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仮採用薬の正規採用について ＊2021年4-5月または正規採用を見送りとしてい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 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 ※中止切替なしで承認済

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 ※中止切替は『アスペノン静注用100』で承認済

3 注 イオメロン350注シリンジ135mL イオメプロールキット
71.44%135
mL1筒

エーザイ 8,629.0 処 放射線科 ※中止切替は『イオメロン350注シリンジ100mL』で承認済

4 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 薬剤部 ※中止切替は『クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」』で承認済

5 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 薬剤部 ※中止切替は『クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」』で承認済

6 内 スピロノラクトン錠25mg「NP」 スピロノラクトン25mg錠 25mg1錠 ニプロ 5.7 処 薬剤部 ※中止切替は『スピロノラクトン錠25mg「日医工」』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 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 中止切替：ヒューマリンR注ミリオペン（2016年3月院内削除済）

2 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 中止切替：ノボラピッド７０ミックス注フレックスペン（2016年9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 注
インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サ
ノフィ」

インスリン アスパルト(遺伝子組
換え)キット(1)

300単位1
キット

サノフィ 1,418.0 劇処 薬剤部 中止切替：ノボラピッド注フレックスタッチ

2 注 フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」 フルマゼニル0.5mg5mL注射液
0.5mg5mL
1管

ニプロ 1,078.0 劇処 薬剤部 中止切替：アネキセート注射液0.5mg

3 内 サンリズムカプセル25mg
ピルシカイニド塩酸塩水和物カプ
セル

25mg1カ
プセル

第一三共 36.1 劇処局 薬剤部 中止切替：ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「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。

販売中止に伴う採用変更（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 注 ニューモバックスNPシリンジ 肺炎球菌ワクチン 0.5mL1筒 MSD 4,735.0 劇処 薬剤部 中止切替：ニューモバックスNP

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 注 ノボラピッド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 1,799.0 劇処 ※後続品関連

2 注 アネキセート注射液0.5mg フルマゼニル注射液
0.5mg5mL
1管

サンドファーマ=サンド2,335.0 劇処 ※後発品関連

3 内 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「日医工」 ピルシカイニド塩酸塩25mgカプセル
25mg1カ
プセル

日医工 16.7 劇処 ※後発品関連

4 注 ニューモバックスNP 肺炎球菌ワクチン 0.5mL1瓶 MSD 4,706.0 劇処 ※販売中止

5 内 リシノプリル錠10mg「ファイザー」 リシノプリル水和物錠 10mg1錠 ファイザー 15.1 処局 ※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 ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg
ピタバスタチンカルシウム口腔内
崩壊錠

4mg1錠
一般名処
方で登録

49.2 処 循環器内科

2 内 テネリアOD錠20mg
テネリグリプチン臭化水素酸塩
水和物口腔内崩壊錠

20mg1錠 第一三共 134.7 処

3 内 テネリアOD錠40mg
テネリグリプチン臭化水素酸塩
水和物口腔内崩壊錠

40mg1錠 第一三共 202.5 処

4 内 アルンブリグ錠30mg ブリグチニブ錠 30mg1錠 武田 4,200.5 劇処

5 内 アルンブリグ錠90mg ブリグチニブ錠 90mg1錠 武田 11,598.0 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）

限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用84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 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 リウマチ科

2 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

3 内 アルンブリグ錠90mg ブリグチニブ錠 90mg1錠 武田 11,598.0 劇処 呼吸器内科

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 内 エクア錠50mg ビルダグリプチン錠 50mg1錠
大日本住
友

69.0 処 糖尿病内科

6 内 エクア錠50mg ビルダグリプチン錠 50mg1錠
大日本住
友

69.0 処 糖尿病内科

7 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

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

10 内 エベレンゾ錠20mg ロキサデュスタット錠 20mg1錠 アステラス 375.4 劇処 腎臓内科

11 内 エベレンゾ錠20mg ロキサデュスタット錠 20mg1錠 アステラス 375.4 劇処 腎臓内科

12 内 エベレンゾ錠50mg ロキサデュスタット錠 50mg1錠 アステラス 793.9 劇処 腎臓内科

13 内 エベレンゾ錠50mg ロキサデュスタット錠 50mg1錠 アステラス 793.9 劇処 腎臓内科

14 内 エベレンゾ錠50mg ロキサデュスタット錠 50mg1錠 アステラス 793.9 劇処 腎臓内科

15 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 腎臓内科

16 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 腎臓内科

17 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 糖尿病内科

18 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 糖尿病内科

19 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

20 注 オニバイド点滴静注43mg
イリノテカン塩酸塩水和物注射
液(2)

