
関係各位 2021年3月23日

病院長（押印略）

　Ⅰ

薬品名 一般名 分類 メーカー 採用区分

エベレンゾ錠50mg ロキサデュスタット
HIF-PH阻害薬

腎性貧血治療薬
アステラス製薬

○院内採用

●院外採用

アラミスト点鼻液27.5μg

56噴霧用

フルチカゾンフランカルボン酸

エステル

定量噴霧式アレルギー性鼻炎治

療剤
グラクソ・スミスクライン ●院外採用

シングリックス筋注用抗原製剤
水痘帯状疱疹ウイルスgE抗原

50μg

ウイルスワクチン類

生物学的製剤基準

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

（チャイニーズハムスター卵巣細胞由来）

グラクソ・スミスクライン ○院内採用

リンデロン点眼・点耳・点鼻液

0.1%

ベタメタゾンリン酸エステル

ナトリウム

眼科，耳鼻科用

合成副腎皮質ホルモン剤
塩野義製薬

○院内採用

●院外採用

Ⅱ

薬品名 一般名 分類 メーカー 採用区分

ダルベポエチン アルファ注

120μgシリンジ「KKF」

ダルベポエチン アルファ

（遺伝子組換え）
持続型赤血球造血刺激因子製剤 協和キリン

○院内採用

●院外採用

ニューモバックスNPシリンジ 肺炎球菌莢膜ポリサッカライド 細菌ワクチン類 MSD ○院内採用

セフジニルカプセル100mg「JG」 セフジニル 経口用セフェム系製剤 　日本ジェネリック ●院外採用

セフジニル細粒10%小児用

「日医工」
セフジニル 経口用セフェム系製剤 日医工 ●院外採用

イミドール糖衣錠（25） イミプラミン塩酸塩 抗うつ剤・遺尿症治療剤 田辺三菱製薬 ●院外採用

バラシクロビル顆粒50%

「アスペン」
バラシクロビル塩酸塩 抗ウイルス化学療法剤 アスペンジャパン ●院外採用

アシクロビル錠400mg「トーワ」 アシクロビル 抗ウイルス化学療法剤 東和薬品 ●院外採用

アムロジピンOD錠2.5mg・5mg

「ファイザー」
 アムロジピンベシル酸塩

高血圧症・狭心症治療薬

持続性Ca拮抗薬
ヴィアトリス

○院内採用

●院外採用

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg

「サワイ」
タムスロシン塩酸塩

前立腺肥大症に伴う排尿障害

改善剤
沢井製薬

○院内採用

●院外採用

ピタバスタチンCa・OD錠

1mg・2mg「トーワ」
ピタバスタチンカルシウム水和物 HMG-CoA還元酵素阻害剤 東和薬品

○院内採用

●院外採用

イリノテカン塩酸塩点滴静注液

40mg・100mg｢SUN｣
イリノテカン塩酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤 サンファーマ ○院内採用

Ⅲ 削除品目が承認されました。

薬品名 一般名 分類 メーカー

ダクルインザ錠60mg ダクラタスビル塩酸塩
抗ウイルス剤

/HCV NS5A複製複合体阻害剤

ブリストル・マイヤーズ

スクイブ

スンベプラカプセル100mg アスナプレビル
抗ウイルス剤

/HCV NS3/4Aプロテアーゼ阻害剤

ブリストル・マイヤーズ

スクイブ

リノコートカプセル鼻用50μg ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 粘膜付着型鼻過敏症治療剤 帝人ファーマ

