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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

1 注 ベクルリー点滴静注用100mg レムデシビル 100mg1瓶 ギリアド 処
救命救急セン
ター

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 ストラテラカプセル40mg アトモキセチン塩酸塩カプセル
40mg1カ
プセル

リリー 343.6 劇局 精神科

限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用118件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は54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 5mcgチロナミン錠 リオチロニンナトリウム錠 5μg1錠 武田 9.8 処局 内分泌内科

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 32608 劇処 リウマチ科

3 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 32608 劇処 リウマチ科

4 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 32608 劇処 リウマチ科

5 内 アコファイド錠100mg アコチアミド塩酸塩水和物錠 100mg1錠 ゼリア 36.9 処 外科

6 内 アコファイド錠100mg アコチアミド塩酸塩水和物錠 100mg1錠 ゼリア 36.9 処 消化器内科

7 内 アコファイド錠100mg アコチアミド塩酸塩水和物錠 100mg1錠 ゼリア 36.9 処 消化器内科

8 注 アザクタム注射用1g アズトレオナム注射用 1g1瓶 エーザイ 1324 処局 感染症内科

9 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 1827.8 処 呼吸器内科

10 内 アビガン錠200mg ファビピラビル錠 200mg1錠
富士フイル
ム富山化学 劇処 呼吸器内科

11 内 アビガン錠200mg ファビピラビル錠 200mg1錠
富士フイル
ム富山化学 劇処 呼吸器内科

12 内 アビガン錠200mg ファビピラビル錠 200mg1錠
富士フイル
ム富山化学 劇処 集中治療部

13 内 アビガン錠200mg ファビピラビル錠 200mg1錠
富士フイル
ム富山化学 劇処 集中治療部

14 内 アビガン錠200mg ファビピラビル錠 200mg1錠
富士フイル
ム富山化学 劇処 呼吸器内科

15 内 アビガン錠200mg ファビピラビル錠 200mg1錠
富士フイル
ム富山化学 劇処 総合内科

16 内 アビガン錠200mg ファビピラビル錠 200mg1錠
富士フイル
ム富山化学 劇処 呼吸器内科

17 注 アラセナ-A点滴静注用300mg ビダラビン注射用 300mg1瓶 持田 5996 処 皮膚科

18 内 アラベル内用剤1.5g アミノレブリン酸塩酸塩 1.5g1瓶 ノーベル 92051.5 処 脳神経外科

19 注 エイムゲン
乾燥組織培養不活化A型肝炎ワ
クチン

一人分1
瓶(溶解液

KMバイオ
ロジクス

劇処 感染症科

20 注 エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」
エタネルセプト(遺伝子組換え)
キット(1)

25mg0.5m
L1キット

あゆみ製
薬

8657 劇処 リウマチ科

21 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

17025 劇処 リウマチ科
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22 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

17025 劇処 リウマチ科

23 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

17025 劇処 リウマチ科

24 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 36878 劇処 精神科

25 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 187.8 劇処 腎臓内科

26 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 1000 処 神経内科

27 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 1000 処 腎臓内科

28 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 1361.1 処 呼吸器内科

29 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

30 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 28633 劇処 リウマチ科

31 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 28633 劇処 リウマチ科

32 内 カレトラ配合錠 ロピナビル・リトナビル錠 1錠 アッヴィ 319.9 劇処 感染症科

33 内 カレトラ配合内用液 ロピナビル・リトナビル液 1mL アッヴィ 150.1 劇処 集中治療部

34 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 242355 劇処 呼吸器内科

35 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 242355 劇処 呼吸器内科

36 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 242355 劇処 呼吸器内科

37 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 242355 劇処 泌尿器科

38 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 242355 劇処 泌尿器科

39 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 242355 劇処 泌尿器科

40 内 グーフィス錠5mg エロビキシバット水和物錠 5mg1錠 持田 104.8 処 血液内科

41 内 グルファスト錠10mg ミチグリニドカルシウム水和物錠 10mg1錠 武田 37.4 処局 内分泌内科

42 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 27762 劇処 泌尿器科

43 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 27762 劇処 泌尿器科

44 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 27762 劇処 泌尿器科

45 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 34101 劇処 泌尿器科

46 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 34101 劇処 泌尿器科

47 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 22586 劇処 泌尿器科

48 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 22586 劇処 泌尿器科

49 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 22586 劇処 泌尿器科
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50 内 コララン錠2.5mg イバブラジン塩酸塩錠 2.5mg1錠 小野 82.9 劇処 循環器内科

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

GSK 1759.6 処 呼吸器内科

52 注 ジスロマック点滴静注用500mg アジスロマイシン水和物注射用 500mg1瓶 ファイザー 2366 処 神経内科

53 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

190.4 処 糖尿病内科

54 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

190.4 処 糖尿病内科

55 注 シングリックス筋注用
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン
(チャイニーズハムスター卵巣細

