
平成29年5月　薬事委員会  2017年5月10日（水）

仮採用薬の正規採用について ＊平成29年1月薬事委員会にて仮採用が決定した薬剤について審議

　＊休会のため該当なし

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

内 トレーランG液50g デンプン部分加水分解物液 150mL1瓶 エイワイファーマ=陽進堂 144         処 産婦人科

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

内
カリエードプラス散(分包)96.7%
（5.17g/包）

ポリスチレンスルホン酸カルシウ
ム散

96.7%1g 東洋製化=小野 14           薬剤部 中止切替：カリメート散５ｇ/包

*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 リアルダ錠1200mg メサラジン腸溶錠 1,200mg1錠 持田 212         処 消化器内科

内 リンゼス錠0.25mg リナクロチド錠 0.25mg1錠 アステラス 92           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
アクテムラ皮下注162mgオートイン
ジェクター

トシリズマブ(遺伝子組換え)キッ
ト(2)

162mg0.9mL1キット 中外 39,291     劇処 リウマチ科

外 アドエア125エアゾール120吸入用
サルメテロールキシナホ酸塩・フ
ルチカゾンプロピオン酸エステル

12.0g1瓶 GSK 7,714       処 アレルギー科

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

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

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

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

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

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 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

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

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
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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

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 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 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

外 ソフラチュール貼付剤30cm フラジオマイシン硫酸塩貼付剤 (32.4mg)10cm×30cm1枚 サノフィ 144         形成外科

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 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 ハイカムチン注射用1.1mg ノギテカン塩酸塩注射用 1.1mg1瓶 日本化薬 8,610       劇処 呼吸器内科

内 フィコンパ錠2mg ペランパネル水和物錠 2mg1錠 エーザイ 190         処 神経内科

内 プラケニル錠200mg ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg1錠 サノフィ 419         毒処 リウマチ科

内 プラケニル錠200mg ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg1錠 サノフィ 419         毒処 リウマチ科

外
フルタイド100μgエアゾール60吸入
用

フルチカゾンプロピオン酸エステ
ル吸入剤

12.25mg7.0g1瓶 GSK 1,927       処 アレルギー科

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

内 ベルソムラ錠20mg スボレキサント錠 20mg1錠 MSD 108         処 精神科

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

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 リルテック錠50 リルゾール錠 50mg1錠 サノフィ 1,523       処 神経内科

内 レブラミドカプセル5mg レナリドミド水和物カプセル 5mg1カプセル セルジーン 9,114       毒処 血液内科

注 レベミル注イノレット
インスリン デテミル(遺伝子組換
え)キット

300単位1キット ノボ 2,401       劇処 内分泌内科

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
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