
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1* ブレディニンOD錠50mg 50mg ミゾリビン 免疫抑制剤 ブレディニン錠50mgと切り替え

2 サムスカ錠7.5mg 7.5mg トルバプタン V2-受容体拮抗剤 科限定から身分変更

3 サムスカ錠15mg 15mg トルバプタン V2-受容体拮抗剤 科限定から身分変更

4 アジルバ錠40mg 40mg アジルサルタン 持続性AT1レセプターブロッカー 科限定から身分変更

5 エディロールカプセル0.75μg 0.75μg エルデカルシトール 骨粗鬆症治療剤 科限定から身分変更

6 メインテート錠0.625mg 0.625mg ビソプロロールフマル酸塩 選択的β1アンタゴニスト 科限定から身分変更

7 セララ錠25mg 25mg エプレレノン 選択的アルドステロンブロッカー 科限定から身分変更

8 セララ錠50mg 50mg エプレレノン 選択的アルドステロンブロッカー 科限定から身分変更

9 エリキュース錠2.5mg 2.5mg アピキサバン 経口FXa阻害剤 科限定から身分変更

10 ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 10mg ニフェジピン 持続性Ca拮抗剤 科限定から身分変更

11 アボルブカプセル0.5mg 0.5mg デュタステリド 5α還元酵素阻害薬 科限定から身分変更

12 ベタニス錠50mg 50mg ミラベグロン
選択的β３アドレナリン受容体作動性

過活動膀胱治療剤
科限定から身分変更

13 アサコール錠400mg 400mg メサラジン 潰瘍性大腸炎治療剤 科限定から身分変更

〔外用薬〕

14* ヒルドイドソフト軟膏0.3％ 500g 500g ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤 ウレパールクリーム10% 500gと切り替え

15* ロキソプロフェンNaテープ100㎎「科研」 100㎎ ロキソプロフェンナトリウム水和物 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
異議申請によりロキソプロフェンNaテープ
100㎎「ユートク」と切り替え

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

1 ペンタサ顆粒94% 1000mg 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 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 ピレスパ錠200mg 200mg ピルフェニドン 抗線維化剤
呼吸器内科、呼吸器外科
/患者限定から身分変更

4 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 抗線維化剤
呼吸器内科
/患者限定から身分変更

5 オフェブカプセル150mg 150mg ニンテダニブエタンスルホン酸塩 抗線維化剤
呼吸器内科
/患者限定から身分変更

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 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

〔注射薬〕

2 ヒュミラ皮下注20mgシリンジ 20mg アダリムマブ ヒト型抗ヒトTNF-αモノクローナル抗体製剤

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

*上記医薬品1,14-15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 備考
〔内用薬〕

1 バップフォー細粒2% 0.5g プロピベリン塩酸塩 尿失禁・頻尿治療剤 デトルシトールカプセル4mgと切り替え

2 スイニー錠100mg 100mg アナグリプチン DPP-4阻害剤

3 ビオプテン顆粒10% 1g 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

4 エビリファイOD錠24mg 24mg アリピプラゾール 抗精神病薬

5 エビリファイ内用液3mg/3mL 3mg/3mL アリピプラゾール 抗精神病薬
エビリファイOD錠24mg採用により
常用から身分変更

6 コリオパンカプセル5mg 5mg ブトロピウム臭化物 消化管鎮痙剤 常用から身分変更

7 タシグナカプセル200mg 200mg ニロチニブ塩酸塩水和物 抗悪性腫瘍剤 患者限定から身分変更

〔外用薬〕

8 ロコアテープ 経皮吸収型消炎鎮痛剤

9 ムコフィリン吸入液20% 2mL アセチルシステイン 気道粘液溶解剤

10 モーラスパップXR240mg 240mg ケトプロフェン 経皮吸収型消炎鎮痛剤

11 パピロックミニ点眼液0.1％ 0.4mg シクロスポリン 春季カタル治療剤
異議申請により患者限定から
院外専用へ身分変更

〔注射薬〕

12
インスリングラルギンBS注ミリオペン
「リリー」

300単位 インスリングラルギン 溶解インスリンアナログ製剤

13
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」
シュアパル

10mg ソマトロピン（遺伝子組換え） 遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤 ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」と切り替え

商品名 規格 一般名 分類 申  請  科/備考
〔内用薬〕

1* 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

2* アイクルシグ錠15mg 15mg ポナチニブ塩酸塩 チロシンキナーゼ阻害剤 血液内科

3 エレルサ錠50mg 50mg エルバスビル 抗C型肝炎ウイルス剤 消化器内科/院外専用

4 グラジナ錠50mg 50mg グラゾプレビル水和物 抗C型肝炎ウイルス剤 消化器内科/院外専用

5 ウプトラビ錠0.2mg 0.2mg セレキシパグ 選択的プロスタサイクリン受容体作動薬 循環器内科

6 ウプトラビ錠0.4mg 0.4mg セレキシパグ 選択的プロスタサイクリン受容体作動薬 循環器内科

〔外用薬〕

7 ミケルナ配合点眼液 2.5mL/本 緑内障・高眼圧症治療剤 眼科/院外専用

エスフルルビプロフェン　40mg
ハッカ油　36.2mg

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1-2は継続審議となります。

表5.仮採用医薬品 

表4. 院外専用医薬品

カルテオロール塩酸塩　20mg
ラタノプロスト　50μg
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商品名 規格 一般名 分類 備考
 〔内用薬〕

1* ブレディニン錠50mg 50mg ミゾリビン 免疫抑制剤 ブレディニンOD錠50mgと切り替え

2 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 不採用

3 デトルシトールカプセル4mg 4mg 酒石酸トルテロジン 過活動膀胱治療剤 バップフォー細粒2%と切り替え

4 ビクシリンドライシロップ10% 10% アンピシリン水和物 ペニシリン系抗生物質製剤 前回削除候補

5 硫酸亜鉛7水和物 500g 硫酸亜鉛7水和物 微量元素 前回削除候補

〔外用薬〕

6
* ウレパールクリーム10% 500g  500g 尿素 角化症治療剤 ヒルドイドソフト軟膏0.3％ 500gと切り替え

7
* ロキソプロフェンNaテープ100㎎「ユート

ク」
100㎎ ロキソプロフェンナトリウム水和物 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

異議申請によりロキソプロフェンNaテープ
100㎎「科研」と切り替え

8 オクソラレン軟膏0.3% 0.3% メトキサレン 尋常性白斑治療剤 前回削除候補

9 セニラン坐剤3mg 3mg ブロマゼパム マイナートランキライザー坐剤 前回削除候補

10 フェノール・亜鉛華リニメント 500g フェノール・亜鉛華リニメント 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤 前回削除候補

  〔注射薬〕

11 ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」 10mg ソマトロピン（遺伝子組換え） 遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」
シュアパルと切り替え

12 ノルディトロピン　フレックスプロ注5mg 5mg ソマトロピン（遺伝子組換え） ヒト成長ホルモン(遺伝子組換え)製剤 前回削除候補

*上記医薬品1, 6-7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
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