
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
ムーベン 配合内用液 武田薬品工業 2023年1月 製造中止
ベニジピン塩酸塩錠 2mg「タナベ」 ニプロESファーマ 2023年1月 製造中止
ベニジピン塩酸塩錠 4mg「タナベ」 ニプロESファーマ 2023年1月 製造中止
ベニジピン塩酸塩錠 8mg「タナベ」 ニプロESファーマ 2023年1月 製造中止
アドソルビン原末 第一三共 2023年1月 出荷停止
グルコバイOD錠 50mg バイエル薬品 2023年1月 製造中止
グルコバイOD錠 100mg バイエル薬品 2023年1月 製造中止
サラゾピリン坐剤 500mg ファイザー 2023年1月 供給困難
クロモグリク酸Na点鼻液 2%「トーワ」 東和薬品 2023年1月 販売中止
レビトラ錠 5mg バイエル薬品 2023年1月 販売中止
レビトラ錠 10mg バイエル薬品 2023年1月 販売中止
グルコンサンK錠 5ｍEq サンファーマ 2023年1月 供給困難
サージセル・ アブソーバブル・ヘモスタット ガーゼ型　5.1×35.6cm ジョンソン・エンド・ジョンソン 2023年1月 医療機器へ変更
サージセル・ アブソーバブル・ヘモスタット ニューニット　15.2×22.9cm ジョンソン・エンド・ジョンソン 2023年1月 医療機器へ変更
サージセル・ アブソーバブル・ヘモスタット 綿型シート　5.1×2.5cm ジョンソン・エンド・ジョンソン 2023年1月 医療機器へ変更
タナドーパ顆粒 75% 田辺三菱製薬 2023年1月 出荷停止
トフラニール錠 25mg アルフレッサファーマ 2023年1月 出荷停止
クリノリル錠 100 日医工 2023年1月 販売中止
ミダゾラム注射液10mg「テバ」 武田テバファーマ 2023年1月 販売名変更
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 東和薬品 2022/11 切り替え
メサラジン錠250mg「サワイ」 沢井製薬 2022/11 製造中止
メサラジン錠500mg「サワイ」 沢井製薬 2022/11 製造中止
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 富士製薬工業 2022/11 切り替え
トリセノックス注 10mg 日本新薬 2022/11 切り替え
コンファクトF注射用500 日本血液製剤機構 2022/11 切り替え
コンファクトF注射用1000 日本血液製剤機構 2022/11 切り替え
ゼジューラカプセル100mg 武田薬品工業 2022/11 切り替え
イブランスカプセル25mg ファイザー 2022/11 切り替え
イブランスカプセル125mg ファイザー 2022/11 切り替え
ダイアート錠 30mg 三和化学研究所 2022/11 後発品へ切り替え
ダイアート錠 60mg 三和化学研究所 2022/11 後発品へ切り替え
ロゼレム錠 8mg 武田薬品工業 2022/11 後発品へ切り替え
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フェブリク錠 10mg 帝人ファーマ 2022/11 後発品へ切り替え
フェブリク錠 20mg 帝人ファーマ 2022/11 後発品へ切り替え
フェブリク錠 40mg 帝人ファーマ 2022/11 後発品へ切り替え
オルガラン静注 1250単位 共和クリティケア 2022/11 供給停止　
フラビタン眼軟膏 0.1% トーアエイヨー 2022/11 販売中止
フラビタン注射液 10mg トーアエイヨー 2022/11 販売中止
フラビタン点眼液 0.05% トーアエイヨー 2022/11 販売中止
ヒューマトロープ注射用 12mg 日本イーライリリー 2022/11 供給停止　
ペリシット錠 250mg 三和化学研究所 2022/11 販売中止
ベンコール 配合錠 日医工 2022/11 販売中止
バイナス錠 75mg 日本新薬 2022/11 販売中止
複方ヨード・グリセリン「ヨシダ」 吉田製薬 2022/11 薬価削除
コランチル 配合顆粒 共和薬品工業 2022/11 供給停止　
ルジオミール錠 10mg 田辺三菱 2022/11 供給停止　
ノイビタ 錠「25」 共和クリティケア 2022/11 販売中止
グラニセトロン静注液 3mgシリンジ「NK」 日本化薬 2022/09 販売中止
エタノール「ニッコー」 ヴィアトリス製薬 2022/09 販売中止
消毒用エタノール「ニッコー」 ヴィアトリス製薬 2022/09 販売中止
無水エタノール「ケンエー」 健栄製薬 2022/09 切り替え
注射用マキシピーム1g ブリストル マイヤーズ スクイブ 2022/09 販売中止
フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」 持田製薬 2022/09 販売中止
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「モチダ」 持田製薬 2022/09 販売中止
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」 持田製薬 2022/09 販売中止
スプレキュア点鼻液 0.15% クリニジェン 2022/09 供給停止　
ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」 共和薬品工業 2022/09 供給停止　
ロピニロールOD錠1mg「アメル」 共和薬品工業 2022/09 供給停止　
セフジトレンピボキシル小児用細粒 10%「CH」 日本ジェネリック 2022/09 供給停止　
リカルボン錠 50mg 小野薬品工業 2022/09 切り替え
オゼンピック皮下注0.25mgSD ノボノルディスクファーマ 2022/07 切り替え
オゼンピック皮下注0.5mgSD ノボノルディスクファーマ 2022/07 切り替え
オゼンピック皮下注1.0mgSD ノボノルディスクファーマ 2022/07 切り替え
プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 東和薬品 2022/07 切り替え
