
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 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

2 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

3 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

4 リクシアナOD錠30mg 30mg エドキサバントシル酸塩水和物 経口FXa阻害剤 リクシアナ錠30mgと切り替え

5 リクシアナOD錠60mg 60mg エドキサバントシル酸塩水和物 経口FXa阻害剤 リクシアナ錠60mgと切り替え

〔外用薬〕

6 ユベラ軟膏 56g/本 外用ビタミンE・A剤 ユベラ軟膏 500g/箱を院外専用へ変更

商品名 規格 一般名 分類 診療科/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

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

4 ヘマンジオルシロップ小児用0.375%
3.75mg
/mL

プロプラノロール 乳児血管腫治療剤 形成外科、小児科

5
塩酸プロカルバジンカプセル
50mg「中外」

50mg プロカルバジン塩酸塩 抗悪性腫瘍剤 脳神経外科

6 リクシアナOD錠15mg 15mg エドキサバントシル酸塩水和物 経口FXa阻害剤

脳神経外科、整形外科、産科婦人科、
心臓血管外科、循環器内科、消化器内科、
神経内科、高度救命救急センター
/リクシアナ錠15mgと切り替え

7 ジプレキサ錠5mg 5mg オランザピン 抗精神病薬・双極性障害治療薬・制吐剤
乳腺外科、呼吸器外科、整形外科、
産科婦人科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、
血液内科、腫瘍内科

〔外用薬〕

8 ウルティブロ吸入用カプセル 長時間作用性吸入気管支拡張配合剤
呼吸器内科、呼吸器外科、
総合内科・総合診療科
/科限定・院外専用から身分変更

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 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

〔注射薬〕

2 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）
高コレステロール血症治療剤
/完全ヒト型抗PCSK9モノクローナル抗体

異議申請

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

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

トコフェノール　1.12g
ビタミンA油　0.28g/本

インダカテロールマレイン酸塩　50μg
グリコピロニウム臭化物　110μg/ｶﾌﾟｾﾙ
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商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 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

2 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

3 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

抗悪性腫瘍剤
/MEK阻害剤

4 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

抗悪性腫瘍剤
/MEK阻害剤

5 タフィンラーカプセル50mg 50mg タブラフェニブメシル酸塩
抗悪性腫瘍剤
/BRAF阻害剤

6 タフィンラーカプセル75mg 75mg タブラフェニブメシル酸塩
抗悪性腫瘍剤
/BRAF阻害剤

7 スタレボ配合錠L50 抗パーキンソン剤

8 エルカルチンFF内用液10%　5ml/包 5ml レボカルニチン レボカルニチン製剤

9 エルカルチンFF内用液10% 100ml/瓶 100ml レボカルニチン レボカルニチン製剤 エルカルチンFF内用液10ml/瓶と切り替え

10 イルベサルタン錠100mg「DSPB」 100mg イルベサルタン 長時間作用型ARB イルベタン錠100mgと切り替え

11 ラジレス錠150mg 150mg アリスキレンフマル酸塩 直接的レニン阻害剤 常用から身分変更

12 ノックビン原末 1g/g ジスルフィラム 抗酒癖剤 患者限定から身分変更

13 柴朴湯 漢方製剤 常用から身分変更

〔外用薬〕

14 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

15 ユベラ軟膏 500g/箱 外用ビタミンE・A剤 常用から身分変更

〔注射薬〕

16 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

17 バイエッタ皮下注10μgペン 10μg エキセナチド 2型糖尿病治療剤 科限定から身分変更

表4. 院外専用医薬品

ビルダグリプチン　50mg
メトホルミン塩酸塩　250mg

レボドパ　50mg
カルビドパ　5mg
エンタカポン　100mg

トコフェノール　10g
ビタミンA油　2.5g/箱

サイコ　7g
ハンゲ　5g
ブクリョウ　5g
オウゴン　3g
コウボク　3g
タイソウ　3g
ニンジン　3g
カンゾウ　2g
ソヨウ　2g
ショウキョウ　1g/包
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商品名 規格 一般名 分類 申請科/備考
〔内用薬〕

1* 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、精神科/院外専用

2* 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、整形外科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科

