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令和3年 2月 3日 

第284回薬事委員会報告 

日 時 令和3年 2月 3日（水）15:00～15:20 

場 所 病院会議室A 

出席者 升谷、高松、川浪、平井、衛藤、柴田、山口、大江、神村、兼重 

 

 

議 事 

Ⅰ．医薬品新規採用の適否について 

 適否 採 用 医 薬 品 削 除 医 薬 品 

1 適 エネフリード輸液 550mL フルカリック2号輸液 1003mL 

2 適 フォシーガ錠 10mg アダラートL錠 10mg 

3 適 セララ錠 25mg セララ錠 50mg 

4 

5 

6 

適 パーサビブ静注透析用シリンジ 2.5mg・5mg・10mg パーサビブ静注透析用 2.5mg・5mg・10mg 

※後発医薬品がない削除医薬品は、削除決定後自動的に院外専用医薬品となる。 

 

 

Ⅱ．後発医薬品（GE）の切替採用申請 

※オーソライズドジェネリック（AG）：先発メーカーの承諾、特許使用許可を得て製造され、先発医薬品と原薬・添加物・製法が同一の後発医薬品 

※バイオ後続品（BS）：バイオ後続品とは、日本で既に新薬として承認された先行バイオ医薬品と同等/同質の品質、安全性及び有効性を有する医薬品 

 適否 AG/BS 製 品 名 削 除 医 薬 品 

1 適 - アルガトロバン注射液 10mg「サワイ」20mL スロンノンHI注 10mg/2mL 

2 

3 
適 - リバスチグミンテープ 4.5mg・18mg「久光」 イクセロンパッチ 4.5mg・18mg 

4 

5 
適 - プレガバリンOD錠 25mg・75mg「ニプロ」 リリカOD錠 25mg・75mg 

6 適 AG プソフェキ配合錠「SANIK」 ディレグラ配合錠 

7 適 AG メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 メトグルコ錠 250mg 

8 適 - ラモトリギン錠小児用 2mg「トーワ」 ラミクタール錠小児用 2mg 

9 

10 
適 - ラモトリギン錠 25㎎・100mg「トーワ」 ラミクタール錠 25mg・100mg 

 

 

Ⅲ．試薬・製剤原料等購入申請 

該当なし 

 

 

Ⅳ．新規院内特殊製剤 

該当なし 

 

 

Ⅴ．臨時購入医薬品（院内専用 患者限定） 

 新規購入品目  （令和2年11月7日～令和3年1月8日） 

製 品 名 申 請 科 申 請 理 由 

ゼルヤンツ錠 5mg 消化器内科 潰瘍性大腸炎 

チャンピックス錠 1㎎ 消化器外科 治療継続 

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注 0.2ｍｇ「Ｆ」 循環器内科 薬物誘発試験 

タフィンラーカプセル 75㎎ 呼吸器内科 肺腺癌 

メキニスト錠 2㎎ 呼吸器内科 肺腺癌 

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用） 精神神経科 治療継続 

ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） 精神神経科 治療継続 

ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用） 精神神経科 治療継続 

ゴナールエフ皮下注用 75 整形外科 治療継続 
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ゴナトロピン5000 5000単位／Ａ 整形外科 治療継続 

エンスプリング皮下注 120㎎ シリンジ 眼科 新規治療薬 

イストダックス点滴静注用 10㎎ 腫瘍・血液・感染症内科 二次治療 

ニンラーロカプセル 2.3ｍｇ 腫瘍・血液・感染症内科 多発性骨髄腫 

オプジーボ点滴静注 120mg 薬剤部 非小細胞肺癌 

 

 

Ⅵ．院外専用医薬品の追加承認（令和3年1月8日時点） 

エナロイ錠 2mg エナロイ錠 4mg ジセレカ錠 100mg 

ジセレカ錠 200mg スタラシドカプセル 50mg ゼジューラカプセル 100㎎ 

デュピクセント皮下注 300mg ペン バフセオ錠 300mg リベルサス錠 3mg 

リベルサス錠 7mg リベルサス錠 14mg 

 

 

