
関係各位

醐 騒 捗 〃

定例薬事委員会において新規購入薬品等を下記のように決定いたしました。

1)新
規採用薬品 (12月 1日 ～。なお、オキシヨンチンTR錠 (各種)・ 献血ヴェノグロブリンIH10%(各種)・

マキサカルシトール静注透析用シリンジ(各種)については在庫なくなり次第随時)

2018准
「

11メヨ30日

薬剤部

薬品名 成分 メーカニ 用法・用量 適応症 依頼科

ソルラクトD輸液500mL
(薬価 :157/1袋 )

1袋/500mL:
ブドウ糖258、 塩化ナトリ
ウム3.g、 塩化カリウム
0.15g、 塩化カルシウム沐
和物0.18、 L―乳酸ナトリ
ウム1.55g

テルモ

1回500～ 1000mLを点満
静注 .

機与速度 :プドウ精として
1時間あたり0.5νkA4壼
以下

鑽胞外液の補綸・補正,

代編性アシドーシスの
隋正:エネルギーの補給

小児
救急科

クラバモックス小児用
配含ドライシロップ
(薬価:219.40/1g)

1.01g:

クラブラン酸カリウム
42.Omg・ アモキシシリン
水和物600mg

グラクソ・
スミス
クライン

小児:1日量96.4mgを2回

に分けて12時間ごとに食
菫血L継口投与。

表在性皮膚感染症、深在性
皮膚感染虚、リンパ管・リン
パ節 炎、慢性鳳皮症、咽
頭“喉頭費、鷹桃費、急性
気管支炎、膀 腕炎、腎孟腎
炎、中耳炎、副鼻腔炎

ナルサス錠
2mg
(1に綱田:202.80/11定 )

6mg
(薬価 :530.20/1鍵 )

1鍵 :

ヒドロモリレフォン
2mg
6mg

第一三共
1日 1回4～ 24mgを経ロ
投与.

理Ml繋鶴
痛

頭頸部
外科

ナルラピド錠lmg
(薬価 :110.60/1盤 )

1鍵 :

ヒドロモルフォンlmg 第一三共 1日 4～ 24mgを4～ 6回に
分割経口被与.

中等度から高度の落痛
を伴う各種癌における鎮
痛

オキシヨンチンTR餞
5mg
(舅鷹綱田:134.70/11菫 )

20mg
〈薬価 :403.80/1館 )

1盤 :

オキシヨドン塩酸塩
5mg
20mg

塩野義
1日 10～ 80mgを2回に分
割経口投与.

中等度から高度の疼痛
を伴う各種癌における餞
痛

緩和ケア
内科

ベルサンチン静注10mg
(薬価:58.00/1管 )

1管/2mL:
ジピリダモ‐ル10mg

ベーリンガニ

インゲル
ハイム

1回 10m晨H日 1～3回

徐々に静注.

狭心症、心筋極塞:その
他の虚血性心疾患、うつ
血性心不全

集中
治療都

クロザリル鐘
25mg
(薬価 187.70/1錠 )

100mg
(薬価:309.20/1錠 )

1鍵 :

クロザピン
25mg
100mg

ノバルテイス

初日:ま 12.5mg、 2日 目:ま

25mgを 1日 1回経口投与.3
日日以降は症状に応じて1

日25mgfつ増量し、原則3

週間かけて1日 200mgまで

増量するが、1日 量が50m=
を超える場合には2～3回に
分けて経口投与。ただし、遍
高用量は1日 000mgまで.

治療抵抗性統合失調症
精神科



薬品名 成分 メーカー 用法・用量 適応症 依頼科

柑
7エン鍵10mg

(薬価 :79.10/1盤 )

1錠 :

タモキシフェン10mg マイランEPD
1日 20mttH～ 2回に分
割経口投与。1日最高量
は40m8まで。

乳癌

乳腺外科

オキノーム散2.5mg
(薬価:57.60/1包 )

1包 :

オキシヨドン塩酸塩
2.5mg

塩野義
1日 10～ 80mga4回に分
割経自投与。

中等度から高度の疼痛
を伴う各種癌における鎮
痛

リュープリンPRO注射用
キツト22.5mg
(薬価 :94,103.00/1簡 )

