
新規採用および中止薬品   宝塚市立病院薬剤部 

 

 

《Ｈ２８年１０月より》  

〈採用薬品 〉  

オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ 

タグリッソ錠４０ｍｇ 

タグリッソ錠８０ｍｇ  

ベンテイビス吸入液１０μｇ 

ポビドンヨードガーグル液７％「明治」30mL/本（イソジンガーグル液７％より切替え） 

ポビドンヨードゲル１０％「明治」4g/本（イソジンゲル１０％より切替え） 

ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤（正規採用へ） 

 

ヒアレイン点眼液０．１％(科限定・院外専用薬品 )  

ピートルチュアブル錠２５０ｍｇ(院外専用薬品 )  

ピートルチュアブル錠５００ｍｇ(院外専用薬品 )  

ボノサップパック４００(院外専用薬品 )  

ボノサップパック８００(院外専用薬品 )  

ボノピオンパック(院外専用薬品 )  

マーデュオックス軟膏(院外専用薬品 )  

マリゼブ錠１２．５ｍｇ(院外専用薬品 )  

マリゼブ錠２５ｍｇ(院外専用薬品 )  

 

〈採用中止薬品 〉  

イソジンガーグル液７％ 30mL/本  

イソジンゲル１０％ 4g/本 

ジゴシン散 0.1% 

ソブリアードカプセル 100mg 

タナドーパ顆粒 75% 

ランサップ４００ 

ランピオンパック 

エフィエント錠 5mg （院内専用で採用は継続） 

オクソラレンローション 0.3%  （院内専用で採用は継続） 

オスバン消毒液 0.1% （院内専用で採用は継続） 

 

 

《Ｈ２８年７月より》  

〈採用薬品 〉  

アシクロビル顆粒４０％「トーワ」（ゾビラックス顆粒４０％より切替え）                      

エリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」  

ジルチアゼム塩酸塩 R カプセル１００ｍｇ「サワイ」  



（ヘルベッサーR カプセル１００ｍｇより切替え）  

セレベント５０ディスカス  

バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」（バルトレックス錠５００より切替え）                    

バルサルタン錠２０ｍｇ「サワイ」（ディオバン錠２０ｍｇより切替え）                        

バルサルタン錠８０ｍｇ「サワイ」（ディオバン錠８０ｍｇより切替え）                        

 

イーケプラドライシロップ５０％ (院外専用薬品 )  

エピレオプチマル散５０％ (院外専用薬品 )  

グラクティブ錠１００ｍｇ (院外専用薬品 )  

フルナーゼ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 (院外専用薬品 )  

プロベラ錠２．５ｍｇ (院外専用薬品 )  

ボシュリフ錠１００ｍｇ (院外専用薬品 )  

ロコアテープ (院外専用薬品 )  

ワーファリン錠０．５ｍｇ (院外専用薬品 )  

ワントラム錠１００ｍｇ (院外専用薬品 )  

 

〈採用中止薬品 〉  

アトロベントエロゾル２０μｇ  

アノーロエリプタ７吸入用  

エリスロシン錠２００ｍｇ  

オクソラレン錠１０ｍｇ  

クラシエ四物湯エキス錠  

クリノリル錠１００ｍｇ  

次硝酸ビスマス｢ホエイ｣  

ゾビラックス顆粒４０％        

タガメット錠２００ｍｇ  

ツムラ香蘇散  

ツムラ柴胡清肝湯  

ツムラ防已黄耆湯  

ディオバン錠２０ｍｇ            

ディオバン錠８０ｍｇ            

バルトレックス錠５００          

フロモックス小児用細粒１００ｍｇ  

ヘルベッサーR カプセル１００ｍｇ     

メプチン吸入液ユニット０．５ｍＬ  

 

 

《Ｈ２８年４月より》  

〈採用薬品 〉  

     

アンフラベート０．０５％クリーム （５ｇ/本） 

アンフラベート０．０５％ローション （５ｇ/本） 



アンフラベート０．０５％軟膏 （１０ｇ/本） 

Ｌ－アスパラギン酸Ｃａ錠２００ｍｇ「サワイ」（アスパラ－ＣＡ錠２００より切替え） 

ガスオール錠４０ｍｇ「陽進」（ガスコン錠４０ｍｇより切替え） 

ケアラム錠２５ｍｇ  

スピオルトレスピマット２８吸入 

セファクロル細粒１０％「日医工」 

ヒアルロン酸ナトリウムＰＦ点眼液０．１％「日点」（防腐剤無添加） 

（ヒアレイン点眼液０．１％より切替え） 

ファリーダックカプセル１０ｍｇ 

ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」（ブロナック点眼液０．１％より切替え） 

ベルベゾロン眼耳鼻科用液０．１％ 

（リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ より切替え） 

レボフロキサシン点眼液０．５％「日点」（クラビット点眼液０．５％より切替え） 

レボフロキサシン点眼液１．５％「日点」（クラビット点眼液１．５％より切替え）    

       

アレセンサカプセル１５０ｍｇ（院外専用） 

ヴィキラックス配合錠（院外専用） 

ザロンチンシロップ５％（院外専用） 

タケキャブ錠１０ｍｇ（院外専用） 

トピナ錠５０ｍｇ（院外専用）  

ペンタサ顆粒９４％（２０００ｍｇ/包）（院外専用） 

ミティキュアダニ舌下錠１０，０００ＪＡＵ（院外専用） 

ミティキュアダニ舌下錠３，３００ＪＡＵ （院外専用） 

ムルプレタ錠３ｍｇ（院外専用） 

モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ（院外専用）        

           

