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仮採用薬の正規採用について ＊平成30年2月以前の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 規制 申請科 備考

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 ※中止切替なしで承認済

以上を正規採用とする。

仮採用薬の正規採用について（後発品関連） ＊平成30年2月以前の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 規制 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

2,382.0 劇処 薬剤部 ※中止切替は『ドブトレックスキット点滴静注用600mg』で承認済

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 ※中止切替は『オメプラゾール注射用20mg「NP」』で承認済

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 1,286.0 処 薬剤部 ※中止切替は『シプロキサン注400mg』で承認済

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 規制 申請科 備考

内 カルグート錠5 デノパミン錠 5mg1錠 田辺三菱 32.0 循環器内科 ・中止切替：仮採用期間中に検討

注 ナルベイン注2mg ヒドロモルフォン塩酸塩注射液
2mg1mL1
管

第一三共 725.0 麻劇処 緩和ケア内科

注 ナルベイン注20mg ヒドロモルフォン塩酸塩注射液
20mg2mL
1管

第一三共 6,340.0 麻劇処 緩和ケア内科

以上を仮採用（3ヶ月間）とする。使用実績等を評価し、薬事委員会にて正規採用を再審議する。

剤形変更（仮採用）
区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 規制 申請科 備考

内 オキシコンチンTR錠5mg
オキシコドン塩酸塩水和物徐放
錠(2)

5mg1錠 塩野義 134.7 麻劇処 緩和ケア内科 ・中止切替：オキシコンチン錠5mg

内 オキシコンチンTR錠20mg
オキシコドン塩酸塩水和物徐放
錠(2)

20mg1錠 塩野義 468.8 麻劇処 緩和ケア内科 ・中止切替：オキシコンチン錠20mg

以上を仮採用（3ヶ月間）とする。使用実績等を評価し、薬事委員会にて正規採用を再審議する。

後発品関連（仮採用）
区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 規制 申請科 備考

注 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」 ロクロニウム臭化物注射液
50mg5mL
1瓶

富士製薬 413.0 毒処 薬剤部 ・中止切替：エスラックス静注50mg/5.0mL

注 ドブタミン点滴静注液100mg「ファイザー」 ドブタミン塩酸塩注射液 100mg1管
ファイ
ザー

240.0 劇処 薬剤部 ・中止切替：ドブトレックス注射液100mg

以上を仮採用（3ヶ月間）とする。使用実績等を評価し、薬事委員会にて正規採用を再審議する。

・中止切替：仮採用期間中に検討
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院外登録
区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 規制 申請科

内 オキシコンチンTR錠5mg
オキシコドン塩酸塩水和物徐放
錠(2)

5mg1錠 塩野義 134.7 麻劇処 緩和ケア内科

内 オキシコンチンTR錠10mg
オキシコドン塩酸塩水和物徐放
錠(2)

10mg1錠 塩野義 251.8 麻劇処 緩和ケア内科

内 オキシコンチンTR錠20mg
オキシコドン塩酸塩水和物徐放
錠(2)

20mg1錠 塩野義 468.8 麻劇処 緩和ケア内科

内 オキシコンチンTR錠40mg
オキシコドン塩酸塩水和物徐放
錠(2)

40mg1錠 塩野義 858.4 麻劇処 緩和ケア内科

内 レキサルティ錠1mg ブレクスピプラゾール錠 1mg1錠 大塚製薬 268.9 劇処 精神科

内 レキサルティ錠2mg ブレクスピプラゾール錠 2mg1錠 大塚製薬 509.2 劇処 精神科

内 オルメテックOD錠5mg オルメサルタン メドキソミル錠(2) 5mg1錠 第一三共 29.0 腎臓内科

注 ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター
ベリムマブ(遺伝子組換え)キット
(2)

200mg1m
L1キット

GSK 24,547.0 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42件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は21件。
区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 規制 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 39,291.0 劇処 リウマチ科

