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[新 規 採 用 薬 の お 知 ら せ ]  

 発行：薬剤部 医薬品情報管理室 内線：2025 

 

薬薬薬薬薬薬連連連携携携だだだよよよりりり    
   

 

 

2021年 4月 1日に新規採用・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 アドセトリス点滴静注用50mg 1瓶 武田薬品 血液内科
ホジキンリンパ腫

末梢性T細胞リンパ腫
用時購入

2 カイプロリス点滴静注用10mg 1瓶 小野薬品 血液内科 多発性骨髄腫 用時購入

3 カイプロリス点滴静注用40mg 1瓶 小野薬品 血液内科 多発性骨髄腫 用時購入

4 メソトレキセート点滴静注液1000mg/40mL 1瓶 ファイザー 血液内科
急性白血病
悪性リンパ腫

用時購入

5 ビプレッソ徐放錠50mg 100錠 共和薬工 精神神経科 双極性障害におけるうつ症状 院外限定

6 ビプレッソ徐放錠150mg 100錠 共和薬工 精神神経科 双極性障害におけるうつ症状 院外限定

7 ディナゲスト錠0.5mg 140錠 持田製薬 婦人科 月経困難症 院外限定

8 アメナリーフ錠200mg 14錠 マルホ 耳鼻咽喉科 帯状疱疹

9 ラスビック錠75mg 50錠 杏林製薬 耳鼻咽喉科 抗菌薬 院外限定

10 サブパック血液ろ過用補充液-Bi 1010mL 10キット ニプロ 泌尿器科 人工透析液 用時購入

11 サブパック血液ろ過用補充液-Bi 2020mL 5キット ニプロ 泌尿器科 人工透析液 用時購入

12 ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「ＡＹ」 10瓶 陽進堂 泌尿器科
膵炎

血液透析
用時購入

13 ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「ＡＹ」 10瓶 陽進堂 泌尿器科
膵炎

血液透析
用時購入

14 L-ケフレックス顆粒500mg 100g 共和薬工 感染制御部 抗菌薬

15 ゲンタシン注60mg 10管 高田製薬 感染制御部 抗菌薬 用時購入

16 ジスロマック錠250mg 60錠 ファイザー 感染制御部 抗菌薬
 

 

＜削除薬品一覧＞ ＊院内在庫が無くなり次第削除 

№

1

2

3

セフジニル細粒小児用10%「JG」 日本ジェネリック

セフジニルカプセル100mg「JG」 日本ジェネリック

薬  品  名 メーカー 特記事項

リノコートパウダースプレー鼻用25μg 帝人ファーマ 販売中止
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＜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 ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「FY」 10管 富士薬品 販売中止 ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」

2 アーガメイト20％ゼリー25g 60個 三和化学 販売名変更
ポリスチレンスルホン酸Ca

経口ゼリー20％分包25g「三和」

3 マグコロールP（50g 包装品） 500g 堀井薬品 販売名変更 マグコロール散68％分包 50g

4 マグコロールP（100g 包装品） 600g 堀井薬品 販売名変更 マグコロール散68％分包 100g

5 バロス消泡内用液 2％ 300mL 堀井薬品 販売名変更 ジメチコン内用液 2％「ホリイ」

6 5％グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」 500mL 日医工 販売名変更
クロルヘキシジングルコン酸塩

消毒液5％「日医工」

7 スミルスチック3％ 400g 三笠製薬 販売名変更 フェルビナクスチック軟膏3％「三笠」

8 モビコール配合内用剤 100包 EAファーマ 販売名変更 モビコール配合内用剤LD

9 塩酸チアミン注50mg「フソー」 50管 扶桑薬品 販売名変更 チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」

10 オペリード1.1眼粘弾剤1％ 1筒 千寿製薬 販売名変更
ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤

1％MV「センジュ」

11 カリエードプラス散（分包）96.7％ 70包 東洋製薬 販売名変更
ポリスチレンスルホン酸Ca

散96.7％分包5.17g＜ハチ＞

12 オメプラゾール錠20mg「トーワ」 700錠 東和薬品 包装変更 ― 100錠包装へ変更

13 アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 700錠 東和薬品 包装変更 ― 100錠包装へ変更

14 アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 700錠 東和薬品 包装変更 ― 100錠包装へ変更

15 バイアスピリン錠100mg 700錠 バイエル 包装変更 ― 500錠包装へ変更

16 トレアキシン点滴静注用100mg 1瓶 シンバイオ 剤形変更 トレアキシン点滴静注液100mg/4mL 凍結乾燥品から液剤へ変更

17 イグザレルト錠10mg 100錠 バイエル 剤形変更 イグザレルトOD錠10mg

18 イグザレルト錠15mg 101錠 バイエル 剤形変更 イグザレルトOD錠15mg

19 クラリスロマイシン錠200「MEEK」 100錠 小林化工
小林化工製造による

供給不安定のため採用変更 クラリス錠200 新メーカー：大正製薬

20 ナフトピジルOD錠75mg「あすか」 100錠 あすか製薬
小林化工製造による

供給不安定のため採用変更 フリバスOD錠75mg 新メーカー：旭化成ファーマ

21 アネトカインビスカス2％ 100mL 小林化工
小林化工製造による

供給不安定のため採用変更 キシロカインビスカス2％ 新メーカー：アスペンジャパン
 

＜後発品/AG 置き換え医薬品＞ ＊院内在庫が無くなり次第切り替え 

№ 現行採用　医薬品名 メーカー 変更後メーカー 特徴など

1 エディロール錠0.75μｇ 中外製薬 沢井製薬

2 ザイボックス注射液600mg ファイザー 光製薬

3 ザイボックス錠600mg ファイザー 沢井製薬

4 ネオーラルカプセル25mg
ノバルティス

ファーマ
東和薬品

5 ネオーラルカプセル50mg
ノバルティス

ファーマ
東和薬品

6 バラクルード錠0.5mg
ブリストル

マイヤーズ

スクイブ
東和薬品

7 ファンガード点滴用50mg アステラス製薬 沢井製薬

8 リウマトレックスカプセル2mg ファイザー 東和薬品 カプセルから錠剤へ

9 リリカOD錠25mg ファイザー 東和薬品

10 リリカOD錠75mg ファイザー 東和薬品

メトトレキサート錠2mg「トーワ」

プレガバリンOD錠25mg「トーワ」

プレガバリンOD錠75mg「トーワ」

リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」

リネゾリド錠600mg「サワイ」

シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」

シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」

エンテカビル錠0.5mg「トーワ」

ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」

変更後　医薬品名

エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」

 

以上、ご確認のほどよろしくお願い致します。 


