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仮採用薬の正規採用について ＊令和元年5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 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
※中止切替は『シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル』で承認
済

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 放射線科 ※中止切替は『ネオダルムゾル』で承認済

以上を正規採用とする

仮採用薬の正規採用について（後発品関連） ＊令和元年5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 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 50,042.0 劇処 薬剤部 ※『レミケード点滴静注』と併用対応とする

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 イオメロン350注シリンジ100mL イオメプロールキット
71.44%100
mL1筒

エーザイ 8,439.0 処 放射線科 中止切替：オプチレイ320注シリンジ100mL

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 注 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL
ポリエチレングリコール処理人免
疫グロブリン注射液

5g50mL1
瓶

日本血液
製剤機構

38547.0 処 神経内科

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 注
ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ
「KKF」

ダルベポエチン アルファ(遺伝子
組換え)キット(4)

20μ
g0.5mL1

協和キリ
ン

2,727.0 劇処

2 注
ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ
「KKF」

ダルベポエチン アルファ(遺伝子
組換え)キット(4)

30μ
g0.5mL1

協和キリ
ン

3,801.0 劇処

3 注
ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ
「KKF」

ダルベポエチン アルファ(遺伝子
組換え)キット(4)

60μ
g0.5mL1

協和キリ
ン

6,706.0 劇処

4 注
ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ
「KKF」

ダルベポエチン アルファ(遺伝子
組換え)キット(4)

120μ
g0.5mL1

協和キリ
ン

11,831.0 劇処

5 注
ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ
「KKF」

ダルベポエチン アルファ(遺伝子
組換え)キット(4)

180μ
g0.5mL1

協和キリ
ン

16,492.0 劇処
腎臓内科
薬剤部

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 注 ジピリダモール静注液10mg「日医工」 ジピリダモール注射液
0.5%2mL1
管

日医工 56.0 処 薬剤部 中止切替：ペルサンチン静注10mg

薬剤部
※180μgについては後続品切替に伴い規格追加
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院内削除予定（中止切替予定）
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 備考

1 注 オプチレイ320注シリンジ100mL イオベルソールキット
67.8%100
mL1筒

ゲルベ 7,585.0 処 中止切替

2 注 ネスプ注射液120μg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)

120μ
g0.5mL1

協和キリ
ン

18,744.0 劇処 中止切替

3 注 ネスプ注射液20μg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)

20μ
g0.5mL1

協和キリ
ン

4,162.0 劇処 中止切替

4 注 ネスプ注射液30μg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)

30μ
g0.5mL1

協和キリ
ン

6,015.0 劇処 中止切替

5 注 ネスプ注射液60μg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)

60μ
g0.5mL1

協和キリ
ン

10,624.0 劇処 中止切替

6 注 ペルサンチン静注10mg ジピリダモール注射液
0.5%2mL1
管

日本ベー
リンガー

58.0 処 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 外 エクラープラスター20μg/cm2
デプロドンプロピオン酸エステル
貼付剤(2)

(1.5mg)7.5
cm×

久光 59.6 形成外科

2 内 エプクルーサ配合錠 ソホスブビル・ベルパタスビル錠 1錠 ギリアド 60154.5 処 消化器内科

3 内 エピレオプチマル散50% エトスクシミド散 50%1g エーザイ 39.6 処 小児科

4 外 メノエイドコンビパッチ
エストラジオール・酢酸ノルエチ
ステロン貼付剤

1枚 久光 381.5 処 産婦人科

5 内 タリージェ錠10mg ミロガバリンベシル酸塩錠 10mg1錠 第一三共 148.7 処

6 内 タリージェ錠15mg ミロガバリンベシル酸塩錠 15mg1錠 第一三共 179.6 処

7 内 タリージェ錠2.5mg ミロガバリンベシル酸塩錠 2.5mg1錠 第一三共 78.0 処

8 内 タリージェ錠5mg ミロガバリンベシル酸塩錠 5mg1錠 第一三共 107.7 処

9 内 スマイラフ錠100mg ペフィシチニブ臭化水素酸塩錠 100mg1錠 アステラス 3,379.9 劇処

10 内 スマイラフ錠50mg ペフィシチニブ臭化水素酸塩錠 50mg1錠 アステラス 1,741.0 劇処
リウマチ科

整形・脊椎外科
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限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用91件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は59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 アコファイド錠100mg アコチアミド塩酸塩水和物錠 100mg1錠 アステラス 36.9 処 外科

