
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ミネブロ錠2.5mg 2.5mg/錠 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

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

1 アーリーダ錠60mg 60mg/錠 アパルタミド 前立腺癌治療剤 腎臓外科・泌尿器科/院外専用

〔外用薬〕

2 パルミコート吸入液0.5mg
0.5mg
/2mL

ブデソニド 吸入ステロイド喘息治療剤 救命救急科/異議申請

〔注射薬〕

3 スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL 75mg/本 リサンキズマブ（遺伝子組換え） ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤 皮膚科

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 オペプリム
500mg
/カプセル

ミトタン
副腎癌化学療法剤
副腎皮質ホルモン合成阻害剤

2 ピコプレップ配合内用剤 経口腸管洗浄剤 異議申請

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ミネブロ錠1.25mg 1.25mg/錠 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

2 セララ錠50mg 50mg/錠 エプレレノン 選択的アルドステロンブロッカー
ミネブロ錠2.5mgの採用に伴い、
常用医薬品から身分変更

3 ディナゲスト錠0.5mg 0.5mg/錠 ジエノゲスト 月経困難症治療剤 プロセキソール錠0.5mgと切り替え

4 スペリア錠200mg 200mg/錠 フドステイン 気道分泌細胞正常化剤 常用医薬品から身分変更

5 レイアタッツカプセル150mg
150mg
/カプセル

アタザナビル硫酸塩 HIVプロテアーゼ阻害剤 患者限定医薬品から身分変更

6 ジゴシン錠0.25mg 0.25mg/錠 ジゴキシン ジギタリス配糖体製剤 常用医薬品から身分変更

7 モンテルカスト錠5mg「KM」 5mg/錠 モンテルカストナトリウム
ロイコトリエン受容体拮抗剤
気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

常用医薬品から身分変更

表2. 診療科限定医薬品

表1. 常用医薬品 

表3. 患者限定医薬品

表4. 院外専用医薬品

（日局）ピコスルファートナトリウム水和物　10mg
（日局）酸化マグネシウム　3.5g
（日局）無水クエン酸　12g
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商品名 規格 一般名 分類 申請科/備考
〔内用薬〕

1* エクフィナ錠50mg 50mg/錠 サフィナミドメシル酸塩 パーキンソン病治療剤 総合内科・総合診療科

2* コララン錠2.5mg 2.5mg/錠 イバブラジン塩酸塩 HCNチャネル遮断薬 循環器内科

3
* トリンテリックス錠10mg 10mg/錠 ボルチオキセチン臭化水素酸塩

セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体
調節剤

精神科

4* ベレキシブル錠80mg 80mg/錠 チラブルチニブ塩酸塩 抗悪性腫瘍剤 脳神経外科/院外専用

5* ラツーダ錠20mg 20mg/錠 ルラシドン塩酸塩 抗精神病薬/双極性障害のうつ症状治療薬 精神科

6 ロケルマ懸濁用散分包5g 5g/包
ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム
水和物

高カリウム血症改善剤 循環器内科

7 キャブピリン配合錠 アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩配合錠 循環器内科、脳神経外科

8 ユリス錠1mg 1mg/錠 ドチヌラド 選択的尿酸再吸収阻害薬 消化器内科、循環器内科

9 デエビゴ錠2.5mg 2.5mg/錠 レンボレキサント 不眠症治療薬 精神科

10 デエビゴ錠5mg 5mg/錠 レンボレキサント 不眠症治療薬 消化器内科

11 フィコンパ細粒1% 10mg/g ペランパネル水和物 抗てんかん剤 小児科/院外専用

12 カボメティクス錠20mg 20mg/錠 カポザンチニブリンゴ酸塩 抗悪性腫瘍剤 腎臓外科・泌尿器科

13 カボメティクス錠60mg 60mg/錠 カポザンチニブリンゴ酸塩 抗悪性腫瘍剤 腎臓外科・泌尿器科

〔外用薬〕

14 アイラミド配合懸濁性点眼液 α2作動薬/炭酸脱水酵素阻害薬配合剤 眼科/院外専用

15 コレクチム軟膏0.5% 5g/本 デルゴシチニブ 外用ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤 皮膚科

