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第 223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 10月 20日（水）となります。 

 

＊ 後発医薬品への切替えは 10 月 20 日（水）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　5件 第223回薬事委員会　令和3年9月15日

アタラックス-P注射液 50mg ファイザー

塩酸ヒドロキシジン

*

エキザルベ軟膏 5g マルホ

混合死菌浮遊液、ヒドロコルチゾン 院内在庫がなくなり次第、院外のみオーダリング可能（院外採用）

*

オルセノン軟膏0.25％ 30g サンファーマ

トレチノイントコフェリル 院内在庫がなくなり次第、院外のみオーダリング可能（院外採用）

*

ソランタール錠 100mg LTLファーマ

塩酸チアラミド 院内在庫がなくなり次第、院外のみオーダリング可能（院外採用）

*

ツムラ009 小柴胡湯エキス顆粒 2.5g/包 ツムラ

院内在庫がなくなり次第、院外のみオーダリング可能（院外採用）

*

(1)



新規採用医薬品　22件 第223回薬事委員会　令和3年9月15日

アイベータ配合点眼液 5mL/本 千寿製薬

α2作動薬/β遮断薬配合剤 　緑内障・高眼圧症治療剤

ブリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩

2256.5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）

*

アイラミド配合懸濁性点眼液　5mL/本 千寿製薬

α2作動薬／炭酸脱水酵素阻害薬配合剤 緑内障・高眼圧症治療剤

ブリモニジン酒石酸塩・ブリンゾラミド

2461.0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）

*

イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 富士製薬工業

非イオン性尿路・血管造影剤

イオパミドール

3,896円/筒薬価

*

イオヘキソール300注100mL「F」 富士製薬工業

非イオン性造影剤

イオヘキソール

3,901円/瓶薬価

*

イオヘキソール300注20mL「F」 富士製薬工業

非イオン性造影剤

イオヘキソール

1,030円/瓶薬価

採用条件： オムニパーク300注20mLは院内在庫がなくなり次第削除

*

イノラス配合経腸用液 大塚製薬工場

経腸栄養剤（経口・経管両用）

経腸成分栄養

294.375円/袋薬価

*

エンレスト錠 50mg ノバルティスファーマ

アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物

65.7円/錠薬価

採用条件： ロサルタンK錠50mg「明治」、エースコール錠2mg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）

*

エンレスト錠100mg ノバルティスファーマ

アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物

115.2円/錠薬価

採用条件： ロサルタンK錠50mg「明治」、エースコール錠2mg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）

*

グラクティブ錠 50mg 小野薬品

選択的DPP-4阻害剤

シタグリプチンリン酸塩水和物錠

124.0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）

*

ディナゲスト錠0.5mg 持田製薬

月経困難症治療剤

ジエノゲスト

156.9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）

*

(1)



新規採用医薬品　22件 第223回薬事委員会　令和3年9月15日

デエビゴ錠2.5mg エーザイ

不眠症治療薬

レンボレキサント

57.3円/錠薬価

採用条件： トリアゾラム錠0.25mg「日医工」、エスタゾラム錠2mg「アメル」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）

*

デエビゴ錠5mg エーザイ

不眠症治療薬

レンボレキサント

90.8円/錠薬価

採用条件： トリアゾラム錠0.25mg「日医工」、エスタゾラム錠2mg「アメル」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）

*

ビムパット点滴静注100mg 第一三共

抗てんかん剤

ラコサミド

2,459円/瓶薬価

*

フィアスプ注フレックスタッチ ノボノルディスクファーマ

超速効型インスリンアナログ注射液

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）

1,893円/ｷｯﾄ薬価

採用条件： ノボラピッド50ミックス注フレックスペン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）

*

フィアスプ注ペンフィル ノボノルディスクファーマ

超速効型インスリンアナログ注射液

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）

1,254円/筒薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

フィアスプ注100単位／mL　10mL ノボノルディスクファーマ

超速効型インスリンアナログ注射液

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）

3,220円/バイアル薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

ボースデル内用液10 協和キリン

MRI用経口消化管造影剤

塩化マンガン四水和物

1,084.1円/袋薬価

*

マグネスコープ静注38％シリンジ11mL ゲルベ・ジャパン

環状型MRI用造影剤

ガドテル酸メグルミン

4,724円/筒薬価

*

ルムジェブ注ミリオペン 日本イーライリリー

抗糖尿病剤

インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

1,400円/キット薬価

採用条件： アピドラ注ソロスター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）

*

ルムジェブ注カート 日本イーライリリー

抗糖尿病剤

インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

1,175円/筒薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

(2)



新規採用医薬品　22件 第223回薬事委員会　令和3年9月15日

ルムジェブ注100単位／mL 日本イーライリリー

抗糖尿病剤

インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

2,770円/バイアル薬価

採用条件： 院外採用（院外処方のみオーダリング可）

*

ロスーゼット配合錠HD MSD

小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム

160.8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）

*

(3)



