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仮採用薬の正規採用について ＊2020年3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 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 ※中止切替は『ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」』で承認済

2 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 ※中止切替は『サムスカ錠7.5mg』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3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 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 ※中止切替は『リスパダール内用液1mg/mL（0.5mg）』で承認済

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 ※中止切替は『リスパダール内用液1mg/mL（1mg）』で承認済

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 ※中止切替は『アリセプトD錠3mg』で承認済

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 ※中止切替は『アリセプトD錠5mg』で承認済

以上を正規採用とする

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 エゼチミブ錠10mg「DSEP」 エゼチミブ錠 10mg1錠
第一三共
エスファ

63.1 処 薬剤部 中止切替：ゼチーア錠10mg

2 内 メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg1錠
第一三共
エスファ

51.1 劇処 薬剤部 中止切替：メマリーOD錠5mg

3 内 レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 レボセチリジン塩酸塩錠 5mg1錠
武田テバ
ファーマ

33 処 薬剤部 中止切替：ザイザル錠5mg

4 内 セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 セレコキシブ錠 100mg1錠 ファイザー 19.6 劇処 薬剤部 中止切替：セレコックス錠100mg

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。

規格追加（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 ボトックス注用100単位 A型ボツリヌス毒素注射用
100単位1
瓶

GSK 68579 毒処 泌尿器科

：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）
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
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分

1 内 ゼチーア錠10mg エゼチミブ錠 10mg1錠 MSD 173.2 処 ※中止切替

2 内 メマリーOD錠5mg メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg1錠 第一三共 134.7 劇処 ※中止切替

3 内 ザイザル錠5mg レボセチリジン塩酸塩錠 5mg1錠 GSK 82.5 処 ※中止切替

4 内 セレコックス錠100mg セレコキシブ錠 100mg1錠
アステラ
ス

69.0 劇処 ※中止切替

1



令和2年度7月　薬事委員会資料  2020年7月8日

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 テモゾロミド錠20mg「NK」 テモゾロミド錠 20mg1錠 日本化薬 1223.1 毒処 脳神経外科

2 内 テモゾロミド錠100mg「NK」 テモゾロミド錠 100mg1錠 日本化薬 6091.2 毒処 脳神経外科

3 内 ビクタルビ配合錠
ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビ
ン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩
錠

1錠 ギリアド 7094.1 劇処 感染症科

4 外 アイラミド配合懸濁性点眼液
ブリモニジン酒石酸塩・ブリンゾ
ラミド液

1mL 千寿 492.2 処 眼科

5 内 ロケルマ懸濁用散分包5g
ジルコニウムシクロケイ酸ナトリ
ウム水和物散

5g1包
アストラゼ
ネカ

1095.2 処 腎臓内科

6 内 ロケルマ懸濁用散分包10g
ジルコニウムシクロケイ酸ナトリ
ウム水和物散

10g1包
アストラゼ
ネカ

1601 処 腎臓内科

7 内 ディナゲスト錠0.5mg ジエノゲスト錠 0.5mg1錠 持田 166.5 処 産婦人科

8 注 ソリクア配合注ソロスター
インスリン グラルギン(遺伝子組
換え)・リキシセナチド配合剤キッ

1キット サノフィ 6497 劇処 内分泌内科

9 注 オゼンピック皮下注0.25mgSD
セマグルチド(遺伝子組換え)キッ
ト

0.25mg0.5
mL1キット

ノボ 1547 劇処 内分泌内科

10 注 オゼンピック皮下注0.5mgSD
セマグルチド(遺伝子組換え)キッ
ト

0.5mg0.5m
L1キット

ノボ 3094 劇処 内分泌内科

11 注 オゼンピック皮下注1.0mgSD
セマグルチド(遺伝子組換え)キッ
ト

1mg0.5mL
1キット

ノボ 6188 劇処 内分泌内科

12 内 ランプレンカプセル50mg クロファジミンカプセル
50mg1カ
プセル

サンド 221.7 処 感染症科

限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用58件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は26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 イマチニブ錠100mg「オーハラ」 イマチニブメシル酸塩100mg錠 100mg1錠 大原 355.6 劇処 血液内科

