
薬　　品　　名 規　格 薬　効 メーカー名 備考

イノラス配合経腸用液(りんごフレーバー) 187.5mL/包 たん白アミノ酸製剤 大塚製薬工場

【採用中止】
薬　　品　　名 規格 メーカー名 備考

アセタノールカプセル100 100㎎/カプセル サノフィ 販売中止のため

ダオニール錠2.5mg 2.5㎎/錠 サノフィ 一般名処方あり

旧薬品 新薬品

スミルスチック３％ フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」

プロカテロール塩酸塩錠25μg「サワイ」 メプチンミニ錠25μg

ミゾリビン錠50mg「ファイザー」 ブレディニン錠50

イマチニブ錠100mg「EE」 イマチニブ錠100mg「ニプロ」

ビクロックス錠200 アシクロビル錠200mg「トーワ」

新規採用薬品・採用中止医薬品のお知らせ

下記の薬品は、令和３年２月２日より、採用医薬品となりますのでお知らせいたします。

【院内・院外採用医薬品】

下記の薬品は、令和３年２月２日より、切り替えとなりますのでお知らせいたします。

下記の薬品は、令和３年２月２日より、採用中止となりますのでお知らせいたします。



薬　　品　　名 規　格 薬　効 メーカー名 備考

ダーブロック錠2mg 2mg/錠 HIF-PH阻害薬 協和キリン

ダーブロック錠4mg 4mg/錠 HIF-PH阻害薬 協和キリン

【院外処方専用医薬品】

薬  品  名 規　格 薬　効 メーカー名 備考

バクスミー点鼻粉末剤3mg 3mg/瓶 低血糖時救急治療剤 日本イーライリリー

旧薬品 新薬品

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」 フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」

リシノプリル錠10mg「ファイザー」 リシノプリル錠10mg「サワイ」

ロキソプロフェンナトリウムパップ１００mg「ファイザー」 ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」

レボフロキサシン点眼液1.5％「キッセイ」 レボフロキサシン点眼液1.5%「ニプロ」

新規採用薬品・採用中止医薬品のお知らせ

下記の薬品は、令和３年１月１３日より、採用医薬品となりますのでお知らせいたします。

下記の薬品は、令和３年１月１３日より、切り替えとなりますのでお知らせいたします。

【院内・院外採用医薬品】



【院外処方専用医薬品】

薬  品  名 規　格 薬　効 メーカー名 備考

オンジェンティス錠25mg 25mg/錠 末梢ＣＯＭＴ阻害剤 小野薬品工業

ミニリンメルトOD錠25µg 25µg/錠 脳下垂体ホルモン剤 キッセイ薬品工業

ミニリンメルトOD錠50µg 50µg/錠 脳下垂体ホルモン剤 キッセイ薬品工業

アテキュラ吸入用カプセル低用量 1カプセル 喘息治療配合剤 ノバルティスファーマ

アテキュラ吸入用カプセル中用量 1カプセル 喘息治療配合剤 ノバルティスファーマ

アテキュラ吸入用カプセル高用量 1カプセル 喘息治療配合剤 ノバルティスファーマ

エナジア吸入用カプセル中用量 1カプセル 3成分配合喘息治療剤 ノバルティスファーマ

エナジア吸入用カプセル高用量 1カプセル 3成分配合喘息治療剤 ノバルティスファーマ

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ 1キット
持効型溶解インスリンアナログ

/ヒトGLP-1アナログ 配合注射液
ノボ ノルディスク

ファーマ

ルムジェブ注100単位/mL 10mL/V 抗糖尿病剤 日本イーライリリー

ルムジェブ注ミリオペン 300単位/キット 抗糖尿病剤 日本イーライリリー

ルムジェブ注ミリオペンHD 300単位/キット 抗糖尿病剤 日本イーライリリー

旧薬品 新薬品

リカバリンカプセル250mg トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」

新規採用薬品・採用中止医薬品のお知らせ

下記の薬品は、令和２年１２月１日より、採用医薬品となりますのでお知らせいたします。

下記の薬品は、令和２年１２月１日より、切り替えとなりますのでお知らせいたします。



薬　　品　　名 規　格 薬　効 メーカー名 備考

キャブピリン配合錠 配合錠 アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩配合剤 武田薬品工業
タケルダ配合錠

