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仮採用薬の正規採用について ＊2020年12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 備考

1 注 オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」 オザグレルナトリウムキット
80mg4mL
1筒

沢井 638.0 処局 薬剤部 ※中止切替は『オザグレルNa点滴静注80mg/200mLバッグ「FY」』で承認済

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 注 フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 乾燥人フィブリノゲン
1g1瓶(溶
解液付)

日本血液
製剤機構

25,681.0 処 集中治療部 ・中止切替：なし

2 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 274.3 処 循環器内科 ・中止切替：アスペノン静注用100（2020年11月　院内削除済）

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 クエチアピン錠25mg「明治」 クエチアピンフマル酸塩錠 25mg1錠 MeijiSeika 10.1 劇処局

2 内 クエチアピン錠100mg「明治」 クエチアピンフマル酸塩錠 100mg1錠 MeijiSeika 31.7 劇処局

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 ガランターゼ散50%
β-ガラクトシダーゼ(アスペルギ
ルス)散

50%1g ニプロES 33.4 ※期限切れ削除

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 エナロイ錠2mg エナロデュスタット錠 2mg1錠 鳥居 275.9 劇処

2 内 エナロイ錠4mg エナロデュスタット錠 4mg1錠 鳥居 486.1 劇処

3 注 アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」
アダリムマブ(遺伝子組換え)キッ
ト(1)

40mg0.8m
L1キット

マイラン
EPD

39,849.0 劇処

4 注
アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL
「FKB」

アダリムマブ(遺伝子組換え)キッ
ト(1)

20mg0.4m
L1筒

マイラン
EPD

20,540.0 劇処

5 注
アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL
「FKB」

アダリムマブ(遺伝子組換え)キッ
ト(1)

40mg0.8m
L1筒

マイラン
EPD

39,849.0 劇処

6 内 リンヴォック錠7.5mg ウパダシチニブ水和物徐放錠 7.5mg1錠 アッヴィ 2,550.9 劇処

7 内 リンヴォック錠15mg ウパダシチニブ水和物徐放錠 15mg1錠 アッヴィ 4,972.8 劇処

8 内 カボメティクス錠20mg カボザンチニブリンゴ酸塩錠 20mg1錠 武田 8,007.6 劇処

9 内 カボメティクス錠60mg カボザンチニブリンゴ酸塩錠 60mg1錠 武田 22,333.0 劇処

：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）

リウマチ科

泌尿器科

薬剤部 ・中止切替：クエチアピン錠25mg/100mg　「ヨシトミ」

腎臓内科

リウマチ科
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限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用102件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は58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 32,608.0 劇処
膠原病リウマチ
内科

3 内 アミティーザカプセル12μg ルビプロストンカプセル
12μg1カ
プセル

マイラン
EPD

58.5 処 緩和ケア内科

4 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 92,051.5 処 脳神経外科

5 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

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

69.0 処 糖尿病内科

7 注 エクストラニール腹膜透析液 腹膜透析液(8-1) 2L1袋
バクス
ター

974.0 処 腎臓内科

8 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

15,450.0 劇処 リウマチ科

9 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 44,666.0 劇処 精神科

10 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 44,666.0 劇処 精神科

11 内 エフピーOD錠2.5 セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5mg1錠 エフピー 294.9 覚劇処 脳神経内科

12 注 エルカルチンFF静注1000mgシリンジ レボカルニチンキット
1,000mg5
mL1筒

大塚製薬 1,000.0 処 脳神経内科

13 注 エンブレル皮下注50mgペン1.0mL
エタネルセプト(遺伝子組換え)
キット

50mg1mL
1キット

武田 23,640.0 劇処
膠原病リウマチ
内科

14 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

15 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

16 外 オクソラレンローション1% メトキサレン液 1%1mL 大正製薬 39.7 皮膚科

17 内 オテズラ錠10mg アプレミラスト錠 10mg1錠 アムジェン 329.9 劇処 皮膚科

18 内 オテズラ錠20mg アプレミラスト錠 10mg1錠 アムジェン 329.9 劇処 皮膚科

19 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 413,990.0 劇処 消化器内科

20 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 28,547.0 劇処 リウマチ科

21 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 28,547.0 劇処 リウマチ科

22 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 242,355.0 劇処 泌尿器科

23 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 242,355.0 劇処 呼吸器内科

24 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 242,355.0 劇処 呼吸器内科

25 内 グーフィス錠5mg エロビキシバット水和物錠 5mg1錠 持田 100.2 処 消化器内科

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 29,958.0 劇処 泌尿器科

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 32,902.0 劇処 泌尿器科

28 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 24,370.0 劇処 泌尿器科
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29 内 サムチレール内用懸濁液15% アトバコン液
750mg5m
L1包

