
2019 年 12 月 20 日 横浜旭中央総合病院 薬剤部 

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 2020.1.6 より採用 

＜内用薬＞ 

235.慢性便秘症治療薬 

①モビコール配合内用剤 6.8523g/包   薬価：85.00 円/包 （EA ファーマ） 

採用区分 院外採用 

 

399.ヤヌスキナーゼ（ＪＡＫ）阻害剤 

②スマイラフ錠 50mg           50mg/錠  薬価：1749.4 円/錠 （アステラス）  

スマイラフ錠 100mg          100mg/錠  薬価：3396.1 円/錠 （アステラス） 

採用区分 院外採用 リウマチ科限定 

 

＜外用薬＞ 

799.胃蠕動運動抑制剤 

①ミンクリア内用散布液 0.8％ 20mL/筒 薬価：859.50 円/筒 （武田薬品） 

採用区分 院内採用 

 

２ 採用切替医薬品 在庫終了次第切替 

＜内用薬＞ 

619.深在性真菌症治療剤 

採用 ボリコナゾール錠 50mg「日医工」 50mg/錠 薬価：325.1 円/錠 （日医工） 

中止 ブイフェンド錠 50mg 50mg/錠 薬価：805.7 円/錠 （ファイザー） 

採用区分 共通採用 用時購入 

 

429.前立腺がん治療剤 

採用 フルタミド錠 125「ﾌｧｲｻﾞｰ」 125mg/錠 薬価：114.5 円/錠 （ﾌｧｲｻﾞｰ） 

中止 オダイン錠 125mg 125mg/錠 薬価：226.2 円/錠 （日本化薬） 

採用区分 共通採用 常時在庫 

 

231.胃内有泡性粘液除去剤 

採用 バロス消泡内用液 2％ 2％300mL 薬価：3.1円/mL （堀井薬品工業） 

中止 ガスコンドロップ内用液 0.2％ 2％300mL 薬価：3.6円/mL （キッセイ薬品） 

採用区分 共通採用 常時在庫 
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＜外用薬＞ 

124.貼付用局所麻酔剤 

採用 リドカインテープ 18mg「ニプロ」 18mg/枚 薬価：32.4 円/枚 （ニプロ） 

中止 ペンレステープ 18mg 18mg/枚 薬価：42.2 円/枚 （マルホ） 

中止 リドカインテープ 18mg「YP」 18mg/枚 薬価：32.4 円/枚 （メディキット） 

採用区分 院内採用 

 

＜注射薬＞ 

399.完全ヒト型可溶性 TNFα／LTαレセプター製剤 

採用 ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ BS皮下注 25mg ｼﾘﾝｼﾞ 0.5ｍL「TY」 25mg/筒  薬価：8742 円/筒  （帝人ﾌｧｰﾏ） 

採用 ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ BS皮下注 50mg ﾍﾟﾝ 1.0ｍL「TY」 50mg/ｷｯﾄ 薬価：17246 円/ｷｯﾄ（帝人ﾌｧｰﾏ） 

中止 ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注 25mg ｼﾘﾝｼﾞ 0.5ｍL 25mg/筒  薬価：15542 円/筒  （武田） 

中止 ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注 50mg ｼﾘﾝｼﾞ 1.0ｍL 50mg/筒  薬価：30806 円/筒  （武田） 

中止 ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注 50mg ﾍﾟﾝ 1.0ｍL 50mg/ｷｯﾄ  薬価：30937 円/ｷｯﾄ（武田） 

採用区分 科限定：整形外科、リウマチ科 

 

３ 採用中止医薬品 在庫終了次第中止 

理由： 原薬の製造過程の不備による自主回収のため（再開は 2021年以降） 

マイトマイシン注射用 2mg 

使用用途：緑内障手術 

 

理由：過去 2 年間実績ないため 

ダイホルモン・デポー注 

ルテスデポー注 

エナルモンデポー筋注 125mg 

 

理由：販売中止予定のため 

トーワズレン配合顆粒 

 

理由：院内製剤で使用しなくなったため 

マクロゴール軟膏 
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４ 採用医薬品の区分変更 在庫終了次第区分変更 

