
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 フェブリク錠10mg 10mg フェブキソスタット
非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ
阻害剤（高尿酸血症治療剤）

2 サムスカ顆粒1％ 10mg/g トルバプタン V2-受容体拮抗薬

3 ミヤBM細粒 1g 酪酸菌（宮入菌）製剤 生菌製剤

4 クレメジン速崩錠500mg 500mg 球形吸着炭 慢性腎不全用剤 クレメジン細粒2g、同カプセル200mgと切り替え

5 サムチレール内用懸濁液15％ 750mg アトバコン ニューモシスチス肺炎治療薬 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 レンビマカプセル4mg 4mg レンバチニブメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤
消化器内科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科
/患者限定から身分変更

〔注射薬〕

2 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

商品名 規格 一般名 分類 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

2 オテズラ錠20mg 20mg アプレミラスト 尋常性乾癬治療剤

3 オテズラ錠30mg 30mg アプレミラスト 尋常性乾癬治療剤

4 イマチニブ錠100mg「オーハラ」 100mg イマチニブ 抗悪性腫瘍剤（チロシンキナーゼインヒビター）

5 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 持続性癌性疼痛治療剤

6 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 持続性癌性疼痛治療剤

7 アロマシン錠25mg 25mg エキセメスタン アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤 科限定から身分変更

8 ダイドロネル錠200 200mg エチドロン酸二ナトリウム 骨代謝改善薬 患者限定から身分変更

9 タルセバ錠25mg 25mg エルロチニブ塩酸塩
抗悪性腫瘍剤/上皮増殖因子受容体（EGFR）
チロシンキナーゼ阻害剤

科限定から身分変更

10 ヒダントール錠25mg 25mg フェニトイン 抗てんかん剤 常用から身分変更

〔外用薬〕

11 ヒルドイドクリーム0.3％ 50g/本 50g ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤 ヒルドイドクリーム0.3％ 25g/本 と切り替え

12 ボンアルファハイ軟膏20μg/g 10g タカルシトール水和物 活性型VD3尋常性乾癬治療剤 常用から身分変更

商品名 規格 一般名 分類 申請科/備考
〔内用薬〕

1* 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、形成外科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、
眼科、膠原病内科、血液内科、
総合内科・総合診療科

2* 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

3* 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

4* 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、総合内科・総合診療科

5 リムパーザ錠150mg 150mg オラパリブ
ポリアデノシン5'二リン酸リボースポリメラーゼ
阻害薬

産科婦人科

〔外用薬〕

6 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3％ 100g ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤 皮膚科/院外専用

〔注射薬〕

7* アピドラ注100単位/mL 100単位
インスリン グルリジン
（遺伝子組換え）

超速効型インスリンアナログ製剤 小児科/院外専用

*上記医薬品1-4,7は継続審議となります。
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。

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物20mg
カナグリフロジン水和物100mg

表3. 院外専用医薬品

表1. 常用医薬品 

表2. 診療科限定医薬品

表4.仮採用医薬品 
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商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 クレメジン細粒2g 2g 球形吸着炭 慢性腎不全用剤 クレメジン速崩錠500mgと切り替え

2 クレメジンカプセル200mg 200mg 球形吸着炭 慢性腎不全用剤 クレメジン速崩錠500mgと切り替え

3 ゼルボラフ錠240mg 240mg ベムラフェニブ 抗悪性腫瘍剤/BRAF阻害剤 前回削除候補

4 重ソウ含嗽水　500mL/瓶 500mL 炭酸水素ナトリウム 含嗽液 前回削除候補

5 コペガス錠200mg 200mg リバビリン 抗ウイルス剤 前回削除候補

6 ザーコリカプセル200mg 200mg クリゾチニブ 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 前回削除候補

