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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    
   

 

2022年 1月 14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 アレセンサカプセル150mg 28Cap 中外製薬 呼吸器内科
非小細胞肺癌

未分化大細胞リンパ腫
用時購入

2 ジャディアンス錠10mg 100錠 日本ベーリンガー 循環器内科
2型糖尿病
慢性心不全

3 ユリス錠1mg 100錠 持田製薬 循環器内科
痛風

高尿酸血症
院外限定

4 アイクルシグ錠15mg 20錠 大塚製薬 血液内科
慢性骨髄性白血病

フィラデルフィア染色体陽性

急性リンパ性白血病
用時購入

5 イストダックス点滴静注用10mg(溶解液付) 1瓶 ブリストルマイヤーズスクイブ 血液内科 末梢性T細胞リンパ腫 用時購入

6 ジャカビ錠5mg 20錠 ノバルティスファーマ 血液内科
骨髄線維症
真性多血症

用時購入

7 タズベリク錠200mg 56錠 エーザイ 血液内科 濾胞性リンパ腫 用時購入

8 ハイヤスタ錠10mg 8錠 MeijiSeikaファルマ 血液内科
成人T細胞白血病リンパ腫

末梢性T細胞リンパ腫
用時購入

9 ボシュリフ錠100mg 50錠 ファイザー 血液内科 慢性骨髄性白血病 用時購入

10 ポマリストカプセル2mg 7Cap ブリストルマイヤーズスクイブ 血液内科 多発性骨髄腫 用時購入

11 メソトレキセート錠2.5mg
100錠
（バラ）

ファイザー 血液内科
急性白血病・慢性リンパ性白血病

慢性骨髄性白血病・絨毛性疾患 用時購入

12 ロイナーゼ注用5000 1瓶 協和キリン 血液内科
急性白血病
悪性リンパ腫

用時購入

13 ツイミーグ錠500mg 100錠 大日本住友製薬 糖代謝内科 2型糖尿病

14 アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター　0.9ｍL 1キット 中外製薬 整形外科
関節リウマチ

高安動脈炎・巨細胞性動脈炎
院外限定

15 アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」 1キット 第一三共 整形外科
若年性特発性関節炎・関節リウマチ・乾癬

強直性脊椎炎・腸管型ベーチェット病

クローン病・潰瘍性大腸炎
院外限定

16 オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL 1キット 小野薬品 整形外科 関節リウマチ 院外限定

17 ケアラム錠25mg 100錠 エーザイ 整形外科 関節リウマチ 用時購入

18 シンポニー皮下注50mgオートインジェクター　0.5mL 1キット ヤンセンファーマ 整形外科
関節リウマチ

潰瘍性大腸炎
院外限定

19 スマイラフ錠50mg 14錠 アステラス製薬 整形外科 関節リウマチ 院外限定

20 スマイラフ錠100mg 14錠 アステラス製薬 整形外科 関節リウマチ 院外限定

21 エフメノカプセル100mg 30Cap 富士製薬工業 婦人科
卵胞ホルモン剤投与時の

子宮内膜増殖症の発症抑制
院外限定

22 インライタ錠1mg 50錠 ファイザー 泌尿器科 腎細胞癌 院外限定

23 インライタ錠5mg 10錠 ファイザー 泌尿器科 腎細胞癌 院外限定

24 カボメティクス錠20mg 30錠 武田薬品 泌尿器科
腎細胞癌
肝細胞癌

院外限定

25 カボメティクス錠60mg 10錠 武田薬品 泌尿器科
腎細胞癌
肝細胞癌

院外限定

26 シプロフロキサシン点滴静注200mg/100mL「明治」 10袋 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 感染制御部 抗生剤

27 ベクルリー点滴静注用100mg 1瓶 ギリアド・サイエンシズ 感染制御部 SARS-CoV-2による感染症 用時購入
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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 アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」 

4

コレバイン錠500mg 田辺三菱製薬 院外限定化

マイランEPD

シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 2022年7月より販売中止

薬  品  名 メーカー 特記事項

チモプトールXE点眼液0.5％ 2.5mL 参天製薬 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 メーカー 新医薬品名 新メーカー

1 ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」 日本化薬 ― ―

2 デュピクセント皮下注300mgシリンジ 2mL サノフィ デュピクセント皮下注300mgペン 2mL 変更なし

3 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 武田薬品 沈降破傷風トキソイド「生研」 田辺三菱製薬

4 シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL
「明治」
Meiji Seika
ファルマ

シプロフロキサシン点滴静注
200mg/100mL「明治」

Meiji Seikaファルマ

5 ファモチジン注用20mg「トーワ」 東和薬品 ファモチジン注射液20mg「トーワ」 変更なし

6 プロレナール錠5μg
大日本住友

製薬
ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠5μg「SN」 東和薬品

7 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」
ハウスダスト1：10 鳥居薬品 代替薬なし ―

8 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」
ハウスダスト1：100 鳥居薬品 代替薬なし ―

9 プラバスタチンNa錠10mg「タナベ」 田辺三菱 プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 東和薬品

10 ユニフィルLA錠200ｍｇ 大塚製薬 テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 東和薬品

11 ラベプラゾールNa錠10ｍｇ「ファイザー」 ファイザー パリエット錠10ｍｇ エーザイ

海外における製造上の問題により供給停止

他社製品の出荷調整により供給停止

2022年7月より販売中止

2023年3月より販売中止

2022年2月より販売中止

2025年3月31日より販売中止

2025年3月31日より販売中止

含量規格試験不適合により供給停止

変更事由

2022年1月より10袋包装が販売中止
10袋から1袋へ包装変更

シリンジからペンへ剤形変更

2022年6月より販売中止
キット製剤からバイアル製剤へ変更

 

 

以上、ご確認のほどよろしくお願い致します。 