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プレガバリンOD錠75mg「トーワ」 東和薬品 2022/07 切り替え
レバミピドOD錠100mg「YD」 陽進堂 2022/07 切り替え
クラリスロマイシンDS 10%小児用「EMEC」 日医工 2022/07 切り替え
クラリスロマイシン錠 200mg「マイラン」 ヴィアトリス製薬 2022/07 切り替え
クラリスロマイシン錠 50mg小児用「マイラン」 ヴィアトリス製薬 2022/07 切り替え
スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL アッヴィ合同会社 2022/07 切り替え
セレコックス錠 200mg ヴィアトリス製薬 2022/07 切り替え
クエチアピン錠 100mg「ファイザー」 ファイザー 2022/07 切り替え
クエチアピン錠 25mg「ファイザー」 ファイザー 2022/07 切り替え
セフタジジム静注用 1g「マイラン」 ファイザー 2022/07 切り替え
ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」 ファイザー 2022/07 切り替え
硝酸銀「ファイザー」原末 ファイザー 2022/07 切り替え
乾燥まむし抗毒素 「KMB」 Meiji Seikaファルマ 2022/07 名称変更
ミルリノン静注液10mg「タイヨー」 武田テバファーマ 2022/07 切り替え
シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%「武田テバ」 武田テバファーマ 2022/07 切り替え
フロセミド錠20mg「武田テバ」 武田テバファーマ 2022/07 切り替え
フロセミド錠40mg「武田テバ」 武田テバファーマ 2022/07 切り替え
プリジスタナイーブ錠 800mg ヤンセンファーマ 2022/07 販売中止
スタリビルド配合錠 ギリアド・サイエンシズ 2022/07 販売中止
ベンザリン細粒 1% 共和薬品工業 2022/07 供給停止　
ファンギゾン注射用 50mg クリニジェン 2022/07 供給停止　
ロンゲス錠 5mg 共和薬品工業 2022/07 供給停止　
ロンゲス錠 10mg 共和薬品工業 2022/07 供給停止　
ロンゲス錠 20mg 共和薬品工業 2022/07 供給停止　
ピーゼットシー糖衣錠 2mg 田辺三菱製薬 2022/07 供給停止　
l-メントール「ホエイ」 ファイザー 2022/07 処方実績がなく、名称変更
タフマックE配合カプセル 小野薬品工業 2022/07 販売中止
テプレノンカプセル 50mg「日医工」 日医工 2022/05 切り替え
テプレノン細粒 10%「日医工」 日医工 2022/05 切り替え
HCGモチダ筋注用 5千単位 持田製薬 2022/05 名称変更　切り替え
テモダールカプセル20ｍｇ MSD 2022/05 切り替え
テモダールカプセル100ｍｇ MSD 2022/05 切り替え
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バルプロ酸Na徐放顆粒 40%「フジナガ」 第一三共 2022/05 切り替え
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「FK」 JMS 2022/05 切り替え
セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 ファイザー 2022/05 切り替え
ゾレドロン酸点滴静注液 4mg/5mL「ファイザー」 ファイザー 2022/05 切り替え
無水エタノール注「ファイザー」 ファイザー 2022/05 切り替え
タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末 ファイザー 2022/05 切り替え
炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末 ファイザー 2022/05 切り替え
オゼックス錠 150 富士フィルム富山化学 2022/05 後発品へ切り替え
ラミシールクリーム 1% 田辺三菱製薬 2022/05 後発品へ切り替え
ラミシール外用液 1% 田辺三菱製薬 2022/05 後発品へ切り替え
パンクレアチン「ファイザー」原末 ファイザー 2022/05 切り替え
アボルブカプセル 0.5mg グラクソ・スミスクライン 2022/05 後発品へ切り替え
イソバイドシロップ 70% 日本新薬 2022/05 後発品へ切り替え
ザイザル錠 5mg グラクソ・スミスクライン 2022/05 後発品へ切り替え
ユリーフ錠 4mg  キッセイ薬品工業 2022/05 後発品へ切り替え
ゼチーア錠 10mg バイエル薬品 2022/05 後発品へ切り替え
セレコックス錠 100mg ヴィアトリス製薬 2022/05 後発品へ切り替え
リリカOD錠 25mg ヴィアトリス製薬 2022/05 後発品へ切り替え
リリカOD錠 75mg ヴィアトリス製薬 2022/05 後発品へ切り替え
イーケプラドライシロップ 50% ユーシービージャパン 2022/05 後発品へ切り替え
イーケプラ錠 250mg ユーシービージャパン 2022/05 後発品へ切り替え
イーケプラ錠 500mg ユーシービージャパン 2022/05 後発品へ切り替え
イーケプラ点滴静注 500mg ユーシービージャパン 2022/05 後発品へ切り替え
ヘプセラ錠 10 グラクソ・スミスクライン 2022/05 販売中止
テノゼット錠 300mg グラクソ・スミスクライン 2022/05 供給停止
レスタス錠 2mg 日本ジェネリック 2022/05 供給停止
ベトプティック点眼液 0.5% ノバルティスファーマ 2022/05 販売中止
フエロン注射用 300万 第一三共 2022/05 販売中止
アスペノン静注用 100 バイエル薬品 2022/03 切り替え
沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 武田 2022/03 販売中止　切り替え
ハッカ水「ヨシダ」 吉田製薬 2022/03 販売中止　切り替え
アロキシ静注 0.75mg 大鵬薬品 2022/03 供給困難　切り替え
