
令和3年1月
第5回薬事委員会

令和3年1月26日から2月2日に薬事委員会を開催いたしましたので、その審議結果をお知らせいたします。
可決した薬品に関するメーカーの広報活動は順次開始いたしますのでご了承ください。

　新規採用
薬品名 メーカー 削除薬品名

規格包装 先・後発 審議結果

フォシーガ錠１０ｍｇ アストラゼネカ＝小野 可 トラディアンス配合錠ＡＰ
１０MG PTP 100T

リベルサス錠３ｍｇ ノボ＝ＭＳＤ 可 ミグリトール錠７５ｍｇ「トーワ」
3MG PTP 70T

アレジオンＬＸ点眼液０．１％ 参天 可 アレジオン点眼液０．０５％
5ML　1本

ドルモロール配合点眼液「日点」 日本点眼薬＝ 可 シアノコバラミン点眼液０．０２％「杏林」
5ML　1本 日本ジェネリック

０．０５％ヘキザック水Ｒ 吉田製薬 可 シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「ＪＧ」
５００ＭＬ　1瓶 後発

オンダンセトロン注４ｍｇシリンジ 丸石 可 エカベトＮａ顆粒６６．７％「ファイザー」
「マルイシ」 ４ＭＧ 2ＭＬ 筒 後発

デュピクセント皮下注３００ｍｇペン サノフィ 可 デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ
３００ＭＧ 本

薬事委員会審議結果
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　臨時採用
薬品名 メーカー

規格包装 先・後発 審議結果

リベルサス錠７ｍｇ ノボ＝ＭＳＤ 可
７MG PTP 70T

リベルサス錠14ｍｇ ノボ＝ＭＳＤ 可
14MG PTP 70T

フェノバールエリキシル０．４％ 藤永＝第一三共 可
０．４％　１ML

ノクサフィル点滴静注３００ｍｇ ＭＳＤ 可
３００ＭＧ １６．７ＭＬ 瓶

エビリファイ持続性水懸筋注用４００ｍｇシリンジ 大塚製薬 可
４００ＭＧ　１キット

バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ「トーワ」 東和薬品 可
０．５Ｇ　1瓶 後発
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　院外限定採用
薬品名 メーカー

規格包装 先・後発 審議結果

ジセレカ錠100ｍｇ ギリアド＝エーザイ 可
１００MG PTP 14T

ジセレカ錠２００ｍｇ ギリアド＝エーザイ 可
２００MG PTP 14T

ゼジューラカプセル１００ｍｇ 武田 可
１００MG PTP 14Ｃａｐ

リベルサス錠７ｍｇ ノボ＝ＭＳＤ 可
７ＭＧ　ＰＴＰ 70Ｔ

リベルサス錠14ｍｇ ノボ＝ＭＳＤ 可
14ＭＧ　ＰＴＰ 70Ｔ

エクロックゲル５％ 科研 可
５％ ２０Ｇ １本

アテキュラ吸入用カプセル低用量 ノバルティス 可
１Ｃａｐ

アテキュラ吸入用カプセル中用量 ノバルティス 可
１Ｃａｐ

アテキュラ吸入用カプセル高用量 ノバルティス 可
１Ｃａｐ

エナジア吸入用カプセル中用量 ノバルティス 可
１Ｃａｐ

エナジア吸入用カプセル高用量 ノバルティス 可
１Ｃａｐ
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　新規採用（先発→後発品）
薬品名 メーカー 削除薬品名

規格包装 審議結果

ファスジル塩酸塩点滴静注液３０ｍｇ 共和クリティケア 可 エリル点滴静注液３０ｍｇ
「ＫＣＣ」 30MG 2ML 筒

　新規採用（後発品→後発品）
薬品名 メーカー 削除薬品名

規格包装 審議結果

リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ ファイザー 可 リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「KHK」
「ﾌｧｲｻﾞｰ」 １００ＭＧ １０ＭＬ 瓶

リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ ファイザー 可 リツキシマブＢＳ点滴静注5００ｍｇ「KHK」
「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ５００ＭＧ ５０ＭＬ 瓶

フィルグラスチムＢＳ中１５０μｇ 富士製薬 可 フィルグラスチムＢＳ注150μｇシリンジ
シリンジ「Ｆ」 １５０μＧ ０．６ＭＬ 筒 「モチダ」

フィルグラスチムＢＳ中３００μｇ 富士製薬 可 フィルグラスチムＢＳ注300μｇシリンジ
シリンジ「Ｆ」 ３００μＧ ０．７ＭＬ 筒 「モチダ」

アデホスコーワ顆粒１０％ 興和 可 トリノシン顆粒１０％
１０％　1Ｇ

ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「武田テバ」 武田テバ 可 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「日医工」
３０ＭＧ　ＰＴＰ １００Ｔ

