
平成30年2月　薬事委員会  2018年2月14日（水）

仮採用薬の正規採用について ＊平成29年9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 エリキュース錠2.5mg アピキサバン錠 2.5mg1錠
ファイ
ザー

149.0 処 神経内科

内 エリキュース錠5mg アピキサバン錠 5mg1錠
ファイ
ザー

272.8 処

以上を採用とする

後発品関連（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 ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」 ドブタミン塩酸塩キット
0.3%200m
L1袋

ファイ
ザー

2382.0 劇処 薬剤部 中止切替：ドブトレックスキット点滴静注用600mg

注 オメプラゾール注射用20mg「日医工」 オメプラゾールナトリウム注射用 20mg1瓶 日医工 265.0 処 薬剤部 中止切替：オメプラゾール注射用20mg「NP」

注 シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」 シプロフロキサシン注射液
400mg200
mL1袋

ニプロ 1286.0 処 薬剤部

　

剤形追加（仮採用）
区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科

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

5.6 腎臓内科

*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 イブランスカプセル25mg パルボシクリブカプセル
25mg1カプ
セル

ファイ
ザー

5576.4 劇処 乳腺外科

内 イブランスカプセル125mg パルボシクリブカプセル
125mg1カ
プセル

ファイ
ザー

22560.3 劇処 乳腺外科

内 ウプトラビ錠0.2mg セレキシパグ錠 0.2mg1錠 日本新薬 1407.9 処 循環器内科

内 ウプトラビ錠0.4mg セレキシパグ錠 0.4mg1錠 日本新薬 2815.8 処 循環器内科

内 ゼルボラフ錠240mg ベムラフェニブ錠 240mg1錠 中外 4935.5 劇処 皮膚科

内 タクロリムス錠2mg「あゆみ」 タクロリムス水和物錠 2mg1錠
あゆみ製
薬

769.9 劇処 リウマチ科

内 ルパフィン錠10mg ルパタジンフマル酸塩錠 10mg1錠 田辺三菱 69.4 処 耳鼻科

注 レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー
エボロクマブ(遺伝子組換え)キッ
ト(3)

420mg3.5
mL1キット

アステラ
ス

44481.0 処 小児科

*タクロリムス錠2mgは一般名登録とする
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限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用62件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は39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 39291.0 劇処 リウマチ科

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

7.5mg0.6m
L1筒

アスペン 4546.0 処 循環器内科

注 アルケラン静注用50mg メルファラン静注用
50mg1瓶
(溶解液

アスペン 10243.0 毒処 血液内科

内 アレセンサカプセル150mg アレクチニブ塩酸塩カプセル
150mg1カ
プセル

中外 6614.6 劇処 呼吸器内科

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)

50mg1mL
1キット

武田 31252.0 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

100mg4m
L1瓶

MSD 410541.0 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 410541.0 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

アステラ
ス

24370.0 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

アステラ
ス

24370.0 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

29958.0 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

29958.0 劇処 泌尿器科

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

旭化成
ファーマ

193861.0 劇処 整形外科

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

63494.0 劇処 リウマチ科

注 注射用サイメリン50mg ラニムスチン注射用 50mg1瓶 ニプロES 11405.0 劇処 血液内科

注 注射用サイメリン100mg ラニムスチン注射用 100mg1瓶 ニプロES 22905.0 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
750mg5m
L1包

GSK 1727.6 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
750mg5m
L1包

GSK 1727.6 処 腎臓内科

注 ザルトラップ点滴静注100mg
アフリベルセプト ベータ(遺伝子
組換え)注射液

100mg4m
L1瓶

サノフィ 78614.0 劇処 外科

注 ザルトラップ点滴静注100mg
アフリベルセプト ベータ(遺伝子
組換え)注射液

100mg4m
L1瓶

サノフィ 78614.0 劇処 外科

注 ザルトラップ点滴静注200mg
アフリベルセプト ベータ(遺伝子
組換え)注射液

200mg8m
L1瓶

サノフィ 153409.0 劇処 外科

注 ザルトラップ点滴静注200mg
アフリベルセプト ベータ(遺伝子
組換え)注射液

200mg8m
L1瓶

サノフィ 153409.0 劇処 外科

内 スプリセル錠50mg ダサチニブ水和物錠 50mg1錠 BMS 9477.5 劇処 血液内科

内 ソバルディ錠400mg ソホスブビル錠 400mg1錠 ギリアド 42239.6 処 消化器内科

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 105788.0 処 放射線科

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 105788.0 処 放射線科

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 12079.0 毒処 腎臓内科
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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 12079.0 毒処 神経内科

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 第一三共 19.8 リウマチ科

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 第一三共 19.8 整形外科

外 デュロテップMTパッチ2.1mg フェンタニル貼付剤(2) 2.1mg1枚 ヤンセン 1840.4 麻劇処 リウマチ科

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 エーザイ 29295.0 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 エーザイ 94995.0 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 428.4 劇処 神経内科

外 ニュープロパッチ13.5mg ロチゴチン貼付剤 13.5mg1枚 大塚製薬 850.1 劇処 神経内科

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 175684.0 劇処 アレルギー科

内 ノルバデックス錠20mg タモキシフェンクエン酸塩錠 20mg1錠
アストラゼ
ネカ

291.2 処 乳腺外科

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 54796.9 処 消化器内科

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 54796.9 処 消化器内科

内 パーロデル錠2.5mg ブロモクリプチンメシル酸塩錠 2.5mg1錠 田辺三菱 99.4 劇処 救急科

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 3027.0 毒処 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 215.6 劇処 神経内科

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

40mg0.4m
L1筒

エーザイ 65144.0 劇処 リウマチ科

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)

300μ
g0.7mL1筒

持田 12525.0 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

424.7 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

750.3 劇処局 リウマチ科

内 ベムリディ錠25mg
テノホビル アラフェナミドフマル
酸塩錠

25mg1錠 ギリアド 996.5 劇処 消化器内科

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 137409.0 毒処 血液内科

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 137409.0 毒処 血液内科

内 ベルソムラ錠20mg スボレキサント錠 20mg1錠 MSD 107.9 処 精神科

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 24210.4 処 消化器内科

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
協和発酵
キリン

120.7 劇処 脳神経外科

外 メサデルム軟膏0.1%
デキサメタゾンプロピオン酸エス
テル軟膏

0.1%1g 大鵬薬品 18.7 劇 皮膚科

外 メサデルム軟膏0.1%
デキサメタゾンプロピオン酸エス
テル軟膏

0.1%1g 大鵬薬品 18.7 劇 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 7105.0 処 呼吸器内科
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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/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 2294.0 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 2294.0 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 2294.0 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 10.9 呼吸器内科

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 10.9 救急科

内 リリカOD錠25mg プレガバリン錠 25mg1錠
ファイ
ザー

67.8 処 血液内科

内 レグパラ錠25mg シナカルセト塩酸塩錠 25mg1錠
協和発酵
キリン

549.8 処 内分泌内科

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

2684.6 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

注 ドブトレックスキット点滴静注用600mg ドブタミン塩酸塩キット
0.3%200m
L1袋

共和薬品 5,055 劇処

注 オメプラゾール注用20mg「NP」 オメプラゾールナトリウム注射用 20mg1瓶 ニプロ 265 処

備考

ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」の中止切替

オメプラゾール注射用20mg「日医工」の中止切替
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