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ロイコボリン錠 25mg ファイザー 2022/03 後発品へ切り替え
ヒアルロン酸Na点眼液 0.1%「ファイザー」 ファイザー 2022/03 販売中止　切り替え
ヒアルロン酸Na点眼液 0.3%「ファイザー」 ファイザー 2022/03 販売中止　切り替え
ビソルボン錠 4mg 日本ベーリンガーインゲルハイム 2022/03 切り替え
膵外分泌機能検査用PFD内服液 500mg エーザイ 2022/03 切り替え
ユルトミリス点滴静注300mg アレクシンファーマ 2022/03 切り替え
アセタノールカプセル 100 サノフィ 2022/03 販売中止　
イミグラン注 3 グラクソ・スミスクライン 2022/03 販売中止　
ゼストリル錠 5 アストラゼネカ 2022/03 販売中止　
ビデュリオン皮下注用 2mgペン アストラゼネカ 2022/03 販売中止　
ニコチネルTTS10、20、30 アルフレッサファーマ 2022/03 供給停止
チャンピックス錠 0.5mg、1mg ファイザー 2022/03 供給停止
フラビタン錠 10mg アステラス製薬 2022/03 供給停止
カルタン細粒 83% ファイザー 2022/03 供給停止
チオラ錠 100 ファイザー 2022/03 供給困難　
デスモプレシン・スプレー10協和 キッセイ薬品工業 2022/03 供給停止
エピルビシン塩酸塩注射液 10mg/5mL「ＮＫ」 日本化薬 2022/03 削除
エピルビシン塩酸塩注射液 50mg/25mL「ＮＫ」 日本化薬 2022/03 削除
アルベカシン硫酸塩注射液 200mg「テバ」 武田テバ 2022/03 名称変更　切り替え
ノアルテン錠 (5mg) 富士製薬工業 2022/01 切り替え
フラビタン錠 5mg アステラス製薬 2022/01 切り替え
ゴージョーMHS　LTXオートディスペンサー用カートリッジ（タッチフリー式）700ｍL テルモ 2022/01 供給困難　切り替え
ゴージョーMHS　TFXオートディスペンサー用カートリッジ（タッチフリー式）1200ｍL テルモ 2022/01 供給困難　切り替え
ゴージョーMHS　ポンプボトル215ｍL テルモ 2022/01 供給困難　切り替え
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「タイヨー」 武田薬品工業 2022/01 販売中止　切り替え
バンコマイシン塩酸塩散0.5g 「サワイ」 沢井製薬 2022/01 切り替え
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g 「サワイ」 沢井製薬 2022/01 切り替え
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g 「MEEK」 小林化工 2022/01 供給困難　切り替え
ノボセブンHI静注用 8mgシリンジ ノボ・ノルディスクファーマ 2022/01 販売中止　
ソバルディ錠 400mg ギリアド・サイエンシズ 2022/01 販売中止　
エレルサ錠 50mg MSD 2022/01 販売中止　
グラジナ錠 50mg MSD 2022/01 販売中止　
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デスモプレシン点鼻液0.01%協和 キッセイ薬品工業 2022/01 販売中止　
ソロン錠 50 大正富山医薬品 2022/01 販売中止　
グロウジェクトBC 注射用 8mg JCRファーマ 2022/01 販売中止　
フラベリック錠 20mg ファイザー 2022/01 販売中止　
セレベント25 ロタディスク グラクソ・スミスクライン 2022/01 販売中止　
セレベント50 ロタディスク グラクソ・スミスクライン 2022/01 販売中止　
フルタイド50ロタディスク グラクソ・スミスクライン 2022/01 販売中止　
フルタイド100ロタディスク グラクソ・スミスクライン 2022/01 販売中止　
フルタイド200ロタディスク グラクソ・スミスクライン 2022/01 販売中止　
バラシクロビル錠 500mg「アスペン」 サンドファーマ 2022/01 名称変更　切り替え
バラシクロビル顆粒 50％「アスペン」 サンドファーマ 2022/01 名称変更　切り替え
パロキセチン錠5mg「アスペン」 サンドファーマ 2022/01 名称変更　切り替え
パロキセチン錠10mg「アスペン」 サンドファーマ 2022/01 名称変更　切り替え
パロキセチン錠20mg「アスペン」 サンドファーマ 2022/01 名称変更　切り替え
デスモプレシン・スプレー2.5協和 キッセイ薬品工業 2022/01 名称変更　切り替え
デスモプレシン注4協和 キッセイ薬品工業 2022/01 名称変更　切り替え
ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「第一三共」 アルフレッサファーマ 2022/01 名称変更　切り替え
パッチテスト試薬　ホルマリン5％ 鳥居薬品 2022/01 販売中止　
パッチテスト試薬　塩酸プロカイン1％ 鳥居薬品 2022/01 販売中止　
パッチテスト試薬　チロメサール0.05％ 鳥居薬品 2022/01 販売中止　
パッチテスト試薬　ベルガモット油10％ 鳥居薬品 2022/01 販売中止　
パッチテスト試薬　MBT１％ 鳥居薬品 2022/01 販売中止　
パッチテスト試薬　ローズ油20％ 鳥居薬品 2022/01 販売中止　
フルツロンカプセル 200 中外製薬 2022/01 販売中止　
ロナプリーブ点滴静注セット1332 中外製薬 2022/01 名称変更　切り替え
ドパミン塩酸塩点滴静注液200ｍｇバッグ「武田テバ」 武田テバ 2022/01 名称変更　切り替え
ドパミン塩酸塩点滴静注液600ｍｇバッグ「武田テバ」 武田テバ 2022/01 名称変更　切り替え
テネリア錠 20mg 第一三共 2021/11 削除　OD錠へ切り替え
アテノロール錠 25mg「NikP」 日医工 2021/11 供給困難　切り替え
アテノロール錠 50mg「NikP」 日医工 2021/11 供給困難　切り替え
トレアキシン点滴静注用 100mg シンバイオ製薬 2021/11 供給困難　切り替え
