
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ファンギゾンシロップ100mg/mL 24mL/瓶 アムホテリシンB ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤 ハリゾンシロップ100mg/mLの自主回収のため

〔外用薬〕

2＊ プリビナ液0.05%
0.05%
/500mL

ナファゾリン硝酸塩点鼻液 点鼻用局所血管収縮剤 ナシビン点鼻・点眼液0.05%と切替

3＊ 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 付着フィルム型アフタ性口内炎治療剤 ワプロン口腔用貼付剤25μgと切替

4 ビソノテープ2mg 2mg/枚 ビソプロロール 経皮吸収型・β1遮断剤 診療科限定医薬品からの身分変更

〔注射薬〕

5 ゾルトファイ配合注フレックスタッチ 3mL/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

院外専用医薬品からの身分変更

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔注射薬〕

1＊ インスリンリスプロBS注
100単位/mL HU「サノフィ」

1000単位/V
インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）
［インスリン　リスプロ後続1］

抗糖尿病剤
内分泌・糖尿病内科
/ヒューマログ注100単位/mLと切替

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 セリンクロ錠10mg 10mg/錠 ナルメフェン塩酸塩錠水和物 アルコール依存症　飲酒量低減薬

2 リアメット配合錠 抗マラリア剤

〔注射薬〕

3＊ ヌーカラ皮下注100mgペン 100mg/本 メポリズマブ ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体 ヌーカラ皮下注用100mgと切替

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 レベトールカプセル200mg
200mg
/ｶﾌﾟｾﾙ

リバビリン 抗ウイルス剤

2 イブランス錠25mg 25mg/錠 パルボシクリブ 抗悪性腫瘍剤（CDK4/6阻害剤） イブランスカプセル25mgと切替

3 イブランス錠125mg 125mg/錠 パルボシクリブ 抗悪性腫瘍剤（CDK4/6阻害剤） イブランスカプセル125mgと切替

4 アザルフィジンEN錠250mg 250mg/錠 サラゾスルファピリジン 抗リウマチ剤

〔注射薬〕

5＊ ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位/本 インスリン　アスパルト（遺伝子組換え）
二相性プロタミン
結晶性インスリンアナログ水性懸濁注射液

ゾルトファイ配合注フレックスタッチの身分変更
に伴い院外専用医薬品へ

6＊ アピドラ注ソロスター 300単位/本 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
オゼンピック皮下注0.25mgSDの身分変更
に伴い院外専用医薬品へ

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

*上記医薬品2-3は該当する医薬品の在庫終了次第切り替えとなります。

*上記医薬品1は該当する医薬品の在庫終了次第切り替えとなります。

*上記医薬品5-6は該当する医薬品の在庫終了次第院外専用となります。

アルテメテル20mg・
ルメファントリン120mg/錠

表2. 診療科限定医薬品

*上記医薬品3は該当する医薬品の在庫終了次第切り替えとなります。
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商品名 規格 一般名 分類 申請科/備考
〔内用薬〕

1* ノクサフィル錠100mg 100mg/錠 ポサコナゾール 深在性真菌症治療剤 血液内科

2 ニュベクオ錠300mg 300mg/錠 ダロルタミド 前立腺癌治療剤 腎臓外科・泌尿器科

3 エンレスト錠50mg 50mg/錠 サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物
アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬
（ARNI）

循環器内科

4 エンレスト錠100mg 100mg/錠 サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物
アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬
（ARNI）

循環器内科

5 エンレスト錠200mg 200mg/錠 サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物
アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬
（ARNI）

循環器内科/院外専用

6 リンヴォック錠7.5mg 7.5mg/錠 ウパダシチニブ水和物 ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤 整形外科/院外専用

7 リンヴォック錠15mg 15mg/錠 ウパダシチニブ水和物 ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤 整形外科/院外専用

8 メラトベル顆粒小児用0.2% 2mg/g メラトニン メラトニン受容体作動性入眠改善剤 小児科/院外専用

〔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
剤

異議申請
脳神経内科/院外専用

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
剤

異議申請
脳神経内科/院外専用

11＊ ハルロピテープ32mg 32mg/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
剤

異議申請
脳神経内科/院外専用

〔注射薬〕

12 ソリクア配合注ソロスター 3mL/本
インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）
・リキシセナチド配合剤

持効型溶解インスリンアナログ製剤
/GLP-1受容体作動薬

内分泌・糖尿病内科/院外専用

13＊ オゼンピック皮下注0.25mgSD 0.5mL/本 セマグルチド（遺伝子組換え） 2型糖尿病治療剤 持続性GLP-1受容体作動薬
院外専用仮採用医薬品からの身分変更
内分泌・糖尿病内科

14 オゼンピック皮下注1.0mgSD 1.0mg/本 セマグルチド（遺伝子組換え） 2型糖尿病治療剤 持続性GLP-1受容体作動薬 内分泌・糖尿病内科/院外専用

