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１. 新規採用薬品（38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≫

29001 ﾂﾑﾗ（58）清上防風湯ｴｷｽ顆粒 1ｇ ツムラ 漢方製剤 皮膚科・院外限定

29071 ﾂﾑﾗ（12）柴胡加竜骨牡蛎湯ｴｷｽ顆粒 1ｇ ツムラ 漢方製剤 皮膚科・院外限定

29400 ﾂﾑﾗ（22）消風散ｴｷｽ顆粒 1ｇ ツムラ 漢方製剤 皮膚科・院外限定

29281 ﾂﾑﾗ（117）茵ちん五苓散ｴｷｽ顆粒 1ｇ ツムラ 漢方製剤 皮膚科・院外限定

28903 ﾂﾑﾗ（59）治頭瘡一方ｴｷｽ顆粒 1ｇ ツムラ 漢方製剤 皮膚科・院外限定

28994 ﾂﾑﾗ（6）十味敗毒湯ｴｷｽ顆粒 1ｇ ツムラ 漢方製剤 皮膚科・院外限定

29421 ﾂﾑﾗ（71）四物湯ｴｷｽ顆粒 1ｇ ツムラ 漢方製剤 皮膚科・院外限定

06319 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠0.25mg｢ｻﾜｲ｣ 0.25mg1錠 沢井 ドパミン作動薬 患者1症例・院外限定

22393 ﾕﾘｽ錠0.5mg 0.5mg1錠 持田 選択的尿酸再吸収阻害薬－高尿酸血症治療剤－ 院外限定

22400 ﾕﾘｽ錠1mg 1mg1錠 持田 選択的尿酸再吸収阻害薬－高尿酸血症治療剤－ 院外限定

22407 ﾕﾘｽ錠2mg 2mg1錠 持田 選択的尿酸再吸収阻害薬－高尿酸血症治療剤－ 院外限定

22022 ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾄｰﾜ｣ 250mg1ｶﾌﾟｾﾙ 東和 抗プラスミン剤 本採用：ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾﾙから切替

22057 ｱﾏﾘｰﾙ錠1mg 1mg1錠 サノフィ スルホニルウレア系経口血糖降下剤 本採用：供給停止のためｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞから切替

04368 ﾙﾎﾞｯｸｽ錠25 25mg1錠 アッヴィ 選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI） 本採用：供給遅延となるためﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝから切替

09095 ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝOD錠20mg｢DSEP｣ 20mg1錠 第一三共エスファ 高親和性AT1レセプターブロッカー 本採用：供給遅延となるため｢日医工｣から切替

10850 ｾﾛｸﾗｰﾙ錠20mg 20mg1錠 サノフィ - 本採用：供給遅延となるためｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙから切替

11480 ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠15mg 15mg1錠 帝人 気道潤滑去痰剤 本採用：供給遅延となるためｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙから切替

14386 ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ錠2.5mg 2.5mg1錠 帝人 緩下剤 本採用：供給遅延となるためﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄから切替

15114 ｾﾚｷﾉﾝ錠100mg 100mg1錠 田辺三菱 消化管運動調律剤 本採用：供給遅延となるためﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝから切替

15253 ｾﾚｼﾞｽﾄOD錠5mg 5mg1錠 田辺三菱 経口脊髄小脳変性症治療剤 本採用：供給遅延となるためﾀﾙﾁﾚﾘﾝから切替

22775 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg｢武田ﾃﾊﾞ｣ 50mg1錠 武田テバ アルドース還元酵素阻害剤 本採用：供給遅延となるため｢日医工｣から切替

20441 ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠100mg 100mg1錠 クリニジェン 抗血小板剤 本採用：供給遅延となるためﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝから切替

08414 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 100mg1ｶﾌﾟｾﾙ 太陽ファルマ 不整脈治療剤,糖尿病性神経障害治療剤 本採用：供給遅延となるためﾒｷｼﾁﾚﾁﾝから切替

08407 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg 50mg1ｶﾌﾟｾﾙ 太陽ファルマ 不整脈治療剤,糖尿病性神経障害治療剤 臨時採用：供給遅延となるためﾒｷｼﾁﾚﾁﾝから切替

22897 ｵﾙﾐｴﾝﾄ錠4mg 4mg1錠 リリー ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤 臨時採用：使用診療科追加（皮膚科）

