
Ⅰ．医薬品について

１．新規採用医薬品    （常時採用品目） 3品目3規格　 (要時購入採用) 2品目2規格　（院外限定）5品目5規格

No 医薬品名 一般名 製薬会社 規  格 薬  価 申請科（申請者） 備  考

1 クレストールＯＤ錠2.5ｍｇ ロスバスタチン 塩野義 2.5㎎1錠 ¥164.0 衣笠(循環器内科) 院外限定採用

2 エフィエント錠20㎎ プラスグレル塩酸塩 第一三共 20㎎1錠 ¥1,150.2 清水(循環器内科) 常時採用

3 オプスミット錠10㎎ マシテンタン アクテリオン 10㎎1錠 ¥14,594.0 清水(循環器内科) 院外限定採用

4 ゼルフォーム(80×125×10mm) ゼラチン貼付剤 ファイザー 1枚 ¥1,182.5 蔵川(整形外科) ☆要時購入採用

5 ロコアテープ ｴｽﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ・ﾊｯｶ油 大正 10cm×14cm1枚 ¥44.8 乾(リハ科) 常時採用

6 トロビシン筋注用2g ｽﾍﾟｸﾁﾉﾏｲｼﾝ塩酸塩 ファイザー 1瓶 ¥2,407.0 大岡(泌尿器) 要時購入採用

7 ボノサップパック400
ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ･ｱﾓｷｼｼﾘﾝ・ｸﾗﾘｽﾛﾏｲ

ｼﾝ 武田 1シート ¥733.8 三田(消化器内科) 院外限定採用

8 ボノピオンパック
ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ･ｱﾓｷｼｼﾘﾝ・ﾒﾄﾛﾆﾀﾞ

ｿﾞｰﾙ 武田 1シート ¥654.6 三田(消化器内科) 院外限定採用

9 マーデュオックス軟膏
ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ・ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴﾙ

ﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ配合 マルホ 1ｇ ¥231.0 山本(皮膚科) 院外限定採用

10 ｸﾞﾙｺｼﾞﾝ消毒用ﾊﾝﾄﾞﾛｰｼｮﾝ1% ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩・ｴﾀﾉｰﾙ ｽﾘｰｴﾑ 12個入り ¥44,712.0 宇野(整形外科) ※常時採用

