
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 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

2
* クレストールOD錠2.5mg 2.5mg ロスバスタチンカルシウム HMG-COA還元酵素阻害剤 クレストール錠2.5mgと切り替え

3
* エフィエント錠20mg 20mg プラスグレル塩酸塩 抗血小板剤 エフィエント錠5mgと切り替え

4 リクシアナ錠30mg 30mg エドキサバントシル酸塩水和物 経口FXa阻害剤 診療科限定より身分変更

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

1 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

2 ザルティア錠5mg 5mg タダラフィル ホスホジエステラーゼ5阻害剤
腎臓外科・泌尿器科/
院外専用より身分変更

〔注射薬〕

3 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 レンビマカプセル4mg 4mg レンバチニブメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤

2 レンビマカプセル10mg 10mg レンバチニブメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤

3 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

4 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

5 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

6 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

7 ムルプレタ錠3mg 3mg ルストロンボパグ
経口血小板産生促進剤/
トロンボポエチン受容体作動薬

8 ミティキュアダニ舌下錠3300JAU
ダニアレルギー減感作療法
(アレルゲン免疫療法) 薬

9 ミティキュアダニ舌下錠10000JAU
ダニアレルギー減感作療法
(アレルゲン免疫療法) 薬

10
* ノベルジン錠50mg 50mg 酢酸亜鉛水和物 ウィルソン病治療薬 ノベルジンカプセルと切り替え

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ストラテラ内用液0.4% 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）

2 ヴィキラックス配合錠 抗ウイルス化学療法剤

3
フェニルアラニン除去ミルク
配合散「雪印」

1200g/缶 フェニルアラニン除去ミルク フェニルケトン尿症治療剤

4 クレストールOD錠5mg 5mg ロスバスタチンカルシウム HMG-COA還元酵素阻害剤

5 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
内分泌・糖尿病内科/診療科限定
/異議申請により

〔外用薬〕

6 デルマクリンA軟膏1% 10g/本 グリチルレチン酸 抗炎症・鎮痒外用剤

7 ニュープロパッチ18mg 18mg ロチゴチン ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

表4. 院外専用医薬品

表1. 常用医薬品 

表2. 診療科限定医薬品

表3. 患者限定医薬品

*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。

オムビタスビル 25mg
パリタプレビル 150mg
リトナビル 100mg

コナヒョウヒダニ抽出エキス 1,650JAU
ヤケヒョウヒダニ抽出エキス 1,650JAU

コナヒョウヒダニ抽出エキス 5,000JAU
ヤケヒョウヒダニ抽出エキス 5,000JAU

*上記医薬品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。
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商品名 規格 一般名 分類 申  請  科/備考
〔内用薬〕

