
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 エネーボ配合経腸用液 250mL/缶 経腸成分栄養剤 経腸栄養（経口・経管両用） 診療科限定医薬品から身分変更

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

1
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

2 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

〔外用薬〕

3 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

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ツムラ四物湯エキス顆粒 2.5g/包

日局ジオウ
日局シャクヤク
日局センキュウ
日局トウキ

漢方製剤

2 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 異議申請/患者限定医薬品

3＊ ボシュリフ錠100mg 100mg/錠 ボスチニブ水和物 抗悪性腫瘍剤 患者限定医薬品から身分変更

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 診療科限定医薬品/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 診療科限定医薬品/整形外科

6 メタライト250カプセル
250mg
/ｶﾌﾟｾﾙ

トリエンチン塩酸塩 ウィルソン病治療剤 患者限定医薬品

〔外用薬〕

7 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

8＊ レクタブル2mg注腸フォーム14回 2mg/ﾌﾟｯｼｭ ブテゾニド 潰瘍性大腸炎治療剤 診療科限定医薬品から身分変更

表1. 常用医薬品 

表3. 院外専用医薬品

*上記医薬品3，8は在庫終了次第院外専用となります。

表2. 診療科限定医薬品
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商品名 規格 一般名 分類 申請科/備考
〔内用薬〕

1＊ 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

2 バフセオ錠150mg 150mg/錠 バダデュスタット HIF-PH阻害剤 腎臓外科・泌尿器科、循環器内科、腎臓内科

3 バフセオ錠300mg 300mg/錠 バダデュスタット HIF-PH阻害剤 腎臓外科・泌尿器科、循環器内科、腎臓内科

4 ダーブロック錠2mg 2mg/錠 ダプロデュスタット HIF-PH阻害剤
腎臓外科・泌尿器科、内分泌・糖尿病内科、
腎臓内科

5 ダーブロック錠4mg 4mg/錠 ダプロデュスタット HIF-PH阻害剤
腎臓外科・泌尿器科、内分泌・糖尿病内科、
腎臓内科

〔外用薬〕

6 バクスミー点鼻粉末剤3mg 3mg/本 グルカゴン 低血糖時救急治療剤 内分泌・糖尿病内科

7 エナジア吸入用カプセル中用量 3成分配合喘息治療剤 呼吸器内科、総合内科・総合診療科/院外専用

8 エナジア吸入用カプセル高用量 3成分配合喘息治療剤 呼吸器内科、総合内科・総合診療科/院外専用

9 ビレーズトリ　エアロスフィア　56吸入 COPD治療配合剤 総合内科・総合診療科/院外専用

〔注射薬〕

10＊ 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

11 ルムジェブ注ミリオペン
300単位
/ｷｯﾄ

インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤 内分泌・糖尿病内科

12 ルムジェブ注100単位/mL 100単位/V インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤 内分泌・糖尿病内科

13 ルムジェブ注カート 300単位/筒 インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤 内分泌・糖尿病内科/院外専用

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

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1,10は継続審議となります。

表4.仮採用医薬品 

インダカテロール：150μg/吸入
グリコピロニウム：50μg/吸入
モメタゾンフランカルボン酸エステル：80μg/吸入

インダカテロール：150μg/吸入
グリコピロニウム：50μg/吸入
モメタゾンフランカルボン酸エステル：160μg/吸入
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規格 一般名 分類 備考

〔内用薬〕

1 ポマリストカプセル2mg 2mg/ｶﾌﾟｾﾙ ポマリドミド 抗造血器悪性腫瘍剤

〔注射薬〕

2 ソマバート皮下注用20mg 20mg/V ペグビソマント（遺伝子組換え） 成長ホルモン受容体拮抗剤 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 グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」（患限） 2mg/包 グラニセトロン 5-HT3受容体拮抗型制吐剤 前回削除候補

