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　　　関係各位

薬事委員会委員長

１. 新規採用薬品（41品目）

コード 薬品名 規格単位 メーカー名 薬効分類 採用区分

≪内服≫

27321 ﾋﾞｸﾀﾙﾋﾞ配合錠 1錠 ギリアド 抗ウイルス化学療法剤 院外限定・患者限定（2名）

14309 ｾﾝﾉｼﾄﾞ顆粒8%｢日医工｣ 8%1g 日医工 植物性緩下剤 院外限定・患者限定（1名）

24108 ﾆｭﾍﾞｸｵ錠300mg 300mg1錠 バイエル 前立腺癌治療剤 院外限定

07953 ｴﾎﾁｰﾙ錠5mg 5mg1錠 サノフィ 昇圧剤 院外限定・患者限定（1名）

11165 ﾒｼﾞｺﾝ錠15mg 15mg1錠 塩野義 鎮咳剤 本採用（ﾒｼﾞｺﾝ散から切替）

04863 ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝＯＤ錠25mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ 25mg1錠 サンド 本採用（ﾘﾘｶから切替）

04911 ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝＯＤ錠75mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ 75mg1錠 サンド 本採用（ﾘﾘｶから切替）

04918 ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝＯＤ錠150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ 150mg1錠 サンド 本採用（ﾘﾘｶから切替）

17484 ﾊﾞｾﾞﾄﾞｷｼﾌｪﾝ錠20mg「ｻﾜｲ」 20mg1錠 サワイ 骨粗鬆症治療剤 本採用（ﾋﾞﾋﾞｱﾝﾄから切替）

17456 ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.75μg「ｻﾜｲ」 0.75μg1ｶﾌﾟｾﾙ サワイ 骨粗鬆症治療剤（活性型ビタミンD3製剤） 院外限定（ｴﾃﾞｨﾛｰﾙから切替）

21362 ﾃﾞﾌｪﾗｼﾛｸｽ顆粒分包90mg「ｻﾝﾄﾞ」 90mg1包 サンド 院外限定（ｼﾞｬﾄﾞﾆｭから切替）

21369 ﾃﾞﾌｪﾗｼﾛｸｽ顆粒分包360mg「ｻﾝﾄﾞ」 360mg1包 サンド 院外限定（ｼﾞｬﾄﾞﾆｭから切替）

18846 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ15mg｢CH｣ 15mg1錠 長生堂 骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤 本採用（ｸﾞﾗｹｰから切替）

28580 ｵｷｼｺﾄﾞﾝ錠2.5mgNX｢第一三共｣ 2.5mg1錠 第一三共 本採用

28587 ｵｷｼｺﾄﾞﾝ錠5mgNX｢第一三共｣ 5mg1錠 第一三共 本採用

28594 ｵｷｼｺﾄﾞﾝ錠10mgNX｢第一三共｣ 10mg1錠 第一三共 本採用

16851 ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ錠2.5mg「ﾀｶﾀ」 2.5mg1錠 高田 持続性ドパミン作動薬 院外限定（ﾊﾟｰﾛﾃﾞﾙから切替）

23259 ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ錠20ｍｇ「ＮＫ」 20mg1錠 日本化薬 院外限定（ﾃﾓﾀﾞｰﾙから切替）

23266 ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞ錠100ｍｇ「ＮＫ」 100mg1錠 日本化薬 院外限定（ﾃﾓﾀﾞｰﾙから切替）

07264 ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄOD錠10mg｢ﾀｶﾀ｣ 10mg1錠 高田
ロイコトリエン受容体拮抗剤,気管支喘息・

アレルギー性鼻炎治療剤 本採用（OD錠採用）

04892 ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩ＯＤ錠10mg「ﾄｰﾜ」 10mg1錠 東和 アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤 院外限定（ｱﾘｾﾌﾟﾄから切替）

23879 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞOD錠80mg｢DSEP｣ 80mg1錠 第一三共エスファ 前立腺癌治療剤 本採用（ﾒｰｶｰ変更）

09614 ﾃﾗﾑﾛ配合錠ＢＰ「DSEP」 1錠 第一三共エスファ 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤 本採用（ﾒｰｶｰ変更）

