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商品名 規格 メーカー 削除年月 備考
アンカロン錠 100 大正富山医薬品 2019/03 後発医薬品への切り替え
アンカロン注 150 大正富山医薬品 2019/03 後発医薬品への切り替え
タミフルカプセル 75 中外製薬 2019/03 後発医薬品への切り替え
タミフルドライシロップ 3% 中外製薬 2019/03 後発医薬品への切り替え
ペグイントロン皮下注用 50μg/0.5mL用 MSD 2019/03 切り替え
ペグイントロン皮下注用 100μg/0.5mL用 MSD 2019/03 切り替え
クレメジン細粒分包 2g 田辺三菱製薬 2019/03 切り替え
インプロメン細粒 1% 田辺三菱製薬 2019/01 販売中止
インプロメン錠 1mg 田辺三菱製薬 2019/01 販売中止
インプロメン錠 3mg 田辺三菱製薬 2019/01 販売中止
エフィエント錠 5mg 第一三共 2019/01 切り替え
モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タケダ」 10mg/1mL(1%) 武田薬品工業 2019/01 切り替え
モルヒネ塩酸塩注射液 200mg「タケダ」 200mg/5mL(4%) 武田薬品工業 2019/01 切り替え
モルヒネ塩酸塩注射液 50mg「タケダ」 50mg/5mL(1%) 武田薬品工業 2019/01 切り替え
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」 東和薬品 2018/11 販売中止
ペグイントロン皮下注用 150μg/0.5mL用 MSD 2018/11 販売中止
アクリノール 0.1%液 「ヨシダ」 吉田製薬 2018/11 販売中止
ロイコプロール点滴静注用 800万単位 協和発酵キリン 2018/11 販売中止
クリキシバンカプセル 200mg MSD 2018/11 販売中止
インビラーゼカプセル 200mg 中外製薬 2018/11 販売中止
エネマスター注腸散 350g 藤見製薬 2018/11 販売中止
スローケー錠 ノバルティスファーマ 2018/11 販売中止
グルカゴン注射用1単位「イトウ」 カイゲンファーマ 2018/09 整理検討
ヒーロンV0.6眼粘弾剤 2.3% 0.6mL エイエムオージャパン 2018/09 販売中止
テルモ生食1300ｍＬ テルモ 2018/09 販売中止
ミラクリッド注射液 2万5千単位 持田製薬 2018/09 販売中止
ペルマックス錠250μｇ 協和発酵キリン 2018/09 整理
オバホルモンデポー筋注5mg あすか製薬 2018/07 販売中止
オオホルミンルテウムデポー筋注125mg あすか製薬 2018/07 販売中止
フランセチン・T・パウダー 持田製薬 2018/07 販売中止
レギチーン注射液10mg ノバルティスファーマ 2018/07 販売中止
亜鉛華デンプン「マルイシ」 丸石製薬 2018/07 販売中止
レバミピドOD錠「明治」 MeijiSeikaファルマ 2018/07 販売中止
イクスタンジカプセル40mg アステラス製薬 2018/07 切り替え
ヘプタバックスⅡ MSD 2018/07 切り替え
ビームゲン注0.25mL，0.5mＬ アステラス製薬 2018/07 切り替え
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コセンティクス皮下注150ｍｇシリンジ マルホ 2018/07 切り替え
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL，80mgシリンジ0.8mL エーザイ 2018/07 切り替え
メチロン注25% 第一三共 2018/07 整理
オキシコンチン錠5mg 塩野義製薬 2018/07 後発医薬品への切り替え
オキシコンチン錠20mg 塩野義製薬 2018/07 後発医薬品への切り替え
オキシコンチン錠10mg 塩野義製薬 2018/07 後発医薬品への切り替え
クラビット点眼液1.5% 参天 2018/07 後発医薬品への切り替え
