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１．当院の新規採用医薬品等について 

 

平成 30 年９月開催の薬剤委員会の結果、新規採用及び採用中止になった医薬品の詳細等をお知

らせします。 

 

新規採用医薬品 

医薬品名 規格・単位 薬価 会社名 

エルカルチン FF 内用液 

10%分包 10mL 
10%10mL/包 697.90 円 大塚製薬 

献血ヴェノグロブリン IH10%静注 5g/50mL 5g50mL/瓶 38547.00 円 日本血液製剤機構 

セクターローション 3% 
(50mL/本) 

3%1mL 6.40 円 久光 

リトドリン塩酸錠 5mg「F」 5mg/錠 14.500 円 富士製工 

リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「F」 50mg/管 305.00 円 富士製工 

ルフレン配合顆粒 

1g 

(0.5g/包、

0.67g/包、 

バラ) 

6.40 円 日医工 

セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」 1g/瓶 484.00 円 ケミックス 

 

採用中止医薬品 

採用中止医薬品名 規 格 代替薬品等 

サイトテック錠 200 

（ファイザー） 
200μg/錠 ネキシウムカプセル 20mg 等 

献血ヴェノグロブリン IH5%静注 5g/100mL 

（日本血液製剤機構） 
5g100mL/瓶 

献血ヴェノグロブリン IH10%静注

5g/50mL 



エパテックローション 3%  

（ゼリア） 
3%1g セクターローション 3% 

ウテロン錠 5mg 

（サンド） 
5mg/錠 リトドリン塩酸錠 5mg「F」 

ウテロン点滴静注液 50mg 

（サンド） 
50mg/管 リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「F」 

グロリアミン配合顆粒 

（サンド） 

1g 

(0.5g/包、

0.67g/包、 

バラ) 

ルフレン配合顆粒 

注射用マキシピーム 1g 

（ブリストル M スクイプ） 
1g/瓶 セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」 

セフェピム塩酸塩静注用 1g「サンド」 

（サンド） 
1g/瓶 セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」 

 
 
採用医薬品の後発医薬品への切替えについて 

採用先発医薬品名 規格 切替え後発薬剤名 規格 

アンカロン注 150 

（サノフィ） 
150mg／管 アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」 150mg／管 

ルプラック錠 8mg 

（大正富山） 
8mg／錠 トラセミド OD錠 8mg「TE」 8mg／錠 

 

