
第45回　薬事委員会結果
１.臨床試用医薬品（☆院外のみ　★院内のみ　用：用時購入　止：採用中止　保：保留　白：白羽専用）
　【令和元年 9月 17日よりオーダー入力可能となります。】

組成 薬効 薬価 申請者
(ゼリア) 2399 1錠 内科

アサコール錠400mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ 潰瘍性大腸炎治療剤 ¥69.80 藤田
(ニプロES) 3214 1錠 家庭医療科

白 アスパラ-CA錠200mg L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ水和物 Caアスパルテート製剤 ¥5.60 井上
(アステラス) 3999 1筒 内科

★ イベニティ皮下注105mgシリンジ ﾛﾓｿｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) その他の代謝性医薬品 ¥24,720.00 大橋
用 (大塚) 3259 10mL 耳鼻科
イノラス配合経腸用液 経腸成分栄養剤 滋養強壮薬 ¥15.60 峯田

(東和薬品) 2329 1錠 薬剤科
オメプラゾール錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 消化性潰瘍用剤 ¥27.00 松下

(アステラス) 3999 1錠 内科

スマイラフ錠50mg ﾍﾟﾌｨｼﾁﾆﾌﾞ臭化水素酸塩 抗リウマチ薬 ¥1,741.00 大橋
(アステラス) 3999 1錠 内科

スマイラフ錠100mg ﾍﾟﾌｨｼﾁﾆﾌﾞ臭化水素酸塩 抗リウマチ薬 ¥3,379.90 大橋
保 (第一三共) 1190 1錠 皮膚科

タリージェ錠2.5mg ミロガバリンベシル酸塩錠ﾞ 神経障害性疼痛治療剤 ¥78.00 飯田
保 (第一三共) 1190 1錠 皮膚科
タリージェ錠5mg ミロガバリンベシル酸塩錠ﾞ 神経障害性疼痛治療剤 ¥107.70 飯田

保 (第一三共) 1190 1錠 皮膚科
タリージェ錠10mg ミロガバリンベシル酸塩錠ﾞ 神経障害性疼痛治療剤 ¥148.70 飯田

保 (第一三共) 1190 1錠 皮膚科
タリージェ錠15mg ミロガバリンベシル酸塩錠ﾞ 神経障害性疼痛治療剤 ¥179.60 飯田

（ツムラ） 5200 1g 家庭医療科
白 ツムラ(2)葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒 葛根湯加川芎辛夷ｴｷｽ 漢方製剤 ¥10.40 井上

（ツムラ） 5200 1g 老健
ツムラ(16)半夏厚朴湯エキス顆粒 半夏厚朴湯ｴｷｽ 漢方製剤 ¥9.60 小川

（ツムラ） 5200 1g 老健
ツムラ(39)苓桂朮甘湯エキス顆粒 苓桂朮甘湯ｴｷｽ 漢方製剤 ¥6.90 小川

（ツムラ） 5200 1g 老健
ツムラ(40)猪苓湯エキス顆粒 猪苓湯ｴｷｽ 漢方製剤 ¥14.10 小川

（ツムラ） 5200 1g 老健
ツムラ(72)甘麦大棗湯エキス顆粒 甘麦大棗湯ｴｷｽ 漢方製剤 ¥7.50 小川

（ツムラ） 5200 1g 老健
ツムラ(90)清肺湯エキス顆粒 清肺湯ｴｷｽ 漢方製剤 ¥10.50 小川

（ツムラ） 5200 1g 老健

ツムラ(122)排膿散及湯エキス顆粒 排膿散乃湯ｴｷｽ 漢方製剤 ¥8.20 小川
(GSK) 2290 1ｷｯﾄ 内科

テリルジー100エリプタ30吸入用 配合剤 気管支拡張剤 ¥8,692.80 穂積
(エーザイ) ﾎｽﾗﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ・ 6290 1ｶﾌﾟｾﾙ 皮膚科

☆ ネイリンカプセル100mg L-ﾘｼﾝｴﾀﾉｰﾙ付加物 抗真菌剤 ¥804.60 飯田
(ノボ) 2412 1ｷｯﾄ 小児科

ノルディトロピンフレックスプロ注10mg ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ 成長ホルモン剤 ¥83,955.00 深澤
（伏見） 7212 10g 画像

★ バリトゲンHD 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ Ｘ線造影剤 ¥14.20 鈴木
(トーアエイヨー) 2149 1枚 内科

ビソノテープ2mg ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 不整脈用剤 ¥59.40 内藤
(キッセイ) 2190 1包 内科

☆ ピートル顆粒分包250mg ｽｸﾛｵｷｼ水酸化鉄 高リン血症用剤 ¥176.10 高橋
(マルホ) 3339 1g 小児科

☆ ヒルドイドフォーム0.3% ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 血液凝固阻止剤 ¥22.20 深澤
(三和化学) 3999 1包 内科

