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仮採用薬の正規採用について ＊2021年2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 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 ※中止切替は『レザルタス配合錠HD』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） ＊2021年2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 内 プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 プレガバリン口腔内崩壊錠 75mg1錠 ファイザー 36.3 処 薬剤部 ※中止切替は『リリカOD錠75mg』で承認済

2 内 シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」 シクロスポリン25mgカプセル
25mg1カプ
セル

東和薬品 71.9 劇処 薬剤部 ※中止切替は『ネオーラル25mgカプセル』で承認済

3 内 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
炭酸ランタン水和物口腔内崩壊
錠

250mg1錠 扶桑 66.2 処 薬剤部 ※中止切替は『ホスレノールOD錠250mg』で承認済

4 内 アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 アプレピタントカプセル
80mg1カプ
セル

沢井 1,301.4 処 薬剤部 ※中止切替は『イメンドカプセル80mg』で承認済

5 内 アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 アプレピタントカプセル
125mg1カ
プセル

沢井 1,908.4 処 薬剤部 ※中止切替は『イメンドカプセル125mg』で承認済

6 注 ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」
ベバシズマブ(遺伝子組換え)注
射液(2)

100mg4m
L1瓶

第一三共 22,283.0 劇処 薬剤部 ※アバスチン点滴静注は適応等によって使い分ける

7 注 ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」
ベバシズマブ(遺伝子組換え)注
射液(2)

400mg16m
L1瓶

第一三共 84,858.0 劇処 薬剤部 ※アバスチン点滴静注は適応等によって使い分ける

8 注 デクスメデトミジン静注液200μg「ニプロ」 デクスメデトミジン塩酸塩注射液
200μ
g2mL1瓶

ニプロ 1,629.0 劇処 薬剤部 ※中止切替は『プレセデックス静注液200μg「マルイシ」』で承認済

9 注 アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 アシクロビル250mg注射液 250mg1管 東和薬品 445.0 処 薬剤部 ※中止切替は『アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」 』で承認済

：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 ドキサゾシン錠2mg「YD」 ドキサゾシンメシル酸塩錠 2mg1錠 陽進堂 12.9 処局 薬剤部 中止切替：ドキサゾシン錠2mg「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。

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 ドキサゾシン錠2mg「日医工」 ドキサゾシンメシル酸塩錠 2mg1錠 日医工 12.9 処局 ※メーカー変更

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 エドルミズ錠50mg アナモレリン塩酸塩錠 50mg1錠 小野 246.4 劇処 外科

2 内 ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) 大防風湯エキス顆粒 1g ツムラ 12.7 整形外科
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限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用66件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は47件。
NO 区分 商品名 一般名 規格 メーカー 薬価 区分 申請科

1 内 アドシルカ錠20mg タダラフィル錠 20mg1錠 日本新薬 1,802.8 処 リウマチ科

2 内 アフィニトール錠2.5mg エベロリムス錠 2.5mg1錠
ノバルティ
ス

5,469.3 劇処 消化器内科

3 内 アフィニトール錠5mg エベロリムス錠 5mg1錠
ノバルティ
ス

10,558.4 劇処 消化器内科

4 内 アメナリーフ錠200mg アメナメビル錠 200mg1錠 マルホ 1,342.7 処 皮膚科

5 内 イノラス配合経腸用液 経腸成分栄養剤(11)液 10mL 大塚製薬 15.7 外科

6 注 イミフィンジ点滴静注120mg
デュルバルマブ(遺伝子組換え)
注射液

120mg2.4
mL1瓶

アストラゼ
ネカ

115,029.0 劇処 呼吸器内科

7 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

500mg10m
L1瓶

アストラゼ
ネカ

467,245.0 劇処 呼吸器内科

8 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

9 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

7,823.0 劇処 リウマチ内科

10 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

11 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

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

14 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 内分泌内科

15 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

240mg24m
L1瓶

小野 413,990.0 劇処 呼吸器内科

16 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

240mg24m
L1瓶

小野 413,990.0 劇処 消化器内科

17 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

240mg24m
L1瓶

小野 413,990.0 劇処 外科

18 内 オルミエント錠2mg バリシチニブ錠 2mg1錠 リリー 2,705.9 劇処 救急科

19 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

20 注 ガザイバ点滴静注1000mg
オビヌツズマブ(遺伝子組換え)注
射液

1,000mg40
mL1瓶

日本新薬 458,799.0 劇処 血液内科

21 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

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 呼吸器内科

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 消化器内科

25 注 ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター
サリルマブ(遺伝子組換え)キット
(2)

200mg1.14
mL1キット

旭化成
ファーマ

49,048.0 劇処
膠原病リウマチ
内科

26 注 コセンティクス皮下注150mgペン
セクキヌマブ(遺伝子組換え)キッ
ト(2)

150mg1m
L1キット

マルホ 74,486.0 劇処 リウマチ科

27 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
付)

アステラス 26,646.0 劇処 泌尿器科
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28 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
付)

アステラス 32,902.0 劇処 泌尿器科

29 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 61,164.0 劇処 リウマチ科

30 内 ストロメクトール錠3mg イベルメクチン錠 3mg1錠 マルホ 652.6 劇処 皮膚科

31 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

100mg1
キット

ヤンセン 46,848.0 劇処 精神科

32 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

150mg1
キット

ヤンセン 60,104.0 劇処 精神科

33 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 38,614.0 劇処 精神科

34 内 ゾスパタ錠40mg ギルテリチニブフマル酸塩錠 40mg1錠 アステラス 19,768.5 劇処 血液内科

35 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

36 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

37 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 消化器内科

38 内 テモゾロミド錠100mg「NK」 テモゾロミド錠 100mg1錠 日本化薬 5,622.3 毒処 脳神経内科

39 内 テモゾロミド錠20mg「NK」 テモゾロミド錠 20mg1錠 日本化薬 1,130.6 毒処 脳神経内科

40 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

41 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 呼吸器内科

42 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 呼吸器内科

43 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 呼吸器内科

44 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

6,018.0 処 整形外科

45 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 血液内科

46 注 バクトラミン注
スルファメトキサゾール・トリメトプ
リム注射液

5mL1管
太陽ファ
ルマ

455.0 処 救急科

47 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筒

持田 7,507.0 処 血液内科

48 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

49 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 リウマチ科

50 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 リウマチ科

51 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 リウマチ科

52 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 脳神経内科

53 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 リウマチ科

54 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 644.9 劇処 血液内科

55 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
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56 注 ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター
ベリムマブ(遺伝子組換え)キット
(2)

200mg1m
L1キット

GSK 25,002.0 劇処 リウマチ科

57 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

58 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

59 内 リアルダ錠1200mg メサラジン腸溶錠
1,200mg1
錠

持田 184.1 処 消化器内科

60 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

61 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

62 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

63 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

64 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 消化器内科

65 外 レルベア200エリプタ14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

14吸入1
キット

GSK 2,830.8 処 呼吸器内科

66 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

：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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