
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 漢方製剤 院外専用から身分変更

2 ツムラ疎経活血湯エキス顆粒 漢方製剤 院外専用から身分変更

〔外用薬〕

3
* ヒルドイドソフト軟膏0.3% 50g 50g ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤 ヒルドイドソフト軟膏0.3%　25gと切り替え

〔注射薬〕

4* ゴナールエフ皮下注用75 75IU
フォリトロピン　アルファ
(遺伝子組み換え)

遺伝子組み換えヒト卵胞刺激ホルモン(FSH)製
剤

フォリスチム注50IUと切り替え

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

1 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

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

2 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

耳鼻咽喉科・頭頸部外科

3 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、臨床薬理センター

4 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、臨床薬理センター

5 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

6 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

消化器内科

7 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/アプニション静注15mgと切り替え

〔注射薬〕

8 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

9
* コセンティクス皮下注150mgペン 150mg セクキヌマブ(遺伝子組み換え) ヒト型ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤

皮膚科
/コセンティクス皮下注150mgシリンジと切り替え

*上記医薬品9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1. 常用医薬品 

表2. 診療科限定医薬品

*上記医薬品3-4は該当する医薬品の在庫終了次第切り替えとなります。

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

ケイヒ　4.0g
シャクヤク　4.0g
ソウジュツ　4.0g
タイソウ　4.0g
カンゾウ　2.0g
ショウキョウ　1.0g
ブシ末　0.5g

シャクヤク　2.5g
ジオウ　2.0g
センキュウ　2.0g
ソウジュツ　2.0g
トウキ　2.0g
トウニン　2.0g
ブクリョウ　2.0g
イレイセン　1.5g
キョウカツ　1.5g
ゴシツ　1.5g
シンピ　1.5g
ボウイ　1.5g
ボウフウ　1.5g
リュウタン　1.5g
カンゾウ　1.0g
ビャクシ　1.0g
ショウキョウ　0.5g

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

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）
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商品名 規格 一般名 分類 備考
〔注射薬〕

1 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

2 ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL 80mg アダリムマブ ヒト化抗ヒトTNF-αモノクローナル抗体製剤

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ヴィキラックス配合錠 抗ウイルス化学療法剤

2 オゼックス細粒小児用15% 150mg/g
トスフロキサシントシル酸塩
水和物

ニューキノロン系経口抗菌薬

3 レグテクト錠333mg 333mg アカンプロサートカルシウム アルコール依存症　断酒補助薬 患者限定から身分変更

4 ダクルインザ錠60mg 60mg ダクラタスビル塩酸塩 抗ウイルス剤/HCV NS5A複製複合体阻害剤 診療科限定から身分変更

5 スンベプラカプセル100mg 100mg アスナプレビル 抗ウイルス剤/HCV NS5A複製複合体阻害剤 診療科限定から身分変更

6 ルジオミール錠25mg 25mg マプロチリン塩酸塩 四環系抗うつ剤 常用から身分変更

〔外用薬〕

7 スピオルトレスピマット60吸入 COPD治療配合剤 スピオルトレスピマット28吸入と切り替え

〔注射薬〕

8 ノボラピッド注 イノレット 300単位
インスリンアスパルト
(遺伝子組換え)

インスリン製剤 常用から身分変更

9 ノボリン30R注フレックスペン 300単位
インスリンヒト
(遺伝子組換え)

インスリン製剤 常用から身分変更

10 レベミル注 イノレット 300単位
インスリンデテミル
(遺伝子組換え)

インスリン製剤 常用から身分変更

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

チオトロピウム 2.5μｇ
オロダテロール 2.5μｇ

表3. 患者限定医薬品

表4. 院外専用医薬品

2 平成28年度第5回薬事委員会　結果通知



商品名 規格 一般名 分類 申  請  科/備考
〔内用薬〕

1* 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

2
* 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

3
* 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

4* 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

5* 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

6* 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

7
* 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

8
* 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

9
* 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

10* 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

11* アフィニトール錠2.5mg 2.5mg エベロリムス 抗悪性腫瘍剤 呼吸器内科

12* タルグレチンカプセル75mg 75mg ベキサロテン 抗悪性腫瘍剤 皮膚科

13 リアルダ錠1200mg 1200mg メサラジン 潰瘍性大腸炎治療剤 消化器内科、消化器外科

14 ゼンタコートカプセル3mg 3mg ブテゾニド クローン病治療剤 消化器内科

15 リン酸コデイン錠5mg「ファイザー」 5mg コデインリン酸塩水和物 鎮咳剤 呼吸器内科/院外専用

16 ミコンビ配合錠BP
胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー
/利尿薬合剤

循環器内科、内分泌・糖尿病内科/院外専用

17 ミカトリオ配合錠
胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー
/利尿薬合剤
/持続性Ca拮抗薬

