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１．当院の新規採用医薬品等について 

令和４年７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 

フェンタニルクエン酸塩１日用

テープ 0.5mg「テイコク」
0.5mg１枚 130.9 円 テルモ

キンダリー透析剤 AF４号 （６L）
６L１瓶 

（炭酸水素ナトリ

ウム液付）

2170 円 扶桑薬品工業 

グラニセトロン静注液１mg 

シリンジ「サワイ」
１mg１mL１筒 865 円 沢井製薬 

ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液

25mg／１mL「トーワ」 
25mg１mL１瓶 12565 円 東和薬品 

メトクロプラミド錠５mg「NIG」
※採用医薬品『メトクロプラミド錠５mg「あすか」』の

販売中止による切替

５mg１錠 5.7 円 武田薬品工業 

乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末 
※採用医薬品『乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」』

の販売中止による切替

10g 27.8 円 丸石製薬 

採用中止医薬品 

採用中止医薬品名 規格・単位 代替薬品等 

キンダリー透析剤 AF２号 (６L)
６L１瓶 

（炭酸水素ナトリ

ウム液付）

キンダリー透析剤 AF４号 （６L）

グラニセトロン静注液３mg シリンジ

「NK」 
３mg３mL１筒 グラニセトロン静注液１mg シリンジ「サワイ」 

ロルファン注射液 1mg 0.1％１mL１管 ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「AFP」

メトクロプラミド錠５mg「あすか」
※販売中止

５mg１錠 メトクロプラミド錠５mg「NIG」

乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 
※販売中止

10g 乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末 



採用医薬品の後発医薬品への切替 
下記の医薬品について、後発医薬品への切替を決定した。 

採用医薬品名 規格・単位 切替医薬品名 規格・単位 

エルカルチン FF錠 250mg

（大塚製薬）
250mg１錠 

レボカルニチン FF錠 250mg

「トーワ」（東和薬品）
250mg１錠 

エルカルチン FF静注

1000mgシリンジ

（大塚製薬）

1000mg５mL 

１筒 

レボカルニチンＦＦ静注

1000mg シリンジ「ニプロ」

（ニプロ）

1000mg５mL 

１筒 

フェブリク錠 10mg

（帝人ファーマ）
10mg１錠 

フェブキソスタット錠 10mg

「DSEP」

（第一三共エスファ）

10mg１錠 

ロトリガ粒状カプセル２g

（武田薬品工業）
２g１包 

オメガ-３脂肪酸エチル粒状

カプセル２ｇ「武田テバ」

（武田テバ）

２g１包 

トレアキシン点滴静注液

100mg／４ｍL

（シンバイオ製薬）

100mg４mL 

１瓶 

ベンダムスチン塩酸塩点滴静

注液 100mg／４mL「トーワ」 

（東和薬品） 

100mg４mL 

１瓶 

院外処方登録医薬品 

医薬品名 規格・単位 適応症等 薬価 

ノバクト M 静注用 2000 単位

（日本血液製剤機構）

2000 単位１瓶

（溶解液付） 

血液凝固第Ⅸ因子欠乏患者の出血

傾向を抑制する。 
60890 円 

ヌーイック静注用 2000

（藤本製薬）

2000 国際単位

１瓶 

血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者における

出血傾向の抑制 
144395 円 

ビレーズトリエアロスフィア 

120 吸入 

（アストラゼネカ）

120 吸入１キット 

慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、

肺気腫）の諸症状の緩解（吸入ステロ

イド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤

及び長時間作用性吸入β2 刺激剤の

併用が必要な場合）

8771.9 円 

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒

(医療用) （ツムラ）
１g 

病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不

振、ねあせ、手足の冷え、貧血 
20.3 円 

ボカブリア錠 30mg 

（グラクソ・スミスクライン） 
30mg１錠 HIV-1 感染症 3541.6 円 

ジセレカ錠 100mg 

（エーザイ）
100mg１錠 

・既存治療で効果不十分な関節リウマ

チ（関節の構造的損傷の防止を含む）

・中等症から重症の潰瘍性大腸炎の

治療及び維持療法（既存治療で効果

不十分な場合に限る）

2519.9 円 

ジセレカ錠 200mg 

（エーザイ）
200mg１錠 

・既存治療で効果不十分な関節リウマ

チ（関節の構造的損傷の防止を含む）

・中等症から重症の潰瘍性大腸炎の

治療及び維持療法（既存治療で効果

不十分な場合に限る）

4893.6 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・生物由来等 
効能・効果等 

フェンタニルクエン酸塩１日用テープ 0.5mg

「テイコク」 

Fentanyl Citrate Tape for 1 day 

（テルモ） 

1 枚中 

フェンタニルクエン酸塩 

0.5mg 

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における鎮痛 

・中等度から高度の疼痛を伴う各種がん 

キンダリー透析剤 AF４号 （６L） 

Kindaly AF-4 

（扶桑薬品工業） 

Ａ液（６Ｌ）：塩化ナトリウム

（NaCl） 1306.8g、塩化カ

リウム（KCl） 31.32g、塩化

カルシウム水和物（CaCl2・

2H2O） 42.42g、塩化マグ

ネシウム（MgCl2・6H2O） 

21.36g、無水酢酸ナトリウ

ム（CH3COONa） 103.2g 

ブドウ糖（C6H12O6） 

262.5g、添加物 氷酢酸

(pH 調節剤) 25.2g 

Ｂ液（7.56Ｌ）：炭酸水素ナ

トリウム（NaHCO3） 

485.1g 

※A 液及び B 液を使用時

に混合・希釈して用いる 

慢性腎不全における透析型人工腎臓の

灌流液として用いる。（無糖の透析液では

血糖値管理の困難な患者及び他の重炭

酸型透析液では高カリウム血症，高マグ

ネシウム血症の改善が不十分な場合，又

は高カルシウム血症を起こすおそれのあ

る場合に用いる。） 

グラニセトロン静注液１mg シリンジ「サワイ」 

GRANISETRON Intravenous Injection 

Syringes [SAWAI] 

（沢井製薬） 

1 シリンジ（１mL）中 

グラニセトロンとして１mg 

抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与及び

放射線照射に伴う消化器症状(悪心、嘔

吐) 

ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 25mg／

１mL「トーワ」 

BENDAMUSTINE HYDROCHLORIDE 

INTRAVENOUS INFUSION 25mg/1mL 

“TOWA” 

（東和薬品） 

1 バイアル（１mL）中 

ベンダムスチン塩酸塩とし

て 25mg 

低悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫及

びマントル細胞リンパ腫、再発又は難治

性のびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫、

腫瘍特異的 T 細胞輸注療法の前処置 

メトクロプラミド錠５mg「NIG」 

Metoclopramide Tab. 

（武田薬品工業） 

1 錠中 

塩酸メトクロプラミドとして 

５mg 

次の場合における消化器機能異常（悪

心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満感） 

胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胆嚢・胆道疾

患、腎炎、尿毒症、乳幼児嘔吐、薬剤（制

癌剤・抗生物質・抗結核剤・麻酔剤）投与

時、胃内・気管内挿管時、放射線照射

時、開腹術後 

X 線検査時のバリウムの通過促進 

乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末 

（丸石製薬） 

１g 中 

日局乳酸カルシウム水和

物１g 

・低カルシウム血症に起因する下記症候

の改善 

・テタニー 

・下記代謝性骨疾患におけるカルシウム

補給 

妊婦・産婦の骨軟化症 

・発育期におけるカルシウム補給 

 



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。 

 

●2022 年６月院外処方せん発行率：88.3％ 
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