
平成29年11月　薬事委員会  2017年11月13日（月）

仮採用薬の正規採用について ＊平成29年7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

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

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

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 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 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

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

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

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

内 レバミピド錠100mg「オーツカ」 レバミピド錠(1) 100mg1錠 大塚製薬 10 局 薬剤部

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 MeijiSeika 35 処局 薬剤部

以上を採用とする
※ナルサス錠、ナルラピド錠、スインプロイク錠の中止切替薬は、コカイン塩酸塩原末（2014年12月削除済）、ブロチンコデイン配合シロップ（2016年12月削除済）、ピコスルファート錠2.5mgとした。

新規採用（仮採用）
区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科 備考

注 コアベータ静注用12.5mg ランジオロール塩酸塩注射用(2) 12.5mg1瓶 小野 2,709 劇処 放射線診断部 中止切替：ラニラピッド錠0.1mg（2017年5月削除済）

*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。
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限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用40件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は23件。

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

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

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 エンブレル皮下注50mgペン1.0mL エタネルセプト(遺伝子組換え)キット(2) 50mg1mL1キット 武田 31,252 劇処 リウマチ科

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 小野 28,233 劇処 リウマチ科

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 小野 28,233 劇処 リウマチ科

注 カイプロリス点滴静注用10mg カルフィルゾミブ注射用 10mg1瓶 小野 23,982 毒処 血液内科

注 カイプロリス点滴静注用40mg カルフィルゾミブ注射用 40mg1瓶 小野 86,255 毒処 血液内科

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

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 皮膚科

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 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

注 ジスロマック点滴静注用500mg アジスロマイシン水和物注射用 500mg1瓶 ファイザー 2,535 処 呼吸器内科

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

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 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

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 ソマチュリン皮下注90mg ランレオチド酢酸塩キット 90mg1筒 帝人ファーマ 261,154 劇処 内分泌内科

内 タグリッソ錠40mg オシメルチニブメシル酸塩錠 40mg1錠 アストラゼネカ 12,483 劇処 呼吸器内科
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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 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 エーザイ 94,995 劇処 血液内科

外 ニュープロパッチ4.5mg ロチゴチン貼付剤 4.5mg1枚 大塚製薬 428 劇処 神経内科

注 ビダーザ注射用100mg アザシチジン注射用 100mg1瓶 日本新薬 51,421 劇処 血液内科

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

注 ヒューマログ注100単位/mL インスリン リスプロ(遺伝子組換え)注射液 100単位1mLバイアル リリー 389 劇処 内分泌内科

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

外 ベストロン耳鼻科用1% セフメノキシム塩酸塩液 10mg1mL(溶解後の液として) 武田 91 処 耳鼻咽喉科

注 ベルケイド注射用3mg ボルテゾミブ注射用 3mg1瓶 ヤンセン 137,409 毒処 血液内科

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 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・インスリン アスパルト 300単位1キット ノボ 2,294 劇処 内分泌内科

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 乳腺外科

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

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

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

院内削除
区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分

内 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 ピコスルファートナトリウム水和物錠 2.5mg1錠 日医工 6 

外 ケナログ口腔用軟膏0.1% トリアムシノロンアセトニド軟膏 0.1%1g BMS 67 

備考

スインプロイク錠0.2mgの中止切替

販売中止に伴う院内外削除。2018年1月1日以降、当院処方不可予定。
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