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1. 八尾市立病院の医薬品採用状況（2021 年 8 月薬事委員会承認分） 

【採用医薬品】（院内・院外ともに処方できます。） 

○ ビペリデン塩酸塩錠 1mg「ﾖｼﾄﾐ」（院外処方では、一般名処方です。） 

○ テモダール点滴静注用 100mg 

○ ポライビー点滴静注用 30mg・140mg 

 

【特定患者用医薬品】（事前に薬剤部への連絡が必要です。） 

○ ソマチュリン皮下注 120mg 

○ ヌーカラ皮下注用 100mg 

○ ロナプリーブ点滴静注セット 300・1332 

○ ジムソ膀胱内注入液 50% 

 

【院外処方専用医薬品】（院外処方でのみ、処方できます。） 

○ アルンブリング錠 30mg・90mg 

○ 炭酸水素ナトリウム錠 500mg（一般名処方です。） 

○ マスーレッド錠 5mg・12.5mg・25mg・75mg 

○ エナジア吸入用カプセル中用量・高用量 

○ ゼビアックス油性クリーム 2% 〔1 本 10g〕 

○ ベピオゲル 2.5% 〔1 本 15g〕 

 

【採用区分変更：特定→採用】 

○ ガバペン錠 200mg 

○ 抗Ｄグロブリン筋注用 1000 倍「ﾆﾁﾔｸ」 

○ フェノバール注射液 100mg 
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【採用区分変更：院外→採用】 

○ アシクロビル錠 200mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」（院外処方では、一般名処方です。） 

（※現在、出荷調整中のため供給が不安定です。） 

○ カモスタットメシル酸塩 100mg「NP」（院外処方では、一般名処方です。） 

（※現在、出荷調整中のため供給が不安定です。） 

○ コントミン糖衣錠 12.5mg 

○ サムチレール内用懸濁液 15% 

○ ダーブロック錠 2mg・4mg 

○ チアプリド錠 25mg「ｻﾜｲ」（院外処方では、一般名処方です。） 

○ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）〔1 包 2.5g〕 

○ デュタステリド錠 0.5mgAV「DSEP」（院外処方では、一般名処方です。） 

 

【採用区分変更：院外→特定】 

○ タペンタ錠 25mg 

 

【採用区分変更：採用→院外】（院内在庫がなくなり次第、院内採用を取り消します。） 

○ アクアチムローション 1%（院外処方では、一般名処方です。） 

 

【剤形変更（同一成分・同一含量・同一薬価）】 

○ テネリア錠 20mg ⇒ テネリア OD 錠 20mg 

 

【メーカー変更（同一成分・同一含量）】（理由：供給問題のため） 

○ テグレトール錠 200mg   ⇒ カルバマゼピン錠 200mg「ｱﾒﾙ」 

○ テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「ｻﾜｲ」 ⇒ テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%「ﾀｲﾖｰ」 

 

【採用取り消し】（院内在庫がなくなり次第、採用を取り消します。） 

○ ソバルディ錠 400mg 

○ アドベイト静注用 250・500・1000・1500・2000 

○ ノボセブンＨＩ静注用 1mg・2mg・5mg シリンジ 

○ ペチジン塩酸塩注射液 50mg「ﾀｹﾀﾞ」 

○ カデックス外用散 0.9％ 

○ ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg 

 

 

【後発医薬品への切り替え】（院内在庫調整のうえ、切り替えを行います。） 

○ デノシン点滴静注用 500mg ⇒ ガンシクロビル点滴静注用 500mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 

○ アロキシ静注 0.75mg  ⇒ パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「ﾀｲﾎｳ」 

○ ベシケア錠 5mg  ⇒ ソリフェナシンコハク酸塩 OD 錠 5mg「ﾄｰﾜ」 

（院外処方では、一般名処方です。） 

○ サインバルタカプセル 20mg ⇒ デュロキセチン OD 錠 20mg「ﾆﾌﾟﾛ」 

（院外処方では、一般名処方です。） 

○ ザクラス配合錠ＨＤ  ⇒ ジルムロ配合 OD 錠 HD「ﾄｰﾜ」 

（院外処方では、一般名処方です。） 
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2. 効能等追加承認情報 

