
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 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

2 グリメピリド錠1mg「三和」 1mg グリメピリド スルホニルウレア系経口血糖降下剤 グリメピリド錠1mg「ファイザー」から切り替え

〔外用薬〕

3 キサラタン点眼液0.005% 50μg/本 ラタノプロスト 緑内障・高眼圧症治療剤
異議申請あり、ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」と1年間
併用後、削除

4 チモプトール点眼液0.5% 5mg/本 チモロールマレイン酸塩 緑内障・高眼圧症治療剤 異議申請あり、チモレートPF点眼液0.5%と1年間併用後、削除

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

1 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、小児科、産科婦人科、
腎臓外科・泌尿器科

2 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、小児科、産科婦人科、
腎臓外科・泌尿器科

3 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 皮膚科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科

4 プラザキサカプセル75mg 75mg
ダビガトランエテキシラート
メタンスルホン酸塩

直接トロンビン阻害剤
循環器内科
院外専用から身分変更

5 ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 漢方製剤
循環器内科
患者限定から身分変更/院外専用

〔注射薬〕

6 ヒューマログ注100単位/mL 100単位/V インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤
内分泌・糖尿病内科、小児科
常用から身分変更

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 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

2 デシコビ配合錠HT 抗ウイルス化学療法剤

〔外用薬〕

3 オクソラレンローション1％ 30mL/本 メトキサレン 尋常性白斑治療剤

〔注射薬〕

4 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（遺伝子組換え） ヒト化抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤 院外専用からの身分変更

商品名 規格 一般名 分類 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

2 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

3 マヴィレット配合錠 抗ウイルス化学療法剤

4 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

5 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）

6 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）

7 メトグルコ錠500mg 500mg メトホルミン塩酸塩 ビグアナイド系経口血糖降下剤

8 グリメピリド錠0.5mg「三和」 0.5mg グリメピリド スルホニルウレア系経口血糖降下剤 グリメピリド錠0.5mg「ファイザー」から切り替え

9 グリメピリド錠3mg「三和」 3mg グリメピリド スルホニルウレア系経口血糖降下剤 グリメピリド錠3mg「ファイザー」から切り替え

10 イクスタンジ錠40mg 40mg エンザルタミド 前立腺癌治療剤 イクスタンジカプセル40mgから切り替え

11 イクスタンジ錠80mg 80mg エンザルタミド 前立腺癌治療剤

12 クロピドグレル錠25mg「SANIK」 25mg クロピドグレル硫酸塩 抗血小板剤

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

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

タイソウ　6.0g
ショウバク　20.0g
カンゾウ　5.0g

表4. 院外専用医薬品
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〔外用薬〕

13 コムクロシャンプー0.05％ 125mL/本
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

〔注射薬〕

14 ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL 20mg アダリムマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤 ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.4mLから切り替え

商品名 規格 一般名 分類 申請科/備考
〔内用薬〕

1* 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

2* 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

3 スージャヌ配合錠
選択的DPP-4阻害剤/
選択的SGLT2阻害剤配合剤

内分泌・糖尿病内科、循環器内科、
総合内科・総合診療科/院外専用

4 アトーゼット配合錠LD
小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/
HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

