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●新規採用薬品 平成 29年 9月 11日～ 

薬品名 成分 薬効分類 備考 

ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg 
1枚：カルムスチンとして 7.7mg 

抗悪性腫

瘍剤 
  

 （薬価 160,912.40円／枚 ）  

ビムパット錠 50mg 
1錠：ラコサミド 50㎎ 

抗てんか

ん剤 

同効薬：ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ､ｴｸｾｸﾞﾗ

ﾝ、ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ、ｲｰｹﾌﾟﾗ、ﾃﾞﾊﾟ

ｹﾝ 

 （薬価 215.60円／錠  ）  

ビムパット錠 100mg 
1錠：ラコサミド 100㎎ 

 （薬価 352.00円／錠  ）  

アラベル内用剤 1.5ｇ 1瓶：アミノレブリン酸塩酸塩

1.5ｇ 

光線力学

診断用剤 

  

 （薬価 90,377.80円／瓶  ）    

ブリリンタ錠 60ｍｇ 
1錠：チカグレロル 60ｍｇ 

抗血小板

剤 

同効薬：エフィエント、クロピ

ドグレル 

 （薬価 100.70円／錠  ）  

ブリリンタ錠 90ｍｇ 
1錠：チカグレロル 90ｍｇ 

 （薬価 141.00円／錠  ）  

ホスレノール OD 錠 250ｍｇ 
1錠：ランタン 250mg（炭酸ラン

タン水和物として 477mg） 

高リン血症

治療剤 

同効薬：沈降炭酸カルシウム、

レナジェル、ピートル           

削除：ﾎｽﾚﾉｰﾙ細粒(限定採用) 
 （薬価 169.70円／錠  ）  

レミッチ OD 錠 2.5µg 1錠：ナルフラフィン塩酸塩

2.5µg（ナルフラフィンとして

2.32µg） 

経口そう痒

症改善剤 

削除：ﾚﾐｯﾁｶﾌﾟｾﾙ(限定採

用)  （薬価 1,346.30円／錠  ）  

スベニールﾃﾞｨｽﾎﾟ関節注 25mg 1筒：日局精製ヒアルロン酸ナ

トリウム 25mg 

関節機能

改善剤 

同効薬：アルツﾃﾞｨｽﾎﾟ、アダ

ントﾃﾞｨｽﾎﾟ  

 （薬価 1,201.00円／筒  ）  削除：アルツﾃﾞｨｽﾎﾟ 

 

●後発医薬品への変更 （先発医薬品の在庫消尽後） 

旧薬品名を含む処方を Doした場合、当該薬品を再入力する必要があります。 

  薬効 先後発 薬品名 メーカー 薬価単位 薬価 

1 
筋緊張緩和

剤 

先発 テルネリン錠 1mg 田辺三菱 1mg1 錠 15.10  

後発 チザニジン錠 1mg「トーワ」 東和 1mg1 錠 5.60  

2 抗めまい剤 
先発 セファドール錠 25mg 日本新薬 25mg1 錠 12.50  

後発 ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「TCK」 富士フイルム 25mg1 錠 5.60  
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3 
代謝性強心

剤 

先発 ノイキノン錠 10mg エーザイ 10mg/錠 17.10  

後発 ユビデカレノン錠 10mg「日新」 日新 10mg/錠 5.90  

4 

胆汁排泄型

持続性 AT1

受容体ブロッ

カー 

先発 ミカルディス錠 40mg アステラス 40mg1 錠 115.00  

後発 テルミサルタン錠 40mg「DSEP」 （AG）※ 第一三共 40mg1 錠 46.00  

5 

5-HT1B/1D

受容体作動

型片頭痛治

療剤 

先発 イミグラン錠 50 GSK 50mg1 錠 763.90  

後発 スマトリプタン錠 50mg「アスペン」  （AG）※ アスペンジャパン 50mg1 錠 329.80  

  
ジピリダモー

ル製剤 

先発 ペルサンチン錠 25mg 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 25mg1 錠 8.00  

後発 ジピリダモール錠 25mg「トーワ」 東和 25mg1 錠 5.70  

7 
高カリウム血

症改善剤 

先発 ケイキサレート散 鳥居薬品  1g 18.70  

後発 カリセラム-Na 末 扶桑薬品 1g 13.70  

8 止瀉剤 
先発 ロペミンカプセル 1mg ヤンセンファーマ 1mg1 ｶﾌﾟｾﾙ 47.50  

後発 ロペラミド錠 1mg「EMEC」 エルメッドエーザイ 1mg1 錠 8.50  

9 
尿失禁・頻

尿治療剤 

先発 バップフォー錠 10 大鵬薬品 10mg/錠 63.60  

後発 プロピベリン塩酸塩錠 10mg「JG」 日本ジェネリック 10mg/錠 16.30  

10 

二次性副甲

状腺機能亢

進症治療剤 

先発 オキサロール注 2.5μg 中外 
2.5μg/1mL

管 

1,038.

