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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 9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 オプジーボ点滴静注120mg/12mL 1瓶 小野薬品/BMS 呼吸器内科 非小細胞肺癌

2 ファンガード点滴用50mg 10瓶 アステラス製薬 呼吸器内科
アスペルギルス属及び

カンジダ属による感染症
用時購入

3 レパーサ皮下注140mgペン　1mL 1キット アムジェン
アステラス製薬 循環器内科
家族性高コレステロール血症

高コレステロール血症 用時購入

4 レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー　3.5mL 1キット アムジェンアステラス製薬 循環器内科
家族性高コレステロール血症

高コレステロール血症 用時購入

5 ダウノマイシン静注用20mg 1瓶 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 血液内科 急性白血病 用時購入

6 インスリン　アスパルトＢＳ注ソロスターＮＲ「サノフィ」300単位/3mL 2キット サノフィ 糖代謝内科 糖尿病 院外限定

7 ジクトルテープ75mg 140枚 久光製薬 緩和ケア内科 各種がんにおける鎮痛

8  リンゼス錠0.25mg 100錠 アステラス製薬 緩和ケア内科
便秘型過敏性腸症候群

慢性便秘症

9 アポカイン皮下注30mg 3mL 2筒 協和キリン 脳神経内科
パーキンソン病における

オフ症状の改善
院外限定

10  ジレニアカプセル0.5mg 14カプセル ノバルティスファーマ 脳神経内科 多発性硬化症 用時購入

11 テクフィデラカプセル120mg 14カプセル エーザイ
バイオジェン・ジャパン 脳神経内科 多発性硬化症 院外限定

12 テクフィデラカプセル240mg 28カプセル エーザイ
バイオジェン・ジャパン 脳神経内科 多発性硬化症 院外限定

13 ビムパット錠50mg 100錠 第一三共 脳神経内科 てんかん 用時購入

14 ビムパット点滴静注100mg 10mL 5瓶 第一三共 脳神経内科 てんかん 用時購入

15 ラミクタール錠100mg 140錠 グラクソスミスクライン 脳神経内科
てんかん

双極性障害
院外限定

16 リルゾール錠50mg「タナベ」 56錠 ニプロＥＳファーマ 脳神経内科 筋萎縮性側索硬化（ALS） 院外限定

17 ユーロジン1mg錠 100錠 武田薬品 精神神経科
不眠症

麻酔前投薬

18 ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 18袋 大塚製薬 NST 経管栄養補給 用時購入

19 アイセントレス錠400mg 60錠（バラ） MSD ICT HIV感染症

20 ニューモバックスＮＰシリンジ0.5ｍL 1筒 MSD 薬剤部 肺炎球菌による感染症の予防

21 ペメトレキセド点滴静注液800mg/32mL「NK」 1瓶 日本化薬 薬剤部
悪性胸膜中皮腫
非小細胞肺癌

100mg・500mg規格は
先発品を後発切替にて変更  
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＜削除薬品一覧＞ ＊院内在庫が無くなり次第削除 

№

1

2

3 エリスパン錠0.25mg

4

5

6 ニューモバックスNP（バイアル製剤）

7

院外限定化大日本住友製薬

MSD

カレトラ配合錠 アッヴィ

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」

薬  品  名 メーカー 特記事項

ネオファーゲン静注100mL 大鵬薬品 製造中止

東和薬品

アズロキサ顆粒2.5％ EAファーマ 院外限定化

ユーロジン錠2mg 武田薬品 院外限定化

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 テネリア錠20mg 100錠 第一三共 剤形変更 テネリアOD錠20mg -

2 ネオファーゲン静注100mL 20袋 大鵬薬品 製造中止 - -

3 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」 10瓶
Meiji Seikaファルマ
（小林化工包装）

製造中止 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 全てMeiji Seikaファルマ製造品へ変更

4 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g
「MEEK」 10瓶
Meiji Seikaファルマ
（小林化工包装）

製造中止 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g
「明治」 全てMeiji Seikaファルマ製造品へ変更

5 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g
「MEEK」 10瓶
Meiji Seikaファルマ
（小林化工包装）

製造中止 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g
「明治」 全てMeiji Seikaファルマ製造品へ変更

6 エレルサ錠50mg 14錠 MSD 製造中止 - -

7 グラジナ錠50mg 28錠 MSD 製造中止 - -

8 ナベルビン注40 1瓶 協和キリン 供給不安定 ロゼウス静注液40mg 日本化薬販売の後発品へ変更

9 フラボキサート錠200mg「YD」 100錠 陽進堂 供給不安定 ブラダロン錠200mg 日本新薬販売の先発品へ変更
 

＜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 変更後医薬品の特徴など

1 ルネスタ錠1mg エーザイ ニプロ

2 ベシケアOD錠5mg アステラス製薬 東和薬品

3 サインバルタカプセル20mg 塩野義製薬 東和薬品 カプセルから錠剤へ

4 アロキシ静注0.75mg 大鵬薬品 大鵬薬品 AG製剤・バイアルからバッグ製剤へ

5 アリムタ100mg 日本イーライリリー 日本化薬 凍結乾燥品から液剤へ

6 アリムタ500mg 日本イーライリリー 日本化薬 凍結乾燥品から液剤へ

7 アンカロン注150mg 大正製薬 アステラス製薬 冷所保存から室温保存へ

8 メトホルミン塩酸塩錠250mg「三和」 三和化学 第一三共 AG製剤

9 アラセナA軟膏3％5g 持田製薬 東和薬品

10 アドシルカ錠20mg 日本新薬 トーアエイヨー 60錠包装から20錠包装へ

11 カタリンK点眼用0.005％ 武田薬品 参天製薬 溶解作業不要・溶解後の冷所保存不要ピレノキシン懸濁性点眼液0.005％「参天」5mL

ビダラビン軟膏3％「トーワ」5g

パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」

ペメトレキセド点滴静注液100mg/4mL「NK」

ペメトレキセド点滴静注液500mg/20mL「NK」

アミオダロン塩酸塩静注150mg/3mL「TE」

メトホルミン塩酸塩錠250mg「DSPB」

タダラフィル錠20mgAD「TE」

変更後　医薬品名

エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」

ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」

デュロキセチン錠20mg「トーワ」

 

以上、ご確認のほどよろしくお願い致します。 