内分泌・糖尿病内科、循環器内科/院外専用

5 グーフィス錠5mg 5mg エロビキシバット水和物 胆汁酸トランスポーター阻害剤 消化器内科、総合内科・総合診療科

6 パルモディア錠0.1mg 0.1mg ペマフィブラート 高脂血症治療剤 内分泌・糖尿病内科、循環器内科

7 レキサルティ錠1mg 1mg ブレクスピプラゾール 抗精神病薬 精神科

8 プレバイミス錠240mg 240mg レテルモビル 抗サイトメガロウイルス化学療法剤 血液内科

9 ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg 10mg
エソメプラゾールマグネシウム
水和物

プロトンポンプ阻害薬 脳神経外科、救命救急科、小児科

10 トラクリア小児用分散錠32mg 32mg ボセンタン エンドセリン受容体拮抗薬 小児科/院外専用

11 メマリードライシロップ2％ 20mg/g メマンチン塩酸塩
NMDA受容体拮抗アルツハイマー型認知症治療
剤

神経内科、総合内科・総合診療科/院外専用

〔外用薬〕

12* エムラパッチ 外用局所麻酔剤 小児科/院外不可薬

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

14 ラパリムスゲル0.2% 0.2g/本 シロリムス mTOR阻害剤 皮膚科、形成外科、小児科/院外専用

15 ドボベッドゲル 尋常性乾癬治療剤 皮膚科/院外専用

〔注射薬〕

16* 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

17 エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA] 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 膠原病内科、整形外科

18 エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA] 50mg 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 膠原病内科、整形外科

19 ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL 40mg アダリムマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
膠原病内科、消化器内科、小児科、整形外科、
皮膚科/仮採用期間（1年）終了後にヒュミラ皮下注40mgシリ
ンジ0.4mLと切り替え

20 ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL 80mg アダリムマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
膠原病内科、消化器内科、皮膚科/仮採用期間（1年）終了
後にヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mLと切り替え

21 エンブレル皮下注25mgペン0.5mL 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
膠原病内科/仮採用期間（1年）終了後にエンブレル皮下注
25mgシリンジ0.5mLと切り替え

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1-2，12-13，16は継続審議となります。

シタグリプチン酸塩水和物　50mg
イプラグリフロジンL-プロリン　50mg

リドカイン　25mg
プロピトカイン　25mg

カルシポトリオール水和物　52.2μg
ベタメタゾンジプロピオン酸エステル　0.643mg

エゼチミブ　10mg
アトルバスタチンカルシウム水和物　10mg

表5.仮採用医薬品 
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規格 一般名 分類 備考

1 グリメピリド錠0.5mg「ファイザー」 0.5mg グリメピリド スルホニルウレア系経口血糖降下剤 グリメピリド錠0.5mg「三和」と切り替え

2 グリメピリド錠1mg「ファイザー」 1mg グリメピリド スルホニルウレア系経口血糖降下剤 グリメピリド錠1mg「三和」と切り替え

3 グリメピリド錠3mg「ファイザー」 3mg グリメピリド スルホニルウレア系経口血糖降下剤 グリメピリド錠3mg「三和」と切り替え

4 イクスタンジカプセル40mg 40mg エンザルタミド 前立腺癌治療剤 イクスタンジ錠40mgと切り替え

5 ラニラピッド錠0.1mg（院外・患限） 0.1mg メチルジゴキシン 強心配糖体製剤 販売中止

6 ジプレキサ錠5mg（科限） 5mg オランザピン 抗精神病薬・双極性障害治療薬・制吐剤 後発医薬品の適応追加

7 フランセチン・T・パウダー　10g/本 抗菌性物質製剤 販売中止

8 ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.4mL（院外） 20mg アダリムマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤 ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mLと切り替え

9 ビデュリオン皮下注用2mgペン（科限） 2mg エキセナチド GLP-1受容体作動薬/2型糖尿病治療剤 前回削除候補

商品名 メーカー 分類 先発医薬品 採用区分
〔内用薬〕

1
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル
100mg「トーワ」

東和薬品 ビタミンＥ剤 ユベラNカプセル100mg 常用

2 アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」 エルメッド
エーザイ

胃炎・消化性潰瘍治療剤 マーズレンS配合顆粒 常用

3 シグマビタン配合カプセルB25 東和薬品 神経・筋機能賦活剤 ビタメジン配合カプセルB25 常用

表6. 不採用医薬品及び削除医薬品
商品名

表7. 後発医薬品採用一覧

  〔内用薬〕

  〔外用薬〕

フラジオマイシン硫酸塩　10mg/g
結晶トリプシン　2，500USP単位/g

  〔注射薬〕
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