00  

後発 
マキサカルシトール静注透析用 2.5μg「テ

バ」 
武田薬品 

2.5μg/1mL

管 
525.00  

11 

骨粗鬆症治

療用ビタミン

K2 剤 

先発 グラケーカプセル 15mg エーザイ 15mg1 ｶﾌﾟｾﾙ 31.00  

後発 メナテトレノンカプセル 15mg「日医工」 日医工 15mg1 ｶﾌﾟｾﾙ 17.50  

12 

速効型イン

スリン分泌促

進薬 

先発 グルファスト錠 10mg 武田薬品工業 10mg/錠 54.30  

後発 ミチグリニド Ca・OD錠 10mg「JG」 日本ジェネリック 10mg/錠 21.90  

13 
骨粗鬆症治

療剤 

先発 エビスタ錠 60mg 日本イーライリリー 60mg/錠 109.20  

後発 ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg「トーワ」 東和 60mg/錠 61.00  

14 

代謝拮抗剤 

先発 ティーエスワン配合 OD錠 T20 大鵬薬品 20mg/錠 564.70  

後発 エスワンタイホウ配合 OD錠 T20  （AG）※ 大鵬薬品 20mg/錠 279.60  

15 
先発 ティーエスワン配合 OD錠 T25 大鵬薬品 25mg/錠 680.60  

後発 エスワンタイホウ配合 OD錠 T25  （AG）※ 大鵬薬品 25mg/錠 372.50  

※（AG）：オーソライズド・ジェネリック AG（Authorized Generic） 先発メーカーが持

っている特許権等をグループ会社に許諾して製造販売される。基本的に、原薬や製造方法、

添加物が先発品と全く同じ。 
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●呼吸器内科診療にともなう採用 

薬品名 効能効果 薬価 備考 

ウルティブロ吸入用

カプセル 

慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、肺

気腫）の気道閉塞性障害に基づく諸症

状の緩解 

268.50円

/cap 

長時間作用性吸入気管支拡張配合剤 

グリコピロニウム臭化物／インダカテロールマレイン

酸塩吸入用カプセル 

オンブレス吸入用

カプセル 150μg 

慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、肺

気腫）の気道閉塞性障害に基づく諸症

状の緩解 

143.20円

/cap 

長時間作用性吸入気管支拡張剤 

インダカテロールマレイン酸塩吸入用カプセル 

レルベア 200エリ

プタ 14吸入用 

気管支喘息（吸入ステロイド剤及び長時

間作動型吸入β2 刺激剤の併用が必要

な場合） 

3,147.00

円/14吸

入 1キット 

喘息治療配合剤 

ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフ

ランカルボン酸エステルドライパウダーインヘラー 

プレドニゾロン錠１

｢ホエイ｣ 
合成副腎皮質ホルモン剤 8.1円/錠   

セファレキシン錠

250「日医工」 

経口用第一世代セファロスポリン系抗生

物質製剤 

10.7円/

錠 
  

イレッサ錠 250 
EGFR遺伝子変異陽性の手術不能又は

再発非小細胞肺癌 

6,712.70

円/錠 

抗悪性腫瘍剤 

上皮成長因子受容体（EGFR）チロシンキナーゼ阻

害剤 

キイトルーダ点滴

静注 20mg  
根治切除不能な悪性黒色腫 

PD-L1 陽性の切除不能な進行・再発の

非小細胞肺癌 

84,488円

/瓶 
抗悪性腫瘍剤              

ヒト化抗ヒト PD-1 モノクローナル抗体                          

ﾚｼﾞﾒﾝｵｰﾀﾞのみ 
キイトルーダ点滴

静注 100mg  

410,541

円/瓶 

オプジーボ点滴静

注 20mg  

根治切除不能な悪性黒色腫 

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 

根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 

再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ

腫 

再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌 

75,100円

/瓶 
抗悪性腫瘍剤              

ヒト型抗ヒト PD-1 モノクローナル抗体                          

ﾚｼﾞﾒﾝｵｰﾀﾞのみ 
オプジーボ点滴静

注 100mg  

364,925

円/瓶 

 

●薬品変更(在庫消尽後変更) 

変更医薬品 購入中止医薬品 備 考 

フェントステープ 1mg 

協和発酵キリン 薬価 586.9円/枚 

フェントステープ 1mg 

    久光製薬  薬価 586.9円/枚 
購入価の安いものに変更 

フェントステープ 2mg 

協和発酵キリン 薬価 1,094円/枚 

フェントステープ 2mg 

    久光製薬   薬価 1,094円/枚 
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アブストラル舌下錠 100μg 