エスラックス静注50mg/5.0mL MSD 2018/07 後発医薬品への切り替え
オルメテックOD錠10mg 第一三共 2018/07 後発医薬品への切り替え
オルメテックOD錠20mg 第一三共 2018/07 後発医薬品への切り替え
クラビット点滴静注500mg/20mL 第一三共 2018/07 後発医薬品への切り替え
ソフィアＡ配合錠 あすか製薬 2018/07 販売中止
ソフィアＣ配合錠 あすか製薬 2018/07 販売中止
セルテクト錠 協和発酵キリン 2018/07 販売中止
セルテクトドライシロップ２％ 協和発酵キリン 2018/07 販売中止
ポリトーゼカプセル 武田薬品 2018/07 販売中止
オルメテックOD錠40mg 第一三共 2018/07 後発医薬品への切り替え
イサロン錠100mg あすか 2018/07 整理
ヒベルナ注25mg 田辺三菱製薬 2018/05 　整理検討
ワンアルファ内用液 (0.5μg/mL) 10mL 帝人ファーマ 2018/05 販売中止
ペンレステープ18mg 30.5×50.0mm マルホ 2018/05 後発品へ切り替え
キサラタン点眼液 0.005% 2.5mL ファイザー 2018/05 後発品へ切り替え
テモダールカプセル 100mg MSD 2018/05 後発品へ切り替え
テモダールカプセル 20mg MSD 2018/05 後発品へ切り替え
プロジフ静注液400 ファイザー 2018/03 整理検討
アミノレバン 点滴静注 大塚製薬工場 2018/03 整理検討
ロヒプノール錠２ エーザイ 2018/03 販売中止
イミペネム・シラスタチン点滴用 0.5g「サンド」 サンド 2018/03 販売中止
ワコビタール坐剤30 高田製薬 2018/01 整理検討
フォリスチム注50 MSD 2018/01 販売中止
エクセラーゼ配合顆粒 Meiji Seikaファルマ 2018/01 販売中止
ラニラピッド錠0.1mg 中外製薬 2018/01 整理検討
レミッチカプセル2.5µｇ 鳥居薬品 2018/01 切替
ヴィキラックス配合錠 アッヴィ 2018/01 整理検討
エクジェイド懸濁用錠 125mg、500mg ノバルティスファーマ 2018/01 切替
ロヒプノール錠１ エーザイ 2018/01 販売中止
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ロヒプノール静注用2mg エーザイ 2018/01 販売中止
リクシアナ錠30mg，60mg 第一三共 2018/01 切替
アセチルスピラマイシン錠 100 アスペンジャパン 2017/11 整理
アネキセート注射液 0.5mg アストラゼネカ 2017/11 後発品へ切替
オメプラール注用 20mg アストラゼネカ 2017/11 後発品へ切替
ケナログ口腔用軟膏 0.1％ 5g ブリストル・マイヤーズ 2017/11 販売中止に伴う切替
サンドスタチン皮下注用 100μg ノバルティスファーマ 2017/11 後発品へ切替
ソルファ 50mg錠 武田薬品工業 2017/11 販売中止
ノイアート静注用 1500単位 日本血液製剤機構 2017/11 切替
バラクルード錠 0.5mg ブリストル・マイヤーズ 2017/11 後発品へ切替
バルトレックス顆粒 50％ グラクソ・スミスクライン 2017/11 後発品へ切替
バルトレックス錠 500 グラクソ・スミスクライン 2017/11 後発品へ切替
PPSB-HT静注用500単位「ニチヤク」 日本製薬 2017/11 切替
ビクロックス点滴静注 250mg 10mL Meiji Seikaファルマ 2017/11 後発品へ切替
フルルバンパップ 40mg 6枚/袋 大正富山医薬品 2017/11 販売中止
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用 40mg「サワイ」 沢井製薬 2017/11 販売中止に伴う切替
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用 125mg「サワイ」 沢井製薬 2017/11 販売中止に伴う切替
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用 500mg「サワイ」 沢井製薬 2017/11 販売中止に伴う切替
