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仮採用薬の正規採用について ＊平成30年3月以前薬事委員会にて仮採用が決定した薬剤について審議
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科 備考

1 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 52.2 歯科口腔外科 中止切替は『ケナログ口腔用軟膏0.1% 』で承認済

以上を正規採用とする。

新規採用（仮採用）
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科 備考

1 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(遺伝子組換え)配合剤キット

300単位1
キット

ノボ 2206.0 劇処 内分泌内科 中止切替：ノボラピッド30ミックス注フレックスペン

2 注 メルカゾール注10mg チアマゾール注射液 10mg1管
あすか製
薬

109.0 処 内分泌内科 中止切替：ヒューマリンN注100単位/mL

3 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 8366.0 処 内分泌内科 中止切替：ノボリン30R注フレックスペン

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）
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科 備考

1 内 イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 イトラコナゾール液 1%1mL ファイザー 39.9 処 薬剤部 中止切替：イトリゾール内用液１％

2 注 アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 アミオダロン塩酸塩注射液
150mg3m
L1管

トーアエイ
ヨー

1249.0 劇処 薬剤部 中止切替：アンカロン注150

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。

院内削除（中止切替）
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分

1 内 イトリゾール内用液1% イトラコナゾール液 1%1mL ヤンセン 100.9 処

2 注 アンカロン注150 アミオダロン塩酸塩注射液
150mg3m
L1管

サノフィ 3154.0 劇処

3 注 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン
インスリン アスパルト(遺伝子組
換え)キット

300単位1
キット

ノボ 1948.0 劇処

4 注 ヒューマリンN注100単位/mL
インスリン ヒト(遺伝子組換え)注
射液

100単位
1mLバイ

リリー 320.0 劇処

5 注 ノボリン30R注フレックスペン
インスリン ヒト(遺伝子組換え)
キット

300単位1
キット

ノボ 1911.0 劇処

院外登録依頼
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科

1 内 アトーゼット配合錠LD
エゼチミブ・アトルバスタチンカル
シウム水和物配合剤(1)錠

1錠 MSD 177.0 処 内分泌内科

2 内 アトーゼット配合錠HD
エゼチミブ・アトルバスタチンカル
シウム水和物配合剤(2)錠

1錠 MSD 177.0 処 内分泌内科

3 内 パルモディア錠0.1mg ペマフィブラート錠 0.1mg1錠 興和創薬 33.9 処 内分泌内科

4 注
エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL
「MA」

エタネルセプト(遺伝子組換え)
キット(1)

25mg0.5m
L1筒

あゆみ製
薬

9249.0 劇処 リウマチ科

5 注
エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL
「MA」

エタネルセプト(遺伝子組換え)
キット(1)

50mg1mL
1筒

あゆみ製
薬

18134.0 劇処 リウマチ科

6 注 エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」
エタネルセプト(遺伝子組換え)
キット(1)

50mg1mL
1キット

あゆみ製
薬

18190.0 劇処 リウマチ科

7 内 トピナ細粒10% トピラマート細粒 10%1g
協和発酵
キリン

184.0 処 小児科

8 外 アレサガテープ4mg エメダスチンフマル酸塩貼付剤 4mg1枚 久光 67.5 処 耳鼻咽喉科
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9 外 アレサガテープ8mg エメダスチンフマル酸塩貼付剤 8mg1枚 久光 93.1 処 耳鼻咽喉科

10 注 エンブレル皮下注25mgペン0.5mL
エタネルセプト(遺伝子組換え)
キット

25mg0.5m
L1キット

武田 15937.0 劇処 リウマチ科

11 内 イクスタンジ錠40mg エンザルタミド錠 40mg1錠 アステラス 2354.1 劇処 泌尿器科

12 内 イクスタンジ錠80mg エンザルタミド錠 80mg1錠 アステラス 4563.7 劇処 泌尿器科

13 内 オルケディア錠1mg エボカルセト錠 1mg1錠
協和発酵
キリン

280.7 劇処 腎臓内科

14 内 オルケディア錠2mg エボカルセト錠 2mg1錠
協和発酵
キリン

412.1 劇処 腎臓内科

15 内 ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) 麻黄湯エキス顆粒 1g ツムラ 7.7 アレルギー科

16 内 ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) 清肺湯エキス顆粒 1g ツムラ 10.5 アレルギー科

