
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ロペラミド錠1mg「EMEC」 1mg 塩酸ロペラミド 止瀉剤 ロペラミドカプセル1mg「フソー」から切り替え

2 エフィエントOD錠20mg 20mg プラスグレル塩酸塩 抗血小板剤 エフィエント錠20mgから切り替え

3 ファロム錠150mg 150mg ファロペネムナトリウム水和物 経口用ペネム系抗生物質製剤 院外専用から身分変更

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

1 エクジェイド懸濁用錠125mg 125mg デフェラシロクス 鉄キレート剤 小児科/患者限定から身分変更

2 フリウェル配合錠ULD「モチダ」 月経困難症治療剤
産科婦人科、膠原病内科/
ルナベル配合錠ULDから切り替え

3 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

4 ミラペックスLA錠0.375mg 0.375mg プラミペキソール塩酸塩水和物 ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤 神経内科/院外専用から身分変更

5 ミラペックスLA錠1.5mg 1.5mg プラミペキソール塩酸塩水和物 ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤 神経内科/院外専用から身分変更

6 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

〔外用薬〕

7 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

〔注射薬〕

8
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

9 シムジア皮下注200mgオートクリックス 200mg
セルトリズマブ　ペゴル
（遺伝子組換え）

ペグヒト化抗ヒトTNFαモノクローナル抗体
Fab’断片製剤

膠原病内科、整形外科/
シムジア皮下注200mgシリンジから切り替え

商品名 規格 一般名 分類 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

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

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 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

2 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

3 アキネトン細粒1% 10mg/g ビペリデン塩酸 抗パーキンソン剤 常用から身分変更

4 アラバ錠10mg 10mg レフルノミド 抗リウマチ剤（DMARD）
院外専用・患者限定・医師限定/
患者限定・医師限定から身分変更

5 エストリール錠1mg 1mg エストリオール 卵胞ホルモン製剤 常用から身分変更

6 ジゴシン散0.1％ 1mg/g ジゴキシン ジギタリス配糖体製剤 常用から身分変更

7 テネリア錠40mg 40mg
テネリグリプチン臭化水素酸塩
水和物

選択的DPP-4阻害剤

〔外用薬〕

8 ドボベッドゲル 尋常性乾癬治療剤

9 トプシムクリーム0.05% 5g/本 フルオシノニド 外用合成副腎皮質ホルモン剤 常用から身分変更

10 フロジン外用液5% 30mL/本 カルプロニウム塩化物 脱毛症・白斑用剤 常用から身分変更

11 メサデルムローション0.1% 10g/本
デキサメタゾンプロピオン酸
エステル

外用副腎皮質ホルモン剤 常用から身分変更

ノルエチステロン　1mg
エチニルエストラジオール　0.02mg

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

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

表4. 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3. 患者限定医薬品
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商品名 規格 一般名 分類 申請科/備考
〔内用薬〕

1* 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

2* 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、整形外科、総合内科・総合診療科、
精神科

3* 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

4* 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 救命救急科、小児科

5* 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

総合内科・総合診療科/院外専用

6* エジュラント錠25mg 25mg リルピビリン塩酸塩
抗ウイルス化学療法剤/非ヌクレオシド系
逆転写酵素阻害剤（NNRTI）

呼吸器内科

7* プリジスタ錠600mg 600mg ダルナビル エタノール付加物 抗ウイルス化学療法剤 呼吸器内科

8 ゾスパタ錠40mg 40mg ギルテリチニブフマル酸塩 抗悪性腫瘍剤/FLT3阻害剤 血液内科

9 トラディアンス配合錠AP
選択的SGLT2阻害薬/
胆汁排泄型選択的DPP-4阻害薬配合剤

内分泌・糖尿病内科、循環器内科、
総合内科・総合診療科

10 ベオーバ錠50mg 50mg ビベグロン
選択的β3アドレナリン受容体作動性
過活動膀胱治療剤

腎臓外科・泌尿器科

11 ベージニオ錠50mg 50mg アベマシクリブ 抗悪性腫瘍剤/CDK4及び6阻害剤 乳腺外科

12 ベージニオ錠150mg 150mg アベマシクリブ 抗悪性腫瘍剤/CDK4及び6阻害剤 乳腺外科

13 メトアナ配合錠HD
選択的DPP-4阻害剤/
ビグアナイド系薬剤配合剤

内分泌・糖尿病内科/院外専用

14 モビコール配合内用剤 慢性便秘症治療薬
消化器内科、内分泌・糖尿病内科、整形外科、
循環器内科、神経内科、産科婦人科、
総合内科・総合診療科

〔外用薬〕

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

16 エイベリス点眼液0.002％（2.5mL/本） 20μg/mL オミデネパグ イソプロピル
選択的EP2受容体作動薬/
緑内障・高眼圧症治療剤

眼科

17 フェントステープ0.5mg 0.5mg フェンタニルクエン酸塩 経皮吸収型　持続性疼痛治療剤 麻酔科/フェントステープ6mg、8mgと切り替え

18 リンデロン坐剤1.0mg 1mg ベタメタゾン 合成副腎皮質ホルモン剤 消化器内科/院外専用

〔注射薬〕

19* 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

20* 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

21* 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、整形外科、皮膚科、消化器内科、
小児科/仮採用期間終了後（本年7月まで）にヒュミ
ラ皮下注40mgシリンジ0.4mLと切り替え予定

