
令和元年10月　薬事委員会  2019年10月9日

仮採用薬の正規採用について ＊令和元年6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 フィコンパ錠2mg ペランパネル水和物錠 2mg1錠 エーザイ 193.2 処 神経内科 ※中止切替は『ヒダントールF配合錠』で承認済

2 内 ビムパット錠50mg ラコサミド錠 50mg1錠 第一三共 218.8 劇処 神経内科 ※中止切替は『リボトリール細粒0.1%』で承認済

3 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 81.0 処 感染症科 ※中止切替は『ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g』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6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 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 21.6 劇処 薬剤部 ※中止切替は『トラムセット配合錠』で承認済

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 97.7 処 薬剤部 ※中止切替は『ジスロマック細粒小児用10%』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 ミダフレッサ静注0.1% ミダゾラム注射液
10mg10m
L1瓶

アルフレッ
サファー

3,396.0 向処 小児科
中止切替：ワコビタール坐剤30（削除済）
※小児科限定で承認

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 スルピリド錠50mg スルピリド錠 50mg1錠 共和薬品 6.4 処局 薬剤部 中止切替：スルピリド錠50mg(TYK)

2 内 アカルボース錠100mg アカルボース錠(1) 100mg1錠 沢井 18.3 処 薬剤部 中止切替：アカルボース錠100mg「ファイザー」

3 内
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル
100mg「トーワ」

トコフェロールニコチン酸エステ
ルカプセル

100mg1カ
プセル

東和薬品 5.5 薬剤部 中止切替：トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」

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

1 内 スルピリド錠50mg(TYK) スルピリド錠 50mg1錠 ファイザー 6.4 処局 ※販売中止。中止切替。

2 内 アカルボース錠100mg「ファイザー」 アカルボース錠(1) 100mg1錠 ファイザー 18.3 処 ※販売中止。中止切替。

3 内
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル
100mg「NP」

トコフェロールニコチン酸エステ
ルカプセル

100mg1カ
プセル

ニプロ 5.5 ※販売中止。中止切替。

4 内 エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」 エカベトナトリウム水和物顆粒 66.7%1g ファイザー 10.7 局 ※販売中止。必要時、ガストローム顆粒66.7%を患者限定で購入して対応する。
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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 ビレーズトリエアロスフィア56吸入
ブデソニド・グリコピロニウム臭
化物・ホルモテロールフマル酸塩

56吸入1
キット

アストラゼ
ネカ

4150.3 処 呼吸器内科

2 外 ビベスピエアロスフィア28吸入
グリコピロニウム臭化物・ホルモ
テロールフマル酸塩水和物吸入

28吸入1
キット

アストラゼ
ネカ

1787 処 呼吸器内科

3 内 エディロールカプセル0.5μg エルデカルシトールカプセル
0.5μg1カ
プセル

中外 69.4 劇処 リウマチ科

4 注 ゾルトファイ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)・リラグルチド(遺伝子組換

1キット ノボ 5,359.0 劇処 内分泌内科

5 内 イノラス配合経腸用液 経腸成分栄養剤(11)液 10mL 大塚製薬 15.7 外科

限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用49件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は14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 アサコール錠400mg メサラジン腸溶錠 400mg1錠
ゼリア=協
和キリン