05234 ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩錠50mg「ﾃﾊﾞ」 50mg1錠 武田テバ 筋緊張改善剤 本採用（ﾒｰｶｰ変更）

20407 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄNa錠20μg「ﾃﾊﾞ」 20μg1錠 武田テバ 経口プロスタサイクリン（PGI2）誘導体製剤 本採用（ﾒｰｶｰ変更）

10689 ﾍﾟﾘｼｯﾄ錠250mg 250mg1錠 三和化学 脂質代謝・末梢循環改善剤 院外限定採用

21091 ﾊｲﾁｵｰﾙ錠80 80mg1錠 久光 L-システイン製剤 院外限定採用

29385 ﾂﾑﾗ甘麦大棗湯ｴｷｽ顆粒 1ｇ ツムラ 漢方製剤 小児科院外限定採用

≪注射≫

57281 ｲﾛｸﾃｲﾄ静注用3000（溶解液付） 3000国際単位1瓶 サノフィ 遺伝子組換え血液凝固第VIII因子Fc領域融合タンパク質製剤 院外限定・患者限定

35119 ﾃﾞｭﾋﾟｸｾﾝﾄ皮下注300mgﾍﾟﾝ 300mg2ml1ｷｯﾄ サノフィ ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体 本採用（ｼﾘﾝｼﾞ製剤から切替）

38969 ﾇｰｶﾗ皮下注100mgﾍﾟﾝ 100mg1ml1ｷｯﾄ GSK ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体 本採用（ﾊﾞｲｱﾙ製剤から切替）

49966 ｼﾝﾎﾟﾆｰ皮下注50mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ 50mg0.5ml1ｷｯﾄ ﾔﾝｾﾝ ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤 消化器内科限定臨時採用（規格追加）

52689 ｴﾝﾊｰﾂ点滴静注用100mg 100mg1瓶 第一三共 抗悪性腫瘍剤－抗HER2抗体トポイソメラーゼI阻害剤複合体 臨時採用

31920 ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ持続性水懸筋注用400mgｼﾘﾝｼﾞ 400mg1ｷｯﾄ 大塚 持効性抗精神病剤 臨時採用（使用終了後は削除）

31899 ｾﾞﾌﾟﾘｵﾝ水懸筋注100mgｼﾘﾝｼﾞ 100mg1ｷｯﾄ ヤンセン 持効性抗精神病剤 臨時採用（使用終了後は削除）

≪外用≫

申請中 ﾃﾘﾙｼﾞｰ200ｴﾘﾌﾟﾀ30吸入用 30吸入1ｷｯﾄ GSK 3成分配合喘息治療剤 臨時採用（規格追加）

60858 ｱｲﾗﾐﾄﾞ配合懸濁性点眼液 1ml 千寿 炭酸脱水酵素阻害薬配合剤,緑内障・高眼圧症治療剤 院外限定

65805 ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝﾃｰﾌﾟ4.5mg「ＹP」 4.5mg1錠 祐徳 本採用（ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁから切替）

65812 ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝﾃｰﾌﾟ9mg「ＹP」 9mg1錠 祐徳 本採用（ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁから切替）

65819 ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝﾃｰﾌﾟ13.5mg「ＹP」 13.5mg1錠 祐徳 院外限定（ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁから切替）

65826 ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝﾃｰﾌﾟ18mg「ＹP」 18mg1錠 祐徳 院外限定（ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁから切替）

2．新規仮採用薬品（3品目）

コード 薬品名 規格・単位 会社名 薬効分類 備考

申請中 ｴﾅｼﾞｱ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ（中用量） 1ｶﾌﾟｾﾙ ノバルティス 仮採用

申請中 ｴﾅｼﾞｱ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ（高用量） 1ｶﾌﾟｾﾙ ノバルティス 仮採用

≪注射≫

35371 ﾍﾞｵﾋﾞｭ硝子体内注射用ｷｯﾄ120mg/mL 6mg0.05ml1筒 ノバルティス 眼科用VEGF阻害剤 仮採用

3．臨時購入回議書により使用した薬品(3品目）

コード 薬品名 規格・単位 会社名 薬効分類 採用区分

≪内服≫

24080 ｶﾎﾞﾒﾃｨｸｽ錠20mg 20mg1錠 武田 臨時採用

24087 ｶﾎﾞﾒﾃｨｸｽ錠60mg 60mg1錠 武田 臨時採用

　　令和3年3月11日（木）開催の令和2年度第6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、お知らせ致します。

