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横浜旭中央総合病院 

新規採用・採用変更・採用中止医薬品のお知らせ 

１ 新規採用医薬品 2019.9.1 より採用 

＜内服薬＞ 

申請医師 薬品名 薬価 一般名 薬効 
区分 

在庫 

婦人科 

前畑医師 

フルコナゾールカプセル

50mg「F」 
295.00 円/ Cap フルコナゾール 深在性真菌症治療剤 

婦人科 

院外 

＜外用薬＞ 

呼吸器内科 

佐藤医師 

テリルジー100 エリプタ 

30 吸入 
8,692.8 円/ｷｯﾄ 

ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ

酸ｴｽﾃﾙ・ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳ

ﾑ臭化物・ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰ

ﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩 

3成分配合COPD治療剤 
共通 

常時 

＜注射薬＞ 

リウマチ科 

小田井医師 

シンポニー皮下注 50mg 

オートインジェクター 
121,539 円/ｷｯﾄ ゴリムマブ 

ヒト型ヒト TNFα 

モノクローナル製剤 

リウマチ科

用時 

 

２ 採用切替医薬品  在庫終了次第切替 自動置換対象 

＜内用薬＞ 

399 抗リウマチ剤 

採用 メトトレキサートカプセル 2mg｢サワイ｣ 2mg/Cap  薬価：98.50 円/Cap （沢井製薬） 

中止 リウマトレックスカプセル 2mg 2mg/Cap  薬価：231.80 円/Cap （ファイザー） 

採用区分：共通採用 常時在庫 

 

219 微小循環系賦活剤 

採用 ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ 100mg「ﾄｰﾜ」 100mg/Cap  薬価：5.4 円/Cap （東和薬品） 

中止 ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ 100mg「NP」 100mg/Cap  薬価：5.4 円/Cap （ニプロ） 

採用区分：共通採用 常時在庫 

 

259 選択的α１A遮断薬/前立腺肥大に伴う排尿障害改善薬 

採用 シロドシン OD 錠 4mg「DSEP」 4mg/錠 薬価：35 円/錠 （第一三共エスファ） 

中止 ユリーフ錠 4mg 4mg/錠 薬価：72 円/錠 （第一三共） 

採用区分：共通採用 常時在庫 

 

624 オキサゾリジノン系合成抗菌剤 

採用 リネゾリド錠 600mg｢サワイ｣ 600mg/錠 薬価：6,169.6 円/錠 （沢井製薬） 

中止 ザイボックス錠 600mg 600mg/錠 薬価：10,400.7 円/錠 （ファイザー） 

採用区分：共通採用 用時購入 
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624 オキサゾリジノン系合成抗菌剤 

採用 リネゾリド注射液 600mg「サワイ｣ 600mg/袋 薬価：8,462 円/袋 （沢井製薬） 

中止 ザイボックス注射液 600mg 600mg/袋 薬価：14,042 円/袋 （ニプロ） 

採用区分：共通採用 用時購入 

 

112 α₂作動性鎮静剤 

採用 ﾃﾞｸｽﾒﾃﾞﾄﾐｼﾞﾝ静注液 200μg/50mL ｼﾘﾝｼﾞ「ﾆﾌﾟﾛ」 200μg/50mL  薬価：2223 円/筒 （ニプロ） 

中止 ﾌﾟﾚｾﾃﾞｯｸｽ静注液 200μg/50mL シリンジ「ﾏﾙｲｼ」 200μg/50mL  薬価：5413 円/筒 （丸石） 

採用区分：共通採用 常時在庫 

 

121 局所麻酔剤 

採用 リドカイン塩酸塩注 1％「日新」5mL 1％5mL/管 薬価：58 円/管 （日新製薬） 

採用 リドカイン塩酸塩注 1％「日新」10mL 1％10mL/管 薬価：79 円/管 （日新製薬） 

採用 リドカイン塩酸塩注 2％「日新」10 mL 2％10mL/管 薬価：103 円/管 （日新製薬） 

中止 キシロカイン注ポリアンプ 1％5mL 1％5mL/管 薬価：58 円/管 （アスペン） 

中止 キシロカイン注ポリアンプ 1％10mL 1％10mL/管 薬価：94 円/管 （アスペン） 

中止 キシロカイン注ポリアンプ 2％10mL 2％10mL/管 薬価：133 円/管 （アスペン） 

採用区分：共通採用 常時在庫 

 

245 合成副腎皮質ホルモン剤 

採用 水溶性プレドニン 10mg 10mg/A  薬価：109.00 円/A （塩野義製薬） 

中止 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙ Na注射用 10mg「F」 10mg/A  薬価：101.00 円/A （富士製薬工業） 

採用区分：共通採用 常時在庫 

 

245 副腎皮質ホルモン剤 

採用 ソル・コーテフ注射用 100mg 100mg/V  薬価：308 円/V （ファイザー） 

採用 ソル・コーテフ注射用 500mg 500mg/V  薬価：1,249 円/V （ファイザー） 

中止 サクシゾン注射用 100mg 100mg/V  薬価：296 円/V （武田テバ） 

中止 サクシゾン注射用 500mg 500mg/V  薬価：1,172 円/V （武田テバ） 

採用区分：共通採用 常時在庫 

 