15 インスリンリスプロBS注
カートHU「サノフィ」

300単位
/カートリッジ

インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）
［インスリン　リスプロ後続1］

抗糖尿病剤 内分泌・糖尿病内科

16 インスリンリスプロBS注
ソロスターHU「サノフィ」

300単位/本
インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）
［インスリン　リスプロ後続1］

抗糖尿病剤 内分泌・糖尿病内科

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1,9-11,13は継続審議となります。

表5.仮採用医薬品 
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規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ツルバダ配合錠
200mg・
300mg/錠

エムトリシタビン・
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 患者限定医薬品からの身分変更

規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1
オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」
（院外）

20mg/錠 オキシコドン塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 前回削除候補

2 ペリシット錠250mg（院外） 250mg/錠 ニセリトロール 脂質代謝・末梢循環改善剤 前回削除候補

3 リスパダール内用液1mg/mL（患限） 1mL/包 リスペリドン 抗精神病剤 セリンクロ錠10mgの採用に伴い削除

4 ラスビック錠75mg 75mg/錠 ラスクフロキサシン塩酸塩 キノロン系経口抗菌剤 不採用

5 イブランスカプセル25mg（院外） 25mg/ｶﾌﾟｾﾙ パルボシクリブ 抗悪性腫瘍剤（CDK4/6阻害剤） イブランス錠25mgと切替

6 イブランスカプセル125mg（院外）
125mg/ｶﾌﾟｾ
ﾙ

パルボシクリブ 抗悪性腫瘍剤（CDK4/6阻害剤） イブランス錠125mgと切替

〔外用薬〕

7 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
販売中止
/アフタッチ口腔用貼付剤25μgと切替

8 ナシビン点鼻・点眼液0.05% 500mL オキシメタゾリン塩酸塩 点鼻・点眼用局所血管収縮剤 販売中止/プリビナ液0.05%と切替

9 アイベータ配合点眼液
α2作動薬/β遮断薬配合剤

緑内障・高眼圧症治療剤
不採用

〔注射薬〕

10 ヌーカラ皮下注用100mg（患限） 100mg/V メポリズマブ ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体 ヌーカラ皮下注100mgペンと切替

11 ヒューマログ注100単位/mL 10mL/V インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤
インスリンリスプロBS注
100単位/mL HU「サノフィ」と切替

表6. 必要時購入医薬品一覧
商品名

表7.不採用医薬品及び削除医薬品一覧
商品名

ブリモニジン酒石酸塩 1mg/mL
チモロールマレイン酸塩 6.8mg/mL
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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＊ カルバマゼピン錠100mg「アメル」 共和薬品工業 向精神作用性てんかん治療剤・躁状態治療剤 テグレトール錠100mg 5.7 6.0 常用

2＊ カルバマゼピン錠200mg「アメル」 共和薬品工業 向精神作用性てんかん治療剤・躁状態治療剤 テグレトール錠200mg 6.4 9.7 常用

3＊ カルバマゼピン細粒50%「アメル」 共和薬品工業 向精神作用性てんかん治療剤・躁状態治療剤 テグレトール細粒50% 14.6 20.7 常用

4 ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 セレネース錠0.75mg 6.0 7.9 院外

5＊ ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 セレネース錠1.5mg 6.1 9.6 常用

6＊ ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」 田辺三菱製薬 精神神経安定剤 セレネース細粒1% 13.2 41.2 常用

7＊ ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」 日本ジェネリック
Ca拮抗性不整脈治療剤/
虚血性心疾患治療剤

ワソラン錠40mg 6.4 7.2 常用

8＊ サクコルチン配合錠 日医工 副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン配合剤 セレスタミン配合錠 5.7 8.9 常用

9＊ カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」 日医工 循環系調整剤 カルナクリン錠50 5.9 17.6 常用

10 ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 第一三共エスファ HMG-CoA還元酵素阻害剤 クレストールOD錠5mg 35.5 99.9 院外

11 レトロゾール錠2.5mg「サンド」 サンド アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤 フェマーラ錠2.5mg 125.3 459.1 院外

12＊ シルニジピン錠10mg「サワイ」 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 アテレック錠10 23.9 43.5 常用

13 シルニジピン錠20mg「サワイ」 沢井製薬 持続性Ca拮抗降圧剤 アテレック錠20 36.0 76.1 院外

14＊ イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」 東和薬品 脳循環・代謝改善薬 セロクラール錠20mg 5.9 11.8 常用

15＊ トラニラストカプセル100mg「トーワ」 東和薬品
アレルギー性疾患治療剤/
ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤

リザベンカプセル100mg 7.8 17.9 常用

16＊ ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」  第一三共エスファ
抗悪性腫瘍剤/
上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害剤

イレッサ錠250 2785.1 4982.1 科限

〔外用薬〕

17＊ クロベタゾールプロピオン酸エステル
軟膏0.05%「MYK」

前田薬品工業 外用合成副腎皮質ホルモン剤 デルモベート軟膏0.05% 9.0 21.8 常用

表8. 後発医薬品採用一覧

＊上記医薬品1-3,5-9,12,14-17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。
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