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仮採用薬の正規採用について ＊2020年2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 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 ※中止切替は『フルタイド50ディスカス』で承認済

2 外 オンブレス吸入用カプセル150μg
インダカテロールマレイン酸塩カ
プセル

150μg1カ
プセル

ノバルティ
ス

139.4 処 呼吸器内科 ※中止切替は『セレベント50ディスカス』で承認済

3 外 フルティフォーム125エアゾール56吸入用
フルチカゾンプロピオン酸エステ
ル・ホルモテロールフマル酸塩水

56吸入1
瓶

杏林 2901.2 処 呼吸器内科 ※中止切替は『フルティフォーム125エアゾール120吸入用』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） ＊2020年2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 トランサミンカプセル250mg トラネキサム酸カプセル
250mg1カ
プセル

第一三共 10.1 局 薬剤部 ※中止切替は『トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」』で承認済

2 内 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 アモキシシリン水和物カプセル
250mg1カ
プセル

東和薬品 10.1 処局 薬剤部 ※中止切替は『アモキシシリンカプセル250mg「NP」』で承認済

3 注 トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」
トラスツズマブ(遺伝子組換え)注
射用(1)

60mg1瓶
セルトリオ
ン

12,444 処 薬剤部 ※中止切替は『ハーセプチン注射用60』で承認済

4 注 トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」
トラスツズマブ(遺伝子組換え)注
射用(1)

150mg1瓶
セルトリオ
ン

28,468 処 薬剤部 ※中止切替は『ハーセプチン注射用150』で承認済

5 内 オランザピン錠2.5mg「DSEP」 オランザピン2.5mg錠(1) 2.5mg1錠
第一三共
エスファ

17.3 劇処 薬剤部 ※中止切替は『ジプレキサ錠2.5mg』で承認済

6 内 オランザピン錠5mg「DSEP」 オランザピン5mg錠(1) 5mg1錠
第一三共
エスファ

31.4 劇処 薬剤部 ※中止切替は『ジプレキサザイディス錠5mg』で承認済

7 内 オランザピン錠10mg「DSEP」 オランザピン10mg錠(1) 10mg1錠
第一三共
エスファ

61.7 劇処 薬剤部 ※中止切替は『ジプレキサ錠10mg』で承認済

8 内 クエチアピン錠25mg「明治」 クエチアピンフマル酸塩錠 25mg1錠 MeijiSeika 10.4 劇処局 薬剤部 ※中止切替は『セロクエル25mg錠』で承認済

9 内 クエチアピン錠100mg「明治」 クエチアピンフマル酸塩錠 100mg1錠 MeijiSeika 34.9 劇処局 薬剤部 ※中止切替は『セロクエル100mg錠』で承認済

10 内 ミルタザピン錠15mg「明治」 ミルタザピン錠(1) 15mg1錠 MeijiSeika 41.3 劇処 薬剤部 ※中止切替は『レメロン錠15mg』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 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 中止切替：レベミル注イノレット

2 内 マリゼブ錠25mg オマリグリプチン錠 25mg1錠 キッセイ 919.6 処 糖尿病内科 中止切替：ダオニール錠2.5mg

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。

規格変更（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 グリミクロンHA錠20mg グリクラジド錠 20mg1錠
大日本住
友

12 劇処 糖尿病内科 中止切替：グリミクロン錠40mg

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。

1



令和２年度６月　薬事委員会資料  2020年6月10日

院内削除
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分

1 注 レベミル注イノレット
インスリン デテミル(遺伝子組換
え)キット

300単位1
キット

ノボ 2271.0 劇処 ※中止切替

2 内 ダオニール錠2.5mg グリベンクラミド錠 2.5mg1錠 サノフィ 11.0 劇処 ※中止切替

3 内 グリミクロン錠40mg グリクラジド錠 40mg1錠
大日本住
友

13.6 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 備考

1 外 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3％
（例．ヒルドイドクリーム0.3%、ビーソフテンクリーム0.3%、など）

ヘパリン類似物質クリーム 1g 形成外科 一般名で院外登録とする

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21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 救急科

2 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 救急科

3 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 92051.50 処 脳神経外科

4 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

5 注 エルカルチンFF静注1000mgシリンジ5ｍL レボカルニチンキット
1,000mg
5mL1筒

大塚製薬 1000 処 神経内科

6 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 消化器内科

7 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 泌尿器科

8 注 オレンシア皮下注125mgオートインジェクター
アバタセプト(遺伝子組換え)キッ
ト(2)

125mg1m
L

BMS 28633 劇処 リウマチ科

9 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

1,000mg
40mL1瓶

日本新薬 458799 劇処 血液内科

10 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

100mg
4mL1瓶

MSD 242355 劇処 呼吸器内科

11 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

100mg
4mL1瓶

MSD 242355 劇処 呼吸器内科

12 外 ギリアデル脳内留置用剤7.7mg カルムスチン脳内留置用剤 7.7mg1枚 エーザイ 163892.30 劇処 脳神経外科

13 注 ゴナトロピン筋注用3000単位
注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホル
モン

3,000単位
1管

あすか製
薬

685 処局 内分泌内科

14 注 ゴナトロピン注用5000単位
注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホル
モン

5,000単位
1管

あすか製
薬

969 処局 内分泌内科

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

GSK 1759.60 処 リウマチ科

16 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 190.40 処 内分泌内科
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17 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

18 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

19 内 セルセプトカプセル250
ミコフェノール酸 モフェチルカプ
セル

250mg
1カプセル

中外 217.80 劇処 リウマチ科

20 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 106.50 処 神経内科

21 注 デノシン点滴静注用500mg ガンシクロビル静注用 500mg1瓶 田辺三菱 12303 毒処 リウマチ科

22 注 デノシン点滴静注用500mg ガンシクロビル静注用 500mg1瓶 田辺三菱 12303 毒処 リウマチ科

23 内 トリンテリックス錠10mg
ボルチオキセチン臭化水素酸塩
錠

10mg1錠 武田 168.90 劇処 精神科

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 179269 劇処 リウマチ科

25 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

26 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

27 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 62620 劇処 リウマチ科

28 注 ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
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 121401 劇処 消化器内科

29 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
0.5mg
1カプセル

アステラス 349.10 劇処局 リウマチ科

30 内 プログラフカプセル1mg タクロリムス水和物カプセル
1mg
1カプセル

アステラス 619.60 劇処局 リウマチ科

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 138704 毒処 血液内科

32 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顆粒

100mg1包
(リンとして) ゼリア 71.50 処 消化器内科

33 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 493621 劇処 泌尿器科

34 内 リネゾリド錠600mg リネゾリド錠 600mg1錠 沢井 5732.60 処 整形外科

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

2539.60 劇処 血液内科

36 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

2539.60 劇処 血液内科

37 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

5g100mL
1瓶

帝人ファー
マ

37908 処 リウマチ科

：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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