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１. 新規採用薬品（32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≫

16269 ﾋｽﾛﾝH錠200mg 200mg1錠 共和キリン 抗悪性腫瘍経口黄体ホルモン製剤 院外限定

24206 ﾋﾞﾗﾌﾄﾋﾞｶﾌﾟｾﾙ50mg 50mg1ｶﾌﾟｾﾙ 小野 抗悪性腫瘍剤（BRAF阻害剤） 院外限定

24213 ﾋﾞﾗﾌﾄﾋﾞｶﾌﾟｾﾙ75mg 75mg1ｶﾌﾟｾﾙ 小野 抗悪性腫瘍剤（BRAF阻害剤） 院外限定

24220 ﾒｸﾄﾋﾞ錠15mg 15mg1錠 小野 抗悪性腫瘍剤（BRAF阻害剤） 院外限定

06216 ｵﾝｼﾞｪﾝﾃｨｽ錠25mg 25mg1錠 小野 末梢COMT阻害剤 院外限定

20580 ｷｬﾌﾞﾋﾟﾘﾝ配合錠 1錠 武田
アスピリン／ボノプラザンフマル酸塩配合

剤
臨時採用

22862 ｴﾄﾞﾙﾐｽﾞ錠50mg 50mg1錠 小野 グレリン様作用薬 院外限定

05215 ﾃﾞｴﾋﾞｺﾞ錠5ｍｇ 5mg1錠 エーザイ 不眠症治療剤 臨時採用

17330 ｿﾘﾌｪﾅｼﾝｺﾊｸ酸塩ＯＤ錠5mg「ﾄｰﾜ」 5mg1錠 東和 過活動膀胱治療剤 本採用：ﾍﾞｼｹｱから切替

11149 ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ錠20mgＡＤ「ＪＧ」 20mg1錠 日本ジェネリック ホスホジエステラーゼ5阻害剤 院外限定：ｱﾄﾞｼﾙｶから切替

00516 ｴｽｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠1mg「ＹＤ」 1mg1錠 陽進堂 不眠症治療薬 本採用：ﾙﾈｽﾀから切替

00523 ｴｽｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠2mg「ＹＤ」 2mg1錠 陽進堂 不眠症治療薬 院外限定：ﾙﾈｽﾀから切替

00530 ｴｽｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠3mg「ＹＤ」 3mg1錠 陽進堂 不眠症治療薬 院外限定：ﾙﾈｽﾀから切替

06312 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠1.0mg｢ｻﾜｲ｣ 1mg1錠 サワイ ドパミン作動薬 院外限定：ｶﾊﾞｻｰﾙから切替

22363 ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ錠50mg｢日医工｣ 50mg1錠 日医工 尿酸排泄薬 本採用：ﾕﾘﾉｰﾑから切替

08482 ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠0.625mg｢日医工」 0.625mg1錠 日医工 選択的β1アンタゴニスト 本採用：供給停止のためﾄｰﾜから切替

10391 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢ﾃﾊﾞ｣ 4mg1錠 武田テバ 高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ca拮抗薬） 本採用：供給停止のためＯＮＥから切替

23009 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg「ﾀﾅﾍﾞ」 2mg1錠 田辺三菱 抗リウマチ剤 本採用：供給停止のためｻﾝﾄﾞから切替

10856 ｲﾌｪﾝﾌﾟﾛｼﾞﾙ酒石酸塩錠20mg「ﾄｰﾜ」 20mg1錠 東和 - 本採用：ｾﾛｸﾗｰﾙから切替

20445 ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩錠100mg「ﾄｰﾜ」 100mg1錠 東和 抗血小板剤 本採用：日医工から切替

≪外用≫

67487 ﾄﾞﾎﾞﾍﾞｯﾄﾌｫｰﾑ 1g 共和キリン 尋常性乾癬治療剤 院外限定

69545 ﾗﾊﾟﾘﾑｽｹﾞﾙ0.2% 1g ノーベル 結節性硬化症に伴う皮膚病変治療剤 院外限定

82432 ｽｸﾗﾋﾞｲﾝS4%液 4％10ml サラヤ 手指用殺菌消毒剤 臨時採用：ｽｸﾗﾋﾞｲﾝから切替

≪注射≫

35371 ﾍﾞｵﾋﾞｭ硝子体内注射用ｷｯﾄ 6mg0.5ml1筒 ノバルティス 眼科用VEGF阻害剤 臨時採用

未設定 ｱﾀﾞﾘﾑﾏﾌﾞBS皮下注40mgﾍﾟﾝ0.8ml｢ﾒｰｶｰ未定｣ 40mg0.8ml1ｷｯﾄ ﾒｰｶｰ未定
ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体