〈採用中止薬品 〉  

アドナ散１０％ 

アスパラ－ＣＡ錠２００ 

アレセンサカプセル２０ｍｇ  

アレセンサカプセル４０ｍｇ  

ガスコン錠４０ｍｇ  

クラビット点眼液０．５％ 

クラビット点眼液１．５％ 

ケフラール細粒小児用１００ｍｇ 

ジソピラミドカプセル５０ｍｇ  

テラナス錠５ （製造中止） 

ヒアレイン点眼液０．１％ 

ブロナック点眼液０．１％ 

リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ 

 

※アンテベート（先発品）の後発品としてアンフラベートを採用しましたが 



先発品のアンテベートと基剤等が異なり配合変化上の問題もある為、 

先発品の採用も継続します。ご理解の程よろしくお願いします。       

 

 

《Ｈ２８年１月より》  

〈採用薬品 〉  

アルクレイン内用液５％（アルロイドＧ内用液５％から切替）  

イーフェンバッカル錠２００μｇ  

ヴォトリエント錠２００ｍｇ  

ウリアデック錠２０ｍｇ  

ウリアデック錠４０ｍｇ  

ウリアデック錠６０ｍｇ  

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トーワ」（ウルソ錠１００ｍｇから切替）  

オフェブカプセル１００ｍｇ  

オフェブカプセル１５０ｍｇ  

カナグル錠１００ｍｇ  

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 1０ｍｇ「日医工」（アドナ錠１０ｍg から切替）  

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ「日医工」 (アドナ錠３０ｍg から切替）  

クエチアピン錠２５ｍｇ「トーワ」（セロクエル２５ｍｇ錠から切替）  

クエチアピン錠 100ｍｇ「トーワ」（セロクエル１００ｍｇ錠から切替）（院外専用薬品）  

クロピドグレル錠７５ｍｇ「サワイ」（適応症が異なる為プラビックス錠７５ｍｇの採用は継続）  

シュアポスト錠０．２５ｍｇ  

シュアポスト錠０．５ｍｇ  

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」（アルダクトンＡ錠２５ｍｇから切替）  

センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」（プルゼニド錠１２ｍｇから切替）  

タプコム配合点眼（院外専用薬品）  

タリムス点眼液０．１％（院外専用薬品）  

ハーボニー配合錠（院外専用薬品）  

ビデュリオン皮下注用２ｍｇペン（院外専用薬品）  

フロセミド錠２０ｍｇ「テバ」（ラシックス錠２０ｍｇから切替）  

ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」（ビソルボン錠４ｍｇから切替）  

ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤  （院外患者限定）  

レグパラ錠１２．５ｍｇ  

ロサルタンカリウム錠２５ｍｇ「サワイ」（ニューロタン錠２５ｍｇから切替）（院外専用薬品）  

ロサルタンカリウム錠５0ｍｇ「サワイ」（ニューロタン錠５０ｍｇから切替）  

 

〈採用中止薬品 〉  

アドナ錠 1０ｍｇ  

アドナ錠３０ｍｇ  

アルダクトンＡ錠２５ｍｇ  

アルロイドＧ内用液５％    

アンペック坐薬２０ｍｇ  



ウルソ錠１００ｍｇ  

エコリシン点眼液（製造中止）  

ザイロリック錠１００ｍｇ  

ザイロリック錠５０ｍｇ  

セロクエル１００ｍｇ錠    

セロクエル２５ｍｇ錠  

ニューロタン錠２５ｍｇ    

ニューロタン錠５０ｍｇ  

ビソルボン錠４ｍｇ  

ビデュリオン皮下注用２ｍｇ  

プルゼニド錠１２ｍｇ  

ラシックス錠２０ｍｇ  

 

 

《Ｈ２７年１０月より》  

 

〈採用薬品 〉  

イリボーＯＤ錠２．５μｇ  

オプスミット錠１０ｍｇ  

ギャバロン錠１０ｍｇ  

レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」  （クラビット錠 250mg より切替え）     

レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」  （クラビット錠 500mg より切替え）     

セファクロルカプセル２５０ｍｇ「トーワ」  （ケフラールカプセル２５０ｍｇより切替え）  

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ  （トラマールカプセル 25mg より切替え）  

トラマールＯＤ錠５０ｍｇ  （トラマールカプセル 50mg より切替え）  

プラケニル錠２００ｍｇ  

フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用  

ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬシリンジ「モチダ」  

ペラゾリン細粒４００ｍｇ  

ポマリストカプセル４ｍｇ  （院内専用薬品）  

メソトレキセート錠２．５ｍｇ  

ロゼックスゲル０．７５％  

 

アノーロエリプタ７吸入用 (院外専用薬品) 

イリボーＯＤ錠５μｇ  (院外専用薬品) 

エクリラ４００μｇジェヌエア３０吸入用  (院外専用薬品) 

ザクラス配合錠ＬＤ  (院外専用薬品) 

ザクラス配合錠ＨＤ  (院外専用薬品) 

ソバルディ錠４００ｍｇ  (院外専用薬品) 

ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）  (院外専用薬品) 

フェロミア顆粒８．３％  (院外専用薬品) 

ヨクイニンエキス錠「コタロー」 (院外専用薬品) 



 

〈採用中止薬品 〉  

イムセラカプセル０．５ｍｇ     

イリボー錠２．５μｇ     

イリボー錠５μｇ  

クラビット錠 250mg   

クラビット錠 500mg      

ケフラールカプセル２５０ｍｇ     

トラマールカプセル２５ｍｇ  （製造中止）     

トラマールカプセル５０ｍｇ  （製造中止）   

 

