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                                             令和 3年 1月 25日 

 

関係各位 

 

                                                           薬剤部 医薬品情報管理室 

 

2021年 1月薬事委員会結果報告 

令和３年１月２５日に開催された薬事委員会において、次の事項が承認されましたのでお知らせいたしま

す。新規試用採用医薬品は１品目、新規採用医薬品は２１品目、削除医薬品は１７品目です。 

 

［新規試用採用医薬品 ］ 

No 薬 品 名 薬価 一 般 名 薬 効 長期投与 会社名 

1 
エルデカルシトールカプセル

0.75μg「サワイ」 
¥35.3/Cap エルデカルシトール 合成ビタミン D製剤 可 沢井 

 

［新規採用医薬品 ］ 

No 薬 品 名 薬価 一 般 名 薬 効 長期投与 会社名 

1 エンレスト錠 100mg ¥115.2/錠 
サクビトリルバルサルタン

ナトリウム水和物 

慢性心不全治療薬 

（アンジオテンシン受容体 

ネプリライシン阻害薬（ARNI）） 

不可 
ノバルティ

ス 

2 デエビゴ錠 5mg ¥90.8/錠 レンボレキサント 
催眠鎮静薬 

（オレキシン受容体拮抗薬） 
不可 エーザイ 

3 フィコンパ細粒 1％ ¥1,068.9/g ペランパネル水和物 抗てんかん薬 可 エーザイ 

4 アネレム静注用 50mg ¥2,218/V レミマゾラムベシル酸塩 
催眠鎮静薬 

（ベンゾジアゼピン系） 
非該当 

ムンディフ

ァーマ 

5 ユリス錠 1mg ¥54.8/錠 ドチヌラド 
痛風治療薬 

（尿酸排泄薬） 
不可 持田 

6 フィアスプ注フレックスタッチ ¥1,893/キット 
インスリンアスパルト 

（遺伝子組み換え） 

糖尿病用薬 

（インスリン製剤） 
不可 ノボ 

7 オゼンピック皮下注 0.25mgSD ¥1,547/キット 
セマグルチド 

（遺伝子組み換え） 

糖尿病用薬 

（GLP-1受容体作動薬） 
不可 ノボ 

8 オゼンピック皮下注 0.5mgSD ¥3,094/キット 

9 シロドシンOD錠 4mg「DSEP」 ¥12.4/錠 シロドシン 前立腺肥大・頻尿治療薬 可 
第一三共 

エスファ 

10 リスペリドンOD錠1mg「トーワ」 ¥12.5/錠 リスペリドン 非定型抗精神病薬（SDA） 可 東和 

11 
エパルレスタット錠 50mg 

「サワイ 
¥33.4/錠 エパルレスタット 糖尿病性末梢神経障害治療薬 可 沢井 

12 
アムロジピンOD錠 2.5mg 

「トーワ」 
¥10.1/錠 

アムロジピンベシル酸塩 Ca拮抗薬 可 東和 

13 
アムロジピンOD錠 5mg 

「トーワ」 
¥15.2/錠 

14 
オザグレル Na点滴静注 

80mgバッグ「テルモ」 
¥1,068/袋 オザグレルナトリウム トロンボキサン合成酵素阻害剤 非該当 テルモ 

15 
ドパミン塩酸塩点滴静注用

100mg「アイロム」 
¥97/管 ドパミン塩酸塩 循環器用薬（強心剤） 非該当 

共和クリテ

ィケア 

16 
グリメピリドOD錠 0.5mg 

「トーワ」 
¥9.8/錠 グリメピリド 経口血糖降下薬（SU剤） 可 東和 

17 オロパタジン錠 5mg「トーワ」 ¥13.8/錠 オロパタジン塩酸塩 ヒスタミン H1受容体拮抗薬 可 東和 
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18 ソル・メドロール静注用 40mg ¥360/瓶 

メチルプレドニゾロンコハ

ク酸エステルナトリウム 
副腎皮質ホルモン剤 非該当 ファイザー 

19 ソル・メドロール静注用 125mg ¥725/瓶 

20 ソル・メドロール静注用 500mg ¥2,174/瓶 

21 ソル・メドロール静注用1000mg  ¥3,984/瓶 

 