トレアキシン点滴静注用 25mg シンバイオ製薬 2021/11 供給困難　切り替え
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商品名 規格 メーカー 削除年月 備考
バンコマイシン塩酸塩散0.5g 「MEEK」 小林化工 2021/11 供給困難　切り替え
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g 「MEEK」 小林化工 2021/11 供給困難　切り替え
メロペネム点滴静注用 0.5g「ファイザー」 ファイザー 2021/11 供給困難　切り替え
セファゾリンNa注射用 1g 「タイヨー」 日医工 2021/11 供給困難　切り替え
カナマイシンシロップ 5%「明治」 Meiji Seikaファルマ 2021/11 切り替え
イントラリポス輸液 20% （250mⅬ） 大塚製薬 2021/11 切り替え
ルセンティス硝子体内注射液 10mg/mL ノバルティスファーマ 2021/11 切り替え
アイリーア硝子体内注射液 参天製薬 2021/11 切り替え
リノコートパウダースプレー鼻用 25μg 帝人ファーマ 2021/11 供給停止　切り替え
イトリゾール注１%［200mg］ ヤンセンファーマ 2021/11 販売中止
トブラシン点眼液0.3% 　日東メディック 2021/11 供給停止　使用実績無いため削除
ナベルビン注 10 協和キリン 2021/09 供給停止　切り替え
イレッサ錠 250 アストラゼネカ 2021/09 後発品へ切り替え
ミラペックスLA錠 0.375mg エーザイ 2021/09 後発品へ切り替え
ミラペックスLA錠 1.5mg エーザイ 2021/09 後発品へ切り替え
セファレキシン顆粒500mg「JG」 日本ジェネリック 2021/09 供給困難　切り替え
バラシクロビル錠 500mg「日医工」 日医工 2021/09 供給困難　切り替え
バラシクロビル顆粒 50％「日医工」 日医工 2021/09 供給困難　切り替え
ドブポンシリンジ0.3％シリンジ 協和キリン 2021/09 名称変更
ナサニール点鼻0.2% ファイザー 2021/09 供給困難　削除
イグザレルト錠 10mg バイエル薬品 2021/07 削除　OD錠へ切替
イグザレルト錠 15mg バイエル薬品 2021/07 削除　OD錠へ切替
ビ・シフロール錠 0.125mg 日本ベーリンガーインゲルハイム 2021/07 後発品へ切替
ビ・シフロール錠 0.5mg 日本ベーリンガーインゲルハイム 2021/07 後発品へ切替
タルク原末「マルイシ」 丸石製薬 2021/07 販売中止
ムコゾーム点眼液 0.5% 参天製薬 2021/07 販売中止
ソランタール錠100mg LTLファーマ 2021/07 削除

 　流動パラフィン「マルイシ」 丸石製薬 2021/05 販売中止　削除
 　スクエアキッズ皮下注シリンジ 第一三共 2021/05 販売中止　削除
 　マルファ液 小野薬品 2021/05 販売中止
　 ノイトロジン注100μｇ 　中外製薬 2021/05 切り替え
    アレジオンDS1％ 　日本ベーリンガー 2021/05 自主回収　削除



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

　 ウラリットーU配合散 　日本ケミファ 2021/05 後発品へ切替
    注射用エラスポール100    丸石 2021/05 後発品へ切替
　フォルテオ皮下注キット600μｇ 　日本イーライリリー 2021/05 後発品へ切替
　パキシル錠10mg 　グラクソ・スミスクライン 2021/05 後発品へ切替
　パルミコート吸入液0.25mg 　アストラゼネカ 2021/05 後発品へ切替
　パルミコート吸入液0.5mg 　アストラゼネカ 2021/05 後発品へ切替
　パキシル錠20mg 　グラクソ・スミスクライン 2021/05 後発品へ切替
　パキシル錠5mg 　グラクソ・スミスクライン 2021/05 後発品へ切替
　リバスタッチパッチ4.5mg 小野薬品 2021/05 後発品へ切替
　リバスタッチパッチ9mg 小野薬品 2021/05 後発品へ切替
　リバスタッチパッチ13.5mg　 小野薬品 2021/05 後発品へ切替
　リバスタッチパッチ18mg 小野薬品 2021/05 後発品へ切替
　アプルウェイ錠20mg  　興和 2021/05 削除
　メニレット70％ゼリー20ｇ 　日医工 2021/05 名称変更　切り替え
　メニレット70％ゼリー30ｇ 　日医工 2021/05 名称変更　切り替え

イオパーク350注 20mL 富士製薬 2021/03 名称変更　切り替え
イオパーク350注 50mL 富士製薬 2021/03 名称変更　切り替え
イオパーク350注 100mL 富士製薬 2021/03 名称変更　切り替え
重曹「ホエイ」 ファイザー 2021/03 削除
スプレキュアMP皮下注用 1.8 持田製薬 2021/03 販売中止　削除
ゼルフィルム 10×12.5cm ファイザー 2021/03 供給困難　削除
アネトカインゼリー2% 小林化工 2021/03 供給停止　切り替え
ニューモバックス NP MSD 2021/03 削除　シリンジへ切り替え
リーバクト配合顆粒 EAファーマ 2021/03 削除
モビコール配合内用剤 EAファーマ 2021/03 名称変更　切り替え
スミルテープ35mg14枚/包 三笠製薬 2021/03 販売中止　削除
バファリン配合錠A330 エーザイ 2021/03 販売中止　削除
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」 日医工 2021/03 供給停止　切り替え
オザグレルNa点滴静注 80mg「MEEK」 Meiji Seikaファルマ 2021/03 供給停止　切り替え
ゾルピデム酒石酸塩OD錠 10mg「EE」 日医工 2021/03 供給停止　切り替え
ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg「EE」 日医工 2021/03 供給停止　切り替え
クラリスロマイシンDS 10%小児用「MEEK」 Meiji Seikaファルマ 2021/03 供給停止　切り替え