ラグノスNF経口ゼリー分包12g ﾗｸﾂﾛｰｽｾﾞﾘｰ その他の代謝性医薬品 ¥48.20 高橋
(MSD) 2189 1錠 内科

ロスーゼット配合錠HD ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ･ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ 高脂血症用剤 ¥177.00 内藤

医薬品名



2.新規採用医薬品（☆院外のみ　★院内のみ　用：用時購入　保：保留  白：白羽専用）
組成 薬効 薬価 申請者

(武田) 1169 1錠 薬剤科
☆ アジレクト錠0.5mg ﾗｻｷﾞﾘﾝﾒｼﾙ酸塩錠 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 ¥512.10 松下

(武田) 1169 1錠 薬剤科
☆ アジレクト錠1mg ﾗｻｷﾞﾘﾝﾒｼﾙ酸塩錠 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 ¥948.50 松下

(アボット) 3259 10mL 家庭医療科

白 エネーボ配合経腸用液 経腸成分栄養剤 経腸栄養剤 ¥7.30 吉野
用 (小野) 4291 1瓶 外科
★ オプジーボ点滴静注240mg ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤 ¥410,580.00 小泉
用 (中外) ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 4291 1瓶 外科
★ カドサイラ点滴静注用100mg ｴﾑﾀﾝｼﾝ（遺伝子組換え） 抗HER2抗体ﾁｭｰﾌﾞﾘﾝ重合阻害複合体 ¥231,532.00 小泉
用 (中外) ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 4291 1瓶 外科
★ カドサイラ点滴静注用160mg ｴﾑﾀﾝｼﾝ（遺伝子組換え） 抗HER2抗体ﾁｭｰﾌﾞﾘﾝ重合阻害複合体 ¥368,257.00 小泉

（あゆみ製薬） 1141 1mL 小児科
☆ カロナールシロップ2% ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 小児用解熱鎮痛剤 ¥4.60 深澤

(JCR) 2412 1筒 小児科
★ グロウジェクト皮下注12mg ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ（遺伝子組換え） 遺伝子組換え天然型ﾋﾄ成長ﾎﾙﾓﾝ剤 ¥91,822.00 深澤

（アステラス） 3969 1錠 内科
スーグラ錠50mg ｲﾌﾟﾗｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ　Ｌ－ﾌﾟﾛﾘﾝ 糖尿病治療剤 ¥200.20 榛葉

(田辺三菱) 3969 1錠 内科
☆ テネリア錠40mg ﾃﾈﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ臭化水素酸塩水和物 2型糖尿病治療剤 ¥231.00 榛葉

(日本ベーリンガー) 3969 1錠 内科
☆ トラディアンス配合錠AP ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ・ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ配合剤 2型糖尿病治療剤 ¥283.30 高橋/榛葉

（大塚） 1169 1枚 薬剤科
☆ ニュープロパッチ9mg ﾛﾁｺﾞﾁﾝ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 ¥634.90 松下

(興和創薬) 2183 1錠 内科
パルモディア錠0.1mg ﾍﾟﾏﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 高脂血症治療剤 ¥33.90 内藤/榛葉

（沢井） 2129 1ｶﾌﾟｾﾙ 内科
ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ25mg｢ｻﾜｲ｣ ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩水和物 不整脈治療剤 ¥21.90 内藤

（マルホ） 2900 1mL 形成外科
☆ヘマンジオルシロップ小児用0.375% ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ塩酸塩 乳児血管腫治療剤 ¥260.20 山田

(千寿) 1319 1瓶 家庭医療科

白人工涙液マイティア点眼液 ホウ酸・無機塩類配合剤 点眼液 ¥85.50 吉野
（ニプロ) 1214 1筒 麻酔科

★塩酸ﾒﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ1%｢NP｣ ﾒﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩 局所麻酔剤 ¥180.00 乙咩
(EAファーマ) 2359 1包 小児科/内科

モビコール配合内用剤 配合剤 慢性便秘症治療薬 ¥83.90 深澤/高橋

医薬品名



3.切替および規格追加採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ　用：用時購入）
組成 薬効 薬価

（沢井) 4490 1錠
オキサトミド錠30mg｢ｻﾜｲ｣ ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ アレルギー用薬 ¥5.80

《セルテクト錠30mgから切り替え》
（サンド) 2499 1管

★ ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ酢酸塩皮下注100µg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ酢酸塩 視床下部ホルモン剤 ¥1,229.00
《サンドスタチン皮下注用100µgから切り替え》

（富士製薬) 3112 1管
★ カルシトリオール注射液0.5µg｢F｣ ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 合成ビタミンＤ製剤 ¥384.00
《ロカルトロール注0.5µgから切り替え》

