
平成29年2月　薬事委員会 2017年2月8日（水）

仮採用薬の正規採用について ＊平成28年9、10月薬事委員会にて仮採用が決定した薬剤について審議
区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科

注 ジーラスタ皮下注3.6mg
ペグフィルグラスチム(遺伝子組
換え)キット

3.6mg0.36mL1筒 協和発酵キリン 106,660    処 乳腺外科

外 スープレン吸入麻酔液 デスフルラン吸入剤 1mL バクスター 45 劇処 麻酔科部

外
ベリプラストP コンビセット 組織接
着用

フィブリノゲン加第XIII因子(2) 【0.5mL】 2キット1組 CSLベーリング 9,155       処 耳鼻咽喉科

外 シェルガン0.5眼粘弾剤
ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロ
イチン硫酸エステルナトリウム(1)

0.5mL1筒 参天 5,659       処 眼科

注
アスパラギン酸カリウム注10mEq
キット「テルモ」

L-アスパラギン酸カリウムキット 17.12%10mL1キット テルモ 183         処 集中治療部

内 モンテルカスト錠10mg「KM」 モンテルカストナトリウム錠(2) 10mg1錠 杏林 102         薬剤部

以上を採用とする（中止切替薬：ペガシス皮下注180μg、ダイドロネル錠200mg）

新規採用
区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科 備考

注 トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
デュラグルチド(遺伝子組換え)
キット

0.75mg0.5mL1キット リリー 3,586       劇処 内分泌内科 中止切替：ビデュリオン皮下注用2mgペン

内
クラシエ人参養栄湯エキス細粒
（3.75g/包）

人参養栄湯エキス細粒 1g クラシエ 24           処 めまい平衡神経科 中止切替：トロキシン錠100mg

内 ルネスタ錠1mg エスゾピクロン錠 1mg1錠 エーザイ 51           処
緩和ケア内
科

中止切替：正規採用までに検討

*新規採用医薬品は、３ヶ月間は仮採用期間とし、この期間の使用実績等を評価し、薬事委員会の議を得て正式採用とする。

院外登録
区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科

内 エレルサ錠50mg エルバスビル錠 50mg1錠 MSD 26,901     処 消化器内科

内 グラジナ錠50mg グラゾプレビル水和物錠 50mg1錠 MSD 9,607       処 消化器内科

注 ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL
アダリムマブ(遺伝子組換え)キッ
ト

40mg0.4mL1筒 エーザイ 65,144     劇処 リウマチ科

内 ビラノア錠20mg ビラスチン錠 20mg1錠 大鵬薬品 80           処 アレルギー科

内 イニシンク配合錠
アログリプチン安息香酸塩・メト
ホルミン塩酸塩配合剤錠

1錠 武田 174         劇処 内分泌内科

内 タグリッソ錠40mg オシメルチニブメシル酸塩錠 40mg1錠 アストラゼネカ 12,483     劇処 呼吸器内科

内 タグリッソ錠80mg オシメルチニブメシル酸塩錠 80mg1錠 アストラゼネカ 23,933     劇処 呼吸器内科

内 デザレックス錠5mg デスロラタジン錠 5mg1錠 杏林 69           処 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

内
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療
用)

柴胡桂枝湯エキス顆粒 1g ツムラ 25           処 内分泌内科
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限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用について詳細報告しています。

