
 

 

 

1. 新規採⽤医薬品のお知らせ 
2021 年 9 ⽉ 27 ⽇に開催された 2021 年度第 3 回薬事委員会において、次の医薬品の採⽤が決定されました。 

薬効／製品名 ⼀般名 会社 薬価 
緊急避妊剤 

レボノルゲストレル あすか製薬 薬価未収載  ノルレボ錠 1.5mg※1 
⾎漿分画製剤 

乾燥⼈フィブリノゲン ⽇本⾎液製剤機構 25,681 円／1V  フィブリノゲン HT 静注⽤ 1g「JB」※2 
ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤 

バリシチニブ ⽇本イーライリリー 5,274.9 円／1 錠  オルミエント錠 4mg 
抗ウイルス薬 

レムデシビル ギリアド 6,3342 円／1V  ベクルリー点滴静注⽤ 100mg 
5-HT3 受容体拮抗型制吐剤 

パロノセトロン塩酸塩 岡⼭⼤鵬 5,349 円／1V  ○後 パロノセトロン静注 0.75mg 
催眠鎮静剤 

ミダゾラム サンド 61 円／1A  ○後 ミダゾラム注 10mg「サンド」※3 

※1 院内外来処⽅・産婦⼈科限定とします。 
※2 産婦⼈科以外の⼿術時⼤出⾎に使⽤する場合は未承認新規医薬品等評価部への申請が必要です。 
※3 当⾯の間、内視鏡センター限定で使⽤します。 
⼿続きの関係上、1 ヶ⽉程度かかります。納⼊時期に関しては、薬剤部薬品管理室（内線 2858）までお問い合わせください。 

2. 供給停⽌等に伴う院内採⽤切り替え 
既存の採⽤医薬品の販売中⽌・供給停⽌に伴い、下記の医薬品に切り替えを⾏います。 

従来品 切替品 会社 薬価 
アシクロビル錠 200mg「ファイザー」 ゾビラックス錠 200 GSK 55.7 円／1 錠 

アロプリノール錠 50mg「アメル」 アロプリノール錠 50mg「ケミファ」 ケミファ 10.1 円／1 錠 

カルバマゼピン錠 100mg「アメル」 カルバマゼピン錠 100mg「フジナガ」 藤永 5.7 円／1 錠 

クエチアピン錠 12.5mg「アメル」 クエチアピン錠 12.5mg「明治」 MeijiSeika 10.1 円／1 錠 

セルトラリン OD 錠 25mg「アメル」 セルトラリン錠 25mg「タカタ」 ⾼⽥ 22.2 円／1 錠 

ゾニサミド錠 100mg「アメル」 ゾニサミド錠 100mgEX「KO」 寿 14.3 円／1 錠 

チザニジン錠 1mg「アメル」 チザニジン錠 1mg「NPI」 ケミファ 5.9 円／1 錠 

フルコナゾールカプセル 100mg「アメル」 フルコナゾールカプセル 100mg「タカタ」 ⾼⽥ 226.9 円／1C 

ブリンゾラミド懸濁性点眼液 1％「センジュ」 ブリンゾラミド懸濁性点眼液 1%「サンド」 サンド 793 円／1 本 

ニカルジピン塩酸塩注射液 25mg「FY」 ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「サワイ」 沢井 122 円／1A 
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3. 医薬品削除公⽰のお知らせ 

次の医薬品を削除します。異議のある⽅は、10 ⽉ 19 ⽇までに薬事委員⻑または薬剤部まで「異議申⽴書」および根拠とな
る資料を提出すると共に、11 ⽉ 22 ⽇に⾏われる薬事委員会に出席し、その旨を説明してください。なお、出席のない場合、原
則として異議申⽴は却下とさせていただきます。なお、「異議申⽴書」は薬剤部 DI 室（内線 2863）にあります。 
削除決定後、原則として内服・外⽤剤は院外処⽅⽤としてオーダリング登録をします。 

製品名 理由 
セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「サワイ」 『ノルレボ錠 1.5mg』採⽤のため 
スタリビルド配合錠 『オルミエント錠 4mg』採⽤のため 
ノービア錠 100mg 『ベクルリー点滴静注⽤ 100mg』採⽤のため 
アロキシ静注 0.75mg 『パロノセトロン静注 0.75mg/5mL「タイホウ」』採⽤のため 

4. 医薬品採⽤削除のお知らせ 

下記医薬品については削除が決定しました。薬剤部の在庫がなくなり次第、院内処⽅ができなくなります。 
なお内服・外⽤剤は原則として院外処⽅⽤オーダリング登録をします。

製品名 
アイファガン点眼液 0.1% 
アキネトン注射液 5mg 
アドシルカ錠 20mg 
アボネックス筋注⽤シリンジ 30μg 
アリムタ注射⽤ 100mg・500mg 
インフリキシマブ BS 点滴静注⽤ 100mg「⽇医⼯」 
ゲンボイヤ配合錠 

製品名 
テネリア錠 20mg 
ベシケア OD 錠 5mg 
プランルカストドライシロップ 10%「AFP」 
ルネスタ錠 1mg 
コカイン塩酸塩「タケダ」原末※1 

※1 販売中⽌

 
  新規の院内フォーミュラリ（推奨薬リスト） 

 
 ⾼カリウム⾎症治療薬 

 
 

フォーミュラリ・・・医療機関における患者に対して最も有効で経済的な医薬品の使⽤における⽅針 
⾼額な先発品と安価な後発品（GE）の効果が科学的に同等と判断される場合は、GE を第１推奨薬としています。 
なお、院内で承認されているフォーミュラリは「マニュアル等⼀覧」から閲覧可能です。 

推奨 製品名／⼀般名 薬価／１⽇薬価 写真 

１ 

【後】ポリスチレンスルホン酸 Ca 経⼝ゼリー 
20%分包 25g「三和」 
ポリスチレンスルホン酸カルシウム 

68.4 円／1 個 
（75g／⽇の場合）205.2 円 

 
 
 

【後】カリメート経⼝液 20%（25g） 
ポリスチレンスルホン酸カルシウム 

72 円／1 包 
（75g／⽇の場合）216 円 

 

２ 

ロケルマ懸濁⽤散分包 5g 
ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム⽔和物 

1,095.2 円／1 包 
（5g／⽇の場合）1,095.2 円 

 

備考 
 本フォーミュラリは腎不全に伴う⾼ K ⾎症である。 
 ポリスチレンスルホン酸 Ca 製剤の内服が便秘の副作⽤やアドヒアランス等で困難な場合、緊急性を有する⾼ K ⾎症の場合は 
 この限りではない。 

 国内のガイドライン※では使い分けについて明記されておらず、両剤に関する使い分けや直接⽐較した臨床試験はない。 
 ポリスチレンスルホン酸カルシウム製剤は後発品が発売されており、１⽇薬価が低い。 
 ポリスチレンスルホン酸カルシウムはゼリー製剤と液剤の２種類あり、患者の趣向で変更できる。 
 ロケルマは便秘等の消化器系副作⽤が懸念される場合や１⽇に複数回内服が困難な患者に使⽤が考慮される。 

※⽇本腎臓学会 エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン 2018 年 


