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１．薬事委員会報告（令和４年３月１５日） 

（１）新規採用医薬品 
区

分 
薬品名 製造販売元 薬効 申請科等 

内

服 
グーフィス錠５ｍｇ ＥＡファーマ 

胆汁酸トランスポーター 

阻害剤 
精神科 

内

服 
フォシーガ錠５ｍｇ アストラゼネカ 選択的 SGLT2阻害剤 循環器内科 

内

服 
リンゼス錠０．２５ｍｇ アステラス製薬 

グアニル酸シクラーゼ C 受容

体アゴニスト 
精神科 

外

用 
プロウペス腟用剤１０ｍｇ フェリング・ファーマ 子宮頸管熟化剤（PGE2製剤） 産婦人科 

注

射 

オムニパーク３５０注１００ｍＬ 

 
GEヘルスケアファーマ 非イオン性造影剤 循環器内科 

注

射 

フィブリノゲン HT静注用１ｇ「JB」 

 
日本血液製剤機構 血漿分画製剤（血液凝固剤） 産婦人科 

注

射 
ベクルリー点滴静注用１００ｍｇ ギリアド・サイエンシズ 抗ウイルス剤  

 

（２）院外処方限定医薬品 
区

分 
薬品名 製造販売元 薬効 申請科等 

外

用 
アイラミド配合懸濁性点眼液 千寿製薬 

α2作動薬／ 

炭酸脱水酵素阻害薬配合剤 
眼科 

外

用 
ＭＳ冷シップ「タイホウ」 岡山大鵬薬品 鎮痛・消炎冷感パップ剤 

採用薬見直

し協議会 

外

用 
バクスミー点鼻粉末剤３ｍｇ 日本イーライリリー 低血糖時救急治療剤 代謝内科 

注

射 

オゼンピック皮下注 

0.25mgSD、0.5mgSD、1.0mgSD 

ノボノルディスクファー

マ 
持続性 GLP-1受容体作動薬 代謝内科 

注

射 

ゾルトファイ配合注 

フレックスタッチ 

ノボノルディスクファー

マ 

持効型溶解ｲﾝｽﾘﾝｱﾅﾛｸﾞ／ 

ﾋﾄ GLP-1 ｱﾅﾛｸﾞ配合注射液 
代謝内科 

注

射 
ルムジェブ注ミリオペンＨＤ 日本イーライリリー 抗糖尿病剤 代謝内科 

ＨＥＡＤ ＬＩＮＥ ＩＮＤＥＸ 
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（３）採用中止医薬品 
在庫残量のある薬品の在庫消費にご協力ください（在庫残量は 令和４年３月１８日時点）。 

 

区分 薬品名 院内在庫 備考 

内服 アクトス錠３０ ２２９錠 院外限定へ 

内服 アダプチノール錠５ｍｇ ３５錠 院外限定へ 

内服 エトドラク錠２００ｍｇ「タイヨー」 ３６８錠  

内服 フォシーガ錠１０ｍｇ １２５錠 院外限定へ 

内服 ロルカム錠４ｍｇ １１８３錠  

外用 インテバンクリーム 1％ １０本 院外限定へ 

外用 グリセリン「ヨシダ」（滅菌済）５ｍＬ ２０６本 
販売中止 

代替：KYゼリー(診療材料) 

 

（４）院外限定医薬品の削除 

区分 薬品名 備考 

内服 インフリーカプセル１００ｍｇ  

内服 オークル錠１００ｍｇ  

内服 ソレトン錠８０ｍｇ  

外用 ＭＳ温シップ「タイホウ」  

注射 アボネックス筋注用シリンジ  

 

（５）稀少薬の削除 
在庫残量のある薬品の在庫消費にご協力ください（在庫残量は 令和４年３月１８日時点）。 

 