［新規診療科限定採用医薬品 ］ 

No 薬 品 名 薬価 一 般 名 薬 効 長期投与 会社名 

1 
テイコプラニン点滴静注

200mg「NP」 
¥1,854/V テイコプラニン 

抗菌薬系 

（グリコペプチド系） 
非該当 ニプロ 

 

［新規限定採用医薬品 ］ 

No 薬 品 名 薬価 一 般 名 薬 効 長期投与 会社名 

1 ゼチーア錠 10mg ¥173.2/錠 エゼチミブ 
小腸コレステロールトラン

スポーター阻害剤 
可 興和 

2 リアルダ錠 1200mg ¥193.7/錠 メサラジン 潰瘍性大腸炎治療剤 可 持田 

 

☆削除対象医薬品について 

No 薬 品 名 薬  効 同効薬 理由 

1 リスペリドン内用液 1mg/mL「MEEK」 非定型抗精神病薬（SDA） リスペリドンOD錠 1mg「トーワ」 小林化工製品採用中止のため 

2 塩酸リルマザホン錠 1「MEEK」 ベンゾジアゼピン受容体作動薬 その他のベンゾジアゼピン系薬 小林化工製品採用中止のため 

3 ロラタジンODフィルム 10mg「KN」 ヒスタミン H1受容体拮抗薬 その他の抗ヒスタミン薬 小林化工製品採用中止のため 

 

☆削除医薬品について 

No 削除医薬品 薬効 同効薬 
在庫数 

（2021.1時点） 

1 ミネブロ錠 1.25mg 血圧降下薬 ミネブロ錠 2.5mg 139錠（2021.2期限） 

2 キョウニン水 鎮咳去痰薬 その他の鎮咳薬 500ｍｌ（2021.3期限） 

No 削除医薬品 薬効 同効薬 理由 

3 アピドラ注ソロスター 糖尿病用剤（インスリン製剤） ノボラピッド・フィアスプ 採用医薬品の整理 

4 シロドシンOD錠 4mg「KN 前立腺肥大・頻尿治療薬 シロドシンOD錠 4mg「DSEP」 

小林化工製品のため 

採用削除 

5 リスペリドン錠 1「MEEK」 非定型抗精神病薬（SDA） リスペリドンOD錠 1mg「トーワ」 

6 エパルレスタット錠 50「EK」 糖尿病性末梢神経障害治療薬 エパルレスタット錠 50mg「サワイ」 

7 アムロジピンOD錠 2.5mg「EMEC」 Ca拮抗薬 アムロジピンOD錠 2.5mg「トーワ」 

8 アムロジピンOD錠 5mg「EMEC」 Ca拮抗薬 アムロジピンOD錠 5mg「トーワ」 

9 
オザグレル Na 点滴静注 20mg

「MEEK」 
トロンボキサン合成酵素阻害剤 

オザグレル Na点滴静注 80mgバッグ

「テルモ」 

10 グリメピリドOD錠 0.5mg「EMEC」 経口血糖降下薬（SU剤） グリメピリドOD錠 0.5mg「トーワ」 

11 
ドパミン塩酸塩点滴静注用 100mg

「KN」 
循環器用薬（強心剤） 

ドパミン塩酸塩点滴静注用 100mg 

「アイロム」 

12 
オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5mg

「MEEK」 
ヒスタミン H1受容体拮抗薬 オロパタジン錠 5mg「トーワ」 
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13 ビソルボン細粒 2％ 去痰薬 
ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg 

ブロムヘキシン塩酸塩シロップ 0.08％ 
販売中止のため 

14 注射用ソル・メルコート 40 

メチルプレドニゾロンコハク酸エ

ステルナトリウム 
副腎皮質ホルモン剤 販売中止のため 

15 注射用ソル・メルコート 125 

16 注射用ソル・メルコート 500 

17 注射用ソル・メルコート 1000 

 