≪外用≫

65463 ﾅｼﾞﾌﾛｷｻｼﾝｸﾘｰﾑ1%「ＳＵＮ」 1%1ｇ サンファーマ 新キノロン系外用抗菌剤 臨時採用

69055 ｺﾚｸﾁﾑ軟膏0.5% 0.5%1g 鳥居 外用ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤 院外限定

65499 ﾃﾞｭｱｯｸ配合ｹﾞﾙ 1ｇ サンファーマ 尋常性ざ瘡治療配合剤 院外限定

68801 ﾗﾉｺﾅｿﾞｰﾙ軟膏1%「ｲﾜｷ」 1%1ｇ 岩城 抗真菌剤 院外限定

66884 ｼﾞﾌﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾅｰﾄ軟膏0.05%「ｲﾜｷ」 0.05%1ｇ 岩城 副腎皮質ホルモン外用剤 院外限定

≪注射≫

49973 ｲﾙﾐｱ皮下注100mgｼﾘﾝｼﾞ 100mg1mL1筒 サンファーマ
ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製

剤
臨時採用

40866 ｵｾﾞﾝﾋﾟｯｸ皮下注0.25mgSD 0.25mg0.5ml1ｷｯﾄ ノボ 2型糖尿病治療剤,持続性GLP-1受容体作動薬 院外限定

40873 ｵｾﾞﾝﾋﾟｯｸ皮下注0.5mgSD 0.5mg0.5ml1ｷｯﾄ ノボ 2型糖尿病治療剤,持続性GLP-1受容体作動薬 院外限定

45844 ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙＳ注射液 300ml1袋 陽進堂 脳圧降下・浸透圧利尿剤 本採用：20％ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙから切替

35000 ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注50mgｼﾘﾝｼﾞ 50mg1.0mL1筒 ファイザー
完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター

製剤
院外限定：BS製剤供給停止のため切替

35007 ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注25mgｼﾘﾝｼﾞ 25mg0.5mL1筒 ファイザー
完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター

製剤
院外限定：BS製剤供給停止のため切替

46081 ﾌｪｲﾝｼﾞｪｸﾄ静注500mg 500mg10ml1瓶 ｾﾞﾘｱ 鉄欠乏性貧血治療剤 臨時採用

51852 ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静注用0.5g｢明治｣ 0.5g1瓶 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

２．新規仮採用薬品（5品目）

コード 薬品名 規格・単位 会社名 薬効分類 備考

≪内服≫

17717 ｴﾍﾞﾚﾝｿﾞ錠20mg 20mg1錠 アステラス HIF-PH阻害薬,腎性貧血治療薬 院外限定

17724 ｴﾍﾞﾚﾝｿﾞ錠50mg 50mg1錠 アステラス HIF-PH阻害薬,腎性貧血治療薬 院外限定

17731 ｴﾍﾞﾚﾝｿﾞ錠100mg 100mg1錠 アステラス HIF-PH阻害薬,腎性貧血治療薬 院外限定

17738 ﾊﾞﾌｾｵ錠150mg 150mg1錠 田辺三菱 HIF-PH阻害薬,腎性貧血治療薬 院外限定（8月末まで投与日数制限あり）

17745 ﾊﾞﾌｾｵ錠300mg 300mg1錠 田辺三菱 HIF-PH阻害薬,腎性貧血治療薬 院外限定（8月末まで投与日数制限あり）

令和3年度第2回　薬　事　委　員　会　結　果　報　告
　　令和3年7月8日（木）開催の令和3年度第2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、お知らせします。
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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 メーカー名 薬効分類 備考

≪内服≫

07939 ﾌﾟﾛﾀﾉｰﾙS錠15mg 15mg1錠 興和 心機能・組織循環促進剤 院外限定

≪注射≫

64505 ｼﾞﾑｿ膀胱内注入液50％ 50ml1バイアル 杏林 間質性膀胱炎治療剤 臨時採用

≪その他≫

89607 ｸﾞﾗﾌﾄﾝDBM　Putty 2.5cc ﾒﾄﾞﾛﾆｯｸｿﾌｧﾓｱﾀﾞﾈｯｸ 診療材料 臨時採用

４．採用区分が変更となった薬品(16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・外用・注射≫

08317 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg 50mg1錠 MSD 頻脈性不整脈・ 狭心症治療剤 院外限定→臨時採用

01776 ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ﾀｶﾀ｣ 10mg1錠 高田 非ステロイド性 消炎・鎮痛剤 本採用→臨時採用

08512 ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg「日医工」 50mg1ｶﾌﾟｾﾙ 日医工 不整脈治療剤,糖尿病性神経障害治療剤 本採用→臨時採用

