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西暦 2020 年 9 月 1 日（火） 

 

９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 

フルコナゾールカプセル

100mg「タカタ」 
フルコナゾール 高田 

抗真菌薬-内用(トリ

アゾール系) 
板東 260.70 

患者限定で使用

後、今後通常採

用へ切り替え 

キャブピリン配合錠 

アスピリン・ボノ

プラザンフマル

酸塩配合剤 

武田 

消化性潰瘍用薬-内用

(プロトンポンプ阻害

薬) 

血液凝固阻止薬-内用

(血小板凝集阻害薬) 

永田 130.30  

ベクルリー点滴静注用

100mg 
レムデシビル 

ギリアド・

サイエンシ

ズ 

抗ウイルス剤 玉置 ― 

新型コロナウイ

ルス感染症に投

与 

 

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 

フルコナゾールカプセル

100mg「タカタ」 
フルコナゾール 高田 

抗真菌薬-内用(トリ

アゾール系) 
板東 260.70  

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  

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) 

髙橋 

久下 

下川原 

180.10 3名 

ロトリガ粒状カプセル 2g 
オメガ-3 脂肪酸

エチル 
武田 

高脂血症用薬-内用

(オメガ-3 脂肪酸製

剤) 

輪島 237.70  

ボリコナゾール錠 50mg

「トーワ」 
ボリコナゾール 東和薬品 

抗真菌薬-内用(トリ

アゾール系) 
板東 301.40  

イムラン錠 50mg アザチオプリン アスペン 
クローン病治療薬 

免疫抑制薬-内用 
髙橋 120.20  

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  

ピレチア錠(25mg) 
プロメタジン塩

酸塩 
高田 

抗パーキンソン薬- 

抗ヒスタミン薬-内用

(フェノチアジン系) 

下川原 5.70  

トラゾドン塩酸塩錠 25mg

「アメル」 

トラゾドン塩酸

塩 
共和薬品 

抗うつ薬-内用(トリ

アゾロピリジン系) 

髙橋 

瀧 
6.30 

3名 

 

ザイティガ錠 250mg 
アビラテロン酢

酸エステル 
ヤンセン 

制癌薬-内用(抗アン

ドロゲン剤) 
小山 3,759.30  

リクシアナ OD錠 30mg 
エドキサバント

シル酸塩水和物 
第一三共 

直接経口抗凝固剤(抗

Xa薬) 
小山 411.30  
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ツムラ当帰四逆加呉茱萸

生姜湯エキス顆粒 

当帰四逆加呉茱

萸生姜湯エキス 
ツムラ 漢方製剤 熊本 10.60  

カソデックス錠 80mg ビカルタミド 
アストラゼ

ネカ 

制癌薬-内用(抗アン

ドロゲン剤) 
板東 594.80  

テネリア錠 20mg 

テネリグリプチ

ン臭化水素酸塩

水和物 

第一三共 
経口血糖降下薬(DPP-

4阻害薬) 
板東 145.30  

ベネット錠 75mg 
リセドロン酸ナ

トリウム水和物 
武田 

骨代謝改善薬-内用

(ビスホスホネート

系) 

下川原 2,317.30  

ゼチーア錠 10mg エゼチミブ MSD 

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) 

久下 173.20  

タグリッソ錠 80mg 
オシメルチニブ

メシル酸 

アストラゼ

ネカ 

制癌薬-内用(チロシ

ンキナーゼ阻害薬) 
小山 20,719.40  

ディフェリンゲル 0.1% アダパレン マルホ 外皮用薬 瀧 89.60  

コルヒチン錠 0.5mg「タカ

タ」 
コルヒチン 高田 痛風用薬 熊本 7.10  

サムチレール内用懸濁液

15% 
アトバコン GSK 抗カリニ肺炎薬 玉置 1,759.60  

 

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 

フィコンパ細粒 1% 
ペランパネル水和

物 
エーザイ 

抗てんかん薬-内用

(AMPA受容体拮抗薬) 
澤井 1,068.90  

ゼルヤンツ錠 5mg 
トファシチニブク

エン酸塩 
ファイザー 

抗リウマチ薬-内用

(免疫抑制薬-JAK 阻害

薬) 

島屋 2,659.90  

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  

カロナール錠 500 
アセトアミノフェ

ン 
あゆみ製薬 

鎮痛解熱薬-内用(非

ピリン系) 
栗本 8.80  

ネイリンカプセル 100mg 

ホスラブコナゾー

ル L-リシンエタ

ノール付加物 

佐藤製薬 
抗真菌薬-内用(トリ

アゾール系) 
栗本 817.10  

コムクロシャンプー0.05% 

クロベタゾールプ

ロピオン酸エステ

ル液 

マルホ 外皮用ステロイド剤 栗本 26.20  
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エクラープラスター

20μg/cm2 

デプロドンプロピ

オン酸エステル 
久光 外皮用ステロイド剤 栗本 56.50  

 

４．後発品への切替検討薬品について 

 【先発】  【後発】 【薬効分類】 

1) 
メネシット配合錠 100 

MSD 23.60円/錠 

 ドパコール配合錠 L100 

日医工/ダイト/扶桑 10.30円/錠 
その他の抗パーキンソン剤 

2) 
コムタン錠 100㎎ 

ノバルティス 162.00円/錠  

エンタカポン錠 100mg「アメル」 

共和薬品 54.40円/錠 
その他の抗パーキンソン剤 

3) 
ムコソルバンシロップ 0.3％〔小児用〕 

帝人ファーマ 8.90円/mL 

 

アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用

0.3%「トーワ」 

 東和薬品  5.20円/錠 

その他の去たん剤 

4) 
トラムセット配合錠 

ヤンセンファーマ 53.30円/錠 
 

トアラセット配合錠「杏林」 

杏林/ニプロ 14.40円/錠 
その他の解熱鎮痛消炎剤 

5) 
パセトシン細粒 10％  100㎎ 

アスペンジャパン 10.50円/g 

 
ワイドシリン細粒 10% 

MeijiSeika 7.30円/g 

ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質製剤;合成

ﾍﾟﾆｼﾘﾝ 

6) 
アテレック錠 10   

持田  43.50円/錠 
 

シルニジピン錠 10mg「サワイ」 

沢井 23.90円/錠 
その他の血圧降下剤 

7) 
プロマックＤ錠 75 

ゼリア  26.60円/錠 

 ポラプレジンク OD錠 75mg「サワイ」 

沢井 14.40円/錠 
その他の消化性潰瘍用剤 

8) 
ダイアート錠 60㎎ 

三和化学  26.90円/錠 
 

アゾセミド錠 60mg「JG」 

日本ジェネリック 15.60 円/錠 
その他の利尿剤 

 

５.削除検討薬品について 

 薬品名 薬効 備考(代替薬) 

1) ダントリウム静注用 20mg 
骨格筋弛緩薬-注射(非

脱分極性筋弛緩薬) 
使用頻度が少ないため 

2) アクチバシン注 2400万 

血栓溶解薬(組織プラス

ミノーゲンアクチベー

タ) 

使用頻度が少ないため  

アクチバシン注 1200万 

3) サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg 

抗リウマチ薬-内用(サ

ルファ剤) 

サルファ剤-内用 

使用頻度が少ないため   

4) パラセタ坐剤 100 
鎮痛解熱薬-坐剤(非ピ

リン系) 

使用頻度が少ないため   

パラセタ坐剤 200 

 

６.削除薬品について 

 薬品名 薬効 備考(代替薬) 

1) カバサール錠 1.0mg 抗パーキンソン薬 
使用頻度が少ないため 

カバサール錠 0.25mg 

 


