
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 メジコン錠15mg 15mg
デキストロメトルファン臭化水素酸
塩

鎮咳剤 メジコン散10%から切り替え

2 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 6mg ベタヒスチンメシル酸塩 めまい・平衡障害治療剤
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」から
切り替え

〔外用薬〕

3 ガチフロ点眼液0.3% 3mg/mL ガチフロキサシン 広範囲抗菌点眼剤 トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」と切り替え

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

1 ベムリディ錠25mg 25mg
テノホビル アラフェナミド
フマル酸塩

抗ウイルス化学療法剤
消化器内科
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 デシコビ配合錠LT 抗ウイルス化学療法剤

2 ジスロマック錠600mg 600mg アジスロマイシン水和物 15員環マクロライド系抗生物質製剤

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　10mg

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 イルアミクス配合錠LD「DSPB」 長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤 アイミクス配合錠LDから切り替え

2 イルアミクス配合錠HD「DSPB」 長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤 アイミクス配合錠HDから切り替え

3 サノレックス錠0.5mg 0.5mg マジンドール 食欲抑制剤 常用から身分変更

4 トランコロン錠7.5mg 7.5mg メペンゾラート臭化物 過敏大腸症治療剤 常用から身分変更

5 ミオカーム内用液33.3％
333.3mg/
mL

ピラセタム ミオクローヌス治療剤

6 ツムラきゅう帰膠がい湯 漢方製剤 異議申請

7 ツムラ柴陥湯 漢方製剤 異議申請

8 ツムラ調胃承気湯 漢方製剤 異議申請

9 ツムラ炙甘草湯 漢方製剤 異議申請

10 ツムラ茵ちん五苓散 漢方製剤 異議申請

〔外用薬〕

11
デスモプレシン・スプレー10
協和 500μg

500μg デスモプレシン酢酸塩水和物 夜尿症用剤 患者限定から身分変更

〔注射薬〕

12 アディノベイト静注用キット2000 2000単位
ルリオクトコグ アルファ ペゴル
（遺伝子組換え）

ペグ化遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子製剤

表4. 院外専用医薬品

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

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

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

イルベサルタン　100mg
アムロジピンベシル酸塩　5mg

イルベサルタン　100mg
アムロジピンベシル酸塩　10mg

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
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商品名 規格 一般名 分類 申請科/備考
〔内用薬〕

1* ビプレッソ徐放錠50mg 50mg クエチアピンフマル酸塩 双極性障害のうつ症状治療薬 精神科

2* アラグリオ顆粒剤分包1.5g 1.5g アミノレブリン酸塩酸塩 光線力学診断用剤 腎臓外科・泌尿器科

3* アデムパス錠0.5mg 0.5mg リオシグアト 可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激剤 循環器内科、膠原病内科

4* アムノレイク錠2mg 2mg タミバロテン 再発・難治性急性前骨髄性白血病治療剤 血液内科

5* 安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」 1g/g 安息香酸ナトリウム 防腐剤 小児科

6 ゾフルーザ錠10mg 10mg バロキサビル　マルボキシル 抗インフルエンザウイルス剤 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

7 ゾフルーザ錠20mg 20mg バロキサビル　マルボキシル 抗インフルエンザウイルス剤
耳鼻咽喉科・頭頸部外科、呼吸器内科、
総合内科・総合診療科

8 アジレクト錠1mg 1mg ラサギリンメシル酸塩
パーキンソン病治療剤
（選択的MAO-B阻害剤）

神経内科

9 オルケディア錠1mg 1mg エボカルセト カルシウム受容体作動薬 腎臓内科、腎臓外科・泌尿器科

10 オルケディア錠2mg 2mg エボカルセト カルシウム受容体作動薬 腎臓内科、腎臓外科・泌尿器科

11 シベクトロ錠200mg 200mg テジゾリドリン酸エステル オキサゾリジノン系合成抗菌剤 皮膚科、形成外科

12 ネイリンカプセル100mg 100mg
ホスラブコナゾール
L-リシンエタノール付加物

経口抗真菌剤 皮膚科/院外専用

13 グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」 2mg グラニセトロン 5-HT3受容体拮抗型制吐剤 放射線科

14 サブリル散分包500mg 500mg ビガバトリン 抗てんかん剤 小児科/医師限定

15 トラセミドOD錠8mg「TE」 8mg トラセミド ループ利尿剤 循環器内科

〔外用薬〕

16 アレサガテープ4mg 4mg エメダスチンフマル酸塩 経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤 耳鼻咽喉科・頭頸部外科/院外専用

表5.仮採用医薬品 

*上記医薬品1-5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。
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規格 一般名 分類 備考

