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１．当院の新規採用医薬品等について 

 

令和３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 

アイモビーグ皮下注 70mg ペン 100mg１錠 41356円 アムジェン 

ロゼックスゲル 0.75％ 0.75%１g 102.7円 マルホ 

オンダンセトロン注４mg シリンジ 

「マルイシ」 
４mL２mL１筒 3524円 丸石 

リクシアナ OD 錠 15mg 15mg１錠 224.7円 第一三共 

ゲムシタビン点滴静注液 

200mg／５mL「NK」 
※凍結乾燥品からの切替 

200mg５mL１瓶 1286円 日本化薬 

ゲムシタビン点滴静注液 

１g／25mL「NK」 
※凍結乾燥品からの切替 

１g25mL１瓶 4263円 日本化薬 

採用中止医薬品  

採用中止医薬品名 規 格・単位 代替薬品等 

プロクトセディル軟膏 １g ヘモポリゾン軟膏 など 

タチオン点眼用 2％ ２%１mL ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005％「参天」 など 

アプレピタントカプセル 80mg「NK」 80mg１カプセル アプレピタントカプセルセット「NK」 

ゲムシタビン点滴静注用 200mg「NK」 
※液剤へ切替 

200mg１瓶 ゲムシタビン点滴静注液 200mg/5mL「NK」 

ゲムシタビン点滴静注用 1g「NK」 
※液剤へ切替 

１g１瓶 ゲムシタビン点滴静注液 1g/25mL「NK」 

イトリゾール注 1％［200mg］ 
※販売中止 

１％20mL１管 

（溶解液付） 
抗真菌薬各種 

 

本部共同入札医薬品への切替 
別紙の通り 

 

 



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 

アリムタ注射用 100mg 

（日本イーライリリー） 
100mg１瓶 

ペメトレキセド点滴静注液 100mg

「NK」（日本化薬） 

100mg４mL 

１瓶 

アリムタ注射用 500mg 

（日本イーライリリー） 
500mg１瓶 

ペメトレキセド点滴静注液 500mg

「NK」（日本化薬） 

500mg20mL 

１瓶 

アロキシ静注 0.75mg 

（大鵬） 
0.75mg５mL

１瓶 
パロノセトロン静注 0.75mg／５mL 

「タイホウ」（岡山大鵬） 
0.75mg５mL

１瓶 

 

院外処方登録医薬品 

医薬品名 規格・単位 薬効 薬価 

アリケイス吸入液 590mg 

（インスメッド） 

590mg 8.4mL 

１瓶 

適応菌種：アミカシンに感性のマイコ

バクテリウム・アビウムコンプレックス

（MAC） 

適応症：マイコバクテリウム・アビウム

コンプレックス（MAC）による肺非結

核性抗酸菌症 

42408.4

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 

アイモビーグ皮下注 70mg ペン 

Aimovig Subcutaneous Injection Pens 

（アムジェン） 

１mL 中 70mg 

エレヌマブ（遺伝子組換

え） 

通常、成人にはエレヌマブ（遺伝子組換

え）として 70mg を４週間に 1 回皮下投与

する。 

ロゼックスゲル 0.75％ 

Rozex Gel 

（マルホ） 

1g 中 

日局メトロニダゾー7.5mg 
がん性皮膚潰瘍部位の殺菌・臭気の軽減 

オンダンセトロン注４mg シリンジ「マルイシ」 

Ondansetron Injection 4mg syringe 

“Maruishi” 

