
新規採用薬品 ☆　限定採用薬品　　　　　＊　切り替え予定薬品

更新月 薬品名 会社名

アミノレバンＥＮ配合散（５０ｇ／包）　コーヒー味　　＊ 大塚

エクメット配合錠ＨＤ ノバルティス

オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ　　＊ 塩野義

オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ　　＊ 塩野義

オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ　　＊ 塩野義

オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ　　＊ 塩野義

オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」　　＊ 東和

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」　　＊ 東和

サーティカン錠０．２５ｍｇ　　☆ ノバルティス

サーティカン錠０．５ｍｇ　　☆ ノバルティス

サーティカン錠０．７５ｍｇ　　☆ ノバルティス

ゼルヤンツ錠５ｍｇ　　☆ ファイザー

ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「トーワ」　　☆ 東和

ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「トーワ」　　＊ 東和

プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」　　＊ 沢井

ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」　　＊ 沢井

マヴィレット配合錠 アッヴィ

メサラジン錠５００ｍｇ「ケミファ」　　＊ 日本ケミファ

メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＤＳＥＰ」 第一三共エスファ

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

アダパレンゲル０．１％「共創未来」（１５ｇ）　　＊ 共創未来ファーマ

アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＮＰ」　　＊ ニプロ

エンテカビルＯＤ錠０．５ｍｇ「サワイ」　　＊ 沢井

シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「トーワ」　　＊ 東和

ストラテラ内用液０．４％（４ｍｇ／ｍＬ）　　☆ イーライリリー

セリプロロール塩酸塩錠２００ｍｇ「日医工」　　＊ 日医工

タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」　　＊ 沢井

デザレックス錠５ｍｇ 杏林

ニッパスカルシウム顆粒１００％　　☆ 田辺三菱

ビムパット錠１００ｍｇ 第一三共

ビムパット錠５０ｍｇ 第一三共

ビラノア錠２０ｍｇ 大鵬

フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「サワイ」　　＊ 沢井

ベムリディ錠２５ｍｇ ギリアド・サイエンシズ

マヴィレット配合錠　　☆ アッヴィ

リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ　　＊ 第一三共

リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ　　＊ 第一三共

ガチフロ点眼液０．３％（５ｍＬ） 千寿

レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回 キッセイ

イブランスカプセル１２５ｍｇ　　☆ ファイザー

イブランスカプセル２５ｍｇ　　☆ ファイザー

ヴォトリエント錠２００ｍｇ ノバルティス

ウリアデック錠４０ｍｇ 三和化学

平成３０年５月上旬

平成３０年３月上旬

平成３０年１月上旬



デザレックス錠５ｍｇ　　☆ 杏林

テルミサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」　　＊ 東和

テルミサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「トーワ」　　＊ 東和

ドキサゾシン錠１ｍｇ「サワイ」　　＊ 沢井

リアルダ錠１２００ｍｇ 持田

ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「ＮＰ」　　＊ ニプロ

ビダラビン軟膏３％「ＳＷ」（５ｇ）　　＊ 沢井

レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回　　☆ キッセイ

レパーサ皮下注１４０ｍｇペン　　☆ アステラス

コデインリン酸塩散１０％「第一三共」（１００ｍｇ／ｇ）　　＊ 第一三共

トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒１５％「明治」（１５０ｍｇ／ｇ）　　＊ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

ナルサス錠２ｍｇ 第一三共

ナルサス錠６ｍｇ 第一三共

ナルラピド錠１ｍｇ 第一三共

メロキシカム錠１０ｍｇ「トーワ」　　＊ 東和

塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥＫ」　　＊ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ

