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第 191回薬事委員会審議結果報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 仮採用及び新規採用医薬品の処方開始は 6月 16日（木）となります。 

 

＊ 後発医薬品への切替えは 6月 16日（木）以降、先発医薬品の院内在庫が終

了次第、随時行います。なお、院外処方については引き続き、先発医薬品

も処方可能です。 

 

＊ 仮採用医薬品については、全診療科においてオーダリング可能とし、  

採用期間は原則として 1年間です。 

 



新規採用医薬品　23件 第191回薬事委員会　平成28年 5月18日

グラナテック点眼液0.4％ 5mL 興和創薬

緑内障・高眼圧症治療剤

リパスジル塩酸塩水和物

2,255.0円/本薬価

*

クレナフィン爪外用液10％ 3.56g 科研製薬

爪白癬治療剤

エフィナコナゾール

5,900.7円/本薬価

*

ザイティガ錠250mg ヤンセンファーマ

前立腺癌治療剤（CYP17阻害剤）

アビラテロン酢酸エステル

3,690.9円/錠薬価

採用条件： エストラサイトカプセル156.7mg は院内在庫がなくなり次第、院外の
み採用へ変更（院内オーダ停止）

*

サラジェン顆粒0.5％ キッセイ薬品

口腔乾燥症状改善薬 

ピロカルピン塩酸塩

133.7円/包薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

ジーラスタ皮下注3.6mg 協和醗酵キリン

持続型G-CSF製剤

ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)

106,660.0円/筒薬価

採用条件： ノイトロジン注50μg は院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

スタレボ配合錠L50 ノバルティスファーマ

パーキンソン病治療薬

レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン

209.7円/錠薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

スタレボ配合錠L100 ノバルティスファーマ

パーキンソン病治療薬

レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン

209.7円/錠薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

ストラテラカプセル 5mg 日本イーライリリー

注意欠陥/多動性障害治療薬

アトモキセチン塩酸塩

272.5円/カプセル薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

ストラテラカプセル 10mg 日本イーライリリー

注意欠陥/多動性障害治療薬

アトモキセチン塩酸塩

324.7円/カプセル薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

ストラテラカプセル 25mg 日本イーライリリー

注意欠陥/多動性障害治療薬

アトモキセチン塩酸塩

409.5円/カプセル薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*
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新規採用医薬品　23件 第191回薬事委員会　平成28年 5月18日

ストラテラカプセル 40mg 日本イーライリリー

注意欠陥/多動性障害治療薬

アトモキセチン塩酸塩

461.2円/カプセル薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

タケキャブ錠10mg 武田薬品

カリウムイオン競合型アシッドブロッカー　-プロトンポンプインヒビター-

ボノプラザンフマル酸塩

160.1円/錠薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

タケキャブ錠20mg 武田薬品

カリウムイオン競合型アシッドブロッカー　-プロトンポンプインヒビター-

ボノプラザンフマル酸塩

240.2円/錠薬価

*

タプコム配合点眼液 2.5mL 参天製薬

緑内障・高眼圧症治療剤

タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩

2559.75円/本薬価

採用条件： リズモンTG点眼液0.5％ 2.5mLは院内在庫がなくなり次第、院外の
み採用へ変更（院内オーダ停止）

*

デカドロン錠4mg 日医工

副腎皮質ホルモン製剤

デキサメタゾン

35.8円/錠薬価

*

テノゼット錠300mg ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝ

抗ウイルス化学療法剤

テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩

996.5円/錠薬価

採用条件： 院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院内オーダ停止）

*

ドボベット軟膏 15g ﾚｵﾌｧｰﾏ/協和発酵ｷﾘﾝ

尋常性乾癬治療剤

カルシポトリオール水和物
・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル

3952.5円/本薬価

採用条件： リンデロン－DP軟膏 10g は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採
用へ変更（院内オーダ停止）

*

ベピオゲル2.5％ 15g マルホ

尋常性ざ瘡治療剤

過酸化ベンゾイル

1,813.5円/本薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

ベルソムラ錠15mg MSD

オレキシン受容体拮抗薬‐不眠症治療薬‐

スボレキサント

89.1円/錠薬価

採用条件： セパゾン錠1は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院
内オーダ停止）

*

ベルソムラ錠20mg MSD

オレキシン受容体拮抗薬‐不眠症治療薬‐

スボレキサント

107.9円/錠薬価

採用条件： セパゾン錠1は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院
内オーダ停止）

*
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新規採用医薬品　23件 第191回薬事委員会　平成28年 5月18日