17108 ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ配合錠DB 1錠 日本新薬 前立腺肥大症治療剤 本採用→臨時採用

23168 ｹﾞﾌｨﾁﾆﾌﾞ錠250mg｢DSEP｣ 250mg1錠 第一三共エスファ
抗悪性腫瘍剤,上皮成長因子受容体（EGFR）チ

ロシンキナーゼ阻害剤 本採用→臨時採用

27126 ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末 1g アルフレッサファーマ 結核化学療法剤 本採用→臨時採用

10591 ｱﾄｰｾﾞｯﾄ配合錠LD 1錠 MSD 小腸ｺﾚｽﾃﾛｰﾙﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾀｰ阻害剤/HMG-CoA 還元酵素阻害剤配合剤 本採用→院外限定

12690 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ散10%「ｵｰﾊﾗ」 10%1g 大原 H2受容体拮抗剤 本採用→院外限定

02829 ﾈﾙﾎﾞﾝ散1% 1%1g アルフレッサファーマ ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞｱｾﾞﾋﾟﾝ系 本採用→院外限定

13273 ﾍﾞﾘﾁｰﾑ配合顆粒 1g 共和薬品 健胃消化薬 本採用→院外限定

29050 ﾂﾑﾗ当帰芍薬散 1ｇ ツムラ 漢方製剤 本採用→院外限定

29092 ﾂﾑﾗ防已黄耆湯 1ｇ ツムラ 漢方製剤 本採用→院外限定

14078 ﾏｰﾛｯｸｽ懸濁用配合顆粒 1ｇ サノフィ 消化性潰瘍・胃炎治療剤 臨時採用→院外限定

41062 ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ30ﾐｯｸｽ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ 300単位1ｷｯﾄ ノボ インスリン製剤 本採用→院外限定

55028 ｱｸﾗｼﾉﾝ注射用20mg 20mg1瓶 アステラス 抗腫瘍性抗生物質 本採用→臨時採用

68612 ｹﾄｺﾅｿﾞｰﾙﾛｰｼｮﾝ2%｢JG｣ 2%1g 日本ジェネリック 外用抗真菌薬 本採用→臨時採用

５．削除薬品について（41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≫

20217 ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg 250mg1ｶﾌﾟｾﾙ 第一三共 抗プラスミン剤 後発薬品へ切替

01980 ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠80mg｢日医工｣ 80mg1錠 日医工 非ステロイド性鎮痛・消炎剤 供給停止のため他のＮＳＡＩＤｓへ切替

22059 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞＯＤ錠1mg「日医工」 1mg1錠 日医工 スルホニルウレア系経口血糖降下剤 供給停止のためｱﾏﾘｰﾙへ切替

04373 ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠25mg｢日医工｣ 25mg1錠 日医工 選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI） 供給遅延となるためﾙﾎﾞｯｸｽへ切替

08413 ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg｢日医工｣ 50mg1ｶﾌﾟｾﾙ 日医工 不整脈治療剤,糖尿病性神経障害治療剤 供給遅延となるためﾒｷｼﾁｰﾙへ切替

08420 ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日医工｣ 100mg1ｶﾌﾟｾﾙ 日医工 不整脈治療剤,糖尿病性神経障害治療剤 供給遅延となるためﾒｷｼﾁｰﾙへ切替

09098 ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝOD錠20mg｢日医工｣ 20mg1錠 日医工 高親和性AT1レセプターブロッカー 供給遅延となるため｢DDEP｣へ切替

10855 ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ酒石酸塩錠20mg｢日医工｣ 20mg1錠 日医工 - 供給遅延となるためｾﾛｸﾗｰﾙへ切替

11483 ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢日医工｣ 15mg1錠 日医工 気道潤滑去痰剤 供給遅延となるためﾑｺｿﾙﾊﾞﾝへ切替

14390 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ錠2.5mg｢日医工｣ 2.5mg1錠 日医工 緩下剤 供給遅延となるためﾗｷｿﾍﾞﾛﾝへ切替

15117 ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠100mg｢日医工｣ 100mg1錠 日医工 消化管運動調律剤 供給遅延となるためｾﾚｷﾉﾝへ切替

15258 ﾀﾙﾁﾚﾘﾝOD錠5mg 5mg1錠 日医工 経口脊髄小脳変性症治療剤 供給遅延となるためｾﾚｼﾞｽﾄへ切替

22774 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ錠50mg｢日医工｣ 50mg1錠 日医工 アルドース還元酵素阻害剤 供給遅延となるため｢武田ﾃﾊﾞ｣へ切替