2 クロフェクトン顆粒10%（院外） 100mg/g クロカプラミン塩酸塩水和物 精神神経安定剤
ツムラ四物湯エキス顆粒の採用
に伴い削除

3 エンシュア・Hバニラ 250mL/缶 経腸成分栄養剤 経腸栄養（経口・経管両用）
イノラス配合経腸液（ヨーグルトフレーバー）
の採用に伴い削除

4 エンシュア・H黒糖味 250mL/缶 経腸成分栄養剤 経腸栄養（経口・経管両用）
イノラス配合経腸液（りんごフレーバー）
の採用に伴い削除

5 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 不採用

6 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 不採用

7 ホーリット散10% 100mg/g オキシペルチン 統合失調症治療剤 ロナセンテープ40mgの採用に伴い削除

〔外用薬〕

8 サラゾピリン坐剤500mg 500mg/個 サラゾスルファピリジン 潰瘍性大腸炎治療剤 前回削除候補

〔注射薬〕

9 バイエッタ皮下注5μgペン300(院外） 300μg/本 エキセナチド 2型糖尿病治療剤 前回削除候補

10 バイエッタ皮下注10μgペン300(院外） 300μg/本 エキセナチド 2型糖尿病治療剤 前回削除候補

11 ルムジェブ注ミリオペンHD
300単位
/キット

インスリン　リスプロ（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤 不採用

規格 一般名 分類 備考

〔内用薬〕

1 ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「トーワ」 1mg/g ツロブテロール塩酸塩 閉塞性気道疾患用剤

2 ニンラーロカプセル4mg（患限） 4mg/ｶﾌﾟｾﾙ イキサゾミブクエン酸エステル 抗悪性腫瘍剤（プロテアソーム阻害剤）

3 レンビマカプセル10mg（患限） 10mg/ｶﾌﾟｾﾙ レンバチニブメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤

〔注射薬〕

4 ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL（科限） 1g/5mL
ｐＨ4処理酸性人免疫グロブリン
（皮下注射）

血漿分画製剤
（皮下注用人免疫グロブリン製剤）

表5. 必要時購入医薬品一覧
商品名

商品名

表6.不採用医薬品及び削除医薬品一覧
商品名

表7. 削除候補医薬品一覧
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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 セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 ファイザー 非ステロイド性消炎・鎮痛剤 セレコックス錠100mg 19.6 69.0 常用

2 デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 武田テバファーマ
5α還元酵素阻害薬
/前立腺肥大症治療薬

アボルブカプセル0.5mg 59.3 214.0 常用

3 レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 武田テバファーマ
持続性選択H1受容体拮抗

・アレルギー性疾患治療剤
ザイザル錠5mg 33.0 82.5 常用

4 エルサメットS配合錠 武田テバファーマ 前立腺肥大症治療剤 エビプロスタット配合錠DB 6.1 37.9 常用

5 グルタチオン錠100mg「ツルハラ」 鶴原製薬 解毒剤 タチオン錠100mg 7.4 14.6 常用

6☆ ジメチコン錠40mg「YD」 陽進堂 胃腸内ガス駆除剤 ガスコン錠80mg 5.7 5.9 常用

7 シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」 東和薬品 不整脈治療剤 シベノール錠50mg 15.2 29.1 常用

8 スプラタストトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」   沢井製薬 アレルギー性疾患治療剤 アイピーディカプセル100 21.9 33.3 常用

9 デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 ニプロ 鎮咳剤 メジコン錠15mg 5.7 5.7 常用

10 ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」 日新製薬 抗アレルギー性静穏・鎮静剤 アタラックス-Pカプセル25mg 5.7 5.9 常用

11 ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 鶴原製薬 鎮痙剤 ブスコパン錠10mg 5.5 6.4 常用

12 ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 三和化学研究所 速効型インスリン分泌促進薬 グルファスト錠10mg 14.7 37.4 常用

13 ミノドロン酸錠50mg「サワイ」   沢井製薬 骨粗鬆症治療剤 ボノテオ錠50mg 1007.8 2604.0 常用

〔外用薬〕

14 モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 杏林製薬 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤 ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 698.9 1373.5 常用

15 トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」 日東メディック
プロスタグランジンF2α誘導体

/緑内障・高眼圧症治療剤
トラバタンズ点眼液0.004% 363.5 737.6 常用

16 ハイセチンP軟膏 富士製薬工業 合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 クロマイ-P軟膏 20.8 32.4 常用

17 ビーソフテンローション0.3% 帝國製薬 血行促進・皮膚保湿剤 ヒルドイドローション0.3% 7.3 21.6 常用

18 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 日医工 血行促進・皮膚保湿剤
ヒルドイドソフト軟膏0.3%
（チューブ・ボトル）

7.3 21.6 常用

表8. 後発医薬品一覧

＊12月1日より切り替えとなります。
☆後発医薬品への切り替えに伴い、規格を「40mg」に変更しています。
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