循環器内科、内分泌・糖尿病内科/院外専用

18 エクメット配合錠LD
選択的DPP-4阻害剤
/ビグアナイド系薬配合剤

内分泌・糖尿病内科/院外専用

19 エクメット配合錠HD
選択的DPP-4阻害剤
/ビグアナイド系薬配合剤

内分泌・糖尿病内科

20 イニシンク配合錠
選択的DPP-4阻害剤
/ビグアナイド系薬配合剤

内分泌・糖尿病内科

21 デザレックス錠5mg 5mg デスロラタジン
持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患
治療剤

呼吸器内科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、
皮膚科、総合内科・総合診療科

22 ビラノア錠20mg 20mg ビラスチン
持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患
治療剤

皮膚科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科

23 リフキシマ錠200mg 200mg リファキシミン 難吸収性リファマイシン系抗菌薬 消化器内科

24 ヘマンジオルシロップ小児用0.375%
3.75mg/m
L

プロプラノロール 乳児血管腫治療剤 形成外科

25 メキニスト錠0.5mg 0.5mg
トラメチニブ
ジメチルスルホキシド付加物

MEK阻害剤 皮膚科

26 メキニスト錠2mg 2mg
トラメチニブ
ジメチルスルホキシド付加物

MEK阻害剤 皮膚科

27 タフィンラーカプセル50mg 50mg タブラフェニブメシル酸塩 MEK阻害剤 皮膚科

28 タフィンラーカプセル75mg 75mg タブラフェニブメシル酸塩 MEK阻害剤 皮膚科

表5.仮採用医薬品 

ビルダグリプチン　50mg
メトホルミン塩酸塩　250mg

テルミサルタン　80mg
ヒドロクロロチアジド　12.5mg

テルミサルタン　80mg
ヒドロクロロチアジド　12.5mg
アムロジピン　5mg

ビルダグリプチン　50mg
メトホルミン塩酸塩　500mg

アログリプチン　25mg
メトホルミン塩酸塩　500mg

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

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
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〔外用薬〕

29* 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

30* 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

31
* 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

32
* 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

33* 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

34 ワンクリノン腟用ゲル90mg 90mg プロゲステロン 黄体ホルモン製剤 産科婦人科/院外専用

35 エピデュオゲル 尋常性ざ瘡治療剤 皮膚科/院外専用

〔注射薬〕

36* 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

商品名 規格 一般名 分類 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 不採用

2 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 不採用

3 イノベロン錠200mg 200mg ルフィナミド 抗てんかん剤 前回削除候補

4 テオドールドライシロップ20% 20% テオフィリン キサンチン系気管支拡張剤 前回削除候補

5 バナンドライシロップ5% 5% セフポドキシム　プロキセチル 経口用セフェム系抗生物質製剤 前回削除候補

6 メネシット配合錠100 100mg
レボドパ
カルビドパ水和物

抗パーキンソン剤
後発品との併採用医薬品
病院経営企画・評価部門会議での決議により

7 ムコスタ錠100mg 100mg レバミピド 胃炎・胃潰瘍治療剤
後発品との併採用医薬品
病院経営企画・評価部門会議での決議により

〔外用薬〕

8 スピオルトレスピマット28吸入 COPD治療配合剤 不採用/スピオルトレスピマット60吸入と切り替え

9* セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 250mL セボフルラン 吸入麻酔剤 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」と切り替え

10
* ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g 25g ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤 ヒルドイドソフト軟膏0.3% 50gと切り替え

11 ゼフナート外用液2% 10mL リラナフタート 抗真菌薬 前回削除候補

  〔注射薬〕

12* フォリスチム注50 50IU
フォリトロピン　アルファ
(遺伝子組み換え)

遺伝子組み換えヒト卵胞刺激ホルモン(FSH)製
剤

ゴナールエフ皮下注用75と切り替え

13
* コセンティクス皮下注150mgシリンジ 150mg セクキヌマブ(遺伝子組み換え) ヒト型ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤 コセンティクス皮下注150mgペンと切り替え

