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仮採用薬の正規採用について（後発品関連） ＊平成31年3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 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 中止切替は『ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」』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 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 中止切替：仮採用期間中に検討

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。

規格追加（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

1 外 ビソノテープ2mg ビソプロロール貼付剤 2mg1枚
トーアエイ
ヨー

59.4 処 不整脈診療科

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 スマトリプタン錠50mg「アスペン」 スマトリプタンコハク酸塩錠 50mg1錠 アスペン 275.1 劇処 薬剤部 中止切替：イミグラン錠50mg

2 内 アナストロゾール錠1mg「DSEP」 アナストロゾール錠 1mg1錠
第一三共
エスファ

154 劇処 薬剤部 中止切替： アリミデックス錠1mg

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
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 備考

1 内 イミグラン錠50 スマトリプタンコハク酸塩錠 50mg1錠 GSK 698.4 劇処 中止切替

2 内 アリミデックス錠1mg アナストロゾール錠 1mg1錠
アストラゼ
ネカ

403.6 劇処 中止切替

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 注 シンポニー皮下注50mgオートインジェクター
ゴリムマブ(遺伝子組換え)キット
(2)

50mg0.5m
L1キット

田辺三菱 121539 劇処 リウマチ科

2 外 アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用
フルチカゾンフランカルボン酸エ
ステル液

5mg10g1
キット

GSK 3958.1 処
耳鼻咽喉科・頭
頸部外科

3 内 アジレクト錠0.5mg ラサギリンメシル酸塩錠 0.5mg1錠 武田 512.1 劇処

4 内 アジレクト錠1mg ラサギリンメシル酸塩錠 1mg1錠 武田 948.5 劇処

5 内 アーリーダ錠60mg アパルタミド錠 60mg1錠 ヤンセン 2281.9 劇処 泌尿器科

6 外 ヒルドイドフォーム0.3% ヘパリン類似物質噴霧剤 1g マルホ 22.2 小児科

神経内科
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限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用42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 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

2 内 イリボーOD錠2.5μg ラモセトロン塩酸塩錠(2) 2.5μg1錠 アステラス 88.3 劇処 腎臓内科

3 外 ウルティブロ吸入用カプセル
インダカテロールマレイン酸塩・
グリコピロニウム臭化物カプセル

1カプセル
ノバルティ
ス

253.5 処 呼吸器内科

4 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

5 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 呼吸器外科

6 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

7 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

8 注 ゴナックス皮下注用240mg デガレリクス酢酸塩注射用
240mg1瓶
(溶解液

アステラス 34850 劇処 泌尿器科

9 注 コンファクトF注射用1000 乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子
1,000単位
1瓶(溶解

アステラス 64042 処 血液内科

10 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

11 内 サノレックス錠0.5mg マジンドール錠 0.5mg1錠
富士フイ
ルム富山

188.6 劇向処 糖尿病内科

12 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

13 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

14 注 チエナム点滴静注用0.5g
イミペネム水和物・シラスタチン
ナトリウム注射用

500mg1瓶 MSD 1264 処局 呼吸器内科

15 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

16 外 デュロテップMTパッチ2.1mg フェンタニル貼付剤(2) 2.1mg1枚 ヤンセン 1761.5 麻劇処 緩和ケア内科

17 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 腎臓内科

18 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

19 内 パルモディア錠0.1mg ペマフィブラート錠 0.1mg1錠 興和 33.9 処 循環器内科

20 注 ヒスタグロビン皮下注用
ヒスタミン加人免疫グロブリン(乾
燥)注射用

(人免疫グ
ロブリン

日本臓器 718 処 アレルギー科

21 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

22 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

23 注 ビムパット点滴静注200mg ラコサミド注射液
200mg20
mL1瓶

第一三共 4252 劇処 神経内科

24 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

25 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

26 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
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27 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

28 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

29 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

30 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

31 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

32 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

33 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

34 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

35 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

36 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

37 内 レクチゾール錠25mg ジアフェニルスルホン錠 25mg1錠 田辺三菱 74.9 処 皮膚科

38 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

39 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

40 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

41 内 レミッチOD錠2.5μg ナルフラフィン塩酸塩錠 2.5μg1錠 鳥居 1340.9 劇処 外科

42 外 レルベア100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 5689.4 処 呼吸器内科
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