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2019年 11月 1日 

医師各位 

看護師各位 

薬事審議委員会委員長  野間 文次郎 

薬事審議委員会（2019年 10月 11日）の結果をお知らせいたします 

【新規採用医薬品】（正式採用医薬品） 

新規採用薬品名 薬 効 メーカー 備考 

アジレクト錠 0.5mg 
パーキンソン病治療剤（選択的 MAO-
B 阻害剤） 

武田 神経内科申請 

アスタット軟膏１％ 抗真菌剤 マルホ 皮膚科申請 

アーリーダ錠 60mg 前立腺癌治療剤 ヤンセン 泌尿器科申請 

エンシュア・Ｈ(抹茶味) 経腸栄養剤（経口・経管両用） アボット 外科申請（風味追加）  

ケーワン錠 5mg ビタミン K1 剤 エーザイ カチーフ N 製造中止に伴う変更 

グラニセトロン内服ゼリー2mg｢ｹﾐﾌｧ｣ 5-HT3 受容体拮抗型制吐剤 ケミファ シンセロン錠製造中止に伴う変更 

セファランチン錠 1mg 
イソテトランドリン シクレアニン セ
ファランチン ベルバミン 

メディサ セファランチン末からの剤形変更 

セファレキシン錠 250mg｢日医工｣ セファロスポリン系抗生物質製剤 日医工 感染対策室申請 

タモキシフェン錠 20mg｢DSEP｣ 抗乳癌剤 
第一三共エスフ
ァ 

タモキシフェン錠 20ｍｇ「明治」中止 
【AG】に変更 

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 漢方製剤 ツムラ 総合診療科申請（院外専用） 

トピラマート錠 50mg｢ｱﾒﾙ｣ 抗てんかん剤 共和薬品工業 薬剤科申請 
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新規採用薬品名 薬 効 メーカー 備考 

ドボベットゲル 尋常性乾癬治療剤 レオファーマ 皮膚科申請（院外専用） 

ナルサス錠 2mg 持続性癌疼痛治療剤 第一三共 消化器内科申請 

ナルサス錠 6mg 持続性癌疼痛治療剤 第一三共 消化器内科申請 

ネイリンカプセル 100mg 経口抗真菌剤 佐藤製薬 皮膚科申請 

ピコスルファート Na 錠 2.5mg｢ｻﾜｲ｣ 緩下剤 沢井 薬剤科申請（院外専用・患者限定） 

ヒルドイドフォーム０．３％ 血行促進・皮膚保湿剤 マルホ 皮膚科申請（院外専用） 

プリビナ点眼液０．５ｍｇ／ｍＬ 眼科用局所血管収縮剤 日新製薬 脳神経内科申請 

ブライアン錠 500mg 鉛解毒剤 日新製薬 総合診療科申請 

プロブコール錠 250mg「ﾄｰﾜ」 高脂血症治療剤 東和薬品 皮膚科申請（院外専用） 

フェロ・グラデュメット錠 105mg 徐放型鉄剤 マイランＥＰＤ 代謝内科申請（院外専用・患者限定） 

ベネシッド錠 250mg 痛風治療剤 科研 総合診療科申請 

ベラサス LA 錠 60μg 
経口プロスタサイクリン（PGI2）誘導
体徐放性製剤 

科研 ケアロード LA がクラスⅡ回収のため 

ホリナート錠 25mg｢ﾀｲﾎｳ｣ 還元型葉酸製剤 岡山大鵬 【AG】ユーゼル錠２５ｍｇ採用中止 

レボレード錠 12.5mg トロンボポエチン受容体作動薬 ノバルティス 血液内科申請 

レボレード錠 25mg トロンボポエチン受容体作動薬 ノバルティス 血液内科申請 
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新規採用薬品名 薬 効 メーカー 備考 

ロサルタン K 錠 25mg｢DSEP｣ A-II アンタゴニスト 
第一三共エスフ
ァ 

腎臓内科申請 

ロキシスロマイシン錠 150mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ 酸安定性・持続型マクロライド系抗生剤 ファイザー 皮膚科申請 