1
プレタールOD錠100mg
プラスチックケース

100mg シロスタゾール 抗血小板剤 不採用

2 トランデート錠50mg 50mg ラベタロール塩酸塩 αβ遮断性降圧剤 不採用

3 アイミクス配合錠LD
長時間作用型ARB/
持続性Ca拮抗薬配合剤

イルアミクス配合錠LD「DSPB」
と切り替え

4 アイミクス配合錠HD
長時間作用型ARB/
持続性Ca拮抗薬配合剤

イルアミクス配合錠HD「DSPB」
と切り替え

5 メジコン散10% 10mg/g
デキストロメトルファン臭化水素酸
塩

鎮咳剤 メジコン錠15mgと切り替え

6 ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 6mg ベタヒスチンメシル酸塩 めまい・平衡障害治療剤
販売中止/ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」
と切り替え

7 オペプリムカプセル500mg（患限） 500mg ミトタン
副腎癌化学療法
副腎皮質ホルモン合成阻害剤

前回削除候補

8 ヴィキラックス配合錠（院外） 抗ウイルス化学療法剤 前回削除候補

9 オラペネム小児用細粒10％(院外) 100mg/g テビペネム ピボキシル 経口用カルバペネム系抗生物質製剤 前回削除候補

10 スタリビルド配合錠（患限） 抗ウイルス化学療法剤 前回削除候補

11 マルファ配合内服液 消化性潰瘍・胃炎治療剤 前回削除候補

12 ソバルディ錠400mg（科限・院外） 400mg ソホスブビル 抗ウイルス剤 前回削除候補

13 パンクレアチン 1g/g パンクレアチン 消化酵素剤 前回削除候補

14 リーバクト配合経口ゼリー（院外） 分枝鎖アミノ酸製剤 前回削除候補

15
リン酸水素カルシウム水和物｢ヨシダ｣
(患限)

1g/g リン酸水素カルシウム水和物 カルシウム剤 前回削除候補

16
アクアチムローション１％
 （患限・科限・院外）

10mg/g ナジフロキサシン 新キノロン系外用抗菌剤 前回削除候補

17
パルミコート吸入液 0.25mg/管
（患限・科限・院外）

0.25mg/管 ブデソニド 吸入ステロイド喘息治療剤 前回削除候補

18 トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 5mg/mL トラニラスト アレルギー性結膜炎治療剤 ガチフロ点眼液0.3%と切り替え

表6.不採用医薬品及び削除医薬品

エルビテグラビル 150mg
コビシスタット 150mg
エムトリシタビン 200mg
テノホビル ソプロキシルフマル酸塩 300mg

水酸化アルミニウムゲル 56g
水酸化マグネシウム 4 g

Ｌ－イソロイシン 952 mg
Ｌ－ロイシン 1904 mg
Ｌ－バリン 1144 mg

  〔外用薬〕

商品名
  〔内用薬〕

イルベサルタン　100mg
アムロジピンベシル酸塩　5mg

イルベサルタン　100mg
アムロジピンベシル酸塩　10mg

オムビタスビル水和物 13.6mg
パリタプレビル水和物 78.5mg
リトナビル 50mg
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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 オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」
第一三共
エスファ

高親和性AT1レセプター
ブロッカー

オルメテックOD錠10mg 常用

2 オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」
第一三共
エスファ

高親和性AT1レセプター
ブロッカー

オルメテックOD錠20mg 常用

3 ジアゼパム錠2mg「アメル」 共和薬品工業 マイナートランキライザー 2mgセルシン錠 常用

4 ジアゼパム錠5mg「アメル」 共和薬品工業 マイナートランキライザー 5mgセルシン錠 科限

5 テルミサルタン錠40mg「DSEP」
第一三共
エスファ

胆汁排泄型持続性AT1受容体
ブロッカー

ミカルディス錠40mg 常用

6 トーワチーム配合顆粒 東和薬品 総合感冒剤 PL配合顆粒 常用

7
ピルシカイニド塩酸塩カプセル
25mg「トーワ」

東和薬品 不整脈治療剤 サンリズムカプセル25mg 院外

8
ピルシカイニド塩酸塩カプセル
50mg「トーワ」

東和薬品 不整脈治療剤 サンリズムカプセル50mg 常用

9 ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 沢井製薬 合成副腎皮質ホルモン剤 リンデロン錠0.5mg 常用

10
メキシレチン塩酸塩カプセル
50mg「サワイ」

沢井製薬
不整脈治療剤
糖尿病性神経障害治療剤

メキシチールカプセル50mg 院外・患限・科限

11
メキシレチン塩酸塩カプセル
100mg「サワイ」

沢井製薬
不整脈治療剤
糖尿病性神経障害治療剤

メキシチールカプセル100mg 常用

〔外用薬〕

12 ヘモポリゾン軟膏 ジェイドルフ製薬 痔疾治療剤 強力ポステリザン軟膏 常用

表7. 後発医薬品採用一覧
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