 

《Ｈ２７年７月より》  

〈採用薬品 〉  

アデムパス錠０．５ｍｇ  

アデムパス錠１．０ｍｇ  

アレセンサカプセル２０ｍｇ 

アレセンサカプセル４０ｍｇ 

イーフェンバッカル錠５０μｇ 

イーフェンバッカル錠１００μｇ 

ゲーベンクリーム１％ 50g/個 

サムチレール内用懸濁液１５％ 

ハッカ水「ヨシダ」 

 

アデムパス錠２．５ｍｇ  (院外専用薬品 )  

アポプロン錠０．２５ｍｇ  (院外専用薬品 )  

イムセラカプセル０．５ｍｇ  (院外専用薬品 )  

シダトレンスギ花粉舌下液  ２，０００ＪＡＵ／ｍＬパック  (院外専用薬品 )  

シダトレンスギ花粉舌下液  ２，０００ＪＡＵ／ｍＬボトル  (院外専用薬品 )  

シダトレンスギ花粉舌下液  ２００ＪＡＵ／ｍＬボトル  (院外専用薬品 )  

タクロリムス錠３ｍｇ「参天 」  (院外専用薬品 )  

タケキャブ錠２０ｍｇ  (院外専用薬品 )  

ベピオゲル２．５％   (院外専用薬品 )  

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００  (院外専用薬品 )  

レスタス錠２ｍｇ  (院外専用薬品 )  

 

〈採用中止薬品 〉  

スミフェロン注ＤＳ６００万ＩＵ 

 

 

 

《Ｈ２７年４月より》  



〈採用薬品 〉  

エリキュース錠２．５ｍｇ  

エルカルチンＦＦ錠１００ｍｇ  

エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ  

タペンタ錠２５ｍｇ  

タペンタ錠５０ｍｇ  

ニフレック配合内用剤  

ベルソムラ錠１５ｍｇ  

ベルソムラ錠２０ｍｇ  

ポピヨード液１０％    

          

アグリリンカプセル０．５ｍｇ (院外専用薬品 )  

アレジオン点眼液０．０５％  (院外専用薬品 )  

ウルティブロ吸入用カプセル  (院外専用薬品 )  

エストラーナテープ０．７２ｍｇ  (院外専用薬品 )  

グラナテック点眼液０．４％  (院外専用薬品 )  

サラジェン顆粒０．５％  (院外専用薬品 )  

ドボベット軟膏 （15g/本） (院外専用薬品 )  

ミカムロ配合錠ＡＰ  (院外専用薬品 )  

レルベア１００エリプタ３０吸入用  (院外専用薬品 )  

レルベア２００エリプタ３０吸入用  (院外専用薬品 )    

 

〈採用中止薬品 〉  

アドフィードパップ４０ｍｇ  

イスコチン原末  

インテバン坐剤２５  

インテバン坐剤５０  

ウラリット－Ｕ配合散  

エクセグラン散２０％  

エルカルチン錠１００ｍｇ  （製造中止）  

エルカルチン錠３００ｍｇ  （製造中止）  

カデュエット配合錠２番  

Ｊヨード液１０％  （製造中止）  

シンセロン錠８ｍｇ  

セルシン散１％  

セルベックスカプセル５０ｍｇ  

セレネース細粒１％  

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）  

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）  

ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）  

パシーフカプセル３０ｍｇ  

パシーフカプセル６０ｍｇ  



ビソルボン吸入液０．２％  

ピメノール５０mg 

ファルネゾンゲル１．４％  

フェントステープ６ｍｇ  

フェントステープ８ｍｇ  

プリンペランシロップ０．１％  

プロノン錠１５０ｍｇ  

フロモックス錠１００ｍｇ  

マグコロール P１００ｇ（パウチ入り）  

ムコソルバン L カプセル４５ｍｇ  

ムコソルバン錠１５ｍｇ  

ムコダイン錠５００ｍｇ  

ムーベン配合内用剤  （製造中止）  

メイアクト MS 錠１００mg 

メキシチールカプセル１００mg 

メキシチールカプセル５０ｍｇ  

モルヒネ塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」  

ユリノーム錠５０mg 

リスパダール内用液１ｍｇ/ｍｌ（1m ｌ/包）  

レルベア１００エリプタ 14 吸入用   

レルベア２００エリプタ 14 吸入用   

 

《Ｈ２７年１月より》  

〈採用薬品 〉  

アルケラン錠２ｍｇ                      

エフィエント錠３．７５ｍｇ                

エフィエント錠５ｍｇ                      

クレナフィン爪外用液１０％                                   

ジプレキサザイディス錠５ｍｇ   

ジャカビ錠５ｍｇ     

スミスリンローション５％                       

リクシアナ錠３０ｍｇ  

 

アプルウェイ錠２０ｍｇ  (院外専用薬品 )  

ザイティガ錠２５０ｍｇ  (院外専用薬品 )  

ストラテラカプセル４０ｍｇ  (院外専用薬品 )  

スンベプラカプセル１００ｍｇ  (院外専用薬品 )  

ソマトロピンＢＳ皮下注１０ｍｇ「サンド」  (院外専用薬品 )  

ダクルインザ錠６０ｍｇ  (院外専用薬品 )  

タケルダ配合錠  (院外専用薬品 )                             

チラーヂンＳ散０．０１％  (院外専用薬品 )  

テノゼット錠３００ｍｇ  (院外専用薬品 )  