リリカカプセル 25mg ファイザー 2017/11 切替
リリカカプセル 75mg ファイザー 2017/11 切替
レスタミンコーワ錠 10mg 興和創薬 2017/11 整理検討
インテバン坐剤 25 帝國製薬 2017/09 整理検討
コントミン筋注 50mg 田辺三菱製薬 2017/09 整理検討
ティーエスワン配合OD錠 T20 大鵬薬品工業 2017/09 後発品へ切替
ティーエスワン配合OD錠 T25 大鵬薬品工業 2017/09 後発品へ切替
ビジクリア配合錠 ゼリア新薬工業 2017/09 整理検討
ビスコート0.5眼粘弾剤 0.5mL 日本アルコン 2017/09 切替
フェノバール注射液 100mg 第一三共 2017/09 整理検討
ボセルモンデポー筋注 1mL あすか製薬 2017/09 整理検討
マイトマイシン注用 10mg 協和発酵キリン 2017/09 整理検討
ミカルディス錠 20mg アステラス製薬 2017/09 後発品へ切替
ミカルディス錠 40mg アステラス製薬 2017/09 後発品へ切替
ミカルディス錠 80mg アステラス製薬 2017/09 後発品へ切替
エルシトニン注20Sディスポ 1mL 旭化成ファーマ 2017/07 整理検討
エルネオパ1号輸液  1000mL 大塚製薬工場 2017/07 切替
エルネオパ2号輸液 1000mL 大塚製薬工場 2017/07 切替
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エルネオパ2号輸液  1500mL 大塚製薬工場 2017/07 切替
サーカネッテン配合錠 日本新薬 2017/07 供給停止
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 10mg/10mL 沢井製薬 2017/07 切替
ハッカ油「ヨシダ」 20mL 吉田製薬 2017/07 整理検討
ベネトリン吸入液 0.5％ 30mL グラクソ・スミスクライン 2017/07 整理検討
マキュエイド硝子体内注用 40mg わかもと製薬 2017/07 名称変更
リスモダンP静注 50mg 50mg/5mL サノフィ 2017/07 整理検討
レパーサ皮下注 140mgシリンジ アステラス製薬 2017/07 切替
レンチナン静注用 1mg「味の素」 EAファーマ 2017/07 販売終了
サクシゾン注射用 100ｍｇ 武田薬品工業 2017/05 供給困難に伴う切替
サクシゾン注射用 300ｍｇ 武田薬品工業 2017/05 供給困難に伴う切替
サクシゾン静注用 500ｍｇ 武田薬品工業 2017/05 供給困難に伴う切替
ニコリンＨ注射液 1ｇ 1g/4mL 武田テバ薬品 2017/05 整理検討
ファルネゾンゲル 1.4％ 25g 大鵬薬品工業 2017/05 販売中止
プロスタンディン点滴静注用 500μｇ 小野薬品工業 2017/05 整理検討
ワッサーＶ配合顆粒 サンド 2017/05 販売中止
アルクレイン内用液 5% 日医工 2017/03 販売中止
アルチバ静注用 5ｍｇ ヤンセンファーマ 2017/03 後発品へ切替
エコリシン点眼液 5mL 参天製薬 2017/03 販売中止
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン 20mL アストラゼネカ 2017/03 整理検討
シオゾール注 10mg 高田製薬 2017/03 整理検討
シオゾール注 25mg 高田製薬 2017/03 整理検討
プラビックス錠 25ｍｇ サノフィ 2017/03 後発品へ切替
プラビックス錠 75ｍｇ サノフィ 2017/03 後発品へ切替
プラミール細粒 2% ファイザー 2017/03 販売中止
プラミール錠 5mg ファイザー 2017/03 整理検討
乾燥弱毒生麻しんワクチン「北里第一三共」 第一三共 2017/03 供給困難に伴う切替
イノレット 30R注 ノボ・ノルディスクファーマ 2017/01 整理検討
イムシスト膀注用 81mg サノフィ 2017/01 販売中止
サレドカプセル 50 藤本製薬 2017/01 整理検討