ロフラゼプ酸エチル錠２ｍｇ「サワイ」　　＊ 沢井

ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」　　＊ 沢井

オフロキサシン耳科用液０．３％「ＣＥＯ」（５ｍＬ）　　＊ セオリア

スミルスチック３％（４０ｇ） 三笠

レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＴＳ」（５ｍＬ）　　＊ テイカ

オプスミット錠１０ｍｇ　　☆

グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」　　＊

スインプロイク錠０．２ｍｇ

ビラノア錠２０ｍｇ　　☆

ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」　　＊

ベルソムラ錠１０ｍｇ　　☆

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「トーワ」　　＊

モンテルカスト錠１０ｍｇ「トーワ」　　＊

モンテルカスト細粒４ｍｇ「サワイ」　　＊☆

ヤーズフレックス配合錠

インドメタシン外用液１％「日医工」（６０ｍＬ）　　＊

ネバナック懸濁性点眼液０．１％（５ｍＬ）

ムコスタ点眼液ＵＤ２％

リンベタＰＦ眼耳鼻科用液０．１％（５ｍＬ）

シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ　１ｍＬ　　☆

イソソルビド内用液７０％「ＣＥＯ」　　＊

オテズラ錠１０ｍｇ　　☆

オテズラ錠２０ｍｇ　　☆

オテズラ錠３０ｍｇ　　☆

コデインリン酸塩散１％「タケダ」（１０ｍｇ／ｇ）　　＊

ジカディアカプセル１５０ｍｇ　　☆

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」　　＊

バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠１００ｍｇ「トーワ」　　＊

バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠２００ｍｇ「トーワ」　　＊

ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ　　＊

ムンデシンカプセル１００ｍｇ　　☆

平成２９年９月上旬

平成２９年７月上旬

平成３０年１月上旬

平成２９年１１月上旬



リリカＯＤ錠２５ｍｇ

リリカＯＤ錠７５ｍｇ　　＊

ルセフィ錠２．５ｍｇ　　☆

フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」　１０ｃｍ×１４ｃｍ（７枚）　　＊

フシジンレオ軟膏２％（１０ｇ）

オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ　　☆

アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「トーワ」　　＊

アルファカルシドールカプセル１μｇ「トーワ」　　＊

ウプトラビ錠０．２ｍｇ　　☆

ウプトラビ錠０．４ｍｇ　　☆

エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」　　＊

カプトプリル錠２５ｍｇ「ＳＷ」　　＊

ザイザルシロップ０．０５％（０．５ｍｇ／ｍＬ）　　☆

サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「日医工」　　＊

ゼンタコートカプセル３ｍｇ　　☆

テクフィデラカプセル１２０ｍｇ　　☆

テクフィデラカプセル２４０ｍｇ　　☆

プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠０．３７５ｍｇＭＩ「トーワ」　　＊

プラミペキソール塩酸塩ＬＡ錠１．５ｍｇＭＩ「トーワ」　　＊

プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」　　＊

リアルダ錠１２００ｍｇ　　☆

ルコナック爪外用液５％（３．５ｇ）

コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン　　☆

オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ　　＊

オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ　　＊

スーグラ錠５０ｍｇ

タケキャブ錠１０ｍｇ

タリオンＯＤ錠１０ｍｇ

チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」　　＊

ビオチン・ドライシロップ０．１％「ホエイ」（１ｍｇ／ｇ）　　☆

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」　　＊

ベタニス錠５０ｍｇ

ミグシス錠５ｍｇ　　☆

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「ＴＹＫ」　　＊

ヤーズ配合錠　　☆

リルゾール錠５０ｍｇ「タナベ」　　＊

アセチロールクリーム１０％（２０ｇ）　　＊

ジクロフェナクＮａゲル１％「日本臓器」（５０ｇ）　　＊

ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「ＮＰ」　７ｃｍ×１０ｃｍ（７枚）　　＊

マーデュオックス軟膏（１０ｇ）

イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ「ＳＷ」　　＊

インフリーカプセル１００ｍｇ　　☆

エクメット配合錠ＨＤ　　☆

エレルサ錠５０ｍｇ

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ

カルコーパ配合錠Ｌ１００　　＊

グラジナ錠５０ｍｇ

平成２９年７月上旬

平成２９年５月上旬

平成２９年１月上旬

平成２９年３月上旬



サムチレール内用懸濁液１５％（５ｍＬ／包）　　☆

ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「サワイ」　　＊

ゾニサミド散２０％「アメル」（２００ｍｇ／ｇ）　　＊

ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」　　＊

ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ「トーワ」　　＊

メトトレキサートカプセル２ｍｇ「トーワ」　　＊

ヨウ化カリウム「日医工」　　☆

ルネスタ錠１ｍｇ

ワントラム錠１００ｍｇ

スピオルトレスピマット６０吸入

ネリザ軟膏（２ｇ）　　＊

ネリザ坐剤　　＊

ベピオゲル２．５％（１５ｇ）

ロゼックスゲル０．７５％（５０ｇ）

インスリン　グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」３００単位　　＊

デカドロン錠４ｍｇ　　☆

ビムパット錠５０ｍｇ　　☆

ビムパット錠１００ｍｇ　　☆

フォシーガ錠５ｍｇ　　☆

スミルスチック３％（４０ｇ）　　☆

アデムパス錠０．５ｍｇ　　☆

アデムパス錠１．０ｍｇ　　☆

アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」　　＊

イムブルビカカプセル１４０ｍｇ　　☆

エンタカポン錠１００ｍｇ「トーワ」　　＊

カデチア配合錠ＨＤ「テバ」　　＊

クエチアピン錠２５ｍｇ「トーワ」　　＊

ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ「トーワ」　　＊

ダラシンカプセル１５０ｍｇ　　☆

デュファストン錠５ｍｇ　　☆

テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」　　＊

バルヒディオ配合錠ＥＸ「サンド」　　＊

プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ／ｍＬ「日医工」　　＊

ミゾリビン錠５０ｍｇ「サワイ」　　＊

メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」　　＊

ルネスタ錠１ｍｇ　　☆

ディビゲル１ｍｇ　　☆

テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワイ」　　＊

レルベア１００エリプタ３０吸入用

アナストロゾール錠１ｍｇ「トーワ」　　＊

タグリッソ錠４０ｍｇ　　☆

タグリッソ錠８０ｍｇ　　☆

タモキシフェン錠２０ｍｇ「バイエル」　　＊

ピルシカイニド塩酸塩錠５０ｍｇ「三和」　　＊

レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＮＫ」　　＊

ゲンタロール点眼液０．３％（５ｍＬ）　　☆

ポビドンヨードゲル１０％「明治」（４ｇ）　　＊

平成２８年１０月下旬

平成２８年９月上旬

平成２８年１１月下旬

平成２９年１月上旬



ウリンメット配合散　　＊

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」　　＊

エピナスチン塩酸塩ＤＳ小児用１％「トーワ」（１０ｍｇ／ｇ）　　＊

エフィエント錠２．５ｍｇ

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」　　＊

トフィソパム錠５０ｍｇ「サワイ」　　＊

ビタファントＦ錠２５　　＊

フィコンパ錠２ｍｇ

フィコンパ錠４ｍｇ

プランルカスト錠１１２．５「ＥＫ」　　＊

プランルカストＤＳ１０％「ＥＫ」（１００ｍｇ／ｇ）　　＊

ペリンドプリルエルブミン錠４ｍｇ「サワイ」　　＊

ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「サワイ」　　＊

デルモベートスカルプローション０．０５％（１０ｇ）

ビソノテープ４ｍｇ

ルリコン軟膏１％（１０ｇ）

ロコアテープ　１０ｃｍ×１４ｃｍ（７枚）

コセンティクス皮下注１５０ｍｇシリンジ　１ｍＬ　　☆

イマチニブ錠１００ｍｇ「ヤクルト」　　＊

サリパラ液　　＊

ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」　　＊

ポラプレジンク顆粒１５％「ファイザー」（１５０ｍｇ／ｇ）　　＊

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠０．１２５ｍｇ「Ｆ」　　＊

ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤３００ｇ　　☆

ロトリガ粒状カプセル２ｇ

レボフロキサシン点眼液１．５％「ファイザー」（５ｍＬ）　　＊

イミグラン錠５０　　☆

ボシュリフ錠１００ｍｇ　　☆

レンビマカプセル４ｍｇ　　☆

レンビマカプセル１０ｍｇ　　☆

プロペト　　☆

アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター　　☆

アスケート錠３００ｍｇ　　＊

球形吸着炭細粒「マイラン」（２ｇ／包）　　＊

シグマビタン配合カプセルＢ２５　　＊

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タイヨー」　　＊

ジャディアンス錠１０ｍｇ　　☆

ジャディアンス錠２５ｍｇ　　☆

デキストロメトルファン臭化水素酸塩散１０％「日医工」　　＊

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」　　＊

バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」　　＊

プラケニル錠２００ｍｇ

ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」　　＊

ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」（５ｍＬ）　　＊

インスリン　グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」３００単位　　☆

平成２８年１月下旬 イリボー錠２．５μｇ　　☆

カナグル錠１００ｍｇ　　☆

平成２８年５月上旬

平成２８年７月上旬

平成２８年４月中旬

平成２８年２月下旬

平成２８年１月中旬

平成２８年４月上旬



ジオトリフ錠２０ｍｇ　　☆

ジオトリフ錠３０ｍｇ　　☆

ジオトリフ錠４０ｍｇ　　☆

ピートルチュアブル錠２５０ｍｇ　　☆

イミグラン点鼻液２０　　☆

