
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 アミティーザカプセル24μg 24μg ルビプロストン クロライドチャネルアクチベーター 院外専用より身分変更

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ジアゾキシドカプセル「MSD」25mg 25mg ジアゾキシド 高インスリン血性低血糖症治療剤

2 オフェブカプセル100mg 100mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩
チロシンキナーゼ阻害剤
/抗線維化剤

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ジャカビ錠5mg 5mg ルキソリチニブリン酸塩 ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

2 ルネスタ錠2mg 2mg エスゾピクロン 不眠症治療薬

〔外用薬〕

3
ジオクチルソジウムスルホサクシネート
耳科用液5%｢CEO｣

10mL/本
ジオクチルソジウム
スルホサクシネート

耳垢除去剤

4 ウトロゲスタン腟用カプセル200mg 200mg プロゲステロン 黄体ホルモン剤

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

1 エネーボ配合経腸用液
300kcal
/250mL

タンパク質　13.5g
脂肪　9.6g
炭水化物　39.6g
フラクトオリゴ糖　1.7g
ビタミンA　190μgRE
ビタミンD　2.8μg
ビタミンE　11mg α-TE
ビタミンK　29μg
ビタミンC　63mg
ビタミンB1　0.51mg

ビタミンB2　0.80mg

ビタミンB6　0.77mg

ビタミンB12　0.88μg

コリン　0.21g
葉酸　68μg
ナイアシン　4.5mg
パントテン酸　2.5mg
ビオチン　13μg
タウリン　45mg
L -カルニチン　32mg
ナトリウム　0.23g
カリウム　0.30g
塩素　0.25g
カルシウム　0.29g
リン　0.25g
マグネシウム　52mg
マンガン　1.4mg
銅　0.48mg
亜鉛　4.5mg
鉄　4.4mg
クロム　31μg
モリブデン　34μg
セレン　20μg

タンパクアミノ酸製剤 小児科

表4. 院外専用医薬品
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商品名 規格 一般名 分類 申  請  科/備考
〔内用薬〕

1* ペンタサ顆粒94% 1000mg/包 メサラジン 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤 消化器内科

2* ペンタサ顆粒94% 2000mg/包 メサラジン 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤 消化器内科

3* バップフォー細粒2% 20mg/g プロピベリン塩酸塩 尿失禁・頻尿治療剤 腎臓外科・泌尿器科/院外専用

4* スイニー錠100mg 100mg アナグリプチン 選択的DPP-4阻害剤
内分泌・糖尿病内科、循環器内科
/院外専用

5* ビオプテン顆粒10% 10% サプロプテリン塩酸塩 天然型テトラヒドロビオプテリン製剤 小児科/院外専用

6* タグリッソ錠40mg 40ｍｇ オシメルチニブメシル酸塩 チロシンキナーゼ阻害剤 腫瘍内科

7* タグリッソ錠80mg 80ｍｇ オシメルチニブメシル酸塩 チロシンキナーゼ阻害剤 腫瘍内科、呼吸器外科

8 アレセンサカプセル150mg 150mg アレクチニブ塩酸塩 抗悪性腫瘍剤 腫瘍内科

〔外用薬〕

9* ロコアテープ 経皮吸収型消炎鎮痛剤 整形外科/院外専用

10* ムコフィリン吸入液20% 20% アセチルシステイン 気道粘膜溶解剤 呼吸器内科/院外専用

〔注射薬〕

11* インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 300単位/筒 インスリングラルギン 溶解インスリンアナログ製剤 内分泌・糖尿病内科/院外専用

12* ヒュミラ皮下注20mgシリンジ 20mg/g アダリムマブ ヒト型抗ヒトTNF-αモノクローナル抗体 小児科

商品名 規格 一般名 分類 備考
 〔内用薬〕

1 レグナイト錠300mg 300mg ガバペンチン　エナカルビル レストレスレッグス症候群治療剤 前回削除候補

2 プロヘパール配合錠 肝臓加水分解物製剤 販売中止

3 濃厚ブロチンコデイン配合シロップ 鎮咳・去痰剤 販売中止

  〔注射薬〕

4 ノボラピッド70ミックス注　フレックスペン 300単位
インスリン アスパルト
（遺伝子組換え）

抗糖尿病剤 前回削除候補

5 HMG「TYK」75注用 75単位 ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン 無排卵性不妊症治療剤 販売中止

表5.仮採用医薬品 

エスフルルビプロフェン 40mg
ハッカ油 36.2mg

表6. 不採用医薬品及び削除医薬品

肝臓加水分解物　　　　　　　　　70mg
塩酸システイン　　　　　　　　　　20mg
重酒石酸コリン　　　　　　　　　 100mg
イノシトール　　　　　　　　　　　　25mg
日本薬局方シアノコバラミン　　 1.5μg

桜皮エキス　1.65g
コデインリン酸塩水和物(日局)　1.00g

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1-7,9-12は継続審議となります。
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商品名 メーカー 分類 先発医薬品 採用区分
〔内用薬〕

1 アルプラゾラム錠0.4ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 マイナートランキライザー ソラナックス錠0.4mg 常用

2 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 共和薬品 不眠症治療剤 ロヒプノール錠1 常用

3 ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 東和薬品 鎮痛・抗炎症剤 ボルタレン錠25mg 常用

4 トラゾドン塩酸塩25mg「アメル」 共和薬品 抗うつ剤 デジレル錠25 常用

5 トラゾドン塩酸塩50mg「アメル」 共和薬品 抗うつ剤 デジレル錠50 院外

6 アトルバスタチン錠5mg「DSEP」
第一三共
エスファ

HMG-CoA還元酵素阻害剤 リピトール錠5mg 院外

7 カルボシステインDS50%「タカタ」 高田製薬 気道粘液調整・粘膜正常化剤 ムコダインDS50% 常用

8 ファモチジン散10%「サワイ」 沢井製薬 H2受容体拮抗剤 ガスター散10% 常用

9 アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 日医工 合成ペニシリン製剤 サワシリンカプセル250mg 常用

10 ワイドシリン細粒10%
MeijiSeika
ファルマ

合成ペニシリン製剤 サワシリン細粒10% 常用

11 セフジニルカプセル100mg「日医工」 アステラス 経口用セフェム系製剤 セフゾンカプセル100mg 常用

12 セフジニル細粒10%小児用「日医工」 日医工 経口用セフェム系製剤 セフゾン細粒小児用10% 常用

13
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%
「ファイザー」

ファイザー 経口用セフェム系抗生物質製剤 フロモックス小児用細粒100mg 常用

規格 一般名 一般名処方名（院外処方箋表記名） 分類
  〔内用薬〕

1 ファモチジンD錠10mg「サワイ」 10mg ファモチジン 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg H2受容体拮抗剤

2 ファモチジンD錠20mg「サワイ」 20mg ファモチジン 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg H2受容体拮抗剤

3 ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 0.25mg ブロチゾラム 【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg 睡眠導入剤

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8.一般名処方対象医薬品一覧
商品名
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