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１．当院の新規採用医薬品等について 

 

令和元年 10 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 

セララ錠 25mg 25mg１錠 107.7 円 ファイザー 

ノベルジン錠 25mg 

（ノーベルファーマ） 
25mg１錠 274.5 円 ノーベルファーマ 

モルヒネ塩酸塩注射液 10ｍｇ 

「第一三共」 
１%１mL１管 305 円 第一三共 

ウルソデオキシコール酸錠 100mg

「ZE」 
※本部共同入札品へ切り替え 

100mg１錠 6.6 円 日医工 

カルボシステイン錠 250mg 

「トーワ」 
※本部共同入札品へ切り替え 

250mg１錠 5.7 円 トーワ 

タクロリムスカプセル１mg「ニプロ」 
※本部共同入札品へ切り替え 

１mg１錠 309.8 円 ニプロ 

ロキソプロフェン Na 錠 60mg 

「トーワ」 
※本部共同入札品へ切り替え 

60mg１錠 7.9 円 トーワ 

シベレスタット Na 点滴静注用

100mg「ニプロ」 
※本部共同入札品へ切り替え 

100mg１瓶 1370 円 ニプロ 

ニコランジル点滴静注用 48mg 

「サワイ」 
※本部共同入札品へ切り替え 

48mg１瓶 1604 円 サワイ 

ミダゾラム注射液 10mg「テバ」 
※本部共同入札品へ切り替え 

10mg２mL１管 64 円 武田テバ P 

ツロブテロールテープ 0.5mg「NP」 
※本部共同入札品へ切り替え 

0.5mg1 枚 15.7 円 ニプロ 

ツロブテロールテープ 1mg「NP」 
※本部共同入札品へ切り替え 

１mg１枚 20.2 円 ニプロ 

ツロブテロールテープ 2mg「NP」 
※本部共同入札品へ切り替え 

２mg1 枚 30.8 円 ニプロ 

ボリコナゾール錠 50mg「トーワ」 
※本部共同入札品へ切り替え 

50mg１錠 325.1 円 トーワ 



ボリコナゾール錠 200mg「トーワ」 
※本部共同入札品へ切り替え 

200mg１錠 996 円 トーワ 

採用中止医薬品 

採用中止医薬品名 規 格・単位 代替薬品等 

セララ錠 50mg 

（ファイザー） 
50mg１錠 セララ錠 25mg 

ザンタック錠 150 

（グラクソ・スミスクライン） 
150mg１錠 ファモチジン OD錠「オーハラ」他 

モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タケダ」 

（武田） 
１%１mL１管 

モルヒネ塩酸塩注射液 10mg 

「第一三共」 

ウルソデオキシコール酸錠 100mg 

「サワイ」 

（沢井） 

100mg１錠 
ウルソデオキシコール酸錠 100mg

「ZE」 

カルボシステイン錠 250mg「サワイ」 

（沢井） 
250mg１錠 

カルボシステイン錠 250mg 

「トーワ」 

タクロリムスカプセル１mg「ファイザー」 

（ファイザー） 
１mg１錠 

タクロリムスカプセル１mg 

「ニプロ」 

ロキソプロフェン Na 錠 60mg「日医工」 

（日医工） 
60mg１錠 

ロキソプロフェン Na錠 60mg 

「トーワ」 

シベレスタット Na 点滴静注用 100mg 

「ファイザー」 

（ファイザー） 

100mg１瓶 
シベレスタット Na点滴静注用 100mg 

「ニプロ」 

ニコランジル点滴静注用 48mg「日医工」 

（日医工） 
48mg１瓶 

ニコランジル点滴静注用 48mg 

「サワイ」 

ミダゾラム注 10mg「サンド」 

（富士製工） 
10mg２mL１管 ミダゾラム注射液 10mg「テバ」 

ツロブテロールテープ 0.5mg「HMT」 

（久光） 
0.5mg1 枚 ツロブテロールテープ 0.5mg「NP」 

ツロブテロールテープ１mg「HMT」 

（久光） 
１mg１枚 ツロブテロールテープ１mg「NP」 

ツロブテロールテープ２mg「HMT」 

（久光） 
２mg1 枚 ツロブテロールテープ２mg「NP」 

ボリコナゾール錠 50mg「DSEP」 

（第一三共エスファ） 
50mg１錠 ボリコナゾール錠 50mg「トーワ」 

ボリコナゾール錠 200mg「DSEP」 

（第一三共エスファ） 
200mg１錠 ボリコナゾール錠 200mg「トーワ」 

 

