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第 222回薬事委員会審議結果報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 新規採用医薬品、仮採用医薬品の処方開始は 8月 26日（木）となります。 

 

＊ 後発医薬品への切替えは 8月 26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222回薬事委員会　令和3年7月21日

オムニパーク300注100mL GEヘルスケアファーマ

非イオン性造影剤

イオヘキソール

4,335 円/瓶薬価

*

(1)



仮採用医薬品　10件 第222回薬事委員会　令和3年7月21日

アドシルカ錠 20mg 日本新薬

ホスホジエステラーゼ5阻害薬

タダラフィル

1,802.8円/錠薬価

*

ウプトラビ錠0.2mg 日本新薬

選択的プロスタサイクリン受容体（IP受容体）作動薬

セレキシパグ

1,430.7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

*

ウプトラビ錠0.4mg 日本新薬

選択的プロスタサイクリン受容体（IP受容体）作動薬

セレキシパグ

2,857.9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

*

エクロックゲル5％ 科研製薬

原発性腋窩多汗症治療剤

ソフピロニウム臭化物

4,874.0円/本薬価

*

オプスミット錠10mg ヤンセンファーマ

エンドセリン受容体拮抗薬

マシテンタン

13,652.2円/錠薬価

*

サイモグロブリン点滴静注用 25mg サノフィ

再生不良性貧血治療剤

抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン

41,296円/瓶薬価

*

ジクトルテープ75mg 久光製薬

経皮吸収型　持続性がん疼痛治療剤

ジクロフェナクナトリウム

156.5円/枚薬価

*

ドボベットフォーム 協和キリン

尋常性乾癬治療剤

カルシポトリオール水和物

13,278.0円/本薬価

採用条件： 仮採用は院外処方のみオーダリング可

*

フルダラ静注用 50mg サノフィ

抗悪性腫瘍剤

フルダラビンリン酸エステル

31,827円/瓶薬価

*

プロゲストンデポー筋注125mg 富士製薬工業

持続性黄体ホルモン製剤

ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル

126円/管薬価

採用条件： プロゲデポー筋注125mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング

開始

*

(1)



新規採用医薬品　19件 第222回薬事委員会　令和3年7月21日

EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL バイエル薬品

線状型MRI用肝臓造影剤

ガドキセト酸ナトリウム

14,292円/筒薬価

*

エイベリス点眼液0.002％ 参天製薬

選択的EP2受容体作動薬/緑内障・高眼圧症治療剤

オミデネパグ　イソプロピル

2377.5円/本薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

オフェブカプセル100mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ

チロシンキナーゼ阻害剤/抗線維化剤

ニンテダニブエタンスルホン酸塩

4,440.8円/ｶﾌﾟｾﾙ薬価

*

オフェブカプセル150mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ

チロシンキナーゼ阻害剤/抗線維化剤

ニンテダニブエタンスルホン酸塩

6,676.4円/ｶﾌﾟｾﾙ薬価

*

カーボスター透析剤・L　6L 陽進堂

人工腎臓用透析液 2,224円/瓶薬価

採用条件： カーボスター透析剤・Mは 削除

*

クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒　2.5g/包 クラシエ薬品

漢方製剤

半夏白朮天麻湯エキス

55.0円/包薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

ゴナックス皮下注用240mg アステラス製薬

GnRHアンタゴニスト（徐放性）/前立腺癌治療剤

デガレリクス酢酸塩

32,902円/瓶薬価

採用条件： ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ3.6mgﾃﾞﾎﾟは院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

コレクチム軟膏0.5％ 鳥居薬品

外用ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

デルゴシチニブ

698.5円/本薬価

採用条件： ネリゾナ軟膏0.1％ 10g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）

*

テネリアOD錠20mg 田辺三菱製薬

選択的DPP-4阻害剤－2型糖尿病治療剤－

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物

134.7円/錠薬価

採用条件： テネリア錠20mgの院内在庫がなくなり次第オーダリング開始

テネリア錠20mgは院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停止）

*

テネリアOD錠40mg 田辺三菱製薬

選択的DPP-4阻害剤－2型糖尿病治療剤－

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物

202.5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）

テネリア錠40mgは削除（オーダ停止）

*

(1)



新規採用医薬品　19件 第222回薬事委員会　令和3年7月21日

トラスツズマブBS点滴静注用 60mg「NK」 日本化薬

抗HER2ヒト化モノクローナル抗体／抗悪性腫瘍剤

トラスツズマブ

10,491円/瓶薬価

採用条件： ハーセプチン注射用60は院内在庫がなくなり次第削除（オーダ停

止）

*

トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 日本化薬

抗HER2ヒト化モノクローナル抗体／抗悪性腫瘍剤

トラスツズマブ

23,817円/瓶薬価

採用条件： ハーセプチン注射用150は院内在庫がなくなり次第削除（オーダ

停止）

*

パージェタ点滴静注420mg／14mL 中外製薬

抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体

ペルツズマブ（遺伝子組換え）

206,472円/瓶薬価

*

ビソノテープ2mg トーアエイヨー

経皮吸収型・β1遮断剤/ビソプロロール・テープ剤

ビソプロロール

54.6円/枚薬価

採用条件： アテノロール錠50mg「サワイ」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）

*

フィコンパ細粒1％ エーザイ

抗てんかん剤

ペランパネル水和物

1,068.9円/g薬価

*

ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL ノバルティスファーマ

眼科用VEGF阻害剤

ブロルシズマブ(遺伝子組換え)

