
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1
アルファカルシドールカプセル0.5μg
「トーワ」

0.5μg
/カプセル

アルファカルシドール 活性型ビタミンD3製剤 アルファカルシドールカプセル0.5μg「EE」と
切り替え

2 アシクロビル錠200mg「サワイ」 200mg/錠 アシクロビル 抗ウイルス化学療法剤 ビクロックス錠200と切り替え

3 クラリスロマイシン錠200mg「NPI」 200mg/錠 クラリスロマイシン マクロライド系抗生物質製剤 クラリスロマイシン錠200mg「MEEK」と切り替え

4
クラリスロマイシンDS小児用10%
「タカタ」

100mg/g クラリスロマイシン マクロライド系抗生物質製剤
クラリスロマイシンDS10%小児用「MEEK」と
切り替え

5 リスペリドンOD錠1mg「トーワ」 1mg/錠 リスペリドン 抗精神病剤 リスペリドン錠1「MEEK」と切り替え

6 リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」 1mg/mL リスペリドン 抗精神病剤 リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」と切り替え

〔外用薬〕

7
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%
「トーワ」

10mg/g テルビナフィン塩酸塩 アリルアミン系抗真菌剤
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「MEEK」と
切り替え

8 ビダラビン軟膏3%「トーワ」 30mg/g ビダラビン 抗ウイルス剤 ビダラビン軟膏3%「MEEK」と切り替え

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

1 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

2 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/エミレース錠3mgと切り替え

3 フォシーガ錠10mg 10mg/錠
ダパグリフロジンプロピレングリコール水和
物

選択的SGLT2阻害剤 循環器内科

4 イクスタンジ錠80mg 80mg/錠 エンザルタミド 前立腺癌治療剤 患者限定から身分変更

〔外用薬〕

5 ヒルドイドローション0.3% 50g/本 ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤 皮膚科/異議申請

6 ヒルドイドソフト軟膏0.3% 50g/本 ヘパリン類似物質 血行促進・皮膚保湿剤 皮膚科、形成外科/異議申請

7 デルモベート軟膏 5g/本 クロベタゾールプロピオン酸エステル 外用合成副腎皮質ホルモン剤 皮膚科/異議申請

〔注射薬〕

8
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 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
/テリボン皮下注用56.5μgと切り替え

9 デュピクセント皮下注300mgペン 300mg/本 デュピルマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体
皮膚科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、呼吸器内
科、総合内科・総合診療科
/デュピクセント皮下注300mgシリンジと切り替え

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 バリキサドライシロップ5000mg 5000mg/瓶 バルガンシクロビル塩酸塩 抗サイトメガロウイルス化学療法剤

商品名 規格 一般名 分類 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
脳神経内科、総合内科・総合診療科
/診療科限定

2 ビルトリシド錠600mg 600mg/錠 プラジカンテル 吸虫駆除剤 患者限定

3 ラスビック錠75mg 75mg/錠 ラスクフロキサシン塩酸塩 ニューキノロン系経口抗菌剤
耳鼻咽喉科・頭頸部外科、呼吸器内科
/患者限定から診療科限定へ身分変更

〔外用薬〕

4 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

脳神経内科/診療科限定

5 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

脳神経内科/診療科限定

6 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

脳神経内科/診療科限定

7 アイラミド配合懸濁性点眼液 緑内障・高眼圧症治療剤

表1. 常用医薬品 

表4. 院外専用医薬品

表2. 診療科限定医薬品

表3. 患者限定医薬品

1mg/本　ブリモニジン酒石酸塩
10mg/本　ブリンゾラミド
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8 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

9 コムクロシャンプー0.05% 125g/本 クロベタゾールプロピオン酸エステル
外用頭部乾癬治療剤
外用合成副腎皮質ホルモン剤

採用区分変更申請否認

〔注射薬〕

10 オルプロリクス静注用2000 2000単位/V エフトレノナコグアルファ(遺伝子組換え)
遺伝子組換え血液凝固第Ⅸ因子Fc領域
融合タンパク質製剤

患者限定/オルプロリクス静注用1000と切り替え

商品名 規格 一般名 分類 申請科/備考
〔内用薬〕

1
* 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、腎臓内科、腎臓外科・泌尿器科、
救急救命科

2
* 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、心臓血管外科

3
* ユリス錠1mg 1mg/錠 ドチヌラド 選択的尿酸再吸収阻害薬 循環器内科、内分泌・糖尿病内科

4
* 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、心臓血管外科、内分泌・糖尿病内科、
救急救命科、呼吸器外科、総合内科・総合診療
科、脳神経外科、循環器内科

5
* 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、腫瘍内科、心臓血管外科、歯科
口腔外科、麻酔科、精神科、脳神経内科、救急
救命科、呼吸器内科、総合内科・総合診療科、
脳神経外科、循環器内科、皮膚科