3 内 イリボーOD錠2.5μg
ラモセトロン塩酸塩口腔内崩壊
錠

2.5μg1錠
アステラ
ス

89.6 劇処 消化器内科

4 内 エクア錠50mg ビルダグリプチン錠 50mg1錠
大日本住
友

72.5 処 内分泌内科

5 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

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

240mg
24mL1瓶

小野 413990 劇処 外科

7 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
L1キット

BMS 28633 劇処 リウマチ科

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 104.8 処 呼吸器内科

9 注 ゴナックス皮下注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

10 注 ゴナックス皮下注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

11 注 ゴナックス皮下注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

12 注 ゴナックス皮下注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

13 注 ゴナックス皮下注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
2



令和2年度7月　薬事委員会資料  2020年7月8日

14 注 ゴナックス皮下注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

15 注 ゴナックス皮下注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

16 注 ゴナックス皮下注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

17 注 ゴナックス皮下注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

18 内 シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル 標準化スギ花粉エキス液 10mL1瓶 鳥居 543.8 処 アレルギー科

19 内 シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル 標準化スギ花粉エキス液 10mL1瓶 鳥居 543.8 処 アレルギー科

20 内 シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル 標準化スギ花粉エキス液 10mL1瓶 鳥居 543.8 処 アレルギー科

21 内 シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル 標準化スギ花粉エキス液 10mL2瓶 鳥居 544.8 処 アレルギー科

22 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

23 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

24 内 スタラシドカプセル100
シタラビン オクホスファート水和
物カプセル

100mg
1カプセル

日本化薬 625.1 劇処 血液内科

25 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

3812.3 処 呼吸器内科

26 注 ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ
パリペリドンパルミチン酸エステ
ルキット

100mg
1キット

ヤンセン 46848 劇処 精神科

27 注 ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ
パリペリドンパルミチン酸エステ
ルキット

150mg
1キット

ヤンセン 61493 劇処 精神科

28 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

29 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 神経内科

30 注 テセントリク点滴静注1200mg/20ｍL
アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注
射液

1,200mg
20mL1瓶

中外 637152 劇処 呼吸器内科

31 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

32 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 呼吸器内科

33 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

34 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 424 毒処 リウマチ科

35 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

619.6 劇処局 神経内科

36 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

619.6 劇処局 リウマチ科

37 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 661.40 劇処 血液内科

38 注 ボトックス注用100単位 A型ボツリヌス毒素注射用
100単位
1瓶

GSK 68579 毒処 泌尿器科

39 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 処 歯科口腔外科

40 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 処 歯科口腔外科
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41 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 内分泌内科

42 内 メサペイン錠5mg メサドン塩酸塩錠 5mg1錠 塩野義 185.40 麻劇処 緩和ケア内科

43 内 メサペイン錠5mg メサドン塩酸塩錠 5mg1錠 塩野義 185.40 麻劇処 緩和ケア内科

44 内 メサペイン錠5mg メサドン塩酸塩錠 5mg1錠 塩野義 185.40 麻劇処 緩和ケア内科

45 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

46 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

47 注 ラジカット点滴静注バッグ30mg エダラボンキット
30mg
100mL1ｷｯﾄ

田辺三菱 3818 処局 神経内科

48 注 リュープリンPRO注射用キット22.5mg リュープロレリン酢酸塩キット
22.5mg1
筒

武田 88144 劇処 泌尿器科

49 注 リュープリンPRO注射用キット22.5mg リュープロレリン酢酸塩キット
22.5mg1
筒

武田 88144 劇処 泌尿器科

50 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 呼吸器内科

51 外 レルベア200エリプタ14吸入
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酸エステル吸入剤

14吸入
1キット

GSK 2918.20 処 呼吸器内科

52 外 レルベア200エリプタ30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酸エステル吸入剤

30吸入
1キット

GSK 6201.5 処 呼吸器内科

53 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 特生物 リウマチ科

54 注
治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」
10,000JAU/mL アレルゲンエキス(4)注射液 2mL1瓶 鳥居 4301 処

喘息アレル
ギー内科

55 注
治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」
10,000JAU/mL アレルゲンエキス(4)注射液 2mL1瓶 鳥居 4301 処

喘息アレル
ギー内科

56 注
治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉
200JAU／mL 標準化スギ花粉エキス注射液 2mL1瓶 鳥居 4375 処

喘息アレル
ギー内科

57 注
治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉
200JAU／mL 標準化スギ花粉エキス注射液 2mL1瓶 鳥居 4375 処

喘息アレル
ギー内科

58 注
治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉
200JAU／mL 標準化スギ花粉エキス注射液 2mL1瓶 鳥居 4375 処

喘息アレル
ギー内科

：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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