
商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

1 デエビゴ錠2.5mg 2.5mg/錠 レンボレキサント 不眠症治療剤

2 デエビゴ錠5mg 5mg/錠 レンボレキサント 不眠症治療剤

3 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

4 キャブピリン配合錠
100mg
10mg  /錠

アスピリン
ボノプラザンフマル酸塩

アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩配合剤

商品名 規格 一般名 分類 診療科/備考
〔内用薬〕

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

2 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、脳神経外科、救命救急科

3 アミティーザカプセル12μg
12μg
/カプセル

ルビプロストン クロライドチャネルアクチベーター 救命救急科

4
* テモダールカプセル20mg

20mg
/カプセル

テモゾロミド 抗悪性腫瘍剤
脳神経外科、小児科、整形外科、血液内科、救
命救急科/テモゾロミド錠20mg「NK」と切り替え

5
* テモダールカプセル100mg

100mg
/カプセル

テモゾロミド 抗悪性腫瘍剤
脳神経外科、小児科、整形外科、血液内科、救
命救急科/テモゾロミド錠100mg「NK」と切り替え

6 ベレキシブル錠80mg 80mg/錠 チラブルチニブ塩酸塩 抗悪性腫瘍剤
脳神経外科/院外専用
/院外専用患者限定から身分変更

〔注射薬〕

7 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

8 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

商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1 カボメティクス錠20mg 20mg/錠 カボザンチニブリンゴ酸塩 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤

2 カボメティクス錠60mg 60mg/錠 カボザンチニブリンゴ酸塩 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤

〔外用薬〕

3 コムクロシャンプー0.05％
125mL
/ボトル

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 院外専用から身分変更

*上記医薬品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。

表1. 常用医薬品 

表2. 診療科限定医薬品

表3. 患者限定医薬品

1 令和3年度第2回薬事委員会　結果通知



商品名 規格 一般名 分類 備考
〔内用薬〕

1
* ピーゼットシー散 10mg/g ペルフェナジンフェンジゾ酸塩 精神神経安定剤

デエビゴ錠2.5mgの採用に伴い
常用から身分変更

2
* タケルダ配合錠

100mg
15mg

アスピリン
ランソプラゾール

アスピリン/ランソプラゾール配合剤
キャブピリン配合錠の採用に伴い
常用から身分変更

3
* フィコンパ錠4mg 4mg/錠 ペランパネル水和物 抗てんかん剤

フィコンパ細粒1%の採用に伴い
診療科限定から身分変更

4
* エリスロシンドライシロップ10% 100mg/g エリスロマイシンエチルコハク酸エステル マクロライド系抗生物質製剤

エボルトラ点滴静注20mgの採用に伴い
常用から身分変更

5
* ゾテピン細粒10%「ヨシトミ」 100mg/g ゾテピン 統合失調症治療剤 常用から身分変更

〔外用薬〕

6
* ソフティア点眼液0.02% 5mL/本 シアノコバラミン 調節機能改善点眼剤

ベオビュ硝子体内皮下注キット120mg/mL
の採用に伴い常用から身分変更

7
* リンデロンＶローション 10mL/本 ベタメタゾン吉草酸エステル 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤

コムクロシャンプー0.05％の採用に伴い
常用から身分変更

8 コレクチム軟膏0.25% 5g/本 デルゴシチニブ 外用ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤 診療科限定/皮膚科