院外処方登録医薬品 

医薬品名 規格・単位 薬効 薬価 

ヒューマログ注ミリオペン HD 

（日本イーライリリー） 
300 単位/キット インスリン療法が適応となる糖尿病 1470.00 円 

ストラテラ内用液 0.4％ 

（日本イーライリリー） 
0.4%1mL 注意欠陥／多動性障害（AD/HD） 209.20 円 

エディロールカプセル 0.5μg 

（大正富山） 
0.5μg/Cap 骨粗鬆症 68.90 円 



ナルサス錠 6mg 

（第一三共） 
6mg/錠 

中等度から高度の疼痛を伴う各種癌

における鎮痛 
530.20 円 

ナルサス錠 12mg 

（第一三共） 
12mg/錠 

中等度から高度の疼痛を伴う各種癌

における鎮痛 
 972.20 円 

ナルサス錠 24mg 

（第一三共） 
24mg/錠 

中等度から高度の疼痛を伴う各種癌

における鎮痛 
1782.80 円 

ナルラピド錠 2mg 

（第一三共） 
2mg/錠 

中等度から高度の疼痛を伴う各種癌

における鎮痛 
202.80 円 

ナルラピド錠 4mg 

（第一三共） 
4mg/錠 

中等度から高度の疼痛を伴う各種癌

における鎮痛 
371.90 円 

リムパーザ錠 100mg 

（アストラゼネカ） 
100mg/錠 

白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発

卵巣癌における維持療法 

がん化学療法歴のある BRCA 遺伝

子変異陽性かつ HER2 陰性の手術

不能又は再発乳癌 

3996.00 円 

フェンタニルクエン酸塩 1 日

用テープ 1mg「第一三共」 

（第一三共） 

1mg/枚 

非オピオイド鎮痛剤及び弱オピオイド

鎮痛剤で治療困難な下記疾患にお

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。） 

中等度から高度の疼痛を伴う各種癌

における鎮痛 

262.20 円 

フェンタニルクエン酸塩 1 日

用テープ 2mg「第一三共」 

（第一三共） 

2mg/枚 

非オピオイド鎮痛剤及び弱オピオイド

鎮痛剤で治療困難な下記疾患にお

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。） 

中等度から高度の疼痛を伴う各種癌

における鎮痛 

489.00 円 

フェンタニルクエン酸塩 1 日

用テープ 4mg「第一三共」 

（第一三共） 

4mg/枚 

非オピオイド鎮痛剤及び弱オピオイド

鎮痛剤で治療困難な下記疾患にお

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。） 

中等度から高度の疼痛を伴う各種癌

における鎮痛 

912.20 円 



フェンタニルクエン酸塩 1 日

用テープ 6mg「第一三共」 

（第一三共） 

6mg/枚 

非オピオイド鎮痛剤及び弱オピオイド

鎮痛剤で治療困難な下記疾患にお

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。） 

中等度から高度の疼痛を伴う各種癌

における鎮痛 

1313.10 円 

フェンタニルクエン酸塩 1 日

用テープ 8mg「第一三共」 

（第一三共） 

8mg/枚 

非オピオイド鎮痛剤及び弱オピオイド

鎮痛剤で治療困難な下記疾患にお

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。） 

中等度から高度の疼痛を伴う各種癌

における鎮痛 

1700.80 円 

 
《新規採用医薬品》 

商品名・英名 

メーカー名・貯法 

一般名・配合成分・規格・ 

規制・生物由来 
効能・効果 

エルカルチン FF 内用液 10%分包

10mL 

L-Cartin FF oral solution 

（大塚製薬） 

レボカルニチン 

10%10mL/包 
カルニチン欠乏症 

献血ヴェノグロブリン IH10%静注

5g/50mL 

Venoglobulin IH 10％ I.V.5g/50mL 

（日本血液製剤機構） 

ポリエチレングリコール処理

人免疫グロブリン 

5g50mL/瓶 

1.低並びに無ガンマグロブリン血症 

2.重症感染症における抗生物質との併用 

3.特発性血小板減少性紫斑病（他剤が無効で，著

明な出血傾向があり，外科的処置又は出産等一時

的止血管理を必要とする場合） 

4.川崎病の急性期（重症であり，冠動脈障害の発生

の危険がある場合） 

5.多発性筋炎・皮膚筋炎における筋力低下の改善

（ステロイド剤が効果不十分な場合に限る） 

6.慢性炎症性脱髄性多発根神経炎（多巣性運動ニ

ューロパチーを含む）の筋力低下の改善 

7.慢性炎症性脱髄性多発根神経炎（多巣性運動ニ

ューロパチーを含む）の運動機能低下の進行抑制

（筋力低下の改善が認められた場合） 

8.全身型重症筋無力症（ステロイド剤又はステロイド

剤以外の免疫抑制剤が十分に奏効しない場合に

限る） 

9.天疱瘡（ステロイド剤の効果不十分な場合） 

10.血清 IgG2 値の低下を伴う、肺炎球菌又はインフ

ルエンザ菌を起炎菌とする急性中耳炎、急性気管

支炎又は肺炎の発症抑制（ワクチン接種による予防

及び他の適切な治療を行っても十分な効果が得ら

れず、発症を繰り返す場合に限る） 

11.水疱性類天疱瘡（ステロイド剤の効果不十分な

場合） 

12.ギラン・バレー症候群（急性増悪期で歩行困難

な重症例） 

セクターローション 3% 

SECTOR LOTION 3％ 

（久光） 

ケトプロフェン 

3%1mL 
下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎 

変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘

炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎（テニス肘

等）、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛 

リトドリン塩酸錠 5mg「F」 

RITODRINE HYDROCHLORIDE tablets 

（富士製工） 

リトドリン塩酸塩 

5mg /錠 

切迫流・早産 



リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「F」 

RITODRINE HYDROCHLORIDE 

intravenous infusion 

（富士製工） 

リトドリン塩酸塩 

50mg /管 
緊急に治療を必要とする切迫流・早産 

ルフレン配合顆粒 

RUEFRIEN 

（日医工） 

アズレンスルホン酸ナトリウ

ム水和物 3mg、L-グルタミン 

990mg/ｇ 

下記疾患における自覚症状及び他覚所

見の改善 

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎 

セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」 

Cefepime Dihydrochloride 「CMX」 for 

intravenous injection 

（ケミックス） 

セフェピム塩酸塩水和物 

1g/瓶 

1. 一般感染症 

＜適応菌種＞ 

セフェピムに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、

肺炎球菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、

大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテ

ロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネ

ラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ

菌、シュードモナス属、緑膿菌、バークホルデリア・

セパシア、ステノトロホモナス（ザントモナス）・マルト

フィリア、アシネトバクター属、ペプトストレプトコッカ

ス属、バクテロイデス属、プレボテラ属（プレボテラ・

ビビアを除く） 

＜適応症＞ 

敗血症、深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術

創等の二次感染、肛門周囲膿瘍、扁桃炎（扁桃周

囲膿瘍を含む）、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の

二次感染、複雑性膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎

（急性症、慢性症）、腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎、

胆管炎、子宮内感染、子宮旁結合織炎、中耳炎、

副鼻腔炎                      

2.発熱性好中球減少症 

２．当院の院外処方せん発行状況について 

平素より、院外処方せんの発行にご協力頂いております。下記の表のとおり、当院の院外処方せ

ん発行率は９０％未満となっております。院外処方せんの発行促進により、医薬品購入費ならびに

医薬品在庫金額の抑制につながりますので、さらなる院外処方せん発行率の向上にご協力をお願い

致します。 

 
 

●平成３０年 8月院外処方せん発行率：87.2％ 
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＊時間外、診療部は除いた発行率です


