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第 192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 8月 23日（火）となります。 

 

＊ 後発医薬品への切替えは 8月 23日（火）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　9件 第192回薬事委員会　平成28年 7月20日

インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 日本化薬

抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体

ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)［ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ後続1］

56,382.0円/瓶薬価

*

エフィエント錠20mg 第一三共

抗血小板剤

プラスグレル塩酸塩

359.8円/錠薬価

採用条件： エフィエント錠5mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
エフィエント錠5mgは院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

エルカルチンFF静注1000mg 大塚製薬

レボカルニチン製剤

レボカルニチン

961.0円/管薬価

*

クレストールOD錠 2.5mg 塩野義製薬

Hmg-CoA還元酵素阻害剤

ロスバスタチンカルシウム

87.3円/錠薬価

採用条件： クレストール錠2.5mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
クレストール錠2.5mgは院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

クレストールOD錠5mg 塩野義製薬

Hmg-CoA還元酵素阻害剤

ロスバスタチンカルシウム

121.3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）
クレストール錠2.5mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
クレストール錠5mgはクレストール錠2.5mgの院内在庫がなくなり削除（オーダ停止）

*

ディスコビスク1.0眼粘弾剤 日本アルコン

眼科手術補助剤

ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ/ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ

9,887.3円/筒薬価

*

レミッチカプセル 2.5μg 鳥居薬品

経口そう痒症改善剤

ナルフラフィン塩酸塩

1,346.3円/ｶﾌﾟｾﾙ薬価

*

ロゼックスゲル0.75％ 50g ガルデルマ

がん性皮膚潰瘍臭改善薬

メトロニダゾール

5,070.0円/本薬価

*

ノルレボ錠1.5mg あすか製薬

緊急避妊剤

レボノルゲストレル

未収載薬価

採用条件： 料金規定が決定し次第オーダリング開始

*

(1)



仮採用医薬品　7件 第192回薬事委員会　平成28年 7月20日

アーチスト錠1.25mg 第一三共

慢性心不全治療剤 

カルベジロール

14.4円/錠薬価

*

キックリンカプセル 250mg アステラス製薬

高リン血症治療剤（リン結合性ポリマー） 

ビキサロマー

30.5円/ｶﾌﾟｾﾙ薬価

*

テビケイ錠50mg ヴィーヴヘルスケア

HIVインテグラーゼ阻害剤

ドルテグラビルナトリウム

3,262.6円/錠薬価

*

フィコンパ錠2mg エーザイ

抗てんかん剤

ペランパネル水和物

189.70円/錠薬価

採用条件： 仮採用は院外処方のみオーダリング可

*

ラコールNF配合経腸用半固形剤　300ｇ 大塚製薬工場/大塚製薬

経腸栄養剤

経腸成分栄養剤

327.0円/300ｇ薬価

*

ルテウム腟用坐剤400mg あすか製薬

黄体ホルモン製剤

プロゲステロン

未収載薬価

採用条件： 料金規定が決定し次第オーダリング開始

*

レパーサ皮下注140mgシリンジ アステラス製薬

ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤

エボロクマブ（遺伝子組換え）

22,948円/筒薬価

*

(1)



仮採用延長医薬品　3件 第192回薬事委員会　平成28年7月20日

スプレキュアMP皮下注用1.8 持田製薬

GnRH誘導体

ブセレリン酢酸塩

30,911.0円/筒薬価

採用条件： 仮採用延長期間は1年間

*

ソタコール錠 40mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ

不整脈治療剤

ソタロール塩酸塩

141.1円/錠薬価

採用条件： 仮採用延長期間は半年間

*

ミダフレッサ静注0.1％ アルフレッサファーマ

抗けいれん剤

ミダゾラム

3,340.0円/瓶薬価

採用条件： 仮採用延長期間は1年間

*

(1)



