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西暦 2020 年 10 月 6 日（火） 

 

１０月 薬事・臨床検査委員会結果 

 

１．新規採用希望医薬品について 

薬品名 一般名 メーカー 薬効等 申請者 薬価 備考 

アセリオ静注液 1000mgバ

ッグ 

アセトアミノフ

ェン 
テルモ 鎮痛解熱薬 福島 320 

患者限定から通

常採用へ切り替

え 

水溶性ハイドロコートン

注射液 100mg 

ヒドロコルチゾ

ンリン酸エステ

ルナトリウム 

日医工 副腎皮質ホルモン剤 福島 365 

患者限定から通

常採用へ切り替

え 

イコサペント酸エチル粒

状カプセル 300mg「日医

工」 

イコサペント酸

エチル 
日医工 

高脂血症用薬-(オメ

ガ-3脂肪酸製剤) 

血液凝固阻止薬-(血

小板凝集阻害薬) 

川端 14.60 

イコサペント酸

エチルカプセル

300mg「フソ

ー」からの切り

替え 

 

２．患者限定採用希望医薬品について 

薬品名 一般名 メーカー 薬効等 申請者 薬価 備考 

サルタノールインヘラー

100μg 

サルブタモール

硫酸塩 
GSK 

気管支喘息用薬-吸入

(β2刺激薬) 

気管支拡張薬-吸入

(β2刺激薬) 

髙橋 802.80  

アトロベントエロゾル

20μg 

イプラトロピウ

ム臭化物水和物 

帝人ファー

マ 

気管支喘息用薬-吸入

(抗コリン薬) 

気管支拡張薬-吸入

(抗コリン薬) 

髙橋 790.30  

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) 

髙橋 

 
2,901.20  

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) 
髙橋 411.30  

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) 
熊本 20,719.40  

グリクラジド錠 40mg「NP」 グリクラジド ニプロ 
経口血糖降下薬(SU

剤) 
髙橋 5.90  

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) 
小山 301.40  

フレカイニド酢酸塩錠

50mg「ファイザー」 
フレカイニド ファイザー 

不整脈用薬-内用(ク

ラス Ic) 
小山 30.60  

ルプラック錠 4mg トラセミド錠 田辺三菱 
利尿薬-内用(ループ

利尿薬) 
玉置 20.80 

 

 

ベストロン点眼用 0.5% 
セフメノキシム

塩酸塩 
千寿 

点眼剤(抗菌薬)-セフ

ェム系 
三島 54.80  
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３．新規院外採用希望医薬品について 

薬品名 一般名 メーカー 薬効等 申請者 薬価 備考 

ツムラ白虎加人参湯エキ

ス顆粒 

白虎加人参湯エキ

ス 
ツムラ 漢方製剤 福島 18.00  

エクフィナ錠 50mg 
サフィナミドメシ

ル酸塩錠 
エーザイ 

抗パーキンソン薬-内

用(MAO阻害薬) 
平林 953.20  

 

４. NHO共同入札による切替医薬品について 

  メーカー  メーカー 備考 

1) クロピドグレル錠 75mg ファイザー ⇒ 日医工 
血液凝固阻止薬-(血小板凝集阻害薬) 

 (先発医薬品：プラビックス) 

2) 
リマプロストアルファデクス錠

5μg 
沢井製薬 ⇒ 日医工 

末梢循環改善薬-(プロスタグランジ

ン系)    (先発医薬品：オパルモン) 

3) 
ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mL

バッグ 
ファイザー ⇒ 日本化薬 

骨代謝改善薬-(ビスホスホネート系) 

 (先発医薬品：ゾメタ) 

4) 
フィルグラスチム BS注75μgシリ

ンジ 
持田製薬 ⇒ 富士製薬 

白血球減少治療薬-(顆粒球コロニー

刺激因子)  (先発医薬品：グラン) 

5) 
イリノテカン塩酸塩点滴静注液

40mg 
大鵬薬品 ⇒ 東和薬品 

制癌薬-(植物由来制癌薬-その他) 

 (先発医薬品：カンプト) 
6) 

イリノテカン塩酸塩点滴静注液

100mg 
大鵬薬品 ⇒ 東和薬品 

7) シスプラチン点滴静注 10mg 日医工ファーマ ⇒ 日医工 

制癌薬-(白金製剤)  

(先発医薬品：ランダ) 

 

8) シスプラチン点滴静注 25mg 日医工ファーマ ⇒ 日医工 

9) シスプラチン点滴静注 50mg 日医工ファーマ ⇒ 日医工 

10) エピルビシン塩酸塩注射液 10mg 日本化薬 ⇒ 沢井製薬 制癌薬-(DNA 合成阻害薬,RNA 合成阻

害薬,アントラサイクリン系) 

(先発医薬品：ファルモルビシン) 11) エピルビシン塩酸塩注射液 50mg 日本化薬 ⇒ 沢井製薬 

 

５. 後発品への切り替え薬品について 

 【先発】  【後発】 【薬効分類】 

1) 
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 

2) 
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 

3) 
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 
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4) 
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 

5) 
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 

6) 
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 

7) 
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 

 

６.削除検討薬品について 

 薬品名 薬効 備考(代替薬) 

1) ニコリン H注射液 0.5g 脳循環・脳代謝性精

神障害改善薬(その

他) 

膵疾患治療薬-注射

(その他) 

使用頻度が少ないため 

2) エンシュア・H（黒糖） 経腸成分栄養剤 使用頻度が少ないため  

エンシュア・H（バニラ） 

3) イコサペント酸エチルカプセル

300mg「フソー」 

高脂血症用薬-(オメ

ガ-3脂肪酸製剤) 

血液凝固阻止薬-(血

小板凝集阻害薬) 

イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg「日

医工」に切り替えのため 

 

７.削除薬品について 

 薬品名 薬効 備考(代替薬) 

1) 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 

2) 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)   
使用頻度が少ないため   

3) 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 

 