（院内院外削除11品目11規格、院内→院外に切り替え 3品目、院外削除4品目）

No 医薬品名　・規格 成分

1 カルチコール注射液5mL グルコン酸カルシウム

2 エフィエント錠5㎎ プラスグレル塩酸塩

3 ゼルフォーム(80×125×10mm) ゼラチン貼付剤

4 アイロミールエアゾール100μｇ サルブタモール硫酸塩

5 テルシガンエロゾル ｵｷｼﾄﾛﾋﾟｳﾑ臭化物

6 タチオン錠 グルタチオン

7 グリミクロン錠40㎎ グリクラジド

8 ヤクバンテープ40㎎ フルルビプロフェン

9 エコリシン点眼液 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ・ｺﾘｽﾁﾝ

10 ﾂﾑﾗ小柴胡湯エキス顆粒 生薬抽出成分

11 ランサップ400
ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ・ｱﾓｷｼｼﾘﾝ・ｸﾗﾘｽﾛ

ﾏｲｼﾝ

12 ランピオンパック
ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ・ｱﾓｷｼｼﾘﾝ・ﾒﾄﾛﾆﾀﾞ

ｿﾞｰﾙ

13 ザンタック注射液50㎎ ラニチジン

14 ダウノマイシン静注用20㎎ ダウノルビシン塩酸塩

15 注射用フィルデシン3㎎ ビンデシン硫酸塩

処方量が少ないため、院外限定採用へ切り替え。グルタチオン製剤

薬　効

抗血小板剤 エフィエント錠20㎎が常時採用となるため削除。

気管支拡張剤 現在院外限定採用。製造販売中止のため削除。

理　　　　　由

処方量が少なく、注射用Ｃａ製剤として塩カル注があるため整理し削除。カルシウム補給剤

H2受容体拮抗薬 パクリタキセルの前投薬にて使用されているが、ガスター注で代用可能なため削除。

薬効

HMG-CoA還元酵素阻害剤

抗血小板剤

ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ菌除菌療法薬

滅菌吸収性ゼラチンスポンジ

エンドセリン受容体拮抗薬

経皮吸収型鎮痛消炎剤

抗生物質製剤

ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ菌除菌療法薬

尋常性乾癬治療薬

気管支収縮抑制剤 現在院外限定採用。製造販売中止のため削除。

滅菌吸収性ゼラチンスポンジ 患者限定での使用であったため、当該患者に対する使用が終了し削除。

速乾性手指消毒剤

※1ヶ月程度、手術室にて試験運用後採用の可否を決定する。

糖尿病治療剤 期限切れで170錠廃棄したため、院外限定採用へ切り替え。

2．削除医薬品　　　　　18品目18規格

抗生物質点眼剤 2017年3月末で製造販売中止、経過措置終了となるため。

現在院外限定採用。ボノサップパックが新規院外限定となるため削除。

現在院外限定採用。ボノピオンパックが新規院外限定採用となるため削除。

昨年度処方されたものが全て院外であったため、院外限定採用へ切り替え。漢方製剤

平成28年度第4回（7月審議分）　薬剤委員会決定事項

経皮吸収鎮痛剤 ロコアテープが新規採用となるため削除。

抗悪性腫瘍抗生物質製剤 急性骨髄性白血病維持療法に使用されるが、頻度が少ないため削除。

抗悪性腫瘍剤 急性骨髄性白血病維持療法に使用されるが、頻度が少ないため削除。

H.ピロリ菌除菌療法剤

H.ピロリ菌除菌療法剤



16 ロイケリン散 メルカプトプリン

17 注射用サイメリン50mg ラニムスチン注射用

18 フルダラ静注用50㎎ ﾌﾙﾀﾞﾗﾋﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ

No 医薬品名　・規格 成分

1 バファリン配合錠A81mg アスピリン

2 タチオン点眼 グルタチオン

先発品名 メーカー名 薬価 後発品の名称 メーカー名 薬価

1 ジプレキサ錠2．5㎎ リリー ¥138.1
オランザピンＯＤ錠
2.5ｍｇ「ﾄｰﾜ｣ 東和 ¥44.1

2 カイトリル点滴静注バッグ3㎎/50mL 中外 ¥3,544.0
グラニセトロン点滴
静注バッグ3㎎ 日本化薬 ¥1,978.0

3 ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ注射液150mg ブリストル ¥11,756.0
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静
注液150mg「NK」 日本化薬 ¥7,786.0

4 ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ注射液50㎎ ブリストル ¥4,135.0
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静
注液50mg「NK」 日本化薬 ¥3,213.0

5 ﾌｧﾙﾓﾙﾋﾞｼﾝRTU注射液50㎎ ファイザー ¥19,153.0
ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注
射液50㎎/25mL 日本化薬 ¥11,687.0

6 ﾌｧﾙﾓﾙﾋﾞｼﾝRTU注射液10㎎ ファイザー ¥4,329.0
ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注
射液10㎎/5mL「NK」 日本化薬 ¥2,471.0

7 ﾌｧﾙﾓﾙﾋﾞｼﾝﾝ注射用10㎎ ファイザー ¥4,329.0
ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注
射用10㎎「NK」 日本化薬 ¥2,471.0

8 カンプト点滴静注40㎎ ヤクルト ¥4,102.0
ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴
静注液40㎎「ﾀｲﾎｳ」 大鵬 ¥2,890.0

9 カンプト点滴静注100mg ヤクルト ¥9,247.0
ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴
静注液100㎎「ﾀｲﾎ 大鵬 ¥6,473.0

10 アイソボリン点滴静注用100mg ファイザー ¥7,343.0
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注
用100㎎「NP」

ﾆﾌﾟﾛ=協和発酵ｷ
ﾘﾝ ¥3,186.0

11 アイソボリン点滴静注用25㎎ ファイザー ¥2,109.0
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注
用25㎎「NP」

ﾆﾌﾟﾛ=協和発酵ｷ
ﾘﾝ ¥1,060.0

12 5-FU注1000mg 協和発酵キリン ¥1,267.0
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注
1000mg/20mL 東和 ¥725.0

13 ベプシド注100㎎ ブリストル ¥4,777.0
エトポシド点滴静注
液100ｍｇ「ｻﾝﾄﾞ」 サンド ¥3,100.0

先発品名 薬価 薬価

1 イソジンシュガーパスタ軟膏100g 1g 1g\10.7

2 イソジンゲル4g

3 イソジンゲル90g

備考

OD錠の中で唯一割線があることから有用性が高いと考えられる。

化学療法委員会承認済。添加物が先発品に近く、
大学病院のシェアも高い。

4．後発医薬品への変更　　　　10品目16規格     

抗悪性腫瘍剤 急性骨髄性白血病維持療法に使用されるが、頻度が少ないため削除。

※要時購入となった薬剤は、常時在庫を置かないこととします。必要時、予定日前日までに薬剤部へ連絡をお願いします。

3. 医薬品の採用区分の変更

薬　効 理　　　　　由

グルタチオン製剤 期限切れにより４本廃棄となったこと、2年間購入歴がないため要時購入採用へ切り替え。

抗血小板剤 1ヶ月平均で200錠程度処方量があるため要時購入採用から常時採用へ切り替え。

　　明治製菓イソジン製剤の変更

10g\55.9 10g\41.1

抗悪性腫瘍剤 慢性リンパ性白血病に使用されるが、頻度が少ないため削除。

抗悪性腫瘍剤 多発性骨髄腫に使用されるが、頻度が少ないため削除。

※ﾎﾟﾋﾞﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞｹﾞﾙ90g製剤は12月に発売予定のため、当面は在庫を確保し、発売後切り替え予定とします。

後発品の名称

メイスパン配合軟膏100g

ポビドンヨードゲル10％「明治」4g

ポビドンヨードゲル10％「明治」90g※

成分、添加物は全て同一で区分が後発医薬品となります。

備考


