新規採用・採用中止 薬品
2020 年 10 月薬事委員会決定分
【仮採用薬品】 なし

【本採用薬品】
採用区分※

商品名
エピナスチン塩酸塩錠 20mg「ケミファ」

院内専用・院外は一般名処方

デュアック配合ゲル

院外専用

ルリコン軟膏 1％

院外専用

【削除薬品】
採用区分※

商品名
ファンガード点滴用 50mg

用時購入・特定患者用

【後発品へ切り替え】
変更前採用薬（先発品）

変更後採用薬（後発品）

採用区分※

備考

アテレック錠 10

シルニジピン錠 10mg「タイヨー」

院内専用

院外は一般名処方

カルデナリン錠 1mg

ドキサゾシン錠 1mg「タナベ」

院内専用

院外は一般名処方

カルデナリン錠 4mg

ドキサゾシン錠 4mg「タナベ」

院内専用

院外は一般名処方

ガナトン錠 50mg

イトプリド塩酸塩錠 50mg「サワイ」

院内専用

院外は一般名処方

ジプレキサ錠 2.5mg

オランザピン OD 錠 2.5mg「ニプロ」

院内専用

OD 錠へ変更
院外は一般名処方

ジプレキサザイディス錠 5mg

オランザピン OD 錠 5mg「ニプロ」

院内専用

院外は一般名処方

セファドール錠 25mg

ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「タイヨー」

院内専用

院外は一般名処方

セロクラール錠 20mg

イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「日医工」

院内専用

院外は一般名処方

ビソルボン吸入液 0.2%

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」

院内専用

院外は一般名処方

フリバス錠 50mg

ナフトピジル OD 錠 50mg「サワイ」

院内専用

OD 錠へ変更

ミオナール錠 50mg

エペリゾン塩酸塩錠 50mg「あすか」

院内専用

院外は一般名処方

リスパダール錠 1mg

リスペリドン OD 錠 1mg「アメル」

院内専用

OD 錠へ変更

院外は一般名処方

院外は一般名処方
リスパダール内用液 1mg/1mL(1mL

リスペリドン内用液 1mg/mL「MEEK」(1mL 分

院内専用

院外は一般名処方

分包)

包)

ロペミンカプセル 1mg

ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「タイヨー」

院内専用

院外は一般名処方

ワイパックス錠 0.5mg

ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」

院内専用

院外は一般名処方

【一般名処方】
先発品名

一般名処方マスタ

アテレック錠 10

【般】シルニジピン錠 10mg

カルデナリン錠 1mg

【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 1mg

カルデナリン錠 4mg

【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 4mg

ガナトン錠 50mg

【般】イトプリド塩酸塩錠 50mg

ジプレキサザイディス錠 2.5mg

【般】オランザピン口腔内崩壊錠 2.5mg

ジプレキサザイディス錠 5mg

【般】オランザピン口腔内崩壊錠 5mg

セファドール錠 25mg

【般】ジフェニドール塩酸塩錠 25mg

セロクラール錠 20mg

【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg

ビソルボン吸入液 0.2%

【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%

備考

OD 錠へ変更

フリバス OD 錠 25mg

【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 25mg

院外専用・OD 錠へ変更

フリバス OD 錠 50mg

【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 50mg

OD 錠へ変更

フリバス OD 錠 75mg

【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 75mg

院外専用

ミオナール錠 50mg

【般】エペリゾン塩酸塩錠 50mg

リスパダール錠 1mg

【般】リスペリドン口腔内崩壊錠 1mg

リスパダール錠 2mg

【般】リスペリドン口腔内崩壊錠 2mg

リスパダール細粒 1%

【般】リスペリドン細粒 1%

リスパダール内用液 1mg/1mL

【般】リスペリドン経口液 0.1%

院外専用・OD 錠へ変更
院外専用

（0.5mL 分包）（1ｍL 分包）
リスパダール内用液 1mg/1mL

【般】リスペリドン経口液 0.1%

ロペミンカプセル 1mg

【般】ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg

ワイパックス錠 0.5

【般】ロラゼパム錠 0.5mg

ワイパックス錠 1.0

【般】ロラゼパム錠 1mg

院外専用

2020 年 9 月薬事委員会決定分
【仮採用薬品】 「コララン錠 2.5mg」はオーダー開始済
採用区分※

商品名
イブランス錠 25mg

用時購入

イブランス錠 125mg

用時購入

コララン錠 2.5mg
内服

外用

ディナゲスト錠 0.5mg

院外専用

ニュベクオ錠 300mg

院外専用

リンヴォック錠 7.5mg

用時購入

リンヴォック錠 15mg

用時購入

ビレーズトリエアロスフィア 56 吸入
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg／mL
アネレム静注用 50mg

注射

サークリサ点滴静注 100mg

用時購入

サークリサ点滴静注 500mg

用時購入

ソリクア配合注ソロスター

院外専用

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ

院外専用

トルツ皮下注 80mg オートインジェクター

用時購入

フィブリノゲン HT 静注用 1g「JB」

【本採用薬品】
採用区分※

商品名
イデルビオン静注用 1000、2000、3500

用時購入・特定患者用

オルケディア錠 2mg
グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg／100mL「HK」
スージャヌ配合錠

院外専用

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用）

院外専用

トラディアンス配合錠 AP

院外専用

【削除薬品】 グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg／100mL「NK」は化学療法レジメンの修正終了後に削除
採用区分※

商品名
アイリーア硝子体内注射液 40mg／mL
イブランスカプセル 25mg

用時購入

イブランスカプセル 125mg

用時購入

グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg／100mL「NK」
ノバクト M 静注用 1000 単位

