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仮採用薬の正規採用について ＊平成29年3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 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

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

以上を採用とする
※ミオテクター冠血管注については、仮採用期間を延長して再審議とする。

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

内 ナルサス錠2mg ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠 2mg1錠 第一三共 203 麻劇処 緩和ケア内科

内 ナルサス錠6mg ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠 6mg1錠 第一三共 530 麻劇処 緩和ケア内科

内 ナルサス錠12mg ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠 12mg1錠 第一三共 972 麻劇処 緩和ケア内科

内 ナルサス錠24mg ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠 24mg1錠 第一三共 1,783 麻劇処 緩和ケア内科

内 ナルラピド錠1mg ヒドロモルフォン塩酸塩錠 1mg1錠 第一三共 111 麻劇処 緩和ケア内科

内 ナルラピド錠2mg ヒドロモルフォン塩酸塩錠 2mg1錠 第一三共 203 麻劇処 緩和ケア内科

内 ナルラピド錠4mg ヒドロモルフォン塩酸塩錠 4mg1錠 第一三共 372 麻劇処 緩和ケア内科

内 スインプロイク錠0.2mg ナルデメジントシル酸塩錠 0.2mg1錠 塩野義 272 処 緩和ケア内科 中止切替：仮採用期間中に検討

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 備考

注 ミルセラ注シリンジ200μg エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)キット 200μg0.3mL1筒 中外 37,624 劇処 腎臓内科 中止切替：エポジン750シリンジ

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

内 リリカOD錠75mg プレガバリン錠 75mg1錠 ファイザー 113 処 緩和ケア内科 中止切替：リリカカプセル75mg

内 ホスレノールOD錠250mg 炭酸ランタン水和物錠(2) 250mg1錠 バイエル 170 処 腎臓内科 中止切替：ホスレノールチュアブル錠250mg

中止切替：仮採用期間中に検討
※緩和ケア内科の診療科限定で承認

中止切替：仮採用期間中に検討
※緩和ケア内科の診療科限定で承認
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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 テラムロ配合錠AP「DSEP」 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠 1錠 第一三共エスファ 59 劇処 薬剤部 切替前：ミカムロ配合錠AP

内 テルミサルタン錠20mg「DSEP」 テルミサルタン錠(1) 20mg1錠 第一三共エスファ 24 処局 薬剤部 切替前：ミカルディス錠20mg

内 エスワンタイホウ配合OD錠T20 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤錠(1) 20mg1錠(テガフール相当量) 岡山大鵬 280 劇処 薬剤部 切替前：ティーエスワン配合OD錠T20

内 エスワンタイホウ配合OD錠T25 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤錠(1) 25mg1錠(テガフール相当量) 岡山大鵬 373 劇処 薬剤部 切替前：ティーエスワン配合OD錠T25

内 セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」 セフジトレン ピボキシル錠 100mg1錠 大蔵=MeijiSeika 35 処局 薬剤部 切替前：セルジトレンピボキシル錠100mg「日医工」

*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

外 アニュイティ100μgエリプタ30吸入用
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 1,980       処 アレルギー科

外 アニュイティ200μgエリプタ30吸入用
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 2,555       処 アレルギー科

内 ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用) 麻杏甘石湯エキス顆粒 1g ツムラ 7            呼吸器内科

内 ノベルジン錠25mg 酢酸亜鉛水和物錠 25mg1錠 ノーベル 270         劇処 耳鼻咽喉科

内 ノベルジン錠50mg 酢酸亜鉛水和物錠 50mg1錠 ノーベル 422         劇処 耳鼻咽喉科

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

内 ビムパット錠100mg ラコサミド錠 100mg1錠 UCB=第一三共 352         劇処 脳神経外科

内 レミッチOD錠2.5μg ナルフラフィン塩酸塩錠 2.5μg1錠 東レ=鳥居 1,346       劇処 腎臓内科

内 リリカOD錠25mg プレガバリン錠 25mg1錠 ファイザー 68           処 緩和ケア内科

内 リリカOD錠75mg プレガバリン錠 75mg1錠 ファイザー 113         処 緩和ケア内科

内 リリカOD錠150mg プレガバリン錠 150mg1錠 ファイザー 155         処 緩和ケア内科

内 ホスレノールOD錠250mg 炭酸ランタン水和物錠(2) 250mg1錠 バイエル 170 処 腎臓内科

内 ホスレノールOD錠500mg 炭酸ランタン水和物錠(2) 500mg1錠 バイエル 249 処 腎臓内科

内 オフェブカプセル100mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩カプセル 100mg1カプセル 日本ベーリンガー 4,383 劇処 呼吸器内科

内 オフェブカプセル150mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩カプセル 150mg1カプセル 日本ベーリンガー 6,574 劇処 呼吸器内科
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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

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

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 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 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 サムチレール内用懸濁液15% アトバコン液 750mg5mL1包 GSK 1,728 処 腎臓内科

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 皮膚科

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 皮膚科

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L100 レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン(2)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

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

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 タイロゲン筋注用0.9mg ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子組換え)筋注用 0.9mg1瓶 サノフィ 105,788 処 放射線科

内 ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用) 排膿散及湯エキス顆粒 1g ツムラ 8 産婦人科

注 トレアキシン点滴静注用25mg ベンダムスチン塩酸塩注射用 25mg1瓶 シンバイオ=エーザイ 29,295 劇処 血液内科

注 トレアキシン点滴静注用100mg ベンダムスチン塩酸塩注射用 100mg1瓶 シンバイオ=エーザイ 94,995 劇処 血液内科

注 トレアキシン点滴静注用100mg ベンダムスチン塩酸塩注射用 100mg1瓶 シンバイオ=エーザイ 94,995 劇処 血液内科

内 ネクサバール錠200mg ソラフェニブトシル酸塩錠 200mg1錠 バイエル 4,677 劇処 消化器内科

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 ハーボニー配合錠 レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル錠 1錠 ギリアド 54,797 処 消化器内科

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 リウマチ科
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内 ヒスロンH錠200mg メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 200mg1錠 協和発酵キリン 260 処 乳腺外科

内 プロパジール錠50mg プロピルチオウラシル錠 50mg1錠 あすか製薬=武田 10 処局 内分泌内科

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

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 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 神経内科

注 メナクトラ筋注 4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリアトキソイド結合体) 0.5mL1瓶 サノフィ 19,827 劇処 リウマチ科

内 レンビマカプセル10mg レンバチニブメシル酸塩カプセル 10mg1カプセル エーザイ 9,354 劇処 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(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 呼吸器内科

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

4