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
オロパタジン塩酸塩OD錠 2.5mg「明治」 Meiji Seikaファルマ 2021/03 供給停止　切り替え
オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「明治」 Meiji Seikaファルマ 2021/03 供給停止　切り替え
メサラジン錠250mg「AKP」 あすか製薬 2021/03 供給停止　切り替え
メサラジン錠500mg「AKP」 あすか製薬 2021/03 供給停止　切り替え
ロサルタンK錠 25mg「EE」 日医工 2021/03 供給停止　切り替え
ロサルタンK錠 50mg「EE」 日医工 2021/03 供給停止　切り替え
グリメピリドOD錠 0.5mg「EMEC」 日医工 2021/03 供給停止　切り替え
グリメピリドOD錠 1mg「EMEC」 日医工 2021/03 供給停止　切り替え
グリメピリドOD錠 3mg「EMEC」 日医工 2021/03 供給停止　切り替え
ピアーレシロップ65% 高田製薬 2021/01 削除　名称変更
アーガメイト20%ゼリー25g 三和化学研究所 2021/01 削除　名称変更
マグコロール 250mL 堀井薬品 2021/01 削除　名称変更
マグコロールP 50g/包 堀井薬品 2021/01 削除　名称変更
アンナカ注「フソー」 10% 扶桑薬品工業 2021/01 削除　名称変更
塩酸チアミン注50ｍｇ「フソー」 扶桑薬品工業 2021/01 削除　名称変更
カリーユニ点眼液 0.005% 5mL 参天製薬 2021/01 削除　名称変更
眼科用ゼルフィルム 2.5×5cm ファイザー 2021/01 削除　供給困難
オペガンハイ0.85 眼粘弾剤1% 参天製薬 2021/01 削除　名称変更
オイパロミン300注シリンジ 100mL 富士製薬工業 2021/01 削除　名称変更
オイパロミン300注シリンジ 150mL 富士製薬工業 2021/01 削除　名称変更
オイパロミン370注シリンジ 100mL 富士製薬工業 2021/01 削除　名称変更
オイパロミン370注シリンジ 80mL 富士製薬工業 2021/01 削除　名称変更
オイパロミン300注 100mL 富士製薬工業 2021/01 削除　名称変更
オイパロミン300注 20mL 富士製薬工業 2021/01 削除　名称変更
オイパロミン300注 50mL 富士製薬工業 2021/01 削除　名称変更
インタール点眼液 2% 5mL サノフィ 2021/01 販売中止　後発品へ切り替え
インタール点鼻液 2% サノフィ 2021/01 販売中止　後発品へ切り替え
アリミデックス錠 1mg アストラゼネカ 2021/01 削除　後発品へ切り替え
GSプラスターC 「ユートク」 10枚 久光製薬 2021/01 販売中止　削除
ノボラピッド70ミックス注フレックスペン 300単位/3mL ノボ・ノルディスクファーマ 2021/01 販売中止　削除
希塩酸「マルイシ」 200mL 丸石製薬 2021/01 販売中止　削除
ペルサンチン-Lカプセル 150mg 日本ベーリンガーインゲルハイム 2021/01 販売中止　削除



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
プロクトセディル坐薬 EAファーマ 2021/01 回収　削除
プロクトセディル軟膏 2g EAファーマ 2021/01 回収　削除
マーキュロクロム液2％ 10g/500mL 小堺製薬 2021/01 販売中止　削除
オーラップ錠 1mg アステラス製薬 2021/01 販売中止　削除
ヨウレチン錠 「50」 第一薬品産業 2021/01 販売中止　削除
ハイトラシン錠 0.5mg アボットジャパン 2021/01 販売中止　削除
イトラコナゾール錠 50「MEEK」 Meiji Seikaファルマ 2021/01 回収　切り替え
エポプロステノール静注用 0.5mg「ACT」 ヤンセンファーマ 2020/11 名称変更
セフジニル細粒 10%小児用「ファイザー」 ファイザー 2020/11 販売中止　切り替え
エホチール錠 5mg サノフィ 2020/11 販売中止　削除　
インタール細粒 10% サノフィ 2020/11 販売中止　削除　
アボビスカプセル 25 大正富山医薬品 2020/11 販売中止　削除　
タチオン点眼用 2% 日本ジェネリック 2020/11 削除　回収　供給停止
リン酸水素カルシウム 水和物「ヨシダ」 吉田製薬 2020/11 販売中止削除　
オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」 第一三共 2020/11 削除　NX錠に切り替え
オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」 第一三共 2020/11 削除　NX錠に切り替え
オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」 第一三共 2020/11 削除　NX錠に切り替え
メジコン散 10% 塩野義製薬 2020/11 削除　整理検討
プロスタット錠 25mg 日本新薬 2020/09 削除
ベガモックス点眼液 0.5% 5mL ノバルティスファーマ 2020/09 削除　後発品へ切り替え
ハリゾンシロップ 100mg/mL 2400mg/24mL 富士製薬工業 2020/09 回収　切り替え
ビムパット点滴静注200mg 第一三共 2020/09 規格変更
エフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」 丸石製薬 2020/07 販売中止　削除
インヒベース錠 1mg 中外製薬 2020/07 販売中止　削除
コペガス錠 200mg 中外製薬 2020/07 削除
ヨードコート軟膏 0.9% マルホ 2020/07 削除
エスポー注射液 750シリンジ 協和キリン 2020/07 販売中止切り替え
エスポー皮下用 12000シリンジ 協和キリン 2020/07 販売中止削除
エスポー皮下用 6000シリンジ 協和キリン 2020/07 販売中止削除
タイケルブ錠 250mg ノバルティスファーマ 2020/07 削除
