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西暦 2020 年 7 月 7 日（火） 

 

７月 薬事・臨床検査委員会結果 

 

１． 新規採用医薬品について 

薬品名 一般名 メーカー 薬効等 申請者 薬価 備考 

プラリア皮下注 60mgシリ

ンジ 
デノスマブ 第一三共 

骨代謝改善薬-注射

(抗RANKリガンド抗体

製剤) 

中川 28,822 

患者限定で使用

後、今後通常採

用へ切り替え 

 

２．患者限定採用医薬品について 

薬品名 一般名 メーカー 薬効等 申請者 薬価 備考 

ユニタルク胸膜腔内注入

用懸濁剤 4g 

滅菌調整タルク

注射用 
ノーベル 胸膜癒着剤 髙橋 7,236  

スインプロイク錠 0.2mg 
ナルデメジント

シル酸塩 
塩野義 下剤-内用(その他) 久下 277.10  

ツムラ清肺湯エキス顆粒

(医療用) 

清肺湯エキス顆

粒 
ツムラ 漢方製剤 井ノ上 10.50  

オフェブカプセル 100mg 

ニンテダニブエ

タンスルホン酸

塩 

日本ベーリ

ンガー 

抗線維化剤 

チロシンキナーゼ阻

害剤 

玉置 4,450.80  

リアルダ錠 1200mg メサラジン 持田 
潰瘍性大腸炎治療薬-

内用 
下川原 193.70  

ペンタサ坐剤 1g メサラジン 杏林 
潰瘍性大腸炎治療薬-

坐剤・注腸 
下川原 263.30 

 

 

プラリア皮下注 60mgシリ

ンジ 
デノスマブ 第一三共 

骨代謝改善薬-注射

(抗RANKリガンド抗体

製剤) 

中川   

アンチレクス静注 10mg 
エドロホニウム

塩化物 
杏林 機能検査用試薬 村瀬 112 3名 

アレルゲンスクラッチエ

キス対照液「トリイ」 

塩化ナトリウム・

濃グリセリン液 
鳥居 診断用薬(その他) 熊本 未収載  

アレルゲンスクラッチエ

キス陽性対照液「トリイ」

ヒスタミン二塩酸塩 

診断用アレルゲ

ンエキス注射液 
鳥居 診断用薬(その他) 熊本 7,917  

ベタニス錠 50mg ミラベグロン アステラス 
頻尿・尿失禁治療薬-

内用(β刺激薬) 

下川原

輪島 
180.10  

ブロマゼパム錠 1mg「サン

ド」 

ブロマゼパム 1mg

錠 
サンド 

抗不安薬-内用(ベン

ゾジアゼピン系) 
下川原 5.70  

ジラゼプ塩酸塩錠 50mg

「日医工」 
ジラゼプ塩酸塩 日医工 狭心症治療薬 板東 5.70  

レグナイト錠 300mg 
ガバペンチン エ

ナカルビル 
アステラス 

レストレスレッグス

症候群治療薬 
板東 93.10  
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グラナテック点眼液 0.4% 
リパスジル塩酸

塩水和物 
興和 緑内障治療薬 小豆澤 454.50  

フルティフォーム 125 エ

アゾール 56吸入用 

フルチカゾンプ

ロピオン酸エス

テル・ホルモテロ

ールフマル酸塩

水和物 

杏林 

気管支喘息用薬-吸入

(ステロイド・β2刺激

薬配合薬) 

西前 2,901.20  

フロリネフ錠 0.1mg 

フルドロコルチ

ゾン酢酸エステ

ル 

アスペン 
副腎皮質ホルモン剤-

内用 

久下医

長 
310.00  

 

３．新規院外採用医薬品について 

薬品名 一般名 メーカー 薬効等 申請者 薬価 備考 

プレドニゾロン錠 2.5mg

「NP」 
プレドニゾロン ニプロ 

副腎皮質ホルモン剤-

内用 
島屋 9.80  

ツムラ滋陰至宝湯エキス

顆粒(医療用) 

滋陰至宝湯エキス

顆粒 
ツムラ 漢方製剤 森岡 15.50  

 

４.オーソライズドジェネリック（AG）発売に伴う後発品への切替薬品について 

 【先発】  【後発】 【薬効等】 

1) 
メマリー錠 5mg 

第一三共 134.70円/錠 

 メマンチン塩酸塩 OD錠 5mg「DSEP」 

第一三共ｴｽﾌｧ 51.10円/錠 

アルツハイマー型認知症改善

薬-内用(NMDA受容体阻害薬) 

2) 
ゼチーア錠 10mg 

MSD 173.20円/錠 

 
エゼチミブ錠 10mg「DSEP」 

第一三共ｴｽﾌｧ 63.10円/錠 

高脂血症用剤-内用(小腸コレ

ステロールトランスポーター

阻害薬) 

3) 
ザイザル錠 5mg 

GSK 82.50円/錠 

 
レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「武田テバ」 

武田テバファーマ  33.00円/錠 
アレルギー用薬 

4) 
アボルブカプセル 0.5mg 

GSK 214.00円/錠 
 

デュタステリドカプセル 0.5mgAV「武田

テバ」 

武田テバファーマ 59.30円/錠 

前立腺肥大症用薬- 

内用(5α還元酵素阻害薬) 

5) 
セレコックス錠 100mg 

アステラス 69.00円/錠 

 
セレコキシブ錠 100mg「ファイザー」 

ファイザー 19.60円/錠 

非ステロイド性消炎鎮痛薬-

内用(コキシブ系) 

6) 
ウリトス錠 0.1mg 

杏林  87.70円/錠 

 
イミダフェナシン錠 0.1mg「杏林」 

キョーリンリメディオ 34.80円/錠 

頻尿・尿失禁治療薬-内用(ム

スカリン受容体拮抗薬) 

＊オーソライズドジェネリック（AG） 先発医薬品と原薬、添加物，製造方法が全て同一 

 

５.削除薬品について 

 薬品名 薬効 備考(代替薬) 

1) EPLカプセル 250mg 

高脂血症用薬-内用

(植物ステロール・レ

シチン) 

肝機能改善薬-内用 

院内での使用頻度が少なく、採用区分を院外限

定に変更。 
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2) 
ヌーカラ皮下注 100mg（バイアル

製品） 
呼吸器官用薬 ヌーカラ皮下注 100mgペンへの切り替え 

3) メジコン散 10% 
中枢性鎮咳薬-内用

(非麻薬性鎮咳薬) 

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15mg

への切り替え 

4) ノベルジン錠 50mg 
解毒薬- 

内用(銅吸収阻害薬) 
ノベルジン錠 25mgへの切り替え 

 


