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第 220回薬事委員会審議結果報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 仮採用及び新規採用医薬品の処方開始は 4月 22日（木）となります。 

 

＊ 後発医薬品への切替えは 4月 22日（木）以降、先発医薬品の院内在庫が終

了次第、随時行います。なお、院外処方については引き続き、先発医薬品

も処方可能です。 

 

＊ 仮採用医薬品については、全診療科においてオーダリング可能とし、  

採用期間は原則として 1年間です。 



削除医薬品　1件 第220回薬事委員会　令和3年3月17日

アルチバ静注用2mg ヤンセンファーマ

全身麻酔用鎮痛剤

レミフェンタニル塩酸塩

2,111円/瓶薬価

*

(1)



新規採用医薬品　18件 第220回薬事委員会　令和3年3月17日

イグザレルトOD錠10mg バイエル薬品

選択的直接作用型第Xa因子阻害剤

リバーロキサバン

364.1円/錠薬価

採用条件： イグザレルト錠10mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始

イグザレルト錠10mgは院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

イグザレルトOD錠15mg バイエル薬品

選択的直接作用型第Xa因子阻害剤

リバーロキサバン

517.0円/錠薬価

採用条件： イグザレルト錠15mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始

イグザレルト錠15mgは院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

ケアラム錠25mg エーザイ

抗リウマチ剤

イグラチモド

157.7円/錠薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

コララン錠2.5mg 小野薬品工業

HCNチャネル遮断薬

イバブラジン塩酸塩

82.9円/錠薬価

採用条件： デノパミン錠10mg「日医工」は院内在庫がなくなり次第、院外のみ

採用へ変更（院内オーダ停止）

*

コララン錠5mg 小野薬品工業

HCNチャネル遮断薬

イバブラジン塩酸塩

145.4円/錠薬価

採用条件： デノパミン錠10mg「日医工」は院内在庫がなくなり次第、院外のみ

採用へ変更（院内オーダ停止）

*

ソマチュリン皮下注 120mg 帝人ファーマ

持続性ソマトスタチンアナログ徐放性製剤

ランレオチド酢酸塩

320,234円/筒薬価

*

タグリッソ錠80mg アストラゼネカ

抗悪性腫瘍剤　チロシンキナーゼ阻害剤

オシメルチニブメシル酸塩

20,719.4円/錠薬価

採用条件： ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」は院内在庫がなくなり次第、院外の

み採用へ変更（院内オーダ停止）

*

トラディアンス配合錠AP 日本ベーリンガーインゲルハイム

選択的DPP-4阻害剤／SGLT2阻害剤

エンパグリフロジン・リナグリプチン

275.9円/錠薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

トラディアンス配合錠BP 日本ベーリンガーインゲルハイム

選択的DPP-4阻害剤／SGLT2阻害剤

エンパグリフロジン・リナグリプチン

386.3円/錠薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

パーサビブ静注透析用シリンジ5mg 小野薬品工業

カルシウム受容体作動薬

エテルカルセチド塩酸塩

1,287円/筒薬価

採用条件： パーサビブ静注透析用5mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始

パーサビブ静注透析用5mgは院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

(1)



新規採用医薬品　18件 第220回薬事委員会　令和3年3月17日

ハルロピテープ8mg 協和キリン

経皮吸収型　ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

ロピニロール塩酸塩

400.2円/枚薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

ハルロピテープ24mg 協和キリン

経皮吸収型　ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

ロピニロール塩酸塩

792.2円/枚薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

ハルロピテープ32mg 協和キリン

経皮吸収型　ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

ロピニロール塩酸塩

947.2円/枚薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

フェントステープ0.5mg 協和キリン

経皮吸収型　持続性疼痛治療剤

フェンタニルクエン酸塩

278.8円/枚薬価

*

プレドニゾロン錠2.5mg「NP」 ニプロ

合成副腎皮質ホルモン製剤

プレドニゾロン

9.8円/錠薬価

*

リムパーザ錠100mg アストラゼネカ

抗悪性腫瘍剤

オラパリブ

3,492.6円/錠薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

リムパーザ錠150mg アストラゼネカ

抗悪性腫瘍剤

オラパリブ

5,185.1円/錠薬価

採用条件： 院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院内オーダ停

止）

*

レキサルティ錠1mg 大塚製薬

抗精神病薬

ブレクスピプラゾール

269.3円/錠薬価

採用条件： ニューレプチル錠25mgは院内在庫がなくなり次第、院外のみ採

用へ変更（院内オーダ停止）

*

(2)



