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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 7月 1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 エドルミズ錠50mg 100錠 小野薬品 呼吸器内科 がん悪液質 用時購入

2 オルミエント錠2mg 30錠 日本イーライリリー 呼吸器内科
関節リウマチ

アトピー性皮膚炎

SARS-CoV-2による肺炎
用時購入

3 ザーコリカプセル200mg 10カプセル ファイザー 呼吸器内科 非小細胞肺癌 院外限定

4 ザーコリカプセル250mg 10カプセル ファイザー 呼吸器内科 非小細胞肺癌 院外限定

5 テリルジー200エリプタ30吸入用 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 院外限定

6 ソタコール錠80mg 140錠 サンド 循環器内科 不整脈 院外限定

7 パルモディア錠0.1mg 100錠 興和 循環器内科
消化器内科 高脂血症

8 ベプリコール錠50mg 100錠 第一三共 循環器内科
持続性心房細動

　頻脈性不整脈

狭心症

9 ベネクレクスタ錠10mg 7錠 アッヴィ 血液内科
慢性リンパ性白血病
急性骨髄性白血病

用時購入

10 ベネクレクスタ錠50mg 7錠 アッヴィ 血液内科
慢性リンパ性白血病
急性骨髄性白血病

用時購入

11 ベネクレクスタ錠100mg 7錠 アッヴィ 血液内科
慢性リンパ性白血病
急性骨髄性白血病

用時購入

12 ポライビー点滴静注用30mg 1瓶 中外製薬 血液内科
びまん性大細胞型

B細胞リンパ腫
用時購入

13 ポライビー点滴静注用140mg 1瓶 中外製薬 血液内科
びまん性大細胞型

B細胞リンパ腫
用時購入

14 ACD-A液500mL 20袋 テルモ 血液内科
造血幹細胞移植時の

血液保存
用時購入

15 アルケラン静注用50mg（溶解液付） 1瓶 サンド 血液内科
造血幹細胞移植時の

前処置
用時購入

16 モゾビル皮下注24mg 1.2mL 1瓶 サノフィ 血液内科 自家末梢血幹細胞移植 用時購入

17 オゼンピック皮下注0.25mgＳＤ　0.5mL 2キット ノボ　ノルディスク　ファーマ 糖代謝内科 2型糖尿病

18 フォシーガ錠10mg 100錠 小野薬品 糖代謝内科
2型糖尿病

1型糖尿病

慢性心不全

19 リベルサス錠3mg 70錠 ノボ　ノルディスク　ファーマ 糖代謝内科 2型糖尿病

20 リベルサス錠7mg 70錠 ノボ　ノルディスク　ファーマ 糖代謝内科 2型糖尿病 院外限定

21 リベルサス錠14mg 70錠 ノボ　ノルディスク　ファーマ 糖代謝内科 2型糖尿病 院外限定

22 エムガルティ皮下注120mg オートインジェクター 1キット 第一三共 脳神経内科 片頭痛発作の発症抑制 用時購入

23 ハルロピテープ8mg 28枚 協和キリン 脳神経内科 パーキンソン病 用時購入

24 ハルロピテープ32mg 28枚 協和キリン 脳神経内科 パーキンソン病 用時購入

25 アダリムマブＢＳ皮下注40mgペン0.8mL「ＦＫＢ」 1キット マイランＥＰＤ 整形外科
関節リウマチ、膿疱性乾癬

腸管型ベーチェット病

クローン病など
院外限定

26 リンヴォック錠7.5mg 30錠 アッヴィ 整形外科 関節リウマチ 院外限定

27 リンヴォック錠15mg 30錠 アッヴィ 整形外科 関節リウマチ 院外限定

28 ウェールナラ配合錠 140錠 バイエル 婦人科 閉経後骨粗鬆症 院外限定

29 ミレーナ52mg 1個 バイエル 婦人科
過多月経

月経困難症など
用時購入
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30 エベレンゾ錠20mg 30錠 アステラス製薬 泌尿器科 腎性貧血 院外限定

