
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 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

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

3 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 500mg 沈降炭酸カルシウム 高リン血症治療剤 炭カル錠500mg「旭化成」から切り替え

〔外用薬〕

4 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

5 ダイアコートクリーム0.05%　5g/本 5g/本 ジフロラゾン酢酸エステル 外用合成副腎皮質ホルモン剤 ジフラールクリーム0.05%　5g/本から切り替え

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

1 ゼルヤンツ錠5mg 5mg トファシチニブクエン酸塩 ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
膠原病内科、整形外科、消化器内科/
院外専用から身分変更

2 アレセンサカプセル150mg 150mg アレクチニブ 抗悪性腫瘍剤/ALK阻害剤
腫瘍内科、呼吸器外科/
院外専用から身分変更

〔注射薬〕

3 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、眼科/ヒュミラ皮下注40mgシリンジ
0.4mLから切り替え

4 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、内分泌・糖尿病内科、皮膚科、
消化器内科、眼科/ヒュミラ皮下注80mg
シリンジ0.8mLから切り替え

5
シンポニー皮下注50mg
オートインジェクター0.5mL

50mg ゴリムマブ（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、消化器内科/
シンポニー皮下注50mgシリンジ0.5mL
から切り替え

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

1 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）

2 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

3 セパミット-R細粒2% 20mg/g ニフェジピン カルシウム拮抗剤/ニフェジピン持効性製剤

4 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

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 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

2 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

3 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

4 グルベス配合OD錠
速効型インスリン分泌促進薬/食後過血糖改善
配合薬

グルベス配合錠から切り替え

5 ザーコリカプセル250mg 250mg クリゾチニブ 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 患者限定から身分変更

6 アグリリンカプセル0.5mg 0.5mg アナグレリド塩酸塩水和物 本態性血小板血症治療剤 患者限定から身分変更

7 ザイティガ錠250mg 5mg アビラテロン酢酸エステル 前立腺癌治療剤（CYP17阻害剤） 科限定から身分変更

8 シングレアチュアブル錠5mg 5mg モンテルカストナトリウム ロイコトリエン受容体拮抗薬 常用から身分変更

9 ストロカイン錠5mg 5mg オキセサゼイン 消化管粘膜局麻剤 常用から身分変更

10 テルロン錠0.5mg 0.5mg テルグリド 選択的ドパミン作動薬 常用から身分変更

〔外用薬〕

11 ラパリムスゲル0.2% 0.2g/本 シロリムス mTOR阻害剤

12 アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 27.5μg
フルチカゾンフランカルボン酸
エステル

定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤

〔注射薬〕

13 ベタフェロン皮下注用960万国際単位
960万
国際単位

インターフェロン-β-1b
（遺伝子組換え）

遺伝子組換え型インターフェロン-β-1b製剤 患者限定から身分変更

ミチグリニドカルシウム水和物　10mg
ボグリボース　0.2mg

表4. 院外専用医薬品

エゼチミブ　10mg
アトルバスタチンカルシウム水和物　10mg
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商品名 規格 一般名 分類 申請科/備考
〔内用薬〕

1* 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、血液内科、
総合内科・総合診療科

2* 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、内分泌・糖尿病内科

3* 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

4* 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

5* 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

6* モビコール配合内用剤 慢性便秘症治療薬
消化器外科、小児外科、小児科、
総合内科・総合診療科

7 アジレクト錠0.5mg 0.5mg ラサギリン パーキンソン病治療剤（選択的MAO-B阻害剤） 神経内科

8 アーリーダ錠60mg 60mg アパルタミド 前立腺癌治療剤 腎臓外科・泌尿器科

9 ミネブロ錠1.25mg 1.25mg エサキセレノン 選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー 内分泌・糖尿病内科、腎臓内科

10 ミネブロ錠2.5mg 2.5mg エサキセレノン 選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー 内分泌・糖尿病内科、腎臓内科、循環器内科

11 ロスーゼット配合錠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、腎臓内科、循環器内科/
院外専用

〔外用薬〕

12* 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

13* 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

14 テリルジー100エリプタ30吸入用 3成分配合COPD治療剤 呼吸器内科、総合内科・総合診療科/院外専用

〔注射薬〕

15* 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

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

フルチカゾンフランカルボン酸エステル　100μg
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　25μg

アナグリプチン　100mg
メトホルミン塩酸塩　500mg

エゼチミブ　10mg
ロスバスタチンカルシウム　2.5mg

エンパレグリフロジン　10mg
リナグリプチン　5mg

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1-6，12，13，15は継続審議となります。
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規格 一般名 分類 備考

〔内用薬〕

1 ミネブロ錠5mg 5mg エサキセレノン 選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー 不採用

2 ロスーゼット配合錠HD
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

不採用

3 炭カル錠500mg「旭化成」 500mg 沈降炭酸カルシウム 制酸剤 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」と切り替え

4 アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 200mg アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤 不採用

5 アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 500mg アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤 不採用

6 グルベス配合錠（院外）
速効型インスリン分泌促進薬/食後過血糖改善
配合薬

グルベス配合OD錠と切り替え

7 フルダラ錠10mg(院外・患限) 10mg フルダラビンリン酸エステル錠 抗悪性腫瘍剤 前回削除候補

8 プロセキソール錠0.5mg（院外） 0.5mg エチニルエストラジオール 卵胞ホルモン製剤 前回削除候補

9 ブシ末 500g/瓶 ブシ末 生薬製剤 前回削除候補

〔外用薬〕

10 ポリミキ洗浄水　500mL/瓶 500mL 硫酸ポリミキシンB 膀胱洗浄・腟洗浄剤 前回削除候補

11 ジフラールクリーム0.05%　5g/本 5g/本 ジフロラゾン酢酸エステル 外用合成副腎皮質ホルモン剤 ダイアコートクリーム0.05%　5g/本と切り替え

〔注射薬〕

12
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 不採用

13
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL（科
限）

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 ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mLと切り替え

14
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL（患
限）

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 ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mLと切り替え

15 シンポニー皮下注50mgシリンジ0.5mL 50mg ゴリムマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
シンポニー皮下注50mg
オートインジェクター0.5mLと切り替え

16 アピドラ注カート(院外)
300単位
/3mL

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 前回削除候補

表6.不採用医薬品及び削除医薬品一覧

ミチグリニドカルシウム水和物　10mg
ボグリボース　0.2mg

商品名

エゼチミブ　10mg
ロスバスタチンカルシウム　5mg
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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 カルベジロール錠1.25mg「トーワ」 東和薬品 慢性心不全治療剤 アーチスト錠1.25mg 院外

2 カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 東和薬品
慢性心不全治療剤/
頻脈性心房細動治療剤

アーチスト錠2.5mg 常用

3 カルベジロール錠10mg「トーワ」 東和薬品
持続性高血圧・狭心症治療剤/
慢性心不全治療剤/
頻脈性不整脈治療剤

アーチスト錠10mg 常用

4 ミグリトールOD錠50mg「トーワ」 東和薬品 糖尿病食後過血糖改善剤 セイブル錠50mg 院外

表7. 後発医薬品採用一覧
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