区分 薬品名 院内在庫 備考 

内服 アラベル内用剤１．５ｇ ０Ｖ  

内服 サノレックス錠０．５ｍｇ ０錠  

内服 ダイドロネル錠２００ ０錠  

注射 アポカイン皮下注３０ｍｇ ０筒  

注射 オムニパーク３５０注５０ｍＬ ０Ｖ  

注射 ギャバロン髄注０．００５％ ０Ａ  

注射 コートロシンＺ筋注０．５ｍｇ ０Ｖ  

注射 コントミン筋注１０ｍｇ ０Ａ  

注射 ソマバート皮下注用１０ｍｇ ０Ｖ  

注射 ソマバート皮下注用１５ｍｇ ０Ｖ  

注射 ソマバート皮下注用２０ｍｇ ０Ｖ  

注射 デスフェラール注射用５００ｍｇ ０Ｖ  

注射 テリパラチド酢酸塩静注用１００「旭化成」 ０Ｖ  

注射 リゾビスト注 ０Ｖ  

 

 

 

 

 



－3－ 

 

 

（６）院内製剤の削除 
在庫残量のある薬品の在庫消費にご協力ください（在庫残量は 令和４年３月１８日時点）。 

区分 薬品名 院内在庫 備考 

外用 ０．５％ピオクタニンブルー液 ０本 口内炎用 

外用 皮膚インク ０本  

外用 ミラクリッド膣坐剤 ０本 製剤原料の販売中止 

 

（７）バイオ後続品、後発医薬品への切替 
今後メーカー選定を行います。 

区分 医薬品名（製造販売元） バイオ後続品、後発医薬品 

内服 イーケプラ錠２５０ｍｇ（ＵＣＢ） 

8品目発売中 

・薬価差：124.30→41.30( 66.8％減) 

・AGなし 

内服 イーケプラドライシロップ５０％（ＵＣＢ） 

7品目発売中 

・薬価差：223.30→97.30( 56.4％減) 

・AGなし 

注射 イーケプラ点滴静注５００ｍｇ（ＵＣＢ） 

1品目発売中 

・薬価差：1,991→851( 57.3％減) 

・AGなし 

注射 エリル点滴静注液３０ｍｇ（旭化成ファーマ） 

1品目あり 

・薬価差：2,273→1,036(54.4％減) 

・AGなし 

注射 
スロンノンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ 

（アルフレッサファーマ） 

4品目あり（うち 1品目はシリンジ製剤） 

・薬価差：1,733→739～933(46.2～57.4％減) 

・AGなし 

 

（８）供給状況変動に伴う他社製品への切替 

区分 薬品名（製造販売元） 切替他社製品 

内服 セファレキシンＤＳ５０％小児用「日医工」 

（日医工） 

ケフレックスシロップ用細粒 100あるいは 200 

ラリキシンドライシロップ小児用 10％あるいは 20％ 

・いずれも現在採用医薬品と規格相違あり 

・現在採用医薬品の供給停止による切替を検討 

内服 セフジトレンピボキシル細粒 10％小児用「日医工」 

（日医工） 

メイアクトＭＳ小児用細粒 10％ あるいは 

 セフジトレンピボキシル小児用細粒 10％「〇〇」 

・薬価差：90.70→166.30(45.4％増) 

 あるいは 61.30→90.70(薬価差なし) 

・現在採用医薬品の供給停止による切替を検討 

内服 ドンペリドンＤＳ小児用１％「サワイ」 

（沢井製薬） 

ナウゼリンドライシロップ１％ 

・薬価差：6.80→15.60(56.4％増) 

・現在採用医薬品の出荷調整・納品不可のための切替 

 

２．試用医薬品で採用申請されなかった医薬品 

区分 薬品名 備考 

内服 アビガン錠２００ｍｇ COVID-19に対する観察研究用薬剤の提供終了 

内服 オンジェンティス錠 25mg 患者限定医薬品へ 

注射 ノボラピッド注１００単位／ｍＬ 試用中止へ 

 


