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薬事委員会 

2021 年 2 月 3 日 

Ⅰ．審議薬品 

１．新薬試用依頼薬品 

①オゼンピック皮下注 ノボノルディスクファーマ  持続性GLP-1 受容体作動薬 

（セマグルチド(遺伝子組換え)）   内分泌代謝内科 0.25mg・1,547 円（院内外） 
0.5mg・3,094 円（院内外） 

1mg・6,188 円（院外）  

 

２．採用薬品 

①タイロゲン筋注用 0.9mg サノフィ 遺伝子組換えヒト型甲状腺刺激ホルモン製剤 

（ヒトチロトロピン アルファ（遺伝子組換え） 耳鼻咽喉科 107,747 円 

 

②オンジェンティス錠 25mg 小野薬品工業  末梢COMT 阻害剤 

（オピカポン）  脳神経内科 972 円 

 

③ビレーズトリエアロスフィア 56 吸入  アストラゼネカ   3 成分配合COPD 治療剤 

（ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物） 

  呼吸器内科 4,150.30 円 

 

④ピリヴィジェン10%点滴静注10g/100mL CSLベーリング 液状静注用人免疫グロブリン製剤 

（pH4 処理酸性人免疫グロブリン注射液(2)）  血液内科 79,469 円 

 

３．変更 

①MS 温シップ「タイホウ」 大鵬薬品工業 鎮痛・消炎パップ剤 

40g(20cm×14cm) → 20g(14cm×10cm)：在庫なくなり次第切替 

※40g(20cm×14cm)は院外専用に切替 

 

②イグザレルト錠 バイエル薬品 選択的直接作用型第Ｘａ因子阻害剤 

錠剤 → ＯＤ錠  ※在庫なくなり次第切替 

 

③注射用ソル・メルコート 富士製薬工業 副腎皮質ホルモン剤 

ソル・メルコート（後発） → ソル・メドロール（先発） 

※ソル・メルコート（後発）発売中止 

※ソル・メルコート（後発）が長期間出荷停止のため、ソル・メドロール（先発）へ切替済 

 

④コートロシン注射用 0.25mg 第一三共 合成ＡＣＴＨ製剤 

⑤コートロシンＺ筋注 0.5mg 第一三共 持続性合成ＡＣＴＨ製剤 

アンプル → バイアル 

※バイアル発売開始 3 月 1 日以降で在庫なくなり次第随時 

 

・販売名変更 ⑥～⑬ 

⑥モビコール配合内用剤 持田製薬 慢性便秘症治療剤 

モビコール配合内用剤 →モビコール配合内用剤ＬＤ 

※販売名変更品：2020 年 12 月中旬以降出荷予定 
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⑦オペガンハイ 0.85 眼粘弾剤１％ 参天製薬 眼科手術補助剤 

オペガンハイ 0.85 眼粘弾剤１％ →ヒアルロン酸Ｎａ0.85 眼粘弾剤１％「生化学」 

※販売名変更品：2021 年３月以降出荷予定 

 

⑧カリーユニ点眼液 0.005％ 参天製薬 老人性白内障治療剤 

カリーユニ点眼液 0.005％ →ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005％「参天」 

※販売名変更品：2021 年 1 月以降出荷予定 

 

⑨バリトゲン消泡内用液 2% 伏見製薬 胃内有泡性粘液除去剤  

バリトゲン消泡内用液 2% →ジメチコン内用液 2％「ＦＳＫ」 

※販売名変更品：2020 年 12 月以降出荷予定 

 

⑩マグコロールP  伏見製薬 胃内有泡性粘液除去剤 

マグコロールP →マグコロール散 68%分包 50g 

※販売名変更品：2021 年 1 月下旬以降出荷予定 

 

⑪スカイロン点鼻液 50μg56噴霧用 大日本住友製薬 耳鼻咽喉科用剤（副腎皮質ステロイド） 

スカイロン点鼻液 50μg56噴霧用 

→フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg「DSP」56 噴霧用 

※販売名変更品：2021 年 3 月上旬以降出荷予定 

 

⑫アーガメイト 89.29％顆粒 三和化学研究所 高カリウム血症改善剤  

アーガメイト 89.29％顆粒 →ポリスチレンスルホン酸Ca 顆粒 89.29％分包 5.6g「三和」 

※販売名変更品：2021 年 1 月以降出荷予定 

 

⑬重曹錠 500mg「マイラン」 ヴィアトリス製薬 制酸剤 

重曹錠 500mg「マイラン」 →炭酸水素ナトリウム錠 500mg「ファイザー」 

※販売名変更品：出荷時期未定 

 

