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仮採用薬の正規採用 ＊2019年2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

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

2 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

以上を正規採用とする

仮採用薬の正規採用（後発品関連） ＊2019年2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 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：タミフルカプセル75

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 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 中止切替：ヒダントールF配合錠

2 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 中止切替：リボトリール細粒0.1%

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。

剤形・規格変更（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 アジスロマイシン錠250mg「タカタ」 アジスロマイシン水和物錠 250mg1錠 高田 92.1 処 感染症科 中止切替：ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g

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 トアラセット配合錠「ケミファ」
トラマドール塩酸塩・アセトアミノ
フェン配合剤錠

1錠 ケミファ 22.8 劇処 薬剤部 中止切替：トラムセット配合錠

2 内 アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 アジスロマイシン水和物細粒 100mg1g 高田 113.6 処 薬剤部 中止切替：ジスロマック細粒小児用10%

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 メナテトレノンカプセル15mg「日医工」 メナテトレノンカプセル
15mg1カ
プセル

日医工 15.7 薬剤部 中止切替：メナテトレノンカプセル15mg「F」
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院内削除
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 備考

1 内 タミフルカプセル75 オセルタミビルリン酸塩カプセル
75mg1カ
プセル

中外 272.0 処 中止切替

2 内 ヒダントールF配合錠
フェニトイン・フェノバルビタール
配合剤(3)錠

1錠 第一三共 5.8 劇向処 中止切替

3 内 リボトリール細粒0.1% クロナゼパム細粒 0.1%1g
太陽ファ
ルマ

13.1 向処局 中止切替

4 内 ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g
アジスロマイシン水和物シロップ
用

2g1瓶 ファイザー 2020.0 処 中止切替

5 内 トラムセット配合錠 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤錠1錠 持田 69.8 劇処 中止切替

6 内 ジスロマック細粒小児用10% アジスロマイシン水和物細粒 100mg1g ファイザー 253.9 処 中止切替

7 内 メナテトレノンカプセル15mg「F」 メナテトレノンカプセル
15mg1カ
プセル

ケミファ 15.7 中止切替

8 内 ユナシン錠375mg
スルタミシリントシル酸塩水和物
錠

375mg1錠 ファイザー 53.2 処局 採用見直し

9 内 ファロム錠150mg ファロペネムナトリウム水和物錠 150mg1錠 マルホ 58.7 処局 採用見直し

10 内 スオード錠100 プルリフロキサシン錠
100mg1錠
(活性本体

MeijiSeika 84.7 処 採用見直し

11 内 イトリゾールカプセル50 イトラコナゾールカプセル
50mg1カ
プセル

ヤンセン 315.6 処 採用見直し

12 注 パニマイシン注射液50mg ジベカシン硫酸塩注射液 50mg1管 MeijiSeika 457.0 劇処 採用見直し

13 外 ケンエーアクリノール液0.1 アクリノール水和物液 0.1%10mL 健栄 6.5 販売中止

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 ミネブロ錠1.25mg エサキセレノン錠
1.25mg1
錠