66.3 処 消化器内科

2 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 7,700.3 処 呼吸器内科

3 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 378.5 劇処 血液内科

4 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

115,029.0 劇処 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

115,029.0 劇処 呼吸器内科

6 注 イミフィンジ点滴静注500mg
デュルバルマブ(遺伝子組換え)
注射液

500mg10
mL1瓶

アストラゼ
ネカ

467,245.0 劇処 呼吸器内科

7 注 イミフィンジ点滴静注500mg
デュルバルマブ(遺伝子組換え)
注射液

500mg10
mL1瓶

アストラゼ
ネカ

467,245.0 劇処 呼吸器内科

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

持田=あ
ゆみ製薬

17,246.0 劇処 リウマチ科

9 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

持田=あ
ゆみ製薬

17,246.0 劇処 リウマチ科

10 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

持田=あ
ゆみ製薬

17,246.0 劇処 リウマチ科

11 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

持田=あ
ゆみ製薬

17,246.0 劇処 リウマチ科

12 注 エビリファイ持続性水懸筋注用300mg アリピプラゾール水和物筋注用
300mg1瓶
(懸濁用液

大塚製薬 36,915.0 劇処 精神科

13 注 エビリファイ持続性水懸筋注用300mg アリピプラゾール水和物筋注用
300mg1瓶
(懸濁用液

大塚製薬 36,915.0 劇処 精神科

14 注 エビリファイ持続性水懸筋注用300mg アリピプラゾール水和物筋注用
300mg1瓶
(懸濁用液

大塚製薬 36,915.0 劇処 精神科

15 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 45,090.0 劇処 精神科

16 注 エルカルチンFF静注1000mgシリンジ レボカルニチンキット
1,000mg5
mL1筒

大塚製薬 1,006.0 処 神経内科

17 外 エンクラッセ62.5μgエリプタ7吸入用 ウメクリジニウム臭化物吸入剤
7吸入1
キット

GSK 1,376.8 処 呼吸器内科

18 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 413,990.0 劇処 消化器内科

19 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

BMS=小
野

28,756.0 劇処 リウマチ科

20 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 371,352.0 劇処 泌尿器科

21 内 グーフィス錠5mg エロビキシバット水和物錠 5mg1錠 持田 105.6 処 血液内科 2
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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 41,296.0 劇処 血液内科

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

197,299.0 劇処 整形外科

24 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

190.0 劇向処 内分泌内科

25 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

ヤンセン=
田辺三菱

120,335.0 劇処 リウマチ科

26 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

ヤンセン=
田辺三菱

120,335.0 劇処 リウマチ科

27 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 38,825.0 劇処 精神科

28 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 637,152.0 劇処 呼吸器内科

29 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
日東薬品
=第一三

18.0 呼吸器内科

30 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 83,152.0 劇処 アレルギー科

31 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 83,152.0 劇処 アレルギー科

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 83,152.0 劇処 アレルギー科

33 注 ヌーカラ皮下注用100mg
メポリズマブ(遺伝子組換え)注射
用

100mg1瓶 GSK 178,937.0 劇処 アレルギー科

34 内 ノベルジン錠25mg 酢酸亜鉛水和物錠 25mg1錠 ノーベル 274.5 劇処 消化器内科

35 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

持田販売
=持田

9,149.0 処 血液内科

36 内 ボシュリフ錠100mg ボスチニブ水和物錠 100mg1錠 ファイザー 3,861.2 劇処 血液内科

37 内 ポマリストカプセル3mg ポマリドミドカプセル
3mg1カプ
セル

セルジー
ン

57,337.0 毒処 血液内科

38 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

KMバイオ
ロジクス=

11,609.8 処 歯科口腔外科

39 内 メサペイン錠5mg メサドン塩酸塩錠 5mg1錠
帝國製薬
=テルモ=

185.9 麻劇処 緩和ケア内科

40 内 メファキン「ヒサミツ」錠275 メフロキン塩酸塩錠 275mg1錠 久光 789.7 処 神経内科

41 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
EN大塚=
大塚工場

10.3 消化器内科

42 内 レグパラ錠25mg シナカルセト塩酸塩錠 25mg1錠
協和キリ
ン

559.1 処 腎臓内科

43 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

2,539.6 劇処 血液内科

44 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

37,871.0 処 神経内科

45 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

37,871.0 処 神経内科

46 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

KMバイオ
ロジクス=

38,905.0 処 血液内科

47 注
治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」
10,000JAU/mL

アレルゲンエキス(4)注射液 2mL1瓶 鳥居 4,308.0 処 アレルギー科

48 注
治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」
10,000JAU/mL

アレルゲンエキス(4)注射液 2mL1瓶 鳥居 4,308.0 処 アレルギー科

49 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2,000JAU/mL

標準化スギ花粉エキス注射液 2mL1瓶 鳥居 4,400.0 処 アレルギー科
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