
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 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

2 リリカOD錠25mg 25mg プレガバリン 疼痛治療剤 リリカカプセル25mgと切り替え

3 リリカOD錠75mg 75mg プレガバリン 疼痛治療剤 リリカカプセル75mgと切り替え

4 リリカOD錠150mg 150mg プレガバリン 疼痛治療剤 リリカカプセル150mgと切り替え

5 ラニラピッド錠0.05mg 0.05mg メチルジゴキシン 強心配糖体製剤 ラニラピッド錠0.1mgと切り替え

6 アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 50mg アミオダロン塩酸塩 不整脈治療剤 科限定から身分変更

7 アコファイド錠100mg 100mg アコチアミド塩酸塩水和物 機能性ディスペプシア治療剤 院外専用から身分変更

〔外用薬〕

8 レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」 5mL レボフロキサシン水和物 広範囲抗菌点眼剤 レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」と切り替え

9 ネリゾナユニバーサルクリーム　10g/本 10g ジフルコルトロン吉草酸エステル 外用合成副腎皮質ホルモン剤 ネリゾナユニバーサルクリーム　5g/本と切り替え

商品名 規格 一般名 分類 診療科/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
/オーラップ細粒1%を院外専用へ身分変更

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
/クロフェクトン顆粒10%を院外専用へ身分変更

5 ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 1mg ジエノゲスト 子宮内膜症治療剤 産科婦人科

6 レミッチOD錠2.5μg 2.5μg ナルフラフィン塩酸塩 経口そう痒症改善剤 レミッチカプセル2.5μgと切り替え

7 リーマス錠100 100mg 炭酸リチウム 躁病・躁状態治療剤
精神科
/異議申請により在庫終了から科限定へ身分変更

8 リーマス錠200 200mg 炭酸リチウム 躁病・躁状態治療剤
精神科
/異議申請により在庫終了から科限定へ身分変更

〔外用薬〕

9 ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」 5g ピマリシン 抗真菌剤
眼科
/患者限定から身分変更

10 キンダベート軟膏0.05% 5g クロベタゾン酪酸エステル 外用合成副腎皮質ホルモン剤
皮膚科
/異議申請により在庫終了から科限定へ身分変更

11 アンテベート軟膏0.05% 5g
ベタメタゾン酪酸エステル
プロピオン酸エステル

外用合成副腎皮質ホルモン剤
皮膚科
/異議申請により在庫終了から科限定へ身分変更

〔注射薬〕

12 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 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

〔外用薬〕

2 ロキソニンテープ100mg 100mg 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 異議申請により在庫終了から患者限定へ変更

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
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商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ボノサップパック400 ヘリコバクター・ピロリ除菌療法剤 ランサップ400と切り替え

2 ボノピオンパック ヘリコバクター・ピロリ除菌療法剤 ランピオンパックと切り替え

3 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

4 アフィニトール錠2.5mg 2.5mg エベロリムス 抗悪性腫瘍剤

5 タルグレチンカプセル75mg 75mg ベキサロテン 抗悪性腫瘍剤

6 ヤーズフレックス配合錠 子宮内膜症に伴う疼痛・月経困難症治療剤

7 オーラップ細粒1% 1% ピモジド ピモジド製剤 常用から身分変更

8 クロフェクトン顆粒10% 10% クロカプラミン塩酸塩水和物 精神神経安定剤 常用から身分変更

9 テオロング錠100mg 100mg テオフィリン テオフィリン徐放製剤 常用から身分変更

10 トピナ錠100mg 100mg トピラマート 抗てんかん剤 科限定から身分変更

11 レベトールカプセル200mg 200mg リバビリン 抗ウイルス剤 常用から身分変更

〔外用薬〕

12 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

13 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

14 マーデュオックス軟膏 角化症・乾癬治療薬

15 インタールエアロゾル1mg 1mg クロモグリク酸ナトリウム 喘息治療剤 常用から身分変更

〔注射薬〕

16 ヒューマリンR注カート　3mL/筒 3mL インスリン　ヒト（遺伝子組換え） インスリン ヒト（遺伝子組換え）注射液 常用から身分変更

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

表4. 院外専用医薬品

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
メトロニダゾール　500mg/ｼｰﾄ/日

ドロスピレノン　3mg
エチニルエストラジオールベータデクス　0.02mg
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商品名 規格 一般名 分類 申  請  科/備考
〔内用薬〕

