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仮採用薬の正規採用 ＊平成30年10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
「デザレックス錠5mg」「ゾフルーザ錠10mg」「ゾフルーザ錠20mg」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（後発品関連） ＊平成30年10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
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 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 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 処局 薬剤部 ※中止切替は『クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL』で承認済

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 ※中止切替は『ブイフェンド錠50mg』で承認済

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 処 薬剤部 ※中止切替は『ルプラック錠4mg』で承認済

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 ※中止切替は『ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「YD」』で承認済

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 ※中止切替は『ヒーロン0.85眼粘弾剤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 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL
ポリエチレングリコール処理人免
疫グロブリン注射液

2.5g25mL
1瓶

日本血液
製剤機構

20525 処 小児科 ・中止切替：献血ポリグロビンN5%静注2.5g/50mL

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）
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 エフィエントOD錠20mg プラスグレル塩酸塩錠(2) 20mg1錠 第一三共 1128.8 処 循環器内科 ・中止切替：エフィエント錠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）
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 オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 オセルタミビルリン酸塩カプセル
75mg1カ
プセル

沢井 136.0 処 薬剤部 ・中止切替：検討中

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。

販売中止に伴う採用変更
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 シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」 シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg1錠 沢井 17.1 劇処局 薬剤部 ・中止切替：シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「タナベ」

2 注 ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL
組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵
母由来)

0.25mL1
筒

MSD 2176 劇処

3 注 ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL
組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵
母由来)

0.5mL1筒 MSD 2417 劇処

薬剤部
※中止切替は『パクリタキセル点滴静注液30mg/100mg「NK」』で承認
済

薬剤部 ・中止切替：ヘプタバックス-IIバイアル製剤
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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 内 エフィエント錠20mg プラスグレル塩酸塩錠(1) 20mg1錠 第一三共 1128.8 処

2 内 シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「タナベ」 シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg1錠 ニプロES 17.1 劇処局

3 注 ヘプタバックス-II
組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵
母由来)

0.5mL1瓶 MSD 2382.0 劇処

4 注 献血ポリグロビンN5%静注2.5g/50mL
pH4処理酸性人免疫グロブリン
注射液

2.5g50mL
1瓶

日本血液
製剤機構

21441.0 処

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 内 メトアナ配合錠LD
アナグリプチン・メトホルミン塩酸
塩配合剤(1)錠

1錠 三和化学 62.2 劇処

2 内 メトアナ配合錠HD
アナグリプチン・メトホルミン塩酸
塩配合剤(2)錠

1錠 三和化学 62.2 劇処

3 注 ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター
サリルマブ(遺伝子組換え)キット
(2)

150mg1.1
4mL1キッ

旭化成
ファーマ

44945 劇処

4 注 ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター
サリルマブ(遺伝子組換え)キット
(2)

200mg1.1
4mL1キッ

旭化成
ファーマ

59509 劇処

5 外 ミケルナ配合点眼液
カルテオロール塩酸塩・ラタノプ
ロスト液

1mL 大塚製薬 700.4 処 眼科

6 外 エイベリス点眼液0.002% オミデネパグ イソプロピル液
0.002%1m
L

参天 945.3 劇処 眼科

7 内 アミティーザカプセル12μg ルビプロストンカプセル
12μg1カ
プセル

マイラン
EPD

61.5 処 消化器内科

8 内 モビコール配合内用剤
マクロゴール4000・塩化ナトリウ
ム・炭酸水素ナトリウム・塩化カ

6.8523g1
包

持田 83.9 処 消化器内科

9 外 デュアック配合ゲル
クリンダマイシンリン酸エステル
水和物・過酸化ベンゾイルゲル

1g
ポーラファ
ルマ

144 処 皮膚科

10 外 ドボベットゲル
カルシポトリオール水和物・ベタ
メタゾンジプロピオン酸エステル

1g
協和発酵
キリン

247.5 劇処 皮膚科

11 内 オテズラ錠10mg アプレミラスト錠 10mg1錠
セルジー
ン

324.1 劇処

12 内 オテズラ錠20mg アプレミラスト錠 20mg1錠
セルジー
ン

648.2 劇処

13 内 オテズラ錠30mg アプレミラスト錠 30mg1錠
セルジー
ン

972.4 劇処

14 内 アメナリーフ錠200mg アメナメビル錠 200mg1錠 マルホ 1437.1 処 皮膚科

15 内 ベオーバ錠50mg ビベグロン錠 50mg1錠 杏林 185.7 処 泌尿器科

16 内 ドメナン錠200mg オザグレル塩酸塩水和物錠 200mg1錠 キッセイ 95.6
喘息アレル
ギー内科

限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用140件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は40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 劇処 リウマチ科

