
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 タリージェ錠5mg 5mg/錠 ミロガバリンベシル酸 末梢性神経障害性治療剤 ロキソニン錠60mgと切り替え

2 タリージェ錠10mg 10mg/錠 ミロガバリンベシル酸 末梢性神経障害性治療剤

3 タリージェ錠15mg 15mg/錠 ミロガバリンベシル酸 末梢性神経障害性治療剤

〔外用薬〕

4 ワプロン口腔用貼付剤25μg 25μg/枚 トリアムシノロンアセトニド 付着フィルム型アフタ性口内炎治療剤 アフタッチ口腔用貼付剤25μgと切り替え

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 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、脳神経内科

2 アジレクト錠0.5mg 0.5mg/錠 ラサリギンメシル酸塩 パーキンソン病治療剤（選択的MAO-B阻害剤） 脳神経内科

3 アジレクト錠1mg 1mg/錠 ラサリギンメシル酸塩 パーキンソン病治療剤（選択的MAO-B阻害剤） 脳神経内科

4 ナルラピド錠4mg 4mg/錠 ヒドロモルフォン塩酸塩 がん疼痛治療剤 オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」と切り替え

5 ナルサス錠24mg 24mg/錠 ヒドロモルフォン塩酸塩 がん疼痛治療剤 オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」と切り替え

6 エルカルチンFF内用液10% 100mL/瓶 レボカルニチン レボカルニチン製剤
院外専用医薬品から身分変更/
小児科

〔注射薬〕

7
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
エンブレル皮下注25mgペン0.5ｍLと切り替え/
膠原病内科、整形外科

8
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
エンブレル皮下注50mgペン1.0ｍLと切り替え/
膠原病内科、整形外科

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

1 ベネクレクスタ錠10mg 10mg/錠 ベネトクラクス 抗悪性腫瘍剤/BCL-2阻害剤

2 ベネクレクスタ錠50mg 50mg/錠 ベネトクラクス 抗悪性腫瘍剤/BCL-2阻害剤

3 ベネクレクスタ錠100mg 100mg/錠 ベネトクラクス 抗悪性腫瘍剤/BCL-2阻害剤

4 ウプトラビ錠0.2mg 0.2mg/錠 セレキシパグ
選択的プロスタサイクリン受容体（IP受容体）作動
薬

院外専用医薬品から身分変更

5 イクスタンジ錠80mg 80mg/錠 エンザルタミド 前立腺癌治療剤 院外専用医薬品から身分変更

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 フロベン顆粒8% 80mg/g フルルビプロフェン 鎮痛・抗炎症剤 ソランタール錠100mgと切り替え

2 エプクルーサ配合錠
400mg/錠
100mg/錠

ソホスブビル
ベルパスタビル

抗ウイルス剤 エレルサ錠50mg、グラジナ錠50mgと切り替え

3 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

4 レルミナ錠40mg 40mg/錠 レルゴリクス GnRHアンタゴニスト

5 エフピーOD錠2.5mg 2.5mg/錠 セレギリン塩酸塩 パーキンソン病治療剤（選択的MAO-B阻害剤）
アジレクト錠0.5mg、同錠1mg採用に伴い身分変
更

6 ジュリナ錠0.5mg 0.5mg/錠 エストラジオール 経口エストラジオール製剤 タリージェ錠15mg採用に伴い身分変更

7 ケタスカプセル10mg
10mg/
ｶﾌﾟｾﾙ

イブジラスト ホスホジエステラーゼ阻害剤 タリージェ錠10mg採用に伴い身分変更

8 カロリールゼリー40.496% 16.05g/個 ラクツロース 高アンモニア血症用剤・生理的腸管機能改善剤
ラグノスNF経口ゼリー分包12g採用に伴い身分
変更

9 ビブラマイシン錠100mg 100mg/錠 ドキシサイクリン塩酸塩 テトラサイクリン系抗生物質

10
トコフェロール酢酸エステル顆粒20%
「ツルハラ」

200mg/g トコフェロール酢酸エステル ビタミンE製剤 ユベラ顆粒20%と切り替え

〔外用薬〕

11 パルミコート吸入液0.25mg 0.25mg/A ブテソニド 吸入ステロイド喘息治療剤

12 パルミコート吸入液0.5mg 0.5mg/A ブテソニド 吸入ステロイド喘息治療剤 パルミコート吸入液0.25mg採用に伴い身分変更

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

14 リバスタッチパッチ13.5mg 13.5mg/枚 リバスチグミン アルツハイマー型認知症治療剤 常用医薬品から身分変更

〔注射薬〕

15 ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
300単位/本
10.8mg/本

インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）
リラグルチド（遺伝子組換え）

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

商品名 規格 一般名 分類 申請科/備考
〔内用薬〕

1* ツムラ四物湯エキス顆粒 2.5g/包 四物湯エキス 漢方製剤 院外専用/精神科

2* イノラス配合経腸液（ヨーグルトフレー
バー）

187.5mL/
袋

経腸成分栄養剤 経腸栄養（経口・経管両用） 消化器外科、救命救急科

3* イノラス配合経腸液（りんごフレー
バー）

187.5mL/
袋

経腸成分栄養剤 経腸栄養（経口・経管両用） 消化器外科、救命救急科

4* 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 院外専用/整形外科

5* 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 院外専用/整形外科

6 ローブレナ錠25mg 25mg/錠 ロルラチニブ 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 腫瘍内科

