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１．当院の新規採用医薬品等について 

 

令和元年 11 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 

フェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠

60mg「NP」 
※本部共同入札品へ切り替え 

60mg１錠 19.2 円 ニプロ 

オキサリプラチン点滴静注 50mg 

「トーワ」 
※本部共同入札品へ切り替え 

50mg10mL1瓶 7381 円 東和薬品 

オキサリプラチン点滴静注 100mg 

「トーワ」 
※本部共同入札品へ切り替え 

100mg20mL 

1瓶 
13638 円 東和薬品 

クラリスロマイシン錠 200ｍｇ 

「マイラン」 
※本部共同入札品へ切り替え 

200mg１錠 27.7 円 ファイザー 

バラシクロビル錠 500ｍｇ 

「アスペン」 
※本部共同入札品へ切り替え 

500mg１錠 136.2 円 アスペンジャパン 

ラベプラゾールＮａ錠 10ｍｇ 

「トーワ」 
※本部共同入札品へ切り替え 

10mg１錠 48.3 円 東和薬品 

採用中止医薬品 

採用中止医薬品名 規 格・単位 代替薬品等 

フェキソフェナジン 

塩酸塩 OD 錠 60mg「EE」 

（日医工） 

60mg１錠 
フェキソフェナジン塩酸塩 OD錠

60mg「NP」 

オキサリプラチン 

点滴静注液 50mg 

「NK」 

（日本化薬） 

50mg10mL 

1瓶 

オキサリプラチン点滴静注 50mg 

「トーワ」 

オキサリプラチン 

点滴静注液 100mg 

「NK」 

（日本化薬） 

100mg20mL 

1瓶 

オキサリプラチン点滴静注 100mg 

「トーワ」 



クラリスロマイシン錠 200「MEEK」 

（Meiji Seika ファルマ） 
200mg１錠 

クラリスロマイシン錠 200ｍｇ 

「マイラン」 

バラシクロビル錠 500ｍｇ「オーハラ」 

（大原薬工） 
500mg１錠 

バラシクロビル錠 500ｍｇ 

「アスペン」 

ラベプラゾールＮａ錠 

10ｍｇ「明治」 

（Meiji Seika ファルマ） 

10mg１錠 
ラベプラゾールＮａ錠 10ｍｇ 

「トーワ」 

 

採用医薬品の後発医薬品への切替え等 

採用先発品 規格 切り替え後発品 規格 

キサラタン点眼液 0.005％ 

（ファイザー） 
0.005％１mL 

ラタノプロスト点眼液

0.005%「科研」 

（科研） 

0.005％１mL 

フルメトロン点眼液 0.02% 

（参天） 
0.02%１mL 

オドメール点眼液 0.02% 

（武田） 
0.02%１mL 

フルメトロン点眼液 0.1% 

（参天） 
0.1%１mL 

オドメール点眼液 0.1% 

（武田） 
0.1%１mL 

エンタカポン錠 100ｍｇ 

「アメル」（限定採用） 

（共和薬工） 

 

100mg１錠 

エンタカポン錠 100ｍｇ 

「トーワ」（限定採用） 

（東和薬品） 
※本部共同入札品へ切り替え 

100mg１錠 

 

院外処方登録医薬品 

医薬品名 規格・単位 薬効 薬価 

インチュニブ錠 1mg 

 （塩野義） 
1mg1 錠 注意欠陥／多動性障害（AD/HD） 411.6 円 

インチュニブ錠 3mg 

 （塩野義） 
3mg1 錠 注意欠陥／多動性障害（AD/HD） 543 円 

アデムパス錠 0.5mg 

（バイエル） 
0.5mg1 錠 

外科的治療不適応又は外科的治療後

に残存・再発した慢性血栓塞栓性肺高

血圧症 

肺動脈性肺高血圧症 

685.9 円 

コララン錠 2.5mg 

（小野薬品） 
2.5mg1 錠 

洞調律かつ投与開始時の安静時心拍

数が 75 回／分以上の慢性心不全 

ただし、β遮断薬を含む慢性心不全の

標準的な治療を受けている患者に限る 

82.9 円 

コララン錠５mg 

（小野薬品） 
５mg1 錠 

洞調律かつ投与開始時の安静時心拍

数が 75 回／分以上の慢性心不全 

ただし、β遮断薬を含む慢性心不全の

標準的な治療を受けている患者に限る 

145.4 円 

コララン錠 7.5mg 

（小野薬品） 
7.5mg1 錠 

洞調律かつ投与開始時の安静時心拍

数が 75 回／分以上の慢性心不全 

ただし、β遮断薬を含む慢性心不全の

標準的な治療を受けている患者に限る 

201.9 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 

フェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg「NP」 

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE 

TABLETS 

（ニプロ） 

フェキソフェナジン塩酸塩 
アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患

（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アト

ピー性皮膚炎）に伴うそう痒 

オキサリプラチン点滴静注 50mg「トーワ」 

OXALIPLATIN INTRAVENOUS INFUSION 

50mg “TOWA” 

（東和薬品） 

オキサリプラチン 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直

腸癌 

結腸癌における術後補助化学療法 

治癒切除不能な膵癌 

胃癌 

小腸癌 

オキサリプラチン点滴静注 100mg「トーワ」 

OXALIPLATIN INTRAVENOUS INFUSION 

100mg “TOWA” 

（東和薬品） 

オキサリプラチン 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直

腸癌 

結腸癌における術後補助化学療法 

治癒切除不能な膵癌 

胃癌 

小腸癌 

クラリスロマイシン錠 200ｍｇ「マイラン」 

Clarithromycin Tab. 200mg "Mylan" 

（ファイザー） 

クラリスロマイシン 一般感染症 

非結核性抗酸菌症 

ヘリコバクター・ピロリ感染症 

バラシクロビル錠 500ｍｇ「アスペン」 

VALACICLOVIR TABLETS 500mg「ASPEN」 

（アスペンジャパン） 

バラシクロビル塩酸塩 単純疱疹 

造血幹細胞移植における単純ヘルペス

ウイルス感染症（単純疱疹）の発症抑

制 

帯状疱疹 

水痘 

性器ヘルペスの再発抑制 

ラベプラゾールＮａ錠 10ｍｇ「トーワ」 

SODIUM RABEPRAZOLE TABLETS 10mg 

“TOWA” 

（東和薬品） 

ラベプラゾールナトリウム 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、

逆流性食道炎、Zollinger-Ellison 症

候群、非びらん性胃食道逆流症 

下記におけるヘリコバクター・ピロリ

の除菌の補助 

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃 MALT リン

パ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早

期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘ

リコバクター・ピロリ感染胃炎 

 

 

 

 

 

 



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 10 月院外処方せん発行率：89.1％ 
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