
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ビムパット錠50mg 50mg ラコサミド 抗てんかん薬

2 ビムパット錠100mg 100mg ラコサミド 抗てんかん薬

3 リンゼス錠0.25mg 0.25mg リナクロチド 過敏性腸症候群治療薬

4 レバミピド錠100mg「オーツカ」 100mg レバミピド 胃炎・胃潰瘍治療剤 レバミピド錠100mg「EMEC」と切り替え

5 テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 200mg テオフィリン 気管支拡張剤 テオフィリン徐放錠200mg「日医工」と切り替え

6 テネリア錠20mg 20mg
テネリグリプチン臭化水素酸塩
水和物

DPP-4阻害薬 科限定から身分変更

7 バリキサ錠450mg 450mg バルガンシクロビル塩酸塩 抗サイトメガロウイルス剤 科限定から身分変更

8 レグパラ錠25mg 25mg シナカルセト塩酸塩 カルシウム受容体作動薬 患者限定から身分変更

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

1 オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」 5mg オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 麻酔科

2 オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」 10mg オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 麻酔科

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔注射薬〕

1 ルミセフ皮下注210mgシリンジ 210mg ブロダルマブ（遺伝子組換え） ヒト抗ヒトIL-17受容体A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 マラロン配合錠 抗マラリア剤 海外渡航外来

2 ヨウレチン錠50μg 50μg ヨウ素レシチン ヨウ素レシチン製剤 常用から身分変更

3 プロゲストン錠2.5mg 2.5mg
メドロキシプロゲステロン酢酸エ
ステル

経口黄体ホルモン製剤 常用から身分変更

4 プロゲストン錠200mg 200mg
メドロキシプロゲステロン酢酸エ
ステル

抗悪性腫瘍経口黄体ホルモン製剤 患者限定から身分変更

5 臭化カリウム 1g/g 臭化カリウム 難治性てんかん治療剤 常用から身分変更

〔外用薬〕

6 ゼビアックスローション2％ 20g オゼノキサシン キノロン系外用抗菌剤

7 デュアック配合ゲル 尋常性ざ瘡治療配合剤

8 ヒルドイドクリーム0.3%　25g/本 25g/本 ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤 科限定から身分変更

〔注射薬〕

9 グロウジェクト皮下注6mg 6mg 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

10 グロウジェクト皮下注12mg 12mg 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

11 ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.4mL 20mg アダリムマブ（遺伝子組換え） TNFαモノクローナル製剤 患者限定から身分変更

12 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 科限定から身分変更

クリンダマイシンリン酸エステル　10mg
過酸化ベンゾイル　30mg

アトバコン　250mg
プログアニル塩酸塩　100mg

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

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
* オテズラ錠10mg 10mg アプレミラスト 尋常性乾癬治療剤 皮膚科/院外専用

2
* オテズラ錠20mg 20mg アプレミラスト 尋常性乾癬治療剤 皮膚科/院外専用

3
* オテズラ錠30mg 30mg アプレミラスト 尋常性乾癬治療剤 皮膚科/院外専用

4
* オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」 20mg オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 麻酔科

5
* オキシコドン徐放錠40mg「第一三共」 40mg オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 麻酔科

6 アメナリーフ錠200mg 200mg アメナメビル 抗ヘルペスウイルス剤
皮膚科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、眼科、
形成外科、膠原病内科、総合診療・総合内科

7 オルミエント錠2mg 2mg バリシチニブ ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤 膠原病内科、整形外科

8 オルミエント錠4mg 4mg バリシチニブ ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤 膠原病内科、整形外科

9 カナリア配合錠 選択的DPP-4阻害剤/SGLT2阻害剤配合剤 内分泌・糖尿病内科、総合診療・総合内科

〔注射薬〕

10
* レパーサ皮下注140mgペン 140mg エボロクマブ（遺伝子組換え） ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤 循環器内科、内分泌・糖尿病内科

商品名 規格 一般名 分類 備考
 〔内用薬〕

1 レバミピド錠100mg「EMEC」 100mg レバミピド 胃炎・胃潰瘍治療剤 レバミピド錠100mg「オーツカ」と切り替え

2 テオフィリン徐放錠200mg「日医工」 200mg テオフィリン 気管支拡張剤 テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」と切り替え

3 アポプロン錠0.25mg 0.25mg レセルピン 高血圧症治療剤、精神神経疾患治療剤 前回削除候補

4 膵外分泌機能検査用
PFD内服液500mg

500mg ベンチロミド 膵機能検査用試薬 前回削除候補

5 アイピーディドライシロップ5% 5% スプラタストトシル酸塩 アレルギー性疾患治療剤 前回削除候補

 〔外用薬〕

6 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 後発品との併採用医薬品

7 ベタキソン点眼液0.5% 5mL ベタキソロール塩酸塩 緑内障・高眼圧症治療剤 前回削除候補

  〔注射薬〕

8 プラルエント皮下注75mgペン 75mg アリロクマブ（遺伝子組換え） ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤 不採用

テネリグリプチン　20mg
カナグリフロジン　100mg

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1-5,10は継続審議となります。

表5.仮採用医薬品 
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