ヒアレイン点眼液０．３％  (院外専用薬品 )  

フォシーガ錠５ｍｇ  (院外専用薬品 )                  

リクシアナ錠６０ｍｇ  (院外専用薬品 )                        

ロンサーフ配合錠Ｔ１５  (院外専用薬品 )  

ロンサーフ配合錠Ｔ２０  (院外専用薬品 )  

 

〈採用中止薬品 〉  

アテレック錠１０  

トレドミン錠１５ｍｇ  

メンタックス外用液１％   

 

 

《Ｈ２６年１０月より》  

 

 〈採用薬品〉  

ジオトリフ錠２０ｍｇ  

ジオトリフ錠３０ｍｇ  

シルニジピン錠５ｍｇ「サワイ」  

ツムラ五苓散   

デノタスチュアブル配合錠 (ＳＰ包装 )  

ベガモックス点眼液０．５％  

ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」  

リオナ錠２５０ｍｇ  

 

アプルウェイ錠２０ｍｇ（院外専用薬品）   

アゾルガ配合懸濁性点眼液（院外専用薬品）   

アテディオ配合錠（院外専用薬品）   

イクスタンジカプセル４０ｍｇ（院外専用薬品）   

ヴォトリエント錠２００ｍｇ（院外専用薬品）   

オングリザ錠２．５ｍｇ（院外専用薬品）   

カルブロック錠８ｍｇ（院外専用薬品）   

ザルティア錠５mg（院外専用薬品）   

スーグラ錠２５ｍｇ（院外専用薬品）   

スーグラ錠５０ｍｇ（院外専用薬品）   

タプロスミニ点眼液０．００１５％（院外専用薬品）   

チモレートＰＦ点眼液０．２５％（院外専用薬品）   

メネシット配合錠 100（院外専用薬品）   

ラベキュアパック 400（院外専用薬品）   

ラベファインパック（院外専用薬品）   

リキスミア皮下注３００μｇ（院外専用薬品）   

ルセフィ錠２．５ｍｇ（院外専用薬品）   

レザルタス配合錠ＬＤ（院外専用薬品）   



レルベア１００エリプタ１４吸入用（院外専用薬品）   

レルベア２００エリプタ１４吸入用（院外専用薬品）   

 

＜後発品採用薬品＞・・・先発品も院外では処方可能  

エカベト Na 顆粒 66.7%「サワイ」  

カモスタットメシル酸塩錠 100mg「トーワ」  

スルピリドカプセル 50mg「トーワ」  

チアプリド錠 25mg「サワイ」  

沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和 」  

フェキソフェナジン塩酸塩 30mg「SANIK」  

フェキソフェナジン塩酸塩 60mg「SANIK」  

ポラプレジンク OD 錠 75mg「サワイ」  

リスペリドン細粒１%「トーワ」  

リスペリドン内用液１mg/ml「トーワ」 (0 .5mL/本 )  

 

〈削除薬品 〉  

エピビル錠 150mg 

サラゾピリン坐剤 500ｍｇ  

デノタスチュアブル配合錠（プラスチックボトル 56 錠 /瓶）   

ノウリアスト錠 20mg 

ビラセプト錠 250mg 

５－ＦＵ軟膏５％協和  

フルタイド 200 ディスカス  

フルタイド 50 ディスカス  

プレドネマ注腸 20ｍｇ  

プロベラ錠 2 .5ｍｇ  

ボレー外用液  

メジコン散１０％  

メタルカプターゼカプセル 100ｍｇ  

メプチン吸入ユニット 0.5ｍＬ  

ユーエフティ E 配合顆粒 T100 

リドーラ錠 3ｍｇ  

レトロビルカプセル 100mg 

ワコビタール坐剤 50 

 

 

 

《Ｈ２６年７月より》 

 〈採用薬品〉 

サリベートエアゾール 

アブストラル舌下錠１００μｇ 

アブストラル舌下錠２００μｇ 



アブストラル舌下錠４００μｇ 

ザジテンドライシロップ０．１％    

  

アテレック錠２０ （院外専用薬品）       

エリキュース錠２．５ｍｇ （院外専用薬品）       

エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 ４０ｇ／袋 （院外専用薬品） 

カデュエット配合錠１番 （院外専用薬品） 

カデュエット配合錠２番 （院外専用薬品） 

カデュエット配合錠３番 （院外専用薬品） 

グロウジェクトＢＣ注射用８ｍｇ （院外専用薬品） 

ザイザルシロップ０．０５％ （院外専用薬品） 

タガメット錠２００ｍｇ （院外専用薬品） 

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 （院外専用薬品） 

ネオーラル内用液１０％  （院外専用薬品） 

ノルディトロピン フレックスプロ注５ｍｇ （院外専用薬品） 

プログラフ顆粒０．２ｍｇ （院外専用薬品） 

レキップＣＲ錠２ｍｇ （院外専用薬品） 

レキップＣＲ錠８ｍｇ （院外専用薬品） 

  