ラベタロール塩酸塩錠 50mg「トーワ」 東和薬品 2020/07 供給困難　切り替え
テオドールドライシロップ 20% 田辺三菱製薬 2020/07 販売中止　切り替え



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
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」 武田薬品工業 2020/07 販売中止　切り替え
ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 5L バクスター 2020/07 削除
ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 5L バクスター 2020/07 削除
無水エタノール「ニッコー」 500mL ファイザー 2020/07 供給困難　切り替え
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工」 日医工 2020/07 販売中止　切り替え
ニコランジル錠 5mg「日医工」 日医工 2020/07 販売中止　切り替え
トピナ錠 100mg 協和キリン 2020/07 後発品へ切替
トピナ錠 50mg 協和キリン 2020/07 後発品へ切替
カバサール錠 0.25mg ファイザー 2020/07 後発品へ切替
カバサール錠 1.0mg ファイザー 2020/07 後発品へ切替
硝酸銀「ホエイ」 ファイザー 2020/07 名称変更
メトレート錠 2mg あゆみ製薬 2020/07 名称変更
クラリスロマイシンDS 10%「MEEK」 Meiji Seikaファルマ 2020/07 名称変更
ケンエーG浣腸液50% 30mL 健栄製薬 2020/07 名称変更
ケンエーG浣腸液50% 60mL 健栄製薬 2020/07 名称変更
ケンエーG浣腸液50% 120mL 健栄製薬 2020/07 名称変更
ケーサプライ錠600mg アルフレッサファーマ 2020/07 名称変更
モーラステープ 20mg 7枚/P 久光製薬 2020/07 後発品へ切替
モーラステープ L40mg 7枚/P 久光製薬 2020/07 後発品へ切替
メバロチン錠 10 第一三共 2020/07 後発品へ切替
メバロチン錠 5 第一三共 2020/07 後発品へ切替
ベイスンOD錠 0.2 武田テバ薬品 2020/07 後発品へ切替
ベイスンOD錠 0.3 武田テバ薬品 2020/07 後発品へ切替
リバロOD錠 1mg 興和 2020/07 後発品へ切替
リバロOD錠 2mg 興和 2020/07 後発品へ切替
水溶性ハイドロコートン注射液 100mg 100mg/2mL 日医工 2020/07 後発品へ切替
ホスレノール顆粒分包 250mg バイエル薬品 2020/07 後発品へ切替
ホスレノール顆粒分包 500mg バイエル薬品 2020/07 後発品へ切替
ヒルトニン 0.5mg注射液 0.5mg/1mL 武田テバ薬品 2020/07 後発品へ切替
ブロナック点眼液0.1% 5mL 武田薬品工業 2020/07 後発品へ切替
ラステット注 100mg/5mL 100mg/5mL 日本化薬 2020/07 後発品へ切替
クレストール錠 2.5mg アストラゼネカ 2020/07 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
クレストール錠 5mg アストラゼネカ 2020/07 後発品へ切替
ザイボックス錠 600mg ファイザー 2020/07 後発品へ切替
ザイボックス注射液 600mg 300mL ファイザー 2020/07 後発品へ切替
ミルリーラ注射液 10mg 10mg/10mL アステラス製薬 2020/07 後発品へ切替
ネスプ注射液 20μgプラシリンジ 0.5mL 協和キリン 2020/07 後発品へ切替
イメンドカプセル 125mg 小野薬品工業 2020/07 後発品へ切替
イメンドカプセル 80mg 小野薬品工業 2020/07 後発品へ切替
ファンガード点滴用 50mg アステラス製薬 2020/07 後発品へ切替
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 吉田製薬 2020/03 削除
ビタシミン注射液 500mg 2mL 武田テバ薬品 2020/03 切り替え
アルベカシン硫酸塩注射液 200mg「ＨＫ」 光製薬 2020/03 販売中止
注射用GRF住友 50/100 大日本住友製薬 2020/03 販売中止
セレスタミン配合錠 高田製薬 2020/03 切り替え
パーロデル錠 2.5mg 田辺三菱製薬 2020/03 切り替え
レキップCR錠 2mg グラクソ・スミスクライン 2020/03 切り替え
レキップCR錠 8mg グラクソ・スミスクライン 2020/03 切り替え
レキップ錠 0.25mg グラクソ・スミスクライン 2020/03 切り替え
レキップ錠 1mg グラクソ・スミスクライン 2020/03 切り替え
ザンタック錠 150 グラクソ・スミスクライン 2020/03 削除
ザンタック錠 75 グラクソ・スミスクライン 2020/03 削除
サムスカ錠 15mg 大塚製薬 2020/03 切り替え
サムスカ錠 7.5mg 大塚製薬 2020/03 切り替え
ジアゾキシドカプセル 25mg「MSD」 オーファンパシフィック 2020/01 名称変更
塩酸プロカルバジンカプセル50ｍｇ「中外」 中外製薬 2020/01 名称変更
アストリックドライシロップ 80% 日本化薬 2020/01 名称変更
デキサルチン 口腔用軟膏 1mg/g 2ｇ　5ｇ 日本化薬 2020/01 名称変更
セニラン坐剤 3mg サンド 2020/01 名称変更
乳酸カルシウム〈ハチ〉1ｇ/Ｐ 丸石製薬 2020/01 名称変更
バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーワ」 東和薬品 2020/01 名称変更
バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーワ」 東和薬品 2020/01 名称変更
カルフィーナ錠 0.25μg 共和薬品工業 2020/01 名称変更