7 ローブレナ錠100mg 100mg/錠 ロルラチニブ 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 腫瘍内科

8 ロズリートレクカプセル200mg
200mg/
ｶﾌﾟｾﾙ

エヌトレクチニブ 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 腫瘍内科

〔外用薬〕

9* 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

10* 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〕

11 フィアスプ注100単位/mL 10mL/V インスリンアスパルト(遺伝子組換え) 超速効型インスリンアナログ注射液 小児科

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1-5, 9-10は継続審議となります。

表4. 院外専用医薬品

表5.仮採用医薬品 
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規格 一般名 分類 備考

〔外用薬〕

1 スミスリンローション5%（科限） 30g/本 フェノトリン 駆虫剤 必要時購入へ身分変更

規格 一般名 分類 備考

〔内用薬〕

1 ピコプレップ配合内用剤
10mg/包
3.5mg/包
12g/包

ピコスルファートナトリウム水和物
酸化マグネシウム
無水クエン酸

経口腸管洗浄剤 不採用

2 ソランタール錠100mg 100mg/錠 チアラミド塩酸塩 鎮痛・抗炎症剤 フロベン顆粒と切り替え

3 エレルサ錠50mg（院外） 50mg/錠 エルバスビル 抗ウイルス剤 エプクルーサ配合錠と切り替え

4 グラジナ錠50mg（院外） 50mg/錠 グラゾプレビル 抗ウイルス剤 エプクルーサ配合錠と切り替え

5 ロキソニン錠60mg（科限） ６0mg/錠 ロキソプロフェンナトリウム 鎮痛・抗炎症・解熱剤 タリージェ錠5mgと切り替え

6 オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」（科限） 5mg/錠 オキシコドン塩酸塩 持続性癌性疼痛治療剤 ナルラピド錠4mgと切り替え

7 オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」（科限） 10mg/錠 オキシコドン塩酸塩 持続性癌性疼痛治療剤 ナルサス錠24mgと切り替え

8 テノゼット錠300mg（科限） 300mg/錠
テノホビル　ジソプロキシルフマル
酸塩

抗ウイルス化学療法剤 前回削除候補

9 ユベラ顆粒20% 200mg/g トコフェロール酢酸エステル ビタミンE剤
販売終了/トコフェロール酢酸エステル
顆粒20%「ツルハラ」と切り替え

〔外用薬〕

10 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 不採用

11 アフタッチ口腔用貼付剤25μg 25μg/錠 トリアムシノロンアセトニド アフタ性口内炎治療剤 ワプロン口腔用貼付剤25μgと切り替え

12 ビレーズトリエアロスフィア56吸入（院外）
160μg/1噴霧
9μg/1噴霧
5μg/1噴霧

ブデソニド
グリコピロニウム臭化物
ホルモテロールフマル酸塩水和物

COPD治療配合剤 不採用

13 ビベスピエアロスフィア28吸入（院外）
9μg/1噴霧
5μg/1噴霧

グリコピロニウム臭化物
ホルモテロールフマル酸塩水和物

COPD治療配合剤 不採用

〔注射薬〕

14 エンブレル皮下注25mgペン0.5mL（科限） 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
エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ
0.5mL「MA」と切り替え

15 エンブレル皮下注50mgペン1.0mL（科限） 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
エタネルセプトBS皮下注50mgペン
1.0mL「MA」と切り替え

規格 一般名処方名（院外処方箋表記名） 分類 採用区分

  〔内用薬〕

1 カルシトリオールカプセル0.25μg「テバ」
0.25μg/
カプセル

【般】カルシトリオールカプセル
0.25μg

活性型ビタミンD3製剤 常用

2 カルボシステイン錠500mg「トーワ」 500mg/錠 【般】カルボシステイン錠500mg 気道粘膜調整・粘膜正常化剤 常用

3 スピロノラクトン錠25mg「日医工」 25mg/錠 【般】スピロノラクトン錠25mg 抗アルドステロン性利尿・降圧剤 常用

4 フロセミド錠10mg「NP」 10mg/錠 【般】フロセミド錠10mg 利尿降圧剤 常用

5 フロセミド錠20mg「NP」 20mg/錠 【般】フロセミド錠20mg 利尿降圧剤 常用

6 フロセミド錠40mg「NP」 40mg/錠 【般】フロセミド錠40mg 利尿降圧剤 常用

商品名

表7.不採用医薬品及び削除医薬品一覧
商品名

表6. 必要時購入医薬品一覧
商品名

表8.一般名処方対象医薬品一覧
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