〔注射薬〕

16* テリボン皮下注28.2μg
オートインジェクター

28.2μg
/本

テリパラチド酢酸塩注射液 骨粗鬆症治療剤 総合内科・総合診療科、整形外科、膠原病内科

17 オゼンピック皮下注0.25mgSD 0.25mg セマグルチド(遺伝子組み換え) 持続性GLP-1受容体作動薬 内分泌・糖尿病内科/院外専用

18 オゼンピック皮下注0.5mgSD 0.5mg セマグルチド(遺伝子組み換え) 持続性GLP-1受容体作動薬 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。

*上記医薬品1-5，16は継続審議となります。

表5.仮採用医薬品 

1mg/本　ブリモニジン酒石酸塩
10mg/本　ブリンゾラミド

100mg/錠　アスピリン
10mg/錠　ボノプラザンフマル酸塩
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規格 一般名 分類 備考

〔内用薬〕

1 エストラサイトカプセル156.7mg
156.7mg
/カプセル

エストラムスチンリン酸エステル
ナトリウム水和物

前立腺癌治療剤 アーリーダ錠60mgと切り替え

2 エベレンゾ錠20mg 20mg/錠 ロキサデュスタット HIF-PH阻害薬・腎性貧血治療薬 不採用

3 エベレンゾ錠50mg 50mg/錠 ロキサデュスタット HIF-PH阻害薬・腎性貧血治療薬 不採用

4 エベレンゾ錠100mg 100mg/錠 ロキサデュスタット HIF-PH阻害薬・腎性貧血治療薬 不採用

5 プロセキソール錠0.5mg（院外） 0.5mg/錠 エチニルエストラジオール 卵胞ホルモン製剤 ディナゲスト錠0.5mgと切り替え

6 レミニール内用液4mg/mL(2mL分包品）（院外） 4mg/mL ガランタミン臭化水素酸塩 アルツハイマー型認知症治療剤 前回削除候補

7 レミニール内用液4mg/mL（3mL分包品）（院外） 4mg/mL ガランタミン臭化水素酸塩 アルツハイマー型認知症治療剤 前回削除候補

8 イーフェンバッカル錠50μg（科限） 50μg/錠 フェンタニルクエン酸塩 口腔粘膜吸収癌性疼痛治療剤 前回削除候補

〔外用薬〕

9 ハルロピテープ8mg 8mg/枚 ロピニロール塩酸塩
経皮吸収型ドパミン作動性
パーキンソン病治療薬

不採用

10 ハルロピテープ24mg 24mg/枚 ロピニロール塩酸塩
経皮吸収型ドパミン作動性
パーキンソン病治療薬

不採用

11 ハルロピテープ40mg 40mg/枚 ロピニロール塩酸塩
経皮吸収型ドパミン作動性
パーキンソン病治療薬

不採用

〔注射薬〕

12 プラルエント皮下注75mgペン（患限） 75mg/本 アリロクマブ（遺伝子組換え）
高コレステロール血症治療剤/
完全ヒト型抗PCSK9モノクローナル抗体

販売終了

13 アドベイト静注用500（患限）
500国際単
位/V

ルリオクトコグ　アルファ
（遺伝子組換え）

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤 販売終了

表6.不採用医薬品及び削除医薬品一覧

商品名
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商品名 メーカー 分類 先発医薬品
後発

薬価（円）
先発

薬価（円）
採用区分

〔内用薬〕

1* シロドシンOD錠4mg｢DSEP｣ 第一三共エスファ
選択的α1A遮断薬

前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬
ユリーフOD錠4mg 23.9 65.2 常用

2* エスタゾラム錠2mg｢アメル｣ 共和薬品工業 睡眠剤 ユーロジン2mg錠 9.7 12.4 常用

3* ブロナンセリン錠4mg｢DSPB｣ DSファーマプロモ 抗精神病剤 ロナセン錠4mg 43.7 58.8 常用

〔外用薬〕

4* サンドールP点眼液 日本点眼 検査用散瞳点眼剤 ミドリンP点眼液 21.0 28.2 常用

表7. 後発医薬品採用一覧

上記医薬品1-4は、該当する先発医薬品の在庫が終了次第切り替えとなります。

4 令和2年度第2回薬事委員会　結果通知


	202007 jouyou
	202007 husaiyou
	202007 kouhatsu

