
    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１２月１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 トリンテリックス錠/ボルチオキセチン 10mg 武田 168.9
抗うつ薬(セロトニン再取り込み
阻害・セロトニン受容体調節剤)

No 医薬品名/一般名 規格 企業名 薬価 薬効等

1
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

2 デュピクセント皮下注シリンジ/デュピルマブ 300mg サノフィ 66,356.0 抗アレルギー薬(抗IL4/13抗体)

3 ミリスロール注 /ニトログリセリン 5mg/10mL 日本化薬 422.0 血圧降下薬-狭心症治療薬
(硝酸エステル系)

4 エビリファイ持続性水懸筋注用シリンジ 400㎎ 大塚製薬 44,567.0
精神神経用薬(ドパミンD2受容

体部分アゴニスト)

5 ノリトレン錠/ノルトリプチリン 25mg 大日本住友 10.1
抗うつ薬
(三環系)

6 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)

３．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 イトラコナゾール錠「科研」/イトラコナゾール 50mg 科研 113.9
抗真菌薬

(トリアゾール系)

2
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル
「トーワ」/トコフェロールニコチン酸エステル

100mg 東和薬品 5.5
末梢血管拡張薬(ビタミンE剤)
高脂血症用薬(ニコチン酸系)

3
プラバスタチンNa塩錠「タナベ」
 /プラバスタチンナトリウム

10mg ニプロES 16.8
高脂血症用薬

(HMG-CoA還元酵素阻害薬)

4
レボフロキサシン点滴静注バッグ「DSEP」
/レボフロキサシン

500mg/100mL 第一三共エスファ 1,854.0 合成抗菌薬
(ニューキノロン系)

令 和 ２ 年 度 第 ４ 回 薬 事 委 員 会 報 告

＊令和２年１１月１８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。

２．限定医薬品から採用医薬品に変更（6品目）



No 医薬品名/一般名 規格 企業名 薬価 薬効等

1
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

2 エブトール錠/エタンブトール 250mg 科研 18.5 抗結核薬

3 デュピクセント皮下注シリンジ/デュピルマブ 300mg サノフィ 66,356.0 抗アレルギー薬(抗IL4/13抗体)

4 ミリスロール注 /ニトログリセリン 5mg/10mL 日本化薬 422.0
血圧降下薬-狭心症治療薬

(硝酸エステル系)

5 エピペン注射液/アドレナリンキット 0.15mg マイランEPD 7,531.0 強心薬-昇圧薬(カテコラミン)

6 ザルティア錠/タダラフィル 5mg 日本新薬 206.6 前立腺肥大症用薬
(ホスホジエステラーゼ5阻害薬)

7 臭化カリウム/臭化カリウム ― 山善 82.6
催眠鎮静薬-抗てんかん薬

(ブロム塩類)

8 エビリファイ持続性水懸筋注用シリンジ 400㎎ 大塚製薬 44,567.0
精神神経用薬(ドパミンD2受容

体部分アゴニスト)

9
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒/人参養栄湯エ
キス顆粒

― ツムラ 20.5 漢方製剤

10 リネゾリド錠「サワイ」 /リネゾリド 600mg 沢井 5,732.6
合成抗菌薬-バンコマイシン耐

性菌用

11 ツムラ柴朴湯エキス顆粒/柴朴湯エキス顆粒 ― ツムラ 34.6 漢方製剤

12 キドミン輸液 /腎不全用アミノ酸製剤  200mL
大塚工場=大塚

製薬
450.0 アミノ酸輸液

13 トフィソパム錠「日医工」/トフィソパム 50mg 日医工 5.9
自律神経調節薬

(ベンゾジアゼピン系)

14 アナストロゾール錠「NK」/アナストロゾール 1mg 日本化薬 125.6 制癌薬(アロマターゼ阻害薬)

15
スキリージ皮下注シリンジ0.83mL /
リサンキズマブ

75mg アッヴィ 243,807.0 乾癬用抗体製剤

16 リフキシマ錠/リファキシミン 200mg
あすか製薬=武

田
204.8 高アンモニア血症用薬

17 ロナセンテープ/ブロナンセリン
20mg
40mg

大日本住友
273.6
511.2

精神神経用薬
(セロトニンドパミン拮抗薬)

18 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)

19 大塚糖液70%/ブドウ糖注射液 350mL
大塚工場=大塚

製薬
328.0 糖類薬

20 ノリトレン錠/ノルトリプチリン 25mg 大日本住友 10.1 抗うつ薬(三環系)

21
サンドスタチンLAR筋注用キット
/オクトレオチド酢酸塩

20mg ノバルティス 164,270.0
視床下部ホルモン剤

(ソマトスタチンアナログ)

４．患者限定採用申請医薬品（21品目） 



５．院外採用申請医薬品（9品目）

No 医薬品名/一般名 規格 企業名 薬価 薬効等

1
シムジア皮下注オートクリックス
/セルトリズマブ ペゴル

200mg UCB=アステラス 61,164.0
抗リウマチ薬

(生物学的製剤-TNF-α阻害剤)

2
アイラミド配合懸濁性点眼液
/ブリモニジン酒石酸塩・ブリンゾラミド液

― 千寿=武田 492.2
緑内障治療薬剤

(α2刺激薬・炭酸脱水酵素阻害薬配合
薬)

3
エプクルーサ配合錠
/ソホスブビル・ベルパタスビル錠

― ギリアド 61,157.8
肝炎ウイルス用薬

(HCVポリメラーゼ阻害剤)

4 オキナゾール腟錠/オキシコナゾール硝酸塩 100mg 田辺三菱 54.5
抗真菌薬

(イミダゾール系)

5 ディビゲル/エストラジオールゲル 1mg
サンファーマ=持

田
60.5 卵胞ホルモン剤

6 レルミナ錠/レルゴリクス 40mg
あすか製薬=武

田
911.5 GnRHアンタゴニスト

7 ベイスンOD錠/ボグリボース口腔内崩壊錠 0.2mg
武田テバ薬品=

武田
26.7

経口血糖降下薬
(αグルコシダーゼ阻害薬)

8 インヴェガ錠/パリペリドン徐放錠 9mg ヤンセン 600.6
精神神経用薬

(セロトニンドパミン拮抗薬)

9 ノルレボ錠/ルゲストレル 1.5mg
あすか製薬=武

田
未収載 経口避妊薬

６．削除医薬品（4品目）

No 医薬品名 一般名 規格 薬価 企業名

1 イトラコナゾール錠「MEEK」 イトラコナゾール 50mg 113.9 小林化工=MeijiSeika

2 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル「NP」 トコフェロールニコチン酸エステル 100mg 5.5 ニプロ

3 プラバスタチンNa錠「アメル」 プラバスタチンナトリウム 10mg 25.6 共和薬品

4 レボフロキサシン点滴静注バッグ「ファイザー」  レボフロキサシン 500mg 1,854.0 マイラン=ファイザー

 舞鶴医療センター　薬剤部
代表TEL：0773-62-2680

問い合わせ先




