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商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ゾフルーザ錠20mg 20mg バロキサビル　マルボキシル 抗インフルエンザウイルス剤

2 オーグメンチン配合錠250RS 複合抗生物質製剤 ユナシン錠375mgからの切り替え

〔外用薬〕

3 プロペト 100g/本 100g/本 白色ワセリン 眼科用・一般軟膏基剤
プロペト500g（ボトル）（科限・患限・院外）
からの切り替え

4 アクリノール消毒液0.1％「東豊」500mL 500mL アクリノール水和物 外皮用殺菌消毒剤
アクリノール消毒液0.1%「マルイシ」からの切り替
え

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

1 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

〔外用薬〕

2 亜硝酸アミル　0.25mL/管
0.25mL/
管

亜硝酸アミル 血管拡張剤・シアン化合物解毒剤 救命救急科

〔注射薬〕

3 エンブレル皮下注25mgペン0.5mL 25mg エタネルセプト（遺伝子組換え） 完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤
膠原病内科、整形外科/エンブレル皮下注25mg
シリンジ0.5mLからの切り替え

4 ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL 1g/5mL pH4処理酸性人免疫グロブリン 血漿分画製剤（皮下注用人免疫グロブリン製剤） 小児科

5 リハビックス-K2号輸液500mL 500mL
高カロリー輸液用糖・電解質・
微量元素液

高カロリー輸液用基本液（小児用） 小児科/院外専用

表1. 常用医薬品 

表2. 診療科限定医薬品

クラブラン酸カリウム　125mg/錠
アモキシシリン水和物　250mg/錠

1 平成30年度第6回薬事委員会　結果通知



2

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 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

2 アデムパス錠0.5mg 0.5mg リオシグアト 可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激剤

3 アムノレイク錠2mg 2mg タミバロテン 再発・難治性急性前骨髄性白血病治療剤

4 安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」 1g/g 安息香酸ナトリウム 防腐剤

5 ナルサス錠6mg 6mg ヒドロモルフォン塩酸塩 持続性癌疼痛治療剤

〔注射薬〕

6
エクストラニール腹膜透析液
UVツインバッグ 1500mL

腹膜透析用剤

7
エクストラニール腹膜透析液
シングルバッグ機器専用 1500mL

腹膜透析用剤

8
レギュニールLca1.5腹膜透析液
UVツインバッグ 1500mL

腹膜透析用剤

9
レギュニールLca1.5腹膜透析液
UVツインバッグ 2000mL

腹膜透析用剤

10
レギュニールLca2.5腹膜透析液
UVツインバック 2000mL

腹膜透析用剤

11
レギュニールLca1.5腹膜透析液
シングルバッグ機器専用 2500mL

腹膜透析用剤

12
レギュニールLca1.5腹膜透析液
シングルバッグ機器専用 5000mL

腹膜透析用剤

＜上室＞
ブドウ糖 20.4g
乳酸ナトリウム 1.68g
塩化カルシウム水和物 0.276g
塩化マグネシウム 0.076g
塩化ナトリウム 3.32g
塩酸 0.286g
＜下室＞
炭酸水素ナトリウム 3.46g
塩化ナトリウム 4.72g
水酸化ナトリウム 0.169g

＜上室＞
ブドウ糖 27.2g
乳酸ナトリウム 2.24g
塩化カルシウム水和物 0.368g
塩化マグネシウム 0.102g
塩化ナトリウム 4.42g
塩酸 0.381g
＜下室＞
炭酸水素ナトリウム 4.62g
塩化ナトリウム 6.30g
水酸化ナトリウム 0.225g

＜上室＞
ブドウ糖 45.4g
乳酸ナトリウム 2.24g
塩化カルシウム水和物 0.368g
塩化マグネシウム 0.102g
塩化ナトリウム 4.42g
塩酸 0.381g
＜下室＞
炭酸水素ナトリウム 4.62g
塩化ナトリウム 6.3g
水酸化ナトリウム 0.225g

＜上室＞
ブドウ糖 34.0g
乳酸ナトリウム 2.8g
塩化カルシウム水和物 0.459g
塩化マグネシウム 0.127g
塩化ナトリウム 5.53g
塩酸 0.476g
＜下室＞
炭酸水素ナトリウム 5.77g
塩化ナトリウム 7.87g
水酸化ナトリウム 0.281g

表3. 患者限定医薬品

イコデキストリン 0. 75g/L
塩化ナトリウム 5.35g/L
乳酸ナトリウム 4.48g/L
塩化カルシウム 0.257g/L
塩化マグネシウム 0.051g/L

