
１）新規採用医薬品について

（新規採用医薬品）

薬品名

（一般名）

イソソルビド内用液70%「CEO」
500mL ¥4.8

イソソルビド /mL

ウロナーゼ静注用
6万単位 ¥2,934.0

ウロキナーゼ /V

オキシコンチンTR錠
5mg ¥139.6

オキシコドン塩酸塩水和物 /錠

オキシコンチンTR錠
10㎎ ¥261.3

オキシコドン塩酸塩水和物 /錠

オキシコンチンTR錠
20mg ¥486.1

オキシコドン塩酸塩水和物 /錠

オキシコンチンTR錠
40mg ¥891.4

オキシコドン塩酸塩水和物 /錠

ドセタキセル点滴静注
20mg ¥8,527.0

ドセタキセル /V

ドセタキセル点滴静注
80mg ¥29,802.0

ドセタキセル /V

ファモチジンD錠20mg「日医工」
20mg ¥10.9

ファモチジン /錠

マヴィレット配合錠
¥24,210.4

グレカプレビル水和物
ピブレンタスビル

/錠

サムスカ錠
7.5mg ¥1,280.8

トルバプタン /錠

テモゾロミド錠「NK」
20mg ¥1,398.5

テモゾロミド /錠

テモゾロミド錠「NK」
100mg ¥6,992.3

テモゾロミド /錠

リクシアナOD錠
30mg ¥538.4

エドキサバントシル酸塩水和物 /錠

アコアラン静注用
1800単位 ¥84,861.0

アンチトロンビン ガンマ /瓶

ジーンプラバ点滴静注
625mg ¥330,500.0

ベズロトクスマブ /V

フィルグラスチムBS注シリンジ「F」
75μg ¥5,071.0

フィルグラスチム /本
17 新規 白血球減少治療薬 富士製薬 外科

16
新規

（用時） 抗菌薬 MSD 救命救急科

平成３０年２月　新規採用医薬品

No 採用区分 規格 薬価 薬効
製造
/販売

申請科

15 新規
血液凝固阻止薬(アンチトロン

ビン製剤)

