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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 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 ・中止切替：シダトレンスギ花粉舌下液

2 外 エネマスター注腸散 硫酸バリウム注腸剤 98.1%10g 伏見 14.5 処 放射線科 ・中止切替：ネオダルムゾル

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

1 内 シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル 標準化スギ花粉エキス液 10mL1瓶 鳥居 547.4

2 内 ネオダルムゾル 硫酸バリウム液 79%10mL
カイゲン
ファーマ

13.2

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 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

2 内 タフィンラーカプセル75mg
ダブラフェニブメシル酸塩カプセ
ル

75mg1カ
プセル

ノバルティ
ス

7156.5 劇処 呼吸器内科

3 内 メキニスト錠0.5mg
トラメチニブ ジメチルスルホキシ
ド付加物錠

0.5mg1錠
ノバルティ
ス

7731.7 劇処 呼吸器内科

4 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

5 外 オラビ錠口腔用50mg ミコナゾール錠 50mg1錠
富士フイ
ルム富山

1181.7 処
耳鼻咽喉科・頭
頸部外科

6 内 レルミナ錠40mg レルゴリクス錠 40mg1錠
あすか製
薬

905.7 劇処 産婦人科

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38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 腎臓内科

3 内 アサコール錠400mg メサラジン腸溶錠 400mg1錠
協和発酵
キリン

69.8 処 消化器内科

4 外 アノーロエリプタ7吸入用
ウメクリジニウム臭化物・ビラン
テロールトリフェニル酢酸塩吸入

7吸入1
キット

GSK 1899.6 処 呼吸器内科

5 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

6 外 エストラーナテープ0.72mg エストラジオール貼付剤
(0.72mg)9
cm21枚

久光 101 処 産婦人科

7 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 処 神経内科

8 内 エレルサ錠50mg エルバスビル錠 50mg1錠 MSD 25982.5 処 消化器内科

9 内 エレルサ錠50mg エルバスビル錠 50mg1錠 MSD 25982.5 処 消化器内科

10 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

11 注 カルセド注射用20mg アムルビシン塩酸塩注射用 20mg1瓶 日本化薬 6249 劇処 呼吸器内科
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12 注 カルセド注射用20mg アムルビシン塩酸塩注射用 20mg1瓶 日本化薬 6249 劇処 呼吸器内科

13 注 カルセド注射用50mg アムルビシン塩酸塩注射用 50mg1瓶 日本化薬 13975 劇処 呼吸器内科

14 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

15 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

16 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

17 内 グラジナ錠50mg グラゾプレビル水和物錠 50mg1錠 MSD 9281.9 処 消化器内科

18 内 グラジナ錠50mg グラゾプレビル水和物錠 50mg1錠 MSD 9281.9 処 消化器内科

19 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 神経内科

20 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 劇処 精神科

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 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

24 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

25 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

26 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

27 内 ノウリアスト錠20mg イストラデフィリン錠 20mg1錠
協和発酵
キリン

782.4 処 神経内科

28 注 バクトラミン注
スルファメトキサゾール・トリメト
プリム注射液

5mL1管
太陽ファ
ルマ

498 処 消化器内科

29 内 ハーボニー配合錠
レジパスビル アセトン付加物・ソ
ホスブビル錠

1錠 ギリアド 54685.9 処 消化器内科

30 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 神経内科

31 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

32 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

33 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

34 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

35 注 フルデカシン筋注25mg
フルフェナジンデカン酸エステル
注射液

25mg1mL
1瓶

田辺三菱 1489 劇処 精神科

36 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

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 消化器内科

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 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 消化器内科
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40 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 神経内科

41 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

42 外 ペンタサ坐剤1g メサラジン坐剤 1g1個 杏林 275.4 処 消化器内科

43 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 腎臓内科

44 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

45 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

46 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

47 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

48 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

49 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 消化器内科

50 内 リリカOD錠25mg プレガバリン錠 25mg1錠 ファイザー 66.9 処 整形外科

51 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

52 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

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

55 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

56 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
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