
商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1
カルシトリオールカプセル0.25μg
「サワイ」

0.25μg
/カプセル

カルシトリオール 活性型ビタミンD3製剤 カルシトリオールカプセル0.25μg「テバ」
から切り替え

2 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」
250mg
/カプセル

アモキシシリン水和物 合成ペニシリン製剤
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」
から切り替え

3
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg
「武田テバ」

2mg/錠 イルソグラジンマレイン酸塩 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」
から切り替え

4 カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」 50単位/錠 カリジノゲナーゼ 循環障害改善薬
カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」
から切り替え

5
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg
「YD」

30mg/錠
カルバゾクロム
スルホン酸ナトリウム水和物

血管強化・止血剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg
「日医工」から切り替え

6
サルポグレラート塩酸塩錠100mg
「ケミファ」

100mg/錠 サルポグレラート塩酸塩 5-HT2ブロッカー サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」
から切り替え

7 コメリアンコーワ錠50 50mg/錠 ジラゼプ塩酸塩水和物 心・腎疾患治療剤
ジラゼプ塩酸塩錠50mg「日医工」
から切り替え

8 コロネル細粒83.3% 1.2g/包 ポリカルボフィルカルシウム 過敏性腸症候群治療剤
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」
から切り替え

9 スピロノラクトン錠25mg「テバ」 25mg/錠 スピロノラクトン 抗アルドステロン性利尿・降圧剤
スピロノラクトン錠25mg「日医工」
から切り替え

10 タルチレリンOD錠5mg「JG」 5mg/錠 タルチレリン水和物 経口脊髄小脳変性症治療剤
タルチレリンOD錠5mg「日医工」
から切り替え

11 テルビナフィン錠125mg「YD」 125mg/錠 テルビナフィン塩酸塩 アリルアミン系経口抗真菌剤
テルビナフィン錠125mg「日医工」
から切り替え

12 リマチル錠100mg 100mg/錠 ブシラミン 抗リウマチ剤
ブシラミン錠100mg「日医工」
から切り替え

13 プランルカストDS10%「タカタ」 100mg/g プランルカスト水和物 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
プランルカストDS10%「日医工」
から切り替え

14 インデラル錠10mg 10mg/錠 プロプラノロール塩酸塩 高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」
から切り替え

15 ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 200mg/錠 ベザフィブラート 高脂血症治療剤
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」
から切り替え

16 リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」 5μg/錠 リマプロストアルファデクス 経口プロスタグランジンE1誘導体製剤 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」
から切り替え

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

1 オルミエント錠2mg 2mg/錠 バリシチニブ ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
整形外科、膠原病内科、呼吸器内科、皮膚科
／院外専用医薬品から切り替え

2 オルミエント錠4mg 4mg/錠 バリシチニブ ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
整形外科、膠原病内科、呼吸器内科、皮膚科
／院外専用医薬品から切り替え

〔外用薬〕

3 メプチン吸入ユニット0.3mL 0.3mL/容器 プロカテロール塩酸塩水和物 気管支拡張剤
小児科／異議申請／院外専用医薬品から切り
替え

〔注射薬〕

4 フィアスプ注100単位/mL 100単位/mL 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

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1
* 安息香酸ナトリウム「コザカイ・M」 1g 安息香酸ナトリウム 防腐剤

安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」
から切り替え

表1. 常用医薬品 

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. 診療科限定医薬品

表3. 患者限定医薬品

*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。
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商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1
* クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」 50mg/錠 クラリスロマイシン マクロライド系抗生物質

