
関係各位

凛婦冒〕〃

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 (5月 7日 ～)

2019奪巧月7日

薬剤部

依頼科 薬品名 成分 メーカー 用法・用量 適応症

眼科

グラナテック点眼液0.4%
5mL
(薬価 :449.30/1mL)

lmLi
リパスジル4mg 興和

1回 1滴、1日 2回 点眼。
他の緑内障治療薬が効
果不十分又は使用でき
ない縁内障、高眼圧症アイフアガン点眼液0.196

5mL
(薬価 :448.90/1mL)

lmL:
プリモニジン酒石酸塩
lmg

千寿

青椎脊髄
外科

タリージニ錠
5mg
(薬価 :107.70/1錠 )

10mg
(薬価 :148.70/1鍵 )

1盤 :

ミロガ′ヽリン
5mg、 10品g

第‐三共

初期用量1回5mgを 1日 2

回経口投与し、その後1

回用量として5meげつ1

週間以上の間隔をあけ
て漸増し、1回 15品口を1日

2回経口投与。

末梢性神経障害性落痛

小児科

ネキシウム懸濁用顆粒
分包10mg
(ヨ僣綱田:30.00/111)

1包 :

エソメプラゾール10mg
アストラ
ゼネガ

1.成人には1回20Щ痣用時
懸濁して1日 1回投与。ま
た、再発・再機を繰り返す逆
流性食道炎の維持療法に
おいては、1回 10～20mgt
投与。1歳以上の幼児及び
小児には、体重20kgt満で
は1回 10mgを、体重20kg以
上では症状に応じて1回10

～20mgを用時懸潤して1日 1

回投与する。なお、通常、胃
潰瘍、吻合部漬癌、逆流性
食道炎では8週間まで、十
二指腸漬癌では6週間まで
の投与.

2.成人、1歳以上の幼児及
び小児には、1回 10m8を用
時懸濁して1日 1回投与。な
お、4週間までの投与:

3.成人には1回 20mgを用時
懸濁して1日 1回投与。
4.成人には1回 20ml造用時
懇濁して、アモキシシリン水
和物として1回750mgnび ク
ラリスロマイシンとして1回

2∞～400mgの 3剤を同時に
1日 2回 17日 間投与する。こ
の除菫治療が不成功の場
合は、成人には1回 20mgを
用時懸濁して,アモキシシリ
ン水和物として1回 750mg及
びメトロニダゾールとして1回

250mgの 3剤を同時に1日 2

回、7日 間投与.

1.胃 潰瘍、十二指腸漬
瘍、吻合部漬瘍、
Zd‖ngo「日‖son症候群、
逆流性食道炎
2.非びらん性胃食遠逆流
症
3.非ステロイド性抗炎症
薬、低用量アスピリン投
与時における胃潰瘍又
は十二指腸漬瘍の再発
抑制
4次のヘリコ′ヽクター・ピ
ロリの除菌の補助 (胃

潰瘍、十二指腸潰瘍、胃
MALTリ ンパ腫、特発性
血小板減少性紫斑病、
早期胃癌に対する内視
競的治療後胃、ヘリコバ
クター・ピロリ感染胃炎)



依頼科 薬品名 成分 メーカー 用法・用量 適応症

放射線科
アシアロシンチ注
(薬価 :32.60/1MBq)

1洒i/1mL:
ガラクトシル人血清アル
プミンジエチレントリアミ
ン五酢酸 テクネチウム
(99mTo)185MBq

日本メジフィ
ジッタス

185MBqを 静脈内投与
し,胸腹部前面に検出器
を向け,投与直後から経
時的にシンチグラムを得
ると共に,データ収集及
び処理を行う。

シンチグラフィによる肝
臓の機能及び形態の診
断

紳脚
ポララミン注5mg
(薬価 153/1管 )

1管/1■L:

d―クロルフェニラミンマレ
イン酸塩5mg

高 田

1回5mgを 1日 1回皮下、
筋肉内又は静脈内注
射。

奪麻疹、枯車熱、皮膚疾
患に伴うそう痒、アレル
ギ,性鼻炎、血管運動
性鼻炎

精神科

レキサルテイ錠lmg
(薬価 :268.90/1錠 )

1錠 :

ブレクスピプラゾール
lmg

大塚製薬

1日 1回 lmgから投与を開
始した後、4日 以上の間
隔をあけて増量し、1回
2mgを投与。

統合失調症

オランザピンOD錠10mg
rDSEPJ
(薬価 :112.60/1鍵 )

1錠 :

オランザピン10mg
第一三共
エスファ

1.5～ 10mgを 1日 1回とし投
与開始し、維持量として1回

10mg投与。最大量は1回

20mg。

2.10mg41日 1回とし投与開
始。最大量は1回 20mg。

3.5mgを 1日 1回とし投与開
始し、維持壼として1回 10mg
投与。最大量は1回20mg。

4.他の制吐剤との併用にお
いて、5m口を 1日 1回投与.最
大量は1回 10mg。

1.統合失調症
2.双極性障害における
躁症状
3.うつ症状の改善
4.抗悪性腫瘍剤投与に
伴う消化器症状

略期
リクシアナOD錠00mg
(薬価 :545.60/1鍵 )

1錠 :