・販売移管 ⑭～⑲ 

⑭イオプロミド注シリンジ「FRI」 非イオン性尿路・血管造影剤 

富士フイルム富山化学 → バイエル薬品  ※4 月 1 日～ 

 

⑮セレコックス錠 100mg 

アステラス製薬 → ヴィアトリス製薬   ※8月1日～（情報提供は1/1～ヴィアトリス製薬） 

 

⑯リスモダンカプセル 100mg  不整脈治療剤 

⑰リスモダンR錠 150mg  徐放性不整脈治療剤 

⑱パナルジン錠 100mg  抗血小板剤 

サノフィ → クリニジェン  ※2 月 16 日～ 

 

⑲アコファイド錠 100mg 

アステラス製薬 → ゼリア新薬工業  ※共同販促終了に伴う変更（4 月 1 日～） 
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４．削除予定薬品 同種採用済薬品 

①ノボラピッド 70 ﾐｯｸｽ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ ノボ ノボラピッド 30 ミックス注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ 

1,849.0 円  ヒューマログミックス 50 注ミリオペン 

 ※2021 年 3 月頃発売中止 

 

②デスモプレシン点鼻液 0.01%協和 250μg  キッセイ薬品工業 

 6129.3 円 

 ※供給停止中 

 

５．削除薬品 同種採用済薬品 

①デフィブラーゼ点滴静注液 10 単位 日本ケミファ 

 7,550.0 円 

 

②バファリン配合錠A330 エーザイ アスピリン「ケンエー」 

 5.8 円  ※2021 年 4 月末頃～ 発売中止 

 

③テオドールドライシロップ 20％ 田辺三菱製薬 テオドール錠１００ｍｇ 

 77.7 円/g ※発売中止  ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ 

 

④ソルデム６輸液 200ml テルモ  

 135 円   

 

６．ＤＰＣ委員会よりの採用・変更依頼 

①プレガバリンOD 錠「ファイザー」 ファイザー 疼痛治療剤（神経障害性疼痛・線維筋痛症） 

（先発品：リリカOD 錠 25mg 65.2 円→21.8 円 差額 43.4 円 

           75mg 108.8 円→36.3 円 差額 72.5 円）※在庫なくなり次第切替 

 

②リュープロレリン酢酸塩注射用キット 3.75mg「NP」 ニプロ  LH-RH 誘導体徐放性製剤 

（先発品：リュープリン注射用キット 3.75mg 32,288 円→21,901 円 差額 10,387 円） 

 ※在庫なくなり次第切替 

 

③グリメピリド錠 1mg  スルホニルウレア系血糖降下剤 

グリメピリド錠 1mg「EMEC」→グリメピリド錠 1mg「オーハラ」 

 

④オロパタジン塩酸塩OD 錠 5mg スルホニルウレア系血糖降下剤 

オロパタジン塩酸塩OD 錠 5mg「明治」→オロパタジン塩酸塩OD 錠 5mg「トーワ」 

 

⑤プランルカスト  気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤 

プランルカスト錠 225「EK」 225mg」→オノンカプセル 112.5mg 

 

⑥ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg  骨粗鬆症治療剤 

ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg「EE」→ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg「サワイ」 

 

⑦塩酸リルマザホン錠 2「MEEK」 2mg 

 →処方オーダー一旦停止（先発品リスミー錠もオーダー一旦停止） 

 

◎上記、期日に記載のない場合は 2 月 10 日（水）より適用 
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Ⅱ．患者限定薬 申請有効期間（薬事委員会幹事会審議事項） 

５．申請有効期限 

処方終了後１年以上経過、又は院内在庫品の使用期限のいずれか長い期間の後を 

有効期間とし、以後は新規申請分として取り扱う。 

↓ 

（変更後）下線部：１年以上経過→２年以上経過 

５．申請有効期限 

処方終了後２年以上経過、又は院内在庫品の使用期限のいずれか長い期間の後を 

有効期間とし、以後は新規申請分として取り扱う。 

 

※患者限定薬および高額薬品の期限逼迫在庫がある場合は、関係科に通知を行う 

 

Ⅲ．医薬品・医療機器等安全性情報 No.378 

・薬品リスク管理計画（RMP）の活用と PMDAメディナビを用いた安全性情報の活用状況等に係る調

査へのご協力のお願い 

・重要な副作用等に関する情報 

・市販直後調査の対象品目一覧、当院状況報告 

 

Ⅳ．医薬品・医療機器等安全性情報 No.379 

・インスリン注射器の使用徹底に関する PMDA医療安全情報の改訂について 

・市販直後調査の対象品目一覧、当院状況報告 

 

 

以上 