アミティーザカプセル２４μｇ

アレセンサカプセル１５０ｍｇ　　☆

ヴィキラックス配合錠

酸化マグネシウム細粒８３％「ケンエー」　　＊

酸化マグネシウム錠３３０ｍｇ「ケンエー」　　＊

ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「ＪＧ」　　＊

ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ＪＧ」　　＊

ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」　　＊

ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＨＭＴ」　　＊

ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＨＭＴ」　　＊

ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＨＭＴ」　　＊

ライゾデグ配合注フレックスタッチ　　☆

イリボー錠５μｇ　　☆

オフェブカプセル１５０ｍｇ　　☆

アマンタジン塩酸塩細粒１０％「サワイ」　　＊

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」　　＊

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」　　＊

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」　　＊

エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」　　＊

ケーサプライ錠６００ｍｇ　　＊

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「トーワ」　　＊

ハーボニー配合錠

フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「Ｆ」　　＊

ミノサイクリン塩酸塩顆粒２％「サワイ」　　＊

ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」　　＊

リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」　　＊

リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「トーワ」　　＊

アゾルガ配合懸濁性点眼液

アノーロエリプタ３０吸入用

ベルベゾロンＦ点眼・点鼻液　　＊

メサデルム軟膏０．１％

ホスリボン配合顆粒　　☆

トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス　　☆

プログラフ顆粒（０．２ｍｇ／包）　　☆

プログラフ顆粒（１ｍｇ／包）　　☆

アドエア１００ディスカス６０吸入用　　☆

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「トーワ」　　＊

クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「トーワ」　　＊

ザルティア錠５ｍｇ

シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「ケミファ」　　＊

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「ケミファ」　　＊

平成２８年１月上旬

平成２８年１月中旬

平成２７年１２月中旬

平成２７年１１月下旬

平成２７年１１月上旬

平成２７年１０月下旬

平成２７年９月下旬

平成２７年９月中旬



フルバスタチン錠２０ｍｇ「サワイ」　　＊

フルバスタチン錠３０ｍｇ「サワイ」　　＊

メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＤＳＥＰ」　　＊

アレジオン点眼液０．０５％

アシクロビル錠２００ｍｇ「サワイ」

ゼスタッククリーム（５０ｇ）

オダイン錠１２５ｍｇ　　☆

ジャカビ錠５ｍｇ　　☆

シングレア細粒４ｍｇ　　☆

ソバルディ錠４００ｍｇ　　☆

Ｌ‐アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「トーワ」　　＊

クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」　　＊

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」　　＊

バロス消泡内用液２％　　＊

ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」　　＊

ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」　　＊

ポリシロ錠８０ｍｇ　　＊

レボフロキサシン細粒１０％「ＤＳＥＰ」　　＊

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」　　＊

タッチロンパップ３０　　＊

平成２７年６月上旬 リパクレオンカプセル１５０ｍｇ　　☆

アクトネル錠７５ｍｇ

アスベリンシロップ０．５％

ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」　　＊

タケキャブ錠２０ｍｇ　　☆

沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」　　＊

ディレグラ配合錠

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「サワイ」　　＊

トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」　　＊

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「トーワ」　　＊

ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「トーワ」　　＊

ニフェジピンカプセル５ｍｇ「サワイ」　　＊

ラフチジン錠１０ｍｇ「トーワ」　　＊

タガメット錠２００ｍｇ　　☆

オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ１ｍＬ　　☆

ノベルジン錠２５ｍｇ　　☆　＊

プロタノールＳ錠１５ｍｇ　　☆

パルミコート吸入液０．５ｍｇ　２ｍＬ　　☆

アジルバ錠２０ｍｇ

イミダプリル塩酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」　　＊

イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「サワイ」　　＊

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トーワ」　　＊

カンデサルタンＯＤ錠４ｍｇ「ＥＥ」　　＊

グリメピリド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」　　＊

グリメピリド錠３ｍｇ「ＥＭＥＣ」　　＊

ザイティガ錠２５０ｍｇ

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ　　＊

平成２７年４月中旬

平成２７年８月中旬

平成２７年５月中旬

平成２７年３月中旬

平成２７年９月中旬

平成２７年９月上旬

平成２７年７月上旬

平成２７年５月上旬



トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ　　＊

リオナ錠２５０ｍｇ

ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル７５ｍｇ「サワイ」　　＊

グラナテック点眼液０．４％

キニジン硫酸塩錠１００ｍｇ「ファイザー」　　☆

プロセキソール錠０．５ｍｇ　　☆

平成２７年２月上旬 ベルソムラ錠１５ｍｇ　　☆

アレセンサカプセル２０ｍｇ　　☆

アレセンサカプセル４０ｍｇ　　☆

カプトプリル錠２５ｍｇ「トーワ」

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」　　＊

ザーコリカプセル２００ｍｇ　　☆

シュアポスト錠０．２５ｍｇ

スタレボ配合錠Ｌ５０

スタレボ配合錠Ｌ１００

ドンペリドン錠１０ｍｇ「サワイ」　　＊

ドンペリドンＤＳ小児用１％「サワイ」　　＊

バニヘップカプセル１５０ｍｇ

ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「トーワ」　　＊

ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トーワ」　　＊

ブシ末（調剤用）「ツムラ」

ラパリムス錠１ｍｇ　　☆

リクシアナ錠３０ｍｇ

リクシアナ錠６０ｍｇ

ノルスパンテープ５ｍｇ

ノルスパンテープ１０ｍｇ

フルティフォーム１２５エアゾール　１２０吸入用　　＊

ヘモポリゾン軟膏　　＊

レルベア２００エリプタ３０吸入用　　＊

ノボラピッド注１００単位／ｍＬ　　＊

アプルウェイ錠２０ｍｇ　　☆

ベイスンＯＤ錠０．２ｍｇ　　☆

マイスタン錠５ｍｇ　　☆

イルソグラジンマレイン酸錠２ｍｇ「日医工」　　＊

エネーボ配合経腸用液

カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」　　＊

カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」　　＊

カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」　　＊

スンベプラカプセル１００ｍｇ

ダクルインザ錠６０ｍｇ

トビエース錠４ｍｇ

メマリーＯＤ錠２０ｍｇ　　＊

メマリーＯＤ錠５ｍｇ　　＊

ルナベル配合錠ＵＬＤ

ウルティブロ吸入用カプセル

クレナフィン爪外用液１０％

スミスリンローション５％

平成２６年１１月中旬

平成２７年３月上旬

平成２７年１月中旬

平成２６年１１月中旬

平成２７年３月中旬



スルファジアジンパスタ５％「三恵」　　＊

ドボベット軟膏

コントミン糖衣錠２５ｍｇ　　＊

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日医工」　　＊

アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル４５ｍｇ「日医工」　　＊

アンブロキソール塩酸塩内用液０．７５％「ＪＧ」　　＊

シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」　　＊

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」　　＊

バルサルタン錠８０ｍｇ「ニプロ」　　＊

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」　　＊

アルクレイン内用液５％　　＊

イクスタンジカプセル４０ｍｇ

エフィエント錠３．７５ｍｇ

エフィエント錠５ｍｇ

テネリア錠２０ｍｇ

テノゼット錠３００ｍｇ

イソジンシュガーパスタ軟膏　１００ｇ　　＊

イソジンシュガーパスタ軟膏　５００ｇ　　＊

ネオヨジンガーグル液７％　３０ｍL　　＊

オングリザ錠２．５ｍｇ

パンテチン散２０％「テバ」　　＊

パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」　　＊

ビビアント錠２０ｍｇ

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」　　＊

フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」　　＊

フロセミド錠２０「タイヨー」　　＊

フロセミド錠４０「タイヨー」　　＊

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」　　＊

スーグラ錠５０ｍｇ　　☆

アコファイド錠１００ｍｇ　　☆

アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」　　＊

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」　　＊

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」　　＊

エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」　　＊

カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」　　＊

ケアロードＬＡ６０μｇ　　☆

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用１０％「トーワ」　　＊

セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」　　＊

セフジニル細粒１０％小児用「マイラン」　　＊

ゼフロプト錠５μｇ　　＊

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」　　＊

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」　　＊

ダイフェン配合錠　　＊

テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」　　＊

テプレノン細粒１０％「トーワ」　　＊

テラナス錠５ｍｇ　　☆

ニコランマート錠５ｍｇ　　＊

平成２６年１１月中旬

平成２６年７月上旬

平成２６年９月上旬

平成２６年５月上旬

平成２６年４月中旬

平成２６年４月上旬



バレリンシロップ５％　　＊

ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」　　＊

ファモチジン散２％「トーワ」　　＊

フェロチーム錠５０　　＊

フォリロミン顆粒８．３％　　＊

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」４５ｍＬ　　＊

ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「トーワ」　　＊

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」　　＊

ヨーピス内用液０．７５％　　＊

ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」　　＊

ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「サワイ」　　＊

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」　　＊

ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」　　＊

リフォロースシロップ６５％　　＊

レバミピド錠１００ｍｇ「トーワ」　　＊

ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」　　＊

アドシルカ錠２０ｍｇ　　☆

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」　　☆

イーケプラ錠２５０ｍｇ　　☆

イーケプラドライシロップ５０％　　☆

ヴォリブリス錠２．５ｍｇ　　☆

エリキュース錠２．５ｍｇ

エリキュース錠５ｍｇ

エレンタールＰ　☆

グレースビット錠５０ｍｇ　　☆

バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」

アラミスト点鼻液２７．５μｇ　５６噴霧用

ノルスパンテープ５ｍｇ　　☆

ノルスパンテープ１０ｍｇ　　☆

ノルスパンテープ２０ｍｇ　　☆

フルティフォーム１２５エアゾール　５６吸入用

レルベア２００エリプタ　１４吸入

ケイキサレートドライシロップ７６％　３．２７ｇ／包

ザイザル錠５ｍｇ

ソブリアードカプセル１００ｍｇ

ノボラピッド注フレックスタッチ３００単位/３ｍＬ

ドプスＯＤ錠１００ｍｇ

ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ

リバロＯＤ錠１ｍｇ

リバロＯＤ錠２ｍｇ

リフレックス錠１５ｍｇ

レナデックス錠４ｍｇ

デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ/ｇ　　５ｇ/本

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０　２０ｍｇ

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５　２５ｍｇ

ノウリアスト錠２０ｍｇ

オーキシス９μｇタービュヘイラー２８吸入

平成２６年３月中旬

平成２５年１１月初旬

平成２６年１月初旬

平成２５年９月中旬

平成２６年４月上旬



ペンタサ坐剤１ｇ

平成２５年８月中旬 白色ワセリン〔ソフト〕「ケンエー」

ダイアート錠３０ｍｇ

トラゼンタ錠５ｍｇ

エルカルチン錠３００ｍｇ　　☆

エルカルチンＦＦ内用液１０％　　☆

ニュープロパッチ２．２５ｍｇ　　☆

ニュープロパッチ４．５ｍｇ

ニュープロパッチ９ｍｇ　　☆

ニュープロパッチ１３．５ｍｇ　　☆

イクセロンパッチ９ｍｇ　　☆

イクセロンパッチ１３．５ｍｇ　　☆

ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ

トレシーバ注フレックスタッチ

カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」

アマージ錠２．５ｍｇ

イトリゾール内用液１％

平成２５年２月下旬頃 イドメシンコーワゲル１％　７０ｇ

平成２５年２月中旬頃 マイクロファインプラス３２G　４ｍｍ

ネキシウムカプセル２０ｍｇ

メインテート錠０．６２５ｍｇ

ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」

アイファガン点眼液０．１％

イグザレルト錠１０ｍｇ

イグザレルト錠１５ｍｇ

サインバルタカプセル２０ｍｇ

ダイドロネル錠２００ｍｇ

パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ　＊

パキシルＣＲ錠２５ｍｇ　＊

ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ

レキップＣＲ錠２ｍｇ

レキップＣＲ錠８ｍｇ

アポカイン皮下注３０ｍｇ

アボルブカプセル０．５ｍｇ

