第 398 回 薬事委員会報告
2022年3⽉11⽇ 決議

【1】 新規採⽤薬品に関するお知らせ
■ 新規採⽤薬品として以下7製剤7品⽬の薬剤が承認されました。
1

パキロビッドパック

ファイザー

感染症科

【組成】 1錠中 ニルマトレルビル 150mg、リトナビル 100mg
【効能・効果】 SARS-CoV-2による感染症
2

リクシアナOD錠15mg

第⼀三共

循環器内科

【組成】 1錠中 エドキサバントシル酸塩⽔和物 20.2mg （エドキサバンとして15mg）
【効能・効果】 ○⾮弁膜症性⼼房細動患者における虚⾎性脳卒中及び全⾝性塞栓症の発症抑制 ○静脈⾎栓塞栓症（深部静脈⾎
栓症及び肺⾎栓塞栓症）の治療及び再発抑制 ○下記の下肢整形外科⼿術施⾏患者における静脈⾎栓塞栓症の発症抑制 膝関節全
置換術、股関節全置換術、股関節⾻折⼿術
★ アスペノン静注⽤は削除。
3

4

5

6

7

沈降破傷⾵トキソイド「⽣研」
⽥辺三菱製薬
薬剤部
【組成】 0.5mL中 破傷⾵トキソイド 5Lf以下
【効能・効果】 破傷⾵の予防
★ 破傷⾵トキソイドキッド「タケダ」は削除。
ハッカ⽔「ケンエー」
健栄製薬
薬剤部
【組成】 1mL中 ハッカ油0.002mL
【効能・効果】 ⽔剤（含嗽剤、吸⼊剤を含む）の矯味、矯臭の⽬的で調剤に⽤いる。
★ ハッカ⽔「ヨシダ」は削除。
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」
岡⼭⼤鵬薬品
薬剤部
【組成】 1袋50mL中 パロノセトロン塩酸塩 （パロノセトロンとして）0.84mg（0.75mg）
【効能・効果】 抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴う消化器症状（悪⼼、嘔吐）（遅発期を含む）
★ アロキシ静注0.75mgは削除。
ホリナート錠25mg「タイホウ」
岡⼭⼤鵬薬品
薬剤部
【組成】 1錠中 ホリナートカルシウム27mg（ホリナートとして25mg）
【効能・効果】 ホリナート・テガフール・ウラシル療法 結腸・直腸癌に対するテガフール・ウラシルの抗腫瘍効果の増強
★ ロイコボリン錠25mgは削除。
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「TS」
テイカ製薬
薬剤部
【組成】 1mL中 ⽇本薬局⽅ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 1mg
【効能・効果】 下記疾患に伴う⾓結膜上⽪障害 シェーグレン症候群、スティーブンス・ジョンソン症候群、眼球乾燥症候群（ドライアイ）等の
内因性疾患 術後、薬剤性、外傷、コンタクトレンズ装⽤等による外因性疾患
★ ヒアルロン酸Na点眼液0.1％「ファイザー」は削除。

【2】 仮採⽤薬品に関するお知らせ
■ 仮採⽤薬品として以下2製剤3品⽬の薬剤が承認されました。
1

ステルイズ⽔懸濁筋注60万単位シリンジ、240万単位シリンジ

ファイザー

感染症科

【組成】 1シリンジ中 ベンジルペニシリンベンザチン⽔和物（⽇局）60万単位、240万単位
【効能・効果】＜適応菌種＞ 梅毒トレポネーマ ＜適応症＞ 梅毒（神経梅毒を除く）
★ 仮採⽤時は在庫を置かず、必要時購⼊とする。本採⽤時に削除薬品を検討する。
2

ジクトルテープ75㎎

久光製薬

緩和医療科

【組成】 1枚中 ⽇局ジクロフェナクナトリウム 75mg
【効能・効果】 各種がんにおける鎮痛
★ ボルタレン錠を院外使⽤薬品へ変更。

【3】 仮採⽤薬品からの申請のお知らせ
■ 仮採⽤薬品から必要時薬品への切り替えとして以下1製剤2品⽬が承認されました。
1

エナジア吸⼊⽤カプセル中⽤量、⾼⽤量
ノバルティスファーマ
呼吸器内科
【組成】 添付⽂書参照
【効能・効果】 気管⽀喘息（吸⼊ステロイド剤、⻑時間作⽤性吸⼊β2刺激剤及び⻑時間作⽤性吸⼊抗コリン剤の併⽤が必要な場合）
★ 必要時薬品へ変更。ビソルボン錠、PFD内⽤液を削除。