2 外 アニュイティ200μgエリプタ30吸入用
フルチカゾンフランカルボン酸エ
ステル吸入剤

30吸入1
キット

GSK 2,455.9 処 呼吸器内科

3 外 アノーロエリプタ30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

30吸入1
キット

GSK 7,924.7 処 呼吸器内科

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 1,899.6 処 呼吸器内科

5 注 アラセナ-A点滴静注用300mg ビダラビン注射用 300mg1瓶 持田 5,887.0 処 皮膚科

6 注 アラセナ-A点滴静注用300mg ビダラビン注射用 300mg1瓶 持田 5,887.0 処 皮膚科

7 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

112,938.0 劇処 呼吸器内科

8 内 イムブルビカカプセル140mg イブルチニブカプセル
140mg1カ
プセル

ヤンセン 9,950.5 劇処 血液内科

9 外 エムラクリーム
リドカイン・プロピトカイン配合剤
クリーム

1g 佐藤製薬 187.0 劇処 腎臓内科

10 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 935.0 処 神経内科

11 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 406,463.0 劇処 泌尿器科

12 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 28,233.0 劇処 リウマチ科

13 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 28,233.0 劇処 リウマチ科

14 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 450,457.0 劇処 血液内科

15 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 450,457.0 劇処 血液内科

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 28,637.0 劇処 泌尿器科

17 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 28,637.0 劇処 泌尿器科

18 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 34,850.0 劇処 泌尿器科

19 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 34,850.0 劇処 泌尿器科

20 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 23,233.0 劇処 泌尿器科

21 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 23,233.0 劇処 泌尿器科

22 内 コムタン錠100mg エンタカポン錠 100mg1錠
ノバルティ
ス

171.6 処 神経内科

23 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

193,779.0 劇処 整形外科

24 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

193,779.0 劇処 整形外科

25 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

193,779.0 劇処 整形外科

26 内 サムチレール内用懸濁液15% アトバコン液
750mg5m
L1包

GSK 1,727.6 処 リウマチ内科
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27 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 575,223.0 毒処 泌尿器科