エパデールＳ９００ｍｇ　　＊

フォルテオ皮下注６００μｇ

エムラクリーム（５ｇ）

エディロールカプセル０．７５μｇ

シュアポスト錠０．５ｍｇ

ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ

イクセロンパッチ４．５ｍｇ

イクセロンパッチ１８ｍｇ

オゼックス細粒小児用１５％

オラペネム小児用細粒１０％

オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ

テラビック錠２５０ｍｇ

トラムセット配合錠

平成２５年３月中旬

平成２４年1月

平成２４年３月

平成２４年９月

平成２５年４月下旬頃

平成２５年５月下旬

平成２４年５月

平成２４年11月

平成２５年７月中旬

平成２４年７月

平成２５年９月中旬



リピディル錠８０ｍｇ　　＊

トラマールカプセル２５ｍｇ

ボノテオ錠５０ｍｇ

フェブリク錠２０ｍｇ

クラビット点眼液１．５％（５ｍＬ）　　＊

イソバイドシロップ７０％（分包３０ｍＬ）　　＊

メマリー錠５ｍｇ

メマリー錠２０ｍｇ

レミニールＯＤ錠４ｍｇ

レミニールＯＤ錠８ｍｇ

ゼスタッククリーム（５０ｇ）

ベガモックス点眼液０．５％（５ｍＬ）

プラザキサ錠７５ｍｇ

プラザキサ錠１１０ｍｇ

メトグルコ錠２５０ｍｇ　＊

レボレード錠１２．５ｍｇ

サムスカ錠１５ｍｇ

ミヤBM錠

コソプト配合点眼液

バイエッタ皮下注５μｇペン３００

バイエッタ皮下注１０μｇペン３００

ノルディトロピン　フレックスプロ注５ｍｇ　　＊

ノルディトロピン　フレックスプロ注１０ｍｇ　＊

イーケプラ錠２５０ｍｇ

イーケプラ錠５００ｍｇ 

 コリナコール点眼液　　＊

スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入

ジクアス点眼液３％

ヒアレイン点眼液０．３％

ボノテオ錠１ｍｇ

ラミクタール錠小児用２ｍｇ

ラミクタール錠小児用５ｍｇ

ラミクタール錠２５ｍｇ

ヒアレインミニ点眼液０．３％

イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ

ビクトーザ皮下注１８ｍｇ

クラバモックイス小児用配合ドライシロップ

ラジレス錠１５０ｍｇ

リリカカプセル７５ｍｇ

デュオトラバ配合点眼液（２．５ｍＬ）

アサコール錠400mg

エクア錠50mg

ネシーナ錠25mg

フオイパン錠100mg　＊

プレタールOD錠50mg　＊

プレタールOD錠100mg　＊

ペンタサ錠500mg

平成２４年1月

平成２３年７月

平成２３年３月

平成２２年６月

平成２２年１１月

平成２３年5月

平成２３年11月

平成２３年１月

平成２３年９月

平成２２年９月



リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」　＊

ロゼレム錠8mg

シムビコートタービュヘイラー60吸入

フエナゾール軟膏5%

エカード配合錠ＨＤ

コディオ配合錠ＥＸ

ニューロタン錠２５ｍｇ

パルミコート吸入液０．２５ｍｇ２ｍＬ

フルタイド５０エアゾール１２０吸入用

ノボラピッド５０ミックス注フレックスペン

ノボラピッド７０ミックス注フレックスペン

ウリトス錠０．１ｍｇ

スーテントカプセル１２．５ｍｇ

フェアストン錠４０ｍｇ

メノエイドコンビパッチ

イメンドカプセル８０ｍｇ

イメンドカプセル１２５ｍｇ

コロナモール錠２５ｍｇ　＊

小児用バクシダール錠５０ｍｇ

バリキサ錠４５０ｍｇ

ペラプリン錠５ｍｇ　＊

ジャヌビア錠５０ｍｇ

パタノール点眼液０．１％

ミケランＬＡ点眼液２％　＊

ルミガン点眼液０．０３％

メプチン１０μｇエアー１００吸入　＊

アリセプトD錠１０ｍｇ

スプリセル錠２０ｍｇ

スプリセル錠５０ｍｇ

重曹錠５００ｍｇ

トレリーフ錠２５ｍｇ

フルダラ錠１０ｍｇ

アクリノール０．１％液(滅菌製剤）

アピドラ注ソロスター

イルベタン錠５０ｍｇ　１００ｍｇ

クラビット錠５００ｍｇ

クラビット細粒１０％

ジスロマックSR成人用ドライシロップ

タイケルブ錠２５０ｍｇ

テラナス錠５ｍｇ

ネクサバール錠２００ｍｇ

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「TE」

グラセプターカプセル１ｍｇ

セレコックス錠１００ｍｇ

ポラキス錠１ｍｇ

レミッチカプセル２．５μｇ

ユニプロン坐剤５０ｍｇ

平成２２年４月

平成２２年６月

平成２１年１１月

平成２１年７月

平成２１年８月

平成２２年３月

平成２２年１月



平成２１年５月 ナゾネックス点鼻液５０ｍｇ　５６噴霧用

ピレスパ錠２００ｍｇ

ファムビル錠２５０ｍｇ

フリバス錠５０ｍｇ　＊

ホスレノールチュアブル２５０ｍｇ

ユリーフ錠４ｍｇ　＊

タプロス点眼液０．０１５％

アレジオンドライシロップ１％

アログリセムカプセル２５ｍｇ

セララ錠５０ｍｇ

マグラックス錠３３０ｍｇ

ルナベル配合錠

アドエア２５０ディスカス６０ブリスター　＊

アドエア５００ディスカス６０ブリスター　＊

オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用

ディフェリンゲル０．１％

フルナーゼ点鼻液５０μｇ５６噴霧用　＊

アクトネル錠１７．５ｍｇ

ディナゲスト錠１ｍｇ

ヒューマログミックス２５注ミリオペン

ナノパス３３（インスリン用針）

クリアミンA錠

クリノリル錠　　＊

エクジェイド懸濁用錠１２５ｍｇ

エクジェイド懸濁用錠５００ｍｇ

ジェニナック錠２００ｍｇ

ヒューマログ注ミリオペン

ヒューマログミックス５０注ミリオペン

ランタス注ソロスター

エストラーナテープ０．７２ｍｇ　＊

ベセルナクリーム５％

ゼチーア錠１０ｍｇ

エピレオプチマル散５０％

トラバタンズ点眼液０．００４％

レグパラ錠２５ｍｇ

レベミル注３００フレックスペン

タルセバ錠２５ｍｇ

タルセバ錠１００ｍｇ

タルセバ錠１５０ｍｇ

バラクルード錠０．５ｍｇ

プレミネント錠

メイアクトＭＳ錠１００

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用）

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ三物黄苓湯エキス顆粒（医療用）

ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）

平成２０年４月

平成２０年１月

平成２０年７月

平成２０年５月

平成２０年１１月

平成２１年３月

平成２０年９月



ツムラの生薬ブシ末（調剤用）

エフピーOD錠２．５ｍｇ

ナゼアOD錠０．１ｍｇ

ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）

アドエア２５０ディスカス

アドエア５００ディスカス

ガバペン錠２００ｍｇ

ガバペン錠３００ｍｇ

コムタン錠１００ｍｇ

デトルシトールカプセル４ｍｇ

ベシケア錠５ｍｇ

ユリーフカプセル４ｍｇ

レキップ錠０．２５ｍｇ

レキップ錠１ｍｇ

ガチフロ０．３％点眼液

フェルナビオン（７枚入り）

ザロンチンシロップ

ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）

ツムラの生薬コウジン末（調剤用）

ケンエーＧ浣腸３０ｍＬ　Ｌタイプ

クレストール錠２．５ｍｇ

ボナロン錠３５ｍｇ

マイスリー錠５ｍｇ

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒

ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒

セルタッチ（６枚／包）

エバステルＯＤ錠１０ｍｇ

シプロキサン錠２００ｍｇ

ボラザＧ軟膏

セイブル錠５０ｍｇ

アンテベート軟膏０．０５％

ボンアルファハイローション２０μｇ／ｇ

スオード錠１００ｍｇ

フェマーラ錠２．５ｍｇ

プラビックス錠２５ｍｇ

プラビックス錠７５ｍｇ

ルーラン錠４ｍｇ

ルリコンクリーム１％

ルリコン液１％

クラリスドライシロップ小児用

ラドリッド錠１５０ｍｇ

ジプレキサ　サイデェス錠５ｍｇ

アテレック錠１０ｍｇ

ブイフェンド錠５０ｍｇ

ブイフェンド錠200ｍｇ

サラジェン錠５ｍｇ

オルメテック錠１０ｍｇ

平成１８年８月

平成１７年７月

平成１８年１１月

平成１７年１２月

平成１８年６月

平成１９年４月

平成１９年２月

平成２０年１月

平成１９年３月

平成１９年８月

平成１９年１１月



オルメテック錠２０ｍｇ

グルファスト錠１０ｍｇ

ヒューマログミックス２５注キット

ヒューマログミックス２５注キット

ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ

ビ・シフロール錠０．５ｍｇ

ヘプセラ錠１０ｍｇ

スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ

ボルタレンテープ（７枚）

モーラステープＬ（７枚）（切換）

アリセプトＤ錠３ｍｇ(切換）

アリセプトＤ錠５ｍｇ(切換）

エビスタ錠６０ｍｇ

グリミクロンHA20mg(規格追加）

ポララミン錠２ｍｇ

リバロ錠１ｍｇ

リバロ錠２ｍｇ

レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ（切換）

カデックス軟膏０．９％

セレベント５０ディスカス

イノレットＲ注

ノボリンＲ注フレックスペン

ノボリン１０Ｒ注フレックスペン

ノボリン３０Ｒ注フレックスペン

ノボリン４０Ｒ注フレックスペン

ノボリンＮ注フレックスペン

アロマシン錠２５ｍｇ

カルブロック錠８ｍｇ

カルブロック錠１６ｍｇ

カロナール錠２００ｍｇ

バイナス錠７５ｍｇ

メイアクト小児用細粒

アルデシンAQネーザル

キュバール１００エアゾール

イノレット３０R注

SG顆粒

ケテック錠３００ｍｇ

セロクエル２５ｍｇ錠

セロクエル１００ｍｇ錠

マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ

ミカルディスカプセル２０ｍｇ

ミカルディスカプセル４０ｍｇ

ユーゼル錠２５ｍｇ

レルパックス錠２０ｍｇ

ノボラピッド３０ミックス注

ノボラピッド３０ミックス注　　　フレックスペン

ノボリン５０Ｒフレックスペン

平成１５年１２月

平成１７年７月

平成１６年９月

平成１７年３月

平成１６年５月



ランタス注カート３００

ランタス注キット３００

プロトピック軟膏0.03％小児用

オキシコンチン錠５mg

オキシコンチン錠10mg

オキシコンチン錠20mg

オキシコンチン錠40mg

オプソ内服液５mg

ゼローダ錠300

フォスブロック錠250mg

ムコダイン錠500mg

ローコール錠20mg

ローコール錠30mg

イミグラン点鼻液20

セレベント25ロタディスク

セレベント50ロタディスク

ダラシンTゲル１％

デスモプレシン・スプレー10

ペンタサ注腸１g

アクトネル錠　2.5mg

アセチルシステイン　内服液１７．６％

ガチフロ錠　１００mg

ストロメクトール錠　3mg

ステリクロンＲ

ハイパジールコーワ　　点眼液0.25％

プレドネマ　２０mg

ボルタレンゲル（50g）

ドレドミン錠　２５mg

リスパダール錠　１ｍｇ

ハーモニック-Ｆ　２５０ｍｇ

アズノールうがい液４％

コレバインミニ　８３％

テオロング錠２００ｍｇ

テオロング錠１００ｍｇ

アレグラ錠　６０mg

アレロック錠　５ｍｇ

オキサロール軟膏　１０ｇ

タミフルドライシロップ３％

クリアナール錠　２００㎎

塩酸モルヒネ錠　１０㎎

デュロテップパッチ　２．５㎎

デュロテップパッチ　５㎎

デュロテップパッチ　７．５㎎

デュロテップパッチ　１０㎎

フルタイドディスカス　１００μｇ

フルタイドディスカス　２００μｇ

パルミコート１００タービュヘイラー

平成１５年１２月

平成１５年８月

平成１５年３月

平成１４年１０月

平成１４年４月

平成１４年７月



パルミコート２００タービュヘイラー

イミグラン錠

エボザックカプセル３０㎎

オクソラレン錠

シングレアチュアブル錠５㎎

シングレア錠１０㎎

タミフルカプセル７５㎎

ディオバン錠４０㎎

ディオバン錠８０㎎

デタントール点眼液

フィブラストスプレー　２５０μｇ

フィブラストスプレー　５００μｇ

フルスタン錠 ０．１５μｇ

フルスタン錠 ０．３μｇ

ボナロン錠

レベトールカプセル２００㎎

平成１４年２月

平成１４年４月