仮採用終了医薬品　9件 第192回薬事委員会　平成28年7月20日

オングリザ錠 2.5mg 協和発酵キリン

選択的DPP-4阻害剤－2型糖尿病治療剤－

サキサグリプチン水和物

91.8円/錠薬価

*

ザクラス配合錠ＬＤ 武田薬品

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝII受容体拮抗薬/持続性Ca拮抗薬配合剤

アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩

140.6円/錠薬価

*

ザクラス配合錠ＨＤ 武田薬品

持続性ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝII受容体拮抗薬/持続性Ca拮抗薬配合剤

アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩

140.6円/錠薬価

*

スンベプラカプセル100mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ

抗ウイルス剤

アスナプレビル

2,847.4円/ｶﾌﾟｾﾙ薬価

院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

ダクルインザ錠60mg ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ

抗ウイルス剤

ダクラタスビル塩酸塩

7,902.9円/錠薬価

院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

バニヘップカプセル150mg MSD

抗ウイルス剤

バニプレビル

2,812.0円/ｶﾌﾟｾﾙ薬価

院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

パリエット錠 5mg エーザイ

プロトンポンプ阻害剤

ラベプラゾールナトリウム

63.4円/錠薬価

*

ビデュリオン皮下注用2mgペン アストラゼネカ

GLP-1受容体作動薬　2型糖尿病治療剤

エキセナチド

3,586.0円/キット薬価

院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

ブイフェンドドライシロップ2800mg ファイザー

深在性真菌治療剤

ボリコナゾール

1,328.3円/40mg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）　 6件 第192回薬事委員会　平成28年7月20日

ヘモポリゾン軟膏 2g ジェイドルフ製薬

痔疾治療剤

大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏

32.2円/個薬価

強力ポステリザン（軟膏）の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
強力ポステリザン（軟膏）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）

*

モサプリドクエン酸塩散1％「日医工」 日医工

消化管運動機能改善剤

モサプリドクエン酸塩水和物

16.8円/g薬価

ガスモチン散1％の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ガスモチン散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）

*

モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」 エルメッドエーザイ

消化管運動機能改善剤

モサプリドクエン酸塩水和物

9.9円/錠薬価

ガスモチン錠5mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ガスモチン錠5mg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）

*

メトクロプラミド錠5mg「テバ」 テバ製薬

消化器機能異常治療剤

メトクロプラミド

5.6円/錠薬価

プリンペラン錠5の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
プリンペラン錠5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）

*

ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 沢井製薬

マイナートランキライザー

ロラゼパム

5.0円/錠薬価

ワイパックス錠0.5の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ワイパックス錠0.5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）

*

ロラゼパム錠1mg「サワイ」 沢井製薬

マイナートランキライザー

ロラゼパム

5.6円/錠薬価

ワイパックス錠1.0の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始
ワイパックス錠1.0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)



平成28年7月20日

製造販売中止に伴う採用中止のお知らせ

薬効 採用中止製品 当院採用の同効類薬 備考（販売中止時期/経過措置満了時期）

アレディア点滴静注用の製造販売中止に伴い供給停止
【販売中止時期（予定）】2016年7月
【経過措置満了時期（予定）】2017年3月末日
同効類薬には「骨形成不全症」の適応がありません。

ゾレドロン酸点滴静注４mg／１００mLバッグ「ヤクルト」
【院内採用】

アレディア点滴静注用
15mg

【院内採用】
（ノバルティス）

骨吸収抑制剤



平成28年7月20日

製造販売中止に伴う採用製品変更のお知らせ

薬効 採用中止製品 代替採用製品 変更理由

経皮鎮痛消炎剤

モーラスパップ30mg
6枚/包

【院外採用】
（久光）

モーラスパップ30mg
7枚/包

【院外採用】
（久光）

モーラスパップ30mg 6枚包装の製造販売中止に伴い供給停止
【販売中止時期（予定）：2016年7月】
効能効果、用法用量等の変更はありません。
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