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仮採用薬の正規採用について ＊2021年6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 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 ※中止切替は『ルジオミール錠25mg』で承認済

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 ※中止切替は『ハロペリドール錠1.5mg』で承認済

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 ※中止切替は『アモキサンカプセル10mg』で承認済

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 ※中止切替は『ゾルピデム酒石酸塩錠10ｍｇ』で承認済

5 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

6 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

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6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 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』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 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

2 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

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 注
デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリン
ジ「ニプロ」

デクスメデトミジン塩酸塩キット
200μ
g50mL1筒

ニプロ 1,941 劇処 集中治療部 中止切替：デクスメデトミジン静注液200μg

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。

後発品関連の採用変更（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
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL
「タイホウ」

パロノセトロン塩酸塩キット
0.75mg50
mL1袋

岡山大鵬 5,472.0 劇処 薬剤部 中止切替：アロキシ点滴静注バッグ0.75mg

2 内 デュロキセチンカプセル20mg「明治」 デュロキセチン塩酸塩カプセル
20mg1カプ
セル

MeijiSeika 46.7 劇処 薬剤部 中止切替：サインバルタカプセル20mg

3 注 ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」
ペメトレキセドナトリウムヘミペン
タ水和物注射液

100mg4m
L1瓶

日本化薬 16,747.0 劇処 薬剤部 中止切替：アリムタ注射用100mg

4 注 ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」
ペメトレキセドナトリウムヘミペン
タ水和物注射液

500mg20m
L1瓶

日本化薬 70,061.0 劇処 薬剤部 中止切替：アリムタ注射用500mg

：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。

循環器内科 ※中止切替は『イグザレルト錠10mg』、『イグザレルト錠15mg』で承認済

腎臓内科 中止切替：仮採用期間中に検討
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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 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 1,475.0 劇処 ※剤形変更

2 注 アロキシ点滴静注バッグ0.75mg パロノセトロン塩酸塩キット
0.75mg50
mL1袋

大鵬薬品 14,976.0 劇処 ※後続品関連

3 内 サインバルタカプセル20mg デュロキセチン塩酸塩カプセル
20mg1カプ
セル

リリー 140.6 劇処 ※後続品関連

4 注 アリムタ注射用100mg
ペメトレキセドナトリウム水和物
注射用

100mg1瓶 リリー 45,048.0 劇処 ※後続品関連

5 注 アリムタ注射用500mg
ペメトレキセドナトリウム水和物
注射用

500mg1瓶 リリー 188,457.0 劇処 ※後続品関連

6 注 ヒューマログミックス50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 1,366.0 劇処 ※期限切れ削除

：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）

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 ビラフトビカプセル50mg エンコラフェニブカプセル
50mg1カプ
セル

小野 3,239.6 劇処

2 内 ビラフトビカプセル75mg エンコラフェニブカプセル
75mg1カプ
セル

小野 4,769.8 劇処

3 内 メクトビ錠15mg ビニメチニブ錠 15mg1錠 小野 4,926.4 劇処 大腸外科

4 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

5 内 ジセレカ錠100mg フィルゴチニブマレイン酸塩錠 100mg1錠 エーザイ 2,550.9 劇処

6 内 ジセレカ錠200mg フィルゴチニブマレイン酸塩錠 200mg1錠 エーザイ 4,972.8 劇処

7 内 タクロリムス錠0.5mg タクロリムス水和物錠 0.5mg1錠
一般名処
方で登録

135.7 劇処局

8 内 タクロリムス錠1mg タクロリムス水和物錠 1mg1錠
一般名処
方で登録

240.2 劇処局

9 内 ツイミーグ錠500mg イメグリミン塩酸塩錠 500mg1錠
大日本住
友

34.4 処 内分泌内科

限定採用 ＊持参薬継続以外の患者限定採用34件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は24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 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

3 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

4 注 アザクタム注射用1g アズトレオナム注射用 1g1瓶 エーザイ 1,279.0 処局 集中治療部

5 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 リウマチ科

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 366,405.0 劇処 呼吸器内科

8 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 366,405.0 劇処 外科

9 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 366,405.0 劇処 外科

リウマチ科

リウマチ科

大腸外科
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10 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

11 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 耳鼻科

12 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

13 注 ジェブタナ点滴静注60mg
カバジタキセル アセトン付加物
注射液

60mg1.5m
L1瓶(溶解

サノフィ 537,188.0 毒処 泌尿器科

14 外 ジムソ膀胱内注入液50% ジメチルスルホキシド液
50%50mL1
瓶

杏林 11,210.5 処 泌尿器科

15 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

16 内 セルセプトカプセル250
ミコフェノール酸 モフェチルカプ
セル

250mg1カ
プセル

中外 190.1 劇処 リウマチ科

17 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 皮膚科

18 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

19 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 リウマチ科

20 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 563,917.0 劇処 消化器内科

21 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 563,917.0 劇処 消化器内科

22 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

23 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

24 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

25 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
サンファー
マ

46.4 劇処 糖尿病内科

26 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 集中治療部

27 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 腎臓内科

28 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 リウマチ科

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 大塚製薬 10.0 呼吸器内科

30 内 リネゾリド錠600mg リネゾリド錠 600mg1錠 沢井 5,296.3 処 脳神経内科

31 注 リネゾリド点滴静注600mg/300mL リネゾリド注射液
600mg300
mL1袋

光 7,414.0 処 脳神経内科

32 内 リフキシマ錠200mg リファキシミン錠 200mg1錠
あすか製
薬

204.8 処 消化器内科

33 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

34 注 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL
ホスカルネットナトリウム水和物
注射液

6g250mL1
瓶

クリニジェ
ン

10,743.0 毒処 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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