20372 ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩錠100mg｢日医工｣ 100mg1錠 日医工 抗血小板剤 供給遅延となるためﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝへ切替

12837 ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 150mg1ｶﾌﾟｾﾙ 大原 H2受容体拮抗剤 販売中止のため9月末をもって削除

00834 ﾏｲｽﾀﾝ細粒1% 1%1g 大日本住友 抗てんかん剤

04326 ﾉﾘﾄﾚﾝ錠10mg 10mg1錠 大日本住友 情動調整剤

04457 ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩錠25mg｢ｱﾒﾙ｣ 25mg1錠 共和薬品 セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤（SNRI）

06035 ｱｰﾃﾝ散1% 1%1g ファイザー パーキンソン症候群治療剤

06195 ｴｸﾌｨﾅ錠50mg 50mg1錠 エーザイ パーキンソン病治療剤

07820 ﾀﾅﾄﾞｰﾊﾟ顆粒75% 75%1g 田辺三菱 強心剤

08015 ﾉｲｷﾉﾝ錠10mg 10mg1錠 エーザイ 代謝性強心剤

08029 ｱﾐｻﾘﾝ錠125mg（局） 125mg1錠 アルフレッサファーマ 不整脈治療剤

10514 ﾍﾞﾗｻｽLA錠60μ 60μg1錠 科研 PGI2誘導体徐放性製剤

16248 ﾌﾟﾛﾍﾞﾗ錠2.5mg 2.5mg1錠 ファイザー 経口黄体ホルモン剤 

16912 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙ錠100mg 100mg1錠 田辺三菱 経口黄体ホルモン剤 

20007 ﾍﾊﾟﾝED配合内用剤 10g EAファーマ 肝不全用成分栄養剤

22750 ﾀﾞｲﾄﾞﾛﾈﾙ錠200 200mg1錠 大日本住友 骨代謝改善剤

23191 ﾌﾙﾀﾞﾗ錠10mg 10mg1錠 サノフィ 抗悪性腫瘍剤
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23422 ｻﾞｰｺﾘｶﾌﾟｾﾙ200mg 200mg1ｶﾌﾟｾﾙ ファイザー チロシンキナーゼ阻害剤

23429 ｻﾞｰｺﾘｶﾌﾟｾﾙ250mg 250mg1ｶﾌﾟｾﾙ ファイザー チロシンキナーゼ阻害剤

23801 ﾍﾟﾗｿﾞﾘﾝ細粒400mg 400mg1包 全薬 抗悪性腫瘍剤

26425 ｾﾞﾌｨｯｸｽ錠100 100mg1錠 GSK 抗ｳｲﾙｽ剤

26642 ｿﾊﾞﾙﾃﾞｨ錠400mg 400mg1錠 ギリアド 抗ｳｲﾙｽ剤

29652 ﾅﾙｻｽ錠12mg（麻） 12mg1錠 第一三共 持続性癌疼痛治療剤

≪外用≫

64345 ﾌﾟﾚﾄﾞﾈﾏ注腸 20mg1個 杏林 潰瘍性大腸炎・限局性腸炎治療剤

≪注射≫

35002 ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄBS皮下注50mgｼﾘﾝｼﾞ1.0ml｢TY｣ 50mg1.0mL1筒 帝人
完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター

製剤
供給停止のため

35009 ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄBS皮下注25mgｼﾘﾝｼﾞ0.5ml｢TY｣ 25mg0.5mL1筒 帝人
完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター

製剤
供給停止のため

45013 20%ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙ注射液｢YD｣［300ml袋］（ﾊﾞｯｸﾞ製剤） 20%300mL1袋 陽進堂 脳圧降下・浸透圧利尿剤 ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙSへ切替

41111 ﾙﾑｼﾞｪﾌﾞ注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ 300単位1ｷｯﾄ リリー 抗糖尿病剤 仮採用申請取り下げ

51855 ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静注用0.5g｢MEEK｣ 0.5g1瓶 小林化工 グリコペプチド系抗生物質製剤 ﾒｰｶｰ変更のため

６．採用検査試薬（1品目）

コード 試　薬　名 規格・単位 会社名 検査項目 備考

79627 抗ヒトEMA（上皮膜抗原）・マウスモノクロ－ナル 12ml
アジレント・テクノロ

ジー
免疫科学組織染色

薬事委員会の結果について、ご質問のある方は、薬剤科までご連絡ください。
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