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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 2021.9.1 より採用 

＜外用薬＞ 

① アニュイティ 200μg エリプタ 30 吸入用 （30 吸入 / ｷｯﾄ） （ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝ） 

採用区分 共通採用 

② テリルジー200 エリプタ 30 吸入用 （30 吸入/ｷｯﾄ） （ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝ） 

採用区分 共通採用 

③ ｴﾅｼﾞｱ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ中用量／ｴﾅｼﾞｱ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ高用量 （14Cap / ｷｯﾄ） （ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ） 

採用区分 院外採用 

 

＜注射薬＞ 

① ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ （0.5mL / 筒） （MSD） 

採用区分 院内採用 

② シルガード 9 水性懸濁筋注シリンジ （0.5mL / 筒） （MSD） 

採用区分 院内採用 

③ テリボン皮下注用 56.5μg （56.5μg / 瓶） （旭化成ファーマ） 

採用区分 院内採用 

④ ペメトレキセド点滴静注液 800mg「NK」 （800mg / V） （日本化薬） 

採用区分 共通採用 用時購入 

⑤ ロナプリーブ点滴静注セット 1332 （1332mg・1332mg / ｾｯﾄ） （中外製薬） 

採用区分 医師限定(内科保坂医師・内科佐藤(航)医師) 

 

２ 採用切替医薬品 在庫終了次第切替 

＜内用薬＞ 

採用 ｿﾘﾌｪﾅｼﾝｺﾊｸ酸塩 OD 錠 2.5mg「ﾄｰﾜ」 2.5mg/錠        （東和薬品） 

採用 ｿﾘﾌｪﾅｼﾝｺﾊｸ酸塩 OD 錠 5mg「ﾄｰﾜ」 5 ㎎/錠 （東和薬品） 

中止 ベシケア錠 2.5mg 2.5 ㎎/錠 （アステラス） 

中止 ベシケア錠 5mg 5mg/錠 （アステラス） 

採用区分 2.5mg 錠 小児科渡辺医師限定 

5mg 錠  共通採用 

採用 エスゾピクロン錠 1mg「ケミファ」 1mg/錠       （日本ｹﾐﾌｧ） 

中止 ルネスタ錠 1mg 1mg/錠 （エーザイ） 

採用区分 院外採用 

採用 タダラフィル錠 20mgAD「杏林」 20mg/錠 （ｷｮｰﾘﾝﾒﾃﾞｨｵ） 

中止 アドシルカ錠 20mg 20mg/錠 （日本新薬） 

採用区分 循環器科限定 用時購入 
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＜注射薬＞ 

採用 ペメトレキセド点滴静注液 100mg「NK」 100mg/瓶 （日本化薬） 

採用 ペメトレキセド点滴静注液 500mg「NK」 500 ㎎/瓶 （日本化薬） 

中止 アリムタ注射用 100mg 100 ㎎/瓶 （日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ） 

中止 アリムタ注射用 500mg 500mg/瓶 （日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ） 

採用区分 共通採用 用時購入 

申請理由 後発品へ変更することで数量ベースの上昇が見込めるため。 

また、コスト削減にもつながるため。 

採用 ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ BS 注ｿﾛｽﾀｰ NR「ｻﾉﾌｨ」 300 単位/筒        （ｻﾉﾌｨ） 

中止 ノボラピッド注フレックスペン 300 単位/筒 （ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ） 

採用区分 共通採用 

採用 ニューモバックス NPシリンジ         （MSD） 

中止 ニューモバックス NP  （MSD） 

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 

   バファリン配合錠 A81 

フロベン顆粒 

ミルリーラ注 

イミグラン注３ 

フルタイド 200 ロタディスク 

フルタイド 200 ディスカス 

キュバール 100 エアゾール 

アズマネックスツイストヘラー200μg60 吸入 

 

４ 採用医薬品の区分変更 

＜共通採用・常時在庫 ⇒ 共通採用・用時購入＞ 2021.9.1 より変更 

バクトラミン注 

ウラリット配合錠 

＜共通採用・常時在庫 ⇒ 院外採用＞ 在庫無くなり次第変更 

   トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒 15%「明治」 

プロノン錠 100mg（2014.6 常時在庫へ） 

ステリクロン W0.02％ 

カタプレス錠 75μg 

＜共通採用・用事購入 ⇒ 院外採用＞ 在庫無くなり次第変更 

サンピロ点眼 1% 

ウルティブロ吸入カプセル 
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5 その他 

（１） 医薬品安全性情報報告 

なし 

（２） 自主回収 

なし。 

 （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。 

アルファカルシドール錠 0.25μ

g 

アルファカルシドール錠 1.0μg エクセラーゼ配合錠 

エルデカルシトールカプセル

0.75μｇ 

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 

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 

キシロカインゼリー スポンゼル ユベラ軟膏 

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 セフメタゾール注 ドルミカム注 

ピシリバクタ注３ｇ 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  

 

 


