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＜新規採用薬品＞
薬品名 メーカー 規　格 薬効

フィアスプ注フレックスタッチ ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ㈱ 超速効型インスリン製剤
オゼンピック皮下注0.5㎎ＳＤ ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ㈱ 0.5㎎ 持続性GLP-1受容体作動薬
エンレスト錠50㎎ ノバルティスファーマ㈱50㎎ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝﾈﾌﾟﾘﾗｲｼﾝ阻害薬
エンレスト錠100㎎ ノバルティスファーマ㈱100㎎ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝﾈﾌﾟﾘﾗｲｼﾝ阻害薬
フォシーガ錠10㎎ 小野薬品工業㈱ 10㎎ 選択的SGLT2阻害薬

＜臨時採用薬品＞
薬品名 メーカー 規　格 薬効

アラベル内用剤1.5g ノーベルファーマ㈱ 1.5g 光線力学診断用薬
アルンブリグ錠30㎎ 武田薬品工業㈱ 30㎎ チロシンキナーゼ阻害薬
アルンブリグ錠90㎎ 武田薬品工業㈱ 90㎎ チロシンキナーゼ阻害薬
ベネクレクスタ錠100㎎ アッヴィ合同会社 100㎎ BCL-2蛋白阻害薬
タウリン散98％「大正」 大正製薬㈱ 98％ MELAS脳卒中様発作抑制薬
レボトミン錠25㎎ 田辺三菱製薬㈱ 25㎎ ﾌｪﾉﾁｱｼﾞﾝ系抗精神病薬
シクレスト舌下錠10㎎ Meiji Seikaファルマ㈱ 10㎎ 多元受容体作用抗精神病薬
コソプトミニ配合点眼液 参天製薬㈱ 0.4ml 炭酸脱水酵素阻害剤/β 遮断剤
エンレスト錠200㎎ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ　ﾌｧｰﾏ㈱ 200㎎ ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ受容体ﾈﾌﾟﾘﾗｲｼﾝ阻害薬

コレクチム軟膏0.25% 鳥居薬品㈱ 5g 外用ﾔﾇｽｷﾅｰｾﾞ（JAK)阻害薬
ポライビー点滴静注用30㎎ 中外製薬㈱ 30㎎ 抗CD79bモノクローナル抗体
ポライビー点滴静注用140㎎ 中外製薬㈱ 140㎎ 抗CD79bモノクローナル抗体
ディアコミットドライシロップ分包250㎎ Meiji Seikaファルマ㈱ 250㎎ Dravet症候群治療薬
ゼローダ錠300 中外製薬㈱ 300㎎ 代謝拮抗薬
ガスモチン散1% 大日本住友製薬㈱ 1% 消化管運動機能改善薬
オプジーボ点滴静注20㎎ 小野薬品工業㈱ 20㎎ 免疫チェックポイント阻害薬

＜後発品への切替＞
・ノボラピッド注フレックスタッチ→インスリンアスパルトＢＳ注ソロスターＮＲ「サノフィ」
・アドシルカ錠20㎎→タダラフィル錠20㎎AD「サワイ」
・ザクラス配合錠ＨＤ→ジルムロ配合錠ＨＤ「武田テバ」（ＡＧ）
・ベシケアOD錠2.5㎎→ソリフェナシルコハク酸塩OD錠2.5㎎「トーワ」
・ルネスタ錠1㎎→エスゾピクロン錠1㎎「トーワ」

＜メーカー変更＞
・アコファイド錠100㎎ アステラス製薬㈱→ゼリア新薬工業㈱
・酸化亜鉛原末「マルイシ」→酸化亜鉛「ファイザー」原末
・ブシラミン錠100㎎「日医工」→リマチル錠100㎎
・ベンズブロマロン錠25㎎「日医工」→ユリノーム錠25㎎
・ベンズブロマロン錠50㎎「日医工」→ユリノーム錠50㎎
・ホスホマイシンカルシウムドライスロップ40％「日医工」→ホスミシンドライシロップ400
・タルチレリンOD5㎎「日医工」→セレジストOD錠5㎎
・スクラルファート顆粒90％「日医工」→アルサルミン細粒90％
・ジアゾキシドカプセル25㎎「MSD」→ジアゾキシドカプセル25㎎「OP」（㈱オーファンパシフィック）
・インデラル錠10㎎　アストラゼネカ㈱→太陽ファルマ㈱
・インデラル注射液2㎎　アストラゼネカ㈱→太陽ファルマ㈱
・プランルカストDS10％「日医工」→プランルカストDS10％「タカタ」
・フェノール「ニッコー」　丸石製薬㈱→日興製薬㈱
・トリノシン顆粒10％→アデホスコーワ顆粒10％

＜名称変更＞
・トニール錠10μ ｇ→クレンブテロール錠10μ ｇ「ハラサワ」
・メトレート錠2㎎→メトトレキサート錠2㎎「あゆみ」
・スミルスチック3％→フェルビナクスチック軟膏3％「三笠」

＜剤型変更＞
・イグザレルト錠10㎎→イグザレルトOD錠10㎎
・イグザレルト錠15㎎→イグザレルトOD錠15㎎
・トレアキシン点滴静注用100㎎→トレアキシン点滴静注液100㎎/4ml

