
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 デベルザ錠20mg 20mg/錠 トホグリフロジン水和物 選択的SGLT2阻害剤 アプルウェイ錠20mgから切り替え

2 イグザレルトOD錠10mg 10mg/錠 リバーロキサバン 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤 イグザレルト錠10mgから切り替え

3 イグザレルトOD錠15mg 15mg/錠 リバーロキサバン 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤 イグザレルト錠15mgから切り替え

商品名 規格 一般名 分類 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

2 ヴァンフリタ錠26.5mg 26.5mg/錠 キザルチニブ塩酸塩 抗悪性腫瘍剤/FLT3阻害剤

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 ラパリムス錠1mg 1mg/錠 シロリムス リンパ脈管筋腫症治療剤 患者限定

2* アーテン散1% 10mg/g トリヘキシフェニジル塩酸塩 パーキンソン症候群治療剤 常用医薬品から身分変更

3* エンタカポン錠100mg「KN」 100mg/錠 エンタカポン 末梢COMT阻害剤 患者限定医薬品から身分変更

〔外用薬〕

4 メプチン吸入ユニット0.3mL 0.01% 0.3mL/容器 プロカテロール塩酸塩水和物 気管支拡張剤

5 テリルジー100エリプタ　30吸入
100μg
74.2μg
40μg

フルチカゾンフランカルボン酸エステル
ウメクリジニウム臭化物
ビランテロールトリフェニル酢酸塩

3成分配合喘息・COPD治療剤 採用区分変更申請否認

〔注射薬〕

6
ケブザラ皮下注200mg
オートインジェクター

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
異議申請
/膠原病内科、整形外科/診療科限定

*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。

表1. 常用医薬品 

表3. 院外専用医薬品

上記医薬品は該当する医薬品の在庫終了次第切り替えとなります。

表2. 患者限定医薬品

1 令和2年度第6回薬事委員会　結果通知



商品名 規格 一般名 分類 申請科/備考
〔内用薬〕

1* 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 循環器内科、腎臓内科

2* 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 循環器内科

3* 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 循環器内科/院外専用

4* 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

5* 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、膠原病内科

6
* 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、膠原病内科

7* メーゼント錠0.25mg 0.25mg/錠 シポニモドフマル酸 多発性硬化症治療薬 脳神経内科

8* メーゼント錠2mg 2mg/錠 シポニモドフマル酸 多発性硬化症治療薬 脳神経内科

9 ツートラム錠50mg 50mg/錠 トラマドール 慢性疼痛治療剤 整形外科/院外専用

10 ツートラム錠100mg 100mg/錠 トラマドール 慢性疼痛治療剤 整形外科/院外専用

11 プリマキン錠15mg「サノフィ」 15mg/錠 プリマキンリン酸塩 抗マラリア剤 呼吸器内科/院外専用

12 リベルサス錠3mg 3mg/錠 セマグルチド（遺伝子組換え） 2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬
内分泌・糖尿病内科、循環器内科、総合内科・
総合診療科

13 リベルサス錠7mg 7mg/錠 セマグルチド（遺伝子組換え） 2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬
内分泌・糖尿病内科、循環器内科、総合内科・
総合診療科

14 リベルサス錠14mg 14mg/錠 セマグルチド（遺伝子組換え） 2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬
内分泌・糖尿病内科、総合内科・総合診療科
/院外専用

〔外用薬〕

15 ブコラム口腔用液2.5mg
2.5mg
/シリンジ

ミダゾラム 抗けいれん剤 小児科

〔注射薬〕

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（遺伝子組換え）
［インスリン リスプロ後続1］注射液

内分泌・糖尿病内科

17* インスリン リスプロBS注カート
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（遺伝子組換え）
［インスリン リスプロ後続1］注射液

内分泌・糖尿病内科

18* オゼンピック皮下注1.0mgSD 300単位/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

19
* ソリクア配合注ソロスター

300単位/本
300μg/本

インスリン グラルギン（遺伝子組換え）
リキシセナチド

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

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1-8,16-19は継続審議となります。

表4.仮採用医薬品 
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規格 一般名 分類 備考

〔内用薬〕

1 ニュベクオ錠300mg 300mg/錠 ダロルタミド 前立腺癌治療剤 不採用

2 ツートラム錠150mg 150mg/錠 トラマドール 慢性疼痛治療剤 不採用

3
* アプルウェイ錠20mg 20mg/錠 トホグリフロジン水和物 選択的SGLT2阻害剤 デベルザ錠20mgと切り替え

4
* イグザレルト錠10mg 10mg/錠 リバーロキサバン 選択的直接作用型第Ⅹa因子阻害剤 イグザレルトOD錠10mgと切り替え

5
* イグザレルト錠15mg 15mg/錠 リバーロキサバン 選択的直接作用型第Ⅹa因子阻害剤 イグザレルトOD錠15mgと切り替え

6 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 前回削除候補

規格 一般名 分類 備考

〔内用薬〕

1 ノックビン原末（院外） 1g/g ジスルフィラム 抗酒癖剤

〔外用薬〕

2 アドエア50エアゾール120吸入用（院外）
36.3μg
50μg

サルメテロールキシナホ酸塩
フルチカゾンプロピオン酸エステル

喘息・COPD治療配合剤

商品名

*上記医薬品3-5は該当する医薬品の在庫終了次第切り替えとなります。

商品名

表5.不採用医薬品及び削除医薬品一覧

表6. 削除候補医薬品一覧
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