
令和3年8月 10日
第2回薬事委員会

令和3年7月21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
※
エドルミズ錠50mg 小野薬品 可 ヒスロンＨ錠２００ｍｇ

５０ＭＧ　１００Ｔ ＰＴＰ
※
オルケディア錠１ｍｇ 協和キリン 可 レグパラ錠12.5mg

１ＭＧ　１００Ｔ ＰＴＰ
※
オルケディア錠２ｍｇ 協和キリン 可 レグパラ錠25mg

２ＭＧ　１００Ｔ ＰＴＰ

テネリアＯＤ錠２０ｍｇ 第一三共 可 テネリア錠２０ｍｇ
２０ＭＧ　１００Ｔ ＰＴＰ

※
オフサロン点眼液 わかもと製薬 可 トルソプト点眼液1％

５ｍＬ　１０瓶
※
ノクサフィル錠１００ｍｇ ＭＳＤ 可 セフジトレンピボキシル小児用

１００ＭＧ　４８Ｔ　ＰＴＰ 　細粒10％「サワイ」
※
ノクサフィル点滴静注３００ｍｇ ＭＳＤ 可 セフカペンピボキシル塩酸塩

３００ＭＧ　１０瓶 　錠１００ｍｇ「サワイ」
※
ジクトルテープ７５ｍｇ 久光製薬 可 トレアキシン点滴静注用25mg

７５ＭＧ　１４０枚
※
エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ 大塚製薬 可 ガベキサートメシル酸塩注射用
　　スリップタイプ　１０筒 　５００ｍｇ「タカタ」

オプジーボ点滴静注１２０ｍｇ 小野薬品 可 注射用エンドキサン100mg
１２０ＭＧ　１瓶

アテノロール錠２５ｍｇ「ファイザー」 ファイザー 可 アテノロール錠２５ｍｇ「ＮｉｋＰ」
２５ＭＧ　１００Ｔ ＰＴＰ 後発

セファレキシンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 東和薬品 可 セファレキシン錠２５０ｍｇ「日医工」
２５０ＭＧ　１００ＣＰ ＰＴＰ 後発

セレキノン錠１００ｍｇ 田辺三菱 可 トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ
１００ＭＧ　１００Ｔ ＰＴＰ 　「日医工」

ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 可 ミルタザピン錠１５ｍｇ「日医工」
１５ＭＧ　１００Ｔ ＰＴＰ 後発

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 可 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用
　０．５ｇ「明治」 ０．５Ｇ　１０瓶 後発 　０．５ｇ「MEEK」

エルシトニン注40単位 旭化成ファーマ 可 エルカトニン注４０単位「武田テバ」
４０単位　１０管

※新規採用薬は使用開始6カ月後に評価をお願い致します。
評価時期になりましたら用紙を申請医師に配布します。

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

ベネクレクスタ錠１０ｍｇ アッヴィ 可
１０ＭＧ　７Ｔ　ＰＴＰ

ベネクレクスタ錠５０ｍｇ アッヴィ 可
５０ＭＧ　７Ｔ　ＰＴＰ

ベネクレクスタ錠１００ｍｇ アッヴィ 可
１０ＭＧ　７Ｔ　ＰＴＰ

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 可
０．５Ｇ　１０瓶

ポライビー点滴静注用３０ｍｇ 中外製薬 可
３０ＭＧ　1瓶

ポライビー点滴静注用１４０ｍｇ 中外製薬 可
１４０ＭＧ　1瓶

ノボラピッド注イノレット ノボノルディスクファーマ 可
２キット

ヒスロンＨ錠２００ｍｇ 協和キリン 可
２００ＭＧ　１００Ｔ　ＰＴＰ

セフカペンピボキシル塩酸塩錠 沢井製薬 可
１００ｍｇ「サワイ」 １００ＭＧ　１００Ｔ ＰＴＰ 後発

ガベキサートメシル酸塩注射用 高田製薬 可
５００ｍｇ「タカタ」 ５００ＭＧ １０瓶 後発
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　後発医薬品採用
メーカー 削除薬品名