GSK 1,759.6 処 脳神経外科

30 内 サムチレール内用懸濁液15% アトバコン液
750mg5m
L1包

GSK 1,759.6 処 呼吸器内科

31 内 サムチレール内用懸濁液15% アトバコン液
750mg5m
L1包

GSK 1,759.6 処 呼吸器内科

32 内 サムチレール内用懸濁液15% アトバコン液
750mg5m
L1包

GSK 1,759.6 処 循環器内科

33 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 116,062.0 劇処 リウマチ科

34 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

3,640.2 処 呼吸器内科

35 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

29,147.0 劇処 アレルギー科

36 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

37 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

20,719.4 劇処 呼吸器内科

38 注 ダラザレックス点滴静注100mg
ダラツムマブ(遺伝子組換え)注
射液

100mg5m
L1瓶

ヤンセン 52,262.0 劇処 血液内科

39 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 103.3 処 呼吸器内科

40 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 103.3 処 脳神経内科

41 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 1,162.0 処局 呼吸器内科

42 内 テクフィデラカプセル120mg フマル酸ジメチルカプセル
120mg1カ
プセル

バイオジェ
ン

2,066.2 処 脳神経内科

43 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

44 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 637,152.0 劇処 呼吸器内科

45 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 12,303.0 毒処 呼吸器内科

46 内 デノタスチュアブル配合錠
沈降炭酸カルシウム・コレカルシ
フェロール・炭酸マグネシウム

1錠 第一三共 16.4 泌尿器科

47 内 デノタスチュアブル配合錠
沈降炭酸カルシウム・コレカルシ
フェロール・炭酸マグネシウム

1錠 第一三共 16.4 産婦人科

48 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(1)

300mg2m
L1筒

サノフィ 66,356.0 劇処 耳鼻咽喉科

49 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 皮膚科

50 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

51 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 耳鼻科

52 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

53 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 耳鼻科

54 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

55 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 387.2 劇処 脳神経内科

56 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 リウマチ科
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57 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

58 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

59 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 集中治療部

60 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 46.4 劇処 内分泌内科

61 外 バクスミー点鼻粉末剤3mg グルカゴン噴霧剤 3mg1瓶 リリー 8,368.6 劇処 内分泌内科

62 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

63 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
糖尿病内分泌
内科

64 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

65 注 フェインジェクト静注500mg
カルボキシマルトース第二鉄注
射液

500mg10
mL1瓶

ゼリア 6,078.0 処 産婦人科

66 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 274.3 処 循環器内科

67 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 274.3 処 循環器内科

68 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 274.3 処 循環器内科

69 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 274.3 処 心臓血管外科

70 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 420.0 毒処 リウマチ科

71 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 310.5 劇処局 呼吸器内科

72 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 563.9 劇処局 呼吸器内科

73 内 ベタニス錠50mg ミラベグロン錠 50mg1錠 アステラス 170.9 劇処 脳神経内科

74 内 ベレキシブル錠80mg チラブルチニブ塩酸塩錠 80mg1錠 小野 5,067.4 劇処 血液内科

75 注 ベンリスタ点滴静注用120mg
ベリムマブ(遺伝子組換え)注射
用

120mg1瓶 GSK 16,661.0 劇処
膠原病リウマチ
内科

76 注 ベンリスタ点滴静注用400mg
ベリムマブ(遺伝子組換え)注射
用

400mg1瓶 GSK 54,609.0 劇処
膠原病リウマチ
内科

77 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 71.5 処 呼吸器内科

78 注 ポテリジオ点滴静注20mg
モガムリズマブ(遺伝子組換え)
注射液

20mg5mL
1瓶

協和キリ
ン

171,219.0 劇処 血液内科

79 注 ボナロン点滴静注バッグ900μg
アレンドロン酸ナトリウム水和物
キット

900μ
g100mL1

帝人
ファーマ

3,852.0 劇処 脳神経内科

80 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

日本血液
製剤機構

10,851.6 処 歯科口腔外科

81 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

82 内 メサペイン錠5mg メサドン塩酸塩錠 5mg1錠
帝國製薬
=テルモ=

185.4 麻劇処 呼吸器内科

83 注 メナクトラ筋注
4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリア
トキソイド結合体)

0.5mL1瓶 サノフィ 20,194.0 劇処 感染症科

84 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 乳腺外科
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85 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 大塚製薬 10.0 消化器内科

86 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 大塚製薬 10.0 呼吸器内科

87 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 大塚製薬 10.0 脳神経内科

88 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 大塚製薬 10.0 脳神経内科

89 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 大塚製薬 10.0 脳神経内科

90 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 大塚製薬 10.0 消化器内科

91 内 リフキシマ錠200mg リファキシミン錠 200mg1錠 武田 204.8 処 消化器内科

92 内 リンゼス錠0.25mg リナクロチド錠
0.25mg1
錠

アステラス 83.6 処 呼吸器内科

93 注 レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 腹膜透析液(9-4) 2.5L1袋
バクス
ター

1,159.0 処 腎臓内科

94 内 レクチゾール錠25mg ジアフェニルスルホン錠 25mg1錠 田辺三菱 76.3 処 皮膚科

95 内 レグパラ錠25mg シナカルセト塩酸塩錠 25mg1錠
協和キリ
ン

552.5 処 糖尿病内科

96 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

97 内 レミッチOD錠2.5μg
ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩
壊錠

2.5μg1錠 鳥居 914.7 劇処 皮膚科

98 外 ロナセンテープ20mg ブロナンセリン貼付剤 20mg1枚
大日本住
友

267.3 劇処 精神科

99 内 塩酸プロカルバジンカプセル50mg プロカルバジン塩酸塩カプセル
50mg1カ
プセル

太陽ファ
ルマ

375.1 劇処 血液内科

100 注
治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」
1,000JAU/mL

アレルゲンエキス(4)注射液 2mL1瓶 鳥居 4,301.0 処
喘息アレル
ギー内科

101 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 4,301.0 処
喘息アレル
ギー内科

102 注
治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」
100,000JAU/mL

アレルゲンエキス(4)注射液 2mL1瓶 鳥居 4,301.0 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）

その他
1 放射性医薬品の購入について報告

パーヒューザミン注（185MBｑ、222MBq）
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