
    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　：令和２年１０月１日

No 医薬品名/一般名 規格 企業名 薬価 薬効等

1 ダントリウムカプセル/ダントロレンナトリウム 25mg
オーファンパシ

フィック
22.8

骨格筋弛緩薬
(非脱分極性筋弛緩薬)

2 ノウリアスト錠/イストラデフィリン 20mg 協和キリン 796.9
抗パーキンソン薬

(アデノシンA2A受容体拮抗薬)

3 リパクレオンカプセル/パンクレリパーゼ 150mg マイランEPD 32.5 消化剤(消化酵素薬)

4
ヘパリンカルシウム皮下注シリンジ「モチダ」
/ヘパリンカルシウム

5千単位/0.2mL 持田 319.0 血液凝固阻止薬(ヘパリン類)

5 レミッチOD錠/ナルフラフィン塩酸塩 2.5μg 東レ=鳥居 1,009.9 オピオイドκ受容体作動薬

２．医薬品切り替え・変更等新規採用医薬品(4品目）

No 医薬品名/一般名 規格 企業名 薬価 薬効等

1
モキシフロキサシン点眼液「日点」
/モキシフロキサシン

0.50%
日本点眼薬=日本

ジェネリック
48.8

点眼剤
ニューキノロン系

2
ミカファンギンNa点滴静注用「ニプロ」
/ミカファンギンナトリウム

50mg ニプロ 2,316.0
抗真菌薬

(キャンディン系)

3
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ「GE」
/ガドテル酸メグルミンキット

10mL GEヘルスケア 2,217.0 造影剤(MRI用)

4
ゾルピデム酒石酸塩錠「トーワ」
/ゾルピデム酒石酸塩

5mg 東和薬品 10.9 催眠鎮静薬

No 医薬品名/一般名 規格 企業名 薬価 薬効等

1
タクロリムスカプセル「ニプロ」
/タクロリムス水和物

0.5㎎ ニプロ 163.2 免疫抑制薬

2 リパクレオンカプセル/パンクレリパーゼ 150mg マイランEPD 32.5 消化剤(消化酵素薬)

3 タシグナカプセル/ニロチニブ塩酸塩水和物 200mg ノバルティス 4,815.9 制癌薬(チロシンキナーゼ阻害薬)

4 エンタイビオ点滴静注用/ベドリズマブ 300mg 武田 279,573.0 潰瘍性大腸炎治療薬

5
パミドロン酸二Na点滴静注用「サワイ」
/パミドロン酸二ナトリウム水和物

15mg 沢井 3,894.0
骨代謝改善薬

(ビスホスホネート系)

6 ミレーナ/レボノルゲストレル 52mg バイエル 26,956.0 黄体ホルモン剤-子宮腔内用

7 ロナセンテープ/ブロナンセリン 20mg 大日本住友 273.6
精神神経用薬

(セロトニンドパミン拮抗薬)

8 ジプレキサ筋注用/オランザピン 10mg リリー 1,962.0
精神神経用薬

(セロトニンドパミン拮抗薬)

9 ファセンラ皮下注シリンジ /ベンラリズマブ 30mg アストラゼネカ 358,045.0 気管支喘息用剤(抗IL5抗体)

10
ヘパリンカルシウム皮下注シリンジ「モチダ」
/ヘパリンカルシウム

5千単位/0.2mL 持田 319.0 血液凝固阻止薬(ヘパリン類)

令 和 ２ 年 度 第 ３ 回 薬 事 委 員 会 報 告

＊令和２年９月１６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。

１．限定医薬品から採用医薬品に変更（5品目）

３．患者限定採用申請医薬品（15品目） 



No 医薬品名/一般名 規格 企業名 薬価 薬効等

11 ゾレア皮下注シリンジ /オマリズマブ 150mg ノバルティス 29,147.0 気管支喘息用薬(抗IgE抗体)

12
ラコールNF配合経腸用半固形剤
/経腸成分栄養剤

―
EN大塚=大塚工
場=大塚製薬

360.0 経腸成分栄養剤

13 イルベサルタン錠「ニプロ」 /イルベサルタン 100mg ニプロ 26.1 血圧降下薬(AII受容体拮抗薬)

14 クロフェクトン顆粒/クロカプラミン塩酸塩 10%
田辺三菱=吉富

薬品
78.0

精神神経用薬
(イミノジベンジル系)

15 レミッチOD錠/ナルフラフィン塩酸塩 2.5μg 東レ=鳥居 1,009.9 オピオイドκ受容体作動薬

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 レンビマカプセル/レンバチニブメシル酸塩 10mg エーザイ 9,527.4 制癌薬(チロシンキナーゼ阻害薬)

2 アルファロールカプセル/アルファカルシドール 0.25μg 中外 13.6
骨代謝改善薬
(ビタミンD剤)

3
オフェブカプセル
/ニンテダニブエタンスルホン酸塩

100mg
日本ベーリン

ガー
4,450.8

抗線維化剤
チロシンキナーゼ阻害剤

4 コレクチム軟膏/デルゴシチニブ 0.50% 日本たばこ=鳥居 139.7
外用アレルギー
(免疫抑制薬)

５．削除医薬品(10品目)

No 医薬品名 一般名 規格 薬価 企業名

1 トリアゾラム錠「CH」 トリアゾラム 0.125mg 5.7 長生堂=日本ジェネリック

2 カリメート散 ポリスチレンスルホン酸カルシウム 5g 13.4 興和

3  アボネックス筋注ペン  インターフェロン ベータ-1a 30μg 39,749.0 バイオジェン

4  アナフラニール錠 クロミプラミン 25mg 18.0 アルフレッサファーマ

5 ゾルピデム酒石酸塩錠「トーワ」 ゾルピデム酒石酸塩 10mg 17.9 東和薬品

6  ピーゼットシー散  ペルフェナジンフェンジゾ酸塩 1% 9.1 田辺三菱=吉富薬品

7  ジプレキサザイディス錠 オランザピン 10mg 317.4 リリー

8 ベガモックス点眼液 モキシフロキサシン 0.50% 120.4 ノバルティス

9  ファンガード点滴用 ミカファンギン 50mg 4,738.0 アステラス

10 マグネスコープ静注38%シリンジ ガドテル酸メグルミン 10mL 4,657.0 ゲルベ

問い合わせ先
 舞鶴医療センター　薬剤部

代表TEL：0773-62-2680