用時購入・特定患者用

【後発品へ切り替え】
変更前採用薬（先発品）

採用区分※

変更後採用薬（後発品）

エディロールカプセル 0.5 ㎍

エルデカルシトールカプセル 0.5μg「日医工」

院内外共通

エディロールカプセル 0.75 ㎍

エルデカルシトールカプセル 0.75μg「日医工」

院内外共通

備考
院外は一般名処方

2020 年 7 月薬事委員会決定分
【仮採用薬品】「ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒」はオーダー開始済
採用区分※

商品名

内服

外用
注射

カボメティクス錠 20mg

用時購入

カボメティクス錠 60mg

用時購入

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒

院外専用

ディレグラ配合錠

院外専用・一般名処方

ピュレル アドバンスド ジェル 215ｍL

処方オーダーはしない

オニバイド点滴静注 43mg

用時購入

ヌーカラ皮下注 100mg ペン

特定患者用・用時購入

【本採用薬品】
採用区分※

商品名
アミティーザカプセル 12μg

院外専用

グリセリン「ヨシダ」(滅菌済 5mL)

処方オーダーはしない

テリパラチド BS 皮下注キット 600μg「モチダ」

院内外共通

【削除薬品】
商品名

採用区分

ヌーカラ皮下注用 100mg

特定患者用・用時購入

【発売中止のため採用切り替え】
削除薬品

本採用薬品（切り替え品）

採用区分※

アドベイト静注用 1000

アドベイト静注用キット 1000

用時購入・特定患者用

サムスカ錠 7.5mg

サムスカ OD 錠 7.5mg

院内外共通

サムスカ錠 15mg

サムスカ OD 錠 15mg

院内外共通

リトドリン錠 5mg「PP」

リトドリン塩酸塩錠 5mg「F」

院内外共通・院外は一般名処方

リトドリン点滴静注 50mg「PP」

リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「F」

【後発品へ切り替え】
変更前採用薬（先発品）

変更後採用薬（後発品）

採用区分※

備考

アクトス錠 15mg

ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」

院内外共通

院外は一般名処方

アクトス錠 30mg

ピオグリタゾン錠 30mg「武田テバ」

院内外共通

院外は一般名処方

院内外共通

院外は一般名処方

アボルブカプセル 0.5mg
エディロールカプセル 0.5 ㎍

デュタステリドカプセル 0.5mgAV「武田
テバ」
エルデカルシトールカプセル 0.5μg「銘
柄未定」

院内外共通

院外は一般名処方
銘柄は後発品発売後に第二部会で

エディロールカプセル 0.75 ㎍

エルデカルシトールカプセル 0.75μg「銘
柄未定」

院内外共通

決定とする。

ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg

エリル点滴静注液 30mg

「KCC」
レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田テ

ザイザル錠 5mg

バ」

院内外共通

院外は一般名処方

シュアポスト錠 0.5mg

レパグリニド錠 0.5mg「サワイ」

院内外共通

院外は一般名処方

セレコックス錠 100mg

セレコキシブ錠 100mg「ファイザー」

院内外共通

院外は一般名処方

セレコックス錠 200mg

セレコキシブ錠 200mg「ファイザー」

院内外共通

院外は一般名処方

ゼチーア錠 10mg

エゼチミブ錠 10mg「DSEP」

院内外共通

院外は一般名処方
先発「ファンガード点滴用 50mg」と

ミカファンギン Na 点滴静注用 50mg

ファンガード点滴用 50mg

適応相違あるため、先発品も採用

「サワイ」

継続する。

メマンチン塩酸塩 OD 錠 10mg

メマリーOD 錠 10mg

「DSEP」

レミニール OD 錠 8mg

ガランタミン OD 錠 8mg「サワイ」

院内外共通

院外は一般名処方

院内外共通

院外は一般名処方

【採用区分変更薬品】
商品名

採用区分変更内容
制限なし ⇒ 用時購入・特定患者用

ファンガード点滴用 50mg

「造血幹細胞移植患者におけるアスペルギルス症及びカンジダ症
の予防」にのみ使用する

【一般名処方薬品】
先発品名

一般名処方マスタ

アクトス錠 15mg

【般】ピオグリタゾン錠 15mg

アクトス錠 30mg

【般】ピオグリタゾン錠 30mg

アボルブカプセル 0.5mg

【般】デュタステリドカプセル 0.5mg:AV

エディロールカプセル 0.5μg

【般】エルデカルシトールカプセル 0.5μg

エディロールカプセル 0.75μg

【般】エルデカルシトールカプセル 0.75μg

ザイザル錠 5mg

【般】レボセチリジン塩酸塩錠 5mg

シュアポスト錠 0.5mg

【般】レパグリニド錠 0.5mg

セレコックス錠 100mg

【般】セレコキシブ錠 100mg

セレコックス錠 200mg

【般】セレコキシブ錠 200mg

ゼチーア錠 10mg

【般】エゼチミブ錠 10mg

ディレグラ配合錠（院外専用）

【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠

メマリーOD 錠 5mg（院外専用）

【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg

メマリーOD 錠 10mg

【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 10mg

メマリーOD 錠 20mg（院外専用）

【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 20mg

レミニール OD 錠 4mg（院外専用）

【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 4mg

レミニール OD 錠 8mg

【般】ガランタミン口腔内崩壊錠 8mg

※主な採用区分
院内外共通：院内、院外いずれも処方可能。
院外専用：院外処方せんのみ処方可能。
院内専用：院内のみ処方可能。
用時購入：通常、院内に在庫を置かず、使用時に購入する。購入までに半日～2 日程を要する。
特定患者用：特定の患者のみ処方可能。使用には患者毎に申請をする。