3* 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

4* 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

5* イリボーOD錠2.5μg 2.5μg ラモセトロン塩酸塩 下痢型過敏性腸症候群治療剤 内分泌・糖尿病内科

6* テビケイ錠50mg 50mg ドルテグラビルナトリウム HIVインテグラーゼ阻害剤 呼吸器内科

7* デシコビ配合錠HT 抗ウイルス化学療法剤 呼吸器内科

8 マヴィレット配合錠 抗ウイルス化学療法剤 消化器内科

9 ルパフィン錠10mg 10mg ルパタジンフマル酸塩 アレルギー性疾患治療剤 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、皮膚科

10 ベムリディ錠25mg 25mg テノホビル アラフェナミド 抗ウイルス化学療法剤 消化器内科

11 ジャドニュ顆粒分包90mg 90mg デフェラシロクス 鉄キレート剤 血液内科

12 ジャドニュ顆粒分包360mg 360mg デフェラシロクス 鉄キレート剤 血液内科

13 イブランスカプセル25mg 25mg パルボシクリブ 抗悪性腫瘍剤（CDK 4/6阻害剤） 乳腺外科

14 イブランスカプセル125mg 125mg パルボシクリブ 抗悪性腫瘍剤（CDK 4/6阻害剤） 乳腺外科

〔外用薬〕

15* 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

16 エムラパッチ 外用局所麻酔剤 小児科

17 レクタブル2mg注腸フォーム14回 28mg ブデソニド 潰瘍性大腸炎治療剤 消化器内科

〔注射薬〕

18
ベンリスタ皮下注200mg
オートインジェクター

200mg ベリムマブ（遺伝子組換え） 完全ヒト型抗BLyS モノクローナル抗体製剤 膠原病内科

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1-7,15は継続審議となります。

表5.仮採用医薬品 

エムトリシタビン　200mg
テノホビル　アラフェナミドフマル酸塩　25mg

グレカプレビル水和物　100mg
ピブレンタスビル　40mg

リドカイン　25mg
プロピトカイン　25mg
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商品名 規格 一般名 分類 備考
 〔内用薬〕

1 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
不採用

2 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

不採用

3 エルカルチンFF内用液10% 10ml/包 10ml レボカルニチン レボカルニチン製剤 不採用

4 エルカルチンFF内用液10ml/瓶 10ml レボカルニチン レボカルニチン製剤 エルカルチンFF内用液10% 100ml/瓶と切り替え

5 イルベタン錠100mg 100mg イルベサルタン 長時間作用型ARB イルベサルタン錠100mg「DSPB」と切り替え

6 リクシアナ錠15mg 15mg エドキサバントシル酸塩水和物 経口FXa阻害剤 リクシアナOD錠15mgと切り替え

7 リクシアナ錠30mg 30mg エドキサバントシル酸塩水和物 経口FXa阻害剤 リクシアナOD錠30mgと切り替え

8 リクシアナ錠60mg 60mg エドキサバントシル酸塩水和物 経口FXa阻害剤 リクシアナOD錠60mgと切り替え

9 S.M配合散 調剤用胃腸薬
バラ包装を対象
/前回削除候補

10 ベリチーム配合顆粒 消化酵素剤
バラ包装を対象
/前回削除候補

11 サレドカプセル100 100mg サリドマイド 抗多発性骨髄腫剤 前回削除候補

12 ポマリストカプセル2mg 2mg ポマリドミド 抗造血器悪性腫瘍剤 前回削除候補

13 フロベン顆粒8% 8% フルルビプロフェン 鎮痛・抗炎症剤 前回削除候補

 〔外用薬〕

14 エピデュオゲル 尋常性ざ瘡治療剤 不採用

15 ペンレステープ18mg 18mg リドカイン 貼付用局所麻酔剤 後発採用医薬品の適応追加

  〔注射薬〕

16 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 不採用

17 フォリスチム注900IUカートリッジ 900IU
フォリトロピン　アルファ
（遺伝子組換え）

遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤 販売中止

表6. 不採用医薬品及び削除医薬品

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

タカヂアスターゼ　100mg
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム　400mg
炭酸水素ナトリウム　300mg
沈降炭酸カルシウム　200mg
チョウジ　10mg
ウイキョウ　20mg
ケイヒ　74.5mg
ショウキョウ　24.5mg
サンショウ　1mg
オウレン　50mg
カンゾウ　118mg/1.3g（1回量）

濃厚膵臓性消化酵素　312.5mg
アスペルギルス産生消化酵素　75mg
細菌性脂肪分解酵素　62.5mg
繊維素分解酵素　37.5mg/g

アダパレン　1mg
過酸化ベンゾイル　25mg
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