Ⅶ．販売名変更のご案内 

区分 旧販売名 一般名 メーカー 新販売名 販売名変更時期 経過措置期間 

院外 スミルスチック3% フェルビナク 三笠 
フェルビナクスチック軟膏3%

「三笠」 
2021年1月予定 2021年9月末予定 

院外 スミルテープ35mg フェルビナク 三笠 
フェルビナクテープ35mg 

「三笠」 
2021年3月予定 2021年9月末予定 

院外 
アーガメイト89.29%顆

粒5.6g 

ポリスチレン 

スルホン酸カルシウム 
ｱｽﾃﾗｽ 

ポリスチレン 

スルホン酸Ca顆粒 

89.29%分包5.6g「三和」 

2021年1月予定 2021年9月末予定 

常備 
アーガメイト20% 

ゼリー25g 

ポリスチレン 

スルホン酸カルシウム 
ｱｽﾃﾗｽ 

ポリスチレン 

スルホン酸Ca経口ゼリー 

20%分包25g「三和」 

2021年1月予定 2021年9月末予定 

常備 
プロビスク0.85 

眼粘弾剤1%0.85mL 

ヒアルロン酸 

ナトリウム 

日本 

ｱﾙｺﾝ 

ヒアルロン酸Na0.85 

眼粘弾剤 

1%「アルコン」0.85mL 

2021年1月予定 2021年3月末予定 

常備 ベギンクリーム10% 20g 尿素 第一三共 
尿素クリーム10% 

「フジナガ」20g 
2021年1月予定 2021年9月末予定 

常備 
ビーソフテン 

クリーム0.3% 50g 
ヘパリン類似物質 日医工 

ヘパリン類似物質 

クリーム0.3%｢日医工｣ 50g 
2021年5月予定 2021年9月末予定 

常備 
ビーソフテン 

ローション0.3% 25g 
ヘパリン類似物質 日医工 

ヘパリン類似物質 

ローション0.3%｢日医工｣ 25g 
2021年1月予定 2021年9月末予定 

常備 マグコロールＰ 50g クエン酸マグネシウム 堀井 
マグコロール散  

68%分包 50g 
2021年1月予定 2021年9月末予定 

常備 バロス消泡内用液 2% 
ジメチル 

ポリシロキサン 
堀井 

ジメチコン内用液 2% 

「ホリイ」 
2021年2月予定 2021年9月末予定 

常備 
ティアバランス点眼液

0.1% 

ヒアルロン酸 

ナトリウム 
千寿 

ヒアルロン酸Na点眼液 

0.1%「センジュ」 
2021年2月予定 2021年3月末予定 

常備 
ソフティア点眼液

0.02% 
シアノコバラミン 千寿 

シアノコバラミン点眼液 

0.02%「センジュ」 
2021年1月予定 2021年3月末予定 

常備 
カリーユニ点眼液

0.005% 
ピレノキシン 参天 

ピレノキシン懸濁性点眼液 

0.005%「参天」 
2021年1月予定 2021年9月末予定 

常備 

注射用 

ナファモスタット 

10・50「MEEK」 

ナファモスタット 

メシル酸塩 

Meiji 

Seika 

ﾌｧﾙﾏ 

ナファモスタットメシル酸塩 

注射用10mg・50mg「MEEK」 
2020年12月予定 2021年3月末予定 

常備 
エナラプリルＭ錠 

2.5・5「EMEC」 

エナラプリル 

マレイン酸塩 
日医工 

エナラプリルマレイン酸塩錠 

2.5mg・5mg「EMEC」 
2021年2月予定 2021年9月末予定 

常備 
リン酸コデイン散１% 

「メタル」2g/包 
コデインリン酸塩 吉田 

コデインリン酸塩散１% 

「メタル」2g/包 
2021年2月予定 2021年9月末予定 

常備 モビコール配合内用剤 マクロゴール4000他 持田 モビコール配合内用剤LD 2020年12月 2021年9月末予定 

常備 
コートロシン注射用

0.25mg/2mL/A 
テトラコサクチド 第一三共 コートロシン注射用0.25mg/V 2021年3月予定 2021年9月末予定 

臨時 
コートロシンZ筋注

0.5mg/1mL/A 
テトラコサクチド 第一三共 コートロシンZ筋注0.5mg/V 2021年3月予定 2021年9月末予定 

臨時 
重曹錠500mg 

「マイラン」 
炭酸水素ナトリウム ﾌｧｲｻﾞｰ 

炭酸水素ナトリウム錠 

500mg「ファイザー」 
2021年3月予定 2021年9月末予定 
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Ⅷ．販売中止に伴う切替採用申請および販売中止 