＜後発品採用薬品＞・・・先発品も院外では処方可能 

アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「トーワ」 

アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「トーワ」 

アロプリノール錠５０ｍｇ「トーワ」 

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」 

インドメタシンパップ７０ｍｇ「日医工」 

エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 

エトドラク錠１００ｍｇ「トーワ」 

エパルレスタット錠５０ｍｇ「トーワ」 

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 

カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「トーワ」 

グリメピリド錠０．５ｍｇ「トーワ」 

グリメピリド錠１ｍｇ「トーワ」 

ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイコク」 

ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ「トーワ」 

シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 

セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 

セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「サワイ」 

ダイタリック錠３０ｍｇ 

ダイフェン配合錠 

ダイフェン配合顆粒 



タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「トーワ」 

テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 

ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」 

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「トーワ」 

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「日医工」 

ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サワイ」 

フェロチーム錠５０ 

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「ＪＧ」 

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 

ベラプロストＮａ錠２０μｇ「トーワ」 

ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「トーワ」 

ミロピンカプセル１ｍｇ 

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」 

メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」 

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 

ラグノスゼリー分包１６．０５ｇ 

ラフチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科研」 

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 

  

〈削除薬品〉 

アズロキサ錠１５ｍｇ 

アコレート錠２０ｍｇ  

エリスロシンドライシロップＷ２０％ 

クエストラン粉末４４．４％ 

クレスチン細粒 

サリグレンカプセル３０ｍｇ 

サンリズムサプセル２５ｍｇ 

スオード錠１００ 

セロトーン錠１０ｍｇ 

ゾフランザイディス４ 

タイケルブ錠２５０ｍｇ 

デパロ錠２．５ｍｇ 

デプロメール錠５０ｍｇ 

トレドミン錠１５ｍｇ 

パシーフカプセル１２０ｍｇ 

パナルジン細粒１０％ 

ヒルナミン細粒１０％ 

フェアストン錠４０ｍｇ 

フェノバールエリキシル０．４％ 

フェロベリン配合錠 

ブイフェンド錠５０ｍｇ 



プロ・バンサイン錠１５ｍｇ 

  

  

《Ｈ２６年４月より》 

 〈採用薬品〉 

アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター 

エリキュース錠５ｍｇ 

オキノーム散２０ｍｇ 

コンプラビン配合錠 

ストロメクトール錠３ｍｇ 

ソブリアードカプセル１００ｍｇ  

ルリコン軟膏１％ 

  

アテレック錠２０ （院外専用薬品）       

イルトラ配合錠ＨＤ （院外専用薬品）  

イルトラ配合錠ＬＤ （院外専用薬品）   

ウラリット－Ｕ配合散 （院外専用薬品）            

ウリアデック錠２０ｍｇ （院外専用薬品）          

ウリアデック錠４０ｍｇ （院外専用薬品）          

ウリアデック錠６０ｍｇ （院外専用薬品）          

ジェノトロピンゴークイック注用５．３ｍｇ（院外専用薬品）        

ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」（院外専用薬品）     

ビデュリオン皮下注用２ｍｇ（院外専用薬品）  

ヒューマログミックス２５注カート（院外専用薬品）       

プロペシア錠１ｍｇ（院外専用薬品）   

  

〈削除薬品〉 

アトラント軟膏 

デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ 

デュロテップＭＴパッチ１２．６ｍｇ 

デュロテップＭＴパッチ１６．８ｍｇ 

プレタールＯＤ錠５０ｍｇ （臨床治験６症例のみ使用） 

  

 

 

 

 

《Ｈ２６年１月より》 

 〈採用薬品〉 

アクテムラ皮下注１６２ｍｇシリンジ      

オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ１ｍＬ         

サムスカ錠７．５ｍｇ      



シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」    

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒     

ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒 

テオドールドライシロップ２０％ 

ドプスＯＤ錠１００ｍｇ（ドプスカプセル１００ｍｇより変更） 

ドプスＯＤ錠２００ｍｇ    

ノボラピッド注フレックスタッチ（ノボラピッド注フレックスペンより変更）     

ビソノテープ４ｍｇ        

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」（アレグラ錠３０ｍｇより変更）     

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「トーワ」（アレグラ錠６０ｍｇより変更） 

プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ「ＮＰ」（メバロチン錠１０より変更）       

ロトリガ粒状カプセル２ｇ           

シュアポスト錠０．５ｍｇ（院外専用薬品）        

ツムラ五積散エキス顆粒（院外専用薬品） 

ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒（院外専用薬品）         

ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（院外専用薬品）         

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（院外専用薬品） 

ツムラ釣藤散エキス顆粒（院外専用薬品）     

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（院外専用薬品）   

ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２    ０．３ｍｇ／枚（院外専用薬品） 

ヘプセラ錠１０（院外専用薬品）         

メトグルコ錠５００ｍｇ（院外専用薬品）   

ルナベル配合錠ＵＬＤ（院外専用薬品） 

  

 〈削除薬品〉 

アリセプトＤ錠１０ｍｇ    

アレグラ錠３０ｍｇ        

アレグラ錠６０ｍｇ        

エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ 

コンサータ錠１８ｍｇ 

ステロネマ注腸１．５ｍｇ         

セルセプトカプセル２５０ 

トクダームテープ 

ドプスカプセル１００ｍｇ 

ノボラピッド注フレックスペン     

ノルスパンテープ５ｍｇ 

プログラフ顆粒０．２ｍｇ 

マイザー軟膏０．０５％ 

メバロチン錠１０ 

リルテック錠５０ 

 

 



《Ｈ２５年１０月より》       

＜採用薬品＞       

アトルバスタチン１０ｍｇ「トーワ」（リピトール錠１０ｍｇから切替） 

アミティーザカプセル２４μｇ（院外専用薬品から正規採用へ変更） 

エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ    

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」（アンプラーグ錠１００ｍｇから切替） 

ジプレキサ錠２．５ｍｇ （ジプレキサザイディス錠５ｍｇから切替） 

シムジア皮下注２００ｍｇ シリンジ （院外専用薬品から正規採用へ変更） 

ゼルヤンツ錠５ｍｇ           

ゾピクロン錠７．５ｍｇ「トーワ」（アモバン錠７．５から切替） 

ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「トーワ」（マイスリー錠５ｍｇから切替） 

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０    （ティーエスワン配合カプセルＴ２０、配合顆粒Ｔ２０から切替） 

ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５    （ティーエスワン配合カプセルＴ２５、配合顆粒Ｔ２５から切替） 

ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」（ガスターＤ錠１０ｍｇから切替） 

ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」（ガスター錠２０ｍｇから切替） 

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「タイヨー」（レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇから切替） 

フロベン顆粒８％ （フロベン錠４０から切替） 

モビプレップ配合内用剤    

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「日医工」（プロレナール錠５μｇから切替） 

レダマイシンカプセル１５０ｍｇ    

              

アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター（院外専用薬品） 

アクトネル錠７５ｍｇ（院外専用薬品） 

アコファイド錠１００ｍｇ（院外専用薬品） 

アムノレイク錠２ｍｇ（院外専用薬品） 

ケンエーＧ浣腸液５０％ １２０ｍＬ（院外専用薬品） 

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（院外専用薬品） 

ツムラ温経湯エキス顆粒 （院外専用薬品） 

ツムラ帰脾湯エキス顆粒 （院外専用薬品） 

ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（院外専用薬品） 

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 （院外専用薬品） 

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 （院外専用薬品） 

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（院外専用薬品） 

ツムラ炙甘草湯エキス顆粒 （院外専用薬品） 

ツムラ消風散エキス顆粒 （院外専用薬品） 

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（院外専用薬品） 

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（院外専用薬品） 

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（院外専用薬品） 

ツムラ五苓散エキス顆粒（院外専用薬品） 

ニュープロパッチ１３．５ｍｇ（院外専用薬品） 

ニュープロパッチ２．２５ｍｇ（院外専用薬品） 

ニュープロパッチ４．５ｍｇ（院外専用薬品） 



ニュープロパッチ９ｍｇ（院外専用薬品） 

ネオキシテープ７３．５ｍｇ（院外専用薬品） 

ペンタサ坐剤１ｇ（院外専用薬品） 

ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ（院外専用薬品） 

ヤーズ配合錠（院外専用薬品） 

ルネスタ錠１ｍｇ（院外専用薬品） 

              

＜削除薬品＞       

アモバン錠７．５ （ゾピクロン錠７．５ｍｇ「トーワ」へ切替） 

アルケラン錠２ｍｇ           

アルト原末           

アンプラーグ錠１００ｍｇ（サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」へ切替） 

ガスターＤ錠１０ｍｇ（ファモチジンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」へ切替） 

ガスター錠２０ｍｇ（ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」へ切替） 

ジプレキサザイディス錠５ｍｇ（ジプレキサ錠２．５ｍｇへ切替） 

ティーエスワン配合カプセルＴ２０ （ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０へ切替） 

ティーエスワン配合カプセルＴ２５ （ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５へ切替） 

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０（ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０へ切替） 

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５（ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５へ切替） 

フロベン錠４０（フロベン顆粒８％へ切替） 

プロレナール錠５μｇ（リマプロストアルファデクス錠５μｇ「日医工」へ切替） 

ペルマックス錠５０μｇ    

マイスリー錠５ｍｇ（ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「トーワ」へ切替） 

リピトール錠１０ｍｇ（アトルバスタチン１０ｍｇ「トーワ」へ切替） 

レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ（ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「タイヨー」へ切替） 

 

  

《Ｈ２５年７月より》 

〈採用薬品〉 

ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ 

メインテート錠０．６２５ｍｇ 

  

アリセプトＤ錠１０ｍｇ（院外専用薬品） 

アイミクス配合錠ＨＤ（院外専用薬品） 

アイミクス配合錠ＬＤ（院外専用薬品） 

アミティーザカプセル２４μｇ（院外専用薬品） 

オリブ油（院外専用薬品） 

シムジア皮下注２００ｍｇ シリンジ（院外専用薬品） 

スチバーガ錠４０ｍｇ（院外専用薬品） 

タルセバ錠１００ｍｇ（院外専用薬品） 

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（院外専用薬品）    

ツムラ桔梗湯エキス顆粒（院外専用薬品） 



ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（院外専用薬品） 

ツムラ桂枝湯エキス顆粒（院外専用薬品） 

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（院外専用薬品） 

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（院外専用薬品） 

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（院外専用薬品） 

ディレグラ配合錠（院外専用薬品） 

デノタスチュアブル配合錠（院外専用薬品） 

トビエース錠４ｍｇ（院外専用薬品） 

トレシーバ注フレックスタッチ（院外専用薬品） 

ハッカ油「ケンエー」（院外専用薬品） 

ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ（院外専用薬品） 

ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ（院外専用薬品） 

ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ（院外専用薬品） 

  

 

