
2021年1月18日

　　　関係各位
薬事委員会委員長

1. 新規採用薬品（54品目）

コード 薬品名 規格単位 薬価 メーカー名 薬効分類 採用区分

04207 ｺﾝｻｰﾀ錠18mg 18mg1錠 344.10 ﾔﾝｾﾝ 中枢神経刺激剤 小児科・院外限定

04214 ｺﾝｻｰﾀ錠27mg 27mg1錠 381.20 ﾔﾝｾﾝ 中枢神経刺激剤 小児科・院外限定

08317 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg 50mg1錠 61.40 第一三共 頻脈性不整脈・狭心症治療剤 院外限定

21805 ﾌｫｼｰｶﾞ錠10mg 10mg1錠 290.50 小野 選択的SGLT2阻害剤 院外限定

19727 ｱｽﾊﾟﾗｶﾘｳﾑ錠300mg 300mg1錠 5.90 ﾆﾌﾟﾛES Kアスパルテート製剤 院外限定

10038 ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩錠30mg「ｻﾜｲ」 30mg1錠 5.70 沢井 Ca拮抗剤 院外限定・患者限定

9107 ﾐﾆﾌﾟﾚｽ錠0.5mg 0.5mg1錠 6.40 ﾌｧｲｻﾞｰ 高血圧・排尿障害治療剤 院外限定・患者限定

20069 ｴﾝｼｭｱH 10mL 0.94 ｱﾎﾞｯﾄ 経腸栄養剤 院外限定・患者限定

11277 ｺﾗﾗﾝ錠2.5mg 2.5mg1錠 82.90 小野 HCNチャネル遮断薬 院外限定

11340 ｴﾝﾚｽﾄ錠100mg 100mg1錠 115.20 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬（ARNI） 本採用

未設定 ﾗｸﾂﾛｰｽｼﾛｯﾌﾟ65%「ﾀｶﾀ」 65%1ml 4.90 高田 高アンモニア血症・腸管機能改善剤 本採用：ﾋﾟｱｰﾚｼﾛｯﾌﾟから名称変更

未設定 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸Ca経口ｾﾞﾘｰ20%分包25g「三和」 20%25g1個 75.10 ｱｽﾃﾗｽ 高カリウム血症改善剤 本採用：ｱｰｶﾞﾒｲﾄｾﾞﾘｰから名称変更

未設定 ﾓﾋﾞｺｰﾙ配合内用剤LD 6.8523g1包 83.60 - 慢性便秘症治療薬 本採用：ﾓﾋﾞｺｰﾙ配合剤から名称変更

未設定 ｼﾞﾒﾁｺﾝ内用液2%｢ﾎﾘｲ｣ 2％1mL 3.10 堀井 胃内有泡性粘液除去剤 本採用：ﾊﾞﾛｽ消泡内用液から名称変更

未設定 ﾏｸﾞｺﾛｰﾙ散68%分包50g 1g 7.70 堀井 大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤 本採用：ﾏｸﾞｺﾛｰﾙPから名称変更

未設定 ｸﾛﾓﾌﾞﾘｸ酸Na細粒小児用10%「ＴＣＫ」 10%1g 25.30 - 食物アレルギー治療剤 院外限定：ｲﾝﾀｰﾙ細粒から切替

未設定 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ錠500mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ 500mg1錠 5.70 ﾏｲﾗﾝ 制酸剤 本採用：重曹錠から名称変更

22059 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞＯＤ錠1mg「日医工」 1mg1錠 10.10 日医工 スルホニルウレア系経口血糖降下剤 本採用：ﾒｰｶｰ変更のため

22774 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50「日医工」 50mg1錠 33.40 日医工 アルドース還元酵素阻害剤 本採用：ﾒｰｶｰ変更のため

23927 ｲﾌﾞﾗﾝｽ錠25mg 25mg1錠 5,679.70 ﾌｧｲｻﾞｰ 抗悪性腫瘍剤（CDK 4/6阻害剤） 院外限定：剤形変更のため

23934 ｲﾌﾞﾗﾝｽ錠125mg 125mg1錠 22,978.10 ﾌｧｲｻﾞｰ 抗悪性腫瘍剤（CDK 4/7阻害剤） 院外限定：剤形変更のため

26354 ﾊﾘｿﾞﾝｼﾛｯｯﾌﾟ 100mg1mL 54.60 富士製薬 ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤 供給再開のため