17 内 ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg
エソメプラゾールマグネシウム水
和物顆粒

10mg1包
アストラゼ
ネカ

80.6 処 消化器内科

18 内 ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg
エソメプラゾールマグネシウム水
和物顆粒

20mg1包
アストラゼ
ネカ

140.3 処 消化器内科

19 内 スージャヌ配合錠
シタグリプチンリン酸塩水和物・
イプラグリフロジン L-プロリン配

1錠 MSD 263.8 処 内分泌内科

20 内 グリメピリド錠0.5mg「三和」 グリメピリド錠(1) 0.5mg1錠 三和化学 9.6 劇処局 内分泌内科

21 内 グリミクロンHA錠20mg グリクラジド錠 20mg1錠
大日本住
友

12.8 劇処 内分泌内科

22 内 ベネシッド錠250mg プロベネシド錠 250mg1錠 科研 9.6 処局 感染症科

※グリメピリド錠0.5mg「三和」は一般名登録とする

院外登録削除
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科

1 内 ジメリン錠250mg アセトヘキサミド錠 250mg1錠 共和薬品 18.6 劇処 内分泌内科

2 内 ジベトス錠50mg ブホルミン塩酸塩錠 50mg1錠 日医工 9.6 劇処局 内分泌内科

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15件。
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科

1 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

4.20mg10
mL1瓶

帝人
ファーマ

818.7 処 アレルギー科

2 注 エイムゲン
乾燥組織培養不活化Ａ型肝炎ワ
クチン

アステラス 未収載 感染症科

3 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 45156.0 劇処 精神科

4 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 368.3 劇処 血液内科

5 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 57225.0 劇処 耳鼻科

6 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 57225.0 劇処 歯科口腔外科

7 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 57225.0 劇処 呼吸器外科

8 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

100mg10
mL1瓶

小野 278029.0 劇処 耳鼻科
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9 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

100mg10
mL1瓶

小野 278029.0 劇処 歯科口腔外科

10 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

100mg10
mL1瓶

小野 278029.0 劇処 呼吸器外科

11 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=小
野

28233.0 劇処 リウマチ科

12 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 364600.0 劇処 呼吸器内科

13 内 ケアラム錠25mg イグラチモド錠 25mg1錠 エーザイ 154.8 劇処 リウマチ科

14 注 献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL
ポリエチレングリコール処理人免
疫グロブリン注射液

2.5g50mL
1瓶

日本血液
製剤機構

20525.0 処 神経内科

15 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

38547.0 処 神経内科

16 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

38547.0 処 神経内科

17 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

38547.0 処 リウマチ科

18 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 23233.0 劇処 泌尿器科

19 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 28637.0 劇処 泌尿器科

20 内 コムタン錠100mg エンタカポン錠 100mg1錠
ノバルティ
ス

171.6 処 神経内科

21 内 サノレックス錠0.5mg マジンドール錠 0.5mg1錠
富士フイ
ルム

188.6 劇向処 内分泌内科

22 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

23 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

10715.2 劇処 呼吸器内科

24 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

25 注 ダラザレックス点滴静注100mg
ダラツムマブ(遺伝子組換え)注
射液

100mg5m
L1瓶

ヤンセン 51312.0 劇処 血液内科

26 注 ダラザレックス点滴静注400mg
ダラツムマブ(遺伝子組換え)注
射液

400mg20
mL1瓶

ヤンセン 184552.0 劇処 血液内科

27 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 8366.0 処 内分泌内科

28 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 リウマチ科

29 内 テモダールカプセル20mg テモゾロミドカプセル
20mg1カ
プセル

MSD 2610.1 毒処 脳神経外科

30 内 テモダールカプセル100mg テモゾロミドカプセル
100mg1カ
プセル

MSD 13009.4 毒処 脳神経外科

31 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 94891.0 劇処 血液内科

32 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 94891.0 劇処 血液内科

33 外 ニュープロパッチ2.25mg ロチゴチン貼付剤
2.25mg1
枚

大塚製薬 268.2 劇処 神経内科

34 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 412.8 劇処 神経内科

35 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 412.8 劇処 神経内科

36 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

リリー 292.0 劇処 内分泌内科
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37 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

リリー 292.0 劇処 内分泌内科

38 内 ビムパット錠50mg ラコサミド錠 50mg1錠 第一三共 215.2 劇処 脳神経外科

39 内 ビムパット錠50mg ラコサミド錠 50mg1錠 第一三共 215.2 劇処 神経内科

40 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

持田 10163.0 処 血液内科

41 注 フエロン注射用300万 インターフェロン ベータ注射用
300万国
際単位1

第一三共 18644.0 劇処 皮膚科

42 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 389.4 劇処局 呼吸器内科

43 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 389.4 劇処局 リウマチ科

44 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 689.2 劇処局 呼吸器内科

45 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 689.2 劇処局 リウマチ科

46 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 689.2 劇処局 リウマチ科

47 注 ベンリスタ点滴静注用120mg
ベリムマブ(遺伝子組換え)注射
用

120mg1瓶 GSK 15404.0 劇処 リウマチ科

48 内 ミコブティンカプセル150mg リファブチンカプセル
150mg1カ
プセル

ファイザー 774.5 処 リウマチ科

49 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

50 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

51 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 2206.0 劇処 神経内科

52 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 2206.0 劇処 内分泌内科

53 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 2206.0 劇処 内分泌内科

54 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 神経内科

55 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 神経内科

56 内 レクチゾール錠25mg ジアフェニルスルホン錠 25mg1錠 田辺三菱 74.9 処 リウマチ科
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