＜用時購入 ⇒院外採用＞ 

理由：過去 2 年間で院内での処方実績ほぼないため。 

テグレトール細粒 50％ 

ブレディニン錠 50mg 

マイテラーゼ錠 10mg 

フェアストン錠 

＜採用 ⇒形成外科限定＞ 

理由：他での使用実績ないため 

液状フェノール 

 

5 56 次決定品目の報告 在庫終了次第切替 

＜内用薬＞   

統一 ベザフィブラート SR 錠 200mg「日医工」 200mg/錠 薬価：10.1 円/錠（日医工） 

抹消 ベザフィブラート SR 錠 200mg「サワイ」  200mg/錠 薬価：10.1 円/錠（東和薬品） 

採用区分 共通採用 常時在庫 

   

指定なし ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ 900mg「ｻﾜｲ」 900mg/包 薬価：38.4 円/錠（沢井製薬） 

抹消 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ 900mg「日医工」 900mg/包 薬価：38.4 円/錠（日医工） 

採用区分 共通採用 常時在庫 

 

指定なし ミグリトール OD 錠 50mg「サワイ」 50mg/錠 薬価：15.2 円/錠 （沢井製薬） 

中止 セイブル錠 50mg 50mg/錠 薬価：35.4 円/錠 （三和化学） 

採用区分 共通採用 常時在庫 

   

＜注射薬＞   

指定なし ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄ注射用 10mg「SW」 10mg/瓶 薬価：223 円/瓶 （沢井製薬） 

指定なし ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄ注射用 50mg「SW」 50mg/瓶 薬価：379 円/瓶 （沢井製薬） 

抑制 ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩注射用 10mg「武田テバ」 10mg/瓶 薬価：223 円/瓶 （武田テバ） 

抑制 ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩注射用 50mg「武田テバ」 50mg/瓶 薬価：414 円/瓶 （武田テバ） 

採用区分 共通採用 常時在庫 

 

 

6 その他 

（１）医薬品安全性情報報告 

発生日 被疑薬 症状 重篤度 報告先 

2019.5.7 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ「NP」 皮疹 非重篤 製薬会社 

厚生労働省 
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2019.6.19 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ「NP」 皮疹 非重篤 製薬会社 

厚生労働省 

2019.10.23 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ「NP」 浮腫性紅斑 非重篤 製薬会社 

厚生労働省 

2019.10.29 ピシリバクタ ｸﾚｱﾁﾆﾝ上昇 

血小板減少 

高Na K Mg血症 

治療のために入院・

入院期間延長 

製薬会社 

厚生労働省 

2019.11.29 ロコアテープ 消化性潰瘍 治療のために入院・

入院期間延長 

製薬会社 

厚生労働省 

 

（２）副作用報告 

2018.11 パセトシンカプセルを後発医薬品のアモキシシリンカプセル「NP」へ変更したが、変更後

3 例の薬疹疑いが報告されたため採用をアモキシシリンカプセル「トーワ」へ変更 

 

（３）副作用救済制度適用報告 

2018.9 に発生した薬剤性が疑われる汎血球減少症に続発した敗血症による死亡事例に対し副作用被

害救済制度が適用、給付金が交付された 

被疑薬：ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ 2mg、ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注 25mg、ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠 500mg 

 

（４）供給停止 

・L-アスパラギン酸 Ca 錠 200mg「サワイ」 

理由：原薬メーカーからの原薬入手困難のため 

対応：L-アスパラギン酸 Ca 錠 200mg「トーワ」へ採用変更済み 

・ヘプタバックス -Ⅱ水性懸濁注シリンジ 0.25・0.5mL 

理由：製剤の原液製造工程において所定の規格を満たせない事象が断続的に発生したため 

対応：供給再開まではビームゲン 0.25・0.5ｍL を代替として使用 

 

（５）販売承継 

 フェンタニル注射液 0.25mg「ヤンセン」→フェンタニル注射液 0.25mg「テルモ」へ変更 

＊「ヤンセン」は稲木医師にご協力いただき使い切り予定 

 

（６）セファゾリンナトリウム注射用「日医工」の供給再開 

   11 月 50％ 12 月 75% 2020 年 1 月 100% 供給となる見込み 

 

（７）アダラートカプセルについて 

今後、販売中止予定（適正使用の面で使用されなくなってきたため。） 

ガイドラインでも短時間作用型の Ca 拮抗薬の使用についてはあまり推奨されていない現状を踏

まえ代替として別メーカーの製品を採用する必要があるか否か。  