エドキサバン60mg 第一三共

体重60kg以下に30mg、

体重00kg超に60mgを 1日

1回投与。なお、腎機能、
併用薬に応じて1回 30mg
に減量。

非弁膜症性心房細勁患
者における虚血性脳卒
中及び全身性塞栓症の
発症抑制
静脈血栓塞栓症の治療
及び再発抑制

整形外料

イベニティ皮下注105mg
シリンジ
(薬価 :24,720/1簡 )

1簡/1.17mL:
ロモソズマブ(遺伝子組
換え)105mg

アステラス

210mg(2簡 )を 1カ月に1

回、12カ月皮下投与す
る。

骨折の危険性の高い骨
粗継症

呼吸器
内科

フェントステープ0.5mg

(薬価:303.30/1枚 )

1枚 :

フェンタニル0.5mg 疇抄

オピオイド鎮痛剤から切
り替えて使用し、胸部、
腹部、上腕部、大腿部等
に貼付し、1日 (約24時

間)毎に貼り替えて使
用。

非オピオイド鎮痛剤及び
弱オピオイド嬢痛剤で治
療困難な中等度から高
度の落痛を伴う各種癌ま
たは慢性・14痛における
饉痛



依頼科 薬品名 成分 メーカー 用法・用量 適応症

消化器
内科

エプクルーサ配含錠
(薬価 :60,154.50/1錠 )

1錠 :

ソホスプビル400m3・
ベル′くタスビル100mg

ギリアド・
サイエンシズ

1.リ バビリンとの併用に
おいて、1日 1回 1盤を24

遭間投与。
2.1日 1回 1錠を12週間投
与.

1.前治療歴を有するC型
慢性肝炎又はC型代償
性肝硬変におけるウイル
ス血症め改善
2.0型非代慣性肝硬変に
おけるウイルス血症の改
善

ヒュミラ皮下注40maバン
0,4mL
(薬価 162,596/1簡 )

1簡/0.4mL:
アダリムマブ(遺伝子組
換え)40mg

エーザイ

1.体重15kg以上30kg未満
の場合は20mlを ,体重30kg
以上の場合は4omJレ週に
1回 ,皮下注。
2.40mgを 2週に1回 ,皮下
注。最大量は80mg.
3.初回に160ml虐,2選闘後
に80mgを、4週間後以降
は,40m壼毎遭1回 ,´皮下
注.

4.初回に30mgを ,以後2通
に1回 ,40mgを皮下注

`最大量Iま80mg。

5.初回に160m〔産,2週間後
に80mlを、4週間後以降
は,40m」を2通に1回 ,皮下
注.

6.初回に160m燿罐12週間後
に80mlを、4週間後以降
は,40mgを2週に1回 ,皮下
注。最大量は30mg。

フ.初回に80mga,1週 間後
に40mgを、3週間後以降
は,40mgを2週に1回,皮下
注。

1.既存治療で効果不十
分な多関節に活動性を
有する若年性特発性関
節炎
2.関節リウマチ、強直性
書椎炎
3.化膿性汗腺炎
4.既存治療で効果不十
分な尋常性乾癬,関節
症性乾癬:醸疱性乾癬
5.腸管型ベーチェット病、
既存治療で効果不十分
な中等症又は重症の潰
療機大腸炎の治療
6.既存治療で効果不十
分な中等症又は重症の
活動期にあるクローン病
の寛解導入及び維持療
法
フ.非感染性の中間部,

後部又は汎ぶどう膜炎

2)剤型変更 (在庫なくなり次第)

依頼科 薬品名 成分 メーカー 薬効分類 備考

薬剤都

サンリズム注射液50
(薬価 :613/1管リ

1管/5mL:
ビルシカイニド塩酸塩水
和物50mg

第一三共 タラスIc抗不整脈薬
ピルシカイニド塩酸塩静
注50mg『YD』 (薬価 :

407/1管 )から変更

ソル・メドロール静注用
40mg
(薬価 :375/1瓶 )

125mg
(薬価 :803/1瓶 )

500mg
(薬価 :21410/1瓶 )

1000mg
(薬価 :4,423/1瓶 )

1簡 :

メチルプレドニゾロン
40mし

125摯 g

500mg
1000mg

ファイザー Hll腎皮質ホルモン剤

メチルプレドニゾロン
コハク酸エステルNa注射
用40mg、 125mg、  500
Mg、 1000nngrAFP」

(1腱綱田:180、 321、 904、

1,769/1瓶 )

から変更

パッチテスト試薬金属
15品 ロセット包装
(薬価 :/1セット)

1セット:

塩化アルミユウム20mじ 塩化コ
パルト20m3颯化第ニスズ
10m■ 塩化第二鉄20m`oキサ
クロ自白金餞lm`塩化パラジウ
ム10mt.塩 化マンガン20m3=
塩化インジウム10mg,四 塩化イ
リジウム10mg,臭 化銀20m路 重
クロム畿カリウム5m`硫酸クロ
ム20mg,確酸ニッケル50mふ 塩
化亜船20m3テ トラクロ白金酸
2mg・ 確酸鯛10mc,塩 化第二水
餞0.5mg

鳥居
アレルギー性皮膚疾患

の検査薬

パッチテスト試薬金属
16品ロセット包装 (薬価 :

/1セット)
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