から切替

タリージェ錠5mg 5mg/錠 末梢性神経障害性疼痛治療剤 第一三共

デエビゴ錠5mg 5mg/錠 不眠症治療薬 エーザイ

【院外処方専用医薬品】

薬  品  名 規　格 薬　効 メーカー名 備考

ディナゲスト錠0.5mg 0.5mg/錠 月経困難症治療剤 持田製薬

メラトベル顆粒小児用0.2% 0.2％/g メラトニン受容体作動性入眠改善剤 ノーベルファーマ

ユリス錠1mg 1mg/錠 選択的尿酸再吸収阻害薬/高尿酸血症治療剤 持田製薬

ラツーダ錠20mg 20mg/錠 抗精神病薬/双極性障害のうつ症状治療薬 大日本住友製薬

ラツーダ錠40mg 40mg/錠 抗精神病薬/双極性障害のうつ症状治療薬 大日本住友製薬

エンペシド外用液1% 10mL/本 抗真菌剤 バイエル薬品

コレクチム軟膏0.5% 5g/本 外用ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤 鳥居薬品

旧薬品 新薬品

レミニールOD錠4mg ガランタミンOD錠４mg「ニプロ」

ステーブラOD錠0.1mg イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」

ベガモックス点眼液０．５％ モキシフロキサシン点眼液0.5％「日点」

ネドリール錠125mg テルビナフィン錠125mg「タカタ」

ビルレクス眼軟膏3% アシクロビル眼軟膏3%「日点」

カロリールゼリー40.496% ラクツロース経口ゼリー分包16.05g「サトウ」

新規採用薬品・採用中止医薬品のお知らせ

下記の薬品は、令和２年１１月５日より、切り替えとなりますのでお知らせいたします。

下記の薬品は、令和２年１１月５日より、採用医薬品となりますのでお知らせいたします。

【院内・院外採用医薬品】



旧薬品 新薬品

メマリーOD錠5mg メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」

メマリーOD錠20mg メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」

アボルブカプセル0.5mg デュタステリドカプセル0.5mgAV「ニプロ」

ザイザルシロップ0.05% レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05％「アメル」

新規採用薬品・採用中止医薬品のお知らせ

下記の薬品は、令和２年１０月１日より、切り替えとなりますのでお知らせいたします。



【院外処方専用医薬品】

薬  品  名 規　格 薬　効 メーカー名 備考

ロケルマ懸濁用散分包5g 5g/包 高カリウム血症改善剤 アストラゼネカ

アイラミド配合懸濁性点眼液 5mL/本
α2作動薬/炭酸脱水酵素阻害薬配合剤

緑内障・高眼圧症治療剤 千寿製薬

ソリクア配合注ソロスター 1キット
持効型溶解インスリンアナログ製剤

/GLP-1受容体作動薬 サノフィ

旧薬品 新薬品

炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」 炭酸水素ナトリウム「コザカイ・Ｍ」

バレリン錠100mg バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」

バレリン錠200mg バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」

バレリンシロップ5% バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」

新規採用薬品・採用中止医薬品のお知らせ

下記の薬品は、令和２年９月８日より、切り替えとなりますのでお知らせいたします。

下記の薬品は、令和２年９月８日より、採用医薬品となりますのでお知らせいたします。



【院外処方専用医薬品】

薬  品  名 規　格 薬　効 メーカー名 備考

ビブラマイシン錠100mg 100mg/錠 テトラサイクリン系抗生物質 ファイザー

旧薬品 新薬品

レスリン錠25 トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」

レスリン錠50 トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」

ルーラン錠4mg ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」

新規採用薬品・採用中止医薬品のお知らせ

下記の薬品は、令和２年７月１日より、採用医薬品となりますのでお知らせいたします。

下記の薬品は、令和２年７月１日より、切り替えとなりますのでお知らせいたします。



薬　　品　　名 規　格 薬　効 メーカー名 備考

テリボン皮下注28.2μg
オートインジェクター

28.2μg/キット 骨粗鬆症治療剤 旭化成ファーマ

【院外処方専用医薬品】

薬  品  名 規　格 薬　効 メーカー名 備考

ビバンセカプセル20mg 20mg/カプセル 中枢神経刺激剤 塩野義製薬

ビバンセカプセル30mg 30mg/カプセル 中枢神経刺激剤 塩野義製薬

【採用中止】
薬　　品　　名 規格 メーカー名 備考

ストロカイン顆粒5% 5%/1g エーザイ 販売中止

ペルサンチン-Lカプセル150mg 150mg/カプセル 日本ベーリンガーインゲルハイム 販売中止

ユベラN細粒40% 40%/1g エーザイ 販売中止

旧薬品 新薬品

アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」（0.67g/包） マーズレンS配合顆粒（0.67g/包）

新規採用薬品・採用中止医薬品のお知らせ

下記の薬品は、令和２年６月２日より、採用医薬品となりますのでお知らせいたします。

【院内・院外採用医薬品】

下記の薬品は、令和２年６月２日より、採用中止となりますのでお知らせいたします。

下記の薬品は、令和２年６月２日より、切り替えとなりますのでお知らせいたします。


