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【特集：第 130 回薬事委員会速報】
2020 年 09 月 24 日に，第 130 回薬事委員会が開催され，後発

医薬品への切り替え（院内・院外双方），採用停止等医薬品および

院内特殊製剤，院内特殊製剤の一部変更が承認されたため，「第

130 回薬事委員会速報」として本誌に掲載した．

本誌を確認の上，各診療科，各部門で情報共有をお願いしたい．

なお，切り替え日等の詳細は，その都度薬局より連絡したい．切

り替え時には，充分留意してもらいたい．

引き続き御協力頂きたく，宜しくお願い申し上げます．

2020-10-05
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薬　効　分　類 医　薬　品　名 成　分　名 規　　格 単位薬価（円） 備　　　　　考

経皮吸収鎮痛・消炎剤
インドメタシンクリーム1％「日医工」 25g/本
※「フェルデン軟膏0.5％」とは成分が異なる

インドメタシン
10mg/g
25g/本

57.50
【採用停止】
・フェルデン軟膏0.5％ 25g：185.00円
※センター内在庫：6本（使用期限 2022年01月31日）

NSAIDs（COX‐2阻害薬）
セレコキシブ錠200mg「ファイザー」
【オーソライズド・ジェネリック】

セレコキシブ 200mg/錠 30.20

【採用停止】
・セレコックス錠200mg：106.30円
※センター内在庫：63錠（使用期限 2021年06月30日）

※オーソライズド・ジェネリックとは：
成分のみならず，原料，添加物，製法等が全て先発品と同じ

薬　効　分　類 医　薬　品　名 成　分　名 規　　格 単位薬価（円） 備　　　　　考

NSAIDs（COX‐2阻害薬）
セレコキシブ錠100mg「ファイザー」
【オーソライズド・ジェネリック】

セレコキシブ 100mg/錠 19.60

【採用停止】
・セレコックス錠100mg：60.90円

※オーソライズド・ジェネリックとは：
成分のみならず，原料，添加物，製法等が全て先発品と同じ

抗アレルギー薬
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」
【オーソライズド・ジェネリック】

レボセチリジン塩酸塩 5mg/錠 33.00

【採用停止】
・ザイザル錠5mg：82.50円

※オーソライズド・ジェネリックとは：
成分のみならず，原料，添加物，製法等が全て先発品と同じ

高脂血症治療薬
エゼチミブ錠10mg「DSEP」
【オーソライズド・ジェネリック】

エゼチミブ 10mg/錠 63.10

【採用停止】
・ゼチーア錠10mg：173.20円

※オーソライズド・ジェネリック：
成分のみならず，原料，添加物，製法等が全て先発品と同じ

新規採用等医薬品情報 ～第130回薬事委員会（2020年09月24日開催） ～

【①切り替え医薬品（院内・院外双方）】　センター内在庫がなくなり次第

【②切り替え医薬品（院外処方専用）】　2020年10月下旬以降に予定（セレコキシブ錠100mg「ファイザー」は200mg錠と同時）
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新規採用等医薬品情報 ～第130回薬事委員会（2020年09月24日開催） ～

薬　効　分　類 医　薬　品　名 成　分　名 規　　格 単位薬価（円） 備　　　　　考
抗HBs人免疫グロブリン製剤（血液製剤） 乾燥HBグロブリン筋注用1000単位 乾燥HBs人免疫グロブリン 1,000単位/バイアル 36,939.00 ※センター内薬局在庫 1バイアル（使用期限 2021年01月07日）

抗不安薬 アタラックス‐P注射液（25mg/mL） ヒドロキシジン塩酸塩（JP） 25mg/1mL/アンプル 57.00 ※センター内薬局在庫 2アンプル（使用期限 2021年11月30日）

抗HIV薬
アイセントレス錠400mg（RAL）
【職員用】

ラルテグラビルカリウム 400mg/錠 1,582.00 ※センター内薬局在庫 20錠（使用期限 2020年12月31日）

抗HIV薬
ツルバダ配合錠（TDF/FTC）
【職員用】

エムトリシタビン
テノホビル　ジソプロキシルフマル酸塩

200mg/錠
300mg/錠

3,864.60 ※センター内薬局在庫 10錠（使用期限 2021年04月30日）

NSAIDs（COX‐2阻害薬） セレコックス錠200mg セレコキシブ 200mg/錠 106.30 ※センター内薬局在庫：63錠（使用期限 2021年06月30日）

経皮吸収鎮痛・消炎剤 フェルデン軟膏0.5％ 25g/本 ピロキシカム
5.0mg/g
25g/本

185.00 ※センター内薬局在庫 6本（使用期限 2022年01月31日）

NSAIDs（COX‐2阻害薬） セレコックス錠100mg セレコキシブ 100mg/錠 60.90 【注】院外処方専用医薬品
抗アレルギー薬 ザイザル錠5mg レボセチリジン塩酸塩 5mg/錠 82.50 【注】院外処方専用医薬品
高脂血症治療薬 ゼチーア錠10mg エゼチミブ 10mg/錠 173.20 【注】院外処方専用医薬品

薬　効　分　類 医　薬　品　名 成　分　名 規　　格 単位薬価（円） 備　　　　　考
整腸薬 ビオフェルミンR散 耐性乳酸菌 6.0mg/g 6.30 ※センター内薬局在庫 236g（使用期限 2020年12月31日）

ケロイド・肥厚性瘢痕治療薬 トラニラストカプセル100mg「CH」 トラニラスト（JP） 100mg/カプセル 7.80 ※センター内薬局在庫 418カプセル（使用期限 2021年01月31日）

抗けいれん薬 テグレトール錠100mg カルバマゼピン（JP） 100mg/錠 6.00 ※センター内薬局在庫 77錠（使用期限 2021年02月28日）
神経因性疼痛治療薬 リリカOD錠75mg プレガバリン 75mg/錠 108.80 ※センター内薬局在庫 27錠（使用期限 2022年04月30日）

弱オピオイド製剤 トラマールOD錠100mg トラマドール塩酸塩 25mg/錠 34.70
消化性潰瘍治療薬 ガストローム顆粒66.7％ 1.5g/包 エカベトナトリウム水和物（JP） 1.5g/包 25.20

本態性振戦治療薬
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」
【先発品】

アロチノロール塩酸塩 10mg/錠 21.40

経皮吸収鎮痛・消炎剤 ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 7枚/袋 ケトプロフェン（JP）
40mg/枚

7枚/袋
119.70

保湿剤
ビーソフテンクリーム0.3％ 25g/本
【後発品】

ヘパリン類似物質
3.0mg/g
25g/本

182.50

薬　効　分　類 医　薬　品　名 原　料　薬　品 規　　格 単位薬価（円） 備　　　　　考

消毒 イソジン30倍希釈液 500mL/本
ポビドンヨード外用液10％「明治」
滅菌精製水（JP）

‐ ‐

【③採用停止医薬品（院内・院外双方）】　センター内在庫がなくなり次第（塗りつぶしは採用停止済）

【④院外処方専用医薬品に採用カテゴリー変更（＝院内処方不可）】　センター内在庫がなくなり次第（塗りつぶしは変更済）

【⑤院内特殊製剤採用停止（＝調製終了）】
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