ザンタック錠75・150 ラニチジン塩酸塩 H2受容体拮抗剤 グラクソ・スミスクライン

点眼・点鼻用リンデロンA液
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

フラジオマイシン硫酸塩

点眼，点鼻用合成副腎皮質

ホルモン・抗生物質配合剤
塩野義製薬

ニューモバックスNP 肺炎球菌莢膜ポリサッカライド 細菌ワクチン類 MSD

トフラニール錠25mg イミプラミン塩酸塩
うつ病・うつ状態治療剤

遺尿症治療剤
アルフレッサ ファーマ

バラシクロビル顆粒50%

｢MEEK｣
バラシクロビル塩酸塩 抗ウイルス化学療法剤 小林化工

ビクロックス錠400 アシクロビル 抗ウイルス化学療法剤 Meiji Seika ファルマ

アムロジピンOD錠

2.5mg・5mg「日医工」
 アムロジピンベシル酸塩 持続性Ca拮抗薬 日医工

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg

「KN」
タムスロシン塩酸塩

前立腺肥大症の排尿障害

改善剤
第一三共エスファ

ピタバスタチンカルシウムOD錠

1mg・2mg「日医工」
ピタバスタチンカルシウム水和物 HMG-CoA還元酵素阻害剤 日医工

アカルディカプセル1.25 ピモベンダン 心不全治療薬
日本ベーリンガー

インゲルハイム

エスポー注射液3000シリンジ
エポエチン アルファ

（遺伝子組換え）
ヒト エリスロポエチン製剤 協和キリン

トミロン細粒小児用10% セフテラム ピボキシル 経口用セフェム系抗生物質製剤 富士フイルム富山化学

パセトシンカプセル250 アモキシシリン水和物 合成ペニシリン製剤 アスペンジャパン

ファイバ静注用500
乾燥人血液

凝固因子抗体

迂回活性複合体

血漿分画製剤　乾燥人血液凝

固因子抗体迂回活性複合体
武田薬品工業

塩酸リルマザホン錠2「MEEK」 リルマザホン塩酸塩水和物 睡眠誘導剤 Meiji Seika ファルマ

イリノテカン塩酸塩点滴静注液

40mg・100mg「タイホウ」
イリノテカン塩酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤 大鵬薬品工業

Ⅳ

薬品名 一般名 分類 メーカー 採用区分

アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」 アシクロビル ヘルペス性角膜炎化学療法剤 日東メディック
○院内採用

●院外採用

ダルベポエチン アルファ注

30μg・60μgシリンジ「KKF」

ダルベポエチン アルファ

（遺伝子組換え）
持続型赤血球造血刺激因子製剤 協和キリン

○院内採用

●院外採用

ピモベンダン錠2.5mg「TE」 ピモベンダン 心不全治療薬 トーアエイヨー ●院外採用

リックル配合顆粒
L‐イソロイシン、L‐ロイシン

L‐バリン
分岐鎖アミノ酸製剤 沢井製薬

○院内採用

●院外採用

ワイドシリン細粒10% アモキシシリン水和物 ペニシリン系抗生物質製剤 Meiji Seika ファルマ
○院内採用

●院外採用

Ⅴ

薬品名 一般名 分類 メーカー 採用区分

ゾビラックス眼軟膏3% アシクロビル ヘルペス性角膜炎化学療法剤 参天製薬 ●院外採用

ネスプ注射液

30μg・60μgプラシリンジ

ダルベポエチン アルファ

（遺伝子組換え）
持続型赤血球造血刺激因子製剤 協和キリン 削除

アカルディカプセル2.5 ピモベンダン 心不全治療薬
日本ベーリンガー

インゲルハイム
削除

リーバクト配合顆粒
L‐イソロイシン、L‐ロイシン、

L‐バリン
分岐鎖アミノ酸製剤 EA ファーマ ●院外採用

パセトシン細粒10% アモキシシリン水和物 合成ペニシリン製剤 アスペンジャパン ●院外採用

後発医薬品採用に伴う区分変更・削除が承認されました。

通知
2021年3月度薬事審議委員会について

新規採用品目：下記の薬剤の新規採用が承認されました。

規格追加・剤型変更・区分変更・メーカー変更が承認されました。

後発医薬品採用品目：採用が承認されました。