薬品名 後発 審議結果

アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇシリンジ 第一三共 可 ヒュミラ皮下注40ｍｇ
　　０．８ｍＬ「第一三共」 　４０ＭＧ １筒 後発 シリンジ０．4ｍＬ

アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン 第一三共 可 ヒュミラ皮下注40ｍｇ
　　０．８ｍＬ「第一三共」 　４０ＭＧ １本 後発 ペン０．4ｍＬ
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　院外限定採用
メーカー

薬品名 先・後発 審議結果

ベネクレクスタ錠１０ｍｇ アッヴィ 可

ベネクレクスタ錠５０ｍｇ アッヴィ 可

ベネクレクスタ錠１００ｍｇ アッヴィ 可

ドボベットフォーム 協和キリン 可

マスーレッド錠５ｍｇ バイエル薬品 可

マスーレッド錠１２．５ｍｇ バイエル薬品 可

マスーレッド錠２５ｍｇ バイエル薬品 可

マスーレッド錠７５ｍｇ バイエル薬品 可

ヒュミラ皮下注８０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ アッヴィ 可

ヒスロンＨ錠２００ｍｇ 協和キリン 可
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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

ヒスロンＨ錠２００ｍｇ 協和キリン 可 エドルミズ錠50mg
５０ＭＧ　１００Ｔ ＰＴＰ

レグパラ錠12.5mg 協和キリン 可 オルケディア錠１ｍｇ
１ＭＧ　１００Ｔ ＰＴＰ

レグパラ錠25mg 協和キリン 可 オルケディア錠２ｍｇ
２ＭＧ　１００Ｔ ＰＴＰ

テネリア錠２０ｍｇ 第一三共 可 テネリアＯＤ錠２０ｍｇ
２０ＭＧ　１００Ｔ ＰＴＰ

トルソプト点眼液1％ 参天製薬 可 オフサロン点眼液
５ｍＬ　１０瓶

セフジトレンピボキシル小児用 沢井製薬 可 ノクサフィル錠１００ｍｇ
　細粒10％「サワイ」 後発 １００ＭＧ　４８Ｔ　ＰＴＰ

セフカペンピボキシル塩酸塩 沢井製薬 可 ノクサフィル点滴静注３００ｍｇ
　錠１００ｍｇ「サワイ」 後発 ３００ＭＧ　１０瓶

トレアキシン点滴静注用25mg シンバイオ製薬 可 ジクトルテープ７５ｍｇ
７５ＭＧ　１４０枚

ガベキサートメシル酸塩注射用 高田製薬 可 エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ
　５００ｍｇ「タカタ」 後発 　　スリップタイプ　１０筒

注射用エンドキサン100mg 塩野義製薬 可 オプジーボ点滴静注１２０ｍｇ
１２０ＭＧ　１瓶

アテノロール錠２５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 日医工 可 アテノロール錠２５ｍｇ「ファイザー」
後発 ２５ＭＧ　１００Ｔ ＰＴＰ

セファレキシン錠２５０ｍｇ「日医工」 日医工 可 セファレキシンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」
後発 ２５０ＭＧ　１００ＣＰ ＰＴＰ

トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ 日医工 可 セレキノン錠１００ｍｇ
　「日医工」 後発 １００ＭＧ　１００Ｔ ＰＴＰ

ミルタザピン錠１５ｍｇ「日医工」 日医工 可 ミルタザピンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」
後発 １５ＭＧ　１００Ｔ ＰＴＰ

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 小林化工 可 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用
　０．５ｇ「MEEK」 後発 　０．５ｇ「MEEK」 ０．５Ｇ　１０瓶

エルカトニン注４０単位「武田テバ」 日医工 可 エルシトニン注40単位
後発 ４０単位　１０管

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 小林化工 可 バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「明治」
０．５Ｇ　１０瓶 後発 ０．５Ｇ　１０瓶

審議結果
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