22* 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
消化器内科、皮膚科、膠原病内科/仮採用期間終
了後（本年7月まで）にヒュミラ皮下注80mgシリンジ
0.8mLと切り替え予定

23
ケブザラ皮下注150mg
オートインジェクター

150mg サリルマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ヒトIL‒6受容体モノクローナル抗体製剤 膠原病内科、整形外科

24
ケブザラ皮下注200mg
オートインジェクター

200mg サリルマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ヒトIL‒6受容体モノクローナル抗体製剤
膠原病内科、整形外科/
ケブザラ皮下注200mgシリンジと切り替え

エンパレグリフロジンン　10mg
リナグリプチン　5mg

アナグリプチン　100mg
メトホルミン塩酸塩　500mg

マクロゴール4000　6.5625g
塩化ナトリウム　0.1754g
炭酸水素ナトリウム　0.0893g
塩化カリウム　0.0251g

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 

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1-7，15，19-22は継続審議となります。
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規格 一般名 分類 備考

1 アミサリン錠250mg（患限） 250mg プロカインアミド塩酸塩 不整脈治療剤 不採用

2 ズファジラン錠10mg（患限） 10mg イソクスプリン塩酸塩 脳・末梢血行動態改善剤、子宮鎮痙剤 不採用

3 ルナベル配合錠ULD（科限） 月経困難症治療剤 フリウェル配合錠ULD「モチダ」と切り替え

4 ロペラミドカプセル1mg「フソー」 1mg 塩酸ロペラミド 止瀉剤 ロペラミド錠1mg「EMEC」と切り替え

5 エフィエント錠20mg 20mg プラスグレル塩酸塩 抗血小板剤 エフィエントOD錠20mgと切り替え

6 ハーボニー配合錠（科限・院外） 抗ウイルス剤 前回削除候補

7
アズレン・グルタミン配合顆粒「EMEC」
（バラ）

胃炎・消化性潰瘍治療剤
医療安全上の対策のため、分包製品
のみを採用

8 アノーロエリプタ30吸入用（院外） COPD治療配合剤 前回削除候補

9 ビスダーム軟膏0.1％　5ｇ/本（院外） 1mg/g アムシノニド 外用合成副腎皮質ホルモン剤 前回削除候補

10 フェントステープ6mg 6mg フェンタニルクエン酸塩 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 フェントステープ0.5mgと切り替え

11 フェントステープ8mg 8mg フェンタニルクエン酸塩 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 フェントステープ0.5mgと切り替え

12 ベゼトン液0.1%　500mL
0.1g/
500mL

ベンゼトニウム塩化物 外用殺菌消毒剤 前回削除候補

13 ムコフィリン吸入液20％　2ｍL（院外） 352.4㎎ アセチルシステイン 気道粘液溶解剤 前回削除候補

14 シムジア皮下注200mgシリンジ（科限） 200mg
セルトリズマブ　ペゴル
（遺伝子組換え）

ペグヒト化抗ヒトTNFαモノクローナル抗体
Fab’断片製剤

シムジア皮下注200mgオートクリックス
と切り替え

15 ケブザラ皮下注200mgシリンジ 200mg サリルマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ヒトIL‒6受容体モノクローナル抗体
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター
と切り替え

16 スミフェロン注DS300万IU（患限） 300万単位 インターフェロン アルファ 天然型 インターフェロン-α製剤 前回削除候補

17
ヒューマログミックス25注ミリオペン
3mL/本

抗糖尿病剤 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 セルトラリン錠25mg「明治」
Meiji Seika
ファルマ

選択的セロトニン再取り込み阻害剤 ジェイゾロフトOD錠25mg 常用

表7. 後発医薬品採用一覧

インスリンリスプロ　75単位
中間型インスリンリスプロ　225単位

表6. 不採用医薬品及び削除医薬品
商品名

  〔内用薬〕

ノルエチステロン　1mg
エチニルエストラジオール　0.02mg

レジパスビル　90mg
ソホスブビル　400mg

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物　3mg
L‐グルタミン　990mg

  〔外用薬〕

ウメクリジニウム臭化物　62.5μg
ビランテロールトリフェニル酢酸塩　40μg

  〔注射薬〕

3 平成30年度第5回薬事委員会　結果通知


