
＊平成31年1月23日薬事委員会において審議の結果、下記の医薬品の新規採用および削除薬品が
    決定致しましたのでお知らせします。なお、後発医薬品への切り替えは院内在庫がなくなり次第順次
    切り替えとなります。また、一部の採用医薬品に関してはすでに使用されております。

　処方発行開始日　：平成31年2月4日

1．新規採用医薬品(1品目）  
No 医薬品名/一般名 規格 企業名 薬価 薬効等

1
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL
/ラニビズマブ

0.5mg ノバルティス 157,776
加齢黄斑変
性症治療薬

2．切り替え・剤形変更等新規採用医薬品(10品目）  

１）後発医薬品から先発医薬品の切り替え（1品目）

No 医薬品名/一般名 規格 企業名 薬価 薬効等

1 アルロイドG内用液5%/アルギン酸ナトリウム 500ｍL カイゲンファーマ 16.1
消化性潰瘍
用薬

2）後発医薬品から後発医薬品の切り替え（1品目）
No 医薬品名/一般名 規格 企業名 薬価 薬効等

1
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」/
リトドリン塩酸塩

5mL 日医工ファーマ 183
子宮収縮抑
制薬

3）限定医薬品から採用医薬品に変更（5品目）

No 医薬品名/一般名 規格 企業名 薬価 薬効等

1 ゾラデックスLAデポ/ゴセレリン酢酸塩 10.8ｍｇ アストラゼネカ 57,489 制癌薬

2 ナルサス錠/ヒドロモルフォン塩酸塩 2mg・6ｍｇ
第一三共プロ
ファーマ

202.8・530.2 麻薬性鎮痛薬

3 ナルラピド錠/ヒドロモルフォン塩酸塩 1ｍｇ
第一三共プロ
ファーマ

110.6 麻薬性鎮痛薬

4 ミンクリア内用散布液0.8%/l-メントール 20ｍL 日本製薬 859.3 治療外医薬品

5 ランマーク皮下注/デノスマブ 120ｍｇ 第一三共 46,685 骨代謝改善薬

4）剤形変更（3品目）

No 医薬品名/一般名 規格 企業名 薬価 薬効等

1 テルモ生食（Aタイプ） 1L テルモ 233 電解質輸液

2
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ/
組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

0.25mL MSD 2,176
不活化ワクチ
ン

3
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ/
組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)

0.5mL MSD 2,417
不活化ワクチ
ン

No 医薬品名/一般名 規格 企業名 薬価 薬効等

1 アナストロゾール錠「NK」/アナストロゾール錠 1ｍｇ 日本化薬 154 日本化薬

2 アラベル内用剤/アミノレブリン酸塩酸塩 1.5g ノーベル 90,377.8 診断用薬

3
オルガラン静注1250単位/
ダナパロイドナトリウム

1mL 共和クリティケア 1,205
血液凝固阻止
薬

4
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒/
牛車腎気丸エキス

2.5g ツムラ 11 漢方製剤

5 タイサブリ点滴静注/ナタリズマブ 300mg15mL バイオジェン 227,831 中枢神経系用薬

6 トレリーフOD錠/ゾニサミド 25ｍｇ 大日本住友 948.5
抗パーキンソ
ン薬

7 パシーフカプセル/モルヒネ塩酸塩 30mg 武田 767.6 麻薬性鎮痛薬

8 フロベン顆粒8%/フルルビプロフェン 8%1g 科研 29.4/ｇ
非ステロイド性
消炎鎮痛薬
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3．患者限定採用申請医薬品（11品目） 



9
メサフィリン配合錠/
プロパンテリン臭化物・クロロフィル配合剤

錠 エーザイ 5.8
消化性潰瘍用
薬

10 リンゼス錠/リナクロチド 0.25mg アステラス 89.9 下剤

11 レミッチOD錠/ナルフラフィン塩酸塩 2.5μg 東レ 1,340.9
経口そう痒症
改善薬

4.院外採用申請医薬品（4品目）
No 医薬品名/一般名 規格 企業名 薬価 薬効等

1
エイベリス点眼液0.002/
オミデネパグイソプロピル

0.002%1mL 参天 945.3 緑内障治療薬

2
トラディアンス配合錠AP/
エンパグリフロジン・リナグリプチン

錠
日本ベーリン
ガー

283.3
血糖降下薬
配合剤

3 ビクロックス顆粒40%/アシクロビル 40%1g 小林化工 109.4/ｇ
抗ヘルペスウ
イルス薬

4 フルスタン錠0.3/ファレカルシトリオール 0.3μg
大日本住友=
キッセイ

400 骨代謝改善薬

5．削除医薬品(9品目)
No 医薬品名 一般名 規格 薬価

1 シベンゾリンコハク酸塩錠「タナベ」 シベンゾリンコハク酸塩 100ｍｇ 28.3

2 ユニフィルLA錠 テオフィリン 200ｍｇ 14.50

3 ウテロン点滴静注液 リトドリン塩酸塩 5mL/50ｍｇ 183

4 グロリアミン配合顆粒 アズレンスルホン酸ナトリ
ウム水和物・L-グルタミン 1g 6

5 サンメール内用液5% アルギン酸ナトリウム 500mL 9.7

6 テルモ生食（Bタイプ） 生理食塩水 1L 233

7 トレリーフ錠 ゾニサミド 25ｍｇ 948.5

8 ヘプタバックス-II 組換え沈降B型肝炎ワク
チン 0.5mL 2,382

9 メチロン注25% スルピリン 2mL 95

6.後発医薬品への変更(7品目)                                                   

No 品名 分類 薬価 備考

1 ストラテラカプセル40mg 内用 183.6/錠 限定

2 ゼローダ錠300 内用 136.2/錠

3 トラムセット配合錠 内用 22.8/錠

4 レメロン錠15mg 内用 51.5/錠

5 ルナベル配合錠ULD 内用 140.5/錠

6 レバミピド錠100mg「タナベ」 内用 9.9/錠

7 ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 注射 4950/瓶

8 ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 注射 1126/瓶

問い合わせ先
 舞鶴医療センター　薬剤部

代表TEL：0773-62-2680

レバミピド錠100mg「Me」

変更後変更前
品名

ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」

フリウェル配合錠ULD「トーワ」

ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」

アトモキセチン錠40mg「トーワ」

カペシタビン錠300mg「サワイ」

トアラセット配合錠「トーワ」

ミルタザピン錠15mg「トーワ」

大日本住友

MSD

第一三共

サンド

サンド

テルモ

企業名

ニプロES

大塚

サンド


