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仮採用薬の正規採用 ＊平成30年5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 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
中止切替は『デトルシトールカプセル2mg（2016年8月削除済）』で承認
済

2 注 ジスロマック点滴静注用500mg アジスロマイシン水和物注射用 500mg1瓶 ファイザー 2,435 処
感染症科
AST

中止切替は『院内採用抗菌薬の見直し削除のうち1品目（2018年5
月）』で承認済

3 内 セファレキシン錠250「日医工」 セファレキシン錠 250mg1錠 日医工 31 処
感染症科
AST

中止切替は『院内採用抗菌薬の見直し削除のうち1品目（2018年5
月）』で承認済

以上を正規採用とする。

仮採用薬の正規採用（後発品関連） ＊平成30年5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 内 バクタ配合錠
スルファメトキサゾール・トリメト
プリム錠

1錠 塩野義 68 処 薬剤部 中止切替は『ダイフェン配合錠』で承認済

2 内 バクタ配合顆粒
スルファメトキサゾール・トリメト
プリム顆粒

1g 塩野義 77 処 薬剤部 中止切替は『ダイフェン配合顆粒』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 内 デザレックス錠5mg デスロラタジン錠 5mg1錠 杏林 65.5 処 耳鼻咽喉科 中止切替：クラリチン錠10mg

2 内 ゾフルーザ錠10mg バロキサビル マルボキシル錠 10mg1錠 塩野義 1507.5 処

3 内 ゾフルーザ錠20mg バロキサビル マルボキシル錠 20mg1錠 塩野義 2394.5 処

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 注
パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホス
ピーラ」

パクリタキセル注射液
30mg5mL
1瓶

持田 3990.0 毒処

2 注
パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホ
スピーラ」

パクリタキセル注射液
100mg16.
7mL1瓶

持田 8030.0 毒処

3 注
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg
「KCC」

レボフロキサシン水和物キット
500mg100
mL1キット

共和クリ
ティケア

2237.0 処局 薬剤部 中止切替：クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL

4 内 ボリコナゾール錠50mg「テバ」 ボリコナゾール錠 50mg1錠 武田 368.6 劇処局 薬剤部 中止切替：ブイフェンド錠50mg

5 内 トラセミドOD錠4mg「TE」 トラセミド錠(2) 4mg1錠
トーアエイ
ヨー

11.0 処 薬剤部 中止切替：ルプラック錠4mg

6 内 ブスコパン錠10mg ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg1錠 サノフィ 6.6 薬剤部 中止切替：ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「YD」

7 外 プロビスク0.85眼粘弾剤1% 精製ヒアルロン酸ナトリウム液
1%0.85mL
1筒

アルコン 2618.8 薬剤部 中止切替：ヒーロン0.85眼粘弾剤1%

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。

感染症科 中止切替：院内採用抗菌薬の見直し削除のうち2品目

薬剤部
中止切替：パクリタキセル点滴静注液30mg「NK」、パクリタキセル点滴
静注液100mg「NK」
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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 注 パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 パクリタキセル注射液
30mg5mL
1瓶

日本化薬 3990.0 毒処

2 注 パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 パクリタキセル注射液
100mg16.
7mL1瓶

日本化薬 12412.0 毒処

3 注 クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL レボフロキサシン水和物キット
500mg100
mL1キット

第一三共 5052.0 処局

4 内 ブイフェンド錠50mg ボリコナゾール錠 50mg1錠 ファイザー 858.2 劇処局

5 内 ルプラック錠4mg トラセミド錠(1) 4mg1錠 大正富山 21.9 処

6 内 ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「YD」 ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg1錠 陽進堂 5.4

7 外 ヒーロン0.85眼粘弾剤1% 精製ヒアルロン酸ナトリウム液
1%0.85mL
1筒

AMO 4717.0

8 内 クラリチン錠10mg ロラタジン錠(1) 10mg1錠 塩野義 77.6

院外登録
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科

1 注 ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
アダリムマブ(遺伝子組換え)キッ
ト(2)

40mg0.4m
L1キット

エーザイ 62596.0 劇処 リウマチ科

2 内 シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU スギ花粉エキス錠
2,000JAU
1錠

鳥居 57.7 処

3 内 シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU スギ花粉エキス錠
5,000JAU
1錠

鳥居 144.1 処

4 内 リムパーザ錠100mg オラパリブ錠 100mg1錠
アストラゼ
ネカ

3996.0 劇処

5 内 リムパーザ錠150mg オラパリブ錠 150mg1錠
アストラゼ
ネカ

5932.5 劇処

限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用78件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は22件。
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科

1 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

2 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 7929.0 毒処 血液内科

3 内 イマチニブ錠100mg「オーハラ」 イマチニブメシル酸塩100mg錠 100mg1錠 大原 531.2 劇処 血液内科

4 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 187.0 劇処 腎臓内科

5 注 エルカルチンFF静注1000mg レボカルニチン注射液
1,000mg5
mL1管

大塚製薬 935.0 処 神経内科

6 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

50mg1mL
1キット

武田 31252.0 劇処 リウマチ科

7 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

50mg1mL
1キット

武田 31252.0 劇処 リウマチ科

8 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

50mg1mL
1キット

武田 31252.0 劇処 リウマチ科

9 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

50mg1mL
1キット

武田 31252.0 劇処 リウマチ科

10 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 泌尿器科

乳腺外科

アレルギー科
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11 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 泌尿器科

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 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 泌尿器科