43mg10m
L1瓶

ヤクルト 128,131.0 劇処 消化器内科

21 注 オルドレブ点滴静注用150mg
コリスチンメタンスルホン酸ナトリ
ウム注射用

150mg1瓶 GSK 8,414.0 劇処 感染症科

糖尿病内科

呼吸器内科

2



令和3年9月　薬事委員会資料 2021年9月8日

22 注 オレンシア点滴静注用250mg
アバタセプト(遺伝子組換え)注射
用

250mg1瓶 小野 55,200.0 劇処 リウマチ科

23 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

24 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

25 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 214,498.0 劇処 呼吸器内科

26 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 214,498.0 劇処 泌尿器科

27 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 214,498.0 劇処 呼吸器内科

28 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 214,498.0 劇処 泌尿器科

29 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 146.0 処 呼吸器内科

30 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

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 外 シーブリ吸入用カプセル50μg グリコピロニウム臭化物カプセル
50μg1カ
プセル

ノバルティ
ス

175.0 処 アレルギー科

33 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

34 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

35 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

36 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

37 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

38 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 糖尿病内科

39 注 ソル・メドロール静注用1000mg
メチルプレドニゾロンコハク酸エ
ステルナトリウム注射用

1g1瓶(溶
解液付)

ファイザー 3,796.0 処 脳神経内科

40 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

41 注 タキソテール点滴静注用20mg ドセタキセル水和物注射液
20mg0.5m
L1瓶(溶解

サノフィ 9,836.0 毒処局 乳腺外科

42 注 タキソテール点滴静注用80mg ドセタキセル水和物注射液
80mg2mL
1瓶(溶解

サノフィ 34,119.0 毒処局 乳腺外科

43 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

44 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 呼吸器外科

45 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 糖尿病内科

46 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

47 内 ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) 桂枝加芍薬湯エキス顆粒 1g ツムラ 7.7 精神科

48 内 ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) 四物湯エキス顆粒 1g ツムラ 8.3 精神科

49 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 563,917.0 劇処 呼吸器内科

50 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 563,917.0 劇処 呼吸器内科

3



令和3年9月　薬事委員会資料 2021年9月8日

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 皮膚科

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 呼吸器内科

55 外 テリルジー100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 4,160.8 処 呼吸器内科

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

57 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

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 リウマチ科

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 救急科

60 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 リウマチ科

61 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

62 注 ビダーザ注射用100mg アザシチジン注射用 100mg1瓶 日本新薬 42,296.0 劇処 血液内科

63 注 ファセンラ皮下注30mgシリンジ
ベンラリズマブ(遺伝子組換え)
キット

30mg1mL
1筒

アストラゼ
ネカ

358,045.0 劇処 呼吸器内科

64 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

65 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

66 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

67 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

68 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

69 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

70 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

71 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

72 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

73 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

74 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

75 内 メサペイン錠5mg メサドン塩酸塩錠 5mg1錠 塩野義 185.4 麻劇処 乳腺外科

76 内 ラクツロースシロップ65%「タカタ」 ラクツロース65%シロップ 65%1mL 日本化薬 4.9 腎臓内科

77 内 ラクツロースシロップ65%「タカタ」 ラクツロース65%シロップ 65%1mL 日本化薬 4.9 血液内科

78 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

79 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 202.1 処 呼吸器内科
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80 内 リベルサス錠3mg セマグルチド(遺伝子組換え)錠 3mg1錠 MSD 143.2 劇処 糖尿病内科

81 内 レバチオ錠20mg シルデナフィルクエン酸塩錠 20mg1錠
ヴィアトリ
ス

1,257.1 処 リウマチ科

82 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

83 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

84 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

：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）

5


