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薬薬薬薬薬薬連連連携携携だだだよよよりりり    
 

2022年 9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 オフェブカプセル100mg 28カプセル 日本ベーリンガーインゲルハイム 呼吸器内科 肺線維症 用時購入

2 オフェブカプセル150mg 28カプセル 日本ベーリンガーインゲルハイム 呼吸器内科 肺線維症 用時購入

3 ビレーズトリエアロスフィア120吸入 1キット アストラゼネカ 呼吸器内科 慢性閉塞性肺疾患

4 リフヌア錠45mg 100錠 杏林製薬 呼吸器内科 慢性咳嗽 院外限定

5 ボノサップパック400 7シート 武田薬品工業 消化器内科 ヘリコバクター・ピロリ感染症 院外限定

6 ボノピオンパック 7シート 武田薬品工業 消化器内科 ヘリコバクター・ピロリ感染症 院外限定

7 エムプリシティ点滴静注用300mg 1瓶 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

8 エムプリシティ点滴静注用400mg 1瓶 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

9 ポマリストカプセル3mg 7カプセル 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

10 ベレキシブル錠80mg 28錠 小野薬品工業株式会社 血液内科 中枢神経系原発リンパ腫 用時購入

11 ブスルフェクス点滴静注用60mg 1瓶 大塚製薬 血液内科 幹細胞移植の前治療 用時購入

12 オゼンピック皮下注2mg 1.5mL 1キット ノボノルディスクファーマ 糖尿病代謝内科 2型糖尿病 用時購入

13 レイボー錠50mg 30錠 第一三共 脳神経内科 片頭痛 院外限定

14 レイボー錠100mg 30錠 第一三共 脳神経内科 片頭痛 院外限定

15 ミラペックスLA錠0.375mg 100錠 日本ベーリンガー
インゲルハイム 脳神経内科 パーキンソン病 院外限定

16 ミラペックスLA錠1.5mg 100錠 日本ベーリンガー
インゲルハイム 脳神経内科 パーキンソン病 院外限定

17 リムパーザ錠100mg 56錠 アストラゼネカ 婦人科 再発卵巣癌 用時購入

18 パドセブ点滴静注用30mg 1瓶 アステラス製薬 泌尿器科 尿路上皮癌 用時購入

19 バベンチオ点滴静注200mg 1瓶 メルクバイオファーマ
株式会社 泌尿器科 尿路上皮癌 用時購入

20 ジェブタナ点滴静注60mg 1瓶 サノフィ 泌尿器科 前立腺癌 用時購入
 

＜削除薬品一覧＞  

№

1 ビレーズトリエアロスフィア56吸入

薬  品  名 メーカー 特記事項

アストラゼネカ ＊院内在庫が無くなり次第120吸入へ切り替え
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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 ジクトルテープ75mg 久光製薬 - -

2 ラコールNF配合経腸液 大塚製薬 - -

3 バルサルタン錠80mg「サンド」 サンド株式会社 - -

4 ゼジューラカプセル100mg 武田薬品 ゼジューラ錠100mg -

5 ミネブロ錠2.5mg 第一三共 ミネブロOD錠2.5mg -

6 ビラノア錠20mg 大鵬薬品 ビラノアOD錠20mg -

7 カドサイラ点滴静注用100mg 中外製薬 - -

8 カドサイラ点滴静注用160mg 中外製薬 - -

9 シタラビン点滴静注液400mg「テバ」 日医工 シタラビン点滴静注液400mg「NIG」 日医工岐阜工場

10 シタラビン点滴静注液1g「テバ」 日医工 シタラビン点滴静注液1g「NIG」 日医工岐阜工場

11 ビホナゾールクリーム１％「F」 富士製薬 ビホナゾールクリーム１％「イワキ」 岩城製薬

12 尿素クリーム「日医工」 日医工 尿素クリーム「フジナガ」 藤永製薬

13 ネリプロクト軟膏 レオ　ファーマ 代替薬：ボラザG軟膏 -

14 センノシド錠１２ｍｇ「武田テバ」　　 日医工 センノシド錠１２ｍｇ「NIG」　 日医工岐阜工場

15 トリノシンS注射液20mg トーアエイヨー アデホス-Lコーワ注10mg 興和株式会社

16 トリノシン腸溶錠60mg トーアエイヨー 代替薬：アデホスコーワ顆粒 -

17 フラビタン錠10mg トーアエイヨー 代替薬なし -

18 エリスパン錠0.25mg 住友ファーマ 代替薬なし -

19 レスタス錠2mg 日本ジェネリック 代替薬なし -

20 オルガラン静注1250単位 協和クリティケア 代替薬なし -

販売中止

販売中止

販売中止

販売中止

販売中止

販売中止

販売中止（院外限定薬）

販売中止（院外限定薬）

販売中止

販売中止

変更事由

包装変更（1枚/袋×140袋→7枚/袋×10袋）

包装変更（24パウチ→28パウチ）

包装変更（14錠/ヒート→10錠/ヒート）

剤形変更

剤形変更

剤形変更

溶解液同梱廃止

溶解液同梱廃止

販売中止

販売中止

 

＜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 クラリス錠200mg 大正製薬 大正製薬 AG製剤

2 リーマス錠200mg 大正製薬 大正製薬 AG製剤

3 ロトリガ粒状カプセル 武田薬品 武田テバ AG製剤

4 サムスカOD錠7.5mg 大塚製薬 大塚製薬 AG製剤

5 フェブリク錠10㎎ 帝人ファーマ 第一三共エスファ AG製剤

6 フェブリク錠20mg 帝人ファーマ 第一三共エスファ AG製剤

7 トレアキシン点滴静注液100mg/4mL シンバイオ 東和薬品

8 トレアキシン点滴静注液25mg/1mL シンバイオ 東和薬品

9 ビダーザ注射用100mg 日本新薬 沢井製薬

10 トラマールOD錠25mg 日本新薬 寿製薬

11 ジャドニュ顆粒分包90mg ノバルティス サンド AG製剤

12 ジプレキサザイディス錠2.5mg 日本イーライリリー 共和薬品

13 カデュエット配合錠4番 ファイザー 沢井製薬

14 ジスロマック錠250mg ファイザー 沢井製薬

15 コニール錠8mg 協和キリン 武田テバ

16 ラジカット点滴静注30mg 田辺三菱 ニプロ

17 エビリファイ錠3mg 大塚製薬 沢井製薬

アマルエット配合錠4番「サワイ」

アジスロマイシン錠250mg「サワイ」

ベニジピン塩酸塩8mg「テバ」

エダラボン点滴静注30mg「NP」

アリピプラゾール３㎎「サワイ」

オランザピンOD錠2.5mg「アメル」

クラリスロマイシン錠200mg「大正」

炭酸リチウム錠200mg「大正」

オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル「武田テバ」

トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」

フェブキソスタット錠10㎎「DSEP」

フェブキソスタット錠20mg「DSEP」

ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」

ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」

アザシチジン注射用100mg「サワイ」

トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」

デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」

変更後　医薬品名

 

 

 

 