27472 ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ顆粒50%｢ﾄｰﾜ｣ 50％1g 194.20 東和 抗ウイルス化学療法剤 本採用：ﾒｰｶｰ変更のため

未設定 ﾊﾟｰｻﾋﾞﾌﾞ静注透析用2.5mgｼﾘﾝｼﾞ 2.5mg2mL1筒 895.00 小野 カルシウム受容体作動薬 本採用：ﾊﾞｲｱﾙ製剤からの切替

未設定 ﾊﾟｰｻﾋﾞﾌﾞ静注透析用5mgｼﾘﾝｼﾞ 5mg2mL1筒 1,287.00 小野 カルシウム受容体作動薬 本採用：ﾊﾞｲｱﾙ製剤からの切替

未設定 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ点滴静注用120mg 120mg12mL1瓶 209,570.00 小野 抗悪性腫瘍剤ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体 臨時採用

未設定 ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液40mg｢SUN｣ 40mg2mL1瓶 1,955.00 抗悪性腫瘍剤 本採用：ﾒｰｶｰ変更のため

未設定 ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液100mg｢SUN｣ 100mg5mL1瓶 4,356.00 抗悪性腫瘍剤 本採用：ﾒｰｶｰ変更のため

未設定 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ注200mg｢KCC｣ 200mg1管 57.00 共和ｸﾘﾃｨｹｱ パンテチン製剤 本採用：ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ注から名称変更

未設定 ﾓﾙﾋﾈ塩酸塩注100mgｼﾘﾝｼﾞ｢ﾃﾙﾓ｣ 1%10mL1筒 2,620.00 ﾃﾙﾓ モルヒネ塩酸塩水和物 本採用：ﾌﾟﾚﾍﾟﾉﾝ注から名称変更

51855 ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静注用0.5g｢MeijiSeika｣ 500mg1瓶 1,001.20 明治 グリコペプチド系抗生物質製剤 本採用：ﾒｰｶｰ変更のため

未設定 ｺｰﾄﾛｼﾝ注射用0.25mg 0.25mg1瓶 1,363.00 第一三共 合成ACTH製剤 臨時採用：アンプルからの切替

未設定 ｲｵﾍｷｿｰﾙ300注ｼﾘﾝｼﾞ100ml｢F｣ 64.71％100ｍL1筒 4,156.00 富士製薬 非イオン性造影剤 本採用：ｲｵﾊﾟｰｸから名称変更

未設定 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ370注20ml｢F｣ 75.52％20ｍL1瓶 949.00 富士製薬 非イオン性尿路・血管造影剤 本採用：ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝから名称変更

未設定 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ300注50ml｢F｣ 61.24％50ｍL1瓶 1,819.00 富士製薬 非イオン性尿路・血管造影剤 本採用：ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝから名称変更

未設定 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ370注50ml｢F｣ 75.52％50ｍL1瓶 1,865.00 富士製薬 非イオン性尿路・血管造影剤 本採用：ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝから名称変更

未設定 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ370注100ml｢F｣ 75.52％100ｍL1瓶 3,402.00 富士製薬 非イオン性尿路・血管造影剤 本採用：ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝから名称変更

未設定 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ370注ｼﾘﾝｼﾞ100ml｢F｣ 75.52％100ｍL1瓶 4,107.00 富士製薬 非イオン性尿路・血管造影剤 本採用：ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝから名称変更

未設定 ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ150注200ml｢F｣ 30.62％200ｍL1瓶 3,932.00 富士製薬 非イオン性尿路・血管造影剤 本採用：ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝから名称変更

未設定 ｲｵﾍｷｿｰﾙ300注20ml｢F｣ 64.71％20ｍL1瓶 1,074.00 富士製薬 非イオン性造影剤 本採用：ｲｵﾊﾟｰｸから名称変更

未設定 ｲｵﾍｷｿｰﾙ300注50ml｢F｣ 64.71％50ｍL1瓶 2,716.00 富士製薬 非イオン性造影剤 本採用：ｲｵﾊﾟｰｸから名称変更

未設定 ｲｵﾍｷｿｰﾙ300注100ml｢F｣ 64.71％100ｍL1瓶 4,089.00 富士製薬 非イオン性造影剤 本採用：ｲｵﾊﾟｰｸから名称変更

未設定 ｲｵﾍｷｿｰﾙ350注20ml｢F｣ 75.49％20ｍL1瓶 1,325.00 富士製薬 非イオン性造影剤 本採用：ｲｵﾊﾟｰｸから名称変更

未設定 ｲｵﾍｷｿｰﾙ300注ｼﾘﾝｼﾞ125ml｢F｣ 64.71％125ｍL1筒 4,685.00 富士製薬 非イオン性造影剤 本採用：ｲｵﾊﾟｰｸから名称変更

