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【特集：第 131 回薬事委員会速報】
2020 年 11 月 24 日に，第 131 回薬事委員会が開催され，後発

医薬品等への切り替え（院内），採用停止等医薬品が承認されたた

め，「第 131 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．

なお，「後発品等に変更となる医薬品情報（写真付）」を併せて

添付したので御確認頂きたい．

引き続き御協力頂きたく，宜しくお願い申し上げます．

2020-12-05
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1 / 2 ページ 第131回薬事委員会速報（2020年11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

糖質輸液用製剤
ブドウ糖注50％シリンジ「テルモ」 20mL/シリンジ
【後発品】　※切り替え済

精製ブドウ糖（JP） 10g/20mL/シリンジ 114.00
【採用停止済】
・大塚糖液50％ 20mL/アンプル：99.00円
・大塚糖液20％ 20mL/アンプル：67.00円

ベンゾジアゼピン・レセプター拮抗薬 フルマゼニル静注液0.2mg「ケミファ」 フルマゼニル 0.2mg/2mL/アンプル 550.00
【製造・販売中止】
・フルマゼニル静注液0.2mg「マイラン」：550.00円
※センター内在庫は歯科麻酔科外来に集積予定

リンコマイシン系抗菌薬 クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 クリンダマイシンリン酸エステル（JP） 600mg/4mL/アンプル 202.00
【採用停止】
・クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」：
582.00円

新規採用等医薬品情報 ～第131回薬事委員会（2020年11月24日開催） ～

【①切り替え医薬品】　センター内在庫がなくなり次第
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2 / 2 ページ 第131回薬事委員会速報（2020年11月24日 開催）

新規採用等医薬品情報 ～第131回薬事委員会（2020年11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

抗癌化学療法薬
エスワンタイホウ配合OD錠T20
【オーソライズド・ジェネリック】

テガフール
ギメラシル
オテラシルカリウム

20mg/錠
5.8mg/錠

19.6mg/錠
222.70 【注】院外処方専用医薬品

抗癌化学療法薬
エスワンタイホウ配合OD錠T25
【オーソライズド・ジェネリック】

テガフール
ギメラシル
オテラシルカリウム

25mg/錠
7.25mg/錠
24.5mg/錠

316.00 【注】院外処方専用医薬品

オピオイド オプソ内服液5mg モルヒネ塩酸塩水和物 5mg/2.5mL/包 115.60 ※センター内在庫なし
オピオイド オプソ内服液10mg モルヒネ塩酸塩水和物 10mg/5mL/包 213.70 ※センター内薬局在庫 40包（使用期限 2022年01月31日）
オピオイド MSツワイスロンカプセル10mg モルヒネ硫酸塩水和物 10mg/カプセル 245.60 ※センター内在庫なし
オピオイド モルペス細粒2％ 0.5g/包 モルヒネ硫酸塩水和物 10mg/0.5g/包 200.90 ※センター内薬局在庫 8包（使用期限 2022年10月31日）
オピオイド オキシコドン錠2.5mg「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 2.5mg（無水物として）/錠 53.40 ※センター内薬局在庫 20錠（使用期限 2022年10月31日）
オピオイド オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 5mg（無水物として）/錠 97.00 ※センター内薬局在庫 20錠（使用期限 2021年07月31日）
オピオイド アンペック坐剤10mg モルヒネ塩酸塩水和物 10mg/個 320.10 ※センター内薬局在庫 50個（使用期限 2021年06月30日）
オピオイド フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 フェンタニルクエン酸塩 1mg/枚 260.00 ※センター内薬局在庫 22枚（使用期限 2022年03月31日）
オピオイド フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 フェンタニルクエン酸塩 4mg/枚 907.10 ※センター内薬局在庫 23枚（使用期限 2022年03月31日）

制吐薬（オピオイド投与時） ノバミン錠5mg プロクロルペラジンマレイン酸塩 5mg（フリー）/錠 9.80 ※センター内薬局在庫 45錠（使用期限 2024年03月31日）

胃内有泡性粘液除去薬 バリトゲン消泡内用液2％ 300mL/本 ジメチコン
20mg/mL
300mL/本

930.00 ※センター内在庫 1本（使用期限 2023年08月31日）

口腔用剤 複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」 500mL/本 略 500mg/本 685.00 ※センター内在庫なし
歯科用テトラサイクリン系抗菌薬含有製剤 オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg オキシテトラサイクリン塩酸塩（OTC）（JP） 5mg/個 17.20 ※センター内在庫なし

軟組織接合用接着剤 アロンアルフアA「三共」 0.5g 略 0.5g/管 163.40 ※センター内在庫なし
内視鏡専用高水準消毒薬 アセサイド6％消毒液（OER‐4用） 過酢酸 1セット 21,667.00 ※センター内在庫なし

軟膏基剤 流動パラフィン「ケンエー」 500mL 流動パラフィン（JP） 500mL/本 445.00 ※センター内在庫なし
ホルマリン製剤 15％中性緩衝ホルマリン液（病理組織用） 500mL/本 ホルムアルデヒド 500mL/本 1,150.00 ※センター内在庫なし

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

緩下薬 ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「JG」 10mL ピコスルファートナトリウム水和物
7.5mg/mL
10mL/本

88.00 ※センター内在庫なし

粘液修復薬 カルボシステイン錠500mg「JG」 L‐カルボシステイン（JP） 500mg/錠 6.90 ※センター内在庫なし
PPI ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 ランソプラゾール（JP） 15mg/錠 23.00 ※センター内在庫なし

マクロライド系抗菌薬 クラリスロマイシン錠50mg小児用「サワイ」 クラリスロマイシン（JP）（CAM） 50mg/錠 17.40 ※センター内薬局在庫 188錠（使用期限 2022年04月30日）

【②採用停止医薬品】　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）

【③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）
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1 / 1 ページ 2020年11月24日開催薬事委員会 承認
2020年12月05日 作成

区分 薬効 成　　　分　　　名 医薬品名（変更前） 製剤写真（変更前） 医薬品名（変更後） 製剤写真（変更後）
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精製ブドウ糖（JP）
大塚糖液50％ 20mL/アンプル

【切り替え済】 →
ブドウ糖注50％シリンジ「テルモ」
20mL/シリンジ
後発品

【注】プレフィルドシリンジ製剤
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抗
薬

フルマゼニル

フルマゼニル静注液0.2mg「マイラン」
後発品

【注】製造・販売中止

【切り替え日未定】
→ フルマゼニル静注液0.2mg「ケミファ」

後発品

院
内

リ
ン
コ
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イ
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ン
系
抗
菌
薬

クリンダマイシンリン酸エステ
ル（JP）（CLDM）

クリンダマイシンリン酸エステル注射液
600mg「NP」

【切り替え日未定】 →
クリンダマイシンリン酸エステル注射液
600mg「サワイ」

【注】現行よりも薬価が安い

後発品等に変更となる医薬品情報
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