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薬事委員会委員長

１. 新規採用薬品（18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≫

21785 ﾃﾞﾍﾞﾙｻﾞ錠20mg 20mg1錠 興和 選択的SGLT2阻害剤 院外限定

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

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

04970 ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄOD錠25mg 25mg1錠 ファイザー 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 本採用（供給停止に伴い在庫消尽した場合は切替ｾﾙﾄﾗﾘﾝから変更）

10528 ﾘｽﾞﾐｯｸ錠10mg 10mg1錠 大日本住友
本態性・起立性・透析時低血圧治療
剤

本採用（供給停止に伴い在庫消尽した場合は切替ｱﾒｼﾞﾆｳﾑから変更）

06434 ﾒﾈｼｯﾄ配合錠 1錠 MSD パーキンソニズム治療剤 本採用（供給停止に伴い在庫消尽した場合は切替ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝから変更）

25829 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100mg「SW」 100mg1錠 沢井 経口用セフェム系抗生物質製剤 本採用（名称変更のため）

≪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 臨時採用

63820 ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ・ｽﾌﾟﾚｰ2.5μg「ﾌｪﾘﾝｸﾞ」 125μg1瓶 キッセイ 中枢性尿崩症用剤 院外限定（名称変更のため）

≪注射≫

申請中 ﾕﾙﾄﾐﾘｽHI点滴静注1100mg 1100mg11mL アレクシオン
抗補体（C5）モノクローナル抗体製

剤
臨時採用

52703 ｻｰｸﾘｻ点滴静注100mg 100mg5mL1瓶 サノフィ 抗CD38モノクローナル抗体 臨時採用

52710 ｻｰｸﾘｻ点滴静注500mg 500mg25mL1瓶 サノフィ 抗CD38モノクローナル抗体 臨時採用

55104 沈降破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞ「生研」 0.5ml 0.5mL1筒 田辺三菱 トキソイド類キット製剤 臨時採用（販売中止に伴うメーカー変更のため）

38578 ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ静注4μg「ﾌｪﾘﾝｸﾞ」 4μg1管 フェリング
第VIII因子放出型

血友病A・von Willebrand病用剤
臨時採用（名称変更のため）

36801 ﾅﾛｷｿﾝ塩酸塩静注0.2mg「AFP」 0.2mg1mL1管 アルフレッサファーマ 麻薬拮抗薬 本採用（名称変更のため）

２．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≫

10444 ﾍﾞﾘｷｭｰﾎﾞ錠2.5mg 2.5mg1錠 バイエル 慢性心不全治療剤 臨時採用

10451 ﾍﾞﾘｷｭｰﾎﾞ錠5mg 5mg1錠 バイエル 慢性心不全治療剤 臨時採用

≪注射≫

52633 ﾊﾟﾄﾞｾﾌﾞ点滴静注用30mg 30mg1瓶 アステラス 抗悪性腫瘍剤 臨時採用

３．採用区分が変更となった薬品(9品目）

コード 薬品名 規格・単位 会社名 薬効分類 採用区分

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 院外限定

10576 ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放U錠400mg「ﾄｰﾜ」 400mg1錠 東和 キサンチン系気管支拡張剤 院外限定

21260 ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg 100mg1ｶﾌﾟｾﾙ 大正製薬
抗リウマチ剤,ウイルソン病治療剤,金属解毒

剤
院外限定

23912 ｻﾞｲﾃｨｶﾞ錠250mg 250mg1錠 ヤンセン 前立腺癌治療剤（CYP17阻害剤） 院外限定

08413 ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ50mg 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
院外限定

49105 ｱｰﾄｾﾚﾌﾞ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL1ｷｯﾄ 大塚工場 脳脊髄手術用洗浄・灌流液 臨時採用

57060 ｱﾙｷﾞﾆﾝ点滴静注30g｢AY｣ 10％300mL1袋 陽進堂 下垂体機能検査薬 臨時採用

41685 ｼﾞｵﾝ注無痛化剤付 10mL1袋 ジェイドルフ 内痔核硬化療法剤 臨時採用

58716 ｿﾞｰﾌｨｺﾞ静注 1回分 バイエル 放射性医薬品・抗悪性腫瘍剤 臨時採用

４．削除薬品について（9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）

04975 ｾﾙﾄﾗﾘﾝＯＤ錠25mg 「ｱﾒﾙ」 25mg1錠 共和薬品 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 供給停止に伴い在庫消尽した場合は切替（ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄへ）

10533 ｱﾒｼﾞﾆｳﾑﾒﾁﾙ硫酸塩錠10mg「ｵｰﾊﾗ」 10mg1錠 大原
本態性・起立性・透析時低血圧治療
剤

供給停止に伴い在庫消尽した場合は切替（ﾘｽﾞﾐｯｸへ）

06427 ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ配合錠L100 1錠 第一三共 パーキンソニズム治療剤 供給停止に伴い在庫消尽した場合は切替（ﾒﾈｼｯﾄへ）

25828 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100mg「ｻﾜｲ」 100mg1錠 沢井 経口用セフェム系抗生物質製剤 名称変更のため

63819 ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ・ｽﾌﾟﾚｰ2.5協和 125μg 125μg1瓶 キッセイ 中枢性尿崩症用剤 名称変更のため

54859 ﾕﾙﾄﾐﾘｽ点滴静注300mg 300mg30mL1瓶 アレクシオン 抗補体（C5）モノクローナル抗体製剤

55159 沈降破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞｷｯﾄ「ﾀｹﾀﾞ」 0.5mL1筒 武田 トキソイド類キット製剤 販売中止のためメーカー変更

36800 ﾅﾛｷｿﾝ塩酸塩静注0.2mg「第一三共」 0.2mg1mL1管 第一三共 麻薬拮抗薬 名称変更のため

38577 ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ注4協和 4μg1管 キッセイ
第VIII因子放出型

血友病A・von Willebrand病用剤
名称変更のため

令和3年度　第5回　薬　事　委　員　会　結　果　報　告

　　令和4年1月13日（木）開催の令和3年度第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。

≪内服・外用・注射≫

≪内服・外用・注射≫
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５．採用検査試薬（7品目）

コード 試　薬　名 規格・単位 会社名 検査項目 備考

77435 ｸｲｯｸﾁｪｲｻｰCD GDH/TOX 10回用 ミズホメディー 削除：77433　 C.DIFF QUIK CHEK ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ

72251 酵素キャリブレータS 1ml×3 シノテスト CK、CHE 削除：75351　Aalto EC α　5.0mL用*1

79653 SIGNIFY ER 10テスト シスメックス 尿中乱用薬物 削除：79651　ﾄﾗｲｴｰｼﾞDOA

未設定 ｲﾑﾉｴｰｽSARS-CoV-2Ⅱ 10テスト タウンズ SARS-CoV-2抗原定性 削除：76061　ｲﾑﾉｴｰｽSARS-CoV-2

75773 抗ﾋﾄbcl-2癌遺伝子産物124･ﾏｳｽﾓﾉｸﾛ 12mL
アジレント・テクノロ

ジー
免疫科学組織染色

75875 抗ﾋﾄｻｲﾄｹﾗﾁﾝ7､OV-TL12/30･ﾏｳｽﾓﾉｸﾛ 12mL
アジレント・テクノロ

ジー
免疫科学組織染色

75871 抗ﾋﾄp53癌遺伝子産物DO-7･ﾏｳｽﾓﾉｸﾛ 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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