7 スパトニン錠50mg 50mg ジエチルカルバマジン
クエン酸塩

ジエチルカルバマジン製剤 前回削除候補

8 エレンタールP乳幼児用配合内服剤40g 40g 経腸成分栄養剤 新生児・乳幼児用成分栄養剤 前回削除候補

9 エンシュアリキッド「コーヒー」 250mL アミノ酸・糖・脂質・ビタミン・
微量元素

経腸栄養剤 前回削除候補

10 エンシュアリキッド「バニラ」 250mL アミノ酸・糖・脂質・ビタミン・
微量元素

経腸栄養剤 前回削除候補

11 エンシュアリキッド「イチゴ」 250mL アミノ酸・糖・脂質・ビタミン・
微量元素

経腸栄養剤 前回削除候補

12 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 前回削除候補

13 ソニアス配合錠LD 2型糖尿病治療剤 前回削除候補

14 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 NS3/4Aプロテアーゼ阻害剤

前回削除候補

15 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

前回削除候補

16 ツムラきゅう帰膠がい湯 漢方製剤 前回削除候補

17 ツムラ柴陥湯 漢方製剤 前回削除候補

18 ツムラ調胃承気湯 漢方製剤 前回削除候補

19 ツムラ炙甘草湯 漢方製剤 前回削除候補

20 ツムラ茵ちん五苓散 漢方製剤 前回削除候補

21 ビリアード錠300mg 300mg テノホビル　ジソプロキシルフマル
酸塩

抗ウイルス化学療法剤 前回削除候補

22 ガバペン錠300mg 300mg ガバペンチン 抗てんかん剤 前回削除候補

23 イーケプラ錠250mg 250mg レベチラセタム 抗てんかん剤 前回削除候補

24 バイアグラ錠50mg 50mg シルデナフィルクエン酸塩 勃起不全治療剤 前回削除候補

ダイオウ　2g
カンゾウ　1g
無水ボウショウ　0.5g

ジオウ　6g
バクモンドウ　6g
ケイヒ　3g
シャカンゾウ　3g
タイソウ　3g
ニンジン　3g
マシニン　3g
ショウキョウ　1g
アキョウ　2g

表5. 不採用医薬品及び削除医薬品

ピオグリタゾン塩酸塩　15mg
グリメピリド　1mg

タクシャ　6g
ソウジュツ　4.5g
チョレイ　4.5g
ブクリョウ　4.5g
インチンコウ　4g
ケイヒ　2.5g

ジオウ　5g
シャクヤク　4g
トウキ　4g
ガイヨウ　3g
カンゾウ　3g
センキュウ　3g
アキョウ　3g

サイコ　5g
ハンゲ　5g
オウゴン　3g
タイソウ　3g
ニンジン　2g
オウレン　1.5g
カンゾウ　1.5g
ショウキョウ　1g
カロニン　3g
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〔外用薬〕

25 ヒルドイドクリーム0.3％ 25g/本 25g ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤 ヒルドイドクリーム0.3％ 50g/本と切り替え

26 エストラーナテープ0.18mg 0.18mg エストラジオール 経皮吸収型エストラジオール製剤 前回削除候補

 〔注射薬〕

27
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 前回削除候補

28 オレンシア皮下注125mgシリンジ 125mg アバタセプト（遺伝子組換え） T細胞選択的共刺激調節剤 前回削除候補

29 エンブレル皮下注用25mg 25mg エタネルセプト（遺伝子組換え）
完全ヒト型可溶性TNFα/
LTαレセプター製剤

前回削除候補

30 ピーエヌツイン-1号輸液1000mL 1000mL アミノ酸・糖・電解質 高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸液 前回削除候補

31 ピーエヌツイン-2号輸液1100mL 1100mL アミノ酸・糖・電解質 高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸液 前回削除候補
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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 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 日医工 対血管薬剤 アドナ錠30mg 常用

2 イソソルビド内用液70％「CEO」
セオリア
ファーマ

経口浸透圧利尿・
メニエール病改善薬

イソバイドシロップ70% 常用

3 プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 日医工
高血圧・狭心症・不整脈・
片頭痛治療剤

インデラル錠10mg 常用

4 ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 東和薬品 肝・胆・消化機能改善薬 ウルソ錠100mg 常用

5 バロス消泡内用液2% 堀井薬品工業 胃内有泡性粘液除去剤 ガスコンドロップ内用液2％ 常用

6 ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 ニプロES
ファーマ

選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・
アレルギー性疾患治療剤

タリオンOD錠10㎎ 常用

7 テモゾロミド錠20mg「NK」 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 テモダールカプセル20mg 科限定

8 テモゾロミド錠100mg「NK」 日本化薬 抗悪性腫瘍剤 テモダールカプセル100mg 科限定

9 トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 東和薬品 抗プラスミン剤 トランサミンカプセル250mg 常用

10 ドンペリドン錠10mg「EMEC」 エルメッド
エーザイ

消化管運動改善剤 ナウゼリンOD錠10 常用

11 アレンドロン酸錠5mg「日医工」 日医工 骨粗鬆症治療剤 フォサマック錠5mg 常用

12 アレンドロン酸錠35mg「日医工」 日医工 骨粗鬆症治療剤 フォサマック錠35mg 常用

13 メトクロプラミド錠5mg「トーワ」 東和薬品 消化器機能異常治療剤 プリンペラン錠5 常用

14 セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」 MeijiSeika
ファルマ

経口用セフェム系抗生物質製剤 メイアクトMS錠100mg 常用

15 ピアーレシロップ65% 高田製薬
高アンモニア血症・
腸管機能改善剤

ラクツロース・シロップ60％「コーワ」 常用

〔外用薬〕

17 リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」 日新製薬 経口表面麻酔剤 アネトカインビスカス2% 常用

表6. 後発医薬品採用一覧
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