令和2年度第６回　薬　事　委　員　会　結　果　報　告

≪外用≫

アルツハイマー型認知症治療剤 

癌疼痛治療剤 

疼痛治療剤（神経障害性疼痛・線維筋痛症） 

鉄キレート剤 

抗悪性腫瘍剤

3成分配合喘息治療剤

抗悪性腫瘍剤,キナーゼ阻害剤



31857 ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ　ｺﾝｽﾀ筋注用37.5mg 37.5mg1ｷｯﾄ ヤンセン 持効性抗精神病剤 臨時採用（使用終了後は削除）

4．採用区分の変更について（7品目）

コード 薬品名 規格・単位 会社名 薬効分類 採用区分（変更後）

≪内服≫

14027 重曹錠500mg｢ﾏｲﾗﾝ｣ 500mg1錠 ﾌｧｲｻﾞｰ 制酸剤 本採用→臨時採用

05488 ｷｯｸﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg 250mg1ｶﾌﾟｾﾙ ｱｽﾃﾗｽ 高リン血症治療剤（リン酸結合性ポリマー） 本採用→臨時採用

07286 ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾁｭｱﾌﾞﾙ錠5mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ 5mg1錠 ｻﾝﾄﾞ ロイコトリエン受容体拮抗剤,気管支喘息治療剤 院外限定→臨時採用

28070 ｵﾌｪﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg 100mg1ｶﾌﾟｾﾙ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 院外限定→臨時採用

28056 ｵﾌｪﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ150mg 150mg1ｶﾌﾟｾﾙ 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 院外限定→臨時採用

08226 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ徐放錠150mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣ 150mg1錠 ﾌｧｲｻﾞｰ 徐放性不整脈治療剤 本採用→臨時採用

≪外用≫

63112 ﾃﾘﾙｼﾞｰ100ｴﾘﾌﾟﾀ30吸入用 30吸入1ｷｯﾄ GSK 3成分配合喘息・COPD治療剤 院外限定→臨時採用

5．削除薬品について（27品目）

コード 薬品名 規格・単位 会社名 薬効分類 備　考（代替薬等）

≪内服≫

11159 ﾒｼﾞｺﾝ散10% 10％1g 塩野義 鎮咳剤 ﾒｼﾞｺﾝ錠へ切替

04858 ﾘﾘｶＯＤ錠25mg 25mg1錠 ファイザー

04907 ﾘﾘｶＯＤ錠75mg 75mg1錠 ファイザー

04914 ﾘﾘｶＯＤ錠150mg 150mg1錠 ファイザー

17451 ｴﾃﾞｨﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.75μｇ（院外） 0.75μg1ｶﾌﾟｾﾙ - 骨粗鬆症治療剤（活性型ビタミンD3製剤） ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙへ切替

17479 ﾋﾞﾋﾞｱﾝﾄ錠20ｍｇ 20mg1錠 ファイザー 骨粗鬆症治療剤 ﾊﾞｾﾞﾄﾞｷｼﾌｪﾝへ切替

21357 ｼﾞｬﾄﾞﾆｭ顆粒分包90ｍｇ（院外） 90mg1包 ノバルティス

21364 ｼﾞｬﾄﾞﾆｭ顆粒分包360ｍｇ（院外） 360mg1包 ノバルティス

18844 ｸﾞﾗｹｰｶﾌﾟｾﾙ15mg 15mg1錠 エーザイ 骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤 ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝへ切替

28579 ｵｷｼｺﾄﾞﾝ錠2.5mg｢第一三共｣ 2.5mg1錠 第一三共

28586 ｵｷｼｺﾄﾞﾝ錠5mg｢第一三共｣ 5mg1錠 第一三共

28593 ｵｷｼｺﾄﾞﾝ錠10mg｢第一三共｣ 10mg1錠 第一三共

16822 ﾊﾟｰﾛﾃﾞﾙ錠2.5mg（院外） 2.5mg1錠 田辺三菱 持続性ドパミン作動薬 ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝへ切替