（丸石） 

1 シリンジ(2mL)中 

オンダンセトロンとして４mg 

抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴

う消化器症状（悪心、嘔吐）※術後の悪

心・嘔吐の予防及び治療（公知申請に係

る事前評価終了） 

リクシアナ OD 錠 15mg 

LIXIANA OD TABLETS 

（第一三共） 

1 錠中 

エドキサバンとして 15mg  

○非弁膜症性心房細動患者における虚

血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑

制 

○静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及

び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制 

○下記の下肢整形外科手術施行患者に

おける静脈血栓塞栓症の発症抑制 

膝関節全置換術、股関節全置換術、股関

節骨折手術 

ゲムシタビン点滴静注液 200mg／５mL 

Gemcitabine I.V. Infusion 200mg/5mL「NK」 

「NK」（日本化薬） 

1 バイアル中 

ゲムシタビンとして 200mg 

非小細胞肺癌、膵癌、胆道癌、尿路上皮

癌、手術不能又は再発乳癌、がん化学療

法後に増悪した卵巣癌、再発又は難治性

の悪性リンパ腫 

ゲムシタビン点滴静注液１g／25mL「NK」 

Gemcitabine I.V. Infusion 1g/25mL「NK」 

（日本化薬） 

1 バイアル中 

ゲムシタビンとして 1000mg 

非小細胞肺癌、膵癌、胆道癌、尿路上皮

癌、手術不能又は再発乳癌、がん化学療

法後に増悪した卵巣癌、再発又は難治性

の悪性リンパ腫 



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９月院外処方せん発行率：90.2％ 
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商品名 規格容量 販売元名 備考

タゾピペ配合静注用４．５「明治」 （４．５ｇ）１瓶×１０瓶
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

採用中止予定

タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 （４．５ｇ）１瓶×１０瓶 ニプロ 採用予定

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 ５００ｍｇ１瓶×１０瓶
Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉ
ｋａ　ファルマ

採用中止予定

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「トーワ」 ５００ｍｇ１瓶×１０瓶 東和薬品 採用予定

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」 １００ｍｇ２０ｍＬ１瓶×１瓶 日本化薬 採用中止予定

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 ５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶×１瓶 日本化薬 採用中止予定

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ／２０ｍＬ「ホスピーラ」 １００ｍｇ２０ｍＬ１瓶×１瓶 ファイザー 採用予定

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ／１０ｍＬ「ホスピーラ」 ５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶×１瓶 ファイザー 採用予定

ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ＮＫ」 １ｇ１瓶×１瓶 日本化薬 採用中止予定（液剤に変更）

ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ＮＫ」 ２００ｍｇ１瓶×１瓶 日本化薬 採用中止予定（液剤に変更）

ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ニプロ」 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶×１瓶 日本化薬 採用中止予定

ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ニプロ」 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶×１瓶 日本化薬 採用中止予定

ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ニプロ」 ２０ｍｇ１ｍＬ１瓶×１瓶 ニプロ 採用予定

ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ニプロ」 ８０ｍｇ４ｍＬ１瓶×１瓶 ニプロ 採用予定

レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクルト」 １００ｍｇ１瓶×５瓶 ヤクルト本社 採用中止予定

レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」 ２５ｍｇ１瓶×１０瓶 ヤクルト本社 採用中止予定

レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ＮＰ」 １００ｍｇ１瓶×５瓶 ニプロ 採用予定

レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ＮＰ」 ２５ｍｇ１瓶×１０瓶 ニプロ 採用予定

エトポシド点滴静注１００ｍｇ「タイヨー」 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶×５瓶 武田薬品工業 採用中止予定

エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 １００ｍｇ５ｍＬ１瓶×５瓶 サンド 採用予定

ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「ニプロ」 ５０ｍｇ１瓶×１０瓶 ニプロ 採用中止予定

ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「サワイ」 ５０ｍｇ１瓶×１０瓶 沢井製薬 採用予定

ニトログリセリン注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ「テルモ」 ２５ｍｇ５０ｍＬ１筒×５筒 テルモ 採用中止予定

ニトログリセリン静注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ「ＴＥ」 ２５ｍｇ５０ｍＬ１筒×５筒 アステラス製薬 採用予定

ドブタミン点滴静注１００ｍｇ「ＡＦＰ」 １００ｍｇ１管×１０管 アルフレッサファーマ 採用中止予定

ドブタミン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「サワイ」 １００ｍｇ１管×１０管 沢井製薬 採用予定

本部共同入札医薬品への採用切替一覧

別紙


