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１．当院の新規採用医薬品等について 

 

令和３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 

レバミピド錠 100mg「オーツカ」 
100mg 

１錠 
10.1円 大塚製薬工場 

ジクトルテープ 75mg 
75mg 

１枚 
156.5円 久光 

ボルヒール組織接着用（３mL） ３mL４瓶１組 29787.3円 日本血液製剤機構 

ボルヒール組織接着用（５mL） ５mL４瓶１組 49541.1円 日本血液製剤機構 

ナイキサン錠 100mg 
100mg 

１錠 
6.5円 ニプロ 

タズベリク錠 200mg 
100mg 

１錠 
3004.6円 エーザイ 

ヘパリン Na ロック用 100 単位／mL 

シリンジ「オーツカ」10mL 

1000 単位 10mL

１筒 
114円 大塚製薬工場 

採用中止医薬品  

採用中止医薬品名 規 格・単位 代替薬品等 

レバミピド錠 100mg「トーワ」 
100mg 

１錠 
レバミピド錠 100mg 

「オーツカ」 

ペチジン塩酸塩注射液 50mg 

「タケダ」 
５％１mL１管 ペチジン塩酸塩注射液 35mg「タケダ」 

ボルヒール組織接着用（１mL） １mL４瓶１組 
ボルヒール組織接着用（３mL）、ボルヒール組織

接着用（５mL） 

ベリプラスト P コンビセット 組織接着用

（３mL） 
※在庫消尽次第「ボルヒール組織接着用（３

mL）」へ切替 

３mL 

２キット１組 

ボルヒール組織接着用（３mL）、ボルヒール組織

接着用（５mL） 

ヘパリン Na ロック用 10 単位／mL 

シリンジ「オーツカ」５mL 
※在庫消尽次第「へパフラッシュ 10 単位／

mL（10mL）」へ切替 

50 単位 

５mL１筒 
へパフラッシュ 10 単位／mL（10mL） 

ヘパリン Na ロック用 100 単位／mL 

シリンジ「オーツカ」５mL 
500 単位５mL１筒 

ヘパリン Na ロック用 100 単位/mL シリンジ「オー

ツカ」10mL 



※在庫消尽次第「ヘパリン Na ロック用 100

単位／mL シリンジ「オーツカ」10mL」へ切替 

カルベニン点滴用 0.5g 
※出荷停止 

500mg 

１瓶 

フィニバックス点滴静注用 0.25g、メロペネム点滴

静注用 0.5g「明治」 

 

販売中止による採用切替 

採用医薬品名 切替医薬品名 

トリクロルメチアジド錠２mg「YD」（陽進堂） トリクロルメチアジド錠２mg「NP」（ニプロ） 

 

採用医薬品の後発医薬品への切替 

採用医薬品 規格 切替医薬品 規格 

ルネスタ錠１mg 

（エーザイ） 
１mg１錠 

エスゾピクロン錠１mg 

「DSEP」（第一三共エスファ） 
１mg１錠 

ザクラス配合錠 HD 

（武田薬品工業） 
１錠 

ジルムロ配合錠 HD「武田テバ」 

（武田テバファーマ） 
１錠 

 

