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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 

※詳細は電子カルテ掲示板をご覧ください。 

１ 新規採用医薬品 2022.9.1 より採用 

＜内服薬＞ 

① デエビゴ錠 2.5mg・5mg (2.5mg・5mg / 錠) (エーザイ) 

採用区分 共通採用 

② ルセフィ錠 2.5mg (2.5mg / 錠) (大正製薬) 

採用区分 院外採用 

 

＜注射薬＞ 

① ソリクア配合注ソロスター  （サノフィ） 

採用区分 院外採用 

 

２ 採用切替医薬品 在庫終了次第切替 

＜内用薬＞ 

採用 フェブキソスタット錠 10mg「DSEP」 10mg / 錠 （第一三共ｴｽﾌｧ） 

採用 フェブキソスタット錠 20mg「DSEP」 20mg / 錠 （第一三共ｴｽﾌｧ） 

中止 フェブリク錠 10mg 10mg / 錠 （帝人ﾌｧｰﾏ） 

中止 フェブリク錠 20mg 20mg / 錠 （帝人ﾌｧｰﾏ） 

採用区分 共通採用 

採用 タダラフィル OD 錠５mgZA「トーワ」 5mg / 錠 （東和薬品） 

中止 ザルティア錠 5mg 5mg / 錠 （日本新薬） 

採用区分 院外採用 

採用 ナルフラフィン塩酸塩 OD錠 2.5μg「フソー」 6mg / 錠 （扶桑薬品） 

中止 レミッチ OD錠 2.5μg 6mg / 錠 （鳥居） 

採用区分 院外採用 

採用 アモキシシリン細粒 10%「武田テバ」 100mg / 瓶 （武田テバ） 

中止 パセトシン細粒 10% 100g / 瓶 （ｻﾝﾄﾞ） 

採用区分 共通採用 

採用 カルボシステイン錠 500mg「JG」 500mg / 錠 （日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ） 

中止 カルボシステイン錠 500mg「トーワ」 500mg / 錠 （東和薬品） 

採用区分 共通採用 

採用 セレコキシブ錠 100mg「日新」 100mg / 錠 （日新製薬） 

採用 セレコキシブ錠 200mg「日新」 200mg / 錠 （日新製薬） 

中止 セレコックス錠 100mg 100mg / 錠 （ｳﾞｨｱﾄﾘｽ） 

中止 セレコックス錠 200mg 200mg / 錠 （ｳﾞｨｱﾄﾘｽ） 
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採用区分 共通採用 

 

 

採用 セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「SW」 100mg / 錠 （沢井製薬） 

中止 セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「日医工」 100mg / 錠 （日医工） 

採用区分 共通採用 

採用 ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「日医工 P」 6mg / 錠 （日医工） 

中止 ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「JD」 6mg / 錠 （東和薬品） 

採用区分 共通採用 

 

