
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 アカルボースOD錠100mg「テバ」 100mg/錠 アカルボース 食後過血糖改善剤
アカルボースOD錠100mg「ファイザー」と
切り替え

2 アナストロゾール錠1mg「NK」 1mg/錠 アナストロゾール アロマターゼ阻害薬/閉経後乳癌治療剤 アナストロゾール錠1mg「SN」と切り替え

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

1 シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU
2,000JAU
/錠

スギ花粉エキス原末
スギ花粉症の減感作療法
（アレルゲン免疫療法）薬

耳鼻咽喉科・頭頸部外科/医師限定
/シダトレン舌下液2000JAU/mlパックと切り替え

2 シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU
5,000JAU
/錠

スギ花粉エキス原末
スギ花粉症の減感作療法
（アレルゲン免疫療法）薬

耳鼻咽喉科・頭頸部外科/医師限定
/シダトレン舌下液2000JAU/mlパックと切り替え

3 ケフレックスカプセル250mg
250mg/
ｶﾌﾟｾﾙ

セファレキシン 経口用セフェム系抗生物質製剤 呼吸器内科/患者限定から身分変更

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ジェミーナ配合錠（21錠シート） 月経困難症治療剤 フリウェル配合錠LD「モチダ」と切り替え

2 ジェミーナ配合錠（28錠シート） 月経困難症治療剤 メノエイドコンビパッチと切り替え

3 エディロールカプセル0.5μg
0.5μg/
ｶﾌﾟｾﾙ

エルデカルシトール 骨粗鬆症治療剤（活性型ビタミンD3製剤）

4 ジャディアンス錠25mg 25mg/錠 エンパグリフロジン 選択的SGLT2阻害剤 スターシス錠30mgと切り替え

5 ミニリンメルトOD錠25μg 25μg/錠 デスモプレシン 脳下垂体ホルモン剤 バップフォー錠10mgと切り替え

〔外用薬〕

6 ヒルドイドフォーム0.3% 92g/本 ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤

表1. 常用医薬品 

表2. 診療科限定医薬品

レボノルゲストレル　0.09mg/錠
エチニルエストラジオール 0.02mg/錠

表3. 院外専用医薬品

レボノルゲストレル　0.09mg/錠
エチニルエストラジオール 0.02mg/錠
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商品名 規格 一般名 分類 申請科/備考
〔内用薬〕

1* アジレクト錠1mg 1mg/錠 ラサギリン パーキンソン病治療剤（選択的MAO-B阻害剤） 脳神経内科

2* タリージェ錠5mg 5mg/錠 ミロガバリン 末梢性神経障害性疼痛治療剤
内分泌・糖尿病内科、膠原病内科、産科婦人
科、呼吸器外科、乳腺外科、皮膚科、総合内
科・総合診療科、麻酔科

3* タリージェ錠10mg 10mg/錠 ミロガバリン 末梢性神経障害性疼痛治療剤
膠原病内科、産科婦人科、呼吸器外科、整形外
科、乳腺外科、総合内科・総合診療科、麻酔科

4* タリージェ錠15mg 15mg/錠 ミロガバリン 末梢性神経障害性疼痛治療剤
膠原病内科、産科婦人科、乳腺外科、整形外
科、麻酔科

5* ピコプレップ配合内用剤 経口腸管洗浄剤 消化器内科、皮膚科

6* ビムパットドライシロップ10％ 100mg/g ラコサミド 抗てんかん剤 小児科

7* ラグノスNF経口ゼリー分包12g 12g/包 ラクツロース
生理的腸管機能改善剤/
高アンモニア血症用剤剤

消化器内科/院外専用

8* レルミナ錠40mg 40mg/錠 レルゴリクス GnRHアンタゴニスト 産科婦人科/院外専用

9
イノラス配合経腸用液
（ヨーグルトフレーバー）

187.5mL/
袋

経腸成分栄養剤 経腸栄養剤（経口・経管両用） 消化器外科

10
イノラス配合経腸用液
（りんごフレーバー）

187.5mL/
袋

経腸成分栄養剤 経腸栄養剤（経口・経管両用） 消化器外科

11 スマイラフ錠50mg 50mg/錠 ペフィシチニブ臭化水素酸塩 ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤 整形外科、膠原病内科

12 スマイラフ錠100mg 100mg/錠 ペフィシチニブ臭化水素酸塩 ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤 整形外科、膠原病内科

〔外用薬〕

13* オラビ錠口腔用50mg 50mg/錠 ミコナゾール 口腔粘膜付着型口腔咽頭カンジダ症治療剤 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

14* ロゼックスゲル0.75% 50g/本 メトロニダゾール がん性皮膚潰瘍臭改善薬 皮膚科

15 ビレーズトリエアロスフィア56吸入 COPD治療配合剤 呼吸器内科/院外専用

16 ビベスピエアロスフィア28吸入 COPD治療配合剤 呼吸器内科/院外専用

17 ロナセンテープ40mg 40mg/枚 ブロナンセリン 抗精神病剤 精神科

18 アジマイシン点眼液1% 2.5mL/本 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点眼剤 眼科