1簡/1mL:
リュープロレリン酢酸塩
22.5mg

鷲日
24通に1回22.5mgを皮下
臓与。 前立腺癌、閉経前乳癌

サビーン点満静注用
500mg
(ヨに綱田:45,593.00/1lE)

1瓶 :

デクスラゾキサン500mg キッセイ

1日 1回、投与1日 目及び2日

日は1∞Omg/nf、 3日 目は
500mg/ポ を1～2時間かけ
て3日 間連続で静脈肉投
与。なお、血督外漏出後6時
間以内に可能な限り違やか
に投与麗始。投与2日 目及
び3日 日は投与1日 日と同時
期に投与開始.

アントラサイクリン系抗悪
性踵瘍剤の血管外漏出

イミフィンジ点満静注
120mg
(薬価:112,933/1瓶 )

300mg
(薬価:458,750/1瓶 )

1瓶 :

デュルバルマブ
120mg/2.4mL、

500mg/10mL

アストラ
ゼネカ

1回 10mg/kgt2週 間間
隔で60分間以上かけて
点滴静注。投与期間は
12カ月間まで。

切除不能な局所進行の
非小細胞肺癌における
根治的化学放射線療法
篠の維持療法

呼吸器
内科

ノバントロン注
10mg
(薬価 :20,340.00/1瓶 )

20mg
(1に憫田136,434.00/11E)

1瓶 :

ミトキサントロン
10mg/5mL
20mg/10mL

あすか

く急性自由病 (慢性自血病
の急性転化を含む)〉

1日 1回 2～5mE/ボを5日 間
違日,3～4週間隔でゆつくり
静脈内投与.

く悪性リンパ踵1乳痛〉
1日 1回2～4mg/nfを 5日 間
違日あるいは1回8～ 14mg/
耐を,3～4選間隔でゆつくり
静脈内投与、

急性白血病(慢性骨髄性
自血病の急性転化を含
む),悪性リンパ腫,乳
癌,肝細胞癌

血液内科

アクラシノン注射用20mg
(薬価 :3,118.00/1瓶 )

1瓶 :

アクラルビシン塩酸塩
20mg

アステラス

く固形癌及び慈性リンパ腫〉
‖)1日量40～ 50mぶカ
価XO:3～ 1■nば力価.鳩を
1週間に2回、1,2日 違日ま
たは1,4日に静脈内または
点満投与。
囲1日 量20mgを 7日 間違日
静脈内または点滴投与後、
7日 間休藁し、これを反復。
く急性自血病〉
1日 量20mgXO.4mぶ カ
価)AOを 7日間を10～ 15日

間違日静脈内または点満相
与。

胃癌、肺癌、乳癌、卵巣
癌、悪性リンパ腫、急性
自血病の 自党的ならび
に他覚的症状の寛解お
よび改善

アドセトリス点満静注用
50mg
(薬価:465,701/1瓶 )

1瓶 :

ブレンツキシマブベドチン
55mg

武田

く未治療CD30日性ホジキン
リンパ腫〉
ドキソルビシン塩酸塩、ビン
プラステン硫酸塩及びダカ
ルバジンとの併用におい
て、2遍間に1回 1.袖げkgを

最大12回点滴静注.

く再発又は難治性CD30陽
性ホジキンリンパ踵及び未
分化大幅胞リンパ腫〉
3週間に1回 1.3ml′ kgを点満
静注.

CD30陽性の下記疾患 :

ホジキンリンパ踵
再発又は難治性の未分
化大細胞リンパ腫



薬lF.名 成分 ‐ 力‐ 用法・用量 適応症 依頼科

ガザイパ点滴静注
1000mg
(薬価:450,457/1瓶 )

1lE/40mL:
オビヌツズマブ1∞Omg 中外

1日 1回 1000mgを点満静注.

