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仮採用薬の正規採用について ＊2020年11月またはそれ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

1 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 キッセイ 4,047.1 劇処 内分泌内科

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

1 内 カペシタビン錠300mg「NK」 カペシタビン錠 300mg1錠 日本化薬 111.3 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。

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

1 内 ゼローダ錠300 カペシタビン錠 300mg1錠 中外 251.5 劇処 ※後発品切替

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

1 内 リベルサス錠3mg セマグルチド(遺伝子組換え)錠 3mg1錠 ノボ 143.2 劇処

2 内 リベルサス錠7mg セマグルチド(遺伝子組換え)錠 7mg1錠 ノボ 334.2 劇処

3 内 リベルサス錠14mg セマグルチド(遺伝子組換え)錠 14mg1錠 ノボ 501.3 劇処

4 内 アレセンサカプセル150mg アレクチニブ塩酸塩カプセル
150mg1カ
プセル

中外 6,737.1 劇処 呼吸器内科

5 外 テリルジー200エリプタ14吸入用
フルチカゾンフランカルボン酸エ
ステル・ウメクリジニウム臭化

14吸入1
キット

GSK 4,764.5 処 アレルギー科

6 内 ワゴスチグミン散(0.5%) ネオスチグミン臭化物散 0.5%1g 共和薬品 15.4 劇 脳神経内科

7 内 メルカゾール錠2.5mg チアマゾール錠 2.5mg1錠 武田 9.8 処局 内分泌内科

8 内 チラーヂンS錠75μg レボチロキシンナトリウム錠 75μg1錠 武田 9.8 劇処局 内分泌内科

9 注 ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL
pH4処理酸性人免疫グロブリン
(皮下注射)注射液

4g20mL1
瓶

CSLベー
リング

32,582.0 処 血液内科

限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用33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 外 イミグラン点鼻液20 スマトリプタン液
20mg0.1m
L1個

GSK 765.9 劇処 小児科

2 注 イミフィンジ点滴静注500mg
デュルバルマブ(遺伝子組換え)
注射液

500mg10
mL1瓶

アストラゼ
ネカ

467,245.0 劇処 呼吸器内科

3 注
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL
「MA」

エタネルセプト(遺伝子組換え)
キット(1)

50mg1mL
1キット

あゆみ製
薬

17,025.0 劇処 リウマチ科

4 内 エンレスト錠100mg
サクビトリルバルサルタンナトリ
ウム水和物錠

100mg1錠
ノバルティ
ス

115.2 処 循環器内科

5 内 グレースビット錠50mg シタフロキサシン水和物錠 50mg1錠 第一三共 159.1 処 感染症科

6 内 サムチレール内用懸濁液15% アトバコン液
750mg5mL1
包 GSK 1,759.6 処

膠原病リウマチ
内科

7 注 シングリックス筋注用
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン
(チャイニーズハムスター卵巣細

一人分1
瓶(溶解液

GSK 未収載 劇処 リウマチ科

8 内 セロクラール錠20mg イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg1錠 日医工 11.8 局 緩和ケア内科

内分泌内科

備考

※中止切替『デスモプレシン点鼻液0.01%協和』で承認済

備考

中止切替：ゼローダ錠300
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9 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 107,747.0 処 放射線科

10 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 107,747.0 処 放射線科

11 注 デスモプレシン注4協和
デスモプレシン酢酸塩水和物注
射液

4μg1管 キッセイ 1,639.0 劇処 内分泌内科

12 注 デュピクセント皮下注300mgペン
デュピルマブ(遺伝子組換え)
キット(2)

300mg2m
L1キット

サノフィ 66,562.0 劇処 アレルギー科

13 注 デュピクセント皮下注300mgペン
デュピルマブ(遺伝子組換え)
キット(2)

300mg2m
L1キット

サノフィ 66,562.0 劇処
耳鼻咽喉科・頭
頚部外科

14 注 ヌーカラ皮下注100mgペン
メポリズマブ(遺伝子組換え)キッ
ト(2)

100mg1m
L1キット

GSK 179,269.0 劇処 アレルギー科

15 注 ネスプ注射液60μgプラシリンジ
ダルベポエチン アルファ(遺伝子
組換え)キット

60μ
g0.5mL1

協和キリ
ン

8,782.0 劇処 血液内科

16 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 消化器内科

17 内 ノルレボ錠1.5mg レボノルゲストレル錠 1.5mg1錠 武田 未収載 処 産婦人科

18 内 パーロデル錠2.5mg ブロモクリプチンメシル酸塩錠 2.5mg1錠 田辺三菱 49.7 劇処 内分泌内科

19 注 ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL
pH4処理酸性人免疫グロブリン
(皮下注射)注射液

4g20mL1
瓶

CSLベー
リング

32,582.0 処 血液内科

20 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 1,893.0 劇処 内分泌内科

21 内 フォシーガ錠10mg
ダパグリフロジンプロピレングリ
コール水和物錠

10mg1錠 小野 290.5 処 循環器内科

22 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

619.6 劇処局 脳神経内科

23 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
ンとして) ゼリア 71.5 処 消化器内科

24 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
ンとして) ゼリア 71.5 処 リウマチ科

25 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

11,443.1 処 歯科口腔外科

26 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 糖尿病内科

27 内 ムンデシンカプセル100mg フォロデシン塩酸塩カプセル
100mg1カ
プセル

ムンディ
ファーマ

2,666.1 劇処 血液内科

28 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 7,236.0 処 呼吸器内科

29 内 ラコールNF配合経腸用半固形剤 経腸成分栄養剤(9-2)半固形剤 10g 大塚工場 10.2 脳神経内科

30 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

31 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

2,539.6 劇処 血液内科

32 内 ワゴスチグミン散(0.5%) ネオスチグミン臭化物散 0.5%1g 共和薬品 15.4 劇 脳神経内科

33 注 献血ノンスロン1500注射用 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
1,500単位1瓶(溶
解液付) 武田 57,293.0 処 消化器内科

：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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