カルフィーナ錠 0.5μg 共和薬品工業 2020/01 名称変更



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
カルフィーナ錠 1.0μg 共和薬品工業 2020/01 名称変更
タンナルビン「ホエイ」 ファイザー 2020/01 名称変更
ドセタキセル点滴静注液 80mg「ホスピーラ」 持田製薬 2020/01 切り替え
ドセタキセル点滴静注液 20mg「ホスピーラ」 持田製薬 2020/01 切り替え
パクリタキセル点滴静注液 100mg/16.7mL「ホスピーラ」 100mg/16.7mL 持田製薬 2020/01 切り替え
パクリタキセル点滴静注液 30mg/5mL「ホスピーラ」 30mg/5mL 持田製薬 2020/01 切り替え
エレメンミック注キット 陽進堂 2020/01 販売中止切り替え
グレースビット錠 50mg 第一三共 2020/01 切り替え
アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」 0.5g/P，0.67g/P 日医工 2020/01 供給困難切り替え
リルテック錠 50 サノフィ 2020/01 供給困難切り替え
コデインリン酸塩散10%「タケダ」【麻】 武田薬品工業 2020/01 切り替え
モルヒネ塩酸塩錠 10mg「DSP」 大日本住友製薬 2020/01 切り替え
レペタン坐剤 0.2mg 大塚製薬 2020/01 切り替え
ソセゴン錠 25mg 丸石製薬 2020/01 切り替え
MSコンチン錠 10mg 塩野義製薬 2020/01 切り替え
MSコンチン錠 30mg 塩野義製薬 2020/01 切り替え
MSコンチン錠 60mg 塩野義製薬 2020/01 切り替え
インダシン静注用 1mg ノーベルファーマ 2020/01 切り替え
ポンタールシロップ 3.25% (32.5mg/1mL)500mL第一三共 2020/01 供給困難削除
インタールエアロゾル 1mg 10mL/ サノフィ 2020/01 供給困難削除
ネリプロクト坐剤 LTLファーマ 2020/01 供給困難削除
ネリプロクト軟膏 LTLファーマ 2020/01 供給困難削除
ピバレフリン 点眼液 0.04% 5mL 参天製薬 2020/01 供給困難削除
メタストロン注 日本メジフィックス 2020/01 販売中止
ジスロマックSR成人用ドライシロップ 2g ファイザー 2020/01 販売中止
テルロン錠 0.5 バイエル薬品 2020/01 販売中止
バイミカード錠 10mg バイエル薬品 2020/01 販売中止
バイミカード錠 5mg バイエル薬品 2020/01 販売中止
シダトレンスギ花粉舌下液 2,000JAU/ｍLパック 鳥居薬品 2020/01 販売中止
シダトレンスギ花粉舌下液 2,000JAU/ｍLボトル 鳥居薬品 2020/01 販売中止
シダトレンスギ花粉舌下液 200JAU/ｍLボトル 鳥居薬品 2020/01 販売中止
リフラップ軟膏 5% 30g 日本化薬 2019/11 販売中止
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MMD配合散 吉田製薬 2019/11 販売中止
ロンミールカプセル 200mg ファイザー 2019/11 販売中止
スンベプラカプセル 100mg ブリストル・マイヤーズ　スクイブ 2019/11 販売中止
ダクルインザ錠 60mg ブリストル・マイヤーズ　スクイブ 2019/11 販売中止
ユベラ顆粒 20% エーザイ 2019/11 販売中止
コムプレラ配合錠 ヤンセンファーマ 2019/11 販売中止
ビラセプト錠 250mg 鳥居薬品 2019/11 販売中止
マクジェン硝子体注射用キット ファイザー 2019/11 販売中止
フェンタニル注射液 0.1mg「ヤンセン」 テルモ 2019/11 切り替え
フェンタニル注射液 0.5mg「ヤンセン」 テルモ 2019/11 切り替え
アセトアミノフェン 「ファイザー」原末 　 ファイザー 2019/11 切り替え
リックル配合顆粒 沢井製薬 2019/11 切り替え
ノイキノン顆粒 1% エーザイ 2019/11 販売中止
プロビスク0.85眼粘弾剤 0.85mL 日本アルコン 2019/11 切り替え
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」 ニプロ 2019/11 販売中止
炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」 1g/P 吉田製薬 2019/11 販売中止
重カマ「ヨシダ」 0.33/P 吉田製薬 2019/11 販売中止
重カマ「ヨシダ」 0.67g/P 吉田製薬 2019/11 販売中止
重カマ「ヨシダ」 1.0g/P 吉田製薬 2019/11 販売中止
重カマ「ヨシダ」 0.5g/P 吉田製薬 2019/11 販売中止
ブロメライン軟膏5万単位/g 20g マルホ 2019/11 整理検討
ピーエヌツイン-1号 輸液 1000mL 陽進堂 2019/11 整理検討
ピーエヌツイン-2号 輸液 1100mL 陽進堂 2019/11 整理検討
ピーエヌツイン-3号 輸液 1200mL 陽進堂 2019/11 整理検討
アレビアチン注 250mg 大日本住友製薬 2019/09 整理検討
スミフェロン注バイアル 300万IU 大日本住友製薬 2019/09 切り替え
ゾレア皮下注用 150mg ノバルティスファーマ 2019/09 切り替え
ゾレア皮下注用 75mg ノバルティスファーマ 2019/09 切り替え
ペルサンチン静注 10mg 10mg/2mL 日本ベーリンガーインゲルハイム 2019/09 販売中止
ミダゾラム注 10mg「サンド」 サンド 2019/09 切り替え
献血 ヴェノグロブリンIH5%静注 2.5g,50mL 日本血液製剤機構 2019/09 切り替え
ミラクリッド注射液 10万単位 持田製薬 2019/09 切り替え
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ガストロゼピン錠 25mg ベーリンガー・インゲルハイム 2019/09 販売中止
パンクレアチン「ホエイ」 ファイザー 2019/09 名称変更