 

 

 



採用医薬品の後発医薬品への切替え 

採用先発品 規格 切り替え後発品 規格 

ユリーフ錠４mg 

（キッセイ） 
４mg１錠 

シロドシン OD錠４mg 

「DSEP」 

（第一三共エスファ） 

４mg１錠 

ジクロード点眼液 0.1％ 

（わかもと） 
0.1%１mL 

ジクロフェナク Na点眼液 

0.1％「日新」 

（日新） 

0.1%１mL 

 

院外処方登録医薬品 

医薬品名 規格・単位 薬効 薬価 

ベルソムラ錠 10mg 

 （MSD） 
10mg1 錠 不眠症 69.3 円 

オラビ錠口腔用 50mg 

（富士フィルム富山化学） 
50mg1 錠 カンジダ属による口腔咽頭カンジダ症 1187.8 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 

セララ錠 25mg 

Selara Tablets 25mg 

（ファイザー） 

エプレレノン 高血圧症 

下記の状態で、アンジオテンシン変換酵

素阻害薬又はアンジオテンシンⅡ受容体

拮抗薬、β遮断薬、利尿薬等の基礎治療

を受けている患者 

慢性心不全 

ノベルジン錠 25mg 

NOBELZIN Tablets 25mg 

（ノーベルファーマ） 

酢酸亜鉛水和物 
ウィルソン病（肝レンズ核変性症） 

低亜鉛血症 

モルヒネ塩酸塩注射液 10ｍｇ「第一三共」 

MORPHINE HYDROCHLORIDE INJECTION 

“DAIICHI SANKYO” 

（第一三共） 

モルヒネ塩酸塩水和物 ・皮下及び静脈内投与の場合 

激しい疼痛時における鎮痛・鎮静 

激しい咳嗽発作における鎮咳 

激しい下痢症状の改善及び手術後等の

腸管蠕動運動の抑制 

麻酔前投薬、麻酔の補助 

中等度から高度の疼痛を伴う各種癌にお

ける鎮痛 

・硬膜外投与の場合 

激しい疼痛時における鎮痛 

中等度から高度の疼痛を伴う各種癌にお

ける鎮痛 

・くも膜下投与の場合 

激しい疼痛時における鎮痛 

中等度から高度の疼痛を伴う各種癌にお

ける鎮痛 

ウルソデオキシコール酸錠 100mg「ZE」 

URSODEOXYCHOLIC ACID TABLETS 

100mg「ZE」 

（日医工） 

ウルソデオキシコール酸 下記疾患における利胆 

胆道（胆管、胆のう）系疾患及び胆汁うっ

滞を伴う肝疾患 

慢性肝疾患における肝機能の改善 

下記疾患における消化不良 

小腸切除後遺症、炎症性小腸疾患 

外殻石灰化を認めないコレステロール系

胆石の溶解 

原発性胆汁性肝硬変における肝機能の

改善 



C 型慢性肝疾患における肝機能の改善 

カルボシステイン錠 250mg「トーワ」 

CARBOCISTEINE TABLETS 250mg 

“TOWA” 