注 アザクタム注射用1g アズトレオナム注射用 1g1瓶 エーザイ 1,374.0 処局 外科

内 アラベル内用剤1.5g アミノレブリン酸塩酸塩 1.5g1瓶 ノーベル 90,377.8 処 脳神経外科

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 4,291.0 処 循環器内科

外 ウルティブロ吸入用カプセル
インダカテロールマレイン酸塩・
グリコピロニウム臭化物カプセ

1カプセル
ノバルティ
ス

253.5 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 31,252.0 劇処 リウマチ科

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 31,252.0 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 57,225.0 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

100mg10m
L1瓶

小野 278,029.0 劇処 呼吸器内科

内 カルグート錠5 デノパミン錠 5mg1錠 田辺三菱 32.0 循環器内科

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

23,233.0 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

28,637.0 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

14,042.0 処 循環器内科

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

14,042.0 処 外科

内 ザイボックス錠600mg リネゾリド錠 600mg1錠
ファイ
ザー

10,400.7 処 外科

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

193,779.0 劇処 整形外科

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

193,779.0 劇処 整形外科
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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

8,142.4 劇処 呼吸器内科

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

10,715.2 劇処 呼吸器内科

注 ゾレア皮下注用75mg
オマリズマブ(遺伝子組換え)注
射用

75mg1瓶
ノバルティ
ス

23,128.0 劇処 小児科

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

45,578.0 劇処 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

科研 8,366.0 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

科研 8,366.0 処 内分泌内科

注 注射用GRF住友100 ソマトレリン酢酸塩注射用
100μg1瓶
(溶解液

大日本住
友

6,191.0 処 内分泌内科

注 デスモプレシン注4協和
デスモプレシン酢酸塩水和物注
射液

4μg1管
協和発酵
キリン

1,678.0 劇処 内分泌内科

注 デスモプレシン注4協和
デスモプレシン酢酸塩水和物注
射液

4μg1管
協和発酵
キリン

1,678.0 劇処 内分泌内科

外 デスモプレシン・スプレー2.5協和 デスモプレシン酢酸塩水和物液 125μg1瓶
協和発酵
キリン

4,306.6 劇処 内分泌内科

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 18.7 放射線科

注 ファセンラ皮下注30mgシリンジ
ベンラリズマブ(遺伝子組換え)
キット

30mg1mL
1筒

アストラゼ
ネカ

351,535.0 劇処 アレルギー科

注 ファセンラ皮下注30mgシリンジ
ベンラリズマブ(遺伝子組換え)
キット

30mg1mL
1筒

アストラゼ
ネカ

351,535.0 劇処 アレルギー科

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 137,285.0 毒処 血液内科

注 ボナロン点滴静注バッグ900μg
アレンドロン酸ナトリウム水和物
キット

900μ
g100mL1

帝人
ファーマ

4,045.0 劇処 神経内科

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

帝人
ファーマ

11,950.5 処 歯科口腔外科

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

114.4 劇処 内分泌内科

内 メサペイン錠5mg メサドン塩酸塩錠 5mg1錠 テルモ 183.0 麻劇処 緩和ケア内科

内 メサペイン錠5mg メサドン塩酸塩錠 5mg1錠 テルモ 183.0 麻劇処 緩和ケア内科

内 メトピロンカプセル250mg メチラポンカプセル
250mg1カ
プセル

武田 330.2 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

300単位1
キット

ノボ 2,206.0 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(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 2,206.0 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 10.4 消化器内科

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

9,339.5 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

2,493.4 劇処 血液内科
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院内削除
区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 規制

内 オキシコンチン錠5mg
オキシコドン塩酸塩水和物徐放
錠(1)

5mg1錠 塩野義 134.7 麻劇処

内 オキシコンチン錠20mg
オキシコドン塩酸塩水和物徐放
錠(1)

20mg1錠 塩野義 468.8 麻劇処

注 エスラックス静注50mg/5.0mL ロクロニウム臭化物注射液
50mg5mL
1瓶

MSD 796.0 毒処

注 ドブトレックス注射液100mg ドブタミン塩酸塩注射液 100mg1管 共和薬品 630.0 劇処

オキシコンチンTR錠20mgへの剤形変更に伴う院内削除

ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」への後発品切替に伴う院内削除

ドブタミン点滴静注液100mg「ファイザー」への後発品切替に伴う院内削除

備考

オキシコンチンTR錠5mgへの剤形変更に伴う院内削除
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