第一三共 46.9 処

2 内 ミネブロ錠2.5mg エサキセレノン錠 2.5mg1錠 第一三共 89.9 処

3 内 ミネブロ錠5mg エサキセレノン錠 5mg1錠 第一三共 134.9 処

4 内 ベージニオ錠50mg アベマシクリブ錠 50mg1錠 リリー 3258.7 劇処

5 内 ベージニオ錠100mg アベマシクリブ錠 100mg1錠 リリー 5949.2 劇処

6 内 ベージニオ錠150mg アベマシクリブ錠 150mg1錠 リリー 8460.1 劇処

7 注 コバールトリイ静注用1000
オクトコグ ベータ(遺伝子組換え)
注射用

1,000国際
単位1瓶

バイエル 89453 処 血液内科

8 外 テリルジー100エリプタ14吸入用
フルチカゾンフランカルボン酸エ
ステル・ウメクリジニウム臭化物・

14吸入1
キット

GSK 4107.4 処

9 外 テリルジー100エリプタ30吸入用
フルチカゾンフランカルボン酸エ
ステル・ウメクリジニウム臭化物・

30吸入1
キット

GSK 8692.8 処

10 内 ロスーゼット配合錠LD
エゼチミブ・ロスバスタチンカル
シウム配合剤(1)錠

1錠 MSD 177 処

11 内 ロスーゼット配合錠HD
エゼチミブ・ロスバスタチンカル
シウム配合剤(2)錠

1錠 MSD 177 処
糖尿病内科

循環器科

乳腺外科

呼吸器内科
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限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用55件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は25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 アイクルシグ錠15mg ポナチニブ塩酸塩錠 15mg1錠 大塚製薬 6314.2 劇処 血液内科

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 イストダックス点滴静注用10mg ロミデプシン注射用
10mg1瓶
(溶解液

セルジー
ン

109753 劇処 血液内科

4 注 イベニティ皮下注105mgシリンジ
ロモソズマブ(遺伝子組換え)キッ
ト

105mg1.1
7mL1筒

アステラス 24720 処 整形外科

6 注 イベニティ皮下注105mgシリンジ
ロモソズマブ(遺伝子組換え)キッ
ト

105mg1.1
7mL1筒

アステラス 24720 処 整形外科

7 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

8 注 エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」
エタネルセプト(遺伝子組換え)
キット(1)

50mg1mL
1キット

あゆみ製
薬

18190 劇処 リウマチ科

9 内 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」 プロカルバジン塩酸塩カプセル
50mg1カ
プセル

太陽ファ
ルマ

368.3 劇処 血液内科

10 注 エビリファイ持続性水懸筋注用400mg アリピプラゾール水和物筋注用
400mg1瓶
(懸濁用液

大塚製薬 45156 劇処 精神科

11 注 エムプリシティ点滴静注用300mg
エロツズマブ(遺伝子組換え)注
射用

300mg1瓶 BMS 160696 劇処 血液内科

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

13 注 オプジーボ点滴静注240mg
ニボルマブ(遺伝子組換え)注射
液

240mg24
mL1瓶

小野 410580 劇処 消化器内科

14 注 オプジーボ点滴静注240mg
ニボルマブ(遺伝子組換え)注射
液

240mg24
mL1瓶

小野 410580 劇処 呼吸器内科

15 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

16 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

17 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

18 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

19 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

20 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

21 注 サイモグロブリン点滴静注用25mg
抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロ
ブリン静注用

25mg1瓶 サノフィ 40545 劇処 血液内科

22 注 サイモグロブリン点滴静注用25mg
抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロ
ブリン静注用

25mg1瓶 サノフィ 40545 劇処 血液内科

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 外 スピオルトレスピマット60吸入
チオトロピウム臭化物水和物・オ
ロダテロール塩酸塩吸入剤

60吸入1
キット

日本ベー
リンガー

7960.3 処 呼吸器内科

27 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

28 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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29 内 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) 半夏厚朴湯エキス顆粒 1g ツムラ 9.6 精神科

30 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

31 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 整形外科

32 注 デュピクセント皮下注300mgシリンジ
デュピルマブ(遺伝子組換え)キッ
ト

300mg2m
L1筒

サノフィ 81640 劇処 アレルギー科

33 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

34 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

35 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

36 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

37 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

38 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

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 リウマチ科

40 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

41 内 マリゼブ錠25mg オマリグリプチン錠 25mg1錠 MSD 971.3 処 糖尿病内科

42 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

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 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

45 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 呼吸器内科

46 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

47 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

48 注 リュープリンPRO注射用キット22.5mg リュープロレリン酢酸塩キット
22.5mg1
筒

武田 94108 劇処 泌尿器科

49 内 リリカOD錠25mg プレガバリン錠 25mg1錠 ファイザー 66.9 処 集中治療部

50 内 リルテック錠50 リルゾール錠 50mg1錠 サノフィ 1456.3 処 神経内科

51 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

52 外 レクタブル2mg注腸フォーム14回 ブデソニド注腸剤
48mg30.8g
1瓶

キッセイ 6826.9 処 消化器内科

53 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

54 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 循環器内科

55 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
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