区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科

内 アボルブカプセル0.5mg デュタステリドカプセル 0.5mg1カプセル GSK 211         劇処 救急科

内 アメパロモカプセル250mg パロモマイシン硫酸塩カプセル 250mg1カプセル ファイザー 444         処 消化器内科

注 アラセナ-A点滴静注用300mg ビダラビン注射用 300mg1瓶 持田 5,887       処 腎臓内科

内 アラベル内用剤1.5g アミノレブリン酸塩酸塩 1.5g1瓶 ノーベル 90,378     処 脳神経外科

注 アルギニン点滴静注30g「AY」 L-アルギニン塩酸塩注射液 10%300mL1袋 エイワイファーマ=陽進堂 2,136       処 小児科

注 アルギニン点滴静注30g「AY」 L-アルギニン塩酸塩注射液 10%300mL1袋 エイワイファーマ=陽進堂 2,136       処 小児科

注 アルギニン点滴静注30g「AY」 L-アルギニン塩酸塩注射液 10%300mL1袋 エイワイファーマ=陽進堂 2,136       処 小児科

注 アルギニン点滴静注30g「AY」 L-アルギニン塩酸塩注射液 10%300mL1袋 エイワイファーマ=陽進堂 2,136       処 小児科

注 イオメロン350注100mL イオメプロール注射液 71.44%100mL1瓶 ブラッコ=エーザイ 8,594       処 循環器内科

内 イマチニブ錠200mg「明治」 イマチニブメシル酸塩錠 200mg1錠 MeijiSeika 2,441       劇処 血液内科

外 ウルティブロ吸入用カプセル
インダカテロールマレイン酸塩・
グリコピロニウム臭化物カプセル

1カプセル ノバルティス=MeijiSeika 269         処 呼吸器内科

内 エリキュース錠2.5mg アピキサバン錠 2.5mg1錠 BMS=ファイザー 149         処 神経内科

内 エリキュース錠2.5mg アピキサバン錠 2.5mg1錠 BMS=ファイザー 149         処 神経内科

内 エリキュース錠5mg アピキサバン錠 5mg1錠 BMS=ファイザー 273         処 神経内科

内 エリキュース錠5mg アピキサバン錠 5mg1錠 BMS=ファイザー 273         処 消化器内科

内 エリキュース錠5mg アピキサバン錠 5mg1錠 BMS=ファイザー 273         処 神経内科

内 エリキュース錠5mg アピキサバン錠 5mg1錠 BMS=ファイザー 273         処 神経内科

内 エルカルチンFF内用液10% レボカルニチン液 10%1mL 大塚製薬 72           処 小児科

外 ギリアデル脳内留置用剤7.7mg カルムスチン脳内留置用剤 7.7mg1枚 エーザイ 160,912    劇処 脳神経外科

外 グリセリン「ヨシダ」 グリセリン 10mL 吉田製薬 11           局 形成外科

注
献血ヴェノグロブリンIH5%静注
5g/100mL

ポリエチレングリコール処理人免
疫グロブリン注射液

5g100mL1瓶 日本血液製剤機構 41,843     処 神経内科

内 ザイボックス錠600mg リネゾリド錠 600mg1錠 ファイザー 11,103     処 外科

注 注射用サイメリン100mg ラニムスチン注射用 100mg1瓶 田辺三菱 22,905     劇処 血液内科
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内 ザーコリカプセル250mg クリゾチニブカプセル 250mg1カプセル ファイザー 12,026     劇処 呼吸器内科

内 サレドカプセル100 サリドマイドカプセル 100mg1カプセル 藤本 6,758       毒処 血液内科

内 ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」 ジアゾキシドカプセル 25mg1カプセル MSD 259         劇処 小児科

注 シムジア皮下注200mgシリンジ
セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組
換え)キット

200mg1mL1筒 UCB=アステラス 63,494     劇処 リウマチ科

注 シムジア皮下注200mgシリンジ
セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組
換え)キット