63945 ﾋﾞﾚｰｽﾞﾄﾘｴｱﾛｽﾌｨｱ56吸入 56吸入1ｷｯﾄ 4,150.30 ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ COPD治療配合剤 本採用

未設定 ﾋﾟﾚﾉｷｼﾝ懸濁性点眼液0.005％｢参天｣ 0.005％5mL1瓶 64.90 参天 老人性白内障治療点眼剤 本採用：ｶﾘｰﾕﾆから名称変更

未設定 ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na点眼液0.1％｢ｾﾝｼﾞｭ｣ 0.1％5mL1瓶 229.50 千寿 角結膜上皮障害治療用点眼剤 本採用：ﾃｨｱﾊﾞﾗﾝｽから名称変更

未設定 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ点眼液0.1％｢参天｣ 0.1％1mL1 24.40 参天 非ステロイド性抗炎症点眼剤 本採用：ﾌﾟﾛﾗﾉﾝから名称変更

未設定 ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na0.85眼粘弾剤1％｢生化学｣ 1％0.85mL1筒 5,419.00 生化学 眼科手術補助剤 本採用：ｵﾍﾟｶﾞﾝﾊｲから名称変更

未設定 ﾅｼﾞﾌﾛｷｻｼﾝﾛｰｼｮﾝ｢SUN｣ 1％1mL 26.90 サンファーマ ニューキノロン系外用抗菌剤 院外限定：ﾅｼﾞﾌﾛﾛｰｼｮﾝから名称変更

未設定 ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質ﾛｰｼｮﾝ0.3％｢日医工｣ 1g 7.30 日医工 血行促進・皮膚保湿剤 本採用：ﾋﾞｰｿﾌﾃﾝﾛｰｼｮﾝから名称変更

未設定 尿素ｸﾘｰﾑ10％｢ﾌｼﾞﾅｶﾞ｣ 10％1g 4.50 藤永 角化症治療剤 本採用：ﾍﾞｷﾞﾝｸﾘｰﾑから名称変更

60376 ｷｼﾛｶｲﾝｾﾞﾘｰ2％ 2％1mL 7.20 アスペン 粘滑・表面麻酔剤 本採用：ﾒｰｶｰ変更のため

未設定 ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸﾛｰｼｮﾝ3%｢三笠｣ 3％1mL 3.40 三笠 経皮吸収型鎮痛消炎剤 本採用：ｽﾐﾙﾛｰｼｮﾝから名称変更

令和2年度第5回　薬　事　委　員　会　結　果　報　告

≪内服≫

≪外用≫

≪注射≫

2021年１月14日（木）開催の令和2年度第5回薬事委員会において、下記のとおり承認されましたので、お知らせいたします。



2．新規仮採用薬品（2品目）

コード 薬品名 規格・単位 薬価 会社名 薬効分類 備考

未設定 ﾌｪｲﾝｼﾞｪｸﾄ静注500mg 500mg10mL1瓶 6,078.00 ｾﾞﾘｱ 鉄欠乏性貧血治療剤

41111 ﾙﾑｼﾞｪﾌﾞ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ 300単位1ｷｯﾄ 1,400.00 ﾘﾘｰ 抗糖尿病剤

3．臨時購入回議書により使用した薬品(2品目）

コード 薬品名 規格・単位 薬価 会社名 薬効分類 採用区分

89642 ｸﾞﾗﾌﾄﾝDBM 1cm×20cm 455,840.00 ﾒﾄﾞﾛﾆｯｸｿﾌｧﾓｱﾀﾞﾈｯｸ - 臨時採用

55896 PPSB-HT静注用500単位「ﾆﾁﾔｸ」 500国際単位1瓶 32,411.00 日本製薬 血漿分画製剤（血液凝固因子製剤） 臨時採用

4．削除薬品について（43品目）

コード 薬品名 規格・単位 薬価 会社名 薬効分類 備　考（代替薬等）

08324 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠100mg 100mg1錠 115.00 第一三共 頻脈性不整脈・狭心症治療剤 50mg錠へ切替