（トーワ） 

L-カルボシステイン 下記疾患の去痰 

上気道炎(咽頭炎、喉頭炎)、急性気管支

炎、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支

拡張症、肺結核 

慢性副鼻腔炎の排膿 

タクロリムスカプセル１mg「ニプロ」 

TACROLIMUS CAPSULES 

（ニプロ） 

タクロリムス 下記の臓器移植における拒絶反応の抑

制 

腎移植、肝移植、心移植、肺移植、膵移

植、小腸移植 

骨髄移植における拒絶反応及び移植片

対宿主病の抑制 

重症筋無力症 

関節リウマチ（既存治療で効果不十分な

場合に限る） 

ループス腎炎（ステロイド剤の投与が効果

不十分、又は副作用により困難な場合） 

難治性（ステロイド抵抗性、ステロイド依

存性）の活動期潰瘍性大腸炎（中等症〜

重症に限る） 

ロキソプロフェン Na 錠 60mg「トーワ」 

LOXOPROFEN SODIUM TABLETS 60mg 

“TOWA” 

（トーワ） 

ロキソプロフェンナトリウム 下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛 

関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、

肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、歯痛 

手術後、外傷後並びに抜歯後の鎮痛・消

炎 

下記疾患の解熱・鎮痛 

急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性

上気道炎を含む） 

シベレスタット Na 点滴静注用 100mg 

「ニプロ」 

SIVELESTAT SODIUM FOR I.V. INFUSION 

（ニプロ） 

シベレスタットナトリウム 

全身性炎症反応症候群に伴う急性肺障

害の改善 

ニコランジル点滴静注用 48mg「サワイ」 

NICORANDIL 

（サワイ） 

ニコランジル 不安定狭心症 

急性心不全(慢性心不全の急性増悪期を

含む) 

ミダゾラム注射液 10mg「テバ」 

Midazolam Injection 10mg "TEVA" 

（武田テバ P） 

ミダゾラム 麻酔前投薬 

全身麻酔の導入及び維持 

集中治療における人工呼吸中の鎮静 

歯科・口腔外科領域における手術及び処

置時の鎮静 

ツロブテロールテープ 0.5mg「NP」 

TULOBUTEROL TAPE 

（ニプロ） 

ツロブテロール 下記疾患の気道閉塞性障害に基づく呼

吸困難など諸症状の緩解 

気管支喘息、急性気管支炎、慢性気管支

炎、肺気腫 

ツロブテロールテープ 1mg「NP」 

TULOBUTEROL TAPE 

（ニプロ） 

ツロブテロール 下記疾患の気道閉塞性障害に基づく呼

吸困難など諸症状の緩解 

気管支喘息、急性気管支炎、慢性気管支

炎、肺気腫 

ツロブテロールテープ 2mg「NP」 

TULOBUTEROL TAPE 

（ニプロ） 

ツロブテロール 下記疾患の気道閉塞性障害に基づく呼

吸困難など諸症状の緩解 

気管支喘息、急性気管支炎、慢性気管支

炎、肺気腫 

ボリコナゾール錠 50mg「トーワ」 

VORICONAZOLE TABLETS 50mg 

“TOWA” 

（トーワ） 

ボリコナゾール 下記の重症又は難治性真菌感染症 

侵襲性アスペルギルス症、肺アスペルギ

ローマ、慢性壊死性肺アスペルギルス症 

カンジダ血症、食道カンジダ症、カンジダ

腹膜炎、気管支・肺カンジダ症、クリプトコ

ックス髄膜炎、肺クリプトコックス症、フサ

リウム症、スケドスポリウム症 



ボリコナゾール錠 200mg「トーワ」 

VORICONAZOLE TABLETS 200mg 

“TOWA” 

（トーワ） 

ボリコナゾール 下記の重症又は難治性真菌感染症 

侵襲性アスペルギルス症、肺アスペルギ

ローマ、慢性壊死性肺アスペルギルス症 

カンジダ血症、食道カンジダ症、カンジダ

腹膜炎、気管支・肺カンジダ症、クリプトコ

ックス髄膜炎、肺クリプトコックス症、フサ

リウム症、スケドスポリウム症 

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。 
 

●2019 年９月院外処方せん発行率：88.8％ 
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