200mg1mL1筒 UCB=アステラス 63,494     劇処 リウマチ科

内 シングレアOD錠10mg モンテルカストナトリウム錠(3) 10mg1錠 MSD 204         処 アレルギー科

内 セルセプトカプセル250
ミコフェノール酸 モフェチルカプ
セル

250mg1カプセル 中外 269         劇処 腎臓内科

内 セルセプトカプセル250
ミコフェノール酸 モフェチルカプ
セル

250mg1カプセル 中外 269         劇処 リウマチ科

内 タグリッソ錠80mg オシメルチニブメシル酸塩錠 80mg1錠 アストラゼネカ 23,933     劇処 呼吸器内科

注 注射用GHRP科研100 プラルモレリン塩酸塩注射用 100μg1瓶(溶解液付) 科研 8,392       処 小児科

注 注射用GHRP科研100 プラルモレリン塩酸塩注射用 100μg1瓶(溶解液付) 科研 8,392       処 小児科

注 注射用GHRP科研100 プラルモレリン塩酸塩注射用 100μg1瓶(溶解液付) 科研 8,392       処 小児科

注 注射用GHRP科研100 プラルモレリン塩酸塩注射用 100μg1瓶(溶解液付) 科研 8,392       処 内分泌内科

注 注射用GHRP科研100 プラルモレリン塩酸塩注射用 100μg1瓶(溶解液付) 科研 8,392       処 内分泌内科

注
テイコプラニン点滴静注用200mg
「ケミファ」

テイコプラニン注射用 200mg1瓶 シオノ=ケミファ 2,686       劇処 集中治療部

内 デノタスチュアブル配合錠
沈降炭酸カルシウム・コレカルシ
フェロール・炭酸マグネシウム錠

1錠 日東薬品=第一三共 20           処 腎臓内科

注 トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
デュラグルチド(遺伝子組換え)
キット

0.75mg0.5mL1キット リリー=大日本住友 3,586       劇処 内分泌内科

注 トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
デュラグルチド(遺伝子組換え)
キット

0.75mg0.5mL1キット リリー=大日本住友 3,586       劇処 内分泌内科

注 トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
デュラグルチド(遺伝子組換え)
キット

0.75mg0.5mL1キット リリー=大日本住友 3,586       劇処 内分泌内科

注 トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
デュラグルチド(遺伝子組換え)
キット

0.75mg0.5mL1キット リリー=大日本住友 3,586       劇処 内分泌内科

注 トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
デュラグルチド(遺伝子組換え)
キット

0.75mg0.5mL1キット リリー=大日本住友 3,586       劇処 内分泌内科

注 トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
デュラグルチド(遺伝子組換え)
キット

0.75mg0.5mL1キット リリー=大日本住友 3,586       劇処 内分泌内科

外 ニュープロパッチ4.5mg ロチゴチン貼付剤 4.5mg1枚 大塚製薬 428         劇処 神経内科

内 ノウリアスト錠20mg イストラデフィリン錠 20mg1錠 協和発酵キリン 782         処 神経内科

外 バンコマイシン眼軟膏1% バンコマイシン塩酸塩軟膏 1%1g 東亜薬品=日東メディック 4,887       処 眼科
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注 ビダーザ注射用100mg アザシチジン注射用 100mg1瓶 日本新薬 51,421     劇処 血液内科

内
ヒドロクロロチアジド錠25mg「トー
ワ」

ヒドロクロロチアジド錠(1) 25mg1錠 東和薬品 6            処 内分泌内科

注 ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL
アダリムマブ(遺伝子組換え)キッ
ト

40mg0.8mL1筒 アッヴィ=エーザイ 65,144     劇処 リウマチ科

注
フィルグラスチムBS注300μgシリン
ジ「モチダ」

フィルグラスチム(遺伝子組換え)
キット(2)

300μg0.7mL1筒 持田販売=持田 12,525     処 消化器内科

内 プログラフカプセル0.5mg タクロリムス水和物カプセル 0.5mg1カプセル アステラス 425         劇処 消化器内科

内 プログラフカプセル1mg タクロリムス水和物カプセル 1mg1カプセル アステラス 750         劇処 消化器内科

内 プログラフカプセル0.5mg タクロリムス水和物カプセル 0.5mg1カプセル アステラス 425         劇処 リウマチ科

内 プログラフカプセル1mg タクロリムス水和物カプセル 1mg1カプセル アステラス 750         劇処 リウマチ科

内 ベサノイドカプセル10mg トレチノインカプセル 10mg1カプセル 富士製薬 691         劇処 血液内科

外 ペンタサ坐剤1g メサラジン坐剤 1g1個 杏林 294         処 消化器内科

内 ミニリンメルトOD錠60μg デスモプレシン酢酸塩水和物錠 60μg1錠 フェリング=協和発酵キリン 121         劇処 内分泌内科

外 ミレーナ52mg レボノルゲストレルキット 1個 バイエル 26,984     処 産婦人科

内 ユリーフ錠4mg シロドシン錠(1) 4mg1錠 キッセイ=第一三共 76           劇処 救急科

注 ライゾデグ配合注フレックスタッチ
インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アス
パルト(遺伝子組換え)配合剤キット

300単位1キット ノボ 2,294       劇処 内分泌内科

注 ライゾデグ配合注フレックスタッチ
インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アス
パルト(遺伝子組換え)配合剤キット

300単位1キット ノボ 2,294       劇処 内分泌内科

注 ライゾデグ配合注フレックスタッチ
インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アス
パルト(遺伝子組換え)配合剤キット

300単位1キット ノボ 2,294       劇処 内分泌内科

注 ライゾデグ配合注フレックスタッチ
インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アス
パルト(遺伝子組換え)配合剤キット

300単位1キット ノボ 2,294       劇処 内分泌内科

注 ライゾデグ配合注フレックスタッチ
インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アス
パルト(遺伝子組換え)配合剤キット

300単位1キット ノボ 2,294       劇処 内分泌内科

注 ライゾデグ配合注フレックスタッチ
インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アス
パルト(遺伝子組換え)配合剤キット

300単位1キット ノボ 2,294       劇処 内分泌内科

注 ラジカット点滴静注バッグ30mg エダラボンキット 30mg100mL1キット 田辺三菱 5,115       処 神経内科

内 レボレード錠12.5mg エルトロンボパグ オラミン錠 12.5mg1錠 ノバルティス 2,685       劇処 血液内科

内 レミッチカプセル2.5μg ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2.5μg1カプセル 東レ=鳥居 1,346       劇処 腎臓内科

内 レグパラ錠25mg シナカルセト塩酸塩錠 25mg1錠 協和発酵キリン 550         処 腎臓内科

外 レルベア100エリプタ30吸入用
ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフラン
カルボン酸エステル吸入剤

30吸入1キット GSK 5,987       処 リウマチ科
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