〈販売中止に伴う切替採用申請〉 

 適否 採 用 医 薬 品 削 除 候 補 医 薬 品 販売中止時期 経過措置期間 

1 適 
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注 

0.2ｍｇ「Ｆ」 
エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」 2020年6月 2022年3月末予定 

2 適 液状フェノール「ケンエー」 液状フェノール「ニッコー」 2021年7月予定 - 

3 適 複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」 複方ヨードグリセリン「マルイシ」 2021年4月予定 2023年3月末予定 

 

 

〈販売中止〉 

 区分 製 品 名 
販 売 中 止 時 期 

（経 過 措 置 期 間） 
同 効 採 用 薬 

1 院外 ユーパスタコーワ軟膏 
2020年7月 

（2021年3月末予定） 
メイスパン配合軟膏 

2 院外 アカルディカプセル 2.5mg 
未定 

（2021年3月末予定） 
ピモベンダン錠 1.25mg「TE」 

3 院外 シダトレン スギ花粉舌下液 
未定 

（2021年3月末予定） 

シダキュアスギ花粉舌下錠 

2,000JAU 

4 院外 アダラートＬ錠 20mg 
2022年2月予定 

（2022年3月末予定） 

ニフェジピンCR錠 20mg「トーワ」 

セパミット-Ｒ細粒2% 

5 常備 アダラートＬ錠 10mg 
2021年5月予定 

（2022年3月末予定） 

ニフェジピンCR錠 10mg「トーワ」 

セパミット-Ｒ細粒2% 

6 常備 
パッチテスト試薬  

アクリルモノマー 

未定 

（2022年3月末予定） 
- 

7 常備 
パッチテスト試薬  

ホルマリン 5 % 

未定 

（2022年3月末予定） 
- 

8 常備 
パッチテスト試薬  

塩酸プロカイン1% 

未定 

（2022年3月末予定） 
- 

9 常備 
パッチテスト試薬  

塩酸キニーネ 1% 

未定 

（2022年3月末予定） 
- 

10 常備 
パッチテスト試薬  

チメロサール 0.05% 

未定 

（2022年3月末予定） 
- 

11 常備 
パッチテスト試薬  

ベルガモット油 10% 

未定 

（2022年3月末予定） 
- 

12 常備 
パッチテスト試薬  

MBT 1% 

未定 

（2022年3月末予定） 
- 

13 常備 
パッチテスト試薬  

ローズ油 20% 

未定 

（2022年3月末予定） 
- 

14 常備 
注射用ソル・メルコート 

125 ・500  

販売終了済 

（2022年3月末予定） 

ソル・メドロール静注用 

125mg・500mg 

 

 

