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平成 29年 3月 15日 

医師各位 

看護師各位 

薬事審議委員会委員長  野間 文次郎 

薬事審議委員会（平成 29年 3月 3日）の結果をお知らせいたします。 

【新規採用医薬品】（正式採用医薬品） 

採用薬品名 薬 効 備 考 

クレストｰル OD 錠 2.5mg HMG-CoA 還元酵素阻害剤 クレストｰル錠 2.5mg 採用中止* 

フェアストン錠 60mg 乳癌治療剤 外科申請 

ゼンタコートカプセル 3mg クローン病治療剤 消化器内科申請 

リアルダ錠 1200mg 潰瘍性大腸炎治療剤 消化器内科申請 

マーデュオックス軟膏 (10g/本) 尋常性乾癬治療剤 皮膚科申請 ドボベット軟膏採用中止* 

ゼビアックスローション 2％ （10g/本) キノロン系外用抗菌剤 
皮膚科申請 アクアチムローション採用

中止* 

タグリッソ錠 40mg 抗悪性腫瘍剤,チロシンキナーゼ阻害剤 呼吸器内科申請 

タグリッソ錠 80mg 抗悪性腫瘍剤,チロシンキナーゼ阻害剤 呼吸器内科申請 

アトロベントエロゾル 20μg （10mL/本) 抗コリン性気管支収縮抑制剤 テルシガンエロゾル製造中止*に伴い採用 

リフキシマ錠２００ｍｇ 難吸収性リファマイシン系抗菌薬 消化器内科申請 

ウプトラビ錠０．２ｍｇ 
択的プロスタサイクリン受容体 

（IP 受容体）作動薬 
循環器科申請 

ウプトラビ錠０．４ｍｇ 
択的プロスタサイクリン受容体 

（IP 受容体）作動薬 
循環器科申請 

ヴォリブリス錠２．５ｍｇ エンドセリン受容体拮抗薬 循環器科申請 
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アデムパス錠０．５ｍｇ 可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激剤 循環器科申請 

アデムパス錠１．０ｍｇ 可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激剤 循環器科申請 

アデムパス錠２．５ｍｇ 可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激剤 循環器科申請 

レバチオ錠２０ｍｇ ホスホジエステラーゼ 5 阻害薬 循環器科申請 

ベンテイビス吸入液１０μｇ プロスタグランジン I2誘導体製剤 循環器科申請 

ノバミン筋注５ｍｇ 精神神経用剤 消化器内科申請 

大塚生食注２ポート１００ｍＬ 注入針付溶解剤 薬剤科申請 

ファーストシン静注用１ｇ セフェム系抗生物質製剤 バッグ製剤採用中止に伴い採用 

アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ 
ヒト化抗ヒト IL-6 レセプターモノクローナ

ル抗体 
整形外科申請 

キイトルーダ点滴静注２０ｍｇ 
抗悪性腫瘍剤 ヒト化抗ヒト PD-1 モノクロ

ーナル抗体 
呼吸器内科申請 

キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ 
抗悪性腫瘍剤 ヒト化抗ヒト PD-1 モノクロ

ーナル抗体 
呼吸器内科申請 

リクラスト点滴静注液５ｍｇ 骨粗鬆症治療剤 整形外科申請 科限定 患者限定 

【採用中止医薬品】 

採用薬品名 薬 効 備 考 

クレストｰル錠 2.5mg HMG-CoA 還元酵素阻害剤 * 

ドボベット軟膏 尋常性乾癬治療剤 * 

アクアチムローション 1％ 新キノロン系外用抗菌剤 * 

テルシガンエロゾル１００μｇ 抗コリン性気管支収縮抑制剤 * 
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バルトレックス錠 500 抗ウイルス化学療法剤 * 

イミグラン錠 50mg 5-HT1B/1D 受容体作動型片頭痛治療剤 * 

セフメタゾン静注用１ｇ 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 * 

パルクス注 5μｇ セファマイシン系抗生物質製剤 * 

メロペネム点滴静注用 0.25ｇ「明治」 カルバペネム系抗生物質製剤 * 

シプロフロキサシン点滴静注液 300mg「明治」 ニューキノロン系注射用抗菌剤 * 

タゾピペ配合静注用４．５「ＤＳＥＰ」 β -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 * 

ピシリバクタ静注用１．５ｇ β -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 * 

注射用マキシピーム１ｇ セフェム系抗生物質製剤 * 

注射用ナファモスタット１０「ＭＥＥＫ」 蛋白分解酵素阻害剤 * 

注射用ナファモスタット５０「ＭＥＥＫ」 蛋白分解酵素阻害剤 * 

パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 抗悪性腫瘍剤 * 

パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」 抗悪性腫瘍剤 * 

セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「ＮＰ」 合成セファロスポリン系抗生物質製剤 バッグ製剤廃止 

メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ「明治」 カルバペネム系抗生物質製剤 バッグ製剤廃止 

セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ１ｇ「ＮＰ」 セファマイシン系抗生物質製剤 バッグ製剤廃止 

ワイスタール配合点滴静注用１ｇバッグ β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 バッグ製剤廃止 

チエナム点滴静注用キット０．５ｇ カルバペネム系抗生物質製剤 バッグ製剤廃止 
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セフォチアム塩酸塩点滴静注用１ｇバッグ「ＮＰ」 セフェム系抗生物質製剤 バッグ製剤廃止 

ファーストシン静注用１ｇバッグＳ セフェム系抗生物質製剤 バッグ製剤廃止 

ヘパリンＮａロック用 100 単位／ｍL シリンジ「オーツカ」5

ｍL 
血液凝固阻止剤,ヘパリンロック液 生食ロックへ 

【採用後発医薬品】 

採用薬品名（後発医薬品） 薬 効 備 考 

バラシクロビル錠 500 ㎎｢ｱｽﾍﾟﾝ｣(バルトレックスの AG) 抗ウイルス化学療法剤 バルトレックス錠 500 採用中止* 

スマトリプタン錠５０ｍｇ 

「ｱｽﾍﾟﾝ」（イミグラン錠の AG） 
5-HT1B/1D 受容体作動型片頭痛治療剤 イミグラン錠 50mg 採用中止* 

パロキセチン錠１０ｍｇ「ｱｽﾍﾟﾝ」（パキシル錠の AG） 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 パキシル錠 10mg 採用中止* 

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 セファマイシン系抗生物質製剤 
セフメタゾン静注用１ｇ採用中止* 

バッグ製剤採用中止 

アルプロスタジル注５μｇ「Ｆ」 プロスタグランジン E1 製剤 パルクス注 5μｇ採用中止* 

メロペネム点滴静注用 0.25ｇ「ＮＰ」 カルバペネム系抗生物質製剤 
メロペネム点滴静注用 0.25ｇ「明治」採油中

止* 

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ＮＰ」 カルバペネム系抗生物質製剤 バッグ製剤採用中止に伴い採用 

シプロフロキサシン点滴静注液 300mg「ＮＰ」 ニューキノロン系注射用抗菌剤 
シプロフロキサシン点滴静注液 300mg「明

治」採用中止* 

タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 β -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 
タゾピペ配合静注用 4.5「ＤＳＥＰ」採用中止

* 

ユーシオン－Ｓ静注用１．５ｇ β -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 ピシリバクタ静注用 1.5ｇ採用中止* 

セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「ＣＭＸ」 セフェム系抗生物質製剤 注射用マキシピーム１ｇ採用中止* 

注射用ナファタット１０ 蛋白分解酵素阻害剤 
注射用ナファモスタット 10「ＭＥＥＫ」採用

中止* 

注射用ナファタット５０ 蛋白分解酵素阻害剤 
注射用ナファモスタット 50「ＭＥＥＫ」採用

中止* 
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パクリタキセル注射液３０ｍｇ「サワイ」 抗悪性腫瘍剤 
パクリタキセル注 30mg／5ml「ＮＫ」採用中

止* 

パクリタキセル注射液１００ｍｇ「サワイ」 抗悪性腫瘍剤 
パクリタキセル注 100mg／16.7ml「ＮＫ」

採用中止* 

★ 尚、後発薬品切り替え時期につきましては、院内処方は 3月 15日（水）以降で、院内の在庫がなくなり次第行ないます。  

（各先発薬品の在庫状況と切り替え時期についてはコミュニケートにてその都度お知らせいたします） 

◎ 院外処方においても、採用変更しました後発医薬品での処方に、ご協力宜しくお願いいたします。 

 

お問い合わせにつきましては 薬局長 日浦（7162） へお願い致します。 