院外処方登録医薬品 

医薬品名 規格・単位 薬効 薬価 

ウプトラビ錠 0.2mg 

（日本新薬） 
0.2mg１錠 

○肺動脈性肺高血圧症 

○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 

1430.7 円 

ウプトラビ錠 0.4mg 

（日本新薬） 
0.4mg１錠 

○肺動脈性肺高血圧症 

○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 

2857.9 円 

ゾレア皮下注 

75mg シリンジ 

（ノバルティスファーマ） 

75mg0.5mL１筒 

○気管支喘息 

○季節性アレルギー性鼻炎特発性

の慢性蕁麻疹 

14812 円 

ゾレア皮下注 

150mg シリンジ 

（ノバルティスファーマ） 

150mg１mL１筒 

○気管支喘息 

○季節性アレルギー性鼻炎特発性

の慢性蕁麻疹 

29147 円 

エンレスト錠 200mg 

（ノバルティス ファーマ） 
200mg１錠 

慢性心不全 

高血圧症 
201.9 円 

ビバンセカプセル 20mg 

（塩野義） 
30mg１錠 

小児期における注意欠陥／多動性

障害（AD/HD） 
663.7 円 

ビバンセカプセル 30mg 

（塩野義） 
90mg１錠 

小児期における注意欠陥／多動性

障害（AD/HD） 
735.4 円 

エストラーナテープ

0.09mg 

（久光） 

0.09mg１枚 

○更年期障害及び卵巣欠落症状に

伴う下記症状 

血管運動神経症状（Hot flush 及び

発汗）、泌尿生殖器の萎縮症状 

○閉経後骨粗鬆症 

34.3 円 



○性腺機能低下症、性腺摘出又は

原発性卵巣不全による低エストロゲ

ン症 

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） 

300 単位１キット インスリン療法が適応となる糖尿病 1418 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・生物由来など 
効能・効果 

レバミピド錠 100mg「オーツカ」 

Rebamipide tablets 100mg Otsuka 

（大塚製薬工場） 

1 錠中レバミピド 100mg 

・胃潰瘍 

・下記疾患の胃粘膜病変（びらん、出血、

発赤、浮腫）の改善 

急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期 

ジクトルテープ 75mg 

ZICTHORU Tapes75mg 

（久光） 

1 枚中 

日局ジクロフェナクナトリウ

ム 75mg 

各種がんにおける鎮痛 

ボルヒール組織接着用（３mL） 

BOLHEAL 

（日本血液製剤機構） 

フィブリノゲン凍結乾燥粉

末、フィブリノゲン溶解液、

トロンビン凍結乾燥粉末、

トロンビン溶解液 

組織の接着・閉鎖（ただし、縫合あるいは

接合した組織から血液、体液または体内

ガスの漏出をきたし、他に適切な処置法

のない場合に限る。） 

ボルヒール組織接着用（５mL） 

BOLHEAL 

（日本血液製剤機構） 

フィブリノゲン凍結乾燥粉

末、フィブリノゲン溶解液、

トロンビン凍結乾燥粉末、

トロンビン溶解液 

組織の接着・閉鎖（ただし、縫合あるいは

接合した組織から血液、体液または体内

ガスの漏出をきたし、他に適切な処置法

のない場合に限る。） 

ナイキサン錠 100mg 

NAIXAN Tablets 100mg 

（ニプロ） 

1 錠中  

日局ナプロキセン 100mg 

○下記疾患の消炎、鎮痛、解熱 

関節リウマチ、変形性関節症、痛風発作、

強直性脊椎炎、腰痛症、肩関節周囲炎、

頸肩腕症候群、腱・腱鞘炎、月経困難

症、帯状疱疹 

○外傷後並びに手術後の消炎、鎮痛 

○歯科・口腔外科領域における抜歯並び

に小手術後の消炎、鎮痛 

タズベリク錠 200mg 

Tazverik tablets 

（エーザイ） 

1 錠中 

タゼメトスタットとして   

200mg 

再発又は難治性の EZH2 遺伝子変異陽

性の濾胞性リンパ腫（標準的な治療が困

難な場合に限る） 

ヘパリン Na ロック用 100 単位／mL 

シリンジ「オーツカ」10mL 

Heparin Na LOCK SYRINGES 

（大塚製薬工場） 

1 シリンジ 10mL 中 

ヘパリンナトリウム 1000 単

位 

静脈内留置ルート内の血液凝固の防止 

 

 

 

 



２．当院の院外処方せん発行状況について 

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、

引き続きご協力お願い致します。 

 

●2021 年８月院外処方せん発行率：89.0％ 

 

３．その他（ロック用ヘパリンナトリウム液について） 

採用中止が決定した下記２品目については、在庫消尽次第、電子カルテでのオーダー時に、代替

となる新規採用医薬品へ自動変換することとなったため、ご理解いただきますようお願い申し上げ

ます。 
 
・ヘパリン Na ロック用 10 単位／mL シリンジ「オーツカ」５mL 
→へパフラッシュ 10 単位／mL（10mL） 

・ヘパリン Na ロック用 100 単位／mL シリンジ「オーツカ」５mL 
 →ヘパリン Na ロック用 100 単位／mL シリンジ「オーツカ」10mL 
 
（オーダー画面のイメージ） 
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