Ⅸ．供給遅延・供給停止等のお知らせ（資料1） 

〈供給遅延・供給停止等に伴う切替採用申請〉 

 区分 代 替 採 用 薬 一 般 名 メーカー 供給遅延・供給停止薬 

1 常備 
ユナスピン静注用 

0.75g・1.5g・3g※1 

アンピシリンナトリウム・

スルバクタムナトリウム 
ケミックス 

ユナシン-S静注用 0.75g・ 

キット静注用 1.5g・3g 

2 常備 アトルバスタチン錠 5mg・10mg ｢JG｣ アトルバスタチン 日本ジェネリック 
アトルバスタチン錠 

5mg・10mg ｢EE｣ 

3 常備 
アムロジピンOD錠 

2.5mg・5mg・10mg ｢サワイ｣ 
アムロジピン 沢井 

アムロジピンOD錠 

2.5mg・5mg・10mg ｢EMEC｣ 

4 常備 エンテカビルOD錠 0.5mg「サワイ」 エンテカビル 沢井 エンテカビル錠 0.5mg「DSEP」 

5 常備 カタクロット注射液 40mg オザグレルナトリウム 丸石 
オザグレル Na点滴静注 80mg 

｢MEEK｣ 

6 常備 
クラリスロマイシンDS 

小児用10% ｢タカタ｣ 
クラリスロマイシン 高田 

クラリスロマイシンDS 10% 

小児用｢MEEK｣ 

7 常備 
クラリスロマイシン錠 50mg 

小児用｢サワイ｣ 
クラリスロマイシン 沢井 

クラリスロマイシン錠 50 

小児用｢MEEK｣ 

8 常備 
グリメピリド錠 1mg 

｢サワイ｣ 
グリメピリド 沢井 

グリメピリドOD錠 1mg 

｢EMEC｣ 

9 常備 
サルポグレラ－ト塩酸塩錠 

100mg｢サワイ｣ 
サルポグレラ－ト 沢井 

サルポグレラ－ト塩酸塩錠 

100mg ｢MEEK｣ 
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10 常備 
テルビナフィン錠 125mg 

｢サワイ｣ 
テルビナフィン 沢井 テルビナフィン錠125｢MEEK｣ 

11 常備 
フェキソフェナジン塩酸塩錠 

30mg・60mg｢JG｣ 
フェキソフェナジン 日本ジェネリック 

フェキソフェナジン塩酸塩錠 

30mg ・60mg｢EE｣ 

12 常備 プランルカストカプセル 112.5mg｢科研｣ プランルカスト 科研 プランルカスト錠112.5 ｢EK｣ 

13 常備 ペンタサ錠 500mg メサラジン 杏林 メサラジン錠 500mg「F」 

14 常備 
リスペリドン内用液 1mg/mL 

｢タカタ｣ 0.5mL・1mL・2mL 
リスペリドン 高田 

リスペリドン内用液 1mg/mL 

｢MEEK｣0.5mL・1mL・2mL 

15 常備 ロサルヒド配合錠LD｢JG｣ 
ロサルタンカリウム 

ヒドロクロロチアジド 
日本ジェネリック ロサルヒド配合錠LD｢EE｣ 

※1：感染制御部承認済み 

 

 

Ⅹ．副作用報告 

2020年11月～12月の副作用報告件数は11件であり、そのうち非重篤なものは8件、重篤なものは3件（下記参照）であった。 

医薬品副作用被害救済制度の承認件数は0件であった。 

情報収集日 年齢 性別 被 疑 薬 症 状 転帰 報告者 PMDA副作用報告 

2020/11/24 36 女性 マグセント注シリンジ 心停止 回復 薬剤師 未 

2020/12/2 33 女性 リトドリン塩酸塩点滴静注液 好中球減少 回復 薬剤師 未 

2020/12/18 23 女性 献血ヴェノグロブリンIH 10% 静注 アナフィラキシー 回復 薬剤師 未 

 

 

Ⅺ．その他 

1. 後発医薬品使用体制加算について 

2020年10～12月の後発医薬品の割合は85%以上、カットオフ値50%以上を維持できており、後発医薬品使用体制加算１（47点：入院期間中１

回に限り、入院初日に算定）の取得継続が可能となった。今後も、現状を維持すべく後発医薬品の使用を推進していく。 

 10月 11月 12月 

全医薬品の規格単位数量                   （①） 605,073 552,333 586,577 

後発医薬品あり先発医薬品及び後発医薬品の規格単位数量 （②） 329,970 300,095 324,880 

後発医薬品の規格単位数量                     （③） 294,414 268,639 297,538 

カットオフ値の割合                                   （②/①） 54.5% 54.3% 55.3% 

後発医薬品の割合                                     （③/②） 89.2% 89.5% 91.5% 

 

2. 薬事ニュースNo．86（資料2） 

 

3. 新型コロナウイルス感染症治療薬の使用状況（2021年1月25日時点） 

【適応外使用】（倫理委員会承認済み） 

医薬品名 症例数 

アビガン錠200mg 10 

オルベスコ吸入200μg 2 

プラケニル錠200mg 2 

 

【特例承認】 

医薬品名 症例数 

ベクルリー点滴静注用100mg 25 

 

4. その他 

※2021年1月1日現在の総採用品目数は2,356品目であり、うち後発医薬品は557品目（23.6%）である。 

 

次回薬事委員会は、令和3年 4月 7日（水）15時より病院会議室Ａで行う。 