協和発酵キリン 薬価 581.8円/錠 

アブストラル舌下錠 100μg 

    久光製薬  薬価 581.8円/錠 

アブストラル舌下錠 200μg 

協和発酵キリン 薬価 811.9円/錠 

アブストラル舌下錠 200μg 

    久光製薬  薬価 811.9円/錠 

トリノシン顆粒 10％ 

    アステラス  薬価 18.1円/g 

アデホスコーワ顆粒 10%  

    興和  薬価 24.9円/g 
①薬価が安い                  

②顆粒は包装単位が小さく在庫管

理が容易 
トリノシン腸溶錠 60mg 

アステラス  薬価 8.9円/錠 

（後発）アデホスコーワ腸溶錠 60  

    興和  薬価 10.5円/錠 

（後発）カモスタットメシル酸塩錠

100mg｢サワイ｣ 

沢井製薬  薬価 10.2円/錠 

（後発）カモスタットﾒｼﾙ塩酸錠 100mg

｢日医工｣ 

日医工  薬価 10.2円/錠 

購入価の安いものに変更 

（後発除外）メトホルミン塩酸塩錠

250mgMT「ニプロ」 

ニプロ  薬価 9.9円/錠 

（より安価な後発品が存在しない先発

品）メトグルコ錠 250mg 

    大日本住友  薬価 9.9円/錠 

購入価の安いものに変更 

（後発）ニコランジル錠 5mg「日医工」 

日医工  薬価 5.8円/錠 

（後発）ニコランマート錠 5mg 

    田辺製薬  薬価 6.6円/錠 

ニコランマートが名称変更するに伴

い、より安価なものへ変更 

●剤形変更(在庫消尽後変更) 

変更医薬品 購入中止医薬品 備 考 

リリカ OD錠 25mg 

 ファイザー 薬価 67.8円/錠 

リリカカプセル 25mg 

ファイザー  薬価 67.8円/cap 
疼痛治療剤（神経障害性疼痛・線維筋痛

症）口腔内崩壊錠で速やかに解け利便性

が高い 
リリカ OD錠 75mg 

 ファイザー 薬価 112.9円/錠 

リリカカプセル 75mg 

ファイザー  薬価 112.9円/cap 

ノボラピッド注 ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ 

ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ 薬価 2,385円/筒 

ノボラピッド注 フレックスペン 

ノボノルディスク薬価 2,351円/筒 

注入ボタン改良型。持効型インスリンがフ

レックスタッチとなっており、使用者混乱を

避けるため。 

 

●薬品名変更 

新販売名 旧販売名 

リドカインテープ 18mg「YP」 

    メディキット    薬価 33.8円/枚 

ユーパッチテープ 18mg 

     メディキット    薬価 33.8円/枚 

        マキュエイド眼注用 40mg 

      わかもと製薬   薬価 8,296円/瓶 

        マキュエイド硝子体内注用 40mg 

        わかもと製薬    薬価 8,296円/瓶 
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●販売中止にともなう採用 

採用医薬品 販売中止医薬品 備 考 

ウロナーゼ静注用 6万単位 

持田製薬    

薬価 2,934円/瓶 

    

ウロキナーゼ注「フジ」60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                

わかもと製薬     

薬価 1,094円/瓶 

    

脳血栓症（発症後 5 日以内で、コンピューター断層撮

影において出血の認められないもの）・末梢動・静脈

閉塞症（発症後 10 日以内）の血栓・閉塞性疾患の治

療     2016/8～2017/7の使用量：22V(3 名) 

ソセゴン注射液 15mg 

 丸石製薬     

薬価 65円/管 

ペンタジン注射液 15 

第一三共 薬価 64円/管 

各種癌、術後、心筋梗塞、胃・十二指腸潰瘍、腎・尿

路結石、閉塞性動脈炎、胃・尿管・膀胱検査器具使用

時の鎮痛、麻酔前投薬及び麻酔補助                     

ペンニードルプラス 32G 4mm 

 ノボノルディスク             

包装 70本入り（14本×5袋） 

ペンニードル３２Gテーパー  

６mm ノボノルディスク           

包装 70本入り（7本×10袋） 

 

管理医療機器 A型専用注射針 

ボグリボース OD 錠 0.2mg

｢MEEK｣ 

小林化工  薬価 14.5円/錠         

ボグリボース OD 錠 0.2mg

｢MEEK｣        

MeijiSeika ﾌｧﾙﾏ  

薬価 14.5円/錠     

食後過血糖改善剤                                     

小林化工（製造販売元）が販売継続 

●販売移管のお知らせ（医薬品情報の提供・収集の変更を伴う） 

新製造販売元 現製造販売元 薬  品  名 

 テイカ製薬            

(承継日

2017/6/1) 

サノフィ ソフラチュール貼付剤 10cm 

アスペンジャ

パン            

(承継日

2017/7/1) 

アストラゼネカ 

アナペイン注 7.5mg/mL・2％カルボカイン注・キシロカインポンプスプレー

８％・静注用キシロカイン２％・キシロカイン液「4％」・キシロカインゼリー

２％・マーカイン注 0.5％・マーカイン注脊麻用 0.5％等比重・高比重・1％デ

ィプリバン注キット 

   サノフィ                

(承継日

2017/7/1) 

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ ブスコパン錠 10mg・注 20mg・ムコサールドライシロップ１．５％ 

●販売中止 

薬品名 備     考 

エクセラーゼ配合カプセル       

MeijiSeika ﾌｧﾙﾏ 薬価 5.60円/ｶﾌﾟｾﾙ              

→削除 

消化酵素複合剤    16/8～17/7使用量：19名(1163)                 

同効薬：ベリチーム配合顆粒 薬価 12.10円/g     

 