仮採用医薬品　7件 第223回薬事委員会　令和3年9月15日

インスリン アスパルトBS注100単位／mL NR「サノフィ」 サノフィ

超速効型インスリンアナログ注射液

インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

2,180円/バイアル薬価

採用条件： 仮採用は院外処方のみオーダリング可

*

インスリン アスパルトBS注カートNR「サノフィ」 サノフィ

超速効型インスリンアナログ注射液

インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

746円/筒薬価

採用条件： 仮採用は院外処方のみオーダリング可

*

インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」 サノフィ

超速効型インスリンアナログ注射液

インスリン アスパルト（遺伝子組換え）

1,418円/キット薬価

*

エンレスト錠200mg ノバルティスファーマ

アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物

201.9円/錠薬価

*

ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」 第一三共

抗悪性腫瘍剤　抗VEGFヒト化モノクローナル抗体

ベバシズマブ

18,563円/瓶薬価

*

ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」 第一三共

抗悪性腫瘍剤　抗VEGFヒト化モノクローナル抗体

ベバシズマブ

70,515円/瓶薬価

*

マスーレッド錠25mg バイエル薬品

HIF-PH阻害薬　腎性貧血治療薬

モリデュスタットナトリウム

165.1円/錠薬価

*

(1)



仮採用延長医薬品　6件 第223回薬事委員会　令和3年9月15日

アネレム静注用50mg ムンディファーマ

全身麻酔剤

レミマゾラムベシル酸塩

2,218円/瓶薬価

採用条件： 仮採用延長期間は出荷調整解除の1年後まで

*

オプチレイ240注シリンジ100mL ゲルベ・ジャパン

非イオン性造影剤

イオベルソール

5,790円/筒薬価

採用条件： 仮採用延長期間は1年間

*

オラビ錠口腔用50mg 富士フイルム富山化学

口腔粘膜付着型　口腔咽頭カンジダ症治療剤

ミコナゾール

1,173.8円/錠薬価

採用条件： 院内は仮採用終了

院外の仮採用延長期間は特殊歯科・口腔外科臨床研究終了まで

*

カボメティクス錠20mg 武田薬品工業

抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤

カボザンチニブリンゴ酸塩

8,007.6円/錠薬価

採用条件： 仮採用延長期間は1年間

*

カボメティクス錠60mg 武田薬品工業

抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤

カボザンチニブリンゴ酸塩

22,333.0円/錠薬価

採用条件： 仮採用延長期間は1年間

*

テリルジー100エリプタ30吸入用 グラクソ・スミスクライン

3成分配合COPD治療剤

ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ・ｳﾒｸﾚｼﾞﾆｳﾑ臭化物・

ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩

8,805.1円/ｷｯﾄ薬価

採用条件： 仮採用延長期間は2022年3月まで

*

(1)



仮採用終了医薬品　5件 第223回薬事委員会　令和3年9月15日

イオヘキソール300注シリンジ 50mL「F」 富士製薬工業

非イオン性造影剤

イオヘキソール

2,729円/筒薬価

院内在庫がなくなり次第、削除（オーダ停止）

*

イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」 富士製薬工業

非イオン性造影剤

イオヘキソール

3,934円/筒薬価

院内在庫がなくなり次第、削除（オーダ停止）

*

オビドレル皮下注シリンジ250μg メルクバイオファーマ

遺伝子組換えヒト絨毛性性腺刺激ホルモン製剤

コリオゴナドトロピン アルファ（遺伝子組換え）

2,909円/筒薬価

院内在庫がなくなり次第、削除（オーダ停止）

*

チラーヂンS静注液200μg あすか製薬

甲状腺ホルモン製剤

レボチロキシンナトリウム水和物

20,211円/管薬価

院内在庫がなくなり次第、削除（オーダ停止）

*

ラスビック錠75mg 杏林製薬

キノロン系経口抗菌剤

ラスクフロキサシン塩酸塩

345.5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）　 1件 第223回薬事委員会　令和3年9月15日

ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」 扶桑薬品工業

経口そう痒症改善剤

ナルフラフィン塩酸塩

384.4円/錠薬価

レミッチOD錠2.5μg の院内在庫がなくなり次第オーダリング開始

レミッチOD錠2.5μg 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9月15日

薬効 採用中止製品 代替採用製品 変更理由

スルホニルウレア系
経口血糖降下剤

グリメピリドOD錠1mg「日医工」
【院内外採用】
（日医工）

グリメピリド錠1mg「杏林」
【院内外採用】

（杏林）

グリメピリドOD錠1mg「日医工」の出荷停止に伴う
一時供給停止
【供給停止時期：2021年8月】

抗てんかん剤
ヒダントール散10％

【院外採用】
（第一三共）

アレビアチン散10％
【院外採用】
（大日本住友）

ヒダントール散10％の製造販売停止に伴う
供給停止
【販売停止時期：2021年10月】
【経過措置満了時期（予定）：2022年3月】

製造販売中止等に伴う採用製品変更のお知らせ


