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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 備考

1 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 ・中止切替：フルニトラゼパム錠2mg「JG」

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 ハロペリドール錠1mg「アメル」 ハロペリドール錠 1mg1錠 共和薬品 6.1 劇処局 精神科 ・中止切替：ハロペリドール錠0.75mg「アメル」

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 ラグノスNF経口ゼリー分包12g ラクツロースゼリー
54.167%12
g1包

三和化学 45.5 処 薬剤部 ・中止切替：ラグノスゼリー分包16.05g

2 注 メトクロプラミド注10mg「テバ」 塩酸メトクロプラミド注射液
0.5%2mL1
管

武田テバ
ファーマ

57 処 薬剤部 ・中止切替：テルペラン注射液10mg

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（中止切替）
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 備考

1 内 フルニトラゼパム錠2mg「JG」 フルニトラゼパム錠 2mg1錠
日本ジェ
ネリック

5.9 向処 中止切替

2 内 ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 ハロペリドール錠
0.75mg1
錠

共和薬品 6.0 劇処局 中止切替

3 内 ラグノスゼリー分包16.05g ラクツロースゼリー 40.496%1g 三和化学 2.8 販売中止

4 注 テルペラン注射液10mg 塩酸メトクロプラミド注射液
0.5%2mL1
管

あすか製
薬=武田

57.0 処 販売中止

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 内 ノルレボ錠1.5mg レボノルゲストレル錠 1.5mg1錠
あすか製
薬

処 産婦人科 産婦人科限定

2 外 アレジオンLX点眼液0.1% エピナスチン塩酸塩液(2) 0.1%1mL 参天 712.6 眼科

3 内 エベレンゾ錠20mg ロキサデュスタット錠 20mg1錠 アステラス 387.4 劇処

4 内 エベレンゾ錠50mg ロキサデュスタット錠 50mg1錠 アステラス 819.2 劇処

5 内 エベレンゾ錠100mg ロキサデュスタット錠 100mg1錠 アステラス 1443.5 劇処

6 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 168.9 劇処

7 内 トリンテリックス錠20mg
ボルチオキセチン臭化水素酸塩
錠

20mg1錠 武田 253.4 劇処

8 注 テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター テリパラチド酢酸塩キット
28.2μg1
キット

旭化成
ファーマ

6018 処 整形外科

9 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 83152 劇処
喘息アレル
ギー内科

腎臓内科

精神科
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限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用72件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は30件。
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科

1 注 DTビック
沈降ジフテリア破傷風混合トキソ
イド

0.1mL1瓶 田辺三菱 劇処局 小児科

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 40019 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 40019 劇処 リウマチ科

4 外 アドエア100ディスカス60吸入用
サルメテロールキシナホ酸塩・フ
ルチカゾンプロピオン酸エステル

60ブリス
ター1キッ

GSK 6351.1 処 小児科

5 外 アドエア100ディスカス60吸入用
サルメテロールキシナホ酸塩・フ
ルチカゾンプロピオン酸エステル

60ブリス
ター1キッ

GSK 6351.1 処 小児科

6 内 アドシルカ錠20mg タダラフィル錠 20mg1錠 日本新薬 1802.8 処 リウマチ科

7 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

8 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

9 内 ヴォリブリス錠2.5mg アンブリセンタン錠 2.5mg1錠 GSK 5143.8 処 リウマチ科

10 内 エクア錠50mg ビルダグリプチン錠 50mg1錠
ノバルティ
ス

73.4 処 内分泌内科

11 注
エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL
「MA」

エタネルセプト(遺伝子組換え)
キット(1)