＜注射薬＞ 

採用 ダルベポエチンアルファ注 20μｇｼﾘﾝｼﾞ「MYL」 0.5mL / 本 （ﾏｲﾗﾝ） 

採用 ダルベポエチンアルファ注 30μｇｼﾘﾝｼﾞ「MYL」 0.5mL / 本 （ﾏｲﾗﾝ） 

採用 ダルベポエチンアルファ注 40μｇｼﾘﾝｼﾞ「MYL」 0.5mL / 本 （ﾏｲﾗﾝ） 

採用 ダルベポエチンアルファ注 60μg ｼﾘﾝｼﾞ「MYL」 0.5mL / 本 （ﾏｲﾗﾝ） 

採用 ダルベポエチンアルファ注 120μg ｼﾘﾝｼﾞ「MYL」 0.5mL / 本 （ﾏｲﾗﾝ） 

採用 ダルベポエチンアルファ注 180μg ｼﾘﾝｼﾞ「MYL」 0.5mL / 本 （ﾏｲﾗﾝ） 

中止 ダルベポエチンアルファ注 20μｇｼﾘﾝｼﾞ「JCR」 0.5mL / 本 （ｷｯｾｲ） 

中止 ダルベポエチンアルファ注 30μｇｼﾘﾝｼﾞ「JCR」 0.5mL / 本 （ｷｯｾｲ） 

中止 ダルベポエチンアルファ注 40μｇｼﾘﾝｼﾞ「JCR」 0.5mL / 本 （ｷｯｾｲ） 

中止 ダルベポエチンアルファ注 60μg ｼﾘﾝｼﾞ「JCR」 0.5mL / 本 （ｷｯｾｲ） 

中止 ダルベポエチンアルファ注 120μg ｼﾘﾝｼﾞ「JCR」 0.5mL / 本 （ｷｯｾｲ） 

中止 ダルベポエチンアルファ注 180μg ｼﾘﾝｼﾞ「KKF」 0.5mL / 本 （協和ｷﾘﾝ） 

採用区分 共通採用 

採用 エルネオパ NF１号輸液（1500mL 袋） 1500mL / ｷｯﾄ （大塚製薬工場） 

採用 エルネオパ NF２号輸液（1500mL 袋） 1500mL / ｷｯﾄ （大塚製薬工場） 

中止 エルネオパ NF１号輸液（2000mL 袋） 2000mL / ｷｯﾄ （大塚製薬工場） 

中止 エルネオパ NF２号輸液（2000mL 袋） 2000mL / ｷｯﾄ （大塚製薬工場） 

採用区分 共通採用 

 

３ 採用中止医薬品 在庫無くなり次第終了 

理由：処方実績わずか。流通障害にて在庫確保できず。 

タチオン錠 100mg 院外採用 

理由：処方実績わずか。 

ヒューマリン 3/7 注カート 院外採用 

 

４ 採用医薬品の区分変更 2022.9.1 より変更 

＜内科医師限定 ⇒ 共通採用(全診療科へ拡大)＞ ※2022.7より変更済み 

  理由：患者数が多くなり、佐藤(航)医師以外の医師からの処方希望があるため 
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ベクルリー点滴静注用 100mg 

＜共通採用 用時購入 ⇒ 院外採用＞ 

理由：過去 2年間、院内で処方実績なし 

ヘモナーゼ配合錠 

＜共通採用 ⇒ 院外採用＞ 

理由：過去 2年間、院内で処方実績少なく期限切れを起こすため 

モンテルカストチュアブル錠 5mg「YD」 

 

５ その他 

（１） 医薬品安全性情報報告 

なし 

（２） 自主回収 

カルバマゼピン錠 100mg「アメル」(共和薬品工業) 共通採用 

一部のロットにおいて溶出性が承認規格（30 分：70％以上）に適合しない結果 

→対象ロットなし 

デパス錠 0.5mg(田辺三菱製薬) 非採用 

本製品の錠剤中に黒い異物が付着しているのが発見され、非ステロイド性抗炎症薬であるモフ

ェゾラクおよび添加剤を含んだ成分であることが確認された。調査の結果、同一製造ラインで

製造した他製品の粉体がライン中に残留し、当該製品の製造時に混入したものと考えられる。 

 （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】 

L-アスパラギン酸 Ca 錠 200mg（共

通→院内） 

インデラル錠 10mg 

(共通→中止) 

オメプラゾール錠 10mg「アメル」 

（共通→院外） 

タルチレリン OD 錠 

（セレジスト OD 錠にて対応中） 

テオフィリン徐放錠 200mg「サ

ワイ」（共通→院外） 

テプレノンカプセル 50mg「トー

ワ」(共通→院外) 

テラムロ配合錠 AP 

(共通→中止) 

ナウゼリンドライシロップ  

（共通→院外→中止） 

ニカルジピン塩酸塩徐放カプセ

ル 40mg「日医工」（共通→院外） 

ブシラミン錠 50mg 

(共通→院外) 

ユベラ軟膏 

(共通用時→院外) 

オルガラン静注 1250 単位 

(共通→中止) 

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】 

アセトアミノフェン錠 200mg「マル

イシ」 

アセトアミノフェン錠 500mg

「マルイシ」 

アルファカルシドール錠 1.0μg 

アルファカルシドール錠 0.25μg アンブロキソール OD 錠 45mg エクセラーゼ配合錠 
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エルデカルシトールカプセル 0.75

μ 

カリジノゲナーゼ錠 25単位 カルシトリオールカプセル 0.25

μg 

サラゾスルファピリジン腸溶錠

250mg「日医工」 

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 ビソプロロールフマル酸塩錠

0.625mg「サワイ」 

プランルカスト DS10% ヘパアクト配合顆粒 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 

(透析室はスロンノン IH) 

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 

 

（４）疑義照会簡素化プロトコール導入による処方修正報告の結果 

 

６ 包括同意 別途お知らせを配布予定 

（１）バンコマイシン注の溶解方法 

（２）溶解に注射用水が必要な薬剤 


