
更新月 薬品名 会社名

ＭＳコンチン錠１０ｍｇ シオノギファーマ

ＭＳコンチン錠３０ｍｇ シオノギファーマ

オキノーム散１０ｍｇ（１０ｍｇ／包） シオノギファーマ

ソーティクツ錠６ｍｇ　　☆ ＢＭＳ

モディオダール錠１００ｍｇ　　☆ 田辺三菱

ジクトルテープ７５ｍｇ　７ｃｍ×１０ｃｍ 久光

モイゼルト軟膏０．３％（１０ｇ） 大塚

モイゼルト軟膏１％（１０ｇ） 大塚

オンジェンティス錠２５ｍｇ　　☆ 小野

ペンタサ顆粒９４％　　☆ 杏林

ハイゼントラ２０％皮下注１ｇ／５ｍＬ　　☆ ＣＳＬベーリング

ハイゼントラ２０％皮下注２ｇ／１０ｍＬ　　☆ ＣＳＬベーリング

ハイゼントラ２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬ　　☆ ＣＳＬベーリング

カルケンスカプセル１００ｍｇ　　☆ アストラゼネカ

ノベルジン顆粒５％（５０ｍｇ／ｇ）　　☆ ノーベルファーマ

ベオーバ錠５０ｍｇ　　☆ キッセイ

グラアルファ配合点眼液（５ｍＬ） 興和

ケブザラ皮下注２００ｍｇｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ　１．１４ｍＬ　　☆ 旭化成

ゴナトロピン注用５０００単位　　☆ あすか

ゴナールエフ皮下注ペン９００国際単位　１．５ｍＬ　　☆ メルクバイオファーマ

アルンブリグ錠３０ｍｇ　　☆ 武田

アルンブリグ錠９０ｍｇ　　☆ 武田

サイバインコ錠５０ｍｇ　　☆ ファイザー

サイバインコ錠１００ｍｇ　　☆ ファイザー

レイボー錠１００ｍｇ　　☆ 第一三共

ジクアスＬＸ点眼液３％（５ｍＬ）　　＊ 参天

ラピフォートワイプ２．５％　　☆ マルホ

ロナセンテープ２０ｍｇ 住友ファーマ

コセンティクス皮下注３００ｍｇペン　２ｍＬ　　☆ マルホ

イノラス配合経腸用液１８７．５ｍＬ(りんごﾌﾚｰﾊﾞｰ)　　☆ 大塚製薬工場

サラジェン顆粒０．５％（５ｍｇ／包）　　☆ キッセイ

ツイミーグ錠５００ｍｇ　　☆ 住友ファーマ

テプミトコ錠２５０ｍｇ　　☆ メルクバイオファーマ

ブコラム口腔用液２．５ｍｇ　０．５ｍＬ 武田

ブコラム口腔用液５ｍｇ　１ｍＬ 武田

採用薬品（院外限定採用含む） ☆：患者限定採用薬品　＊：切り替え予定薬品

２０２３年３月下旬

２０２３年５月下旬

２０２３年１月中旬

２０２３年２月下旬

２０２２年１１月中旬



アズノール軟膏０．０３３％（２０ｇ）　　☆ 日本新薬

シンポニー皮下注５０ｍｇｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ　０．５ｍＬ　　☆ 田辺三菱

ゼジューラ錠１００ｍｇ　　＊ 武田

セムブリックス錠２０ｍｇ　　☆ ノバルティス

セムブリックス錠４０ｍｇ　　☆ ノバルティス

ビレーズトリエアロスフィア１２０吸入　　＊ アストラゼネカ

ベタニス錠２５ｍｇ　　☆ アステラス

ロズリートレクカプセル１００ｍｇ　　☆ 中外

ロズリートレクカプセル２００ｍｇ　　☆ 中外

ルマケラス錠１２０ｍｇ　　☆ アムジェン

エクロックゲル５％（２０ｇ）　　☆ 科研

カデックス外用散０．９％（５０ｇ）　　＊ スミス・アンド・ネフュー

ロゼックスゲル０．７５％（１５ｇ）　　＊ マルホ

オゼンピック皮下注２ｍｇ　　☆ ノボノルディスク

イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ　　＊ バイエル

イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ　　＊ バイエル

コントール散１０％（１００ｍｇ／ｇ）　　☆ 武田テバ

ジセレカ錠１００ｍｇ　　☆ エーザイ

ランプレンカプセル５０ｍｇ　　☆ サンド

