
薬品名 成分名 規格 薬効分類 会社名

☆新規医薬品

【院内での後発品への採用切替に伴う追加採用品目】　※現採用薬品の院内在庫が無くなり次第処方開始

アマルエット配合錠4番｢サンド｣
アムロジピンベシル酸塩、アトルバ
スタチンカルシウム水和物

5mg,10mg/錠
持続性Ca拮抗薬/HMG-CoA還元酵
素阻害剤

サンド(株) 34.3 円/ 錠

カルベジロール錠2.5mg｢トーワ｣ カルベジロール 2.5mg/錠
慢性心不全治療剤、頻脈性心房細
動治療剤

東和薬品(株) 10.1 円/ 錠

カルベジロール錠10mg｢トーワ｣ カルベジロール 10mg/錠
持続性高血圧・狭心症治療剤、慢性
心不全治療剤、頻脈性心房細動治
療剤

東和薬品(株) 14.0 円/ 錠

セルトラリン錠25mg｢明治｣ セルトラリン塩酸塩 25mg/錠 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 Meiji Seika ファルマ(株) 22.2 円/ 錠

デュタステリドカプセル0.5mgAV｢武
田テバ｣

デュタステリド 0.5mg/Cp
5α還元酵素阻害薬／前立腺肥大
症治療薬

武田テバファーマ(株) 47.6 円/ Cp

プランルカストDS10%｢タカタ｣ プランルカスト水和物 100mg/g
ロイコトリエン受容体拮抗剤／気管
支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

高田製薬(株) 28.3 円/ g

プレガバリンOD錠25mg｢ファイザー｣ プレガバリン 25mg/錠
疼痛治療剤(神経障害性疼痛・線維
筋痛症)

ファイザー(株) 21.8 円/ 錠

プレガバリンOD錠75mg｢ファイザー｣ プレガバリン 75mg/錠
疼痛治療剤(神経障害性疼痛・線維
筋痛症)

ファイザー(株) 36.3 円/ 錠

ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%｢サンド｣ ブリンゾラミド 5mL/本 眼圧下降剤 サンド(株) 158.6 円/ mL

【現採用薬品が供給停止のための代替採用品目】　※現採用薬品の院内在庫が無くなり次第処方開始

エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」 エピナスチン塩酸塩 20mg/錠 アレルギー性疾患治療剤 日医工(株) 21.1 円/ 錠

ガスロンN錠2mg イルソグラジンマレイン酸塩 2mg/錠 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤 日本新薬(株) 19.2 円/ 錠

ジルチアゼム塩酸塩錠30mg｢トーワ｣ ジルチアゼム塩酸塩 30mg/錠 Ca拮抗剤 東和薬品(株) 5.7 円/ 錠

テプレノンカプセル50mg｢YD｣ テプレノン 50mg/Cp 胃炎・胃潰瘍治療剤 陽進堂(株) 6.3 円/ Cp

テモダールカプセル20mg テモゾロミド 20mg/Cp 抗悪性腫瘍剤 MSD(株) 2,155.0 円/ Cp

テモダールカプセル100mg テモゾロミド 100mg/Cp 抗悪性腫瘍剤 MSD(株) 10,768.6 円/ Cp

ニコランジル錠5mg｢トーワ｣ ニコランジル 5mg/錠 狭心症治療剤 東和薬品(株) 5.9 円/ 錠

ビソルボン錠4mg ブロムヘキシン塩酸塩 4mg/錠 気道粘液溶解剤 サノフィ(株) 5.8 円/ 錠

ベザフィブラート徐放錠200mg｢トーワ｣ ベザフィブラート 200mg/錠 高脂血症治療剤 東和薬品(株) 10.1 円/ 錠

【現採用薬品が販売中止のための代替採用品目】　※現採用薬品の院内在庫が無くなり次第処方開始

スマトリプタン錠50mg｢アスペン｣ スマトリプタンコハク酸塩 50mg/錠
5-HT1B/1D受容体作動型片頭痛治
療剤

アスペンジャパン(株) 203.8 円/ 錠

★中止医薬品

【同効薬の採用見直しに伴う採用中止品目】　※在庫が無くなり次第中止　( 終：2021年9月30日)

