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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 2022.1.4 より採用 

＜内服薬＞ 

① ダーブロック錠 2mg・4mg （2mg・4mg / 錠） （協和ｷﾘﾝ） 

採用区分 共通採用 

② エベレンゾ錠 20mg・50mg （20mg・50mg / 錠） （ｱｽﾃﾗｽ） 

採用区分 共通採用 

③ ロケルマ懸濁用散分包 5g （5g / 包） （ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ） 

採用区分 共通採用 

④ エドルミズ錠 50mg （50mg / 錠） （小野薬品） 

採用区分 院外採用 外科佐藤医師限定 

⑤ ジャディアンス錠 10mg・25mg （10mg・25mg / 錠） （日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ） 

採用区分 共通採用 

⑥ エンレスト錠 50mg （50mg / 錠） （大塚製薬） 

採用区分 共通採用 

 

＜外用薬＞ 

① ビーエスエスプラス 500眼灌流液 0.0184％ （500mL / 袋） （日本ｱﾙｺﾝ） 

採用区分 院内採用 

 

＜注射薬＞ 

① カイトリル注 1mg （1mg / A） （太陽ﾌｧﾙﾏ） 

採用区分 院内採用・麻酔科限定 

 

２ 採用切替医薬品 在庫終了次第切替 

＜内用薬＞ 

採用 テモゾロミド錠 20mg「NK」 20 ㎎/錠 （日本化薬） 

採用 テモゾロミド錠 100mg「NK」 100mg/錠 （日本化薬） 

中止 テモダールカプセル 20mg 20mg/錠        （MSD） 

中止 テモダールカプセル 100mg 100 ㎎/錠 （MSD） 

採用区分 脳神経外科限定 用時購入 

採用 ヒルナミン錠 5mg 5mg/錠 （共和薬品工業） 

中止 ヒルナミン細粒 10％ 500ｇ/箱 （共和薬品工業） 

採用区分 共通採用 
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採用 白色ワセリン「ケンエー」ソフト 25ｇ/本 （健栄製薬） 

採用 白色ワセリン「ケンエー」ソフト 100ｇ/本 （健栄製薬） 

院外 プロペト 500ｇ/瓶        （丸石製薬） 

採用区分 院内採用 

 

３ 採用中止医薬品 在庫無くなり次第終了 

   共通 ペリアクチン散 1%   

院外 メニレットゼリー  

共通 硝酸銀 

共通 オキシグルタチオン眼灌流液 0.0184％キット「センジュ」 

 

４ 採用医薬品の区分変更 在庫終了次第切替 

＜共通採用・常時在庫 ⇒ 院外採用＞ 

スーグラ錠 50mg 

エンレスト錠 100mg 

   フシジンレオ軟膏 2% 

アスタット軟膏１％ 

アドエア 50エアー120吸入用 

テオフィリン徐放錠 200mg 

＜腎臓内科吉田医師限定 ⇒ 透析科常勤医師限定＞ 2022.1.4 より変更 

パーサビブ静注 2.5mg/5mg 

 

５ 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 

2021.7.28 ジゴキシン錠 食欲不振・倦怠感・脱水 重篤 
製薬会社 

厚生労働省 

2021.7.2 ロナプリーブ 
インフュージョンリアクション

疑い 
軽症 

製薬会社 

厚生労働省 

2021.7.26 ロナプリーブ インフュージョンリアクション 軽症 
製薬会社 

厚生労働省 

2021.8.24 ロナプリーブ 
アナフィラキシー・インフュージ

ョンリアクション疑い 
軽症 

製薬会社 

厚生労働省 

2021.9.10 
セファゾリンナトリ

ウム注射用１ｇ 
発赤・膨疹 非重篤 

製薬会社 

厚生労働省 

（２） 自主回収 

ビーフリード 

下室液充填量が医薬品製造販売承認書の工程管理値下限から逸脱した製品があ 

ることが確認されたため 
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 （３）出荷調整 

    今後の納入状況により一時的に採用区分変更・マスタ閉鎖等となる場合があります。 

【採用区分を変更して対応中】 

アルファカルシドール錠 0.25μ

g(共通→中止→院内) 

インデラル錠 10mg 

(共通→中止) 

L-アスパラギン酸 Ca 錠 200mg

（共通→院内） 

オメプラゾール錠 10mg「アメル」 

（共通→院外） 

カルシトリオールカプセル 0.25

μg(共通→院外→中止) 

セパミット細粒 

（共通→院内） 

テオフィリン徐放錠 200mg「サ

ワイ」（共通→院外） 

ナウゼリンドライシロップ  

（共通→院外） 

ニカルジピン塩酸塩徐放カプセ

ル 40mg「日医工」（共通→院外） 

ビソプロロールフマル酸塩錠

0.625mg「サワイ」 (共通→院内) 

ブシラミン錠 50mg 

(共通→院外) 

プランルカスト DS（共通→中止） 

（モンテルカスト細粒: 

        院外→共通にて対応中） 

ベポタスチン錠 10mg 

（共通→院外） 

ユベラ軟膏 

(共通用時→院外) 

ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ SR 注射用ｷｯﾄ 11.25mg

（共通→患者制限） 

【マスタは本来の採用区分であるが流通障害発生中】 

アルファカルシドール錠 1.0μg 

共通→院外→共通 

エクセラーゼ配合錠 エルデカルシトールカプセル

0.75μ 共通→院内→共通 

カリジノゲナーゼ錠 25単位 

共通→中止→共通 

サラゾスルファピリジン腸溶錠

250mg「日医工」 

共通→院外→共通 

テグレトール細粒 50％ 

トコフェロールニコチン酸 

エステルカプセル 

ドパコール配合錠 L100 トフラニール錠 10mg 

ユベラ錠 ランソプラゾール OD錠 30mg モンテルカスト細粒 

キシロカインゼリー スポンゼル アルガトロバン注 

エタネルセプト BS皮下注 25mg 

シリンジ 0.5mL 

エタネルセプト BS皮下注 50mg 

ペン 1.0mL 

エポエチンアルファ BS1500 

エポエチンアルファ BS3000 クレキサン皮下注キット セフタジジム注 

セフメタゾール注 ドルミカム注 プロポフォール注 

ヘパリンカルシウム皮下注 ボスミン注（内視鏡限定採用） ラボナール注 

ベタヒスチンメシル塩酸塩錠  他多数 

 