常用から身分変更／
クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」
から切り替え

2 ルセフィ錠5mg 5mg/錠 ルセオグリフロジン水和物 選択的SGLT2阻害薬 内分泌・糖尿病内科／診療科限定

3 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 採用身分変更申請否認

4
* エジュラント錠25mg 25mg/錠 リルピビリン塩酸塩 抗ウイルス化学療法剤 患者限定医薬品から身分変更

5
* プリジスタ錠600mg 600mg/錠 ダルナビル　エタノール付加物 抗ウイルス化学療法剤 患者限定医薬品から身分変更

〔外用薬〕

6 テリルジー200エリプタ30吸入用
62.5μg
25μg
200μg

ウメクリジニウム
ビランテロール
フルチカゾンフランカルボン酸エステル

3成分配合喘息治療剤
呼吸器内科、総合内科・総合診療科／診療科
限定

商品名 規格 一般名 分類 申請科/備考
〔内用薬〕

1
* 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、腎臓内科

2
* 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、腎臓内科

〔外用薬〕

3
* エナジア吸入用カプセル高用量

150μg
50μg
160μg

インダカテロール
グリコピロニウム臭化物
モメタゾンフランカルボン酸エステル

3成分配合喘息治療剤 総合内科・総合診療科/院外専用

4
* ビレーズトリ エアロスフィア56吸入

160μg
9.0μg
5.0μg

ブテソニド
グリコピロニウム臭化物
ホルモテロールフマル酸塩水和物

COPD治療配合剤 総合内科・総合診療科/院外専用

5
* バクスミー点鼻粉末剤3mg 3mg/瓶 グルカゴン 低血糖時救急治療剤 内分泌・糖尿病内科、小児科

6 ブコラム口腔用液5mg 5mg/筒 ミダゾラム 抗けいれん剤 小児科/院外専用

7 ブコラム口腔用液7.5mg 7.5mg/筒 ミダゾラム 抗けいれん剤 小児科/院外専用

8 ブコラム口腔用液10mg 10mg/筒 ミダゾラム 抗けいれん剤 小児科/院外専用

〔注射薬〕

9
* ルムジェブ注100単位/mL 1000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

10
* 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、小児科

表4. 院外専用医薬品

※使用を開始する際には予め医薬品情報管理室（内線6108）にご連絡ください。

下線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1-5,9,10は継続審議となります。

表5.仮採用医薬品 
*上記医薬品1,4,5は該当する医薬品の在庫終了次第切り替えとなります。
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規格 一般名 分類 備考

〔内用薬〕

1 ロズリートレクカプセル200mg
200mg
/カプセル

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

規格 一般名 分類 備考

〔内用薬〕

1
* バフセオ錠150mg 150mg/錠 バダデュスタット HIF-PH阻害剤 不採用

2
* バフセオ錠300mg 300mg/錠 バダデュスタット HIF-PH阻害剤 不採用

3
* 安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」 1g 安息香酸ナトリウム 防腐剤

出荷停止のため／
安息香酸ナトリウム「コザカイ・M」へ切り替え

4
* カルシトリオールカプセル0.25μg「テバ」

0.25μg
/カプセル

カルシトリオール 活性型ビタミンD3製剤 カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」
へ切り替え

5
* クラリスロマイシン錠50小児用「MEEK」 50mg/錠 クラリスロマイシン マクロライド系抗生物質

出荷停止のため／
クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」
へ切り替え

6
* メプチン錠50μg 50μg/錠 プロカテロール塩酸塩水和物 気管支拡張剤

テリルジー200エリプタ30吸入用
採用に伴い削除

7 ノックビン原末（院外） 1g ジスルフィラム 抗酒癖剤 前回削除候補

8
* アモキシシリンカプセル250mg「日医工」

250mg
/カプセル

アモキシシリン水和物 合成ペニシリン製剤
出荷停止のため／
アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」
へ切り替え

9
* イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」 2mg/錠 イルソグラジンマレイン酸塩 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤

イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg
「武田テバ」へ切り替え

10
* カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」 50単位/錠 カリジノゲナーゼ 循環障害改善薬

出荷停止のため／
カリジノゲナーゼ錠50単位「サワイ」
へ切り替え

11
* カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg

「日医工」
30mg/錠

カルバゾクロム
スルホン酸ナトリウム水和物

血管強化・止血剤
出荷停止のため／
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」
へ切り替え

12
* サルポグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」 100mg/錠 サルポグレラート塩酸塩 5-HT2ブロッカー サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」

へ切り替え

13
* ジラゼプ塩酸塩錠50mg「日医工」 50mg/錠 ジラゼプ塩酸塩水和物 心・腎疾患治療剤

出荷停止のため／
コメリアンコーワ錠50へ切り替え

14
* スピロノラクトン錠25mg「日医工」 25mg/錠 スピロノラクトン 抗アルドステロン性利尿・降圧剤 スピロノラクトン錠25mg「テバ」へ切り替え

15
* タルチレリンOD錠5mg「日医工」 5mg/錠 タルチレリン水和物 経口脊髄小脳変性症治療剤

出荷停止のため／
タルチレリンOD錠5mg「JG」へ切り替え

16
* テルビナフィン錠125mg「日医工」 125mg/錠 テルビナフィン塩酸塩 アリルアミン系経口抗真菌剤

出荷停止のため／
テルビナフィン錠125mg「YD」へ切り替え

17
* ブシラミン錠100mg「日医工」 100mg/錠 ブシラミン 抗リウマチ剤

出荷停止のため／
リマチル錠100mgへ切り替え

18
* プランルカストDS10%「日医工」 100mg/g プランルカスト水和物 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