2 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 劇処 リウマチ科

3 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 1374 処局 集中治療科

リウマチ科

皮膚科

内分泌内科
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4 内 アドシルカ錠20mg タダラフィル錠 20mg1錠 日本新薬 1770 処 リウマチ科

5 内 アラグリオ顆粒剤分包1.5g アミノレブリン酸塩酸塩顆粒 1.5g1包 中外 74873.7 処 泌尿器科

6 内 アラグリオ顆粒剤分包1.5g アミノレブリン酸塩酸塩顆粒 1.5g1包 中外 74873.7 処 泌尿器科

7 内 アラグリオ顆粒剤分包1.5g アミノレブリン酸塩酸塩顆粒 1.5g1包 中外 74873.7 処 泌尿器科

8 内 アラグリオ顆粒剤分包1.5g アミノレブリン酸塩酸塩顆粒 1.5g1包 中外 74873.7 処 泌尿器科

9 内 アラグリオ顆粒剤分包1.5g アミノレブリン酸塩酸塩顆粒 1.5g1包 中外 74873.7 処 泌尿器科

10 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 4291 処 循環器内科

11 注 イミフィンジ点滴静注120mg
デュルバルマブ(遺伝子組換え)
注射液

120mg2.4
mL1瓶

アストラゼ
ネカ

112938 劇処 呼吸器内科

12 注 エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液(8-1) 2L1袋
バクス
ター

1066 処 腎臓内科

13 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 劇処 リウマチ科

14 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 35766 劇処 泌尿器科

15 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 173768 劇処 泌尿器科

16 内 オプスミット錠10mg マシテンタン錠 10mg1錠
アクテリオ
ン

14200.9 劇処 リウマチ科

17 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

小野 28233 劇処 リウマチ科

18 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

小野 28233 劇処 リウマチ科

19 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

小野 28233 劇処 リウマチ科

20 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 劇処 泌尿器科

21 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 劇処 泌尿器科

22 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 劇処 泌尿器科

23 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 劇処 泌尿器科

24 注 ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター
サリルマブ(遺伝子組換え)キット
(2)

200mg1.1
4mL1キッ

旭化成
ファーマ

59509 劇処 リウマチ科

25 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 劇処 放射線科

26 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 劇処 放射線科

27 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 劇処 放射線科

28 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 劇処 泌尿器科

29 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 劇処 泌尿器科

30 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 劇処 泌尿器科

31 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 劇処 泌尿器科
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32 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 劇処 泌尿器科

33 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 劇処 泌尿器科

34 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 劇処 泌尿器科

35 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 劇処 泌尿器科

36 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 劇処 泌尿器科

37 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 劇処 泌尿器科

38 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 劇処 泌尿器科

39 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 劇処 泌尿器科

40 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 劇処 泌尿器科

41 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 劇処 泌尿器科

42 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 3690.9 劇処 泌尿器科

43 内 ザイボックス錠600mg リネゾリド錠 600mg1錠 ファイザー 10400.7 処 神経内科

44 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

45 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 呼吸器内科

46 注 シムジア皮下注200mgオートクリックス
セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組
換え)キット(2)

200mg1m
L1キット

アステラス 61745 劇処 リウマチ科

47 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

48 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

49 内 スタラシドカプセル100
シタラビン オクホスファート水和
物カプセル

100mg1カ
プセル

日本化薬 645.8 劇処 血液内科

50 内 スタラシドカプセル100
シタラビン オクホスファート水和
物カプセル

100mg1カ
プセル

日本化薬 645.8 劇処 血液内科

51 内 スチバーガ錠40mg レゴラフェニブ水和物錠 40mg1錠 バイエル 5579.3 劇処 消化器内科

52 内 スーテントカプセル12.5mg スニチニブリンゴ酸塩カプセル
12.5mg1カ
プセル

ファイザー 7482.4 劇処 泌尿器科

53 内 セルセプトカプセル250
ミコフェノール酸 モフェチルカプ
セル

250mg1カ
プセル

中外 244.3 劇処 リウマチ科

54 内 ゾスパタ錠40mg ギルテリチニブフマル酸塩錠 40mg1錠 アステラス 19409.1 劇処 血液内科

55 注 ソマチュリン皮下注120mg ランレオチド酢酸塩キット 120mg1筒
帝人
ファーマ

323818 劇処 内分泌内科

56 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

45578 劇処 アレルギー科

57 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 呼吸器内科

58 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 呼吸器内科

59 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 呼吸器内科
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60 注
治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリ
イ」スギ花粉2,000JAU/mL