【4】 必要時薬品に関するお知らせ
■ 必要時薬品として，以下2製剤4品⽬の薬剤が承認されました。
1

アテキュラ吸⼊⽤カプセル低⽤量、中⽤量、⾼⽤量
ノバルティスファーマ
呼吸器内科
【組成】 添付⽂書参照
【効能・効果】 気管⽀喘息（吸⼊ステロイド剤及び⻑時間作⽤性吸⼊β2刺激剤の併⽤が必要な場合）
★ スピリーバ吸⼊⽤カプセル18μg、フルタイド100ディスカスは院外使⽤薬品へ変更。メプチンミニ錠25μgはCOVID-19感染症が落ち着い
たら院外使⽤薬品へ変更。

2

ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL

アレクシオンファーマ

⾎液内科

【組成】 1バイアル（ストッパー付）3mL中 ラブリズマブ（遺伝⼦組換え）300mg
【効能・効果】 ○発作性夜間ヘモグロビン尿症 ○⾮典型溶⾎性尿毒症症候群
★ ユルトミリス点滴静注300mgは削除。

【5】 院外使⽤薬品に関するお知らせ
■ 院外使⽤薬品として、以下3製剤4品⽬の薬剤が承認されました。
1

ハイヤスタ錠10mg

Meiji Seikaファルマ

⾎液内科

【組成】 1錠中 ツシジノスタット10mg
【効能・効果】 ○再発⼜は難治性の成⼈T細胞⽩⾎病リンパ腫 ○再発⼜は難治性の末梢性T細胞リンパ腫
2

メーゼント錠0.25mg、2mg

ノバルティスファーマ

脳神経内科

【組成】 1錠中シポニモドフマル酸0.278mg（シポニモドとして0.25mg）、シポニモドフマル酸2.224mg（シポニモドとして2mg）
【効能・効果】 ⼆次性進⾏型多発性硬化症の再発予防及び⾝体的障害の進⾏抑制
テイカ製薬
3 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「TS」
薬剤部
【組成】 1mL中 ⽇本薬局⽅ 精製ヒアルロン酸ナトリウム 3mg
【効能・効果】 下記疾患に伴う⾓結膜上⽪障害 シェーグレン症候群、スティーブンス・ジョンソン症候群、眼球乾燥症候群（ドライアイ）等の
内因性疾患 術後、薬剤性、外傷、コンタクトレンズ装⽤等による外因性疾患
★ ヒアルロン酸Na点眼液0.3％「ファイザー」は削除。

【6】 販売元などの変更
1 ⼀般診断⽤精製ツベルクリン(PPD)1⼈⽤

包装単位変更 10⼈分→2⼈分

2 ラジレス錠150mg

包装単位変更 100錠→140錠

3 ビソルボン錠4ｍｇ

販売中⽌ 削除

4 アセタノールカプセル100

販売中⽌ 削除

5 イミグラン注3

販売中⽌ 削除

6 ゼストリル錠5

販売中⽌ 削除

7 ビデュリオン⽪下注⽤2ｍｇペン

販売中⽌ 削除

8 ニコチネルTTS10、20、30

供給停⽌ 削除

9 PFD内⽤液500ｍｇ

供給停⽌ 削除

10 チャンピックス錠0.5㎎、1mg

供給停⽌ 削除

11 フラビタン錠10ｍｇ

供給停⽌ 削除

12 カルタン細粒83％

供給停⽌ 削除

13 チオラ錠100

供給困難 削除

14 デスモプレシン・スプレー10協和

供給停⽌ 削除

15 エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL,50mg/25mL「NK」

削除

16 ケアロードLA錠60μg

アステラス製薬→トーアエイヨー

17 アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」,静注150mg「TE」

アステラス製薬→トーアエイヨー

18 シベノール錠100mg,静注70mg

アステラス製薬→トーアエイヨー

19 シンビット静注⽤50mg

アステラス製薬→トーアエイヨー

20 ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」,点滴静注50mg/100mL「TE」

アステラス製薬→トーアエイヨー

21 ビソノテープ2,4,8mg

アステラス製薬→トーアエイヨー

22 ピモベンダン錠1.25,2.5mg「TE」

アステラス製薬→トーアエイヨー

23 フラビタン注射液10mg,眼軟膏0.1%,点眼液0.05%

アステラス製薬→トーアエイヨー

24 フランドル錠20mg,テープ40mg

アステラス製薬→トーアエイヨー

25 プロノン錠150mg

アステラス製薬→トーアエイヨー

26 ミオコールスプレー0.3mg

アステラス製薬→トーアエイヨー

27 ニゾラールローション2%

ヤンセンファーマ→岩城製薬

28 アルベカシン硫酸塩注射液200mg「NIG」

アルベカシン硫酸塩注射液200mg「テバ」から名称変更

【7】 医薬品の整理検討
1．第397回薬事委員会と診療会議における確認が終了しましたので、下記の通り整理検討を⾏います。
薬効
正式名称
肝臓疾患⽤剤 ⾼脂⾎症改善剤
EPLカプセル

結果
院外使⽤薬品へ変更
以上