613 βラクタマーゼ阻害剤配合構成物質製剤 

採用 タゾピペ配合静注用 2.25ｇ「明治」 2.25ｇ/V  薬価：685 円/V （Meiji Seika ファルマ） 

採用 タゾピペ配合静注用 4.5ｇ「明治」 4.5ｇ/V 薬価：1,015 円/V （Meiji Seika ファルマ） 

中止 タゾピペ配合静注用 2.25ｇ「ニプロ」 2.25ｇ/V 薬価：566 円/V （ニプロ） 

中止 タゾピペ配合静注用 4.5ｇ「ニプロ」 4.5ｇ/V  薬価：831 円/V （ニプロ） 

採用区分：共通採用 常時在庫 
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３ 採用中止医薬品 在庫終了次第中止 

理由：期限切れのため在庫なくなり次第中止 

アダラート 10mg 

 

理由：過去 2 年購入実績なし 

スミフェロン 300 万単位 

スミフェロン 600 万単位 

ヒビスコール液 A 

リタリン錠 

 

理由：動き鈍いため 

ラニラピッド錠（メチルジゴキシン錠） 

バクトロバン鼻腔用軟膏 

 

４ 採用医薬品の区分変更 

＜共通採用 用時購入⇒院外採用＞ 

理由：過去２年間入院での処方実績がないため 

プラノバール配合錠 

フロリード膣坐剤 

 

５ 第 56 次 CMS 前倒し決定品目 在庫終了次第切替 

＜IMS 推奨品目＞ 

422 抗悪性腫瘍剤 

推奨 カペシタビン錠 300mg「日医工」 300mg/錠 薬価：136.20 円/錠 （日医工） 

抑制 ゼローダ錠 300 300mg/錠 薬価：358.00 円/錠 （中外製薬） 

採用区分：共通採用 常時在庫 

 

429 抗悪性腫瘍剤／上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤 

推奨 ゲフィチニブ錠 250mg「NK」 250mg/錠 薬価：2662.00 円/錠 （日本化薬） 

抑制 イレッサ錠 250 250mg/錠 薬価：5323.90 円/錠 （アストラゼネカ） 

採用区分：共通採用 用時購入 

 

332 抗プラスミン剤 

推奨 トラネキサム酸錠 250mg「日医工」 250mg/錠 薬価：9.90 円/錠 （日医工） 

抑制 トラネキサム酸カプセル 250mg「トーワ」 250mg/Cap  薬価：9.90 円/Cap （東和薬品） 

採用区分：共通採用 常時在庫 
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339 持続型赤血球造血刺激因子製剤 

推奨 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注 20μｇｼﾘﾝｼﾞ「KKF」 20μg/筒 薬価：2,727 円/筒 （協和ｷﾘﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ） 

推奨 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注 30μｇｼﾘﾝｼﾞ「KKF」 30μg/筒 薬価：3,801 円/筒 （協和ｷﾘﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ） 

推奨 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注 40μｇｼﾘﾝｼﾞ「KKF」 40μg/筒 薬価：4,811 円/筒 （協和ｷﾘﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ） 

推奨 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注 60μｇｼﾘﾝｼﾞ「KKF」 60μg/筒 薬価：6,706 円/筒 （協和ｷﾘﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ） 

推奨 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注 120μｇｼﾘﾝｼﾞ「KKF」120μg/筒 薬価：11,831 円/筒 （協和ｷﾘﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ） 

推奨 ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ注 180μｇｼﾘﾝｼﾞ「KKF」180μg/筒 薬価：16,492 円/筒 （協和ｷﾘﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ） 

抑制 ネスプ注射液 20μｇプラシリンジ 20μg/筒 薬価：4,162 円/筒 （協和キリン） 

抑制 ネスプ注射液 30μｇプラシリンジ 30μg/筒 薬価：6,015 円/筒 （協和キリン） 

抑制 ネスプ注射液 40μｇプラシリンジ 40μg/筒 薬価：7,393 円/筒 （協和キリン） 

抑制 ネスプ注射液 60μｇプラシリンジ 60μg/筒 薬価：10,624 円/筒 （協和キリン） 

抑制 ネスプ注射液 120μｇプラシリンジ 120μg/筒 薬価：18,744 円/筒 （協和キリン） 

抑制 ネスプ注射液 180μｇプラシリンジ 180μg/筒 薬価：26,270 円/筒（協和キリン） 

採用区分：共通採用 常時在庫 

 

6 その他 

（１）誤接続防止コネクタ対応品への切替について 

医療機器等で分野間の相互接続を防止するコネクタに係る国際規格の制定が進められており、神経麻酔分野に

おける旧規格製品の出荷は 2020 年 2 月末に終了する。これを受け当院では以下の薬剤が対象であり、切替を行

っていく。 

 ポプスカイン 0.5％注シリンジ 50mg/10mL 

塩酸メピバカイン注シリンジ 1％「NP」 

塩酸メピバカイン注シリンジ 2％「NP」 

 