《Ｈ２５年４月より》 

 ＜採用薬品＞ 

アクリノール液０．１％「日医工」（アクリノール消毒用液０．１％「マルイシ」より変更） 

アドシルカ錠２０ｍｇ 

ＦＡＤ点眼液０．０５％「サンテン」（フラビタン点眼液０．０５％より変更） 

エンシュア・Ｈ（黒糖味） 

オメプラゾール錠「トーワ」２０ｍｇ（オメプラール錠２０より変更） 

ケンエーＧ浣腸液５０％ ３０ｍＬ（グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０より変更） 

ケンエーＧ浣腸液５０％ ６０ｍＬ（グリセリン浣腸「オヲタ」６０より変更） 

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」（ゲンタシン軟膏０．１％より変更） 

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒 

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＤＳＰ」（アリセプトＤ錠３ｍｇより変更） 

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＰ」（アリセプトＤ錠５ｍｇより変更） 

ベゲタミン－Ａ配合錠 

メサペイン錠５ｍｇ 

メサペイン錠１０ｍｇ 

ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「ファイザー」（パリエット錠１０ｍｇより変更） 

ラベプラゾールＮａ錠２０ｍｇ「ファイザー」（パリエット錠２０ｍｇより変更） 

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」（タケプロンＯＤ錠１５より変更） 

ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「日医工」（タケプロンＯＤ錠３０より変更） 

レバミピド錠１００ｍｇ「トーワ」（ムコスタ錠１００ｍｇより変更） 

ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日医工」（ロキソニン錠６０ｍｇより変更） 

  

アジャストＡコーワ錠４０ｍｇ（院外専用薬品） 

イスコチン原末（院外専用薬品） 

インライタ錠１ｍｇ（院外専用薬品） 

カリメートドライシロップ９２．５９％（院外専用薬品） 



クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠（院外専用薬品） 

クラシエ四物湯エキス錠（院外専用薬品） 

ツムラ芎帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）（院外専用薬品） 

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）（院外専用薬品） 

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）（院外専用薬品） 

ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）（院外専用薬品） 

ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）（院外専用薬品） 

ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）（院外専用薬品） 

ツムラ竹茹温胆湯エキス顆粒（医療用）（院外専用薬品） 

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用）（院外専用薬品） 

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）（院外専用薬品） 

ファムビル錠２５０ｍｇ（院外専用薬品） 

レグナイト錠３００ｍｇ（院外専用薬品） 

  

＜削除薬品＞ 

アクリノール消毒用液０．１％「マルイシ」 

アリセプトＤ錠３ｍｇ 

アリセプトＤ錠５ｍｇ 

アレロック顆粒０．５％ 

オメプラール錠２０ 

グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０ 

グリセリン浣腸「オヲタ」６０ 

ゲンタシン軟膏０．１％ 

ザジテン点眼液０．０５％ 

タケプロンＯＤ錠１５ 

タケプロンＯＤ錠３０ 

テオドールドライシロップ２０％ 

パリエット錠１０ｍｇ 

パリエット錠２０ｍｇ 

フラビタン点眼液０．０５％ 

ムコスタ錠１００ｍｇ 

ロキソニン錠６０ｍｇ 

 

 

 

 

 

《Ｈ２５年１月より》 

 〈採用薬品〉 

アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ 

オーキシス９μｇタービュヘイラー２８吸入 

ミノペン顆粒２％ （ミノマイシン顆粒２％より変更） 



  

アイファガン点眼液０．１％（院外専用薬品） 

アドエア２５０エアゾール１２０吸入用（院外専用薬品） 

アドシルカ錠２０ｍｇ（院外専用薬品） 

アドフィードパップ４０ｍｇ（院外専用薬品） 

アラバ錠１０ｍｇ（院外専用薬品） 

アラバ錠２０ｍｇ（院外専用薬品） 

エビリファイ錠３ｍｇ（院外専用薬品） 

エビリファイ錠６ｍｇ（院外専用薬品） 

オクソラレン錠１０ｍｇ（院外専用薬品） 

クエストラン粉末４４．４％（院外専用薬品） 

グルベス配合錠（院外専用薬品） 

ケアラム錠２５ｍｇ（院外専用薬品） 

ケイキサレートドライシロップ７６％（院外専用薬品） 

ジェイゾロフト錠５０ｍｇ（院外専用薬品） 

シナール配合錠（院外専用薬品） 

ジプレキサ錠２．５ｍｇ（院外専用薬品） 

ジプレキサ錠５ｍｇ（院外専用薬品） 

シュアポスト錠０．２５ｍｇ（院外専用薬品） 

セパゾン錠１（院外専用薬品） 

セレコックス錠２００ｍｇ（院外専用薬品） 

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（院外専用薬品） 

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（院外専用薬品） 

テネリア錠２０ｍｇ（院外専用薬品） 

デプロメール錠５０（院外専用薬品） 

パキシル錠５ｍｇ（院外専用薬品） 

ビーソフテンローション０．３％ ５０ｇ／本（院外専用薬品） 

ブロプレス錠２（院外専用薬品） 

ボンアルファハイ軟膏２０μｇ／ｇ １０ｇ／本（院外専用薬品） 

マドパー配合錠（院外専用薬品） 

ムコスタ点眼液ＵＤ２％（院外専用薬品） 

メンタックスクリーム１％（院外専用薬品） 

メンタックススプレー１％（院外専用薬品） 

メンタックス外用液１％（院外専用薬品） 

リスパダールＯＤ錠０．５ｍｇ（院外専用薬品） 

リスパダールＯＤ錠１ｍｇ（院外専用薬品） 

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ １ｍＬ／包（院外専用薬品） 

レキソタン錠２（院外専用薬品） 

レクサプロ錠１０ｍｇ（院外専用薬品） 

レミニールＯＤ錠８ｍｇ（院外専用薬品） 

  

〈削除薬品〉 



ミノマイシン顆粒２％ 

  

 

《平成２４年１１月より》 

 〈採用薬品〉 

インライタ錠５ｍｇ（院外専用薬品） 

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（院外専用薬品） 

ブシ末（調剤用）「ツムラ」（院外専用薬品） 

 

  

