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後続品関連（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 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」
インフリキシマブ(遺伝子組換え)
静注用(1)

100mg1瓶 日本化薬 50042 劇処 薬剤部 ・中止切替：現時点ではレミケード点滴静注と併用対応とする

：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）
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
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒
(医療用)

当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキ
ス顆粒

1g ツムラ 10.7 整形外科

限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用54件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は42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 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

3 内 エクア錠50mg ビルダグリプチン錠 50mg1錠
ノバルティ
ス

75.3 処 内分泌内科

4 内 エンシュア・H 経腸成分栄養剤(2-2)液 10mL アボット 9.5 消化器内科

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 35766 劇処 消化器内科

6 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 消化器内科

7 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 リウマチ科

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

193779 劇処 整形外科

14 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

15 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

16 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

17 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

18 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
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19 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 劇処 精神科

20 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

21 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

22 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

23 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

24 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

25 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 精神科

26 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

27 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

28 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

29 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

30 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

31 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

32 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

33 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 劇処 内分泌内科

34 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

35 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

36 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

37 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

38 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

39 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 消化器内科

40 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 消化器内科

41 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

4045 劇処 神経内科

42 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

43 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

44 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 乳腺外科

45 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 劇処 内分泌内科

2



平成31年4月　薬事委員会資料 2019年4月10日

46 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 循環器内科

47 注 ラジカット点滴静注バッグ30mg エダラボンキット
30mg100
mL1キット

田辺三菱 4353 処局 神経内科

48 注 リクラスト点滴静注液5mg ゾレドロン酸水和物注射液(2)
5mg100m
L1瓶

旭化成
ファーマ

38548 劇処 乳腺外科

49 内 リザベンカプセル100mg トラニラストカプセル
100mg1カ
プセル

キッセイ 21.9 局 形成外科

50 内 レグナイト錠300mg ガバペンチン エナカルビル錠 300mg1錠 アステラス 97.1 処 精神科

51 内 レグナイト錠300mg ガバペンチン エナカルビル錠 300mg1錠 アステラス 97.1 処 精神科

52 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

53 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

54 内 レンビマカプセル4mg レンバチニブメシル酸塩カプセル
4mg1カプ
セル

エーザイ 3956.4 劇処 消化器内科

：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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