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2021年 1月 4日より新規採用・削除となる薬剤についてお知らせします。 

＜新規採用薬品一覧＞ 

   

№ 薬  品  名 包装単位 メーカー 申請科 主な適応 特記事項

1 アテキュラ吸入用カプセル低用量 14カプセル ノバルティスファーマ 呼吸器内科 気管支喘息 院外限定

2 アテキュラ吸入用カプセル中用量 14カプセル ノバルティスファーマ 呼吸器内科 気管支喘息 院外限定

3 アテキュラ吸入用カプセル高用量 14カプセル ノバルティスファーマ 呼吸器内科 気管支喘息 院外限定

4 エナジア吸入用カプセル中用量 14カプセル ノバルティスファーマ 呼吸器内科 気管支喘息 院外限定

5 エナジア吸入用カプセル高用量 14カプセル ノバルティスファーマ 呼吸器内科 気管支喘息

6 ヌーカラ皮下注100mgペン 1mL 1キット グラクソスミスクライン 呼吸器内科 気管支喘息

7 ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL 1瓶 ブリストルマイヤーズスクイブ 呼吸器内科
腎細胞癌・悪性黒色腫

MSI-High陽性結腸・直腸癌

非小細胞肺癌
用時購入

8 アジルバ錠20mg 100錠 武田薬品 循環器内科 高血圧症 院外限定

9 エンレスト錠50mg 100錠 ノバルティスファーマ 循環器内科 慢性心不全 院外限定

10 エンレスト錠100mg 100錠 ノバルティスファーマ 循環器内科 慢性心不全 院外限定

11 エンレスト錠200mg 100錠 ノバルティスファーマ 循環器内科 慢性心不全 院外限定

12 サークリサ点滴静注100mg 5mL 1瓶 サノフィ 血液内科 多発性骨髄腫 用時購入

13 サークリサ点滴静注500mg 25mL 1瓶 サノフィ 血液内科 多発性骨髄腫 用時購入

14 ダーブロック錠1mg 100錠 協和キリン 糖尿病･代謝内科 腎性貧血 院外限定

15 ダーブロック錠2mg 100錠 協和キリン 糖尿病･代謝内科 腎性貧血 院外限定

16 ダーブロック錠4mg 100錠 協和キリン 糖尿病･代謝内科 腎性貧血 院外限定

17 ダーブロック錠6mg 100錠 協和キリン 糖尿病･代謝内科 腎性貧血 院外限定

18 バクスミー点鼻粉末剤3mg 1瓶 日本イーライリリー 糖尿病･代謝内科 低血糖時の救急処置 院外限定

19 ルムジェブ注ミリオペンHD 300単位 2キット 日本イーライリリー 糖尿病･代謝内科 糖尿病 院外限定

20 オンジェンティス錠25mg 30錠 小野薬品 脳神経内科 パーキンソン病 院外限定

21 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ 1瓶 日本血液製剤機構 脳神経内科 全身型重症筋無力症 用時購入

22 セファメジンα点滴用キット2g（生理食塩液100mL付） 10キット ＬＴＬファーマ 整形外科
敗血症

感染性心内膜炎など

23 ゼジューラ カプセル100mg 14カプセル 武田薬品 婦人科 卵巣癌 院外限定

24 コレクチム軟膏0.5% 5g 10本 鳥居薬品 皮膚科 アトピー性皮膚炎 院外限定

25 パッチテストパネル（Ｓ）　2枚 2組 佐藤製薬 皮膚科
アレルギー性皮膚炎の

アレルゲンの確認
用時購入

26 アイラミド配合懸濁性点眼液 5本 武田薬品 眼科 緑内障・高眼圧症 院外限定

27 ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL　6mg0.05mL 1筒 ノバルティスファーマ 眼科 加齢黄斑変性

28 デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ
「ニプロ」 5筒 ニプロ 麻酔科 手術及び処置時の鎮静
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＜削除薬品一覧＞ ＊院内在庫が無くなり次第切り替え 

№ 薬  品  名 包装単位

1 イノレット30R注 2キット

2 ヌーカラ皮下注用100mg 1瓶

3 プレセデックス
静注液200μg
「マルイシ」 2mL 5瓶

4 ビソルボン錠4mg 100錠

グラクソスミスクライン

販売中止

販売中止

院外限定化

丸石製薬

サノフィ

メーカー 特記事項

ノボノルディスクファーマ

 

 

＜剤型変更等薬品一覧＞ ＊院内在庫が無くなり次第切り替え 

№ 薬  品  名 包装単位 メーカー 変更事由 新医薬品名 備考

1 グルカゴン注射用1単位「イトウ」 1瓶 カイゲンファーマ 販売名変更 グルカゴン注射用1単位「ILS」

2 ネドリール錠125mg 100錠 マルホ 販売名変更 テルビナフィン錠125mg「タカタ」

3 ピアーレシロップ65％ 500mL 日本化薬 販売名変更 ラクツロースシロップ65％「タカタ」

4 グラニセトロン点滴静注バッグ
3mg/100mL「NK」 5袋 日本化薬 自主回収のため採用変更 グラニセトロン点滴静注バッグ
3mg/100mL「HK」 全ロット対象の自主回収（クラスⅡ）

 

 

以上、ご確認のほどよろしくお願い致します。 


