
関係各位

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 (3月 1日 ～。なお、カリメニト散については、在庫なくなり次第 )

2019年 2月 6日

薬剤部

薬品名 成分 メーカー 用法・用量 適応症 依頼科

コロンフォート
内用懸濁液2596

(薬価 :497.10/1瓶 )

1瓶/32mL:
硫酸パリウム88 伏見

1回32mL(磯酸パリウム
として88)を横査前日か
ら毎食後に3日経口投
与.

腸内容物の標識による
大騰コンピューター断層
撮像の補助

放射線科

ツムラ人多養栄湯エキス
顆粒(医療用)

(ヨ障綱[:20.60/1g)

1包/38:下記の割合の乾燥
エキスa薩含有
ジオウ 4g、 トウキ 48、 ビヤ
クジュツ 4g、 プクリョウ
4g、 ニンジン 3ふ ケイヒ
258、 オンジ 2g、 シャクヤク
2Eぅ チンピ 2g、 オウギ
1.6g、 カンゾウ lg、 ゴミシ
lg

ツムラ

1日 9,Ogを2～ 3回に分割
し、食前又は食間に経ロ
投与.

病後の体力低下、疲労
倦怠、食欲不振、ねあ
せ、手足の冷え、貧血

脳神経
内科

レグテクト錠333m奪

(薬価 :49.40/1錠 )

1鍵 :

アカンプロサート
カルシウム333mg

日本新案
1回666m8を 1日 3回

食後に経口投与.

アルコール依存症患者
における断酒維持の補
助

精神科

エフィエント餞5mg
(薬価:352.40/1餞 )

1鏡 :

プラスグレル5mg 第一三共

開始日に1回 20maを 1日

1回経口投与し、その後、
維持用量として1日 1回

3,75mgを経口投与。

経皮的置動脈形成術
(PCl)を 適用する急性冠
症候群、安定狭心症、陳
旧性心筋榎轟

救急科

プラリア皮下注
60mgシ リンジ
(薬価 :28,788/1簡 )

1簡/1mL:
デノスマブ60mg 第一三共

1.60mgを 6ヵ月に1回皮
下撤与.

2.00m3を 6ヵ月に1回皮
下投与。なお、骨びらん
の進行が出められる場
合には、3カ月に1回皮下
投与可能。

1.骨粗犠症

翻財あ熙淵
乳腺外科

ユビデカレノン鐘10mg
『日新』
(薬価:|.80/1錠 )

1鍵 :

ユビデカレノン10mg
日新

1回 10mgを 1日 3回食後
に経口投与.

軽魔及び中等度のうつ血
性心不全症状

小児
救急科

ヤーボイ点満静注液
50mg
(ヨに」目:485,342/11風 )

1瓶/10mL:
イビリムマブ50mg

ブリストJレ。

マイヤーズス
クイブ

1.3mg/k晨 :3週間間隔

“回点滴静注。なお,他剤併
用の場合は,ニボルマブと
の併用
2ニボルリ との併用にお
いて,lmg/綺を3週間間隔
で4回点満静注.

1.根治切除不能な悪性
黒色腫
2:根治切除不能又は転
移性の腎細胞癌

泌尿器科



薬品名 成分 メーカー 用法・用量 通応症 依頼科

アロプリノール錠100mg
r書林」
(薬価17.70/1錠 )

1鑢 :

アロプリノール100mg
キヨーリンリツ

ディォ

1日量200～ 300mgを 2～
3回に分けて食後に経ロ
投与。

下記の場合の高尿酸血
産の是正
席風、高尿酸血症を伴う
高血圧症

循環器
内科

オングリザ館2.5mg
(薬価:34。 10/1錠 )

1錠 :

サキサグリブチン2.5mg
協和発酵
キリン

5mgを 1日 1回経口投与。
なお、状態に応じて
2.5mgを 1日 1回投与可
能。

2型糖朦病

腎臓内科

ケイキサレート
ドライシロップ76%
(薬価:15.10/1g)

111/3.27g:

ポリステレンスルホン酸
ナトリウム2.5g

鳥居

1日量39.24g(ポ リスチレ
ンスルホン酸ナトリウム
として303)を 2～ 3回に分
け、その1回量を水50～
150mLi=懸 濁し、経口投
与。

急性および慢性腎不全
による高カリウム血症

2)剤型変更 (在庫なくなり次第)

3)用量変更に伴う変更

4)規格変更薬品

薬品名 成分 メーカー 薬効分類 備考 依頼科

ジフエニドール塩酸塩鍵
25mg「トーワ』
(薬価 :5.60/1鍵 )

1錠 :

ジフエニドール塩酸塩
25mg

東和 抗めまい薬 .

ジフェニドール塩酸塩鐘
25mgrTcK』 (薬価 :

5.00/1餞 )から変更

薬剤部

ヘプタ′ヽックスーEI

水性懸濁注シリンジ
0.5mL
(薬価12,417/1綺 )

1簡/Q5mL:
組換えHBs抗原たん白質
10μ g

MSD 沈降B型肝炎ワクチン
ヘプタバックス,‖ (薬価 :

2.382/1瓶)から壼吏

スルピリン注射液
250mg rttEェ 』
(薬価:92/1管 )

1管/1mL:
スルピリン水和物
250mg

日医エ ピラプロン系抗炎症薬
メチロシ注2596(薬価 :

92/1管 )から変更

薬品名 成分 メーカー 桑効分類 備考 依頼科

オブジーボ点滴静注
240mg
(薬価:410,380/1瓶 )

1瓶/24mL:
ニボルマブ240mg 小野

抗ヒトPD・ 1

モノクローナル抗体

20ms(薬価 :35,766/1

瓶)、 100m3(薬 価 :

173,763/1lE)

と複数規格

案剤部

薬品名 成分 メーカー 薬効分類 備考 依頼科

ブシラミン錠50mg
r卜_ヮ」
(薬価 :10.40/1錠 )

1錠 :

プシラミン50mg 東和 抗リウマチ薬
プシラミン錠100mgr卜_
ワJ(薬価 :22.70/1錠 )か
ら変更

薬剤部



5)変更薬品(在庫なくなり次第)    .         ́             ‐

壼1童前薬品名                  変更後薬品名

1トラムセット配含錠           ‐ ■   トァラセット配含鍵『マルイシ」

2リ フレックス鍵15mg             ヽ   ミルタザビンOD錠15mせ『 卜■ワ」

3ビツプロ甲―ルフマル酸塩錠5m意「サヮィJ   =   ビソプロロ,ルフマル酸壼錠鈍 『日新|

3)削除薬品                           ‐

,カリメす卜散 (ケイキサレートドライシロ
'プ

採用に伴い削除)

,ケン平一アクリ′rル液al    (販売中止により削除)

・イトプリド塩酸塩腱50mg「 NP』  :
・クリノリル錠100E

`ザンタック鍵150                1
:ジク甲フエナクナトリウム絣詢プセル37.5mg「オ∵ハラ」

・ニトロ‐ル鍵5mg

口
=ポ

ジン注シリンジ1500

ニエポジン注シリンジ3∞0         ‐

・マグネスコ
=プ

静注38%シリンジ10ふL(15mLのみ採用)

使用量減少のため蘭1除