1
* ピートルチュアブル錠250mg 250mg スクロオキシ水酸化鉄 高リン血症治療剤 腎臓内科、腎臓外科・泌尿器科

2
* イフェクサーSRカプセル37.5mg 37.5mg ベンラファキシン塩酸塩 セロトニン・ノルアドレナリン再取込み阻害剤 精神科

3
* イフェクサーSRカプセル75mg 75mg ベンラファキシン塩酸塩 セロトニン・ノルアドレナリン再取込み阻害剤 精神科

4
* ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 漢方製剤 臨床薬理センター/院外専用

5
* ベネシッド錠250mg 250mg プロベネシド ペニシリン血中濃度維持薬 総合内科・総合診療科/院外専用

6
* マリゼブ錠12.5mg 12.5mg オマリグリプチン 持続性選択的DPP-4阻害剤 内分泌・糖尿病内科、総合内科・総合診療科

7
* マリゼブ錠25mg 25mg オマリグリプチン 持続性選択的DPP-4阻害剤 内分泌・糖尿病内科、総合内科・総合診療科

8 フィコンパ錠2mg 2mg ペランパネル水和物 抗てんかん薬 神経内科、小児科、脳神経外科

9 フィコンパ錠4mg 4mg ペランパネル水和物 抗てんかん薬 神経内科、小児科、脳神経外科

10 シクレスト舌下錠5mg 5mg アセナピンマレイン酸塩 抗精神病剤 精神科

11 シクレスト舌下錠10mg 10mg アセナピンマレイン酸塩 抗精神病剤 精神科

12 レスピア静注・経口液60mg 60mg カフェインクエン酸塩 未熟児無呼吸発作治療薬 小児科

13 イムブルビカカプセル140mg 140mg イブルチニブ 抗造血器悪性腫瘍剤 血液内科

14 ボノサップパック400 ヘリコバクター・ピロリ除菌療法剤 消化器内科/院外専用

15 ボノサップパック800 ヘリコバクター・ピロリ除菌療法剤 消化器内科/院外専用

16 ボノピオンパック ヘリコバクター・ピロリ除菌療法剤 消化器内科/院外専用

17 ボンビバ錠100mg 100mg イバンドロン酸ナトリウム水和物 骨粗鬆症治療剤 整形外科、総合内科・総合診療科

18 ザファテック錠50mg 50mg トレラグリプチン 持続性選択的DPP-4阻害剤 内分泌・糖尿病内科/院外専用

〔外用薬〕

19
* スピオルトレスピマット28吸入 COPD治療配合剤 呼吸器内科、総合内科・総合診療科

20 エクリラ400μgジェヌエア60吸入用 400μg アクリジニウム臭化物 COPD治療配合剤 呼吸器内科、総合内科・総合診療科

21 MS冷シップ「タイホウ」5枚/袋 鎮痛・消炎貼付剤 産科婦人科/院外専用

22 MS温シップ「タイホウ」5枚/袋 鎮痛・消炎貼付剤 産科婦人科/院外専用

23 ルコナック爪外用液5% 3.5g/本 ルリコナゾール 爪白癬治療外用剤 皮膚科/院外専用

24 マーデュオックス軟膏 角化症・乾癬治療薬 皮膚科/院外専用

〔注射薬〕

25
* ライゾデグ配合注フレックスタッチ 溶解インスリンアナログ製剤 内分泌・糖尿病内科

26* コパキソン皮下注20mgシリンジ 20mg グラチラマー酢酸塩 多発性硬化症治療剤 神経内科

27
オレンシア皮下注125mg
オートインジェクター

125mg アバタセプト T細胞選択的共刺激調節剤 膠原病内科、整形外科

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1-7,19,25-26は継続審議となります。

表5.仮採用医薬品 

タイソウ　6g
ショウバク　5g
カンゾウ　20g

チオトロピウム 2.5μｇ
オロダテロール 2.5μｇ

インスリンデグルデク 210単位
インスリンアスパルト 90単位
（遺伝子組換え）

ボノプラザンフマル酸塩　40mg
アモキシシリン水和物　1500mg
クラリスロマイシン　400mg/ｼｰﾄ/日

ボノプラザンフマル酸塩　40mg
アモキシシリン水和物　1500mg
クラリスロマイシン　800mg/ｼｰﾄ/日

ボノプラザンフマル酸塩　40mg
アモキシシリン水和物　1500mg
メトロニダゾール　500mg/ｼｰﾄ/日

サリチル酸メチル　20mg
dl-カンフル　10mg
l-メントール　3mg/g

サリチル酸メチル　20mg
dl-カンフル　10mg
トウガラシエキス　16.5mg/g

マキサカルシトール　25μg
ベタメタゾン酪酸エステル
プロピオン酸エステル0.5mg/本
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商品名 規格 一般名 分類 備考
 〔内用薬〕

1 アルドメット錠125mg 125mg メチルドパ 血圧降下剤 前回削除候補

2 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 不採用

3* クレストール錠2.5mg 2.5mg ロスバスタチンカルシウム HMG-COA還元酵素阻害剤 クレストールOD錠2.5mgと切り替え

4
* ノベルジンカプセル50mg 50mg 酢酸亜鉛水和物 ウィルソン病治療薬 ノベルジン錠50mgと切り替え

5
* エフィエント錠5mg 5mg プラスグレル塩酸塩 抗血小板剤 エフィエント錠20mgと切り替え

〔外用薬〕

6 ポビドンヨードスクラブ液7.5% 0.075 ポビドンヨード 外用殺菌消毒剤 販売中止

7 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治療配合剤 不採用

商品名 メーカー 分類 先発医薬品 採用区分
〔内用薬〕

1 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「EE」
エルメッド
エーザイ

入眠剤 マイスリー錠5㎎ 常用

2 ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「EE」
エルメッド
エーザイ

入眠剤 マイスリー錠10㎎ 常用

3 ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 アダラートCR錠20㎎ 常用

4 ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 沢井製薬 持続性Ca拮抗剤 アダラートCR錠40mg 常用

5 ニコランジル錠5mg「日医工」 日医工 狭心症治療剤 シグマート錠5㎎ 常用

6 カルボシステイン錠500mg「トーワ」 東和薬品
気道粘液調整・
粘膜正常化剤

ムコダイン錠500㎎ 常用

7 カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 東和薬品
気道粘液調整・
粘膜正常化剤

ムコダインシロップ5％ 常用

8 アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 東和薬品 気道潤滑去痰剤 ムコソルバン錠15㎎ 常用

9 テプレノン細粒10%「サワイ」 沢井製薬 胃炎・胃潰瘍治療剤 セルベックス細粒10％ 常用

10 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 日医工
経口プロスタグランジンE1

誘導体製剤
プロレナール錠5μg 常用

11 カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 日医工 経口蛋白分解酵素阻害剤 フオイパン錠100㎎ 常用

12 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」
日医工
サノフィ

アレルギー性疾患治療剤 アレグラ錠30㎎ 常用

13 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」
日医工
サノフィ

アレルギー性疾患治療剤 アレグラ錠60㎎ 常用

14 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」 ファイザー
経口用セフェム系
抗生物質製剤

フロモックス錠100㎎ 常用

15 ロサルタンK錠25㎎「DSEP」
第一三共
エスファ

A-IIアンタゴニスト ニューロタン錠25㎎ 常用

16 ロサルタンK錠50㎎「DSEP」
第一三共
エスファ

A-IIアンタゴニスト ニューロタン錠50㎎ 常用

17 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」
MeijiSeika
ファルマ

前立腺肥大症の
排尿障害改善剤

ハルナールD錠0.2㎎ 常用

18 ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 日医工 高脂血症治療剤 ベザトールSR錠200㎎ 常用

19 ハリゾンシロップ100mg/mL
富士製薬
工業

ポリエンマクロライド系
抗真菌性抗生物質製剤

ファンギゾンシロップ100㎎/ml 常用

*上記医薬品3-5は該当する医薬品の在庫終了次第切り替えとなります。

表7. 後発医薬品採用一覧

上記医薬品は、該当する先発医薬品の在庫が終了次第切り替えとなります。

表6. 不採用医薬品及び削除医薬品
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