6
* 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、救急救命科
/院外専用仮採用からの変更

7
* 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

8
* 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

9 ロスーゼット配合錠HD
小腸コレステロールトランスポーター阻害剤
/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

循環器内科/院外専用

10 ジセレカ錠100mg 100mg/錠 フィルゴチニブマレイン酸塩錠 ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤 整形外科/院外専用

11 ジセレカ錠200mg 200mg/錠 フィルゴチニブマレイン酸塩錠 ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤 整形外科/院外専用

12 オンジェンティス錠25mg 25mg/錠 オピカポン 末梢COMT阻害剤 脳神経内科

13 エベレンゾ錠20mg 20mg/錠 ロキサデュスタット HIF-PH阻害薬 腎臓内科/院外専用

14 エベレンゾ錠50mg 50mg/錠 ロキサデュスタット HIF-PH阻害薬 腎臓内科/院外専用

15 エベレンゾ錠100mg 100mg/錠 ロキサデュスタット HIF-PH阻害薬 腎臓内科/院外専用

16 ゼジューラカプセル100mg
100mg
/カプセル

ニラパリブトシル酸塩
抗悪性腫瘍剤/ポリアデノシン5'二リン酸
リボースポリメラーゼ（PARP）阻害剤

産科婦人科/院外専用

〔外用薬〕

17 アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL/本 アプラクロニジン塩酸塩 レーザー術後眼圧上昇防止剤 眼科

18 エクロックゲル5% 20g/本 ソフピロニウム臭化物 原発性腋窩多汗症治療剤 皮膚科/院外専用

〔注射薬〕

19
* オゼンピック皮下注0.25mgSD 0.25mg/本 セマグルチド（遺伝子組換え） 持続性GLP-1受容体作動薬 内分泌・糖尿病内科

20
* オゼンピック皮下注0.5mgSD 0.5mg/本 セマグルチド（遺伝子組換え） 持続性GLP-1受容体作動薬 内分泌・糖尿病内科/院外専用

100mg/錠　アスピリン
10mg/錠　ボノプラザンフマル酸塩

*上記医薬品1-8,19,20は継続審議となります。

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。

表5.仮採用医薬品 

10mg/錠　エゼチミブ
5mg/錠　ロスバスタチンカルシウム
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規格 一般名 分類 備考

〔内用薬〕

1 エミレース錠3mg 3mg/錠 ネモナプリド 抗精神病剤 トリンテリックス錠10mgの採用に伴い削除

2 エナロイ錠2mg 2mg/錠 エナロデュスタット HIF-PH阻害薬 不採用

3 エナロイ錠4mg 4mg/錠 エナロデュスタット HIF-PH阻害薬 不採用

4 アルファカルシドールカプセル0.5μg「EE」
0.5μg
/カプセル

アルファカルシドール 活性型ビタミンD3製剤
販売中止のため
/アルファカルシドールカプセル0.5μg
「トーワ」と切り替え

5 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 前回削除候補

6 ニンラーロカプセル4mg（患限）
4mg
/カプセル

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） 前回削除候補

7 レンビマカプセル10mg（患限）
10mg
/カプセル

レンバチニブメシル酸塩 抗悪性腫瘍剤 前回削除候補

8 ラニチジン錠150mg「タイヨー」 150mg/錠 ラニチジン塩酸塩 H2受容体拮抗剤 自主回収・出荷停止のため

9 ビクロックス錠200 200mg/錠 アシクロビル 抗ウイルス化学療法剤
出荷停止のため
/アシクロビル錠200mg「サワイ」と切り替え

10 クラリスロマイシン錠200mg「MEEK」 200mg/錠 クラリスロマイシン マクロライド系抗生物質製剤
出荷停止のため
/クラリスロマイシン錠200mg「NPI」と切り替え

11 クラリスロマイシンDS10%小児用「MEEK」 100mg/g クラリスロマイシン マクロライド系抗生物質製剤
出荷停止のため
/クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」
と切り替え

12 リスペリドン錠1「MEEK」 1mg/錠 リスペリドン 抗精神病剤
出荷停止のため
/リスペリドンOD錠1mg「トーワ」と切り替え

13 リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」 1mg/mL リスペリドン 抗精神病剤
出荷停止のため
/リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」
と切り替え

〔外用薬〕

14 バンコマイシン眼軟膏1%（患限） 5g/本 バンコマイシン塩酸塩 グリコペプチド系抗生物質製剤 不採用

15 プロクトセディル軟膏 痔疾治療剤 自主回収・出荷停止のため

16 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「MEEK」 10mg/g テルビナフィン塩酸塩 アリルアミン系抗真菌剤
出荷停止のため
/テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」
と切り替え

17 ビダラビン軟膏3%「MEEK」 30mg/g ビダラビン 抗ウイルス剤
出荷停止のため
/ビダラビン軟膏3%「トーワ」と切り替え

〔注射薬〕

18 オルプロリクス静注用1000（患限） 1000単位/V
エフトレノナコグアルファ(遺伝子組
換え)