ロスーゼット配合錠 LD 
小腸コレステロールトランスポーター阻
害剤／HMG-CoA 還元酵素阻害剤配合
剤 

MSD 循環器内科申請 

ロペラミド錠 1mg｢EMEC｣ 止瀉剤 エルメッド 薬剤科申請（患者限定） 

ヤーズフレックス配合錠 
子宮内膜症に伴う疼痛改善剤・月経困難
症治療剤 

バイエル 外科申請（院外専用） 

エピデュオゲル 尋常性ざ瘡治療剤 マルホ 皮膚科申請（院外専用） 

ケラチナミンコーワクリーム 20% 角化症治療剤 興和 皮膚科申請（院外専用） 

テリルジー100 エリプタ 3 成分配合 COPD 治療剤 ＧＳＫ 呼吸器内科申請 

ビレーズトリエアロスフィア COPD 治療薬 アストラゼネカ 呼吸器内科申請 

ビベスピエアロスフィア COPD 治療薬 アストラゼネカ 呼吸器内科申請 

フシジンレオ軟膏 2% 抗生物質製剤 第一三共 皮膚科申請 

ラパリムスゲル 0.2% 結節性硬化症に伴う皮膚病変治療剤 ノーベル 皮膚科申請（院外専用） 

エンブレル皮下注 50mg ペン 
完全ヒト型可溶性 TNFα／LTαレセプ
ター製剤 

ファイザー 整形外科申請 

オレンシア皮下注 125mg オートインジェクター T 細胞選択的共刺激調節剤 ＢＭＳ 整形外科申請 

ケブザラ皮下注ｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ 
ヒト型抗ヒト IL-6 受容体モノクローナ
ル抗体 

旭化成ファーマ 整形外科申請 

ゴナックス皮下注用 240mg 前立腺癌治療剤 アステラス 泌尿器科申請 
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【採用後発医薬品】 

採用後発医薬品名 薬 効 備 考 

ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 抗ヘルペスウイルス剤 ファムビル錠２５０ｍｇ院内採用中止 

トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 うつ病・うつ状態治療剤 レスリン錠２５院内採用中止 

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 合成ペニシリン製剤 サワシリンカプセル２５０院内採用中止 

シベンゾリンコハク酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 不整脈治療剤 シベノール錠５０ｍｇ院内採用中止 

シベンゾリンコハク酸塩錠 100ｍｇ「トーワ」 不整脈治療剤 シベノール錠１００ｍｇ院内採用中止 

新規採用薬品名 薬 効 メーカー 備考 

シンポニー皮下注オートインジェクター 
ヒト型抗ヒト TNFαモノクローナル抗
体製剤 

田辺三菱 消化器内科申請 

セフトリアキソンナトリウム静注用 1g｢日医工｣ セフェム系抗生物質製剤 日医工 「NP」供給停止に伴う変更 

ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ 
ヒト化抗ヒト IgE モノクローナル抗体製
剤 

ノバルティス 呼吸器内科申請 

タゾピペ配合静注用｢明治｣ β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ 「DESP」供給停止に伴う変更 

デュピクセント皮下注 300mg シリンジ 
ヒト型抗ヒト IL-4/13 受容体モノクロ
ーナル抗体 

サノフィ 皮膚科申請 

トレムフィア皮下注 100mg シリンジ 
ヒト型抗ヒト IL-23p19 モノクローナ
ル抗体製剤 

ヤンセン 皮膚科申請 

ナルベイン注 癌疼痛治療用注射剤 第一三共 消化器内科申請 

ブライアン点滴静注 20% 鉛解毒剤 日新製薬 総合診療科申請 

ミルセラ注シリンジ 75μg 持続型赤血球造血刺激因子製剤 中外 腎臓内科申請 
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採用後発医薬品名 薬 効 備 考 

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 睡眠導入剤 ハルシオン０．２５ｍｇ院内採用中止 

ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 心・腎疾患治療剤 コメリアンコーワ錠１００院内採用中止 

チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「サワイ」 キノリジジン系抗ムスカリン剤 チアトンカプセル１０ｍｇ院内採用中止 

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」 整脈治療剤,糖尿病性神経障害治療剤 メキシチールカプセル１００ｍｇ院内採用中止 

スプラタストトシル酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」 アレルギー性疾患治療剤 アイピーディカプセル１００院内採用中止 

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 筋緊張改善剤 ミオナール錠５０ｍｇ院内採用中止 

トラピジル錠１００ｍｇ「日医工」 循環機能改善剤 ロコルナール錠１００ｍｇ院内採用中止 

ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＨＭＴ」 経皮吸収型・気管支拡張剤 ホクナリンテープ１ｍｇ院内採用中止 

ツロブテロールテープ 2ｍｇ「ＨＭＴ」 経皮吸収型・気管支拡張剤 ホクナリンテープ 2ｍｇ院内採用中止 

ゾピクロン錠７．５ｍｇ「トーワ」 睡眠障害改善剤 アモバンテス錠７．５院内採用中止 

リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」 オキサゾリジノン系合成抗菌剤 ザイボックス錠６００ｍｇ院内採用中止 

トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ＮＫ」 抗 HER2 ヒト化モノクローナル抗体 ハーセプチン注射用６０も継続（並行採用） 

トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ＮＫ」 抗 HER2 ヒト化モノクローナル抗体 ハーセプチン注射用１５０も継続（並行採用） 

エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 抗悪性腫瘍剤 ラステット注１００ｍｇ／５ｍＬ院内採用中止 

インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」 抗ヒト TNFαモノクローナル抗体製剤 レミケード点滴静注用１００も継続（並行採用） 
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デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍＬシリン

ジ「ニプロ」 
α2 作動性鎮静剤 プレセデックス静注液２００μｇ「ファイザー」院内採用中止 

 【採用中止医薬品】 

採用中止薬品名 薬 効 備 考 

アクリノール液 0.1%｢ｼｵｴ｣ 外用殺菌消毒剤 製造中止のため 

アルケラン錠２ｍｇ 抗多発性骨髄腫剤 使用実績無いため 

アンブロキソール塩酸塩内用液０．３％「日医工」 気道潤滑去痰剤 使用実績無いため 

イオウ・カンフルローション「東豊」 皮膚軟化剤 使用実績無いため 

インタール吸入液１％ 喘息治療剤 使用実績無いため 

ウテメリン錠５ｍｇ 切迫流・早産治療剤 使用実績無いため 

エスクレ坐剤「２５０」 抱水クロラール 使用実績無いため 

エストラーナテープ０．７２ｍｇ 経皮吸収型エストラジオール製剤 使用実績無いため 

エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ 前立腺癌治療剤 使用実績無いため 

エストリール錠１ｍｇ 卵胞ホルモン製剤 使用実績無いため 

オテズラ錠 10mg・20mg・３0mg PDE4阻害剤 使用予定がないため 

ガストロゼピン錠２５ｍｇ 胃炎・消化性潰瘍治療剤 使用実績無いため 

カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 アミノグリコシド系抗生物質製剤 使用実績無いため 

カチーフＮ錠 10mg ビタミン K1 製剤 製造中止のため 
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採用中止薬品名 薬 効 備 考 

ゲンタロール点眼液 0.3% 眼科用抗生物質製剤 経過措置終了のため 

コペガス錠２００ｍｇ 抗ウイルス剤 使用実績無いため 

ザンタック注射液 2.5% H2 受容体拮抗剤 発癌物質混入の可能性がある為 

ズファジラン錠１０ｍｇ 脳・末梢血行動態改善剤,子宮鎮痙剤 使用実績無いため 

スンベプラカプセル１００ｍｇ HCV NS3/4A プロテアーゼ阻害剤 使用実績無いため 

セファランチン末 1% 
イソテトランドリン シクレアニン セ

ファランチン ベルバミン 
錠剤に採用剤形変更 

セフトリアキソンナトリウム静注用「NP」 セフェム系抗生物質製剤 一時供給停止に伴い｢日医工｣に変更 

ソバルディ錠４００ｍｇ 抗ウイルス剤 使用実績無いため 

ダクチル錠５０ｍｇ 平滑筋収縮緩和剤 使用実績無いため 

ダクルインザ錠６０ｍｇ HCV NS5A 複製複合体阻害剤 使用実績無いため 

タゾピペ配合静注用「DSEP」(4.5g/V)(ｿﾞｼﾝ) β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 一時供給停止に伴い｢明治｣に変更 

デュファストン錠５ｍｇ レトロ・プロゲステロン製剤 使用実績無いため 

ナウゼリン坐剤 10mg 消化管運動改善剤 使用実績無いため 

ナサニール点鼻液０．２％ Gn-RH 誘導体製剤 使用実績無いため 

パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ 子宮収縮止血剤 使用実績無いため 

小児用フルナーゼ点鼻液 定量噴霧式鼻過敏症治療剤 使用実績無いため 

ヒスロンＨ錠２００ｍｇ 抗悪性腫瘍経口黄体ホルモン製剤 使用実績無いため 
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採用中止薬品名 薬 効 備 考 

プリモボラン・デポー筋注 メテノロンエナント酸エステル 使用実績無いため 

プレグランディン腟坐剤１ｍｇ プロスタグランジン E1 誘導体製剤 使用実績無いため 

ポルトラック原末 高アンモニア血症治療剤 使用実績無いため 

ボンゾール錠１００ｍｇ 子宮内膜症・乳腺症治療剤 使用実績無いため 

ミコブティンカプセル１５０ｍｇ 抗酸菌症治療薬 使用実績無いため 

メプチンミニ錠２５μｇ 気管支拡張剤 使用実績無いため 

ラベファインパック ヘリコバクター・ピロリ除菌治療剤 使用実績無いため 

大塚糖液 10％（20ｍL/A） 糖液 使用実績無いため 

 尚、後発薬品切り替え時期につきましては、院内処方は 11月 5日（火）以降で、院内の在庫がなくなり次第行ないます。  
（各先発薬品の在庫状況と切り替え時期についてはコミュニケートにてその都度お知らせいたします） 

◎ 院外処方においても、採用変更しました後発医薬品での処方に、ご協力を宜しくお願いいたします。 

なお、内服・外用剤につきましては【ＡＧ】（オーソライズドジェネリック：先発と完全同一品で薬価のみ低価格なジェネリック；錠剤刻印やシ
ートデザインは異なります）以外は先発品での外来処方は可能です。 ＡＧがある物については先発医薬品である必要性がないため、AG
後発品のみの処方となります。 （院内処方、入院処方は採用変更されたジェネリックのみとなります）  

お問い合わせにつきましては 薬局長 日浦（7162） へお願い致します。 


