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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 4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 レットヴィモカプセル40mg 56Cap 日本イーライリリー 呼吸器内科 非小細胞肺癌 用時購入

2 レットヴィモカプセル80mg 56Cap 日本イーライリリー 呼吸器内科 非小細胞肺癌 用時購入

3 アトロピン注0.05%シリンジ｢テルモ｣ 1mL 10筒 テルモ 循環器内科 胃・十二指腸潰瘍における分泌並びに運動亢進

4 ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 0.3%50mL 5筒 協和キリン 循環器内科 急性循環不全における心収縮力増強

5 ペルジピン注射液10mg 10mL 10管 LTLファーマ 循環器内科 高血圧性緊急症
急性心不全

6 ベリキューボ錠2.5mg 100錠 バイエル薬品 循環器内科 慢性心不全 院外限定

7 ベリキューボ錠5mg 100錠 バイエル薬品 循環器内科 慢性心不全 院外限定

8 リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL 10管 大塚製薬 血液内科 電解質補液の電解質補正 用時購入

9 スーグラ錠50mg 100錠 アステラス製薬 糖尿病・代謝内科 ２型糖尿病
１型糖尿病 院外限定

10 ユプリズナ点滴静注100mg 10mL 3瓶 田辺三菱製薬 脳神経内科 視神経脊髄炎スペクトラム障害の再発予防 用時購入

11 ベージニオ錠100mg 30錠 日本イーライリリー 外科 再発乳癌 用時購入

12 ベージニオ錠150mg 30錠 日本イーライリリー 外科 再発乳癌 用時購入

13 白色ワセリン「ケンエー」［ソフト］ 25g 250g 健栄製薬 皮膚科 軟膏基剤
皮膚保護剤

14 エクラープラスター20μg/c㎡　1.5mg 7.5×10cm 500cm 久光製薬 皮膚科 湿疹・皮膚炎群 院外限定

15 メサデルム軟膏0.1%　10g 100g 大鵬薬品 皮膚科 湿疹・皮膚炎群 院外限定

16 トパルジック軟膏1% 10g 100g アルフレッサファーマ 皮膚科 急性湿疹，接触皮膚炎，アトピー性皮膚炎， 院外限定

17 デザレックス錠5mg 100錠 杏林製薬 耳鼻咽喉科 アレルギー性鼻炎
皮膚疾患に伴うそう痒

18 ラスビック錠75mg 50錠 杏林製薬 耳鼻咽喉科 咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，

19 ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% 500mL(バッグ) 6袋 日本アルコン 眼科 眼科手術時の眼灌流及び洗浄

20 ハイカリックRF輸液500mL 10袋 テルモ NST 水分，電解質，カロリー補給
 

＜削除薬品一覧＞ ＊院内在庫が無くなり次第削除 

№

1 ドブタミン点滴静注液100mg「ファイザー」5mL

2 ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇキット「ファイザー」

3 プロトピック軟膏0.03%小児用 5g

4 エリザス点鼻粉末２００µg28噴霧用

5 トリノシン腸溶錠60mg

6

7 フルカリック1号輸液903mL

8 フルカリック2号輸液1003mL テルモ

千寿製薬

テルモ

オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」500mL

ファイザー

マルホ

トーアエイヨー 院外限定化

院外限定化

院外限定化日本新薬

薬  品  名 メーカー 特記事項

ファイザー
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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 メーカー 新医薬品名 新メーカー

1 セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」 日本ジェネリック セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品

2 デスモプレシン・スプレー2.5µg協和 協和キリン デスモプレシン点鼻スプレー2.5µg「ﾌｪﾘﾝｸﾞ」 フェリングファーマ

3 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」 東和薬品

4 ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ　第一三共 アルフレッサファーマ ナロキソン塩酸塩静注　０．２ｍｇ「ＡＦＰ」 アルフレッサファーマ

変更事由

製造中止

販売名変更

販売名変更

販売名変更

 

＜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 エルデカルシトールカプセル0.75μg「ｻﾜｲ」 沢井製薬 東和薬品 AG製剤

第一三共エスファ AG製剤

東和薬品
投与量2mg以下の患者が約8割

2mg規格は東和薬品のみ

3 カルベジロール錠10mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品 第一三共エスファ AG製剤

4 カルベジロール錠1.25mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品 第一三共エスファ AG製剤

5 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品 第一三共エスファ AG製剤

6 セレコキシブ錠100mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品 ファイザー AG製剤

7 プレガバリンOD錠25mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品 ファイザー AG製剤

8 プレガバリンOD錠75mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品 ファイザー AG製剤

9 アムロジピンOD錠2.5mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品 ファイザー AG製剤

10 アムロジピンOD錠5mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品 ファイザー AG製剤

11 ドキサゾシン錠2mg「ﾄｰﾜ」 東和薬品 ファイザー AG製剤

12 カンデサルタン錠4mg「あすか」 あすか製薬 武田テバ AG製剤

13 カンデサルタン錠8mg「あすか」 あすか製薬 武田テバ AG製剤

14 パタノール点眼液0.1％ 日本アルコン サンド AG製剤

15 ベガモックス点眼液0.5％ ノバルティス サンド AG製剤

16 エイゾプト懸濁性点眼液1％ ノバルティス サンド AG製剤

17 プロイメンド点滴静注用150mg 小野薬品 日本化薬

18 イーケプラ錠500mg ユーシービー 日本ジェネリック

19 ヒアレイン点眼液0.1% 参天製薬 東和薬品

20 ルミガン点眼液0.03％ 千寿製薬 わかもと製薬

21 コソプト配合点眼液 参天製薬 わかもと製薬

22 レスキュラ点眼液0.12％ 日東メディック 沢井製薬

23 アイファガン点眼液0.1％ 千寿製薬 わかもと製薬

プレガバリンOD錠75mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」

アムロジピンOD錠2.5mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」

アムロジピンOD錠5mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」

カルベジロール錠10mg「DSEP」

カルベジロール錠1.25mg「DSEP」

ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」

セレコキシブ錠100mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」

プレガバリンOD錠25mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」

エルデカルシトールカプセル0.75μg「ﾄｰﾜ」

ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」

ボルテゾミブ注射用2mg「ﾄｰﾜ」

変更後　医薬品名

ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1％「わかもと」

2 ベルケイド注射用3mg ヤンセンファーマ

ドルモロール配合点眼液「わかもと」

イソプロピルウノプロストン点眼液0.12％「サワイ」

ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ｻﾝﾄﾞ」

ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」

レベチラセタム錠500mg「JG」

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1％「ﾄｰﾜ」

ビマトプロスト点眼液0.03％「わかもと」

ドキサゾシン錠2mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」

カンデサルタン錠4mg「武田ﾃﾊﾞ」

カンデサルタン錠8mg「武田ﾃﾊﾞ」

オロパタジン点眼液0.1％「ｻﾝﾄﾞ」

モキシフロキサシン点眼液0.5％「ｻﾝﾄﾞ」

 

 

 

 

 

以上、ご確認のほどよろしくお願い致します。 

 

 

 

 