承認日 製品名 一般名 会社名 備考 

2021/8/25 アブラキサン点滴静注用 100mg パクリタキセル 大鵬薬品 

乳癌に対するテセントリクとの併用療法から他の

抗悪性腫瘍剤との併用療法に変更する用法等

追加 

2021/8/25  イヌリード注 イヌリン 富士薬品 
糸球体ろ過量の測定による腎機能検査に対す

る 18 歳以下の用法等追加 

2021/8/25 
 ウプトラビ錠 0.2mg、 

同錠 0.4mg 
セレキシパグ 日本新薬 

外科的治療不適応又は外科的治療後に残

存･再発した慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対

する効能追加 

2021/8/25 

 オプジーボ点滴静注 20mg、同点滴

静注 100mg、 

同点滴静注 120mg、同点滴静注

240mg 

ニボルマブ（遺伝

子組換え） 
小野 

根治切除不能又は転移性の腎細胞癌に対す

るカボメティクス錠との併用療法を追加する用法

等追加 

2021/8/25 カボメティクス錠 20mg 
カボザンチニブリンゴ

酸塩 
武田 

根治切除不能又は転移性の腎細胞癌に対す

るオプジーボ点滴静注との併用療法の用法等

追加 

2021/8/25 

カルボプラチン点滴静注液 50mg

｢NK｣、 

同点滴静注液 150mg｢NK｣、 

同点滴静注液 450mg｢NK｣ 

カルボプラチン 
マイラン＝日

本化薬 

乳癌に対するキイトルーダ点滴静注とゲムシダビ

ンとの併用療法を追加する用法等追加 

2021/8/25  キイトルーダ点滴静注 100mg 
ペムブロリズマブ

（遺伝子組換え） 
MSD 

治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロ

サテライト不安定性（MSI-High）を有する結

腸・直腸癌に対する効能追加 

PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつ HER2

陰性の手術不能又は再発乳癌に対する効能・

用法等追加 

2021/8/25 ダラキューロ配合皮下注 

ダラツムマブ（遺伝

子組換え）、ボルヒ

アルロニダーゼ アル

ファ（遺伝子組換

え） 

ヤンセン 

全身性 AL アミロイドーシスに対する効能・用法

等追加 

ベルケイド注射用、注射用エンドキサン・エンドキ

サン錠、デカドロン錠との併用療法 

2021/8/25 
デカドロン錠 0.5mg、 

同錠 4mg 
デキサメタゾン 日医工 

全身性 AL アミロイドーシスに対する効能・用法

等追加 

ダラキューロ配合皮下注、ベルケイド注射用、注

射用エンドキサン・エンドキサン錠との併用療法 

2021/8/25 
ニトプロ持続静注液 6mg、 

同持続静注液 30mg 

ニトロプルシドナトリ

ウム水和物 
丸石 

急性心不全（慢性心不全の急性増悪期を含

む）、高血圧性緊急症に対する小児の効能･

用法等追加 

2021/8/25 

フェントステープ 0.5mg、同テープ

1mg、 

同テープ 2mg、同テープ 4mg、 

同テープ 6mg、同テープ 8mg 

フェンタニルクエン酸

塩 

久光＝協和

キリン 

非オピオイド鎮痛剤で治療困難な中等度から

高度の疼痛を伴う各種がんにおける鎮痛（ただ

し、他のオピオイド鎮痛剤から切り替えて使用す

る場合に限る。）に対する小児の効能･用法等

追加 

2021/8/25 
フォシーガ錠 5mg、 

同錠 10mg 

ダパグリフロジンプロ

ピレングリコール水

和物 

アストラゼネカ

＝小野 
慢性腎臓病に対する効能追加 
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2021/8/25 ブスルフェクス点滴静注用 60mg ブスルファン 大塚製薬 

同種造血幹細胞移植の前治療、ユーイング肉

腫ファミリー腫瘍及び神経芽細胞腫における自

家造血幹細胞移植の前治療に対する小児の

用法等追加 

2021/8/25 ベルケイド注射用 3mg ボルテゾミブ ヤンセン 

全身性 AL アミロイドーシスに対する効能・用法

等追加 

ダラキューロ配合皮下注、注射用エンドキサン・

エンドキサン錠、デカドロン錠との併用療法 

2021/8/25 
リクシアナ錠 15mg、 

同 OD 錠 15mg 

エドキサバントシル

酸塩水和物 
第一三共 

非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳

卒中及び全身性塞栓症の発症抑制に対する 

用法等追加 

出血リスクの高い高齢の非弁膜症性心房細動

患者への用量追加 

2021/8/25 
リンヴォック錠 7.5mg、 

同錠 15mg 

ウパダシチニブ水和

物 
アッヴィ 

既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎に

対する効能･用法等追加 

2021/8/25 

 注射用エンドキサン 100mg、 

注射用同 500mg、 

エンドキサン錠 50mg 

シクロホスファミド水

和物 
塩野義 

全身性 AL アミロイドーシスに対する効能・用法

等追加 

ダラキューロ配合皮下注、ベルケイド注射用、デ

カドロン錠との併用療法 

 

 

3. 保険適用される公知申請品目に関する情報 

要望された医薬品 追加又は変更予定の 

効能・効果（該当箇所） 

追加又は変更予定の 

用法・用量 

保険 

適用日 一般名 販売名 会社名 

乾燥人フィブリノ

ゲン 

フィブリノゲン

HT 静注用

1g「JB」 

一般社団法

人 日本血

液製剤機構 

産科危機的出血に伴う後天

性低フィブリノゲン血症に対す

るフィブリノゲンの補充 

注射用水に溶解し、1 回 3g を

静脈内投与する。投与後に後天

性低フィブリノゲン血症が改善され

ない場合は、同量を追加投与す

る。 

2021/9/6 

グラニセトロン塩

酸塩 

カイトリル注

1mg、同注

3mg、同点

滴静注バッ

グ

3mg/50m

L、同点滴

静注バッグ

3mg/100

mL 

太陽ファルマ

株式会社 

術後の消化器症状（悪心、

嘔吐） 

通常、成人にはグラニセトロンとして

1 回 1mg を静注又は点滴静注

する。なお、年齢、症状により適宜

増減する。ただし、1 日 3mg まで

とする。 

2021/8/30 

オンダンセトロン

塩酸塩水和物 

オンダンセト

ロン注 4mg

シリンジ「マル

イシ」 

丸石製薬株

式会社 

術後の消化器症状（悪心、

嘔吐） 

成人：通常、成人にはオンダンセト

ロンとして 1 回 4mg を緩徐に静

脈内投与する。なお、年齢、症状

により適宜増減する。 

小児：通常、小児にはオンダンセト

ロンとして 1 回 0.05～

0.1mg/kg（最大 4mg）を緩

徐に静脈内投与する。なお、年

齢、症状により適宜増減する。 

2021/8/30 

 


