
平成29年9月　薬事委員会  2017年9月13日（水）

仮採用薬の正規採用 ＊平成29年4-5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 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)

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)

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)

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

内 カリエードプラス散(分包)96.7%
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

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

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

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

外 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg1個 日医工 20 劇処 薬剤部 中止切替：ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」

外 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg1個 日医工 20 劇処 薬剤部 中止切替：ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」

内 レバミピド錠100mg「オーツカ」 レバミピド錠(1) 100mg1錠 大塚工場 10 局 薬剤部 中止切替：レバミピド錠100mg「EMEC」

※レバミピドは平成29年7月薬事委員会にて追加承認となっていたため記載

*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 ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) 桂枝加芍薬湯エキス顆粒 1g ツムラ 8            小児科

内 ヤーズフレックス配合錠
ドロスピレノン・エチニルエストラ
ジオール ベータデクス錠(2)

1錠 バイエル 275         処 産婦人科

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 大塚工場 11           耳鼻咽喉科・頭頸部外科

内 エクセラーゼ配合錠 サナクターゼ配合剤錠 1錠 MeijiSeika 6            

中止切替：シチコリン注500mg
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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

内 アコファイド錠100mg アコチアミド塩酸塩水和物錠 100mg1錠 ゼリア=アステラス 37 処 神経内科

内 アコファイド錠100mg アコチアミド塩酸塩水和物錠 100mg1錠 ゼリア=アステラス 37 処 外科

外 アトロベントエロゾル20μg イプラトロピウム臭化物水和物吸入剤 4.20mg10mL1瓶 帝人ファーマ 858 処 アレルギー科

外 アトロベントエロゾル20μg イプラトロピウム臭化物水和物吸入剤 4.20mg10mL1瓶 帝人ファーマ 858 処 アレルギー科

外 アトロベントエロゾル20μg イプラトロピウム臭化物水和物吸入剤 4.20mg10mL1瓶 帝人ファーマ 858 処 アレルギー科

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

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

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

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2.5mg アピキサバン錠 2.5mg1錠 BMS=ファイザー 149 処 リウマチ科

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 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 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 グルファスト錠10mg ミチグリニドカルシウム水和物錠(1) 10mg1錠 キッセイ=武田 54 処 内分泌内科

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

注 献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL pH4処理酸性人免疫グロブリン注射液 5g50mL1瓶 日本血液製剤機構 40,438 処 リウマチ科
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注 コセンティクス皮下注150mgシリンジ セクキヌマブ(遺伝子組換え)キット(1) 150mg1mL1筒 ノバルティス=マルホ 73,132 劇処 皮膚科

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 ゴナトロピン筋注用3000単位 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 3,000単位1管 あすか製薬=武田 419 処局 内分泌内科

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 外科

注 サイモグロブリン点滴静注用25mg 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン静注用 25mg1瓶 サノフィ 40,545 劇処 血液内科

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 サビーン点滴静注用500mg デクスラゾキサン注射用 500mg1瓶 キッセイ 45,593 劇処 血液内科

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 リウマチ科

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 リウマチ科

内 スプリセル錠50mg ダサチニブ水和物錠 50mg1錠 BMS 9,478 劇処 血液内科

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

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

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 タフィンラーカプセル50mg ダブラフェニブメシル酸塩カプセル 50mg1カプセル ノバルティス 4,861 劇処 皮膚科

内 タルセバ錠150mg エルロチニブ塩酸塩錠 150mg1錠 中外 10,643 劇処 呼吸器外科

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 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 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
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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 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 血液内科

内 デノタスチュアブル配合錠 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム錠 1錠 日東薬品=第一三共 20 泌尿器科

内 テモダールカプセル20mg テモゾロミドカプセル 20mg1カプセル MSD 3,370 毒処 脳神経外科

内 テモダールカプセル20mg テモゾロミドカプセル 20mg1カプセル MSD 3,370 毒処 脳神経外科

内 テモダールカプセル100mg テモゾロミドカプセル 100mg1カプセル MSD 16,859 毒処 脳神経外科

内 テモダールカプセル100mg テモゾロミドカプセル 100mg1カプセル MSD 16,859 毒処 脳神経外科

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

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 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

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

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 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

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 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

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

内 ミニリンメルトOD錠60μg デスモプレシン酢酸塩水和物錠 60μg1錠 フェリング=協和発酵キリン 121 劇処 内分泌内科

内 メキニスト錠2mg トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物錠 2mg1錠 ノバルティス 29,021 劇処 皮膚科

注 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g 滅菌調整タルク注射用 4g1瓶 ノーベル 7,105 処 呼吸器内科

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
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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 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 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 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

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 循環器科
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