14
* ヒュミラ皮下注用40mgシリンジ0.8mL

40mg
/0.8mL

アダリムマブ(遺伝子組換え) ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
販売中止のため
/ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mLへ切り替え

チオトロピウム 2.5μｇ
オロダテロール 2.5μｇ

*上記医薬品9-10, 12-14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6. 不採用医薬品及び削除医薬品
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1-12,29-33,36は継続審議となります。

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

アダパレン　1mg
過酸化ベンゾイル　25mg

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

サリチル酸メチル　20mg
dl-カンフル　10mg
l-メントール　3mg/g
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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
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル
100mg「サワイ」

沢井製薬 Ca拮抗薬 ヘルベッサーRカプセル100mg 常用

2
プラバスタチンナトリウム錠10mg
「日医工」

日医工 HMG-CoA還元酵素阻害剤 メバロチン錠10 常用

3
クラリスロマイシン錠50小児用
「MEEK」

MeijiSeika
ファルマ

マクロライド系抗生物質 クラリス錠50小児用 常用

4 クラリスロマイシン錠200「MEEK」
MeijiSeika
ファルマ

マクロライド系抗生物質 クラリス錠200 常用

5 クラリスロマイシンDS10％「MEEK」
MeijiSeika
ファルマ

マクロライド系抗生物質 クラリシッド・ドライシロップ10％小児用 常用

6 モサプリドクエン酸塩錠5㎎「EE」
エルメッド
エーザイ

消化管運動機能改善薬 ガスモチン錠5㎎ 常用

7 エナラプリルM錠5「EMEC」
エルメッド
エーザイ

持続性アンジオテンシン変換酵
素阻害剤

レニベース錠5 常用

8 スルピリドカプセル50㎎「トーワ」 東和薬品 精神神経用剤・消化性潰瘍用剤 ドグマチールカプセル50㎎ 常用

9 スルピリド錠200㎎「トーワ」 東和薬品 D2受容体拮抗薬 ドグマチール錠200㎎ 常用

10 クロチアゼパム錠5㎎「トーワ」 東和薬品 心身安定剤 リーゼ錠5㎎ 常用

11 エペリゾン塩酸塩錠50㎎「日新」
第一三共
エスファ

筋緊張改善薬 ミオナール錠50㎎ 常用

12 クエチアピン錠25㎎「明治」
MeijiSeika
ファルマ

抗精神病剤 セロクエル25㎎錠 常用

13 クエチアピン錠100㎎「明治」
MeijiSeika
ファルマ

抗精神病剤 セロクエル100㎎錠 常用

14
フルボキサミンマレイン酸塩錠25
㎎「EMEC」

エルメッド
エーザイ

選択的セロトニン再取り込み阻
害剤(SSRI)

ルボックス錠25 常用

15 ボグリボースOD錠0.2㎎「日医工」 日医工 食後過血糖改善薬 ベイスンOD錠0.2 常用

16 ボグリボースOD錠0.3㎎「日医工」 日医工 食後過血糖改善薬 ベイスンOD錠0.3 常用

17
オロパタジン塩酸塩OD錠5㎎
「明治」

MeijiSeika
ファルマ

アレルギー性疾患治療剤 アレロックOD錠5 常用

18
グリメピリド錠0.5㎎
「ファイザー」

ファイザー
スルホニルウレア系経口血糖降
下剤

アマリール0.5㎎錠 院外

19
グリメピリド錠1㎎
「ファイザー」

ファイザー
スルホニルウレア系経口血糖降
下剤

アマリール1㎎錠 常用

20
グリメピリド錠3㎎
「ファイザー」

ファイザー
スルホニルウレア系経口血糖降
下剤

アマリール3㎎錠 院外

21
バラシクロビル錠500㎎
「アスペン」

アスペン
ジャパン

抗ウイルス化学療法剤 バルトレックス錠500 常用

〔外用薬〕

22
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1％
「タイヨー」

武田テバ
ファーマ

アミノグリコシド系抗生物質 ゲンタシン軟膏0.1％ 常用

23
ロキソプロフェンNaテープ100㎎
「ユートク」10×14cm

祐徳工業 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 ロキソニンテープ100㎎　10cm×14cm 常用

24
フェルビナクパップ70㎎「NP」
10cm×14cm

ニプロ 経皮鎮痛消炎パップ剤 セルタッチパップ70　10cm×14cm 常用

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。
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