14 注 コアベータ静注用12.5mg ランジオロール塩酸塩注射用(2)
12.5mg1
瓶

小野 2709.0 劇処 放射線科

15 注 コアベータ静注用12.5mg ランジオロール塩酸塩注射用(2)
12.5mg1
瓶

小野 2709.0 劇処 放射線科

16 注 コアベータ静注用12.5mg ランジオロール塩酸塩注射用(2)
12.5mg1
瓶

小野 2709.0 劇処 放射線科

17 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

18 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

19 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 10701.0 劇処 血液内科

20 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 21717.0 劇処 血液内科

21 内 シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU スギ花粉エキス錠
2,000JAU
1錠

鳥居 57.7 処 アレルギー科

22 内 シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU スギ花粉エキス錠
5,000JAU
1錠

鳥居 144.1 処 アレルギー科

23 内 ジャディアンス錠10mg エンパグリフロジン錠 10mg1錠
日本ベー
リンガー

198.7 処 内分泌内科

24 内 ジャディアンス錠10mg エンパグリフロジン錠 10mg1錠
日本ベー
リンガー

198.7 処 内分泌内科

25 内 ジャディアンス錠10mg エンパグリフロジン錠 10mg1錠
日本ベー
リンガー

198.7 処 内分泌内科

26 内 スプリセル錠20mg ダサチニブ水和物錠 20mg1錠 BMS 4008.7 劇処 血液内科

27 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

28 注 ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ
パリペリドンパルミチン酸エステ
ルキット

75mg1キッ
ト

ヤンセン 38895.0 劇処 精神科

29 注 ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ
パリペリドンパルミチン酸エステ
ルキット

100mg1
キット

ヤンセン 47214.0 劇処 精神科

30 注 ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ
パリペリドンパルミチン酸エステ
ルキット

150mg1
キット

ヤンセン 62071.0 劇処 精神科

31 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

32 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

33 内 タグリッソ錠80mg オシメルチニブメシル酸塩錠 80mg1錠
アストラゼ
ネカ

23932.6 劇処 呼吸器外科

34 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 2141.0 劇処 整形外科

35 内 デザレックス錠5mg デスロラタジン錠 5mg1錠 杏林 65.5 処 耳鼻科

36 内 デザレックス錠5mg デスロラタジン錠 5mg1錠 杏林 65.5 処 耳鼻科

37 内 デザレックス錠5mg デスロラタジン錠 5mg1錠 杏林 65.5 処 耳鼻科
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38 内 デザレックス錠5mg デスロラタジン錠 5mg1錠 杏林 65.5 処 耳鼻科

39 内 デザレックス錠5mg デスロラタジン錠 5mg1錠 杏林 65.5 処 耳鼻科

40 内 デザレックス錠5mg デスロラタジン錠 5mg1錠 杏林 65.5 処 耳鼻科

41 注 テセントリク点滴静注1200mg
アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注
射液

1,200mg2
0mL1瓶

中外 625567.0 劇処 呼吸器内科

42 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

43 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 29290.0 劇処 血液内科

44 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

45 内 ニンラーロカプセル2.3mg
イキサゾミブクエン酸エステルカ
プセル

2.3mg1カ
プセル

武田 96519.0 毒処 血液内科

46 内 ニンラーロカプセル3mg
イキサゾミブクエン酸エステルカ
プセル

3mg1カプ
セル

武田 123355.6 毒処 血液内科

47 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 8154.0 劇処 呼吸器内科

48 注 ヒスタグロビン皮下注用
ヒスタミン加人免疫グロブリン(乾
燥)注射用

(人免疫グ
ロブリン

日本臓器 718.0 処 アレルギー科

49 注 ビダーザ注射用100mg アザシチジン注射用 100mg1瓶 日本新薬 41961.0 劇処 血液内科

50 注 ビダーザ注射用100mg アザシチジン注射用 100mg1瓶 日本新薬 41961.0 劇処 血液内科

51 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

52 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

53 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

351535.0 劇処 アレルギー科

54 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

351535.0 劇処 アレルギー科

55 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

351535.0 劇処 アレルギー科

56 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

351535.0 劇処 アレルギー科

57 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

58 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

59 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

60 内 プラケニル錠200mg ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg1錠 サノフィ 418.9 毒処 リウマチ科

61 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

62 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

63 内 ベサノイドカプセル10mg トレチノインカプセル
10mg1カ
プセル

富士製薬 672.6 劇処 血液内科

64 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
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65 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 137285.0 毒処 血液内科

66 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

67 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

68 内 ボリコナゾール錠50mg「テバ」 ボリコナゾール錠 50mg1錠 武田 368.6 劇処局 血液内科

69 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

11950.5 処 歯科口腔外科

70 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 24180.2 処 消化器内科

71 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 24180.2 処 消化器内科

72 内 メタルカプターゼカプセル100mg ペニシラミンカプセル
100mg1カ
プセル

大正富山 56.8 処 神経内科

73 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 耳鼻咽喉科

74 注 リツキサン点滴静注500mg
リツキシマブ(遺伝子組換え)注
射液

500mg50
mL1瓶

中外 157855.0 処 リウマチ科

75 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

9339.5 毒処 血液内科

76 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

9339.5 毒処 血液内科

77 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

9339.5 毒処 血液内科

78 外 レルベア200エリプタ30吸入用
ビランテロールトリフェニル酢酸
塩・フルチカゾンフランカルボン

30吸入1
キット

GSK 6353.2 処 アレルギー科
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