アセトアミノフェン｢JG｣原末 アセトアミノフェン 原末 解熱鎮痛剤(非ピリン系) 日本ジェネリック(株)

ウラリット－U配合散
クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウ
ム水和物

1g/包 アルカリ化療法剤 日本ケミファ(株)

オパイリン錠125mg フルフェナム酸アルミニウム 125mg/錠 非ステロイド性消炎・鎮痛・解熱剤 大正製薬(株)

ソレトン錠80mg ザルトプロフェン 80mg/錠 非ステロイド性鎮痛・消炎剤 日本ケミファ(株)

タクロリムス錠3mg｢あゆみ｣ タクロリムス水和物 3mg/錠 免疫抑制剤 あゆみ製薬(株)

幼児用PL配合顆粒 サリチルアミド、アセトアミノフェン、他 配合剤 総合感冒剤 塩野義製薬(株)

【販売中止に伴う採用中止品目】　※在庫が無くなり次第中止

アダラートL錠10mg ニフェジピン 10mg/錠 持続性Ca拮抗剤 バイエル薬品(株)

アダラートL錠20mg ニフェジピン 20mg/錠 持続性Ca拮抗剤 バイエル薬品(株)

オステン錠200mg イプリフラボン 200mg/錠 骨粗鬆症治療剤 武田テバ薬品(株)

ラニチジン錠75mg｢マイラン｣ ラニチジン塩酸塩 75mg/錠 H2受容体拮抗剤 ファイザー(株)

ラニチジン錠150mg｢マイラン｣ ラニチジン塩酸塩 150mg/錠 H2受容体拮抗剤 ファイザー(株)

【供給停止に伴う採用中止品目】　※在庫が無くなり次第中止し、代替品へ変更

イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg｢日医工｣ イルソグラジンマレイン酸塩 2mg/錠 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤 日医工(株)

エピナスチン塩酸塩錠20mg｢日医工｣ エピナスチン塩酸塩 20mg/錠 アレルギー性疾患治療剤 日医工(株)

シメチジン錠200mg｢日医工｣ シメチジン 200mg/錠 H2受容体拮抗剤 日医工(株)

ジルチアゼム塩酸塩錠30mg｢日医工｣ ジルチアゼム塩酸塩 30mg/錠 Ca拮抗剤 日医工(株)

テプレノンカプセル50mg｢日医工｣ テプレノン 50mg/Cp 胃炎・胃潰瘍治療剤 日医工(株)

テモゾロミド錠20mg｢NK｣ テモゾロミド 20mg/Cp 抗悪性腫瘍剤 日本化薬(株)

テモゾロミド錠100mg｢NK｣ テモゾロミド 100mg/Cp 抗悪性腫瘍剤 日本化薬(株)

ニコランジル錠5mg｢日医工｣ ニコランジル 5mg/錠 狭心症治療剤 日医工(株)

プロプラノロール塩酸塩錠10mg｢日医工｣ プロプラノロール塩酸塩 10mg/錠 高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤 日医工(株)

ベザフィブラートSR錠200mg｢日医工｣ ベザフィブラート 200mg/錠 高脂血症治療剤 日医工(株)

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg｢日医工｣ ベタヒスチンメシル酸塩 6mg/錠 めまい・平衡障害治療剤 日医工(株)

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg｢日医工｣ ブロムヘキシン塩酸塩 4mg/錠 気道粘液溶解剤 日医工(株)

モサプリドクエン酸塩散1%｢日医工｣ モサプリドクエン酸塩水和物 10mg/g 消化管運動機能改善剤 日医工(株)

【販売中止に伴う採用中止品目】　※在庫が無くなり次第中止し、代替品へ変更

スマトリプタン錠50mg｢F｣ スマトリプタンコハク酸塩 50mg/錠
5-HT1B/1D受容体作動型片頭痛治
療剤

富士製薬工業(株)

薬価
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