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2020年 9月薬事審議会結果 

新規採用薬は薬事審議委員会開催の翌月 1 日（休日の場合は休み明け）より、処方可能となりま

す。切替え、削除薬は、院内在庫がなくなり次第随時となります。 

 

1. 新規採用医薬品 

採用区分 医薬品名/薬効 備考 

採用 ロケルマ懸濁用散分包 5g  /  高カリウム

血症改善剤 

新薬（発売開始 2020 年 05 月）

につき長期処方不可 

採用 ロケルマ懸濁用散分包 10g /  高カリウム

血症改善剤 

採用 ラツーダ錠 20mg / 抗精神病薬/双極性障

害のうつ症状治療薬 

新薬（発売開始 2020 年 06 月）

につき長期処方不可 

採用 セレスキュー / 中心循環系血管内塞栓促

進用補綴材 

高度管理医療機器 

用時購入 レギュニール LCa2.5 腹膜透析液(5L)   / 

腹膜透析用剤 

 

用時購入 ゾスパタ錠 40mg / 抗悪性腫瘍剤（FLT3 阻

害剤） 

 

院外採用 オゼンピック皮下注 0.25mgSD / 2型糖尿病

治療剤 持続性 GLP-1 受容体作動薬 

新薬（発売開始 2020 年 06 月）

につき長期処方不可 

 

リキスミア皮下注 300μg 採用

中止 

院外採用 オゼンピック皮下注 0.5mgSD / 2 型糖尿

病治療剤 持続性 GLP-1受容体作動薬 

院外採用 オゼンピック皮下注 1.0mgSD / 2 型糖尿

病治療剤 持続性 GLP-1受容体作動薬 

用時購入 ラビピュール筋注用 / ウイルスワクチン

類 

組織培養不活化狂犬病ワクチン

採用中止 

採用 エンタイビオ点滴静注用 300mg / ヒト化抗

ヒトα4β7 インテグリンモノクローナル抗体

製剤 

 

採用 エンレスト錠 100mg / アンジオテンシン受

容体ネプリライシン阻害薬（ARNI） 

新薬（発売開始 2020 年 08 月）

につき長期処方不可 

採用 エンレスト錠 200mg / アンジオテンシン受

容体ネプリライシン阻害薬（ARNI） 

特定患者 ダーブロック錠 1mg / HIF-PH阻害薬 新薬（発売開始 2020 年 08 月）

につき長期処方不可 特定患者 ダーブロック錠 2mg / HIF-PH阻害薬 

特定患者 ダーブロック錠 4mg / HIF-PH阻害薬 

特定患者 ダーブロック錠 6mg / HIF-PH阻害薬 

院外採用 メーゼント錠 0.25mg / 多発性硬化症治療 貯法は 2～8℃（25℃以下、3 ヵ
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薬 月間は安定） 

CYP2C9 の遺伝子多型測定必要 

新薬（発売開始 2020 年 06 月）

につき長期処方不可 

院外採用 メーゼント錠 2mg / 多発性硬化症治療薬 

院外採用 オンジェンティス錠 25mg / 末梢ＣＯＭＴ

阻害剤 

新薬（発売開始 2020年 8月）に

つき長期処方不可 

 

2. 後発品変更医薬品 

【新規採用】 後発医薬品名 【切替え】 先発医薬品名 

ガンシクロビル点滴静注用 500mg「ファイザー」 デノシン点滴静注用 500mg 

エルデカルシトールカプセル 0.5μg「サワイ」 エディロールカプセル 0.5μg   

エルデカルシトールカプセル 0.75μg「サワイ」 エディロールカプセル 0.75μg 

テリパラチド BS皮下注キット 600μg「モチダ」 フォルテオ皮下注キット 600μg 

しばらくフォルテオも採用継続になりま

す。 

 

3. 採用区分変更医薬品 

医薬品名 採用区分（変更前→変更後） 

ミラクリッド注射液 5 万単位 採用→用時購入 

レミケード点滴静注用 100 採用→用時購入（投与量変更の可能性が

あるため、1V余分に在庫する） 

メサデルム軟膏 0.1％ 採用→院外採用 

ヤーズ配合錠 採用→院外採用 

ディフェリンゲル 0.1％ 採用→院外採用 

エベレンゾ錠 20mg 採用→院外採用 

エベレンゾ錠 50mg 採用→院外採用 

ダイアップ坐剤 6 院外採用→採用 

 

4. 規格追加・規格変更・名称変更採用医薬品 

規格追加・変更・名称変更医薬品名 備考 

ラニラピッド錠 0.05mg 0.1mg 規格から変更 

 

5. 採用中止医薬品 

医薬品名 中止前採用区分 備考 

リキスミア皮下注 300μg 院外採用 オゼンピック皮下注 0.25mg、

0.5mg、1.0mgSD 採用のため 

組織培養不活化狂犬病ワクチン 用時購入 ラビピュール筋注用採用のた

め 

デノシン点滴静注用 500mg 用時購入 後発品へ変更のため 
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ラニラピッド錠 0.1mg 採用 0.05mg 規格採用のため 

ツムラ女神散エキス顆粒(医療用) 採用 使用頻度少ないため 

エンシュア・H（黒糖味） 採用 バニラ味、コーヒー味で代用 

ミオピン点眼液 採用 使用頻度少ないため 

サイプレジン 1％点眼液 採用 使用頻度少ないため 

注射用 GRF住友 50 用時購入 販売中止 

アドベイト静注用 1000 用時購入 販売中止 

 

6. 院内製剤 

院内製剤名 採用/削除 備考（分類） 

なし   

 

7. その他 

なし 

 

8. 次回薬事審議会は、2020 年 11月 18 日（水）、場所は研修棟 3F 講義室の予定です。 

 