《平成２４年１０月より》 

〈採用薬品〉 

アジルバ錠２０ｍｇ 

アジルバ錠４０ｍｇ 

イグザレルト錠１０ｍｇ 

イグザレルト錠１５ｍｇ 

エリスロシン錠２００ｍｇ（院外専用薬品） 

カリメート経口液２０％ （カリメートドライシロップ９２．５９％より変更） 

キックリンカプセル２５０ｍｇ 

クラシエ半夏厚朴湯エキス錠（院外専用薬品） 

コニール錠４（院外専用薬品） 

ザーコリカプセル２００ｍｇ 

ザーコリカプセル２５０ｍｇ 

ジプレキサ錠２．５ｍｇ 

ストラテラカプセル５ｍｇ（院外専用薬品） 

ストラテラカプセル１０ｍｇ（院外専用薬品） 

ストラテラカプセル２５ｍｇ（院外専用薬品） 

セレスタミン配合シロップ 

ツムラ安中散エキス顆粒（院外専用薬品） 

ツムラ温経湯エキス顆粒（院外専用薬品） 

ツムラ真武湯エキス顆粒（院外専用薬品） 

ツムラ人参湯エキス顆粒（院外専用薬品） 

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（院外専用薬品） 

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（院外専用薬品） 

デプロメール錠５０（院外専用薬品） 

トラゼンタ錠５ｍｇ 

ニューロタン錠２５ｍｇ（院外専用薬品） 

ビオフェルミンＲ錠（院外専用薬品） 

ビルトリシド錠６００ｍｇ（院外専用薬品） 

フルメタ軟膏（院外専用薬品） 

プロテカジンＯＤ錠１０（プロテカジン錠１０より変更） 

プロペト（院外専用薬品） 



ホスレノール顆粒分包２５０ｍｇ 

ホスレノール顆粒分包５００ｍｇ 

ボレー外用液１％（院外専用薬品） 

ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ（院外専用薬品） 

リーマス錠２００（院外専用薬品） 

リルテック錠５０（院外専用薬品） 

レビトラ錠２０ｍｇ（院外専用薬品） 

  

＜削除薬品＞ 

カリメートドライシロップ９２．５９％ 

プロテカジン錠１０  

 

  

《平成２４年７月より》 

＜採用薬品＞ 

エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用 （エリザスカプセル外用４００μｇより変更） 

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０   

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５ 

パナルジン細粒１０％ 

フルタイド５０ディスカス    ５０μｇ／６０ブリスター／個 

メドロール錠２ｍｇ 

リオベル配合錠ＬＤ  

リドーラ錠３ｍｇ（院外専用薬品） 

リルテック錠５０（院外専用薬品） 

  

＜削除薬品＞ 

アキネトン錠１ｍｇ    

アムノレイク錠２ｍｇ 

アルギＵ配合顆粒  

イスコチン原末        

エピペン注射液スターターパック （製造中止） 

エリザスカプセル外用４００μｇ 

サルコートカプセル外用５０μｇ 

ザロンチンシロップ５％ 

ゼフィックス錠１００ｍｇ 

ソセゴン錠２５ｍｇ 

ソタコール錠４０ｍｇ 

ソリタＴ配合顆粒３号 

タチオン散２０％ 

タルセバ錠２５ｍｇ 

タルセバ錠１００ｍｇ 

チモプトール点眼液０．２５％ 



ネオーラル内服液１０％ 

ノリトレン錠１０ｍｇ 

バイエッタ皮下注１０μｇペン３００ 

バイエッタ皮下注５μｇペン３００ 

パンクレアチン        

ピーゼットシー糖衣錠２ｍｇ 

フランセチン・Ｔ・パウダー 

ベゲタミン－Ａ配合錠              

ベスタチンカプセル３０ｍｇ 

ペントイル錠２００ｍｇ 

レダマイシンカプセル１５０ｍｇ 

ワゴスチグミン散（０．５％） 

 

 

 

《平成２４年４月より》 

〈採用薬品〉 

アルファロールカプセル０．５μｇ（院外専用薬品） 

アレロック顆粒０．５％ ０．５ｇ／包 

イソバイドシロップ７０％分包２０ｍＬ （イソバイドシロップ７０％ ５００ｍＬ／本より変更） 

イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ （イソバイドシロップ７０％ ５００ｍＬ／本より変更） 

ヴォリブリス錠２．５ｍｇ（院外専用薬品） 

エスクレ注腸用キット「５００」 （エスクレ坐剤「５００」より変更）  

エピペン注射液０．３ｍｇ  

エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ（院外専用薬品）  

ケアロードＬＡ錠６０μｇ 

トラムセット配合錠  

ノボラピッド注イノレット ３００単位／個 （イノレットＲ注 ３００単位／個より変更） 

パシーフカプセル１２０ｍｇ  

プログラフ顆粒０．２ｍｇ ０．１ｇ／包      

ベストロン点眼用０．５％ ５ｍＬ／本 

ボノテオ錠５０ｍｇ（院外専用薬品） 

メトレート錠２ｍｇ（院外専用薬品） 

レバチオ錠２０ｍｇ  

レベミル注イノレット  ３００単位／個 （イノレットＮ注 ３００単位／個より変更） 

レボレード錠１２．５ｍｇ  

 

＜削除薬品＞  

アクディーム細粒１０％  

イソバイドシロップ７０％ ５００ｍＬ／本 

イノレットＲ注 ３００単位／個 

イノレットＮ注 ３００単位／個 



エスクレ坐剤「５００」 

ザジテンドライシロップ０．１％ 

レフトーゼシロップ０．５％ 

   