9 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 採用区分変更申請否認

〔注射薬〕

10 ヘムライブラ皮下注60mg 60mg/V エミシズマブ（遺伝子組換え）
抗血液凝固第Ⅸa/X因子
ヒト化二重特異性モノクローナル抗体

患者限定

商品名 規格 一般名 分類 申請科/備考
〔内用薬〕

1
* 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

2
* エベレンゾ錠20mg 20mg/錠 ロキサデュスタット HIF-PH阻害薬

内分泌・糖尿病内科、腎臓内科、腎臓外科・泌
尿器科/院外専用

3
* エベレンゾ錠50mg 50mg/錠 ロキサデュスタット HIF-PH阻害薬

内分泌・糖尿病内科、腎臓内科、腎臓外科・泌
尿器科/院外専用

4
* エベレンゾ錠100mg 100mg/錠 ロキサデュスタット HIF-PH阻害薬

内分泌・糖尿病内科、腎臓内科、腎臓外科・泌
尿器科/院外専用

5
* 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

6 エドルミズ錠50mg 50mg/錠 アナモレリン塩酸塩 グレリン様作用薬 腫瘍内科、呼吸器外科

7 クリアミン配合錠A1.0
0.5mg
25mg
150mg　/錠

エルゴタミン酒石酸塩
無水カフェイン
イソプロピルアンチピリン

頭痛治療剤 麻酔科/院外専用

8 ナイキサン錠100mg 100mg/錠 ナプロキセン 鎮痛・抗炎症剤 麻酔科/院外専用

9
* バフセオ錠150mg 150mg/錠 バダデュスタット HIF-PH阻害剤 異議申請/循環器内科

10
* バフセオ錠300mg 300mg/錠 バダデュスタット HIF-PH阻害剤 異議申請/循環器内科

〔外用薬〕

11
* アイオピジンUD点眼液1% 0.1mL/本 トラフェルミン(遺伝子組換え) 鼓膜穿孔治療剤 眼科

12 アリケイス吸入液590mg 590mg/V アミカシン硫酸塩 アミノグリコシド系抗生物質製剤 呼吸器内科/院外専用

13 ジクトルテープ75mg 75mg/枚 ジクロフェナクナトリウム 経皮吸収型持続性がん疼痛治療剤 麻酔科/院外専用

14 プロウペス腟用剤10mg 10mg/個 ジノプロストン 子宮頸管熟化剤 産科婦人科

※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1-5,9-11は継続審議となります。

表5.仮採用医薬品 
*上記医薬品1-7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4. 院外専用医薬品
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規格 一般名 分類 備考

〔外用薬〕

1 リティンパ耳科用250μgセット
250μg
/セット

トラフェルミン(遺伝子組換え) 鼓膜穿孔治療剤

規格 一般名 分類 備考

〔内用薬〕

1 カリメート経口液20%オレンジフレーバー（院外） 5g/25g ポリスチレンスルホン酸カルシウム 血清カリウム抑制剤
ロケルマ懸濁用散分包5g
の採用に伴い削除

2 ベンズブロマロン錠50mg「杏林」 50mg/錠 ベンズブロマロン 尿酸排泄薬 ユリス錠1mgの採用に伴い削除

3 プロスタール錠25 25mg/錠 クロルマジノン酢酸エステル 前立腺肥大症・癌治療剤 カボメティクス錠20mgの採用に伴い削除

4 ロスーゼット配合錠HD（院外）
10mg
5mg　/錠

エゼチミブ
ロスバスタチンカルシウム

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

不採用

5 ジセレカ錠100mg（院外） 100mg/錠 フィルゴチニブマレイン酸塩 ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤 不採用

6 ジセレカ錠200mg（院外） 200mg/錠 フィルゴチニブマレイン酸塩 ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤 不採用

7 タペンタ錠100mg（院外） 100mg/錠 タペンタドール塩酸塩 持続性癌疼痛治療剤 不採用

8 ザファテック錠100mg 100mg/錠 トレラグリプチンコハク酸塩 持続性選択的DPP-4阻害剤
オゼンピック皮下注0.25mgSD
の採用に伴い削除

9 イニシンク配合錠
25mg
500mg/錠

アログリプチン安息香酸塩
メトホルミン塩酸塩

選択的DPP-4阻害薬
/ビグアナイド系薬配合剤

オゼンピック皮下注0.5mgSD
の採用に伴い削除

10 セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」 100mg/g セフジトレンピボキシル 経口用セフェム系抗生物質製剤
リサイオ点滴静注液100mg
の採用に伴い削除

11 酸化マグネシウム「NP」（0.67g/包） 0.67g/包 酸化マグネシウム 制酸・緩下剤
アミティーザカプセル12μg
の採用に伴い削除

12 酸化マグネシウム「NP」（1.0g/包） 1.0g/包 酸化マグネシウム 制酸・緩下剤
アミティーザカプセル12μg
の採用に伴い削除

13* テモゾロミド錠20mg「NK」（科限） 20mg/錠 テモゾロミド 抗悪性腫瘍剤 テモダールカプセル20mgと切り替え

14* テモゾロミド錠100mg「NK」（科限） 100mg/錠 テモゾロミド 抗悪性腫瘍剤 テモダールカプセル100mgと切り替え

15 イスコチン末100% 1g イソニアジド 結核化学療法剤 前回削除候補

16 イルトラ配合錠LD（院外）
100mg
1mg    /錠

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 前回削除候補

17 カレトラ配合錠（院外）
200mg
50mg　/錠

ロピナビル
リトナビル

抗ウイルス化学療法剤 前回削除候補

18 ディナゲスト錠1mg（科限） 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

前回削除候補

〔外用薬〕

19 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 不採用

20 フルコート軟膏 5g/本 フルオシノロンアセトニド 外用合成副腎皮質ホルモン剤 コレクチム軟膏0.25%の採用に伴い削除

21 ゼビアックス油性クリーム2% 10g/本 オゼノキサシン キノロン系外用抗菌剤 不採用

22 アクリノール消毒液0.1%「東豊」 500mL/本 アクリノール水和物 外皮用殺菌消毒剤 前回削除候補

〔注射薬〕

23 レベミル注イノレット（院外） 300単位/筒 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 前回削除候補

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13-14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 ジアゼパム散1%「アメル」 10mg/g ジアゼパム マイナートランキライザー

2 ユナシン細粒小児用10% 100mg/g スルタミシリントシル酸塩水和物 合成ペニシリン製剤

3 ネイリンカプセル（院外）
100mg
/カプセル

ラブコナゾール 経口抗真菌剤

〔外用薬〕

4 オクソラレンローション1%（患限） 30mL/本 メトキサレン 尋常性白斑治療剤 必要時購入へ

商品名

表8. 削除候補医薬品一覧
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