＜変更薬品＞
・フロシール→フロシール（Fast Prepキット）

＜採用中止薬品＞
・アピドラ注ソロスター（フィアスプ注フレックスタッチ採用に伴い）
・エアーサロンパス「臨時」（販売中止の為）
・注射用サイメリン100㎎
・イルベサルタン錠50㎎「DSEP」
・イルベサルタン錠100㎎「DSEP」
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＜規約に則り臨時採用から採用取り消しとなった薬品＞
アイトロール錠20mg ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(55)
アクテムラ皮下注162mgシリンジ ツムラ抑肝散加陳皮半夏（83）
アクトネル錠75mg ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(76)
アシノン錠150mg ツムラ茯苓飲エキス顆粒(69)
アズノール錠2mg テオドールドライシロップ 20%
アダラートCR錠40mg テオフィリン徐放錠50mg「サワイ」
アダラートL錠10mg テクフィデラカプセル120mg
アダラートカプセル10mg テシプール錠1mg
アダラートカプセル5mg テノーミン錠50mg
アトーゼット配合錠LD デュオドーパ配合経腸用液(100mL)
アドナ錠30mg トブラシン注60mg/1.5mL
アニュイティ200μ gエリプタ30吸入用 ドラール錠20mg
アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「ＮＰ」 トラベルミン注1mL
アラセナ・Ａ軟膏 3% 2g トランサミン散(500mg/g) 
アラセナ-Ａ点滴静注用300mg ニコリン注射液250mg(2mL)
アルタットカプセル75mg ニトロールＲカプセル20mg
アロマシン錠25mg ニフェジピンCR錠10mg「NP」
アンコチル錠500mg ニューレプチル錠10mg
アンジュ21錠 ニューロタン錠50mg
イスコチン原末 ネオステリングリーンうがい液0.2%
イロクテイト静注用500単位 ネシーナ錠12.5mg
インヴェガ錠3mg パーロデル錠2.5mg
エクメット配合錠LD バイエッタ皮下注 5μ gペン300
エストラーナテープ0.36mg パナルジン細粒(100mg/g) 
エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「MA」 パピロックミニ点眼液　0.1% 0.4mL
エビリファイ内用液0.1%(3mL/包) ハルシオン錠0.25mg
エルカルチンFF錠250mg ハルナールD錠0.2mg
エンクラッセ62.5μ gエリプタ30吸入用 ビ・シフロール錠0.125mg
オーラップ錠1mg ヒスロンＨ錠200mg
オキサトミドDS小児用「日医工」(20mg/g) ピドキサール注30mg
オラビ錠口腔用50mg ヒューマリン3/7注カート
オルベスコ100μ gインヘラー112吸入用 ヒルドイドローション0.3% 25g
オングリザ錠2.5mg フェロミア錠50㎎
オングリザ錠5mg フラビタン眼軟膏 0.1% 5g
ガスロンN･OD錠4mg フラビタン眼軟膏（口用）5g
カデックス軟膏0.9％40g フラビタン錠5mg
ガバペンシロップ(50mg/mL) ブレーザベスカプセル100mg
カルデナリンOD錠2mg プレミネント配合錠LD
カンサイダス点滴静注用50mg ブロプレス錠8mg
カンサイダス点滴静注用70mg プロマックD錠75mg
クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒(3.75g/包) ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」
クラビット錠500mg ブロメライン軟膏 5万単位/g 20g　
クラリシッド錠200mg ヘパリンCa皮下注１万単位/0.4mL「サワイ」
クラリチン錠10mg ペルジピンLAカプセル40mg
グロウジェクト皮下注6mg ペルマックス錠250μ g
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg｢サワイ｣ ペルマックス錠50μ g 
ケタス点眼液0.01%5ｍL ベンテイビス吸入液 （10μ ｇ/管）
ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター ホクナリンテープ 1㎎
ケブザラ皮下注200mgシリンジ ボノテオ錠50mg
コセンティクス皮下注150mgシリンジ ボルタレンサポ25mg
コニール錠4mg マイテラーゼ錠10mg
コントミン糖衣錠25mg ミカルディス錠40mg
サアミオン錠5mg ミコンビ配合錠BP
ザイロリック錠100㎎ ムコフィリン吸入液20％（2ｍL／包）
ザジテン点鼻液0.05% メサデルム軟膏0.1% 5g 
ザルトプロフェン錠80mg「日医工」 メジコン錠15mg
サンディミュン点滴静注用250mg/5mL メトグルコ錠500mg
ジスロマック錠250mg メバロチン錠10mg
ジピリダモール散(125mg/g)　 メリスロン錠6mg
ジプレキサザイディス錠2.5mg ユーロジン錠1mg 
ジプレキサ細粒(10mg/g) ユリーフOD錠4mg
ジベトス錠50mg ラコールNF配合経腸用液(コーン味)200mL
シベノール錠100mg ラシックス錠40mg
シングレアチュアブル錠5mg ラツーダ錠20mg
ステラーラ点滴静注130mg/26mL リオベル配合錠LD
セイブル錠50ｍｇ リスモダンカプセル100mg
ゼフィックス錠100 リズモンＴＧ点眼液 0.5% 2.5mL
セレクトール錠100mg リファジンカプセル150mg
セレジスト錠5mg リメタゾン静注2.5ｍｇ
ソマチュリン皮下注120mg リンデロン-ＶＧ軟膏 0.12% 5g 
ダイアート錠60㎎ ルジオミール錠10mg
タケプロンＯＤ錠30mg ルセンティス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL
タリージェ錠15mg レニベース錠5㎎
タリオン錠10mg レバチオODフィルム20mg
チモプトールＸＥ点眼液 0.5% 2.5mL レバチオ懸濁用ドライシロップ(900mg/90mL) 
チョコラA末(1万単位/g) SG配合顆粒（1包1g）
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯ｴｷｽ顆粒(11) 亜鉛華(10％)単軟膏シオエ
ツムラ柴胡桂枝湯ｴｷｽ顆粒(10) 治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」（1.8ｍｌ/瓶）
ツムラ潤腸湯エキス顆粒（51） 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト1：10
ツムラ小半夏加茯苓湯ｴｷｽ顆粒(21) 大塚糖液 5% 50mL