導入僚法は、以下のサイク
ル期間及び投与サイクル数
とし、1サイクルロは1、 3、 15
日日、2サイクルロ以降は1

日目に投与。維持療法で
は、単独投与により2カ月に
1回、最長2年間、投与を繰
り返す。
0シクロホスファミド水和
物、ドキソルビシン塩酸塩t

ビンクリステン硫酸塩及びブ
レドニプロン又はメチルプレ
ドユプロン併用の場合、3週
間を1サイタルとし、3サイク
ル
0シクロホスファミド水和
物、ビンクリステン磯酸塩及
びブレドニプロン又はメチル
プレドニプロン併用の場合,

3週間を1サイクルとし、8サ
イクル
0ベンダムスチン塩鹸塩併
用の場合、4遭間を1サイク
ルとし、6サイタル

CD20陽性の漱胞性リン
パ題

血液内科

ジヤドニュ顆粒分包
300mg
(薬価 :5,707.70/1包 )

1包 :

デフエラシロクス90mg ノ′ヽルテイス

1日 1回 12mg/聰籠口殺
与。なお、1日量は
18mg/kgを 超えないこと。

輸血による慢性餞過剰
症
(注射用鉄キレート剤治
療が不適当な場合)‐

献血ヴェノグロプリン
IH10%静注
2.5g/25mL
(薬価 :20,525m/1瓶 )

5g/50mL
(薬価 :38,547.00/11El

20g/200mL
(1に欄田:154,188.00/1lE)

1瓶 :

人免疲グロプリンG
2.5g/25mL
5g/50mL
20g/200mL

日本血液
製剤機構

直接静注する場合は、きわ
めて級徐に行うこと。
詳細は添付文書参照。

1低菫びに無ガンマグ

"プ

リン血虚
2菫症感染症における抗生物質とめ
併用
3.特彙性血小構導少性燿班病
4.‖ i崎病の急性期
議.多発性筋共・皮膚筋共における飾
力億下の改嶽ステロイド翻が効集不
十分な場合に限る)

6慢性藁症性脱曇性多発根神経藁
(多 巣性運動ニューロバチーを含む)

の筋力低下の改善
7慢性業症性脱磁性多発根神経炎
(多 巣性運動ニューロバチーを含む)

の運動機能低下の進行仰劇(筋力低
下の章書が認められた場合)

8:全身型重症筋無力症(ステ●イド剤
又はステロイド剤以外の免庶ll籠剤
が十分に奏効しない場合に限る)

9天疱患 ステロイド剤の効果不十分
な場合)

10血着lgG2位 の低下を伴う。締炎球
菌又はインフルエンザ菌を起炎書とす
る急性中耳炎,急性気管支羮又は肺
共の発症抑制〈ワクチン機種による予
防及び他の轟切な治燎を行っても十
分な効果が得られず.発織を繰り返
す場合に限る)

11水疱性額天痣療(ステロイド剤の
効果不十分な場合)

12ギラン・パレー症候群(急性増悪
期で歩行日織な重症例)

サージセル・アプソーバ
ブル・ヘモスタツト
(薬価:2,383.70/1枚 )

1枚/ニューニット
15.2om X 22.9cm;

酸化セルロース

ジヨンソン・
エンド・

ジョンソン

出血都位に適当量をあ
てるか充填する。止血の
達成後、余剰分は可能
な限り取り除く。

各種手術時の補助的な
止血

心騰
血管外科



薬品名 成分 メーカー 用法"用量 適応症 依頼科

レンビマカプセル4mg
(薬価:3,950,40/10p)

10p:
レンパチニブ4ng エーザイ

く根治切除不能な甲状腺癌
〉
1日 1回 24mg経口投与.

く切除不能な肝細胞癌〉
体重00kg以上の場合は
12mg、 体重00kg未満の場
合は3mgを 1日 1回経口投
与。

根治切除不能な甲状腺
癌、
切除不能な肝細胞癌

消化器
肉科

プラケニル錠200mg
l薬価 :418.90/1鍵 )

1錠 :

ヒドロキシクロロキン
硫酸塩200mg

サノフィ

200mg又は400mgを 1日

1回食後に経口投与す
る。

皮膚エリテマトーデス、
全身性エリテマトーデス 腎臓内科

プラルエント皮下注75mg
ベン

(薬価 :22,94&00/1簡 )

1簡/1mL:
アリロクマブ75mg サノフィ

75mgを2週に1回皮下投
与.