サレドカプセル 100 藤本製薬 2017/01 整理検討
スキサメトニウム注 100「マルイシ」 丸石製薬 2017/01 整理検討
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ドグマチール筋注 50mg 50mg/2mL アステラス製薬 2017/01 整理検討
トレリーフ錠 25mg 大日本住友製薬 2017/01 整理検討
ノボラピッド注 イノレット ノボ・ノルディスクファーマ 2017/01 整理検討
ヒューマリン3/7注カート 日本イーライリリー 2017/01 整理検討
ヒュミラ皮下注 40mgシリンジ 0.8mL エーザイ 2017/01 0.4ｍLへ切替
ランタス注 カート 300単位/3mL サノフィ 2017/01 整理検討
ランタス注ソロスター 300単位/3mL サノフィ 2017/01 整理検討
レベミル注 イノレット 300単位/3mL ノボ・ノルディスクファーマ 2017/01 整理検討
献血ポリグロビンN5%静注 5g/100mL 日本血液製剤機構 2017/01 整理検討
オリブ油「ケンエー」 100mL 健栄製薬 2016/11 整理検討
ネオラミン・マルチV注射用 日本化薬 2016/11 販売中止
バニヘップカプセル 150mg MSD 2016/11 販売中止
フロリードDクリーム 1% 10g 持田製薬 2016/11 整理検討
硫酸セフピロム静注用 1g「マイラン」 ファイザー 2016/11 販売中止
アデノスキャン注 60mg 第一三共 2016/09 アデノシン負荷用静注へ切替
イオパミロン注300 20mL/50mL/100mL バイエル薬品 2016/09 整理検討
オプチレイ320シリンジ 75mL/100mL 富士製薬工業 2016/09 整理検討
オムニパーク240注 10mL 第一三共 2016/09 整理検討
オムニパーク300注 10mL/20mL/50mL/100mL 第一三共 2016/09 後発品へ切替
オムニパーク350注 100mL 第一三共 2016/09 整理検討
オムニパーク350注 20mL 第一三共 2016/09 整理検討
オムニパーク350注 50mL 第一三共 2016/09 整理検討
ノバクトM静注用 800単位 アステラス製薬 2016/09 販売中止
パシル点滴静注液 300mg 300mg/100mL 大正富山医薬品 2016/09 整理検討
パシル点滴静注液 500mg 500mg/100mL 大正富山医薬品 2016/09 整理検討
パンスポリンT錠 200 武田薬品工業 2016/09 販売中止
ピムロ顆粒 摩耶堂 2016/09 供給困難に伴い削除
ベゲタミン錠-A配合錠 塩野義製薬 2016/09 販売中止予定
ベゲタミン錠-B配合錠 塩野義製薬 2016/09 販売中止予定
ランサップ 400 武田薬品工業 2016/09 整理検討
ランサップ 800 武田薬品工業 2016/09 整理検討
ランピオンパック 武田薬品工業 2016/09 整理検討
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アランタ-SP細粒 20% キッセイ薬品工業 2016/07 販売中止
アンペック坐剤 20mg 大日本住友製薬 2016/07 整理検討
アンペック坐剤 30mg 大日本住友製薬 2016/07 整理検討
イソジンスクラブ液 7.5% 500ｍL Meiji Seikaファルマ 2016/07 後発品へ切替
オムニパーク300注 シリンジ100mL 第一三共 2016/07 整理検討
ザンタック注射液 50mg グラクソ・スミスクライン 2016/07 安定供給困難
サンドスタチン皮下注用 50μg ノバルティスファーマ 2016/07 整理検討
ドブトレックスキット点滴静注用 200mg 200mL 塩野義製薬 2016/07 整理検討
ノベルジンカプセル 25mg ノーベルファーマ 2016/07 錠へ切替
ノベルジンカプセル 50mg ノーベルファーマ 2016/07 錠へ切替
ハイカムチン注射用 1.1mg 日本化薬 2016/07 供給困難
フォーレン吸入麻酔液 250mL アッヴィ合同会社 2016/07 整理検討