一人分1
瓶(溶解液

GSK 劇処 リウマチ科

56 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 119709 劇処 リウマチ科

57 外 スミスリンローション5% フェノトリン液 5%1g クラシエ 75.4 皮膚科

58 注 ソリリス点滴静注300mg
エクリズマブ(遺伝子組換え)注射
液

300mg30
mL1瓶

アレクシオ
ン

604716 劇処 神経内科

59 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

29147 劇処 アレルギー科

60 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

29147 劇処 呼吸器内科

61 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

29147 劇処 呼吸器内科

62 注 ゾレア皮下注75mgシリンジ
オマリズマブ(遺伝子組換え)キッ
ト

75mg0.5m
L1筒

ノバルティ
ス

14812 劇処 アレルギー科

63 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

20719.4 劇処 呼吸器内科

64 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

20719.4 劇処 呼吸器内科

65 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

20719.4 劇処 呼吸器外科

66 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

20719.4 劇処 呼吸器内科

67 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 106.5 処 泌尿器科

68 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 1210 処局 整形外科

69 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 7.7 精神科

70 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

71 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

72 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

1錠 第一三共 17.7 整形外科

73 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 66356 劇処 呼吸器内科

74 外 ニュープロパッチ4.5mg ロチゴチン貼付剤 4.5mg1枚 大塚製薬 402.7 劇処 神経内科

75 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 179269 劇処 アレルギー科

76 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 179269 劇処 リウマチ科

77 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 179269 劇処 リウマチ科
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78 内 ノベルジン錠25mg 酢酸亜鉛水和物錠 25mg1錠 ノーベル 274.4 劇処 内分泌内科

79 外 ハルロピテープ8mg ロピニロール塩酸塩貼付剤 8mg1枚
協和キリ
ン

400.2 劇処 神経内科

80 内 ピアーレシロップ65% ラクツロース65%シロップ 65%1mL 日本化薬 4.9 外科

81 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

82 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 4320 劇処 神経内科

83 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 4320 劇処 脳神経外科

84 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 アレルギー科

85 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

86 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 8609 処 血液内科

87 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 349.1 劇処局 リウマチ科

88 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 349.1 劇処局 リウマチ科

89 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 619.6 劇処局 リウマチ科

90 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 619.6 劇処局 リウマチ科

91 内 ベサノイドカプセル10mg トレチノインカプセル
10mg1カ
プセル

富士製薬 661.4 劇処 血液内科

92 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 138704 毒処 血液内科

93 内 ホスリボン配合顆粒
リン酸二水素ナトリウム一水和
物・無水リン酸水素二ナトリウム

100mg1包
(リンとし

ゼリア 71.5 処 呼吸器内科

94 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

11443.1 処 歯科口腔外科

95 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

11443.1 処 歯科口腔外科

96 内 マリゼブ錠25mg オマリグリプチン錠 25mg1錠 MSD 919.6 処 糖尿病内科

97 注 ミッドペリックL135腹膜透析液 腹膜透析液(5-2) 2L1袋 テルモ 1007 処 腎臓内科

98 注 ミッドペリックL135腹膜透析液 腹膜透析液(5-2) 2L1袋 テルモ 1007 処 腎臓内科

99 注 ミッドペリックL135腹膜透析液 腹膜透析液(5-2) 2L1袋 テルモ 1007 処 腎臓内科

100 内 ミネブロ錠2.5mg エサキセレノン錠 2.5mg1錠 第一三共 91.6 処 糖尿病内科

101 注 メナクトラ筋注
4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリア
トキソイド結合体)

0.5mL1瓶 サノフィ 20194 劇処 神経内科

102 注 メナクトラ筋注
4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリア
トキソイド結合体)

0.5mL1瓶 サノフィ 20194 劇処 感染症科

103 注 メナクトラ筋注
4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリア
トキソイド結合体)

0.5mL1瓶 サノフィ 20194 劇処 感染症科

104 内 ヤーズフレックス配合錠
ドロスピレノン・エチニルエストラ
ジオール ベータデクス錠(2)

1錠 バイエル 280.1 処 産婦人科

105 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 7236 処 呼吸器内科
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106 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 10.2 呼吸器内科

107 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 10.2 消化器内科

108 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 10.2 脳神経外科

109 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

12.3 向処局 精神科

110 内 リリカOD錠25mg プレガバリン口腔内崩壊錠 25mg1錠 ファイザー 65.2 処 腎臓内科

111 内 リンゼス錠0.25mg リナクロチド錠
0.25mg1
錠

アステラス 87.5 処 リウマチ科

112 内 リンゼス錠0.25mg リナクロチド錠
0.25mg1
錠

アステラス 87.5 処 リウマチ内科

113 内 レキップ錠1mg ロピニロール塩酸塩錠 1mg1錠 GSK 142.7 劇処 神経内科

114 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

1159 処 腎臓内科

115 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

8085.3 毒処 血液内科

116 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 2918.2 処 呼吸器内科

117 注 ロミプレート皮下注250μg調製用
ロミプロスチム(遺伝子組換え)注
射用

250μg1
瓶

協和キリ
ン

71209 処 血液内科

118 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

37908 処 リウマチ内科

：高額医薬品（5万円以上の注射薬、1万円以上の内用・外用薬）
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