
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 アミノレバンEN配合散50gコーヒー味 50g 肝不全用アミノ酸製剤 肝不全用経口栄養剤 アミノレバンEN配合散50gと切り替え

2 アミノレバンEN配合散50gフルーツ味 50g 肝不全用アミノ酸製剤 肝不全用経口栄養剤 アミノレバンEN配合散50gと切り替え

3 オキシコンチンTR錠5mg 5mg オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌性疼痛治療剤 オキシコンチン錠5mgと切り替え

4 オキシコンチンTR錠10mg 10mg オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌性疼痛治療剤 オキシコンチン錠10mgと切り替え

5 オキシコンチンTR錠20mg 20mg オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌性疼痛治療剤 オキシコンチン錠20mgと切り替え

6 オキシコンチンTR錠40mg 40mg オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌性疼痛治療剤 オキシコンチン錠40mgと切り替え

〔外用薬〕

7 デキサルチン口腔用軟膏1mg/g 5g デキサメタゾン 口腔粘膜疾患治療剤 ケナログ口腔用軟膏0.1％と切り替え

8 スピオルトレスピマット60吸入用 COPD治療配合剤 院外専用から身分変更

〔注射薬〕

9 グロウジェクト皮下注6mg 6mg ソマトロピン（遺伝子組換え） 遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤
院外専用から身分変更／初回導入後は院外専
用

10 グロウジェクト皮下注12mg 12mg ソマトロピン（遺伝子組換え） 遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤
院外専用から身分変更／初回導入後は院外専
用

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

1 エネマスター注腸散 400g 硫酸バリウム 注射用X線造影剤 放射線科

2 コンサータ錠27mg 27mg メチルフェニデート塩酸塩 中枢神経刺激剤 小児科/患者限定からの身分変更

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ニンラーロカプセル3mg 3mg イキサゾミブクエン酸エステル 抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤

2 ニンラーロカプセル4mg 4mg イキサゾミブクエン酸エステル 抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤

表1. 常用医薬品 

表2. 診療科限定医薬品

表3. 患者限定医薬品

チオトロピウム臭化物水和物2.5μg
オロダテロール塩酸塩2.5μg

1 平成29年度第6回薬事委員会　結果通知



商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ウプトラビ錠0.2mg 0.2mg セレキシパグ 選択的プロスタサイクリン受容体作動薬

2 ウプトラビ錠0.4mg 0.4mg セレキシパグ 選択的プロスタサイクリン受容体作動薬

3 レグナイト錠300mg 300mg ガバペンチン　エナカルビル レストレスレッグス症候群治療剤

4 イノベロン錠100mg 100mg ルフィナミド 抗てんかん薬 患者限定から身分変更

5 エピビル錠150 150mg ラミブジン 抗ウイルス化学療法剤 常用から身分変更

6 カレトラ配合錠 抗ウイルス化学療法剤 患者限定から身分変更

7 ケトチフェンカプセル1mg「タイヨー」 1mg ケトチフェン アレルギー性疾患治療剤 常用から身分変更

8 コンプラビン配合錠 抗血小板剤 常用から身分変更

9 ザイアジェン錠300mg 300mg アバカビル硫酸塩 抗ウイルス化学療法剤 患者限定から身分変更

10 タイケルブ錠250mg 250mg ラパチニブトシル酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤 患者限定から身分変更

11 プレミネント配合錠LD 持続性ARB／利尿薬合剤 常用から身分変更

12 ポルトラック原末 6g ラクチトール水和物 高アンモニア血症治療剤 常用から身分変更

13 ラミクタール錠小児用2mg 2mg ラモトリギン 抗てんかん薬 科限定から身分変更

14 ガストロゼピン錠25mg 25mg ピレンゼピン塩酸塩水和物 胃炎・消化性潰瘍治療剤 常用から身分変更

15 パーロデル錠2.5mg 2.5mg ブロモクリプチンメシル酸塩 持続性ドパミン作動薬 常用から身分変更

〔外用薬〕

16 セレベント50ディスカス 50μg サルメテロールキシナホ酸塩 長時間作動型吸入気管支拡張剤 常用から身分変更

〔注射薬〕

17 グロウジェクトBC注射液8mg 8mg ソマトロピン（遺伝子組換え） 遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤 常用から身分変更

18 ソマバート皮下注用10mg 10mg ペグビソマント（遺伝子組換え） 成長ホルモン受容体拮抗剤 患者限定から身分変更

商品名 規格 一般名 分類 申請科/備考
〔内用薬〕

1
* デシコビ配合錠LT 抗ウイルス化学療法剤 呼吸器内科

2 ビプレッソ徐放錠50mg 50mg クエチアピンフマル酸塩 双極性障害のうつ症状治療薬 精神科

3 アラグリオ顆粒剤分包1.5g 1.5g アミノレブリン酸塩酸塩 光線力学診断用剤 腎臓外科・泌尿器科

4
プレタールOD錠100mg
プラスチックケース

100mg シロスタゾール 抗血小板剤 脳神経外科、神経内科/院外専用

〔外用薬〕

5* ガチフロ点眼液0.3％ 5mL ガチフロキサシン水和物 広範囲抗菌点眼剤 眼科

エムトリシタビン　200mg
テノホビル　アラフェナミド　10mg

クロピドグレル75mg
アスピリン100mg

ロサルタンカリウム50mg
ヒドロクロロチアジド12.5mg

下線部を引いている診療科は現在、使用している診療科です。

*上記医薬品1,5は継続審議となります。

表5.仮採用医薬品 

表4. 院外専用医薬品

ロピナビル200mg
リトナビル50mg
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商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ビプレッソ徐放錠150mg 150mg クエチアピンフマル酸塩 双極性障害のうつ症状治療薬 不採用

2 アミノレバンEN配合散 50g 肝不全用アミノ酸製剤 肝不全用経口栄養剤
アミノレバンEN配合散コーヒー味／フルーツ味
と切り替え

3 オキシコンチン錠5mg 5mg オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌性疼痛治療剤 オキシコンチンTR錠5mgと切り替え

4 オキシコンチン錠10mg 10mg オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌性疼痛治療剤 オキシコンチンTR錠10mgと切り替え

5 オキシコンチン錠20mg 20mg オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌性疼痛治療剤 オキシコンチンTR錠20mgと切り替え

6 オキシコンチン錠40mg 40mg オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌性疼痛治療剤 オキシコンチンTR錠40gmと切り替え

7 バロジェクトゾル100　600mL 600mL 硫酸バリウム 注射用X線造影剤 エネマスター注腸散と切り替え

〔外用薬〕

8 ケナログ口腔用軟膏0.1％ 5g トアムシノロンアセトニド 合成副腎皮質ホルモン剤
デキサルチン口腔用軟膏1mg/g 5g/本と
切り替え

表6. 不採用医薬品及び削除医薬品
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