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仮採用薬の正規採用について（後発品関連） ＊2021年3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 カペシタビン錠300mg「NK」 カペシタビン錠 300mg1錠 日本化薬 94.2 劇処 薬剤部 ※中止切替『ゼローダ錠300』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 内 トリンテリックス錠10mg
ボルチオキセチン臭化水素酸塩
錠

10mg1錠 武田 168.9 劇処 精神科 中止切替：ルジオミール錠25mg

2 外 ロナセンテープ40mg ブロナンセリン貼付剤 40mg1枚
大日本住
友

499.1 劇処 精神科 中止切替：ハロペリドール錠1.5mg

3 内 ラツーダ錠20mg ルラシドン塩酸塩錠 20mg1錠
大日本住
友

178.7 劇処 精神科 中止切替：アモキサンカプセル10mg

4 内 デエビゴ錠5mg レンボレキサント錠 5mg1錠 エーザイ 90.8 処 精神科 中止切替：ゾルピデム酒石酸塩錠10ｍｇ

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 イグザレルトOD錠10mg リバーロキサバン口腔内崩壊錠 10mg1錠 バイエル 364.1 処 循環器内科 中止切替：イグザレルト錠10mg

2 内 イグザレルトOD錠15mg リバーロキサバン口腔内崩壊錠 15mg1錠 バイエル 517.0 処 循環器内科 中止切替：イグザレルト錠15mg

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 エスゾピクロン錠1mg「DSEP」 エスゾピクロン錠 1mg1錠
第一三共
エスファ

17.0 処 薬剤部 中止切替：ルネスタ錠1mg

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 ルジオミール錠25mg マプロチリン塩酸塩錠 25mg1錠 田辺三菱 18.1 処 ※トリンテリックス錠10mg新規採用に伴う中止切替

2 内 ハロペリドール錠1.5mg「アメル」 ハロペリドール錠 1.5mg1錠 共和薬品 6.1 劇処局 ※ロナセンテープ40mg新規採用に伴う中止切替

3 内 アモキサンカプセル10mg アモキサピンカプセル
10mg1カプ
セル

ファイザー 5.9 劇処 ※ラツーダ錠20mg新規採用に伴う中止切替

4 内 ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「明治」 ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg1錠 MeijiSeika 16.0 向処局 ※デエビゴ錠5mg新規採用に伴う中止切替

5 内 ルネスタ錠1mg エスゾピクロン錠 1mg1錠 エーザイ 45.6 処 ※後発品切替

6 注 ヒューマログミックス25注ミリオペン
インスリン リスプロ(遺伝子組換
え)キット

300単位1
キット

リリー 1,388.0 劇処 ※期限切れ削除

7 内 ジゴシン散0.1% ジゴキシン散 0.1%1g
太陽ファ
ルマ

9.1 劇処 ※期限切れ削除
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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 ストミンA配合錠
ニコチン酸アミド・パパベリン塩
酸塩錠

1錠
ゾンネ
ボード

5.7 めまい平衡神経科

2 内 マスーレッド錠5mg モリデュスタットナトリウム錠 5mg1錠 バイエル 44.3 劇処

3 内 マスーレッド錠12.5mg モリデュスタットナトリウム錠 12.5mg1錠 バイエル 93.7 劇処

4 内 マスーレッド錠25mg モリデュスタットナトリウム錠 25mg1錠 バイエル 165.1 劇処

5 内 マスーレッド錠75mg モリデュスタットナトリウム錠 75mg1錠 バイエル 405.3 劇処

6 内 インチュニブ錠1mg グアンファシン塩酸塩徐放錠 1mg1錠 塩野義 410.7 劇処 精神科

7 内 ドウベイト配合錠
ドルテグラビルナトリウム・ラミブ
ジン錠

1錠
ヴィーブヘ
ルスケア

4,808.3 劇処 感染症科

8 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

限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用53件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は28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 アドセトリス点滴静注用50mg
ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝
子組換え)注射用

50mg1瓶 武田 474,325.0 劇処 血液内科

2 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

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

15,450.0 劇処 リウマチ科

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 44,666.0 劇処 精神科

5 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 1,547.0 劇処 内分泌内科

6 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 1,547.0 劇処 内分泌内科

7 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 1,547.0 劇処 内分泌内科

8 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 1,547.0 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 1,547.0 劇処 内分泌内科

10 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 集中治療部

11 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 呼吸器内科

12 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 呼吸器内科

13 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 集中治療部

14 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

15 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

16 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

17 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 耳鼻科

18 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 リウマチ科

腎臓内科
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19 外
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用
液5%「CEO」

ジオクチルソジウムスルホサクシ
ネート液

5%1mL 武田 48.8 耳鼻科

20 注 シグニフォーLAR筋注用キット40mg パシレオチドパモ酸塩キット
40mg1キッ
ト(溶解液

レコルダ
ティ

351,593.0 劇処 内分泌内科

21 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 劇処 内分泌内科

22 内 スプリセル錠20mg ダサチニブ水和物錠 20mg1錠 BMS 4,047.4 劇処 内分泌内科

23 内 スプリセル錠50mg ダサチニブ水和物錠 50mg1錠 BMS 9,511.2 劇処 内分泌内科

24 注 ソマチュリン皮下注90mg ランレオチド酢酸塩キット 90mg1筒
帝人
ファーマ

242,119.0 劇処 内分泌内科

25 注 ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
インスリン デグルデク(遺伝子組
換え)・リラグルチド(遺伝子組換

1キット ノボ 5,359.0 劇処 内分泌内科

26 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 呼吸器内科

27 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 耳鼻科

28 内 デエビゴ錠5mg レンボレキサント錠 5mg1錠 エーザイ 90.8 処 精神科

29 内 デエビゴ錠5mg レンボレキサント錠 5mg1錠 エーザイ 90.8 処 血液内科

30 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

1,200mg20
mL1瓶

中外 637,152.0 劇処 消化器内科

31 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)

300mg2mL1
キット

サノフィ 66,562.0 劇処 皮膚科

32 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

33 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物・

14吸入1
キット

GSK 4,738.5 処 呼吸器内科

34 注 ネスプ注射液180μg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

180μ
g0.5mL1

協和キリ
ン

19,492.0 劇処 血液内科

35 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

36 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

31,591.0 処 リウマチ科

37 内 バリキサ錠450mg バルガンシクロビル塩酸塩錠 450mg1錠 田辺三菱 2,502.4 毒処 リウマチ科

38 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

39 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

40 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

41 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

42 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

43 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 134,923.0 毒処 血液内科

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 7,236.0 処 呼吸器内科

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 7,236.0 処 呼吸器内科

46 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

47 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 耳鼻科
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48 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

49 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

50 注 ルムジェブ注ミリオペンHD
インスリン リスプロ(遺伝子組換
え)キット

300単位1
キット

リリー 1,400.0 劇処 内分泌内科

51 内 レグテクト錠333mg
アカンプロサートカルシウム腸溶
錠

333mg1錠 日本新薬 46.0 処 精神科

52 内 レブラミドカプセル5mg レナリドミド水和物カプセル
5mg1カプ
セル

BMS 8,085.3 毒処 血液内科

53 外 ロナセンテープ40mg ブロナンセリン貼付剤 40mg1枚
大日本住
友

499.1 劇処 精神科

：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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