（富士製薬) 3112 1管
★ カルシトリオール注射液1.0µg｢F｣ ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 合成ビタミンＤ製剤 ¥559.00
《ロカルトロール注1.0µgから切り替え》

(旭化成ファーマ) 3999 1ｷｯﾄ
ケブザラ皮下注200mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ ｻﾘﾙﾏﾌﾞ（遺伝子組換え） ﾋﾄ型抗ﾋﾄIL-6受容体ﾓﾉｸﾛﾅｰﾙ抗体 ¥59,509.00

《ケブザラ皮下注200mgシリンジから切り替え》
(あゆみ製薬) 1141 1錠

カロナール錠200mg ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 解熱鎮痛消炎剤 ¥7.10
《コカール錠200mgから切り替え》

(沢井) 2129 1錠
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg｢ｻﾜｲ｣ ｼﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩 不整脈治療剤 ¥28.30

《シベノール錠100mgから切り替え》
(沢井) 2149 1錠

シルニジピン錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 血圧降下薬 ¥27.70
《アテレック錠10mgから切り替え》

(沢井) 2171 1錠
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg｢ｻﾜｲ｣ ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩 冠血管拡張剤 ¥5.60

《ヘルベッサー錠30mgから切り替え》
(協和キリン) 3999 1筒

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ｢KKF｣10µg ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ その他の代謝性医薬品 ¥1,546.00
《ネスプ注射液10µgプラシリンジから切り替え》

(協和キリン) 3999 1筒
ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ｢KKF｣15µg ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ その他の代謝性医薬品 ¥2,154.00

《ネスプ注射液15μgプラシリンジ10µgから切り替え》
(協和キリン) 3999 1筒

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ｢KKF｣20µg ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ その他の代謝性医薬品 ¥2,727.00
《ネスプ注射液20µgプラシリンジから切り替え》

(協和キリン) 3999 1筒
ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ｢KKF｣30µg ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ その他の代謝性医薬品 ¥3,801.00

《ネスプ注射液30µgプラシリンジから切り替え》
(協和キリン) 3999 1筒

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ｢KKF｣40µg ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ その他の代謝性医薬品 ¥4,811.00
《ネスプ注射液40µgプラシリンジから切り替え》

(協和キリン) 3999 1筒
ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ｢KKF｣60µg ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ その他の代謝性医薬品 ¥6,706.00

《ネスプ注射液60µgプラシリンジから切り替え》
(協和キリン) 3999 1筒

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ｢KKF｣120µg ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ その他の代謝性医薬品 ¥11,831.00
《ネスプ注射液120µgプラシリンジから切り替え》

(協和キリン) 3999 1筒
ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注ｼﾘﾝｼﾞ｢KKF｣180µg ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ その他の代謝性医薬品 ¥16,492.00

《ネスプ注射液180µgプラシリンジから切り替え》
（ニプロ) 1129 1筒

ﾃﾞｸｽﾒﾃﾞﾄﾐｼﾞﾝ静注液200µgｼﾘﾝｼﾞ｢ﾆﾌﾟﾛ｣ ﾃﾞｸｽﾒﾃﾞﾄﾐｼﾞﾝ 催眠鎮静剤 ¥2,223.00
《プレセデックス静注液200µg/50mLシリンジから切り替え》

（サンド) 4235 1瓶
ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 制癌薬 ¥991.00

《アドリアシン注用10mgから切り替え》

医薬品名



（サンド) 4235 1瓶
ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 制癌薬 ¥4,351.00

《アドリアシン注用50mgから切り替え》
(祐徳) 2649 1枚

フェルビナクパップ70mg｢ﾕｰﾄｸ｣ ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ 外皮用非ステロイド剤 ¥13.70
《セルタッチ70から切り替え》

(東和薬品) 4490 1錠
ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝﾍﾞｼﾙ酸塩錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾍﾞﾎﾞﾀｽﾁﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 アレルギー用薬 ¥20.70

《タリオンOD錠10mgから切り替え》
(高田) 2399 1錠

塩酸メトクロプラミド注射液10mg｢ﾀｶﾀ｣ 塩酸ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 消化器官用薬 ¥56.00
《プリンペラン注射液10mgから切り替え》

(沢井) 2129 1錠
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg｢ｻﾜｲ｣ ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩 不整脈治療剤 ¥5.80

《メキシチールカプセル50mgから切り替え》
(東和薬品) 3160 1ｶﾌﾟｾﾙ

メナテトレノンカプセル15mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ 骨代謝改善薬 ¥15.70
《メナテトレノンカプセル15mg｢KTB｣から切り替え》

(東和薬品) 3999 1錠
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾗﾛｷｼﾌｪﾝ塩酸塩 骨代謝改善薬 ¥50.20

《エビスタ錠60mgから切り替え》
(MeijiSeika) 6249 1錠

リネゾリド点滴静注液600mg｢明治｣ ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ 合成抗菌剤 ¥8,462.00
《ザイボックス注射液600mgから切り替え》