イミグランキット皮下注３ｍｇ（０．５ｍＬ）　　☆ ＧＳＫ

ソグルーヤ皮下注５ｍｇ　１．５ｍＬ　　☆ ノボノルディスク

ソグルーヤ皮下注１０ｍｇ　１．５ｍＬ　　☆ ノボノルディスク

サムスカ顆粒１％（１０ｍｇ／ｇ）　　☆ 大塚

ハイヤスタ錠１０ｍｇ　　☆ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

ユリス錠１ｍｇ　　☆ 富士

リンヴォック錠７．５ｍｇ　　☆ アッヴィ

リンヴォック錠１５ｍｇ　　☆ アッヴィ

アリケイス吸入液５９０ｍｇ　８．４ｍＬ　　☆ インスメッド

アレジオンＬＸ点眼液０．１％（５ｍＬ）　　＊ 参天

エスクレ注腸用キット「５００」　　☆ 久光

アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン0.8mL｢第一三共｣　　☆ 第一三共

ヴァンフリタ錠１７．７ｍｇ　　☆ 第一三共

ヴァンフリタ錠２６．５ｍｇ　　☆ 第一三共

エドルミズ錠５０ｍｇ　　☆ 小野

エプクルーサ配合錠　　☆ ギリアド・サイエンシズ

カボメティクス錠２０ｍｇ　　☆ 武田

カボメティクス錠６０ｍｇ　　☆ 武田

スマイラフ錠５０ｍｇ　　☆ アステラス

２０２２年２月中旬

２０２１年１１月上旬

２０２２年７月下旬

２０２２年９月中旬

２０２２年５月中旬

２０２２年１１月中旬



スマイラフ錠１００ｍｇ　　☆ アステラス

バフセオ錠１５０ｍｇ　　☆ 田辺三菱

バフセオ錠３００ｍｇ　　☆ 田辺三菱

フォシーガ錠１０ｍｇ 小野

コレクチム軟膏０．２５％（５ｇ） 鳥居

フィアスプ注　フレックスタッチ３００単位　　☆ ノボノルディスク

ベンリスタ皮下注２００ｍｇｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ　１ｍＬ　　☆ ＧＳＫ

コララン錠２．５ｍｇ　　☆ 小野

ジェミーナ配合錠 ノーベルファーマ

ディナゲスト錠０．５ｍｇ 持田

デノタスチュアブル配合錠　　☆ 第一三共

ペマジール錠４．５ｍｇ　　☆ インサイト・バイオサイエンシズ

エナジア吸入用カプセル中用量 ノバルティス

エナジア吸入用カプセル高用量 ノバルティス

ドボベットフォーム（６０ｇ） 協和キリン

ノルディトロピン　フレックスプロ注１５ｍｇ　　☆ ノボノルディスク

デベルザ錠２０ｍｇ　　＊☆ 興和

ネキシウム懸濁用顆粒分包１０ｍｇ　　☆ アストラゼネカ

リベルサス錠３ｍｇ　　☆ ノボノルディスク

リベルサス錠７ｍｇ　　☆ ノボノルディスク

リベルサス錠１４ｍｇ　　☆ ノボノルディスク

ロケルマ懸濁用散分包５ｇ　　☆ アストラゼネカ

カデックス外用散０．９％（５０ｇ）　　☆ スミス・アンド・ネフュー

ビレーズトリエアロスフィア５６吸入 アストラゼネカ

エンレスト錠１００ｍｇ ノバルティス

エンレスト錠２００ｍｇ ノバルティス

オルミエント錠２ｍｇ　　☆ イーライリリー

オルミエント錠４ｍｇ　　☆ イーライリリー

テリルジー２００エリプタ３０吸入用 ＧＳＫ

オペプリム（５００ｍｇ）　　☆ ヤクルト

ビラフトビカプセル５０ｍｇ　　☆ 小野

ビラフトビカプセル７５ｍｇ　　☆ 小野

ビンダケルカプセル２０ｍｇ　　☆ ファイザー

ベネクレクスタ錠１０ｍｇ　　☆ アッヴィ

ベネクレクスタ錠５０ｍｇ　　☆ アッヴィ

ベネクレクスタ錠１００ｍｇ　　☆ アッヴィ

メクトビ錠１５ｍｇ　　☆ 小野

アドエア５０エアゾール１２０吸入用　　☆ ＧＳＫ

２０２１年７月上旬

２０２１年４月中旬

２０２１年１１月上旬

２０２１年５月中旬

２０２１年９月上旬



リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用　　☆ 日本新薬

