
Ⅰ．医薬品について

No 医薬品名 一般名 製薬会社 規  格 薬  価
申請者

（申請科）
備  考

1 ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 人参養栄湯エキス顆粒 ツムラ 1g ¥20.6 大岡（泌尿器科） 常時採用

2 ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 清肺湯エキス顆粒 ツムラ 1g ¥10.5 土屋（呼吸器科） 常時採用

3 L-ケフレックス小児用顆粒 セファレキシン複合顆粒 塩野義 200mg1g ¥70.1 山岡（小児科） 常時採用

4 マグコロールP 100g (在宅パウチ包装) クエン酸マグネシウムシロップ用 堀井 1g ¥760.0 吉田（消化器） 要時採用

5 ビーマス配合錠 ジオクチルソジウムスルホサクシネート・カサンスラノール錠 日本臓器 1錠 ¥5.6 大岡（泌尿器科） 要事採用

6 カーディオライト注射液第一259MBq/740MBq ヘキサキスメトキシイソブチルイソニトリルテクネチウム(99mTc)キット 富士フイルムRI 259MBq1筒/740MBq1筒
￥17,833/50,11

5
本山(放射線科） ☆要事採用

7 オクトレオスキャン静注用セット インジウム(111In)ペンテトレオチドキット 置 富士フイルムRI 1セット ¥115,464.0 本山(放射線科） ☆要事採用

8 テセントリク点滴静注1200mg アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注射液 中外
1,200mg20mL1

瓶
¥625,567.0 土屋（呼吸器科） ☆要事採用

9 デュファストン錠５ｍｇ ジドロゲステロン錠 マイランEPD 5mg1錠 ¥34.8 武内（産婦人科） ☆要事採用

10 プロゲデポー筋注125mg ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル注射液 持田 125mg1管 ¥178.0 武内（産婦人科） ☆要事採用

11 ニュープロパッチ9mg ロチゴチン貼付剤 大塚製薬 9mg1枚 ¥634.9 吉田（消化器） ☆要事採用

12 トレリーフOD錠25㎎ ゾニサミド錠 大日本住友 25mg1錠 ¥948.5 吉田（消化器） ☆要事採用

13 レキップCR錠2mg ロピニロール塩酸塩徐放錠 GSK 2mg1錠 ¥239.7 吉田（消化器） ☆要事採用

14 ノウリアスト錠20mg イストラデフィリン錠 協和発酵キリン 20mg1錠 ¥782.4 吉田（消化器） ☆要事採用

15 グリセリン「ケンエー」 グリセリン 健栄 10mL ¥12.8 竹内（皮膚科） ☆要事採用

16 ヒルドイドフォーム0.3% ヘパリン類似物質噴霧剤 マルホ 1g ¥22.2 竹内（皮膚科） 院外限定

17 ネイリンカプセル100mg ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物カプセル 佐藤製薬
100mg1カプセ

ル
¥804.6 竹内（皮膚科） 院外限定

18 アンテベートローション0.05% ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル液 鳥居 0.05%1g ¥25.7 竹内（皮膚科） 院外限定

19 タグリッソ錠40mg オシメルチニブメシル酸塩錠 アストラゼネカ 40mg1錠 ¥12,482.5 土屋（呼吸器科） 院外限定

20 アトーゼット配合錠LD/HD エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合錠 バイエル 1錠 ¥177.0 三輪（内科） 院外限定

21 フィコンパ錠2mg ペランパネル水和物錠 エーザイ 2mg1錠 ¥189.7 三輪（内科） 院外限定

☆緊急決済済み

No 先発品名 メーカー名 薬価 メーカー名 備考

1 サワシリンカプセル250㎎ アステラス ¥11.3 東和 常時採用

外皮用ステロイド剤

抗悪性腫瘍用剤 (チロシンキナーゼ阻害薬)

高脂血症用薬

抗てんかん薬

平成30年度第4回（9月審議分）　薬剤委員会決定事項

１.新規採用医薬品　21品目23規格（常時採用　3品目3規格　要時採用　12品目13規格　院外限定採用　6品目7規格）

膨張性下剤

診断用薬(放射性医薬品)

診断用薬(放射性医薬品)

薬効

漢方製剤

漢方製剤

第1世代セフェム系抗生物質製剤 

経口腸管洗浄薬

抗PD-L1抗体製剤

黄体ホルモン剤

黄体ホルモン剤

抗パーキンソン薬

抗パーキンソン薬(レボドパ賦活薬)

抗パーキンソン薬(ドパミン受容体刺激薬）

抗パーキンソン薬(アデノシンA2A受容体拮抗薬)

グリセリン製剤 

血液凝固阻止薬-外用(ヘパリン類)

抗真菌薬(トリアゾール系)

2.後発医薬品への変更   6品目6規格 

¥8.6

後発品の名称 薬価

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」



2 ジフルカン静注液100㎎ 沢井 ¥3,410.0 沢井 ☆常時採用

3 ニトロールRカプセル20mg エーザイ ¥13.6 沢井 常時採用

4 セイブル錠50mg 三和化学 ¥37.7 東和薬品 常時採用

5 カルナクリン錠50 三和化学 ¥19.1 ニプロ 常時採用

6 ジスロマック錠250mg アジスロマイシン水和物錠 ¥229.6 東和 常時採用

☆緊急決済済み

No 採用医薬品名 メーカー名 薬価 メーカー名 備考

1 タゾピペ配合静注用4.5「明治」 明治製菓 ¥1,015.0 ニプロ 常時採用品

No 薬品名 メーカー名 薬価 メーカー名 備考

1 ランソプラゾールOD「テバ」 武田テバファーマ ¥26.4 武田テバファーマ ¥26.4

No 医薬品名　・規格 成分

1 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%「サワイ」 セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物細粒

2 クラシエ人参養栄湯エキス細粒 人参養栄湯エキス細粒

3 アクテムラ皮下注162㎎オートインジェクター トシリズマブ（遺伝子組み換え）キット

4 アナフラニール点滴静注液25ｍｇ クロミプラミン注射液

Ⅱ．医療用消耗品について

1)　新規採用医薬品について　2品目

漢方製剤 常時採用品。ツムラ人参養栄湯エキス顆粒への切り替えによる削除。

抗リウマチ薬(抗IL-6抗体) 要事採用品。使用ないため削除。

抗うつ薬(三環系) 要事採用品。使用ないため削除。

常時採用品。AGへ変更。

薬価

¥831.0

薬価

タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」

硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 ¥5.8

3.後発医薬品のメーカー変更  1品目1規格

フルコナゾール静注液100㎎「サワイ」 ¥1,286.0

¥7.6

¥17.5

　　　　　　　　　　　　　　Serrato  　　　　製造業者　日本ストライカー株式会社 （整形外科　宇野　耕吉）

　　　　　　　　　　　　    パワーPICC MSTタイプ　　　　製造業者　メディコン （麻酔科　石川　麻子）

ミグリトールOD錠50mg「トーワ」

カリジノゲナーゼ錠50単位「NP」

薬　効

セフェム系抗生物質製剤 常時採用品。L-ケフレックス採用に伴うセフェム系抗生剤の採用整理のため。

理　　　　　由

アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「トーワ」 ¥92.1

4．削除検討医薬品  4品目4規格

4.販売中止に伴う採用医薬品の変更について　1品目1規格

新規薬品名

ランソプラゾールOD「武田テバ」

後発品の名称


