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仮採用薬の正規採用について ＊2019年7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105mg1.17mL1筒アステラス 25145 処 整形外科 中止切替：12月薬事委員会までに検討

2 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

57.9 処 不整脈診療科

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） ＊2019年7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 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 244.5 劇処 薬剤部 ※中止切替は『イミグラン錠50mg』で承認済

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

132.4 劇処 薬剤部 ※中止切替は『アリミデックス錠1mg』で承認済

以上を正規採用とする

後発品関連
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DS3%「サワイ」
オセルタミビルリン酸塩シロップ
用

3%1g 沢井 95.5 処 薬剤部 中止切替：タミフルドライシロップ3%

2 注 ピペラシリンNa注用1g「トーワ」 ピペラシリンナトリウム注射用 1g1瓶 東和薬品 371 処局 薬剤部 中止切替：ピペラシリンNa注射用1g「テバ」

3 注 ソル・メドロール静注用40mg
メチルプレドニゾロンコハク酸エ
ステルナトリウム注射用

40mg1瓶
(溶解液

ファイザー 371 処

4 注 ソル・メドロール静注用125mg
メチルプレドニゾロンコハク酸エ
ステルナトリウム注射用

125mg1瓶
(溶解液

ファイザー 803 処

5 注 ソル・メドロール静注用500mg
メチルプレドニゾロンコハク酸エ
ステルナトリウム注射用

500mg1瓶
(溶解液

ファイザー 2383 処

6 注 リネゾリド点滴静注液600mg「KCC」 リネゾリド注射液
600mg300
mL1袋

共和クリ
ティケア

8490 処 薬剤部 中止切替：ザイボックス注射液600mg

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 タミフルドライシロップ3%
オセルタミビルリン酸塩シロップ
用

3%1g 中外 195.7 処 中止切替

2 注 ピペラシリンNa注射用1g「テバ」 ピペラシリンナトリウム注射用 1g1瓶
武田テバ
ファーマ

371 処局 中止切替

3 注 注射用ソル・メルコート125
メチルプレドニゾロンコハク酸エ
ステルナトリウム注射用

125mg1瓶
(溶解液

富士製薬 315 処 中止切替

4 注 注射用ソル・メルコート40
メチルプレドニゾロンコハク酸エ
ステルナトリウム注射用

40mg1瓶
(溶解液

富士製薬 178 処 中止切替

5 注 注射用ソル・メルコート500
メチルプレドニゾロンコハク酸エ
ステルナトリウム注射用

500mg1瓶
(溶解液

富士製薬 945 処 中止切替

6 注 ザイボックス注射液600mg リネゾリド注射液
600mg300
mL1袋

ファイザー 13577 処 中止切替

7 外 インタール点眼液2% クロモグリク酸ナトリウム液
100mg5m
L1瓶

サノフィ 585 販売中止

8 外 インタール点鼻液2% クロモグリク酸ナトリウム液
190mg9.5
mL1瓶

サノフィ 698.9 販売中止

薬剤部
中止切替：注射用ソル・メルコート40、注射用ソル・メルコート125、注射
用ソル・メルコート500
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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 アジマイシン点眼液1% アジスロマイシン水和物液 1%1mL 千寿 307.8 処 眼科

2 内 ピートル顆粒分包250mg スクロオキシ水酸化鉄顆粒 250mg1包 キッセイ 174 処

3 内 ピートル顆粒分包500mg スクロオキシ水酸化鉄顆粒 500mg1包 キッセイ 255.6 処

4 内 カロナール錠300 アセトアミノフェン錠 300mg1錠
あゆみ製
薬

7.7

5 内 カロナール錠500 アセトアミノフェン錠 500mg1錠
あゆみ製
薬

9 劇

限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用37件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は26件。
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科

1 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 1847.7 処 呼吸器内科

2 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 45090 劇処 精神科

3 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 413990 劇処 呼吸器内科

4 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 413990 劇処 外科

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 413990 劇処 外科

6 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 371352 劇処 呼吸器内科

7 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 28204 劇処 泌尿器科

8 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 28204 劇処 泌尿器科

9 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 28204 劇処 泌尿器科

10 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 34321 劇処 泌尿器科

11 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 22879 劇処 泌尿器科

12 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 22879 劇処 泌尿器科

13 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 22879 劇処 泌尿器科

14 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 569276 毒処 泌尿器科

15 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

193.5 処 内分泌内科

16 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

3875.6 処 呼吸器内科

17 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

322589 劇処 内分泌内科

18 注 ゾレア皮下注150mgシリンジ
オマリズマブ(遺伝子組換え)キッ
ト

150mg1m
L1筒

ノバルティ
ス

46490 劇処 呼吸器内科

19 注 ゾレア皮下注150mgシリンジ
オマリズマブ(遺伝子組換え)キッ
ト

150mg1m
L1筒

ノバルティ
ス

46490 劇処 アレルギー科

腎臓内科

リウマチ科
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20 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 637152 劇処 呼吸器内科

21 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 4183.5 処 呼吸器内科

22 注 トーリセル点滴静注液25mg テムシロリムス注射液
25mg1mL
1瓶(希釈

ファイザー 139245 劇処 泌尿器科

23 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 178937 劇処 リウマチ科

24 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 178937 劇処 アレルギー科

25 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 3067.3 毒処 リウマチ科

26 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 731 処 アレルギー科

27 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 4330 劇処 脳神経外科

28 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 4330 劇処 神経内科

29 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 4330 劇処 脳神経外科

30 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 282 劇処 内分泌内科

31 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 大塚工場 10.3 神経内科

32 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 大塚工場 10.3 消化器内科

33 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 513.8 劇処 精神科

34 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

2539.6 劇処 血液内科

35 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

2539.6 劇処 血液内科

36 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 4308 処 アレルギー科

37 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 4400 処 アレルギー科

その他
・ ：販売中止。院内については在庫なくなり次第マスタ停止。院外については一般名登録へ切替。
・ ：販売中止。2019年11月マスタ停止予定。

アレルギー治療剤「インタール細粒10% / 点眼液2% / 点鼻液2%」

抗生物質製剤「ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g」
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