出荷停止のため／
プランルカストDS10%「タカタ」へ切り替え

19
* プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 10mg/錠 プロプラノロール塩酸塩 高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤

出荷停止のため／
インデラル錠10mgへ切り替え

20
* ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 200mg/錠 ベザフィブラート 高脂血症治療剤

出荷停止のため／
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」
へ切り替え

21
* ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 500mg/包 ポリカルボフィルカルシウム 過敏性腸症候群治療剤

出荷停止のため／
コロネル細粒83.3%へ切り替え

22
* リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 5μg/錠 リマプロストアルファデクス 経口プロスタグランジンE1誘導体製剤 リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」

へ切り替え

〔外用薬〕

23 エナジア吸入用カプセル中用量（院外）
150μg
50μg
80μg

インダカテロール
グリコピロニウム臭化物
モメタゾンフランカルボン酸エステル

3成分配合喘息治療剤 不採用

24 テリルジー200エリプタ14吸入用（院外）
62.5μg
25μg
200μg

ウメクリジニウム
ビランテロール
フルチカゾンフランカルボン酸エステル

3成分配合喘息治療剤 不採用

25 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 前回削除候補

〔注射薬〕

26 ルムジェブ注カート 300単位/本 インスリンリスプロ（遺伝子組換え） 抗糖尿病剤 不採用

表6. 必要時購入医薬品一覧
商品名

※院内在庫をしていないため使用を開始する際には予め医薬品情報管理室（内線6108）にご連絡ください。

表7.不採用医薬品及び削除医薬品一覧
商品名

*上記医薬品1-6,8-22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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規格 一般名 分類 備考

〔内用薬〕

1 イスコチン末100% 100g イソニアジド 結核化学療法剤

2 イルトラ配合錠LD（院外）
100mg
1mg

イルベサルタン
トリクロルメチアジド

長時間作用型ARB／利尿薬配合剤

3 カレトラ配合錠（院外）
200mg
50mg

ロピナビル
リトナビル

抗ウイルス化学療法剤

4 ディナゲスト錠1mg 1mg ジエノゲスト
子宮内膜症治療剤・子宮腺筋症に伴う
疼痛改善治療剤

〔注射薬〕

5 レベミル注イノレット（院外） 300単位 インスリンデテミル(遺伝子組換え) 持効型溶解インスリンアナログ注射液

規格 一般名処方名（院外処方箋表記名） 分類 備考

  〔内用薬〕

1 アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」
250mg
/カプセル

【般】アモキシシリンカプセル250mg 合成ペニシリン製剤

2 アレンドロン酸錠5mg「日医工」 5mg/錠 【般】アレンドロン酸錠5mg 骨粗鬆症治療薬 院内在庫消尽次第、院外専用へ切り替え

3 コメリアンコーワ錠50 50mg/錠 【般】ジラゼプ塩酸塩錠50mg 心・腎疾患治療剤

4 ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」 30mg/錠 【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg Ca拮抗剤 院内在庫消尽次第、院外専用へ切り替え

5 トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」 100mg/錠
【般】トリメブチンマレイン酸塩錠
100mg

消化管運動調律剤 院内在庫消尽次第、院外専用へ切り替え

6 リマチル錠100mg 100mg/錠 【般】ブシラミン錠100mg 抗リウマチ剤

7 インデラル錠10mg 10mg/錠
【般】プロプラノロール塩酸塩錠
10mg

高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤

8 ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 4mg/錠 【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg 気道粘液溶解剤 院内在庫消尽次第、院外専用へ切り替え

9 コロネル細粒83.3% 1.2g/包 【般】ポリカルボフィルCa細粒83.3% 過敏性腸症候群治療剤

表9.一般名処方対象医薬品一覧
商品名

商品名

表8. 削除候補医薬品一覧
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