ジクロスター点眼液 0.1% 日本点眼薬研究所 2019/09 名称変更
シンポニー皮下注50mgシリンジ 田辺三菱製薬 2019/07 切り替え
プルスマリンAドライシロップ小児用 1.5% 高田製薬 2019/07 名称変更
カタボン・Hi注 600mg 武田薬品工業 2019/07 名称変更
カタボン・Low注 200mg 武田薬品工業 2019/07 名称変更
アリナミンF25注「タケダ」 武田テバ薬品 2019/07 切り替え
ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 2L バクスター 2019/07 切り替え
ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 2L バクスター 2019/07 切り替え
ノバミン筋注 5mg 1mL 共和薬品工業 2019/07 整理検討
ヴァイデックスECカプセル 125mg ブリストル・マイヤーズ　スクイブ 2019/05 販売中止
ヴァイデックスECカプセル 200mg ブリストル・マイヤーズ　スクイブ 2019/05 販売中止
カンフル精 マイラン製薬 2019/05 販売中止
エピサネートG 配合顆粒 ファイザー 2019/05 販売中止
ゼリットカプセル 15 ブリストル・マイヤーズ　スクイブ 2019/05 販売中止
ゼリットカプセル 20 ブリストル・マイヤーズ　スクイブ 2019/05 販売中止
テオロング顆粒 50% エーザイ 2019/05 販売中止
スピロペント顆粒 0.002% 帝人ファーマ 2019/05 販売中止
サリチル酸原末「マルイシ」 丸石製薬 2019/05 販売中止
シンセロン錠 8mg ヤクルト本社 2019/05 販売中止
ソブリアードカプセル 100mg ヤンセンファーマ 2019/05 販売中止
ベロテック錠 2.5mg 日本ベーリンガーインゲルハイム 2019/05 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「AFP」 125mg アルフレッサファーマ 2019/05 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「AFP」 40ｍg アルフレッサファーマ 2019/05 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「AFP」 500mg アルフレッサファーマ 2019/05 販売中止
アリセプトD錠 10mg エーザイ 2019/05 切り替え
アリセプトD錠 3mg エーザイ 2019/05 切り替え
アリセプトD錠 5mg エーザイ 2019/05 切り替え
ナトリックス錠 2 大日本住友製薬 2019/05 規格変更
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
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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（2019年5月382回:院内採用薬に変更） アステラス製薬 2018/07 切り替え
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
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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
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
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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
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
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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
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



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
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
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



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
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
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



削除薬品一覧　【2015年11月以降】
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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イム 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
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
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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
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
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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


