
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 アプルウェイ錠20mg 20mg トホグリフロジン 選択的SGLT2阻害剤-2型糖尿病治療剤-

2 フォシーガ錠5mg 5mg ダパグリフロジン 選択的SGLT2阻害剤-2型糖尿病治療剤-

3 エフィエント錠3.75mg
4.12mg
（3.75mg）

プラスグレル塩酸塩
（プラスグレル）

抗血小板剤

4 エフィエント錠5mg
5.49mg
（5mg）

プラスグレル塩酸塩
（プラスグレル）

抗血小板剤

5 タケルダ配合錠 アスピリン/ランソプラゾール配合剤

6 ベルソムラ錠15mg 15mg スボレキサント 不眠症治療薬／オレキシン受容体拮抗薬

7 ベルソムラ錠20mg 20mg スボレキサント 不眠症治療薬／オレキシン受容体拮抗薬

8* ジェイゾロフトOD錠25mg 25mg 塩酸セルトラリン 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 ジェイゾロフト錠25mgと切り替え

9 ベシケアOD錠5mg 5mg コハク酸ソリフェナシン 過活動膀胱治療剤
院外専用から身分変更
バップフォー錠10mgと切り替え

10* シュアポスト錠0.5mg 0.5mg レパグリニド 速効型インスリン分泌促進剤
院外専用から身分変更
スターシス錠90mgと切り替え

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

1 ザイザルシロップ0.05% 0.5mg/mL レボセチリジン塩酸塩
持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治
療剤

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2 テノゼット錠300mg 300mg
テノホビル ジソプロキシルフマル酸
塩

抗ウイルス化学療法剤 消化器内科

3 イクスタンジカプセル40mg 40mg エンザルタミド 前立腺癌治療剤 腎臓外科・泌尿器科

4 ラコールNF配合経腸用半固形剤 300g/袋 経腸栄養剤 たん白アミノ酸製剤 神経内科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、小児科

5 リオナ錠250mg 250mg クエン酸第二鉄 高リン血症治療剤 腎臓内科、腎臓外科・泌尿器科

6 ザイティガ錠250mg 250mg アビラテロン 前立腺癌治療剤（CYP17阻害剤） 腎臓外科・泌尿器科

7 アラベル内用剤1.5g 1.5g アミノレブリン酸塩酸塩 光線力学診断用剤 脳神経外科/患者限定より身分変更

8 レミッチカプセル2.5μg 2.5μg ナルフラフィン塩酸塩 経口そう痒症改善剤
消化器内科、腎臓外科・泌尿器科、
腎臓内科/患者限定より身分変更

〔外用薬〕

9 グラナテック点眼液0.4% 4mg/mL リパスジル 緑内障・高眼圧症治療剤 眼科

10 ブロメライン軟膏5万単位/g
5万単位/g
20g/本

ブロメライン 壊死組織除去剤 皮膚科/患者限定より身分変更

表1. 常用医薬品 

表2. 診療科限定医薬品

*上記医薬品8,10は該当する医薬品の在庫終了次第切り替えとなります。

アスピリン　100mg
ランソプラゾール　15mg
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商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ジオトリフ錠20mg 20mg アファチニブ 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤

2 ジオトリフ錠30mg 30mg アファチニブ 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤

3 ジオトリフ錠40mg 40mg アファチニブ 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ルセフィ錠2.5mg 2.5mg ルセオグリフロジン 選択的SGLT2阻害剤-2型糖尿病治療剤-

2 アテディオ配合錠
持続性AT1レセプターブロッカー/
持続性Ca拮抗薬配合剤

3 ザクラス配合錠HD
持続性AT1レセプターブロッカー/
持続性Ca拮抗薬配合剤

4 バップフォー錠10mg 10mg プロピベリン 尿失禁・頻尿治療剤 ベシケアOD錠5mgと身分切り替え

〔外用薬〕

5 ルティナス腟錠100mg 100mg プロゲステロン 黄体ホルモン剤

〔注射薬〕

6 アボネックス筋注30μgペン 30μg
インターフェロン ベータ1a
（遺伝子組換え）

遺伝子組換え型インターフェロンβ-1a製剤

7 アドベイト注射用2000 2000単位
ルリオクトコグアルファ
（遺伝子組換え）

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤

商品名 規格 一般名 分類 申  請  科/備考
〔内用薬〕

1* アグリリンカプセル0.5mg 0.5mg アナグレリド 本態性血小板血症治療剤 血液内科

2* ボシュリフ錠100mg 100mg ボスチニブ 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター 血液内科

3* リクシアナ錠60mg 60mg エドキサバン 経口FXa阻害剤
呼吸器内科、神経内科、循環器内科、総合
内科・総合診療科、脳神経外科、整形外科、
産科婦人科

4* サラジェン顆粒0.5% 5mg/g ピロカルピン塩酸塩 口腔乾燥症状改善薬 膠原病内科/院外専用

5* バリブライトCL 99.1g/100g 硫酸バリウム X線造影剤 放射線科

6 レンビマカプセル4mg 4mg レンバチニブ 抗悪性腫瘍剤 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