製剤
ヒュミラから切替(皮膚科はヒュミラ使用継続)

41081 ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄＢＳ注ｿﾛｽﾀｰＮＲ「ｻﾉﾌｨ」 300単位1ｷｯﾄ サノフィ 超速効型インスリンアナログ注射液 本採用：ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞから切替

36781 ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙ静注0.5mgｼﾘﾝｼﾞ「ﾃﾙﾓ」 0.5mg5ml1筒 テルモ ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤 本採用：ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙから切替

未設定 ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液100㎎｢ﾒｰｶｰ未定｣ 100mg4ml1瓶 ﾒｰｶｰ未定 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤 本採用：ｱﾘﾑﾀから切替

未設定 ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液500㎎｢ﾒｰｶｰ未定｣ 500mg20ml1瓶 ﾒｰｶｰ未定 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤 本採用：ｱﾘﾑﾀから切替

36333 ｲﾐｸﾞﾗﾝｷｯﾄ皮下注3mg 3mg0.5ml1筒 GSK
5-HT1B/1D受容体作動型片頭痛治

療剤
本採用：ｲﾐｸﾞﾗﾝ注から切替

55570 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ点滴静注用250mg｢ﾄｰﾜ｣ 250mg1筒 東和 抗ウイルス化学療法剤 本採用：ｱｼｸﾛﾋﾞﾙPPから切替

35716 ﾄﾞﾌﾞﾀﾐﾝ持続静注150mgｼﾘﾝｼﾞ｢KKC｣ 0.3％50ml1筒 共和キリン 急性循環不全改善剤 本採用：ﾄﾞﾌﾞﾎﾟﾝ名称変更

２．新規仮採用薬品（1品目）

コード 薬品名 規格・単位 会社名 薬効分類 備考

≪外用≫

69713 ｱﾘｹｲｽ吸入液590mg 590mg8.4ml1瓶 インスメッド アミノグリコシド系抗生物質製剤

３．臨時購入回議書により使用した薬品(1品目）

コード 薬品名 規格単位 メーカー名 薬効分類 備考

≪注射≫

38976 ｿﾞﾚｱ皮下注75mgｼﾘﾝｼﾞ 75mg0.5ml1筒 ノバルティス
ヒト化抗ヒトIgEモノクローナル抗体製

剤
臨時採用

４．採用区分が変更となった薬品(4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≫

23759 ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟｾﾙ156.7mg 156.7mg1ｶﾌﾟｾﾙ 日本新薬 前立腺癌治療剤 院外限定→臨時採用

21805 ﾌｫｼｰｶﾞ錠10mg 10mg1錠 アストラゼネカ 選択的SGLT2阻害剤 院外限定→臨時採用

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 本採用→院外限定

10368 ﾍﾟﾙｻﾝﾁﾝ錠100mg 100mg 1錠 日本ベーリンガー 抗血小板剤 本採用→院外限定

令和3年度 第3回　薬　事　委　員　会　結　果　報　告

　　令和3年9月9日（木）開催の令和3年度第3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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５．削除薬品について（20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≫

17325 ﾍﾞｼｹｱOD錠5mg 5mg1錠 アステラス 過活動膀胱治療剤 ｿﾘﾌｪﾅｼﾝｺﾊｸ酸錠へ切替

11144 ｱﾄﾞｼﾙｶ錠20mg 20mg1錠 日本新薬 ホスホジエステラーゼ5阻害剤 ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙ錠ADへ切替

00511 ﾙﾈｽﾀ1mg 1mg1錠 エーザイ 不眠症治療薬 ｴｽｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠へ切替

00518 ﾙﾈｽﾀ2mg 2mg1錠 エーザイ 不眠症治療薬 ｴｽｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠へ切替

00525 ﾙﾈｽﾀ3mg 3mg1錠 エーザイ 不眠症治療薬 ｴｽｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ錠へ切替

06307 ｶﾊﾞｻｰﾙ錠1mg 1mg1錠 ファイザー ドパミン作動薬 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ錠へ切替

22359 ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg 50mg1錠 トーアエイヨー 尿酸排泄薬 ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ錠へ切替

08480 ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠0.625mg｢ﾄｰﾜ」 0.625mg1錠 東和 選択的β1アンタゴニスト 供給停止のためメーカー変更

10393 ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4mg｢ONE」 4mg1錠 大原 高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ca拮抗薬） 供給停止のためメーカー変更

