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仮採用薬の正規採用について ＊平成29年2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 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

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

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

以上を採用とする ＊薬事委員会細則に則り、1品目の一増一減を要する（中止切替薬：セロクラール錠20ｍｇ）

新規採用
　＊該当なし

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 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) 苓桂朮甘湯エキス顆粒 1g ツムラ 7            小児科

内 リフキシマ錠200mg リファキシミン錠 200mg1錠 あすか製薬=武田 202         処 消化器内科

注 レパーサ皮下注140mgペン
エボロクマブ(遺伝子組換え)キッ
ト(2)

140mg1mL1キット AABP=アステラス 22,948     処 小児科

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

注 アリクストラ皮下注5mg フォンダパリヌクスナトリウムキット 5mg0.4mL1筒 GSK=アスペン 3,477 処 循環器内科

注 アリクストラ皮下注7.5mg フォンダパリヌクスナトリウムキット 7.5mg0.6mL1筒 GSK=アスペン 4,546 処 循環器内科

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

注 オプジーボ点滴静注100mg ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液 100mg10mL1瓶 小野 364,925 劇処 呼吸器内科

注 オプジーボ点滴静注20mg ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液 20mg2mL1瓶 小野 75,100 劇処 呼吸器内科

注 オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mLアバタセプト(遺伝子組換え)キット(2) 125mg1mL1キット BMS=小野 28,233 劇処 リウマチ科

注 硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」 カナマイシン硫酸塩注射液 1g1管 MeijiSeika 314 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

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

注 赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL 人血清アルブミン注射液 25%50mL1瓶 日本血液製剤機構 5,709 処 血液内科
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注 献血ベニロン-I静注用5000mg 乾燥スルホ化人免疫グロブリン注射用 5g100mL1瓶(溶解液付) 化血研=帝人ファーマ 43,414 処 リウマチ科

内 ジオトリフ錠30mg アファチニブマレイン酸塩錠 30mg1錠 日本ベーリンガー 8,547 劇処 呼吸器内科

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 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 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

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

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

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 チガソンカプセル10 エトレチナートカプセル 10mg1カプセル 中外 324 劇処 皮膚科

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

注 ノイトロジン注250μg レノグラスチム(遺伝子組換え)注射用 250μg1瓶(溶解液付) 中外 21,098 処 血液内科

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

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 リウマチ科

内 ビムパット錠50mg ラコサミド錠 50mg1錠 UCB=第一三共 216 劇処 神経内科

内 ビムパット錠50mg ラコサミド錠 50mg1錠 UCB=第一三共 216 劇処 脳外科

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 血液内科

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

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 脳外科

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・インスリ
ン アスパルト配合剤キット

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・インスリ
ン アスパルト配合剤キット

300単位1キット ノボ 2,294 劇処 内分泌内科

内 レグナイト錠300mg ガバペンチン エナカルビル錠 300mg1錠 アステラス 101 処 精神科

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

外 レルベア200エリプタ30吸入用
ビランテロール・フルチカゾン吸
入剤

30吸入1キット GSK 6,693 処 呼吸器内科
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