4.院外のみへ採用移行医薬品
医薬品名 組成 薬効

（バイエル） 2129

アスペノンカプセル10mg ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ塩酸塩 不整脈用剤

（EAファーマ） 2149

アテレック錠10mg ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 血圧降下薬

（リリー） 3999

エビスタ錠60mg ﾗﾛｷｼﾌｪﾝ塩酸塩 骨代謝改善薬

（ファイザー） 3999

エンブレル皮下注25mgシリンジ ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ 抗リウマチ薬

（サノフィ） 3999

ケブザラ皮下注150mgシリンジ ｻﾘﾙﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体

（サノフィ） 3999

ケブザラ皮下注200mgシリンジ ｻﾘﾙﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) ﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体

（田辺三菱） 1171

コントミン糖衣錠12.5mg ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ塩酸塩 精神神経用剤

（第一三共） 2129

サンリズムカプセル25mg ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩 不整脈用剤

（第一三共） 2129

サンリズムカプセル50mg ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩 不整脈用剤

（トーアエイヨー） 2129

シベノール錠100mg ｼﾝﾍﾞﾝｿﾞﾘﾝｺﾊｸ酸塩 不整脈治療剤

（帝国製薬） 2649

セルタッチ70 ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ 外皮用非ステロイド剤

（アストラゼネカ） 2160

ゾーミッグRM錠2.5mg ｿﾞﾙﾐﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 片頭痛治療剤

（田辺三菱） 4490

タリオンＯＤ錠10mg ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝﾍﾞｼﾙ酸塩錠 抗ヒスタミン薬

（ツムラ） 5200

ツムラ(8)大柴胡湯エキス顆粒 大柴胡湯ｴｷｽ 漢方製剤

（ヤンセン） ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩･ 1149

トラムセット配合錠 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ配合剤 慢性疼痛治療剤

（田辺三菱） 2171

ヘルベッサー錠30mg ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩 冠血管拡張剤

（杏林） 2233

ムコダインシロップ5% L-ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 気道粘液調整剤

（塩野義） ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩 2223

メジコン錠15mg 水和物 鎮咳剤

（キッセイ） 2590

ユリーフOD錠4mg ｼﾛﾄﾞｼﾝ 排尿障害改善薬

（サノフィ） 2492

ランタスXR注ソロスター ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ 糖尿病用薬

(meijiseika) 1179

リフレックス錠15mg ﾐﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝ 抗うつ剤

（田辺三菱） 2139

ルプラック錠4mg ﾄﾗｾﾐﾄﾞ ループ利尿剤



5.取扱中止医薬品
医薬品名 組成 薬効

（アスペン） 4235

アドリアシン注用10mg ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 制癌薬

（アスペン） 4235

アドリアシン注用50mg ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩 制癌薬

（サノフィ） 2129

アンカロン注150mg ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩 不整脈治療剤

（ノバルティス） 3929

エクジェイド懸濁用錠125mg ﾃﾞﾌｪﾗｼﾛｸｽ 解毒剤

（旭化成ファーマ） 2190

エリル点滴静注液30mg ﾌｧｽｼﾞﾙ塩酸塩水和物 脳代謝性精神障害改善薬

（ファイザー） 6249

ザイボックス注射液600mg ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ 合成抗菌剤

（ノバルティス） 2499

サンドスタチン皮下注用100µg ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ酢酸塩 視床下部ホルモン剤

（東亜薬品） 2329

サンメール内用液5% ｱﾙｷﾞﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 消化性潰瘍用剤

（ノバルティス） 3229

スローケー錠600mg 塩化ｶﾘｳﾑ 無機質製剤

3999

ネスプ注射液プラシリンジ ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ その他の代謝性医薬品

（サノフィ） 3959

ファブラザイム点滴静注用5mg ｱｶﾞﾙｼﾀﾞｰｾﾞﾍﾞｰﾀ(遺伝子組換え) ファブリー病治療剤

（サノフィ） 3959

ファブラザイム点滴静注用35mg ｱｶﾞﾙｼﾀﾞｰｾﾞﾍﾞｰﾀ(遺伝子組換え) ファブリー病治療剤

（アステラス） 2399

プリンペラン注射液10mg 塩酸ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 消化器官用薬

（ファイザー） 1129

プレセデックス静注液200µgｼﾘﾝｼﾞ ﾃﾞｸｽﾒﾃﾞﾄﾐｼﾞﾝ 催眠鎮静剤

（サノフィ） 2139

ラシックス注20mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 利尿降圧剤

（協和発酵キリン） 3112

ロカルトロール注0.5µg ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 合成ビタミンＤ製剤

（協和発酵キリン） 3112

ロカルトロール注1.0µg ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ 合成ビタミンＤ製剤