＜上室＞
ブドウ糖 68.0g
乳酸ナトリウム 5.60g
塩化カルシウム水和物 0.919g
塩化マグネシウム 0.254g
塩化ナトリウム 11.05g
塩酸 0.953g
＜下室＞
炭酸水素ナトリウム 11.54g
塩化ナトリウム 15.75g
水酸化ナトリウム 0.562g

イコデキストリン 0. 75g/L
塩化ナトリウム 5.35g/L
乳酸ナトリウム 4.48g/L
塩化カルシウム 0.257g/L
塩化マグネシウム 0.051g/L
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商品名 規格 一般名 分類 備考
〔外用薬〕

1 パピロックミニ点眼液0.1% 0.4mL/本 シクロスポリン 春季カタル治療剤 異議申請

商品名 規格 一般名 分類 申請科/備考
〔内用薬〕

1＊ シベクトロ錠200mg 200mg テジゾリドリン酸エステル オキサゾリジノン系合成抗菌剤 皮膚科、形成外科

2＊ ネイリンカプセル100mg 100mg
ホスラブコナゾール
L-リシンエタノール付加物

経口抗真菌剤 皮膚科/院外専用

3＊ グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」 2mg グラニセトロン 5-HT3受容体拮抗型制吐剤 放射線科

4
＊ トラセミドOD錠8mg「TE」 8mg トラセミド ループ利尿剤 循環器内科

〔外用薬〕

5＊ アレサガテープ4mg 4mg エメダスチンフマル酸塩 経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤 耳鼻咽喉科・頭頸部外科/院外専用

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
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規格 一般名 分類 備考

1 ツベルミン錠100mg（患限） 100mg エチオナミド 結核化学療法剤 不採用

2 アジレクト錠1mg 1mg ラサギリンメシル酸塩
パーキンソン病治療剤
（選択的MAO-B阻害剤）

不採用

3 ゾフルーザ錠10mg 10mg バロキサビル　マルボキシル 抗インフルエンザウイルス剤 不採用

4 オルケディア錠1mg 1mg エボカルセト カルシウム受容体作動薬 不採用

5 オルケディア錠2mg 2mg エボカルセト カルシウム受容体作動薬 不採用

6 サブリル散分包500mg 500mg ビガバトリン 抗てんかん剤 不採用

7 ユナシン錠375mg 375mg スルタミシリントシル酸塩 合成ペニシリン製剤
オーグメンチン配合錠250RS
と切り替え

8 インプロメン細粒1％ 10mg/g ブロムペリドール 精神神経安定剤 販売中止のため/前回削除候補

9 エクジェイド懸濁用錠125mg（科限） 125mg デフェラシロクス 鉄キレート剤 販売中止のため/前回削除候補

10 チオデロンカプセル5mg 5mg メピチオスタン 経口腎性貧血用剤・抗乳腺腫瘍剤 前回削除候補

11 パリエット錠10mg（患限） 10mg ラベプラゾールナトリウム プロトンポンプ阻害剤 前回削除候補

12 リスパダールOD錠1mg（患限） 1mg リスペリドン 抗精神病剤 前回削除候補

13 アクリノール消毒液0.1%「マルイシ」 500mL アクリノール水和物 外皮用殺菌消毒剤
アクリノール消毒液0.1%「東豊」と
切り替え

14 アンペック坐剤10mg 10mg モルヒネ塩酸塩水和物 癌疼痛治療剤 前回削除候補

15
プロペト500g（ボトル）（科限・患限・院
外）

500g 白色ワセリン 眼科用・一般軟膏基剤 プロペト100g/本と切り替え

16 5FU軟膏5％協和　5g/本（科限） 50mg/g フルオロウラシル 抗腫瘍外用剤 前回削除候補

17
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL
（科限）

25mg/
0.5mL

エタネルセプト（遺伝子組換え） 完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL
と切り替え

表6.不採用医薬品及び削除医薬品一覧
商品名

  〔内用薬〕

  〔外用薬〕

  〔注射薬〕
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商品名 メーカー 分類 先発医薬品 採用区分
〔内用薬〕

1
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg
「トーワ」

東和薬品 セロトニン作動性抗不安薬 セディール錠10mg 常用

2 アゾセミド錠30mg「JG」
日本
ジェネリック

持続型ループ利尿剤 ダイアート錠30mg 常用

3 アゾセミド錠60mg「JG」
日本
ジェネリック

持続型ループ利尿剤 ダイアート錠60mg 常用

〔外用薬〕

4
レボブノロール塩酸塩PF点眼液0.5％
「日点」

日本点眼薬
研究所

持続性緑内障・高眼圧症治療剤 ミロル点眼液0.5％ 院外

表8. 後発医薬品採用一覧

5 平成30年度第6回薬事委員会　結果通知