家族性高コレステロール
血症、高コレステロール
血症 (ただし、HMG-OoA
腱元辞素阻書剤で効果
不十分な場合に限る)

循環器
内科

マキサカルシトール静注
透析用シリンジ
2.5μ grフソ_』

(薬価 :446.00/1簡 )

5μ grフソ_」

(薬価 :50400/1箇 )

1簡/1mL:
マキサカルシトール
2.5μ g
5μ g

扶桑

透析終了直前に、
1回 2.5～ 10μ gを通3回 ,

透析回路静脈側に注
入。1回20μ gを上限に
瀬増.

維持透析下の二次性副
甲状腺機能克進症

血液
浄化部

アーガメイト20%ゼリー
25な

く薬価:80.70/1個 )

1蠣目/25gi
ポリスチレンスルホン酸
カルシウム5g

アステラス

1日 75～ 1503(ポリスチレ
ンスルホン酸カルシウム
として15～ 30g)を 2～ 3回
に分割投与。

急性および慢性腎不全
に伴う高カリウム血症

薬剤部

サムチレール内用懸潤
液15%
(薬価:1,727■0/1包 )

1包/5mL:
アト′`コン750mg

グラクソ・
スミス
クライン

く治療>
1回3mL(フト′`コンとして
750m3)を 1日 2回21日 間食
後投与。
く発症抑制>
1回10mL(ア トパコンとして
1500mg)を 1日 1回食後投
与。

ニューモシスチス肺炎、
ニューモシステス肺炎の
発症抑制

ツムラ芍薬甘車湯エキス
顆粒(医療用)

(薬価 :7.00/1g)

7.5g:

日局カンゾウ 6.Og

日局シャクヤク 6.Og

ツムラ

1日 7.5gを2～ 3回に分割
し、食前又は食間に経ロ
投与。  '

急激におこる筋肉のけい
れんを伴う痣痛、筋肉・
関節痛、日痛、腹痛

フォリアミン盤
(薬価 :9.60/1錠 )

1鍵 :

薬酸5mg 日本製薬

成人:1日 5～ 20mg、

小児:1日 5～ 10mgを2～ 3

回に分割経口投与.

1.葉酸欠乏症の予防及び治
藤
2凛酸の需要が増大し、食
事からの摂取が不十分な憲
の補綸(消耗性疾患、妊産
婦、授乳婦等)

3.吸収不全症候群(スプルー

等)

4.悪性賞血の補助森法
5.下記疾患のうち、葉酸の
欠乏又は代麟障害が関与
すると推定される場合
●栄養性貧血 ●妊嬢性貴
血 ●小児貧血 ●抗けい
れん剤、抗マラリア剤投与
に起国する貧血
0,アルコール中毒及び肝疾
患に関連する大赤血球性貧
血
7.再生不良性貸血
8、類粒球減少症

ビツノテープ4mg
(薬価:31.90/1枚 )

1枚 :

ビツプロロール4mg
トーア

エイヨT

8嘔を1日 1回 、胸部、上腕部
又は背部のいずれかに貼
付。なお、最大投与量は8

嘔 .

本態性高血圧症(軽症～
中等症)



2)変更薬品(在庫なくなり次第)

変更前薬品名                  変更後薬品名

1タ ミフルカプセル75              →   ォセルタミビルカプセル75mg『サヮイJ

2セ ロクエル25mg鍵              →   クエチアピン錠25mg「明治」

3セ ロクエル100mg錠              →   クエチア′ピン錠100mg「明治」

4フルコナゾールカプセル100mg「 F」       →   フル壼ナゾールカプセル100mg rサ ヮイ」

5ス ミルスチツク3嗚  (三笠製薬)      →   .ス ミルスチック3% (大正富山)

3)削除薬品

111:][`曇I:子[||:II『II電」     l  すニシヨンチンTR採用に伴い肖1除

1験‖:1;;:;I`II:III::1)111[  |  ]  10∴献血ヴェノグロプリン採用に伴い肖1除
・マキサカルシトール静注透析用2.5μ g「テバ」

・サングロポール点満静注用25g(販売中止により削除)

・アプレース錠100mg

・カリクレイン錠10単位

・メプチン鍵50燿

ロトパルジッタ軟膏196

・フルマリン静注用0.5g

期限切れに伴い削除