23035 ﾋﾟｱｰﾚｼﾛｯﾌﾟ65% 65%1ml 4.90 高田 高アンモニア血症・腸管機能改善剤 名称変更

10872 ｱｰｶﾞﾒｲﾄ20%ｾﾞﾘｰ25g 20%25g1個 75.10 ｱｽﾃﾗｽ 高カリウム血症改善剤 名称変更

14231 ﾓﾋﾞｺｰﾙ配合内用剤 6.8523g1包 83.60 - 慢性便秘症治療薬 名称変更

14650 ﾊﾞﾛｽ消泡内用液２％ 2％1mL 3.10 堀井 胃内有泡性粘液除去剤 名称変更

28455 ﾏｸﾞｺﾛｰﾙＰ（50g分包品） 1g 7.70 堀井 大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤 名称変更

11544 ｲﾝﾀｰﾙ細粒10% 10%1g 58.20 ｻﾉﾌｨ 食物アレルギー治療剤 後発切替

14027 重曹錠500mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ 500mg1錠 5.70 ﾏｲﾗﾝ 制酸剤 名称変更

22062 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞＯＤ錠1mg「EMEC」 1mg1錠 10.10 日医工 スルホニルウレア系経口血糖降下剤 ﾒｰｶｰ変更

22776 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50「EK」 50mg1錠 33.40 日医工 アルドース還元酵素阻害剤 ﾒｰｶｰ変更

23926 ｲﾌﾞﾗﾝｽｶﾌﾟｾﾙ25mg 25mg1ｶﾌﾟｾﾙ 5,679.70 ﾌｧｲｻﾞｰ 抗悪性腫瘍剤（CDK 4/6阻害剤） 錠剤へ切替

23933 ｲﾌﾞﾗﾝｽｶﾌﾟｾﾙ125mg 125mg1ｶﾌﾟｾﾙ 22,978.10 ﾌｧｲｻﾞｰ 抗悪性腫瘍剤（CDK 4/7阻害剤） 錠剤へ切替

26349 ﾌｧﾝｷﾞｿﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ 100mg1mL 54.60 BMS ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤 ﾊﾘｿﾞﾝSy供給再開のため

27473 ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ顆粒50%｢明治｣ 50％1g 194.20 Meiji Seika 抗ウイルス化学療法剤 ﾒｰｶｰ変更

54813 ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液40mg｢ﾀｲﾎｳ｣ 40mg2ml1瓶 1,955.00 大鵬 抗悪性腫瘍剤 ｢SUN｣へ切替

54820 ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液100mg｢ﾀｲﾎｳ｣ 100mg5ml1瓶 4,356.00 大鵬 抗悪性腫瘍剤 ｢SUN｣へ切替

43153 ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ注10％｢小林｣ 200mg1管 57.00 共和ｸﾘﾃｨｹｱ パンテチン製剤 名称変更

57681 ﾌﾟﾚﾍﾟﾉﾝ注100mgｼﾘﾝｼﾞ 1%10mL1筒 2,620.00 ﾃﾙﾓ モルヒネ塩酸塩水和物 名称変更

51855 ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」 500mg1瓶 1,001.20 - グリコペプチド系抗生物質製剤 ﾒｰｶｰ変更

50981 ﾊﾟｰｻﾋﾞﾌﾞ静注透析用2.5mg 2.5mg2mL1瓶 829.00 小野 カルシウム受容体作動薬 シリンジへ切替

50988 ﾊﾟｰｻﾋﾞﾌﾞ静注透析用5mg 5mg2mL1瓶 1,222.00 小野 カルシウム受容体作動薬 シリンジへ切替

38116 ｺｰﾄﾛｼﾝ注射用0.25mg 0.25mg1管 1,363.00 第一三共 合成ACTH製剤 バイアルへ切替

56636 ｲｵﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ100ml 64.71％100ｍL1筒 4,156.00 富士製薬 非イオン性造影剤 名称変更

56713 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注20ml 75.52％20ｍL1瓶 949.00 富士製薬 非イオン性尿路・血管造影剤 名称変更

56720 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注50ml 61.24％50ｍL1瓶 1,819.00 富士製薬 非イオン性尿路・血管造影剤 名称変更

