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仮採用薬の正規採用 ＊平成30年11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 ニコペリック腹膜透析液 腹膜透析液(8-1)
2L1袋(排
液用ﾊﾞｯｸﾞ

テルモ 1355 処 腎臓内科
※中止切替は『エクストラニール腹膜透析液1.5L(排液用ﾊﾞｯｸﾞ
付)』で承認済

2 注 ミッドペリックL135腹膜透析液 腹膜透析液(5-2)
2L1袋(排
液用ﾊﾞｯｸﾞ

テルモ 1697 処 腎臓内科
※中止切替は『ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液1.5L(排液
用ﾊﾞｯｸﾞ付)』で承認済

3 注 ミッドペリックL250腹膜透析液 腹膜透析液(5-4)
2L1袋(排
液用ﾊﾞｯｸﾞ

テルモ 1609 処 腎臓内科
※中止切替は『ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液1.5L(排液
用ﾊﾞｯｸﾞ付)』で承認済

4 注 エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液(8-1)
2L1袋(排
液用ﾊﾞｯｸﾞ

バクス
ター

1930 処 腎臓内科 ※中止切替は『エクストラニール腹膜透析液2L』で承認済

5 注 レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 腹膜透析液(9-4)
2L1袋(排
液用ﾊﾞｯｸﾞ

バクス
ター

1716 処 腎臓内科
※中止切替は『ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液2L(排液
用ﾊﾞｯｸﾞ付)』で承認済

6 注 レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 腹膜透析液(9-5)
2L1袋(排
液用ﾊﾞｯｸﾞ

バクス
ター

1723 処 腎臓内科
※中止切替は『ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液2L(排液
用ﾊﾞｯｸﾞ付)』で承認済

以上を正規採用とする

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 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 ビソプロロールフマル酸塩錠
0.625mg1
錠

東和薬品 9.9 処局 薬剤部 中止切替薬：ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」

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 テネリア錠40mg
テネリグリプチン臭化水素酸塩
水和物錠

40mg1錠
田辺三菱
=第一三

231 処 内分泌内科

限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用67件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は36件。
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科

1 内 アジスロマイシン錠250mg「DSEP」 アジスロマイシン水和物錠 250mg1錠
第一三共
エスファ

92.1 処 呼吸器内科

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 毒処 血液内科

3 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 劇処 リウマチ科

4 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

5 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

6 注 ガザイバ点滴静注1000mg
オビヌツズマブ(遺伝子組換え)
注射液

1,000mg4
0mL1瓶

日本新薬 450457 劇処 血液内科

7 内 カルグート錠5 デノパミン錠 5mg1錠 田辺三菱 32 循環器内科

8 内 カルグート錠5 デノパミン錠 5mg1錠 田辺三菱 32 循環器内科

9 内 カルグート錠10 デノパミン錠 10mg1錠 田辺三菱 55.3 循環器内科

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 劇処 呼吸器内科

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 劇処 呼吸器内科

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 劇処 呼吸器内科

13 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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14 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

15 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

16 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

17 注 ジェブタナ点滴静注60mg
カバジタキセル アセトン付加物
注射液

60mg1.5m
L1瓶(溶解

サノフィ 575223 毒処 泌尿器科

18 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

19 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

20 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

21 内 ストロメクトール錠3mg イベルメクチン錠 3mg1錠 マルホ 678.8 劇処 皮膚科

22 内 ストロメクトール錠3mg イベルメクチン錠 3mg1錠 マルホ 678.8 劇処 皮膚科

23 注 組織培養不活化狂犬病ワクチン
乾燥組織培養不活化狂犬病ワク
チン

1瓶(溶解
液付)

アステラス 11302 劇処局 感染症科

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 処 放射線科

25 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

26 内 タフィンラーカプセル50mg
ダブラフェニブメシル酸塩カプセ
ル

50mg1カ
プセル

ノバルティ
ス

4860.6 劇処 呼吸器内科

27 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

28 注 DTビック
沈降ジフテリア破傷風混合トキソ
イド

田辺三菱 小児科

29 注 DTビック
沈降ジフテリア破傷風混合トキソ
イド

田辺三菱 小児科

30 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

31 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

32 注 ヌーカラ皮下注用100mg
メポリズマブ(遺伝子組換え)注射
用

100mg1瓶 GSK 175684 劇処 アレルギー科

33 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 内分泌内科

34 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 血液内科

35 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

36 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 血液内科

37 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

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 神経内科

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 脳神経外科

40 外 ヒルドイドソフト軟膏0.3% ヘパリン類似物質軟膏 1g マルホ 22.2 皮膚科
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41 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

42 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 脳神経外科

43 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 血液内科

44 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

45 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

46 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

47 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

48 内 ホスリボン配合顆粒
リン酸二水素ナトリウム一水和
物・無水リン酸水素二ナトリウム

100mg1包
(リンとし

ゼリア 70.5 処 集中治療部

49 内 ホスリボン配合顆粒
リン酸二水素ナトリウム一水和
物・無水リン酸水素二ナトリウム

100mg1包
(リンとし

ゼリア 70.5 処 外科

50 注 ポテリジオ点滴静注20mg
モガムリズマブ(遺伝子組換え)
注射液

20mg5mL
1瓶

協和発酵
キリン

168106 劇処 血液内科

51 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 18135.2 処 消化器内科

52 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 18135.2 処 消化器内科

53 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

54 内 メキニスト錠2mg
トラメチニブ ジメチルスルホキシ
ド付加物錠

2mg1錠
ノバルティ
ス

29021 劇処 呼吸器内科

55 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 泌尿器科

56 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

57 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

58 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

59 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 大塚製薬 10.4 神経内科

60 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 大塚製薬 10.4 耳鼻科

61 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 大塚製薬 10.4 耳鼻科

62 内 リリカOD錠25mg プレガバリン錠 25mg1錠 ファイザー 66.9 処 リウマチ科

63 内 リンゼス錠0.25mg リナクロチド錠
0.25mg1
錠

アステラス 89.9 処 リウマチ科

64 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

65 注 レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 腹膜透析液(9-4) 2.5L1袋
バクス
ター

1167 処 腎臓内科

66 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

67 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

：高額医薬品（5万円以上の注射薬、1万円以上の内用・外用薬）
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