遺伝子組換え血液凝固第Ⅸ因子Fc領域融合
タンパク質製剤

オルプロリクス静注用2000と切り替え

19 デュピクセント皮下注300mgシリンジ（科限）
300mg/シリン
ジ

デュピルマブ（遺伝子組換え）
ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗
体

デュピクセント皮下注300mgペンと切り替え

20 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）

前回削除候補

規格 一般名 分類 備考

〔内用薬〕

1 パリエット錠20mg 20mg/錠 ラベプラゾールナトリウム プロトンポンプ阻害剤

〔注射薬〕

2 ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター（科限） 200mg/本 サリルマブ（遺伝子組換え） ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体

表7. 削除候補医薬品一覧
商品名

商品名

表6.不採用医薬品及び削除医薬品一覧

ヒドロコルチゾン5mg
フラジオマイシン硫酸塩7.1mg
ジブカイン塩酸塩5mg
エスクロシド10mg/g
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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 ビクロックス錠200mg 200mg/錠 【般】アシクロビル錠200mg 抗ウイルス化学療法剤 常用

2 イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 50mg/カプセル 【般】イトラコナゾールカプセル50mg 経口抗真菌剤 常用

3 イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 10mg/mL 【般】イトラコナゾール経口液 経口抗真菌剤 常用

4 エパルレスタット錠50「EK」 50mg/錠 【般】エパルレスタット錠50mg アルドース還元酵素阻害剤 常用

5 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」 5mg/錠 【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg アレルギー性疾患治療剤 常用

6 クエチアピン錠25mg「明治」 25mg/錠 【般】クエチアピン錠25mg 抗精神病剤 常用

7 クエチアピン錠100mg「明治」 100mg/錠 【般】クエチアピン錠100mg 抗精神病剤 常用

8 クラリスロマイシン錠小児用50mg「MEEK」 50mg/錠 【般】クラリスロマイシン錠50mg マクロライド系抗生物質製剤 常用

9 クラリスロマイシン錠200mg「MEEK」 200mg/錠 【般】クラリスロマイシン錠200mg マクロライド系抗生物質製剤 常用

10 クラリスロマイシンDS10%小児用「MEEK」 100mg/g 【般】クラリスロマイシンシロップ用10% マクロライド系抗生物質製剤 常用

11 シンバスタチン錠5「MEEK」 5mg/錠 【般】シンバスタチン錠5mg HMG-CoA還元酵素阻害剤 常用

12 ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「EE」 5mg/錠 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠5mg 睡眠導入剤 常用

13 ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「EE」 10mg/錠 【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg 睡眠導入剤 常用

14 ピタバスタチンCa・OD錠1mg「明治」 1mg/錠 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg HMG-CoA還元酵素阻害剤 常用

15 モンテルカスト錠5mg「KM」 5mg/錠 【般】モンテルカスト錠5mg ロイコトリエン受容体拮抗薬 院外

16 モンテルカスト錠10mg「KM」 10mg/錠 【般】モンテルカスト錠10mg ロイコトリエン受容体拮抗薬 常用

17 リスペリドン錠1「MEEK」 1mg/錠 【般】リスペリドン錠1mg 抗精神病剤 常用

18 リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」 1mg/mL 【般】リスペリドン経口液0.1% 1mL 抗精神病剤 常用

〔外用薬〕

19 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「MEEK」 10mg/g 【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1% アリルアミン系抗真菌剤 常用

20 ビダラビン軟膏3%「MEEK」 30mg/g 【般】ビダラビン軟膏3% 抗ウイルス剤 常用

上記医薬品は1月14日より処方を開始しています。

表8.一般名処方対象医薬品一覧
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 トロキシピド錠100mg「オーハラ」 大原薬品工業 胃炎・胃潰瘍治療剤 アプレース錠100mg 6.2 11.2 常用

2 エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」 沢井製薬 アレルギー性疾患治療剤 アレジオンドライシロップ1% 23.0 63.8 院外

3 ピムロ顆粒 本草製薬 緩下剤 アローゼン顆粒 6.3 7.0 常用

4 イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 キョーリンリメディオ 過活動膀胱治療剤 ウリトスOD錠0.1mg 34.8 87.7 常用

5 カデチア配合錠HD「あすか」 あすか製薬
持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
/利尿薬配合剤

エカード配合錠HD 46.4 111.8 常用

6 トフィソパム錠50mg「トーワ」 東和薬品 自律神経調整剤 グランダキシン錠50 5.9 12.9 常用

7 イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」 東和薬品 アンジオテンシン変換選択性阻害剤 タナトリル錠5 21.7 47.6 常用

8 メロキシカム錠10mg「ケミファ」 日本ケミファ 非ステロイド性消炎・鎮痛剤 モービック錠10mg 24.6 45.8 常用

9 ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 キョーリンリメディオ 尿酸排泄薬 ユリノーム錠50mg 5.9 16.2 常用

表9. 後発医薬品一覧
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