ディクアノン配合内用液 日新製薬＝岩城 可 マルファ配合内服液
３５０ＭＬ　本

ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」 日新製薬 可 ファモチジン注射用２０ｍｇ「日医工」
２０ＭＧ ２０ＭＬ 管

　小林化工関連製品　採用変更
薬品名 メーカー 削除薬品名

規格包装 審議結果

小林化工関連製品代替え薬 26品目 別紙参照 可 小林化工関連製品 26品目
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小林化工製造関連 製造中止代替え 26品目 

 採用薬 削除薬 薬価：（）削除品 区分  主な適応等 

 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＮＰ」 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＫＮ」 77.2 内 抗菌薬 

 アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＮＰ」 アムロジピンＯＤ錠 ２．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 10.1 内 降圧薬 

 アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「武田テバ」 アムロジピンＯＤ錠 ５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 15.2 内 降圧薬 

 エンタカポン錠１００ｍｇ「ＪＧ」 エンタカポン錠１００ｍｇ「ＫＮ」 54.4 内 抗パーキンソン剤 

 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ファイザー」 オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 20.8 内 抗アレルギー薬 

 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「アメル」 クエチアピン錠１２．５ｍｇ「明治」 10.1 内 抗精神薬 

 クエチアピン錠２５ｍｇ「ファイザー」 クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 10.4 内 抗精神薬 

 クエチアピン錠１００ｍｇ「三和」 クエチアピン錠１００ｍｇ「明治」 34.9 内 抗精神薬 

 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 10.1 内 糖尿病治療薬 

 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 10.4 内 選択的５－ＨＴ２受容体拮抗薬 

 エンペラシン配合錠 セレスターナ配合錠 5.7 内 ステロイド・抗ヒスタミン配合剤 

 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＥＥ」 10.9 内 睡眠薬 

 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「あすか」 11.4 内 前立腺肥大症 

 カルコーパ配合錠Ｌ１００ パーキストン配合錠Ｌ１００ 10.3 内 抗パーキンソン剤 

 バラシクロビル顆粒５０％「アスペン」 バラシクロビル顆粒５０％「明治」 169.6 （194.2） 内 抗ウイルス薬 

 バルサルタン錠８０ｍｇ「トーワ」 バルサルタン錠８０ｍｇ「ＥＥ」 20.8 （26.6） 内 降圧薬 

先 デパケン細粒４０％ バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」 20.2 （16.0） 内 抗てんかん薬 

 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ファイザー」 ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＭＥＥＫ」 19.9 内 糖尿病治療薬 

 プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「サワイ」 プランルカスト錠１１２．５「ＥＫ」 21.4 内 抗アレルギー薬 

 メサラジン錠２５０ｍｇ「サワイ」 メサラジン錠２５０ｍｇ「ＡＫＰ」 19.5 内 潰瘍性大腸炎等 

 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「サワイ」 ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」 39.4 内 骨粗鬆症治療薬 

先 リスミー錠１ｍｇ 塩酸リルマザホン錠１「ＭＥＥＫ」 15.2（9.1） 内 ベンゾジアゼピン系睡眠薬 

― キシロカインゼリー２％ 30mL アネトカインゼリー２％ 50mL 7.2（4.4） 外 表面麻酔 

 テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワイ」 塩酸テルビナフィンクリーム１％「ＭＥＥＫ」 12.9 外 抗真菌外用薬 

 ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ「旭化成」 注射用ナファモスタット１０「ＭＥＥＫ」 218 注 蛋白分解酵素阻害薬 

 ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「武田テバ」 注射用ナファモスタット５０「ＭＥＥＫ」 392 （645） 注 蛋白分解酵素阻害薬 
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切替削除薬品
薬品名 メーカー 採用薬品名

先・後発 包装規格

トラディアンス配合錠ＡＰ 日本ベーリンガー 可 フォシーガ錠１０ｍｇ
１０MG PTP 100T

ミグリトール錠７５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 可 リベルサス錠３ｍｇ
後発 3MG PTP 70T

アレジオン点眼液０．０５％ 参天 可 アレジオンＬＸ点眼液０．１％
5ML　1本

シアノコバラミン点眼液０．０２％「杏林」 キョーリンメディオ＝杏林 可 ドルモロール配合点眼液「日点」
後発 5ML　1本

シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 長生堂 可 ０．０５％ヘキザック水Ｒ
後発 ５００ＭＬ　1瓶

エカベトＮａ顆粒６６．７％「ファイザー」 ファイザー 可 オンダンセトロン注４ｍｇシリンジ
後発 「マルイシ」 ４ＭＧ ２ＭＬ シリンジ

デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ サノフィ 可 デュピクセント皮下注３００ｍｇペン
３００ＭＧ 本

審議結果
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