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仮採用薬の正規採用について（後発品関連） ＊2019年11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 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 ※中止切替は『タミフルドライシロップ3%』で承認済

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 ※中止切替は『ピペラシリンNa注射用1g「テバ」』で承認済

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

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 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 中止切替：ペルサンチン-Lカプセル150mg

2 内 パルモディア錠0.1mg ペマフィブラート錠 0.1mg1錠 興和 34.2 処 循環器内科 中止切替：ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」

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。

剤形変更（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 サムスカOD錠7.5mg トルバプタン錠(2) 7.5mg1錠 大塚製薬 1298.5 劇処 循環器内科 中止切替：サムスカ錠7.5mg

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。

後発品関連（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 リスペリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」 リスペリドン0.1%0.5mL液
0.1%0.5mL
1包

ファイザー 20.5 劇処 薬剤部

2 内 リスペリドン内用液1mg分包「ファイザー」 リスペリドン0.1%1mL液
0.1%1mL1
包

ファイザー 45.6 劇処 薬剤部

3 内 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 3mg1錠 MeijiSeika 61.1 劇処 薬剤部

4 内 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg1錠 MeijiSeika 88.8 劇処 薬剤部

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。

薬剤部
※中止切替は『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』で承認済

中止切替：リスパダール内用液1mg/mL

中止切替：アリセプトD錠3mg、アリセプトD錠5mg
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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 ペルサンチン-Lカプセル150mg ジピリダモール徐放カプセル
150mg1カ
プセル

日本ベー
リンガー

33.6 処 中止切替

2 内 ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 ベザフィブラート200mg徐放錠 200mg1錠 日医工 10.1 処 中止切替

3 内 サムスカ錠7.5mg トルバプタン錠 7.5mg1錠 大塚製薬 1298.5 劇処 剤形変更

4 内 リスパダール内用液1mg/mL リスペリドン液 0.1%1mL ヤンセン 69.4 劇処局 後発品切替

5 内 アリセプトD錠3mg ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 3mg1錠 エーザイ 168.1 劇処 後発品切替

6 内 アリセプトD錠5mg ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg1錠 エーザイ 246.3 劇処 後発品切替

7 内 テオドールドライシロップ20% テオフィリンシロップ用 20%1g 田辺三菱 80.2 劇処 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

1 内 ドパコール配合錠L50 レボドパ・カルビドパ水和物(3)錠 1錠 日医工 5.9 処 神経内科

2 内 グラクティブ錠25mg シタグリプチンリン酸塩水和物錠 25mg1錠 小野 70.4 処 糖尿病内科

3 内 グラクティブ錠50mg シタグリプチンリン酸塩水和物錠 50mg1錠 小野 130.9 処 糖尿病内科

4 内 グラクティブ錠100mg シタグリプチンリン酸塩水和物錠 100mg1錠 小野 194 処 糖尿病内科

5 注 フィアスプ注フレックスタッチ
インスリン アスパルト(遺伝子組
換え)キット

300単位1
キット

ノボ 1918 劇処 内分泌内科

6 注 フィアスプ注100単位/mL
インスリン アスパルト(遺伝子組
換え)注射液

100単位
1mLバイ

ノボ 334 劇処 内分泌内科

7 注 フィアスプ注ペンフィル
インスリン アスパルト(遺伝子組
換え)注射液

300単位1
筒

ノボ 1338 劇処 内分泌内科

8 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

404.9 劇処 神経内科

9 外 ハルロピテープ16mg ロピニロール塩酸塩貼付剤 16mg1枚
協和キリ
ン

623 劇処 神経内科

10 外 ハルロピテープ24mg ロピニロール塩酸塩貼付剤 24mg1枚
協和キリ
ン

801.5 劇処 神経内科

11 外 ハルロピテープ32mg ロピニロール塩酸塩貼付剤 32mg1枚
協和キリ
ン

958.4 劇処 神経内科

12 外 ハルロピテープ40mg ロピニロール塩酸塩貼付剤 40mg1枚
協和キリ
ン

1101 劇処 神経内科

13 内 サムスカOD錠7.5mg トルバプタン錠(2) 7.5mg1錠 大塚製薬 1298.5 劇処 循環器内科

14 内 サムスカOD錠15mg トルバプタン錠(2) 15mg1錠 大塚製薬 1975.4 劇処 循環器内科
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限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用44件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は16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 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

2 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

3 内 エクア錠50mg ビルダグリプチン錠 50mg1錠
大日本住
友

73.4 処 糖尿病内科

4 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

5 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

小野 28756 劇処 リウマチ科

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 306231 劇処 泌尿器科

7 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

8 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 精神科

9 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

10 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

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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 注 ザイヤフレックス注射用
コラゲナーゼ(クロストリジウム ヒ
ストリチクム)注射用

0.58mg1瓶
(溶解液

旭化成
ファーマ

197299 劇処 整形外科

19 注 シムジア皮下注200mgオートクリックス
セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組
換え)キット(2)

200mg1m
L1キット

アステラス 61331 劇処 リウマチ科

20 注 シムジア皮下注200mgオートクリックス
セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組
換え)キット(2)

200mg1m
L1キット

アステラス 61331 劇処 リウマチ科

21 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

22 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

23 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

24 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 糖尿病内科
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25 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 120335 劇処 リウマチ科

26 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

27 注 ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ
パリペリドンパルミチン酸エステ
ルキット

50mg1キッ
ト

ヤンセン 29477 劇処 精神科

28 注 ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ
パリペリドンパルミチン酸エステ
ルキット

75mg1キッ
ト

ヤンセン 38825 劇処 精神科

29 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

30 外 デスモプレシン・スプレー2.5協和 デスモプレシン酢酸塩水和物液
125μg1
瓶

協和キリ
ン

4135.5 劇処 糖尿病内科

31 内 テモダールカプセル20mg テモゾロミドカプセル
20mg1カプ
セル

MSD 2459.9 毒処 脳神経外科

32 内 テモダールカプセル20mg テモゾロミドカプセル
20mg1カプ
セル

MSD 2459.9 毒処 脳神経外科

33 内 テモダールカプセル100mg テモゾロミドカプセル
100mg1カ
プセル

MSD 12225.8 毒処 脳神経外科

34 内 テモダールカプセル100mg テモゾロミドカプセル
100mg1カ
プセル

MSD 12225.8 毒処 脳神経外科

35 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 呼吸器内科

36 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 アレルギー科

37 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 アレルギー科

38 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 小児科

39 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

40 内 ビルトリシド錠600mg プラジカンテル錠 600mg1錠 バイエル 1283.5 処 小児科

41 内 プラケニル錠200mg ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg1錠 サノフィ 426.7 毒処 リウマチ科

42 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

43 内 ミニリンメルトOD錠60μg デスモプレシン酢酸塩水和物錠 60μg1錠
協和キリ
ン

110.3 劇処 内分泌内科

44 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

：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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