標準化スギ花粉エキス注射液 2mL1瓶 鳥居 4320 処 アレルギー科

61 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 7.8 精神科

62 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 8.3 精神科

63 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 劇処 皮膚科

64 内 テクフィデラカプセル120mg フマル酸ジメチルカプセル
120mg1カ
プセル

バイオジェ
ン

2035.6 処 神経内科

65 内 テクフィデラカプセル240mg フマル酸ジメチルカプセル
240mg1カ
プセル

バイオジェ
ン

4071 処 神経内科

66 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

4306.6 劇処 集中治療科

67 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 劇処 呼吸器内科

68 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 毒処 リウマチ科

69 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 毒処 リウマチ科

70 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 泌尿器科

71 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 劇処 血液内科

72 内 ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 ニコチン酸アミド散 10%1g
ゾンネ
ボード

10.8 神経内科

73 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

74 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

75 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 817.9 劇処 神経内科

76 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 817.9 劇処 神経内科

77 内 ネクサバール錠200mg ソラフェニブトシル酸塩錠 200mg1錠 バイエル 4677.1 劇処 消化器内科

78 注 ネスプ注射液180μgプラシリンジ
ダルベポエチン アルファ(遺伝子
組換え)キット(4)

180μ
g0.5mL1

協和発酵
キリン

26270 劇処 腎臓内科

79 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

260.5 処 乳腺外科

80 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 3016.7 毒処 リウマチ科

81 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 62.6 劇処 内分泌内科

82 内 ピアーレシロップ65% ラクツロースシロップ 65%1mL 日本化薬 4.8 外科

83 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

84 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

85 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

86 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

87 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
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88 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

89 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

90 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

91 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

92 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

93 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 劇処 リウマチ科

94 注 ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
アダリムマブ(遺伝子組換え)キッ
ト(2)

80mg0.8m
L1キット

エーザイ 121448 劇処 消化器内科

95 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 劇処 アレルギー科

96 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 劇処 アレルギー科

97 内 フィコンパ錠2mg ペランパネル水和物錠 2mg1錠 エーザイ 189.7 処 神経内科

98 内 フィコンパ錠2mg ペランパネル水和物錠 2mg1錠 エーザイ 189.7 処 神経内科

99 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 処 内分泌内科

100 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 劇処 皮膚科

101 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

102 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 腎臓内科

103 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

104 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

105 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

106 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 腎臓内科

107 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

108 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

109 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

110 注 ベクロニウム静注用10mg「F」 ベクロニウム臭化物静注用 10mg1瓶 丸石 447 毒処 麻酔科

111 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 毒処 血液内科

112 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

113 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

114 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 24547 劇処 リウマチ科

115 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 24547 劇処 リウマチ科
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116 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 24547 劇処 リウマチ科

117 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 24547 劇処 リウマチ科

118 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 24547 劇処 リウマチ科

119 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 24547 劇処 リウマチ科

120 内 ミオカーム内服液33.3% ピラセタム液 33.3%1mL 大鵬薬品 27.4 処 神経内科

121 注 ミッドペリックL135腹膜透析液 腹膜透析液(5-2) 2L1袋 テルモ 1017 処 腎臓内科

122 注 ミッドペリックL135腹膜透析液 腹膜透析液(5-2) 2L1袋 テルモ 1017 処 腎臓内科

123 注 ミッドペリック250腹膜透析液 腹膜透析液(5-3)
2L1袋(排
液用バッ

テルモ 1745 処 腎臓内科

124 内 メサペイン錠5mg メサドン塩酸塩錠 5mg1錠 塩野義 183 麻劇処 緩和ケア内科

125 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 処 呼吸器内科

126 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 処 呼吸器内科

127 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 処 呼吸器内科

128 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

129 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 呼吸器内科

130 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

131 注 ラスリテック点滴静注用7.5mg
ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)静
注用

7.5mg1瓶
(溶解液

サノフィ 51365 劇処 血液内科

132 内 リリカOD錠25mg プレガバリン錠 25mg1錠 ファイザー 66.9 処 神経内科

133 注 レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 腹膜透析液(9-4) 5L1袋
バクス
ター

2342 処 腎臓内科

134 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

549.5 処 腎臓内科

135 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

549.5 処 腎臓内科

136 注 レパーサ皮下注140mgペン
エボロクマブ(遺伝子組換え)キッ
ト(2)

140mg1m
L1キット

アステラス 23962 処 心臓血管外科

137 注 レベミル注イノレット
インスリン デテミル(遺伝子組換
え)キット

300単位1
キット

ノボ 2319 劇処 内分泌内科

138 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

2493.4 劇処 血液内科

139 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

140 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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