
平成29年12月　薬事委員会  2017年12月22日（金）

仮採用薬の正規採用について ＊平成29年8月薬事委員会分は該当なし

区分 商品名 一般名 規格 メーカー  薬価 区分 申請科 備考

注 ミオテクター冠血管注
塩化ナトリウム・塩化カリウム配
合剤注射液

1瓶1管1
組

持田 1,804 処 心臓血管外科
心臓外科手術用心停止及び心筋保護液
・院内製剤からの切替

以上を採用とする

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

外 デキサルチン口腔用軟膏1mg/g デキサメタゾン軟膏 0.1%1g 日本化薬 56 歯科口腔外科 ・中止切替：ケナログ口腔用軟膏0.1%（5g）

注 ケイセントラ静注用500
乾燥濃縮人プロトロンビン複合
体注射用

500国際単位1瓶
(溶解液付)

CSLベー
リング

35,004 処

注 ケイセントラ静注用1000
乾燥濃縮人プロトロンビン複合
体注射用

1,000国際単位1
瓶(溶解液付)

CSLベー
リング

65,225 処

外 ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第XIII因子(3)
3mL4瓶1
組

帝人
ファーマ

35,761 処
呼吸器外科
心臓血管外科
脳神経外科

外 ボルヒール組織接着用 フィブリノゲン加第XIII因子(3)
5mL4瓶1
組

帝人
ファーマ

59,639 処
心臓血管外科
脳神経外科

　

後発品切替（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 リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」
リツキシマブ(遺伝子組換え)注
射液(2)

100mg10m
L1瓶

協和発酵
キリン

24,930 処
※販売開始後に切替予定
・中止切替：リツキサン注10mg/mL（100mg）

注 リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」
リツキシマブ(遺伝子組換え)注
射液(2)

500mg50m
L1瓶

協和発酵
キリン

122,143 処
※販売開始後に切替予定
・中止切替：リツキサン注10mg/mL（500mg）

　

剤形変更（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

内 リクシアナOD錠30mg
エドキサバントシル酸塩水和物
錠(2)

30mg1錠 第一三共 538 処 ・中止切替：リクシアナ錠30mg

内 リクシアナOD錠60mg
エドキサバントシル酸塩水和物
錠(2)

60mg1錠 第一三共 546 処 ・中止切替：リクシアナ錠60mg

*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 ビプレッソ徐放錠50mg クエチアピンフマル酸塩徐放錠 50mg1錠 共和薬品 71 劇処

内 ビプレッソ徐放錠150mg クエチアピンフマル酸塩徐放錠 150mg1錠 共和薬品          189 劇処

内 マヴィレット配合錠
グレカプレビル水和物・ピブレン
タスビル錠

1錠 アッヴィ      24,210 処 消化器内科

限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用56件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は31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)

162mg0.9
mL1キット

中外 39,291 劇処 リウマチ科

精神科

脳神経外科 ・中止切替：PPSB-HT静注用500単位

・中止切替：なし

薬剤部

循環器内科
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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)

162mg0.9
mL1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)

162mg0.9
mL1キット

中外 39,291 劇処 リウマチ科

注 エビリファイ持続性水懸筋注用400mg アリピプラゾール水和物筋注用
400mg1瓶
(懸濁用液

大塚製薬 46,480 劇処 精神科

外 エムラクリーム
リドカイン・プロピトカイン配合剤
クリーム

1g 佐藤製薬 190 劇処 腎臓内科

内 エリキュース錠2.5mg アピキサバン錠 2.5mg1錠
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
ファイ
ザー

149 処 神経内科

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)

50mg1mL
1キット

武田 31,252 劇処 リウマチ科

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

20mg2mL
1瓶

小野 75,100 劇処 耳鼻科

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

100mg10m
L1瓶

小野 364,925 劇処 耳鼻科

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

100mg4m
L1瓶

MSD 410,541 劇処 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

100mg4m
L1瓶

MSD 410,541 劇処 呼吸器内科

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 小児科

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 リウマチ科

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

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

アステラ
ス

29,958 劇処 泌尿器科

注 ザイボックス注射液600mg リネゾリド注射液
600mg300
mL1袋

ファイ
ザー

14,997 処 整形外科

注 ジェブタナ点滴静注60mg
カバジタキセル アセトン付加物
注射液

60mg1.5m
L1瓶(溶解

サノフィ 593,069 毒処 泌尿器科

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 スミフェロン注DS600万IU
インターフェロン アルファ
(NAMALWA)注射液

600万国
際単位1

大日本住
友

12,424 劇処局 泌尿器科

注 シムジア皮下注200mgシリンジ
セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組
換え)キット

200mg1m
L1筒

アステラ
ス

63,494 劇処 リウマチ科

内 重曹錠500mg「マイラン」 炭酸水素ナトリウム錠 500mg1錠
ファイ
ザー

6 腎臓内科

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120mg ランレオチド酢酸塩キット 120mg1筒
帝人
ファーマ

332,870 劇処 消化器内科

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 精神科

注 テイコプラニン点滴静注用200mg「ケミファ」 テイコプラニン注射用 200mg1瓶 ケミファ 2,686 劇処 整形外科

内 テクフィデラカプセル120mg フマル酸ジメチルカプセル
120mg1カ
プセル

バイオ
ジェン

2,037 処 神経内科

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

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 ニコペリック腹膜透析液 腹膜透析液(8-1) 2L1袋 テルモ 859 処 腎臓内科

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 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 ビブラマイシン錠100mg
ドキシサイクリン塩酸塩水和物
錠

100mg1錠
ファイ
ザー

22 処局 リウマチ科

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

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

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

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 劇処局 リウマチ科

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 劇処局 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 劇処局 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 劇処局 リウマチ科

内 プロパジール錠50mg プロピルチオウラシル錠 50mg1錠 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

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 ホスリボン配合顆粒
リン酸二水素ナトリウム一水和
物・無水リン酸水素二ナトリウム

100mg1包
(リンとし

ゼリア 71 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 大塚工場 11 消化器内科

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 大塚工場 11 消化器内科

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 大塚工場 11 呼吸器内科

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)
5mg100m
L1瓶

旭化成
ファーマ

39,485 劇処 乳腺外科

外 リバスタッチパッチ4.5mg リバスチグミン貼付剤 4.5mg1枚 小野 347 劇処 神経内科

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
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院内削除
区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分

注 PPSB-HT静注用500単位「ニチヤク」
乾燥人血液凝固第IX因子複合
体

500単位1
瓶(溶解液

日本製薬 31,822 処

注 リツキサン注10mg/mL（100mg）
リツキシマブ(遺伝子組換え)注
射液(1)

100mg10m
L1瓶

中外 43,641 処

注 リツキサン注10mg/mL（500mg）
リツキシマブ(遺伝子組換え)注
射液(1)

500mg50m
L1瓶

中外 213,815 処

内 リクシアナ錠30mg
エドキサバントシル酸塩水和物
錠(1)

30mg1錠 第一三共 538 処

内 リクシアナ錠60mg
エドキサバントシル酸塩水和物
錠(1)

60mg1錠 第一三共 546 処

※ケナログ口腔用軟膏0.1%（5g）は、流通の都合上、2018年5月1日以降、当院処方不可予定とする。

リクシアナOD錠60mgの中止切替

備考

ケイセントラ静注用の中止切替

リツキシマブBS点滴静注100mgの中止切替

リツキシマブBS点滴静注500mgの中止切替

リクシアナOD錠30mgの中止切替
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