56734 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注50ml 75.52％50ｍL1瓶 1,865.00 富士製薬 非イオン性尿路・血管造影剤 名称変更

56741 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注100ml 75.52％100ｍL1瓶 3,402.00 富士製薬 非イオン性尿路・血管造影剤 名称変更

56755 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注ｼﾘﾝｼﾞ100ml 75.52％100ｍL1瓶 4,107.00 富士製薬 非イオン性尿路・血管造影剤 名称変更

56762 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ150注200ml 30.62％200ｍL1瓶 3,932.00 富士製薬 非イオン性尿路・血管造影剤 名称変更

56867 ｲｵﾊﾟｰｸ300注20ml 64.71％20ｍL1瓶 1,074.00 富士製薬 非イオン性造影剤 名称変更

56874 ｲｵﾊﾟｰｸ300注50ml 64.71％50ｍL1瓶 2,716.00 富士製薬 非イオン性造影剤 名称変更

56881 ｲｵﾊﾟｰｸ300注100ml 64.71％100ｍL1瓶 4,089.00 富士製薬 非イオン性造影剤 名称変更

56888 ｲｵﾊﾟｰｸ350注20ml 75.49％20ｍL1瓶 1,325.00 富士製薬 非イオン性造影剤 名称変更

57022 ｲｵﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ125ml 64.71％125ｍL1筒 4,685.00 富士製薬 非イオン性造影剤 名称変更

60866 ｶﾘｰﾕﾆ点眼液0.005％ 0.005％5mL1瓶 64.90 参天 老人性白内障治療点眼剤 名称変更

61957 ﾃｨｱﾊﾞﾗﾝｽ点眼液0.1％ 0.1％5mL1瓶 229.50 千寿 角結膜上皮障害治療用点眼剤 名称変更

62021 ﾌﾟﾛﾗﾉﾝ点眼液0.1％ 0.1％1mL1 24.40 参天 非ステロイド性抗炎症点眼剤 名称変更

62063 ｵﾍﾟｶﾞﾝﾊｲ0.85眼粘弾剤1％ 1％0.85mL1筒 5,419.00 生化学 眼科手術補助剤 名称変更

65469 ﾅｼﾞﾌﾛﾛｰｼｮﾝ 1％1mL 26.90 サンファーマ ニューキノロン系外用抗菌剤 名称変更（院外限定）

68193 ﾋﾞｰｿﾌﾃﾝﾛｰｼｮﾝ0.3％ 1g 7.30 日医工 血行促進・皮膚保湿剤 名称変更

68865 ﾍﾞｷﾞﾝｸﾘｰﾑ 10％1g 4.50 藤永 角化症治療剤 名称変更

60380 ｱﾈﾄｶｲﾝｾﾞﾘｰ 2％1mL 7.20 小林化工 粘滑・表面麻酔剤 ﾒｰｶｰ変更のため

66933 ｽﾐﾙﾛｰｼｮﾝ3% 3％1mL 3.40 三笠 経皮吸収型鎮痛消炎剤 名称変更

5．採用検査試薬（3品目）

コード 薬　品　名 販 売 会 社 規 格・単 位 定価 検査項目 備考

77343 Xpert C.difficile「ｾﾌｨｴﾄﾞ｣ ﾍﾞｯｸﾏﾝｺｰﾙﾀｰ 10テスト 50,000 D023 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出

75733 OC-ﾍﾓｷｬｯﾁS`栄研' 栄研化学 10×10K 15,000 D023 糞便中ヘモグロビン定性

70443 OC-ﾍﾓｷｬｯﾁH採便容器 栄研化学 100K 15,000 D024 糞便中ヘモグロビン定性

≪外用≫

≪注射≫

≪内服≫

≪その他≫

≪注射≫



6．削除検査試薬（6品目）

コード 薬　品　名 会社名 規格・単位 定価 検査項目 備　考

70465A Hbｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀ｢栄研｣ 3ML*1

70467A Hbｺﾝﾄﾛｰﾙ｢栄研｣L　5mL*2

70469A Hbｺﾝﾄﾛｰﾙ｢栄研｣H　5mL*2

70491A AA-OC乳液3 15mL*5

70493A AA-OC希釈液3 500mL

70455A 便潜血測定試薬 100入

薬事委員会の結果について、ご質問のある方は薬剤科（内線：1232）までご連絡ください。