28 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 575,223.0 毒処 泌尿器科

29 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 575,223.0 毒処 泌尿器科

30 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 575,223.0 毒処 泌尿器科

31 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

32 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

33 内 スタレボ配合錠L100
レボドパ・カルビドパ水和物・エン
タカポン(2)錠

1錠
ノバルティ
ス

200.5 処 神経内科

34 外 スピオルトレスピマット28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

28吸入1
キット

日本ベー
リンガー

3,971.9 処 呼吸器内科

35 内 スプリセル錠50mg ダサチニブ水和物錠 50mg1錠 BMS 9,477.5 劇処 血液内科

36 内 セイブル錠50mg ミグリトール錠(1) 50mg1錠 三和化学 37.7 処 内分泌内科

37 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 47,214.0 劇処 精神科

38 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 47,214.0 劇処 精神科

39 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 62,071.0 劇処 精神科

40 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 62,071.0 劇処 精神科

41 注 ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ
パリペリドンパルミチン酸エステ
ルキット

75mg1キッ
ト

ヤンセン 38,895.0 劇処 精神科

42 注 ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ
パリペリドンパルミチン酸エステ
ルキット

75mg1キッ
ト

ヤンセン 38,895.0 劇処 精神科

43 注 ソマチュリン皮下注120mg ランレオチド酢酸塩キット 120mg1筒
帝人
ファーマ

323,818.0 劇処 外科

44 注 ソマチュリン皮下注90mg ランレオチド酢酸塩キット 90mg1筒
帝人
ファーマ

252,051.0 劇処 内分泌内科

45 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

45,578.0 劇処 皮膚科

46 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

45,578.0 劇処 皮膚科

47 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 105,788.0 処 放射線科

48 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

23,932.6 劇処 呼吸器内科

49 内 タルセバ錠150mg エルロチニブ塩酸塩錠 150mg1錠 中外 10,642.6 劇処 呼吸器外科

50 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

51 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

52 注 デスモプレシン注4協和
デスモプレシン酢酸塩水和物注
射液

4μg1管
協和キリ
ン

1,678.0 劇処 内分泌内科

53 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 625,567.0 劇処 呼吸器内科

54 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 625,567.0 劇処 呼吸器内科

55 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 625,567.0 劇処 呼吸器内科 4
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56 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 13,009.4 毒処 脳神経外科

57 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 13,009.4 毒処 脳神経外科

58 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 2,610.1 毒処 脳神経外科

59 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 81,640.0 劇処 呼吸器内科

60 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 81,640.0 劇処 アレルギー科

61 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

協和キリ
ン

26,270.0 劇処 腎臓内科

62 注 ビダーザ注射用100mg アザシチジン注射用 100mg1瓶 日本新薬 41,961.0 劇処 血液内科

63 注 ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL
アダリムマブ(遺伝子組換え)キッ
ト(1)

40mg0.4m
L1筒

エーザイ 62,384.0 劇処 リウマチ科

64 注 ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
アダリムマブ(遺伝子組換え)キッ
ト(2)

40mg0.4m
L1キット

エーザイ 62,596.0 劇処 リウマチ科

65 注 フォルテオ皮下注キット600μg
テリパラチド(遺伝子組換え)キッ
ト

600μg1
キット

リリー 43,334.0 処 リウマチ科

66 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 神経内科

67 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

68 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

69 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

70 内 ベタニス錠50mg ミラベグロン錠 50mg1錠 アステラス 185.7 劇処 神経内科

71 内 ポマリストカプセル2mg ポマリドミドカプセル
2mg1カプ
セル

セルジー
ン

50,802.0 毒処 血液内科

72 内 ポマリストカプセル4mg ポマリドミドカプセル
4mg1カプ
セル

セルジー
ン

60,548.0 毒処 血液内科

73 内 ムンデシンカプセル100mg フォロデシン塩酸塩カプセル
100mg1カ
プセル

ムンディ
ファーマ

2,617.6 劇処 血液内科

74 注 ヤーボイ点滴静注液50mg
イピリムマブ(遺伝子組換え)注射
液

50mg10m
L1瓶

BMS 485,342.0 劇処 泌尿器科

75 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 7,105.0 処 呼吸器内科

76 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 7,105.0 処 呼吸器内科

77 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

78 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

79 注 ランタスXR注ソロスター
インスリン グラルギン(遺伝子組
換え)キット

450単位1
キット

サノフィ 2,933.0 劇処局 糖尿病内科

80 内 リルテック錠50 リルゾール錠 50mg1錠 サノフィ 1,456.3 処 神経内科

81 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

82 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

1,167.0 処 腎臓内科

83 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

9,339.5 毒処 血液内科
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84 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

2,493.4 劇処 血液内科

85 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

2,493.4 劇処 血液内科

86 外 レルベア100エリプタ14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

14吸入1
キット

GSK 2,703.6 処 呼吸器内科

87 外 レルベア200エリプタ14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

14吸入1
キット

GSK 2,987.1 処 呼吸器内科

88 注 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL
ポリエチレングリコール処理人免
疫グロブリン注射液

5g50mL1
瓶

日本血液
製剤機構

38,547.0 処 神経内科

89 注 献血ベニロン-I静注用5000mg
乾燥スルホ化人免疫グロブリン
注射用

5g100mL1
瓶(溶解液

帝人
ファーマ

40,068.0 処 心臓血管外科

90 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200JAU/mL

標準化スギ花粉エキス注射液 2mL1瓶 鳥居 4,320.0 処
喘息アレル
ギー内科

91 外 日点アトロピン点眼液1% アトロピン硫酸塩水和物液 1%5mL1瓶
日本点眼
薬

218.3 劇 眼科

6