〔注射薬〕

19* エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ
0.5mL「MA」

25mg/本 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/本 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 ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
持効型溶解インスリンアナログ/
ヒトGLP-1アナログ配合注射液

内分泌・糖尿病内科/院外専用

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。

規格 一般名 分類 備考

〔内用薬〕

1 ミコブティンカプセル150mg
150mg/
ｶﾌﾟｾﾙ

リファブチン 抗酸菌症治療薬

2 アンコチル錠500mg 500mg/錠 フルシトシン 深在性真菌症治療剤

3
ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク
配合散「雪印」

1,200g/缶 特殊粉乳 代謝異常症用特殊粉乳

商品名

表5. 必要時購入医薬品一覧

*上記医薬品1-8, 13, 14, 19, 20は継続審議となります。

表4.仮採用医薬品 

ピコスルファートナトリウム水和物　10mg/包
酸化マグネシウム　3.5g/包
無水クエン酸　12g/包

ブデソニド160μg/1噴霧
グリコピロニウム臭化物9μg/1噴霧
ホルモテロールフマル酸塩水和物5μg/1噴霧

グリコピロニウム臭化物9μg/1噴霧
ホルモテロールフマル酸塩水和物5μg/1噴霧

インスリンデグルデク（遺伝子組換え）300単位/
キット
リラグルチド（遺伝子組換え）10.8mg/キット
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規格 一般名 分類 備考

〔内用薬〕

1 フリウェル配合錠LD「モチダ」（院外） 月経困難症治療剤 ジェミーナ配合錠（21錠シート）と切り替え

2 エプクルーサ配合錠 抗ウイルス剤 不採用

3 カーバグル分散錠200mg 200mg/錠 カルグルミン酸 高アンモニア血症治療剤 不採用

4 シダトレン舌下液2000JAU/mlパック
2000JAU/
mlパック

標準化スギ花粉エキス
スギ花粉症の減感作療法（アレルゲン免疫療法）
薬

シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU、5000JAUと
切り替え

5 スターシス錠30mg（院外） 30mg/錠 ナテグリニド 速効型食後血糖降下剤 ジャディアンス錠25mgと切り替え

6 バップフォー錠10mg（院外） 10mg/錠 プロピベリン 尿失禁/頻尿/過活動膀胱 ミニリンメルトOD錠25μgと切り替え

7 スタレボ配合錠L50（院外） 抗パーキンソン剤 前回削除候補

8 ベネシッド錠250mg(患限・院外) 250mg/錠 プロベネシド 痛風治療剤 前回削除候補

9 ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g 2g/本 アジスロマイシン 15員環マクロライド系抗生物質製剤 販売中止のため

10 ガストロゼピン錠25mg（院外） 25mg/錠 ピレンゼピン 胃炎・消化性潰瘍治療剤 販売中止のため

11 アカルボースOD錠100mg「ファイザー」 100mg/錠 アカルボース 食後過血糖改善剤
アカルボースOD錠100mg「テバ」と切り替え
/販売中止のため

12 アナストロゾール錠1mg「SN」 1mg/錠 アナストロゾール アロマターゼ阻害薬/閉経後乳癌治療剤
アナストロゾール錠1mg「NK」と切り替え
/販売中止のため

〔外用薬〕

13 ワンクリノン腟用ゲル90mg（院外） 90mg/本 プロゲステロン 黄体ホルモン製剤 前回削除候補

14 メノエイドコンビパッチ（院外） 経皮吸収型卵胞・黄体ホルモン製剤 ジェミーナ配合錠（28錠シート）と切り替え

商品名 メーカー 分類 先発医薬品 採用区分

〔内用薬〕

1 エンタカポン錠100mg「KN」 小林化工 末梢COMT阻害剤 コムタン錠100mg 患者限定

2 トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」 東和薬品 チアジド系降圧利尿剤 フルイトラン錠2mg 常用

3
セフジトレンピボキシル小児用細粒10%
「OK」

大蔵製薬 経口用セフェム系抗生物質 メイアクトMS小児用細粒10% 常用

〔外用薬〕

4 オドメール点眼液0.1% 千寿製薬 抗炎症ステロイド点眼剤 フルメトロン点眼液0.1% 常用

レボドパ　50mg/錠
カルビドパ　5mg/錠
エンタカポン　100mg/錠

酢酸ノルエチステロン　2.70mg/枚
エストラジオール 0.62mg/枚

表7. 後発医薬品採用一覧

表6.不採用医薬品及び削除医薬品一覧
商品名

ノルエチステロン　1mg/錠
エチニルエストラジオール 0.02mg/錠

ソホスブビル　400mg/錠
ベルパタスビル　100mg/錠
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