協和発酵キリン
/日本血液製剤

機構

脳神経外科

救命救急科

13 新規 抗悪性腫瘍剤 日本化薬 脳神経外科

1 新規 浸透圧性利尿薬 セオリア=武田 薬剤部

14 新規 血液凝固阻止薬 第一三共

12 新規 抗悪性腫瘍剤 日本化薬 脳神経外科

11 新規 V2-受容体拮抗剤 大塚 内科

3 新規 麻薬性鎮痛薬 塩野義 薬剤部

2 新規 血栓溶解薬  持田 薬剤部

6 新規 麻薬性鎮痛薬 塩野義 薬剤部

4 新規 麻薬性鎮痛薬 塩野義

5 新規 麻薬性鎮痛薬 塩野義

薬剤部

薬剤部

8 新規 抗悪性腫瘍剤 ニプロ 薬剤部

7 新規 抗悪性腫瘍剤 ニプロ 薬剤部

9 新規 H2拮抗薬 日医工

10 新規 肝炎ウイルス用薬 アッヴィ

薬剤部

内科
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（限定採用医薬品）

省略

（新規院外採用医薬品）

薬品名

（一般名）

イブランスカプセル
125mg ¥22,560.3

パルボシクリブ /C

イブランスカプセル
25mg ¥5,576.4

パルボシクリブ /C

エネーボ配合経腸用液
250mL ¥192.5

経腸成分栄養剤 /缶

オフェブカプセル
100mg ¥4,382.9

ニンテダニブエタンスルホン酸塩 /C

クラバモックス小児用配合ドライシロップ
¥219.6

アモキシシリン水和物
クラブラン酸カリウム

/g

ルパフィン錠
10㎎ ¥69.4

ルパタジンフマル酸塩 /錠

21
院外採用

新規 抗線維化剤
日本ベーリン

ガー
呼吸器科

20
院外採用

新規
半消化態栄養剤 アボット 小児科/外科

19
院外採用

新規
抗悪性腫瘍剤-CDK4/6阻害薬 ファイザー

胸部心臓血
管外科

申請科

18
院外採用

新規
抗悪性腫瘍剤-CDK4/6阻害薬 ファイザー

胸部心臓血
管外科

採用区分 規格 薬価 薬効
製造
/販売

22
院外採用

新規
ペニシリン

抗菌薬(βラクタマーゼ阻害薬配合)  GSK 小児科

23
院外採用

新規 抗ヒスタミン薬
帝國製薬=田

辺三菱
皮膚科
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2）削除医薬品について

No 規格

500ml

6万単位

5mg

10mg

20mg

40mg

20ｍｇ

80ｍｇ

20mg

20mg

100mg

30ｍｇ

1500単位

75μｇ

５ｇ

500ml

7×10㎝

*内服薬ついては院外はそのまま継続

グランシリンジ75 新規採用に伴う削除
フィルグラスチムＢＳ注75μｇシリンジに切り替え

15
ケナログ口腔用軟膏0.1％ 販売中止のため

デキサルチン軟膏で代用する

16
無水エタノール 期限切迫

使用症例が少ないため

薬品名/採用区分 備考

10
テモダールカプセル 新規採用に伴う削除

テモゾロミド錠に切り替え

1
イソバイドシロップ 新規採用に伴う削除

イソソルビド内用液に切り替え

2
ウロキナーゼ注「フジ」 新規採用に伴う削除

販売中止のため
ウロナーゼ静注用6万単位に切り替え

3
オキシコンチン錠 新規採用に伴う削除

オキシコンチンTR錠に切り替え

4
オキシコンチン錠 新規採用に伴う削除

オキシコンチンTR錠に切り替え

5
オキシコンチン錠 新規採用に伴う削除

オキシコンチンTR錠に切り替え

6
オキシコンチン錠 新規採用に伴う削除

オキシコンチンTR錠に切り替え

9
ファモチジンOD錠「トーワ」 新規採用に伴う削除

割線のあるファモチジン錠に切り替え

7
ドセタキセル点滴静注「トーワ」 新規採用に伴う削除

アルコールフリーのドセタキセルに切り替え

8
ドセタキセル点滴静注「トーワ」 新規採用に伴う削除

アルコールフリーのドセタキセルに切り替え

テモダールカプセル 新規採用に伴う削除
テモゾロミド錠に切り替え

12
リクシアナ錠 新規採用に伴う削除

リクシアナＯＤ錠と切り替え

11

17
スポンゼル 期限切迫

使用症例が少ないため
スポンゼル2.5×5㎝で代用可

13
ノイアート静注用 新規採用に伴う削除

アコアラン静注用に切り替え

14
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3）後発品への切り替え医薬品について

→ 販売元名

1 → ニプロ

2 → 日医工

3 → 沢井製薬

4 → 富士製薬工業

5 → 東和薬品

6 → 小林化工

7 → ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

8 → 第一三共

9 → 第一三共

10 → 東和薬品

11 → 東和薬品

12 → サンド

バルトレックス錠500ｍｇ

変更前

ジプレキサザイディス錠5ｍｇ

サンドスタチン皮下注50μｇ

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」

変更後

ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「サワイ」

シベレスタットナトリウム点滴静注用１００ｍｇ「Ｆ」

バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」

エンタカポン錠１００ｍｇ「ＫＮ」

タゾピペ配合静注用２．２５「明治」

ボリコナゾール錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」

ボリコナゾール錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」

ビカルタミド錠８０ｍｇ「トーワ」

オランザピンOD錠5mg「トーワ」

オクトレオチド酢酸塩皮下注５０μｇ「サンド」

コムタン錠100ｍｇ（限定）

ゾシン点滴静注2.25ｇ

ブイフェンド錠50ｍｇ（限定）

ブイフェンド錠200ｍｇ（限定）

カソデックス錠80ｍｇ

セフメタゾン静注用1g

プラビックス錠75ｍｇ

シグマ―ト注48ｍｇ

エラスポール注100ｍｇ
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