プロヘパール配合錠 科研製薬 2016/07 販売中止
マーカイン注 0.25% (2.5mg/1mL)20mL アストラゼネカ 2016/07 整理検討
マーカイン注 0.5% (5mg/1mL)20mL アストラゼネカ 2016/07 整理検討
メサラジン顆粒50%「AKP」 武田薬品工業 2016/07 整理検討
レボホリナート点滴静注用 25mg/100mg ヤクルト本社 2016/07 整理検討
KN3号輸液500ml 大塚製薬工場 2016/05 整理検討
アミカシン硫酸塩注射液 100mg「サワイ」 沢井製薬 2016/05 整理検討
アレディア点滴静注用 30mg ノバルティスファーマ 2016/05 販売中止
コアテック注 5mg エーザイ 2016/05 整理検討
エンピナース・P錠 18000 科研製薬 2016/04 薬価基準から削除
マイカサールカプセル 250mg 東和薬品 2016/04 販売中止
5-FU注1000mg 1000mg/20mL/V 協和発酵キリン 2016/03 後発品へ切替
アルロイドG内用液 5% カイゲン 2016/03 後発品へ切替
インタール吸入液 1% 2mL/管 サノフィ 2016/03 後発品へ切替
エパデールS 900 持田製薬 2016/03 後発品へ切替
オルメテック錠 10mg 第一三共 2016/03 OD錠へ切替
オルメテック錠 20mg 第一三共 2016/03 OD錠へ切替
オルメテック錠 40mg 第一三共 2016/03 OD錠へ切替
グリセオール注 200mL 中外製薬 2016/03 後発品へ切替
グルコバイ錠 100mg バイエル薬品 2016/03 整理検討
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グルコバイ錠 50mg バイエル薬品 2016/03 整理検討
ジクロスターPF点眼液 0.1% 日本点眼薬研究所 2016/03 ジクロスター点眼液へ切替
ジヒデルゴット錠 1mg ノバルティスファーマ 2016/03 販売中止
ストメリンD エアロゾル 5mL アステラス製薬 2016/03 販売中止
セレナール錠 10 第一三共 2016/03 整理検討
ゾメタ点滴静注用4mg/5mL ノバルティスファーマ 2016/03 後発品へ切替
ソリタ-T1号輸液 200mL 陽進堂 2016/03 後発品へ切替
ソリタ-T1号輸液 500mL 陽進堂 2016/03 後発品へ切替
ダレンカプセル 1mg,2mg MSD 2016/03 販売中止
テルシガンエロゾル 100μｇ 日本ベーリンガーインゲルハ 2016/03 販売中止
トラベルミン注 1mL エーザイ 2016/03 整理検討
ナゼア注射液 0.3mg 0.3mg/2mL アステラス製薬 2016/03 整理検討
ノイチーム錠 10mg エーザイ 2016/03 再評価に伴い削除
ノイロトロピン 注射液 3.6単位 3mL 日本臓器製薬 2016/03 整理検討
ヒデルギン錠 2mg ノバルティスファーマ 2016/03 販売中止
ヒューマログN注ミリオペン 3mL 300単位/3mL 日本イーライリリー 2016/03 販売中止
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g マルホ 2016/03 後発品へ切替
ファルモルビシンRTU注射液 10mg 10mg/5mL ファイザー 2016/03 後発品へ切替
ファルモルビシンRTU注射液 50mg 50mg/25mL ファイザー 2016/03 後発品へ切替
ファルモルビシン注射液 10mg ファイザー 2016/03 後発品へ切替
ファルモルビシン注射液 50mg ファイザー 2016/03 後発品へ切替
ブロチンシロップ 3.3% (33mg/mL)500mL 第一三共 2016/03 販売中止
ムノバール 2.5mg錠 サノフィ 2016/03 販売中止
ムノバール 5mg錠 サノフィ 2016/03 販売中止
メテルギン錠 0.125mg ノバルティス 2016/03 販売中止
ユーパスタコーワ軟膏 30g 興和創薬 2016/03 後発品へ切替
ユベラNカプセル 100mg エーザイ 2016/03 後発品へ切替