23254 ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ20mg（院外） 20mg1錠 ＭＳＤ ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞへ切替

23261 ﾃﾓﾀﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg（院外） 100mg1錠 ＭＳＤ ﾃﾓｿﾞﾛﾐﾄﾞへ切替

07279 ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg｢KM｣ 10mg1錠 杏林
ロイコトリエン受容体拮抗剤,気管支喘息・

アレルギー性鼻炎治療剤 OD錠へ切替

04886 ｱﾘｾﾌﾟﾄD10mg（院外） 10mg1錠 エーザイ アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤 ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙOD錠へ切替

23882 ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞOD錠80mg｢あすか｣ 80mg1錠 あすか 前立腺癌治療剤 DSEPへﾒｰｶｰ変更

09616 ﾃﾗﾑﾛ配合錠ＢＰ「ﾆﾌﾟﾛ」 1錠 ニプロ 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤 DSEPへﾒｰｶｰ変更

05232 ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩錠50mg「日医工」 50mg1錠 日医工 筋緊張改善剤 武田ﾃﾊﾞへﾒｰｶｰ変更

20411 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ錠20μg「日医工」 20μg1錠 日医工 経口プロスタサイクリン（PGI2）誘導体製剤 武田ﾃﾊﾞへﾒｰｶｰ変更

≪注射≫

38990 ﾇｰｶﾗ皮下注100mg 100mg1瓶 GSK ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体 ﾍﾟﾝ製剤へ切替

35112 ﾃﾞｭﾋﾟｸｾﾝﾄ皮下注300mgｼﾘﾝｼﾞ 300mg2ml1筒 サノフィ ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体 ﾍﾟﾝ製剤へ切替

≪外用≫

65800 ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁﾊﾟｯﾁ4.5ｍｇ 4.5mg1枚 小野

65807 ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁﾊﾟｯﾁ9ｍｇ 9mg1枚 小野

65814 ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁﾊﾟｯﾁ13.5ｍｇ（院外） 13.5mg1枚 小野

65821 ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁﾊﾟｯﾁ18ｍｇ（院外） 18mg1枚 小野

6．採用検査試薬（5品目）

コード 薬　品　名 規 格・単 位 販 売 会 社 検査項目 備考

70627 ﾃﾞﾙﾏｸｲｯｸVZV - ﾏﾙﾎ D012-43

75345 Aalto EC α 5ml×1 ｼﾉﾃｽﾄ D023 削除：Aalto EC 5.0ML用（75351A）

76747 ﾏﾙﾁV-SH2 標準液 ﾗﾎﾞｽﾍﾟｸﾄ 1ml×6 ﾆｯﾄｰﾎﾞｰﾒﾃﾞｨｶﾙ IｇG、IgA、IgM 削除：ﾏﾙﾁ V-SH2 1ML*6（76741A）

76883 ﾗﾋﾟｯﾄﾞID32 Aｱﾋﾟ 25K ﾋﾞｵﾒﾘｭｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ Ｄ018　細菌培養同定検査 削除：ｱﾋﾟ20A（嫌気）（76681A）

76597 ﾗﾋﾟｯﾄﾞID32 ｽﾄﾚｯﾌﾟｱﾋﾟ 25K ﾋﾞｵﾒﾘｭｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ Ｄ019　細菌培養同定検査 削除：ｱﾋﾟｽﾄﾚﾂﾌﾟ20ﾌﾟﾚｰﾄ（76685A）

≪注射≫

薬事委員会の結果について、ご意見、ご質問のある方は、薬剤科までご連絡ください。

チロシンキナーゼ阻害剤,抗線維化剤 

疼痛治療剤（神経障害性疼痛・線維筋痛症） 

鉄キレート剤 

癌疼痛治療剤 

抗悪性腫瘍剤

アルツハイマー型認知症治療剤 

ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝＯＤ錠へ切替

ﾃﾞﾌｪﾗｼﾛｸｽへ切替

NX錠へ切替

ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝへ切替