1
* 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

2* 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

3
* 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、整形外科/院外専用

4
* 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

5
* 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

6* 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、総合内科・総合診療科
/院外専用

7
* 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、総合内科・総合診療科

8
* 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

9
* 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

10* 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

11* 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、小児科

12* 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

13* 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

14* 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

15* 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

16* スタレボ配合錠L50 抗パーキンソン剤 神経内科

17* テクフィデラカプセル120mg 120mg フマル酸ジメチル 多発性硬化症治療剤 神経内科

18 インチュニブ錠1mg 1mg グアンファシン塩酸塩 注意欠陥／多動性障害治療剤 小児科/院外専用

19 スインプロイク錠0.2mg 0.2mg ナルデメジントシル酸塩 経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬 麻酔科

20 ナルラピド錠1mg 1mg ヒドロモルフォン塩酸塩 癌疼痛治療剤 麻酔科

21 ナルサス錠2mg 2mg ヒドロモルフォン塩酸塩 持続性癌疼痛治療剤 麻酔科

〔外用薬〕

22* 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

23* エピデュオゲル 尋常性ざ瘡治療剤 皮膚科/院外専用

24 コムクロシャンプー0.05% 125mL
クロベタゾール
プロピオン酸エステル

外用頭部乾癬治療剤 皮膚科/院外専用

〔注射薬〕

25* トルツ皮下注80mgオートインジェクター 80mg イキセキズマブ ヒト化抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤 整形外科、皮膚科

26 リハビックス-K2号輸液 500mL
高カロリー輸液用糖・電解質・
微量元素液

高カロリー輸液用基本液 小児科/院外専用

アダパレン　1mg
過酸化ベンゾイル　25mg

*上記医薬品1-17,22-23,25は継続審議となります。

表5.仮採用医薬品 

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　250mg

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

レボドパ　50mg
カルビドパ　5mg
エンタカポン　100mg

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。
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商品名 規格 一般名 分類 備考
 〔内用薬〕

1 ランサップ400 ヘリコバクター・ピロリ除菌療法剤 ボノサップパック400と切り替え

2 ボノサップパック800 ヘリコバクター・ピロリ除菌療法剤 不採用

3 ランピオンパック ヘリコバクター・ピロリ除菌療法剤 ボノピオンパックと切り替え

4 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 不採用

5 ナルラピド錠2mg 2mg ヒドロモルフォン塩酸塩 癌疼痛治療剤 不採用

6 ナルサス錠6mg 6mg ヒドロモルフォン塩酸塩 持続性癌疼痛治療剤 不採用

7 オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 5mg オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 不採用

8 オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」 10mg オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 不採用

9 リリカカプセル25mg 25mg プレガバリン 疼痛治療剤 リリカOD錠25mgと切り替え

10 リリカカプセル75mg 75mg プレガバリン 疼痛治療剤 リリカOD錠75mgと切り替え

11 リリカカプセル150mg 150mg プレガバリン 疼痛治療剤 リリカOD錠150mgと切り替え

12 ラニラピッド錠0.1mg 0.1mg メチルジゴキシン 強心配糖体製剤
販売中止
/ラニラピッド錠0.05mgと切り替え

13 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 レミッチOD錠2.5μgと切り替え

14 アタラックス-Pシロップ0.5% 0.5% ヒドロキシジンパモ酸塩 抗アレルギー性緩和精神安定剤 前回削除候補

15 セルシンシロップ0.1% 0.1% ジアゼパム マイナートランキライザー 前回削除候補

16 フルダラ錠10mg 10mg フルダラビンリン酸エステル 抗悪性腫瘍剤 前回削除候補

17 プロカルバジンカプセル50mg 50mg プロカルバジン塩酸塩 抗悪性腫瘍剤 前回削除候補

18 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 前回削除候補

19 オフタルムK配合錠 10mg
100mg

カルバゾクロム
アスコルビン酸配合剤

複合止血剤 前回削除候補

20 メタライト250カプセル 250mg 塩酸トリエンチン ウィルソン病治療剤 前回削除候補

 〔外用薬〕

21 MS冷シップ「タイホウ」5枚/袋 鎮痛・消炎貼付剤 不採用

22 MS温シップ「タイホウ」5枚/袋 鎮痛・消炎貼付剤 不採用

23 レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」 5mL レボフロキサシン水和物 広範囲抗菌点眼剤 レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」と切り替え

24 ネリゾナユニバーサルクリーム　5g/本 5g ジフルコルトロン吉草酸エステル 外用合成副腎皮質ホルモン剤 ネリゾナユニバーサルクリーム　10g/本と切り替え

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

表6. 不採用医薬品及び削除医薬品

ランソプラゾール　60mg
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

ランソプラゾール　60mg
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
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