ユベラNソフトカプセル 200mg エーザイ 2016/03 後発品へ切替
ラキソベロン錠 2.5mg 日医工 2016/03 後発品へ切替
ラキソベロン内用液 0.75% 日医工 2016/03 後発品へ切替
ラクツロース・シロップ 60%「コーワ」 500mL 興和創薬 2016/03 後発品へ切替
リーバクト配合顆粒 4.15g/包 味の素製薬 2016/03 後発品へ切替



削除薬品一覧　【2015年11月以降】
商品名 規格 メーカー 削除年月 備考
リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% 5mL 塩野義製薬 2016/03 後発品へ切替
レニベース錠 2.5 MSD 2016/03 後発品へ切替
レニベース錠 5 MSD 2016/03 後発品へ切替
レフトーゼシロップ 0.5% (5mg/mL) 日本新薬 2016/03 再評価に伴い削除
レフトーゼ錠 (30mg) 日本新薬 2016/03 再評価に伴い削除
レフトーゼ顆粒 10% 日本新薬 2016/03 再評価に伴い削除
強力ネオミノファーゲンシーP静注 20mL 20mL ミノファーゲン製薬 2016/03 後発品へ切替
静注用マグネゾール 20mL 20mL 鳥居薬品 2016/03 整理検討
ゾシン静注用 4.5 大正富山医薬品 2016/01 後発品へ切替
ナボバンカプセル 5mg 協和発酵キリン 2016/01 販売中止
ノボセブンHI静注用 1mg,2mg,5mg ノボノルディスク 2016/01 シリンジ製剤へ切替
ヒスタグロビン 皮下注用(献血) 日本臓器製薬 2016/01 整理検討
ヘスパンダー輸液 500mL 大塚製薬 2016/01 整理検討
マグネビスト 静注シリンジ 10mL/15ｍL バイエル薬品 2016/01 整理検討
安息香チンキ 小野薬品工業 2016/01 販売中止
アデラビン9号 1mL ファイザー 2015/12 整理検討
テラプチク静注 45mg 45mg/3mL/管 エーザイ 2015/12 整理検討
ハイパジールコーワ錠 3mg 興和創薬 2015/12 整理検討
ヒデルギン舌下錠 1mg ノバルティスファーマ 2015/12 整理検討
ヒルナミン筋注 25mg 25mg/1mL 塩野義製薬 2015/12 整理検討
ロルファン注射液 1mg 1mg/1mL 武田薬品工業 2015/12 整理検討
デトルシトールカプセル 2mg ファイザー 2015/11 整理検討
デトルシトールカプセル 4mg ファイザー 2015/11 整理検討
トラマールカプセル 25mg/50mg 日本新薬 2015/11 OD錠へ切替
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンキット「タケダ」 武田薬品工業 2015/11 販売中止
カルシトラン注 10 武田薬品工業 2015/09 整理検討
メマリー錠 5mg/2.5mg 第一三共 2014/07 OD錠へ切替
イノレット40R注 ノボ・ノルディスクファーマ 2012/03 整理検討
イノレット50R注 ノボ・ノルディスクファーマ 2012/03 整理検討
イノレットN注 ノボ・ノルディスクファーマ 2012/03 整理検討
イノレットR注 ノボ・ノルディスクファーマ 2012/03 整理検討
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンキット「タケダ」 武田薬品工業 2015/11 販売中止
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カルシトラン注 10 武田薬品工業 2015/09 整理検討
メマリー錠 5mg/2.5mg 第一三共 2014/07 OD錠へ切替
イノレット40R注 ノボ・ノルディスクファーマ 2012/03 整理検討
イノレット50R注 ノボ・ノルディスクファーマ 2012/03 整理検討
イノレットN注 ノボ・ノルディスクファーマ 2012/03 整理検討
イノレットR注 ノボ・ノルディスクファーマ 2012/03 整理検討
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