仮採用医薬品　10件 第220回薬事委員会　令和3年3月17日

イブランス錠25mg ファイザー

抗悪性腫瘍剤（CDK 4/6阻害剤）

パルボシクリブ

5,679.7円/錠薬価

採用条件： 仮採用は院外処方のみオーダリング可

*

イブランス錠125mg ファイザー

抗悪性腫瘍剤（CDK 4/6阻害剤）

パルボシクリブ

22,978.1円/錠薬価

採用条件： 仮採用は院外処方のみオーダリング可

*

キャブピリン配合錠 武田薬品工業

アスピリン／ボノプラザンフマル酸塩配合剤

アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩

130.3円/錠薬価

採用条件： 仮採用は院外処方のみオーダリング可

*

テリルジー200エリプタ30吸入用 グラクソ・スミスクライン

3成分配合喘息治療剤

フルチカゾンフランカルボン酸エステル

10,098.9円/ｷｯﾄ薬価

*

ナディック錠60mg 大日本住友製薬

持続性　高血圧・狭心症・不整脈治療剤

ナドロール

81.8円/錠薬価

採用条件： 仮採用は院外処方のみオーダリング可

*

ニュベクオ錠300mg バイエル薬品

前立腺癌治療剤

ダロルタミド

2,311.0円/錠薬価

採用条件： 仮採用は院外処方のみオーダリング可

*

ベージニオ錠50mg 日本イーライリリー

抗悪性腫瘍剤　CDK4及び6阻害剤

アベマシクリブ

3,319.0円/錠薬価

採用条件： 仮採用は院外処方のみオーダリング可

*

ベージニオ錠100mg 日本イーライリリー

抗悪性腫瘍剤　CDK4及び6阻害剤

アベマシクリブ

6,059.4円/錠薬価

採用条件： 仮採用は院外処方のみオーダリング可

*

ベージニオ錠150mg 日本イーライリリー

抗悪性腫瘍剤　CDK4及び6阻害剤

アベマシクリブ

8,616.8円/錠薬価

採用条件： 仮採用は院外処方のみオーダリング可

*

ラツーダ錠20mg 大日本住友製薬

抗精神病薬／双極性障害のうつ症状治療薬

ルラシドン塩酸塩

178.7円/錠薬価

採用条件：

*

(1)



仮採用延長医薬品　2件 第220回薬事委員会　令和3年3月17日

エクフィナ錠50mg エーザイ

パーキンソン病治療剤

サフィナミドメシル酸塩

953.2円/錠薬価

採用条件： 仮採用延長期間は1年間

*

ベオーバ錠50mg キッセイ薬品工業

選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

ビベグロン

184.1円/錠薬価

採用条件： 仮採用延長期間は出荷調整解除の1年後まで

*

(1)



仮採用終了医薬品　1件 第220回薬事委員会　令和3年3月17日

コララン錠7.5mg 小野薬品工業

HCNチャネル遮断薬

イバブラジン塩酸塩

201.9円/錠薬価

院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

(1)



新規採用医薬品（後発医薬品）　 4件 第220回薬事委員会　令和3年3月１７日

アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 沢井製薬

マイナートランキライザー

アルプラゾラム

5.7円/錠薬価

アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始

アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」は院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

エレトリプタン錠20mg「ファイザー」 ファイザー

5-HT1B/1D受容体作動型片頭痛治療剤

エレトリプタン臭化水素酸塩

265.2円/錠薬価

レルパックス錠20mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始

レルパックス錠20mgは院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院内オー

ダ停止）

*

セファレキシンカプセル250mg「トーワ」 東和薬品

経口用セフェム系抗生物質製剤

セファレキシン

31.5円/カプセル薬価

ケフレックスカプセル250mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始

ケフレックスカプセル250mgは院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院

内オーダ停止）

*

ヒアルロン酸Na点眼液0.1％「センジュ」 千寿製薬

角結膜上皮障害治療用点眼剤

精製ヒアルロン酸ナトリウム

229.5円/瓶薬価

ヒアレイン点眼液0.1％の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始

ヒアレイン点眼液0.1％は院内在庫がなくなり次第、院外のみ採用へ変更（院内

オーダ停止）

*

(1)



令和3年3月17日

製造販売中止に伴う採用製品変更のお知らせ

薬効 採用中止製品 代替採用製品 変更理由

α2作動性鎮静剤

プレセデックス静注液200μg／50mLシ
リンジ「マルイシ」

【院内採用】
（丸石）

[後発] デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」
【院内採用】

（ニプロ）

[先発] プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」
【院内採用】
（ファイザー）

プレセデックス静注液200μg／50mLシリンジ「マ
ルイシ」の販売中止に伴い供給停止
【販売中止時期：2021年3月】
【経過措置満了時期（予定）：2022年3月】

※後発品は小児適応を有していないため、18歳未
満は先発を使用



薬効

心不全治療薬

経皮吸収型鎮痛消炎剤

解熱鎮痛消炎剤

アカルディカプセル1.25の製造販売中止に伴い供給停止
【販売中止時期：2020年7月】
【経過措置満了時期（予定）：2021年3月】

バファリン配合錠A330
【院外採用】
（エーザイ）

アスピリン「ホエイ」
【院内外採用】
（ファイザー）

カロナール錠300
【院内外採用】
（あゆみ製薬）

バファリン配合錠A330の製造販売中止に伴い供給停止
【販売中止時期（予定）：2021年4月】
【経過措置満了時期（予定）：2022年3月】

令和3年3月17日

製造販売中止に伴う採用中止のお知らせ

採用中止製品 当院採用の同効類薬 備考（販売中止時期）

セラスターテープ70
【院外採用】
（アステラス）

ロキソニンテープ100mg
【院外採用】
（第一三共）

モーラステープL40mg
【院外採用】
（久光）

セラスターテープ70の製造販売中止に伴い供給停止
【販売中止時期（予定）：2020年11月】
【経過措置満了時期（予定）：2021年3月】

アカルディカプセル1.25
【院外採用】

（日本ベーリンガー）

ピモベンダン錠1.25mg「TE」
【院内外採用】
（トーアエイヨー）



令和3年3月17日

供給停止に伴う採用中止のお知らせ

薬効 採用中止製品 変更理由

組織呼吸賦活剤
ソルコセリル注2mL

【院内採用】
（大鵬薬品）

自主回収に伴い供給停止
【出荷調整解除時期（予定）：未定】