31 エベレンゾ錠50mg 30錠 アステラス製薬 泌尿器科 腎性貧血 院外限定

32 エベレンゾ錠100mg 30錠 アステラス製薬 泌尿器科 腎性貧血 院外限定

33 バフセオ錠150mg 100錠 田辺三菱製薬 泌尿器科 腎性貧血 院外限定
 

＜削除薬品一覧＞ ＊院内在庫が無くなり次第削除 

№

1

2

3

4

5

ノイキノン錠10mg エーザイ 院外限定化

ペリシット錠250mg 三和化学 院外限定化

ノボリンNフレックスペン ノボ　ノルディスク　ファーマ 院外限定化

薬  品  名 メーカー 特記事項

ベプリコール錠100mg 第一三共

ネシーナ錠25mg 武田薬品 院外限定化
 

＜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 タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 500g 丸石製薬 販売中止のため採用変更 タンニン酸アルブミン「ニッコー」

2 ドミン錠0.4 100錠 日本ベーリンガー 販売中止

3 リノコートパウダースプレー鼻用25μg 10瓶 帝人ファーマ 販売中止

4 オペリード1.1眼粘弾剤1％ 1.1mL/筒 武田薬品 販売名変更 ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤1％MV「センジュ」

5 ビーソフテンローション0.3％ 50g×10本 日医工 販売名変更 ヘパリン類似物質ローショ ン0.3％「日医工」

6 ソリューゲンG注 500mL×20袋 共和クリティケア *ヴィーンD輸液
＜新メーカー＞

扶桑薬品

7 アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」 5管 日医工 アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 東和薬品

8 イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「サワイ」 100錠 沢井製薬 *ガスロンN・OD錠4mg 日本新薬

9 エトドラク錠200mg「タイヨー」 100錠 武田薬品 エトドラク錠200mg「トーワ」 東和薬品

10 オザグレルNa点滴静注40mg「IP」 10管 共和クリティケア オザグレルNa点滴静注液40mg「トーワ」 東和薬品

11 カルボシステイン錠500mg「テバ」 100j錠 武田薬品 カルボシステイン錠500mg「トーワ」 東和薬品

12 クロピドグレル錠75mg「SANIK」 100錠 日医工 クロピドグレル錠75mg「トーワ」 東和薬品

13 スピロノラクトン錠25mg「日医工」 100錠 日医工 *アルダクトンA錠 ファイザー

14 ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」 10管 アルフレッサ
ファーマ *イノバン注100mg/5mL 協和キリン

15 ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」 10管 共和クリティケア ドブタミン点滴静注液100mg「ファイザー」 ファイザー

16 ニカルジピン塩酸塩注射液2mg/2mL「サワイ」 10菅 沢井製薬 *ペルジピン注射液2mg/2mL LTLファーマ

17 ニセルゴリン錠5mg「日医工」 100錠 日医工 ニセルゴリン錠5mg「NP」 ニプロ

18 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 100錠 日医工 *ラキソベロン錠2.5mg 帝人ファーマ

19 ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 42錠 沢井製薬 *ファムビル錠250mg マルホ

20 フェキソフェナジン錠60mg「ファイザー」 100錠 ファイザー *アレグラ錠60mg サノフィ

21 フラボキサート錠200mg「日医工」 100錠 日医工 フラボキサート錠200mg「YD」 陽進堂

22 マグミット錠250mg 1000錠 日本新薬 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 健栄製薬

23 マグミット錠330mg 1000錠 日本新薬 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 健栄製薬

24 マグミット錠330mg（バラ） 1000錠 日本新薬
酸化マグネシウム錠330mg「ケ

ンエー」（バラ）500錠
健栄製薬

25 マグミット錠500mg 500錠 日本新薬 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 健栄製薬

日医工・共和クリティケア・
小林化工製造による
供給不安定のため

採用変更

*：先発品

 

以上、ご確認のほどよろしくお願い致します。 


