
平成29年3月　薬事委員会 2017年3月8日（水）

仮採用薬の正規採用について ＊平成28年11月薬事委員会にて仮採用が決定した薬剤について審議（クレストールOD錠は平成28年9月薬事委員会）
区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科

内 イフェクサーSRカプセル37.5mg ベンラファキシン塩酸塩徐放カプセル 37.5mg1カプセル ファイザー 157.9 劇処 精神科

内 シクレスト舌下錠5mg アセナピンマレイン酸塩錠 5mg1錠 MeijiSeika 274 劇処 精神科

内 クレストールOD錠2.5mg ロスバスタチンカルシウム錠(2) 2.5mg1錠 塩野義 63.1 処 循環器科

以上を採用とする

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 ミオテクター冠血管注
塩化ナトリウム・塩化カリウム配
合剤注射液

1瓶1管1組 持田 1,804       処
心臓血管外
科

中止切替：院内製剤品からの切替

剤形変更
区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科 備考

注 アセリオ静注液1000mgバッグ アセトアミノフェン注射液 1,000mg100mL1袋 テルモ 332         劇処
緩和ケア内
科

中止切替：アセリオ静注液1000mg（バイアル製剤）

後発品切替
区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科 備考

注
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg
「サンド」

オクトレオチド酢酸塩注射液 100μg1mL1管 サンド 1,400       劇処 薬剤部 中止切替：サンドスタチン皮下注用100μg

*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 ウチダの八味丸M 八味丸 10丸 クラシエ 11           めまい平衡科

外
スピリーバ1.25μgレスピマット60吸
入

チオトロピウム臭化物水和物吸
入剤

75μg1キット 日本ベーリンガー 3,679       処 アレルギー科

内 ザーコリカプセル200mg クリゾチニブカプセル 200mg1カプセル ファイザー 9,690       劇処 呼吸器内科

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 ブレディニンOD錠50 ミゾリビン錠(2) 50mg1錠 旭化成ファーマ 249         処 リウマチ科

内 ジメンシー配合錠
ダクラタスビル塩酸塩・アスナプ
レビル・ベクラブビル塩酸塩錠

1錠 BMS 11,529     劇処 消化器内科

内 ベムリディ錠25mg
テノホビル アラフェナミドフマル
酸塩錠

25mg1錠 ギリアド 997         劇処 消化器内科

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

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
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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

内 アプレゾリン錠25mg ヒドララジン塩酸塩錠 25mg1錠 サンファーマ=田辺三菱 10           処局 内分泌内科

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

内 エンシュア・H 経腸成分栄養剤(2-2)液 10mL 明治=アボット 10           外科

注 カルセド注射用20mg アムルビシン塩酸塩注射用 20mg1瓶 大日本住友=日本化薬 7,904       劇処 呼吸器内科

注 カルセド注射用50mg アムルビシン塩酸塩注射用 50mg1瓶 大日本住友=日本化薬 17,673     劇処 呼吸器内科

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

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

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

注 ゴナックス皮下注用120mg デガレリクス酢酸塩注射用 120mg1瓶 アステラス 29,958     劇処 泌尿器科

注 ゴナックス皮下注用80mg デガレリクス酢酸塩注射用 80mg1瓶 アステラス 24,370     劇処 泌尿器科

注 ザイヤフレックス注射用
コラゲナーゼ(クロストリジウム ヒ
ストリチクム)注射用

0.58mg1瓶(溶解液付) 旭化成ファーマ 193,861    劇処 整形外科

注 ザイヤフレックス注射用
コラゲナーゼ(クロストリジウム ヒ
ストリチクム)注射用

0.58mg1瓶(溶解液付) 旭化成ファーマ 193,861    劇処 整形外科

注 ジェブタナ点滴静注60mg
カバジタキセル アセトン付加物
注射液

60mg1.5mL1瓶(溶解液付) サノフィ 593,069    毒処 泌尿器科

内 ジオトリフ錠40mg アファチニブマレイン酸塩錠 40mg1錠 日本ベーリンガー 11,199     劇処 呼吸器内科

内 重曹錠500mg「マイラン」 炭酸水素ナトリウム錠 500mg1錠 マイラン=ファイザー 6            腎臓内科

内 スタレボ配合錠L50
レボドパ・カルビドパ水和物・エン
タカポン(1)錠

1錠 ノバルティス 210         処 神経内科

注 ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ
パリペリドンパルミチン酸エステ
ルキット

100mg1キット ヤンセン 48,716     劇処 精神科

注 ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ
パリペリドンパルミチン酸エステ
ルキット

150mg1キット ヤンセン 64,202     劇処 精神科
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注 ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ
パリペリドンパルミチン酸エステ
ルキット

150mg1キット ヤンセン 64,202     劇処 精神科

注 ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ
パリペリドンパルミチン酸エステ
ルキット

150mg1キット ヤンセン 64,202     劇処 精神科

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 ソバルディ錠400mg ソホスブビル錠 400mg1錠 ギリアド 42,240     処 消化器内科

内
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療
用)

桃核承気湯エキス顆粒 1g ツムラ 9            外科

注
治療用ダニアレルゲンエキス皮下
注「トリイ」10,000JAU/mL

アレルゲンエキス(4)注射液 2mL1瓶 鳥居 4,320       処 アレルギー科

注 デノシン点滴静注用500mg ガンシクロビル静注用 500mg1瓶 田辺三菱 12,079     毒処 リウマチ科

外 デュロテップMTパッチ2.1mg フェンタニル貼付剤(2) 2.1mg1枚 ヤンセン 1,840       麻劇処 緩和ケア科

内 トランデート錠50mg ラベタロール塩酸塩錠 50mg1錠 アスペン 17           劇処局 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 ヌーカラ皮下注用100mg
メポリズマブ(遺伝子組換え)注射
用

100mg1瓶 GSK 175,684    劇処 アレルギー科

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 アッヴィ=エーザイ 65,144     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 メサペイン錠5mg メサドン塩酸塩錠 5mg1錠 帝國製薬=テルモ 183         麻劇処 緩和ケア科

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

内 ラコールNF配合経腸用半固形剤 経腸成分栄養剤(9-2)半固形剤 10g EN大塚=大塚工場=大塚製薬 11           呼吸器内科

内 ラコールNF配合経腸用半固形剤 経腸成分栄養剤(9-2)半固形剤 10g EN大塚=大塚工場=大塚製薬 11           神経内科

注 ルミセフ皮下注210mgシリンジ
ブロダルマブ(遺伝子組換え)キッ
ト

210mg1.5mL1筒 協和発酵キリン 73,158     劇処 皮膚科

内 レミニールOD錠4mg ガランタミン臭化水素酸塩錠(2) 4mg1錠 ヤンセン=武田 107         劇処 神経内科

その他
・販売中止

オルメテック錠10mg/20mg/40mg ：院外処方については2-3ヶ月を目途に停止する。
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