
平成29年4月　薬事委員会  2017年4月12日（水）

仮採用薬の正規採用について ＊平成28年12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

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

注 プリズバインド静注液2.5g イダルシズマブ(遺伝子組換え)注射液 2.5g50mL1瓶 日本ベーリンガー 199,924    処 循環器内科

外 エコリシン眼軟膏
エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリス
チンメタンスルホン酸ナトリウム軟膏 1g 参天 46           処 小児科

外 ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」 ポビドンヨード液 7.5%10mL MeijiSeika 23           薬剤部

外
ポビドンヨードフィールド外用液10%
「明治」

ポビドンヨード液 10%10mL MeijiSeika 18           薬剤部

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 エルネオパNF1号輸液
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-
5)キット

1000mL1キット 大塚工場=大塚製薬 1,387       処
栄養ｻﾎﾟｰﾄﾁｰﾑ
（NST)

中止切替：エルネオパ1号輸液1000mL

注 エルネオパNF2号輸液
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-
6)キット

1000mL1キット 大塚工場=大塚製薬 1,492       処
栄養ｻﾎﾟｰﾄﾁｰﾑ
（NST)

中止切替：エルネオパ2号輸液1000mL

注 エルネオパNF2号輸液
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-
6)キット

1500mL1キット 大塚工場=大塚製薬 1,899       処
栄養ｻﾎﾟｰﾄﾁｰﾑ
（NST)

中止切替：エルネオパ2号輸液1500mL

規格追加
区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科

注 ソル・コーテフ静注用250mg
ヒドロコルチゾンコハク酸エステ
ルナトリウム注射用

250mg1瓶 ファイザー 893 処 呼吸器内科

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 エポジン注シリンジ750
エポエチン ベータ(遺伝子組換
え)キット

750国際単位0.5mL1筒 中外 572         劇処 小児科 中止切替：エポジン注アンプル750

*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
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療
用)

人参養栄湯エキス顆粒 1g ツムラ 21           外科

ペンニードルプラス32G 4mm ペンニードルプラス ノボノルディスク 医療材料 内分泌内科

1



平成29年4月　薬事委員会  2017年4月12日（水）

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 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GRF住友100 ソマトレリン酢酸塩注射用 100μg1瓶(溶解液付) 大日本住友 6,625       処 脳神経外科

注 注射用GRF住友100 ソマトレリン酢酸塩注射用 100μg1瓶(溶解液付) 大日本住友 6,625       処 脳神経外科

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 形成外科

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
エビリファイ持続性水懸筋注用
300mg

アリピプラゾール水和物筋注用 300mg1瓶(懸濁用液付) 大塚製薬 38,212     劇処 精神科

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

注 キイトルーダ点滴静注100mg
ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)
注射液

100mg4mL1瓶 MSD 410,541    劇処 呼吸器内科

注 キイトルーダ点滴静注100mg
ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)
注射液

100mg4mL1瓶 MSD 410,541    劇処 呼吸器内科

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(溶解液付) アステラス 29,958     劇処 泌尿器科
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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(溶解液付) アステラス 24,370     劇処 泌尿器科

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(溶解液付) 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(溶解液付) アステラス 24,370     劇処 泌尿器科

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(溶解液付) 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(溶解液付) アステラス 24,370     劇処 泌尿器科

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 腎臓内科

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

内 スーテントカプセル12.5mg スニチニブリンゴ酸塩カプセル 12.5mg1カプセル ファイザー 7,482       劇処 泌尿器科

内 ストロメクトール錠3mg イベルメクチン錠 3mg1錠 MSD=マルホ 773         劇処 皮膚科

内 ストロメクトール錠3mg イベルメクチン錠 3mg1錠 MSD=マルホ 773         劇処 皮膚科

内 セイブル錠50mg ミグリトール錠(1) 50mg1錠 三和化学 52           処 内分泌内科

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75mgシリンジ
パリペリドンパルミチン酸エステ
ルキット

75mg1キット ヤンセン 40,051     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

注 ゾレア皮下注用150mg
オマリズマブ(遺伝子組換え)注
射用

150mg1瓶 ノバルティス 45,578     劇処 アレルギー科

内 タルセバ錠100mg エルロチニブ塩酸塩錠 100mg1錠 中外 7,273       劇処 呼吸器内科

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 腎臓内科

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

内 バリキサ錠450mg バルガンシクロビル塩酸塩錠 450mg1錠 田辺三菱 3,027       毒処 腎臓内科

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 アッヴィ=エーザイ 65,144     劇処 リウマチ科

注 フエロン注射用300万 インターフェロン ベータ注射用 300万国際単位1瓶(溶解液付) 東レ=第一三共=東レ・メディカル 20,130     劇処 皮膚科

注 フォルテオ皮下注キット600μg
テリパラチド(遺伝子組換え)キッ
ト

600μg1キット リリー 43,334     処 整形外科

注 フォルテオ皮下注キット600μg
テリパラチド(遺伝子組換え)キッ
ト

600μg1キット リリー 43,334     処 リウマチ科

内
塩酸プロカルバジンカプセル50mg
「中外」

プロカルバジン塩酸塩カプセル 50mg1カプセル 中外 368         劇処 血液内科

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
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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

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) 1mL2キット1組 CSLベーリング 13,092     処 歯科口腔外科

外 ボチシート20% 亜鉛華軟膏貼付剤 5g 帝國製薬=日医工 13           泌尿器科

注 ボナロン点滴静注バッグ900μg アレンドロン酸ナトリウム水和物キット900μg100mL1袋 帝人ファーマ 4,627       劇処 内分泌内科

内 ミオカーム内服液33.3% ピラセタム液 33.3%1mL UCB=大鵬薬品 28           処 脳神経外科

内 メトピロンカプセル250mg メチラポンカプセル 250mg1カプセル セオリア=武田 220         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

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

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

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

注 リクラスト点滴静注液5mg ゾレドロン酸水和物注射液(2) 5mg100mL1瓶 旭化成ファーマ 39,485     劇処 整形外科
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