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2020年 10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 デュピクセント皮下注300mgシリンジ 2mL 1筒 サノフィ 呼吸器内科 気管支喘息

2 キャブピリン配合錠 100錠 武田薬品工業
株式会社 循環器内科 血栓・塞栓形成の抑制 院外限定

3 コララン錠2.5mg 100錠 小野薬品工業
株式会社 循環器内科 慢性心不全 院外限定

4 インスリン リスプロBS注ソロスターHU 「サノフィ」
300単位 2キット サノフィ株式会社 糖尿病・代謝内科 糖尿病 院外限定

5 ソリクア配合注ソロスター 2キット サノフィ株式会社 糖尿病・代謝内科 糖尿病 院外限定

6 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
ファーマ株式会社 糖尿病・代謝経科 糖尿病 院外限定

7 オゼンピック皮下注0.5mgSD 0.5mL 2キット ノボ ノルディスク
ファーマ株式会社 糖尿病・代謝経科 糖尿病 院外限定

8 オゼンピック皮下注1.0mgSD 0.5mL 2キット ノボ ノルディスク
ファーマ株式会社 糖尿病・代謝経科 糖尿病 院外限定

9 フィアスプ注フレックスタッチ 300単位 2キット ノボ ノルディスク
ファーマ株式会社 糖尿病・代謝内科 糖尿病 院外限定

10 ソリリス点滴静注300mg 1瓶 アレクシオン
ファーマ合同会社 脳神経内科 全身型重症筋無力症 用時購入

11 デエビゴ錠2.5mg 100錠 エーザイ株式会社 精神神経科 不眠症 院外限定

12 デエビゴ錠5mg 100錠 エーザイ株式会社 精神神経科 不眠症

13 デエビゴ錠10mg 100錠 エーザイ株式会社 精神神経科 不眠症 院外限定

14 ラツーダ錠20mg 100錠 大日本住友製薬 精神神経科
統合失調症
双極性障害

院外限定

15 ラツーダ錠40mg 100錠 大日本住友製薬 精神神経科
統合失調症
双極性障害

院外限定

16 ラツーダ錠60mg 100錠 大日本住友製薬 精神神経科
統合失調症
双極性障害

院外限定

17 ラツーダ錠80mg 100錠 大日本住友製薬 精神神経科
統合失調症
双極性障害

院外限定

18 ESポリタミン配合顆粒 210包 EAファーマ
株式会社 整形外科 アミノ酸補給

19 カバサール錠0.25mg 10錠 ファイザー株式会社 婦人科
乳汁漏出症

高プロラクチン血性排卵障害

20 ヴォトリエント錠200mg 20錠 ノバルティス 
ファーマ株式会社 泌尿器科
悪性軟部腫瘍

腎細胞癌
院外限定

21 ニュベクオ錠300mg 56錠 バイエル薬品
株式会社 泌尿器科 前立腺癌 院外限定

22 ミニリンメルトOD錠25μg 100錠 キッセイ薬品工業株式会社 泌尿器科 男性における夜間頻尿 院外限定

23 ロケルマ懸濁用散分包5g 28包 アストラゼネカ
株式会社 泌尿器科 高カリウム血症

24 アネレム静注用50mg 10瓶 ムンディファーマ
株式会社 麻酔科 全身麻酔の導入及び維持
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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 サリチル酸原末「マルイシ」 500g

2 ジプレキサザイディス錠5mg 70錠

3 MS冷シップ「タイホウ」200g 10袋

4 ミレーナ52mg 1個

5 沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 500gバラ

6 ホウ酸原末「マルイシ」 500gバラ

大鵬薬品

メーカー 特記事項

吉田製薬

日本イーライリリー

院外限定化

院外限定化

院外限定化

バイエル薬品

健栄製薬

丸石製薬
 

 

＜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 ネオファーゲン静注100mL 20袋 大鵬薬品 販売中止 ― 2020年11月末販売中止

2 ソリューゲンG注 20瓶 共和クリティケア 包装仕様変更 ―
2020年10月上旬より

ボトル製剤からバッグ製剤へ変更

3 オメプラゾール錠「トーワ」10mg 100錠 東和薬品 販売名変更 オメプラゾール錠10mg「トーワ」

4 オメプラゾール錠「トーワ」20mg 100錠 東和薬品 販売名変更 オメプラゾール錠20mg「トーワ」

5 バイステージ注300シリンジ100mL 6筒 富士フィルム 販売名変更 イオパミドール300注シリンジ100mL「FF」

6 バイステージ注370シリンジ100mL 6筒 富士フィルム 販売名変更 イオパミドール370注シリンジ100mL「FF」

7 バイステージ370注100mL 5瓶 富士フィルム 販売名変更 イオパミドール370注100mL「FF」

8 バイステージ370注50mL 5瓶 富士フィルム 販売名変更 イオパミドール370注50mL「FF」

9 デカドロン錠0.5mg 500錠 日医工 包装変更 ― 100錠包装へ変更

10 カタリンK点眼用0.005％ 50本 千寿製薬 包装変更 ― 10本包装へ変更

11 グリセオール注500mL 20袋 太陽ファルマ 包装変更 ― 10袋包装へ変更

12 ネオフィリン注250mg 30管 エーザイ 包装変更 ― 10管包装へ変更

13 フェジン静注40mg 50管 日医工 包装変更 ― 10管包装へ変更
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＜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（アバスチン点滴静注用以外） 

№ 現行採用　医薬品名 メーカー 変更後メーカー 特徴など

1 アバスチン点滴静注用400mg 中外製薬 ファイザー ※先発品と並行採用

2 アバスチン点滴静注用100mg 中外製薬 ファイザー ※先発品と並行採用

3 5-FU　1000mg 協和キリン 東和薬品

4 5-FU　250mg 協和キリン 東和薬品

5 フォルテオ皮下注キット
日本

イーライリリー 持田製薬

6 メマリーOD錠10mg 第一三共 東和薬品

7 ザイザル錠5mg
グラクソ

スミスクライン
武田薬品 AG製剤

8 アボルブカプセル0.5mg
グラクソ

スミスクライン 第一三共 カプセルから錠剤へ

9 ゼチーア錠10mg バイエル 第一三共 AG製剤

10 セレコックス錠100mg アステラス 東和薬品

11 ピオグリタゾン錠15mg「日医工」 日医工 武田薬品 AG製剤

12 ウリトスOD錠0.1mg 杏林製薬 杏林製薬 AG製剤

デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」

変更後　医薬品名

ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」

エゼチミブ錠10mg「DSEP」

ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」

フルオロウラシル注1000mg「トーワ」

セレコキシブ錠100mg「トーワ」

ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」

イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」

フルオロウラシル注250mg「トーワ」

テリパラチドBS皮下注キット「持田」

メマンチン塩酸塩OD錠10mg「トーワ」

レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」

 

 

以上、ご確認のほどよろしくお願い致します。 