142,784円/筒薬価

*

レルミナ錠40mg あすか製薬

GnRHアンタゴニスト

レルゴリクス

911.5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）

*

 ロケルマ懸濁用散分包 5g アストラゼネカ

高カリウム血症改善剤

ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

1,095.2円/包薬価

*

ロケルマ懸濁用散分包10g アストラゼネカ

高カリウム血症改善剤

ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物

1,601.0円/包薬価

*

(2)



仮採用終了医薬品　1件 第221回薬事委員会　令和3年7月21日

ジェミーナ配合錠 ノーベルファーマ

月経困難症治療剤

レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

304.7円/錠薬価

*

(1)



新規採用医薬品（後発医薬品）　 1件 第222回薬事委員会　令和3年7月21日

サブパック血液ろ過用補充液－Bi 2020mL ニプロ

ろ過型人工腎臓用補液

人工透析液

759円/キット薬価

サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mlの院内在庫がなくなり次第オーダリング

開始

サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mlは 院内在庫がなくなり次第 削除

*

(1)



令和3年7月21日

ウイルスワクチン類
組織培養不活化狂犬病ワクチン

【院内採用】
（KMバイオロジクス）

ラビピュール筋注用
【院内採用】
（GSK）

組織培養不活化狂犬病ワクチンの欠品に伴う一時供給停止
【供給停止時期：未定】

製造販売中止等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

血液凝固阻止剤
ヘパリンロック液

ヘパリンNaロック用10単位／mLシリンジ「SN」10mL
ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ「SN」10mL

【院内採用】
（光製薬）

ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL

【院内採用】
（大塚製薬工場）

ヘパリンNaロック用10単位／mLシリンジ「SN」10mL、ヘパリンNa
ロック用100単位／mLシリンジ「SN」10mLの販売中止に伴う供給
停止
【供給停止時期：2021年7月】
【経過措置満了時期（予定）：未定】

プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」の一時供給停止
【供給停止時期：2021年7月】

高血圧・狭心症・不整脈・片頭
痛治療剤

インデラル錠10mg
【院内外採用】
（太陽ファルマ）

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」
【院内採用】

（明治製菓ファルマ）

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」の製造販売中止に
伴う供給停止
【供給停止時期：未定】

グリコペプチド系抗生物質製剤

経口脊髄小脳変性症治療剤
タルチレリンOD錠5mg「日医工」

【院内外採用】
（日医工）

タルチレリンOD錠5mg「アメル」
【院内外採用】
（共和薬品工業）

タルチレリンOD錠5mg「日医工」の一時供給停止
【供給停止時期：2021年6月】

塩酸バンコマイシン散0.5g*(シオノギ)
【院内外採用】
（塩野義）

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」
【院内外採用】

（明治製菓ファルマ）

塩酸バンコマイシン散0.5g*(シオノギ)の販売移管に伴う供給停止
【供給停止時期：2021年3月】
【経過措置満了時期（予定）：2022年3月】

プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」
【院内外採用】
（日医工）

5％ブドウ糖加酢酸維持液
アセトキープ3G注
【院内採用】

（共和クリティケア）

アセテート維持液3G「HK」
【院内採用】
（光製薬）

アセトキープ3G注の製造停止に伴う一時供給停止
【供給停止時期：2021年7月】

グリコペプチド系抗生物質製剤
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」

【院内採用】
（小林化工）



薬効

H2受容体拮抗剤

H2受容体拮抗剤

H2受容体拮抗剤

ガスター注射液20mg　等
【院内採用】
（LTLファーマ）

ザンタック注射液100mgの製造販売中止に伴い供給停止
【経過措置満了時期（予定）：2022年3月】

ザンタック錠150
【院外採用】
（GSK）

ファモチジンD錠20mg「EMEC」　等
【院内外採用】
（日医工）

ザンタック錠150の製造販売中止に伴い供給停止
【経過措置満了時期（予定）：2022年3月】

ラニチジン錠150mg「トーワ」
【院内外採用】
（東和薬品）

ファモチジンD錠20mg「EMEC」　等
【院内外採用】
（日医工）

ラニチジン錠150mg「トーワ」の製造販売中止に伴い供給停止
【経過措置満了時期（予定）：2022年3月】

令和3年7月21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）

ザンタック注射液100mg
【院内採用】
（GSK）