50mg1mL
1筒

あゆみ製
薬

17169 劇処 リウマチ科

12 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

13 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 28756 劇処 リウマチ科

14 注 カルセド注射用20mg アムルビシン塩酸塩注射用 20mg1瓶 日本化薬 6202 劇処 呼吸器内科

15 注 カルセド注射用20mg アムルビシン塩酸塩注射用 20mg1瓶 日本化薬 6202 劇処 呼吸器内科

16 注 カルセド注射用50mg アムルビシン塩酸塩注射用 50mg1瓶 日本化薬 13925 劇処 呼吸器内科

17 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 163892.3 劇処 脳神経外科

18 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 神経内科

19 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 神経内科

20 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

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 外科

22 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 リウマチ科

23 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

24 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

25 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

26 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
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27 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

28 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 血液内科

29 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 腎臓内科

30 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

31 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

32 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

33 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

34 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

35 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

36 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 75.8 皮膚科

37 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

250mg1カ
プセル

中外 226.8 劇処 リウマチ科

38 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

250mg1カ
プセル

中外 226.8 劇処 リウマチ科

39 注 タイロゲン筋注用0.9mg
ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子
組換え)筋注用

0.9mg1瓶 サノフィ 107747 処 放射線科

40 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

41 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

42 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

43 内 タシグナカプセル150mg
ニロチニブ塩酸塩水和物カプセ
ル

150mg1カ
プセル

ノバルティ
ス

3684 劇処 血液内科

44 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 1241 処局 腎臓内科

45 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 7.8 精神科

46 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

47 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

48 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 呼吸器内科

49 注 トレムフィア皮下注100mgシリンジ
グセルクマブ(遺伝子組換え)キッ
ト

100mg1m
L1筒

大鵬薬品 325040 劇処 リウマチ科

50 注 トレムフィア皮下注100mgシリンジ
グセルクマブ(遺伝子組換え)キッ
ト

100mg1m
L1筒

大鵬薬品 325040 劇処 皮膚科

51 外 ニュープロパッチ18mg ロチゴチン貼付剤 18mg1枚 大塚製薬 958.4 劇処 神経内科

52 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 405.4 劇処 神経内科

53 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
喘息アレル
ギー内科
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54 注 ビダーザ注射用100mg アザシチジン注射用 100mg1瓶 日本新薬 42647 劇処 血液内科

55 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

56 注 ファセンラ皮下注30mgシリンジ
ベンラリズマブ(遺伝子組換え)
キット

30mg1mL
1筒

アストラゼ
ネカ

358045 劇処
喘息アレル
ギー内科

57 注 フィブロガミンP静注用
ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII
因子注射用

240国際
単位1瓶

CSLベー
リング

8324 処 小児科

58 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 9149 処 血液内科

59 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 371.3 劇処局 リウマチ科

60 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 655.7 劇処局 リウマチ科

61 内 ベタニス錠50mg ミラベグロン錠 50mg1錠 アステラス 181.8 劇処 神経内科

62 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 139827 毒処 血液内科

63 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 71.7 処 呼吸器内科

64 内 マリゼブ錠25mg オマリグリプチン錠 25mg1錠 MSD 928.7 処 内分泌内科

65 内 メサペイン錠5mg メサドン塩酸塩錠 5mg1錠 塩野義 185.9 麻劇処 泌尿器科

66 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 7237 処 呼吸器内科

67 内 リンゼス錠0.25mg リナクロチド錠
0.25mg1
錠

アステラス 88.3 処 リウマチ科

68 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

9512.1 毒処 血液内科

69 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

9512.1 毒処 血液内科

70 内 レミッチOD錠2.5μg ナルフラフィン塩酸塩錠 2.5μg1錠 鳥居 1278.5 劇処 消化器内科

71 内 ロンサーフ配合錠T15
トリフルリジン・チピラシル塩酸塩
配合剤(1)錠

15mg1錠
(トリフルリ

大鵬薬品 2522.7 劇処 外科

72 内 ロンサーフ配合錠T20
トリフルリジン・チピラシル塩酸塩
配合剤(2)錠

20mg1錠
(トリフルリ

大鵬薬品 3384.5 劇処 外科
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