リクシアナ錠 30mg 第一三共

経口ＦXa阻害剤

エドキサバントシル酸塩水和物

538.4円/錠薬価

採用条件： リクシアナ錠 15mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
リクシアナ錠 15mgは院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

リクシアナ錠 60mg 第一三共

経口ＦXa阻害剤

エドキサバントシル酸塩水和物

545.6円/錠薬価

*

ルナベル配合錠 ULD ノーベルファーマ

月経困難症治療剤

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

336.6円/錠薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*
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仮採用医薬品　2件 第191回薬事委員会　平成28年 5月18日

イフェクサーSRカプセル37.5mg ファイザー

セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤

ベンラファキシン塩酸塩

157.9円/カプセル薬価

*

フロセミド錠10mg「NP」 ニプロ

利尿降圧剤

フロセミド

6.0円/錠薬価

*

(1)



仮採用延長医薬品　4件 第191回薬事委員会　平成28年5月18日

アノーロエリプタ30吸入用 ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝ

COPD治療配合剤

ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化物・ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩

8,324.2円/ｷｯﾄ薬価

採用条件： 平成29年3月にスピオルトレスピマット28吸入と同時に審議する
アノーロエリプタ7吸入用の院内在庫がなくなり次第オーダリング開
始

*

ウルティブロ吸入用カプセル ノバルティスファーマ

長時間作用性吸入気管支拡張配合剤 

ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物/ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩

1,879.5円/ｼｰﾄ薬価

採用条件： 平成29年3月にスピオルトレスピマット28吸入と同時に審議する

*

コセンティクス皮下注150mgシリンジ ノバルティスファーマ/マルホ

ヒト型抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤

セクキヌマブ(遺伝子組換え)

73,132.0円/筒薬価

採用条件： 仮採用延長期間は1年間

*

テリボン皮下注用56.5μg 旭化成ファーマ

骨粗鬆症治療剤

テリパラチド酢酸塩

10,837.0円/瓶薬価

採用条件： 臨床研究実施期間（2年間）は仮採用延長とする

*

(1)



仮採用終了医薬品　2件 第191回薬事委員会　平成28年5月18日

アノーロエリプタ7吸入用 グラクソ・スミスクライン

長時間作用性吸入気管支拡張配合剤 

ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化物・ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩

1,997.2円/ｷｯﾄ薬価

院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

リクシアナ錠 15mg 第一三共

経口ＦXa阻害剤

エドキサバントシル酸塩

397.4円/錠薬価

院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

(1)



新規採用医薬品（ 後発医薬品）　 8件 第191回薬事委員会　平成28年5月18日

エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 東和薬品

筋緊張症候改善剤

エペリゾン塩酸塩

5.6円/錠薬価

ミオナール錠50mg の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ミオナール錠50mg は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院内オーダ停止）

*

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用
10％「トーワ」

東和薬品

経口用セフェム系抗生物質製剤

セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

107.3円/g薬価

フロモックス小児用細粒100mg の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
フロモックス小児用細粒100mg は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院内
オーダ停止）

*

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg
「ファイザー」

ファイザー

経口用セフェム系抗生物質製剤

セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物

31.3円/錠薬価

フロモックス錠100mg の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
フロモックス錠100mg は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院内オーダ停
止）

*

ダイフェン配合錠 鶴原製薬

合成抗菌剤

ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ

14.9円/錠薬価

バクタ配合錠 の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
バクタ配合錠 は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院内オーダ停止）

*

トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 共和薬品工業

抗うつ剤

トラゾドン塩酸塩

7.5円/錠薬価

デジレル錠25 の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
デジレル錠25 は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院内オーダ停止）

*

バロス消泡内用液2％ 300mL 堀井薬品工業

胃内有泡性粘液除去剤

ジメチコン

960.0円/瓶薬価

ガスコンドロップ内用液2％ の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ガスコンドロップ内用液2％ は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院内オー
ダ停止）

*

ボグリボースOD錠0.2mg「タイヨー」 テバ製薬

食後過血糖改善剤

ボグリボース

14.5円/錠薬価

ベイスンOD錠0.2 の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ベイスンOD錠0.2 は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院内オーダ停止）

*

ボグリボースOD錠0.3mg「タイヨー」 テバ製薬

食後過血糖改善剤

ボグリボース

20.1円/錠薬価

ベイスンOD錠0.3 の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ベイスンOD錠0.3 は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院内オーダ停止）

*

(1)
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