22978 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg「ｻﾝﾄﾞ」 2mg1ｶﾌﾟｾﾙ サンド 抗リウマチ剤 供給停止のためメーカー変更

10850 ｾﾛｸﾗｰﾙ 20mg1錠 日医工 - 後発薬品へ変更

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 供給遅延のためメーカー変更

≪外用≫

82439 ｽｸﾗﾋﾞｲﾝ4%液 4％10ml サラヤ 手指用殺菌消毒剤 ｽｸﾗﾋﾞｲﾝS4%に切替

≪注射≫

41078 ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ 300単位1ｷｯﾄ ノボ 超速効型インスリンアナログ注射液 BS製剤へ切替

36783 ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙ注射液0.5ｍｇ「Ｆ」 0.5mg5ml1管 富士製薬 ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤 シリンジ製剤へ切替

52024 ｱﾘﾑﾀ注射用100mg 100mg1瓶 リリー 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤 後発薬品へ切替

51926 ｱﾘﾑﾀ注射用500mg 500mg1瓶 リリー 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤 後発薬品へ切替

36323 ｲﾐｸﾞﾗﾝ注3 3mg1ml1管 GSK
5-HT1B/1D受容体作動型片頭痛治

療剤
キット製剤へ切替

55572 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ点滴静注用250mg 「ＰＰ」 250mg1瓶 サンファーマ 抗ウイルス化学療法剤 販売中止のためメーカー変更

35715 ﾄﾞﾌﾞﾎﾟﾝ注0.3％ｼﾘﾝｼﾞ 0.3％50ml1筒 共和キリン 急性循環不全改善剤 名称変更のため

６．採用検査試薬（11品目）

コード 試　薬　名 規格・単位 会社名 検査項目 備考

72349 ｱｸｱｵｰﾄｶｲﾉｽMg-Ⅱ試薬反応試液（Ⅰ） 54mL*2 カイノス マグネシウム

72351 ｱｸｱｵｰﾄｶｲﾉｽMg-Ⅱ試薬反応試液（Ⅱ） 19mL*2 カイノス マグネシウム

72353 Mg標準液 5mL*2 カイノス マグネシウム

73269 N-A L AST ﾗﾎﾞｽﾍﾟｸﾄ包装 800回 ﾆｯﾄｰﾎﾞｰﾒﾃﾞｨｶﾙ AST
削除試薬：73213　N-ｱｯｾｲ L GOT R-1

[80mL]

73311 N-A L ALT ﾗﾎﾞｽﾍﾟｸﾄ包装 800回 ﾆｯﾄｰﾎﾞｰﾒﾃﾞｨｶﾙ ALT
削除試薬：73217　N-ｱｯｾｲ L GPT R-1

[80mL]

73625 N-A L γ-GTP-H B ﾗﾎﾞｽﾍﾟｸﾄ包装 800回 ﾆｯﾄｰﾎﾞｰﾒﾃﾞｨｶﾙ γ-GTP 削除試薬：73617　N-ｱｯｾｲ L ｶﾞﾝﾏ-GTP-H(R-1)B
　　　　　　　73621　N-ｱｯｾｲ L ｶﾞﾝﾏ-GTP-H(R-2)B

73955 N-A L AMY G7 ﾗﾎﾞｽﾍﾟｸﾄ包装 800回 ﾆｯﾄｰﾎﾞｰﾒﾃﾞｨｶﾙ AMY
削除試薬：73965　N-ｱｯｾｲ L AMY R-1
　　　　　　73967　N-ｱｯｾｲ L AMY R-2

75527 N-A LA CRP-S D ﾗﾎﾞｽﾍﾟｸﾄ包装 1200回 ﾆｯﾄｰﾎﾞｰﾒﾃﾞｨｶﾙ CRP
削除試薬：75511　 N-ｱｯｾｲ LA CRP-S(D) R-

1

70451 ﾗﾎﾞｽﾃｲﾝSG 5mL*5A 武藤化学 尿沈渣鏡検 削除試薬：70403　ﾆｭｰﾕﾘｽﾃｲﾝ　10mL*5V

申請中 ﾒｲｸﾞﾘﾝﾜﾙﾄﾞ染色液 500ml シスメックス 末梢血液像（鏡検法） 削除試薬：71089A　ﾒｲｸﾞﾘﾝﾜﾙﾄﾞｴｷ

申請中 ｷﾞﾑｻﾞ染色液 500ml シスメックス 末梢血液像（鏡検法） 削除試薬：71091A　ｷﾞﾑｻﾞｾﾝｼﾖｸｴｷ

薬事委員会の結果について、ご質問のある方は、薬剤科へご連絡ください。
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