7 レンビマカプセル10mg 10mg レンバチニブ 抗悪性腫瘍剤 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

8 ポマリストカプセル1mg 1mg ポマリドミド 抗造血器悪性腫瘍剤 血液内科

9 ポマリストカプセル2mg 2mg ポマリドミド 抗造血器悪性腫瘍剤 血液内科

10 ポマリストカプセル3mg 3mg ポマリドミド 抗造血器悪性腫瘍剤 血液内科

11 ポマリストカプセル4mg 4mg ポマリドミド 抗造血器悪性腫瘍剤 血液内科

12 ストラテラ内用液 4mg/mL アトモキセチン塩酸塩
注意欠陥／多動性障害治療剤（選択的ノルアドレ
ナリン再取り込み阻害剤）

小児科

13 ソバルディ錠400mg 400mg ソホスブビル 抗ウイルス剤 消化器内科/院外専用

14 ザファテック錠100mg 100mg トレラグリプチンコハク酸塩 持続性選択的DPP-4阻害剤 内分泌・糖尿病内科

15 ワントラム錠100mg 100mg トラマドール塩酸塩 持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤 麻酔科、整形外科

16 イリボーOD錠2.5μg 2.5μg ラモセトロン塩酸塩 下痢型過敏性腸症候群治療剤 消化器内科/院外専用

表5.仮採用医薬品 

表3. 患者限定医薬品

表4. 院外専用医薬品

バルサルタン　80mg
シルニジピン　10mg

アジルサルタン　20mg
アムロジピン　5mg
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〔外用薬〕

17* グラッシュビスタ外用液剤0.03%5mL プロスタマイド誘導体 乳腺外科、形成外科/院外専用

18* タプコム配合点眼液 緑内障・高眼圧症治療剤 眼科

19* フルティフォーム50エアゾール120吸入用 喘息治療配合剤 総合内科・総合診療科/院外専用

20* フルティフォーム125エアゾール120吸入用 喘息治療配合剤 呼吸器内科、総合内科・総合診療科

21* レルベア100エリプタ30吸入用 喘息治療配合剤 総合内科・総合診療科/院外専用

22* レルベア200エリプタ30吸入用 喘息治療配合剤 総合内科・総合診療科

23 エクリラ400μgジェヌエア30吸入用 400μg アクリジニウム臭化物 COPD治療剤 呼吸器内科、総合内科・総合診療科

24 デルマクリンA軟膏1% 1% グリチルレチン酸 抗炎症・鎮痒外用剤 皮膚科

25 パッチテストパネル(S) アレルギー性皮膚疾患の検査薬 皮膚科

〔注射薬〕

26 ビデュリオン皮下注用2mgペン 2mg エキセナチド GLP-1受容体作動薬 内分泌・糖尿病内科

商品名 規格 一般名 分類 備考
 〔内用薬〕

1 リドーラ錠3mg 3mg オーラノフィン RA寛解導入剤 販売中止のため

2* ジェイゾロフト錠25mg 25mg 塩酸セルトラリン 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 ジェイゾロフトOD錠25mgと切り替え

3* スターシス錠90mg 90mg ナテグリニド 速効型食後血糖降下剤 シュアポスト錠0.5mgと切り替え

表6. 不採用医薬品及び削除医薬品

*上記医薬品2,3は該当する医薬品の在庫終了次第切り替えとなります。

0.3mg/mL

タフルプロスト 15μg
チモロール 5mg

ホルモテロールフマル酸塩 5μg
フルチカゾンフランカルボン酸エステル 50μg

ホルモテロールフマル酸塩 5μg
フルチカゾンフランカルボン酸エステル 125μg

ビランテロールトリフェニル酢酸塩 40μg
フルチカゾンフランカルボン酸エステル 100μg

ビランテロールトリフェニル酢酸塩 40μg
フルチカゾンフランカルボン酸エステル 200μg

＜パネル1＞
硫酸ニッケル　0.16mg
ラノリンアルコール　0.81mg
フラジオマイシン硫酸塩　0.49mg
重クロム酸カリウム　0.044mg
カインミックス　0.51mg
香料ミックス　0.402mg
ロジン(精製松脂)　0.97mg
パラベンミックス　0.80mg
ペルーバルサム　0.65mg
金チオ硫酸ナトリウム　0.061mg
塩化コバルト　0.016mg
＜パネル2＞
p-tert -ブチルフェノールホルムアルデヒド樹脂　0.036mg
エポキシ樹脂　0.041mg
カルバミックス　0.204mg
黒色ゴムミックス　0.060mg
イソチアゾリノンミックス　0.0032mg
メルカプトベンゾチアゾール　0.061mg
パラフェニレンジアミン　0.065mg
ホルムアルデヒド　0.150mg
メルカプトミックス　0.060mg
チメロサール　0.0057mg
チウラムミックス　0.0022mg

下線部を引いている診療科は現在、使用している診療科です。
*上記医薬品1-5,17-22は継続審議となります。
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