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仮採用薬の正規採用について ＊平成29年12月以前に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 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

CSLベー
リング

35,004

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

CSLベー
リング

65,225

外 ボルヒール組織接着用3mL 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5mL 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

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 循環器内科

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 循環器内科

以上を正規採用とする
※コアベータ静注用は患者限定採用薬として承認する
※デキサルチン口腔用軟膏の正規採用に関する審議は来月以降とする

仮採用薬の正規採用について（後発品関連） ＊平成29年12月以前に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

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

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

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 薬剤部

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 薬剤部

以上を正規採用とする

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

内 リオナ錠250mg クエン酸第二鉄水和物錠 250mg1錠 鳥居 81 処 腎臓内科 中止切替：デトルシトールカプセル2mg（2016年8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。

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 コンサータ錠18mg
メチルフェニデート塩酸塩徐放
錠

18mg1錠 ヤンセン 338

内 コンサータ錠27mg
メチルフェニデート塩酸塩徐放
錠

27mg1錠 ヤンセン 374

内 コンサータ錠36mg
メチルフェニデート塩酸塩徐放
錠

36mg1錠 ヤンセン 403

外 レクタブル2mg注腸フォーム14回 ブデソニド注腸剤
48mg30.8g
1瓶

キッセイ 6,827 処 消化器内科

内 オルミエント錠2mg バリシチニブ錠 2mg1錠 リリー 2,690

内 オルミエント錠4mg バリシチニブ錠 4mg1錠 リリー 5,223
劇処 リウマチ科

処 脳神経外科

劇向処 精神科
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内 タシグナカプセル150mg
ニロチニブ塩酸塩水和物カプセ
ル

150mg1カ
プセル

ノバルティ
ス

3,617 劇処 血液内科

内 ムンデシンカプセル100mg フォロデシン塩酸塩カプセル
100mg1カ
プセル

ムンディ
ファーマ

2,618 劇処 血液内科

注 コセンティクス皮下注150mgペン
セクキヌマブ(遺伝子組換え)キッ
ト(2)

150mg1m
L1キット

マルホ 73,132 劇処 リウマチ科

限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用47件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は24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

注 アラセナ-A点滴静注用300mg ビダラビン注射用 300mg1瓶 持田 5,887 処 皮膚科

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 4,291 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 7,929 毒処 血液内科

内 イフェクサーSRカプセル75mg
ベンラファキシン塩酸塩徐放カプ
セル

75mg1カプ
セル

ファイ
ザー

250 劇処 精神科

内 イフェクサーSRカプセル75mg
ベンラファキシン塩酸塩徐放カプ
セル

75mg1カプ
セル

ファイ
ザー

250 劇処 精神科

内 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」 プロカルバジン塩酸塩カプセル
50mg1カプ
セル

中外 368 劇処 血液内科

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

20mg2mL
1瓶

小野 57,225 劇処 消化器内科

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

100mg10m
L1瓶

小野 278,029 劇処 消化器内科

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

100mg10m
L1瓶

小野 278,029 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)

125mg1m
L1キット

BMS 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

100mg4m
L1瓶

MSD 364,600 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 364,600 劇処 泌尿器科

内 グレースビット錠50mg シタフロキサシン水和物錠 50mg1錠 第一三共 169 処 呼吸器内科

注 コセンティクス皮下注150mgペン
セクキヌマブ(遺伝子組換え)キッ
ト(2)

150mg1m
L1キット

マルホ 73,132 劇処 リウマチ科

内 ザイティガ錠250mg アビラテロン酢酸エステル錠 250mg1錠 ヤンセン 3,691 劇処 泌尿器科

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 10,701 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 21,717 劇処 血液内科

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

10,715 劇処 呼吸器内科

内 ジャカビ錠5mg ルキソリチニブリン酸塩錠 5mg1錠
ノバルティ
ス

3,707 劇処 血液内科

内 ジャカビ錠10mg ルキソリチニブリン酸塩錠 10mg1錠
ノバルティ
ス

7,414 劇処 血液内科

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

内 ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) 四物湯エキス顆粒 1g ツムラ 8 精神科
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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 消化器内科

内 サムチレール内用懸濁液15% アトバコン液
750mg5m
L1包

GSK 1,728 処 血液内科

内 タシグナカプセル150mg
ニロチニブ塩酸塩水和物カプセ
ル

150mg1カ
プセル

ノバルティ
ス

3,617 劇処 血液内科

内 5mcgチロナミン錠 リオチロニンナトリウム錠 5μg1錠 武田 10 処局 内分泌内科

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 29,290 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 94,891 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 413 劇処 神経内科

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 歯科口腔外科

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(1)

300μ
g0.7mL1筒

持田 10,163 処 血液内科

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

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 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

帝人
ファーマ

40,068 処 リウマチ科

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 24,180 処 消化器内科

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 24,180 処 消化器内科

内 ミオカーム内服液33.3% ピラセタム液 33.3%1mL 大鵬薬品 27 処 脳神経外科

内 ムンデシンカプセル100mg フォロデシン塩酸塩カプセル
100mg1カ
プセル

ムンディ
ファーマ

2,618 劇処 血液内科

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 17 劇 皮膚科

外 メサデルムローション0.1%
デキサメタゾンプロピオン酸エス
テル液

0.1%1g 大鵬薬品 17 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 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

300単位1
キット

ノボ 2,206 劇処 内分泌内科

内 リオナ錠250mg クエン酸第二鉄水和物錠 250mg1錠 鳥居 81 処 腎臓内科

内 リオナ錠250mg クエン酸第二鉄水和物錠 250mg1錠 鳥居 81 処 腎臓内科

注 リツキサン注10mg/mL
リツキシマブ(遺伝子組換え)注
射液

500mg50m
L1瓶

中外 157,855 処 リウマチ科

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

2,493 劇処 血液内科
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