スピラマイシン錠１５０万単位「サノフィ」　　☆ サノフィ

ゼジューラカプセル１００ｍｇ　　☆ 武田

ノクサフィル錠１００ｍｇ　　☆ MSD

デュピクセント皮下注３００ｍｇペン　２ｍＬ　　＊☆ サノフィ

エクフィナ錠５０ｍｇ エーザイ

エベレンゾ錠２０ｍｇ アステラス

エベレンゾ錠５０ｍｇ アステラス

エベレンゾ錠１００ｍｇ アステラス

デエビゴ錠５ｍｇ エーザイ

ジピリダモール錠１００ｍｇ「ＪＧ」　　☆ 日本ジェネリック

ゾスパタ錠４０ｍｇ　　☆ アステラス

ダーブロック錠１ｍｇ　　☆ 協和キリン

ダーブロック錠２ｍｇ　　☆ 協和キリン

ダーブロック錠４ｍｇ　　☆ 協和キリン

ダーブロック錠６ｍｇ　　☆ 協和キリン

バクタ配合顆粒　　☆ 塩野義

ベレキシブル錠８０ｍｇ　　☆ 小野

ゼビアックスローション２％（１０ｇ）　　☆ マルホ

バクスミー点鼻粉末剤３ｍｇ　　☆ イーライリリー

ハルロピテープ８ｍｇ 協和キリン

ハルロピテープ１６ｍｇ　　☆ 協和キリン

ハルロピテープ２４ｍｇ　　☆ 協和キリン

ハルロピテープ３２ｍｇ　　☆ 協和キリン

ハルロピテープ４０ｍｇ　　☆ 協和キリン

トレシーバ注ペンフィル３００単位　　☆ ノボノルディスク

タガメット細粒２０％（２００ｍｇ／ｇ）　　☆ 大日本住友

フィコンパ細粒１％（１０ｍｇ／ｇ）　　☆ エーザイ

リーバクト配合経口ゼリー（２０ｇ／個）　　☆ ＥＡファーマ

コレクチム軟膏０．５％（５ｇ） 鳥居

オゼンピック皮下注０．２５ｍｇＳＤ　　☆ ノボノルディスク

オゼンピック皮下注０．５ｍｇＳＤ　　☆ ノボノルディスク

オゼンピック皮下注１．０ｍｇＳＤ　　☆ ノボノルディスク

ヘムライブラ皮下注３０ｍｇ　１ｍＬ　　☆ 中外

ヘムライブラ皮下注６０ｍｇ　０．４ｍＬ　　☆ 中外

ヘムライブラ皮下注９０ｍｇ　０．６ｍＬ　　☆ 中外

ヘムライブラ皮下注１０５ｍｇ　０．７ｍＬ　☆ 中外

ヘムライブラ皮下注１５０ｍｇ　１ｍＬ　　☆ 中外

２０２０年１２月下旬

２０２１年４月中旬

２０２０年１１月中旬

２０２０年９月上旬



イブランス錠２５ｍｇ　　＊ ファイザー

イブランス錠１２５ｍｇ　　＊ ファイザー

タルグレチンカプセル７５ｍｇ　　☆ ミノファーゲン

ホスリボン配合顆粒（１００ｍｇ／０．４８ｇ） ゼリア

メラトベル顆粒小児用０．２％（２ｍｇ／ｇ）　　☆ ノーベルファーマ

ユーエフティＥ配合顆粒T150(150mg/包)ﾃｶﾞﾌｰﾙ相当量　　☆ 大鵬

リンゼス錠０．２５ｍｇ アステラス

アイラミド配合懸濁性点眼液（５ｍＬ） 千寿

レパーサ皮下注４２０ｍｇオートミニドーザー　3.5mL　　☆ アステラス

アトモキセチン錠１０ｍｇ「トーワ」　　☆ 東和

アトモキセチン錠２５ｍｇ「トーワ」　　☆ 東和

コムクロシャンプー０．０５％（１２５ｍＬ）　　☆ マルホ

アドベイト静注用キット２５０国際単位　　＊ シャイアー

アドベイト静注用キット５００国際単位　　＊☆ シャイアー

アドベイト静注用キット１０００国際単位　　＊ シャイアー

アドベイト静注用キット２０００国際単位　　＊☆ シャイアー

アボネックス筋注３０μｇペン　０．５ｍＬ　　☆ バイオジェン

ストレンジック皮下注１８ｍｇ／０．４５ｍＬ　　☆ アレクシオンファーマ

アーリーダ錠６０ｍｇ ヤンセン

サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ　　＊ 大塚

サムスカＯＤ錠１５ｍｇ　　＊ 大塚

サムスカＯＤ錠３０ｍｇ　　＊ 大塚

アイベータ配合点眼液（５ｍＬ） 千寿

ピマリシン眼軟膏１％「センジュ」（５ｇ）　　☆ 千寿

コパキソン皮下注２０ｍｇシリンジ　１ｍＬ　　☆ 武田

シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス　１ｍＬ　　☆ アステラス

テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター　　☆ 旭化成

メトレレプチン皮下注用１１．２５ｍｇ「シオノギ」　　☆ 塩野義

エビリファイ錠６ｍｇ 大塚

ビタミンＢ６散１０％「マルイシ」（１００ｍｇ／ｇ）　　☆ 丸石

プロ・バンサイン錠１５ｍｇ　　☆ ファイザー

ミネブロ錠２．５ｍｇ 第一三共

レクサプロ錠１０ｍｇ 持田

アレサガテープ４ｍｇ 久光

アレサガテープ８ｍｇ 久光

エストリール腟錠０．５ｍｇ 持田

オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００ｍｇ「F」 富士

クロマイ膣錠１００ｍｇ アルフレッサファーマ

２０２０年１月中旬

２０２０年３月中旬

２０２０年５月中旬

２０２０年７月中旬



ヒルドイドフォーム０．３％（９２ｇ） マルホ

メプチンスイングヘラー１０μｇ吸入１００回 大塚

ストレンジック皮下注１２ｍｇ／０．３ｍＬ　　☆ アレクシオンファーマ

クレメジン速崩錠５００ｍｇ　　☆ 田辺三菱

ダフクリア錠２００ｍｇ　　☆ アステラス

タリージェ錠２．５ｍｇ 第一三共

タリージェ錠５ｍｇ 第一三共

タリージェ錠１０ｍｇ 第一三共

タリージェ錠１５ｍｇ 第一三共

アジマイシン点眼液１％（２．５ｍＬ） 千寿

ロキソプロフェンNaテープ50mg｢三和｣ 7cm×10cm(７枚) 三和化学

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ３００ドーズ　　☆ ノボノルディスク

シダキュアスギ花粉舌下錠２，０００ＪＡＵ　　☆ 鳥居

シダキュアスギ花粉舌下錠５，０００ＪＡＵ　　☆ 鳥居

ビジンプロ錠１５ｍｇ　　☆ ファイザー

ビジンプロ錠４５ｍｇ　　☆ ファイザー

リフキシマ錠２００ｍｇ　　☆ あすか

ロスーゼット配合錠ＬＤ バイエル

ロスーゼット配合錠ＨＤ バイエル

ダイアコートクリーム０．０５％（５ｇ）　　＊ 帝國

パルモディア錠０．１ｍｇ 興和

ブルフェン錠１００　　☆ 科研

ローブレナ錠２５ｍｇ　　☆ ファイザー

ローブレナ錠１００ｍｇ　　☆ ファイザー

テリルジー１００エリプタ３０吸入用 ＧＳＫ

プラルエント皮下注１５０ｍｇペン　１ｍＬ　　☆ サノフィ

アミティーザカプセル１２μｇ　　＊ マイランＥＰＤ

カリメート経口液２０％（２５ｇ／包） (ｱｯﾌﾟﾙﾌﾚｰﾊﾞｰ) 興和

サイクロセリンカプセル２５０ｍｇ「明治」　　☆ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

シベクトロ錠２００ｍｇ　　☆ MSD

ベージニオ錠１００ｍｇ　　☆ イーライリリー

ベージニオ錠１５０ｍｇ　　☆ イーライリリー

ベージニオ錠５０ｍｇ　　☆ イーライリリー

モビコール配合内用剤　　☆ ＥＡファーマ

レルミナ錠４０ｍｇ あすか

エイベリス点眼液０．００２％（２．５ｍＬ） 参天

トービイ吸入液３００ｍｇ（５ｍＬ）　　☆ ノバルティス

フェントステープ０．５ｍｇ 協和発酵キリン

２０２０年１月中旬

２０１９年７月中旬

２０１９年５月中旬

２０１９年１１月中旬

２０１９年８月下旬



アイクルシグ錠１５ｍｇ　　☆ 大塚

アミティーザカプセル１２μｇ　　☆ マイランＥＰＤ

イムセラカプセル０．５ｍｇ　　☆ 田辺三菱

ビムパットドライシロップ１０％（１００ｍｇ／ｇ）　　☆ 第一三共

エピデュオゲル（１５ｇ）　　☆ マルホ

Ｌ－ケフレックス顆粒（５００ｍｇ／ｇ） 共和

ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ ノバルティス

ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ ノバルティス

ビブラマイシン錠１００ｍｇ　　☆ ファイザー

ランツジールコーワ錠３０ｍｇ 興和

ミケルナ配合点眼液（２．５ｍＬ） 大塚

モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ　２０cm×１４cm(７枚) 久光

ルパフィン錠１０ｍｇ 田辺三菱

ラパリムスゲル０．２％（１０ｇ）　　☆ ノーベルファーマ

ヒューマログ注ミリオペンＨＤ３００単位　　☆ イーライリリー

ヒュミラ皮下注８０ｍｇペン　０．８ｍＬ　　☆ エーザイ

オルケディア錠１ｍｇ 協和発酵キリン

オルケディア錠２ｍｇ 協和発酵キリン

ゾフルーザ錠１０ｍｇ 塩野義

ゾフルーザ錠２０ｍｇ 塩野義

プルスマリンＡドライシロップ小児用１．５％(15mg/g)　　＊ 高田

リンゼス錠０．２５ｍｇ　　☆ アステラス

ワコビタール坐剤５０ｍｇ　　☆ 高田

ザイティガ錠２５０ｍｇ ヤンセン

ネイリンカプセル１００ｍｇ エーザイ

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%｢JG｣(１０mL)　　＊ 日本ジェネリック

エンブレル皮下注２５ｍｇペン　０．５ｍＬ 武田

ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン　０．４ｍＬ　　＊ エーザイ

アジレクト錠１ｍｇ 武田

アメナリーフ錠２００ｍｇ マルホ

イーケプラ錠２５０ｍｇ 大塚

イーケプラドライシロップ５０％（５００ｍｇ／ｇ） 大塚

イクスタンジ錠４０ｍｇ アステラス

イクスタンジ錠８０ｍｇ アステラス

イブランスカプセル２５ｍｇ ファイザー

イブランスカプセル１２５ｍｇ ファイザー

オテズラ錠１０ｍｇ セルジーン

オテズラ錠２０ｍｇ セルジーン

２０１９年１月上旬

２０１８年１１月中旬

２０１９年３月上旬

２０１８年７月中旬

２０１８年９月中旬

２０１８年１０月中旬

２０１９年４月上旬



オテズラ錠３０ｍｇ セルジーン

グーフィス錠５ｍｇ　　☆ ＥＡファーマ

ザイザルシロップ０．０５％（０．５ｍｇ／ｍＬ） ＧＳＫ

サムチレール内用懸濁液１５％（５ｍＬ／包） ＧＳＫ

スチバーガ錠４０ｍｇ バイエル

ミヤＢＭ細粒 ミヤリサン

モンテルカスト細粒４ｍｇ「サワイ」 沢井

ラボナ錠５０ｍｇ 田辺三菱

リムパーザ錠１００ｍｇ アストラゼネカ

リムパーザ錠１５０ｍｇ アストラゼネカ

レンビマカプセル４ｍｇ エーザイ

ロンサーフ配合錠Ｔ１５　１５ｍｇ（ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ相当量） 大鵬

ロンサーフ配合錠Ｔ２０　２０ｍｇ（ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ相当量） 大鵬

アンテベートローション０．０５％（１０ｇ） 鳥居

ドボベットゲル（１５ｇ） 協和発酵キリン

フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用 ＧＳＫ

プレドニン眼軟膏（５ｇ） 塩野義

メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ 大塚

リドメックスコーワローション０．３％（１５ｇ） 興和

リレンザ（５ｍｇ） ＧＳＫ

トルツ皮下注８０ｍｇｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ　１ｍＬ　　☆ イーライリリー

２０１８年７月中旬


