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1. 新規採用医薬品のお知らせ 

2019 年 11 月 25 日に開催された 2019 年度第 4 回薬事委員会において、次の医薬品の採用が決定されました。 

薬効 製品名 一般名 会社 薬価 
短時間作用型 
β1 選択的遮断剤 コアベータ静注用 12.5mg ランジオロール塩酸塩 小野 2,759 円／1V 

β-ラクタマーゼ阻害剤 

配合抗生物質製剤 
ザバクサ配合点滴静注用※1 

セフトロザン硫酸塩・ 
タゾバクタムナトリウム MSD 6,430 円／1V 

COPD 治療配合剤 ビレーズトリエアロスフィア 56 吸入※2 ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ 
ホルモテロールフマル酸塩水和物 アストラゼネガ 4,150.3 円／1 本 

ウイルスワクチン類 ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組換え沈降 B 型肝炎 
ワクチン（酵母由来） MSD 2,216 円／1 本 

抗ウイルス化学療法剤 ベムリディ錠 25mg※2 
テノホビル  
アラフェナミドフマル酸塩 ギリアド 971.7 円／1 錠 

マクロライド系 
抗生物質製剤 ○後 アジスロマイシン錠 250mg※3 アジスロマイシン水和物 小林化工/沢井 81 円／1 錠 

活性型ビタミン D3 製剤 
○後 アルファカルシドール錠 0.25μg「アメル」 

アルファカルシドール 共和薬品 
5.9 円／1 錠 

○後 アルファカルシドール錠 1μg「アメル」 7.6 円／1 錠 

前立腺肥大症治療剤 ○後 エルサメット S 配合錠 
オオウメガサソウエキス・ 
ハコヤナギエキス 武田テバ 6.3 円／1 錠 

止しゃ剤 ○後 リーダイ配合錠 
ベルベリン塩化物水和物・ 
ゲンノショウコエキス 武田テバ 5.7 円／1 錠 

マイナートランキライザー ○後 ジアゼパム注射液 10mg「タイヨー」 ジアゼパム 武田テバ 59 円／1 A 

鎮痛剤 ○後 ペンタゾシン注 15mg「KN」 ペンタゾシン 小林化工 59 円／1 A 

カルシウム剤 
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」（1g／包） 乳酸カルシウム水和物 健栄 3.8 円／1 包 

アスパラ-CA 錠 200 L-アスパラギン酸カルシウム水和物 ニプロ 5.7 円／1 錠 

ビタミン E 剤 ○後 ユベ-E 顆粒 20% トコフェロール酢酸エステル 鶴原 6.3 円／1 g 

 
※1 抗菌薬初回使用届出書対象薬です。 
※2 院内での処方は入院患者に限ります。外来患者は院外処方となります。 
※3 入札により販売会社を決定します。 

採用薬の使用開始までには入札等の購入手続きの関係上、1 ヶ月程度かかります。納入時期に関しては薬剤部薬品管理室
（内線 2858）までお問い合わせください。 

 

 

経⼝アジスロマイシン製剤「ジスロマック SR 成⼈⽤ドライシロップ 2g」が販売中⽌予定のため 
「アジスロマイシン錠 250mg」に切替えとなります。⽤法⽤量が異なりますので、ご注意ください。 
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経⼝アジスロマイシン製剤の院内採⽤切替えについて 注意 

ジスロマック SR 成⼈⽤ 
ドライシロップ 2g 

従来品 

空腹時に 
1 回のみ服⽤ 

（約 7 ⽇間効果持続） 

切替え後 

 ⽤法⽤量が 
異なります︕ 

アジスロマイシン錠 250mg 

1 回 2 錠（500mg）を
1 ⽇ 1 回 3 ⽇間服⽤ 
（約 7 ⽇間効果持続） 

※ 尿道炎・⼦宮頸管炎 
  ⾻盤内炎症性疾患は 
  除きます。(添付⽂書を 
  確認してください) 
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2．医薬品削除公示のお知らせ 

次の医薬品を削除します。異議のある方は、12 月 17 日までに薬事委員長または薬剤部まで「異議申立書」および根拠
となる資料を提出すると共に、1 月 27 日に行われる薬事委員会に出席し、その旨を説明してください。なお、出席のない場
合、原則として異議申立は却下とさせていただきます。なお、「異議申立書」は薬剤部 DI 室（内線 2863）にあります。 
削除決定後、原則として内服・外用剤は院外処方用としてオーダリング登録をします。 

3．医薬品採用削除のお知らせ 
下記医薬品については削除が決定しました。薬剤部の在庫がなくなり次第、院内処方ができなくなります。 

なお内服・外用剤は原則として院外処方用オーダリング登録をします。
製品名 一般名 

EOB・プリモビスト注シリンジ（5mL） ガドキセト酸ナトリウム 

ウラリット-U 配合散（1g／包） 
ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ・ 
ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物 

エホチール錠 5mg※1 エチレフリン塩酸塩 

L-アスパラギン酸 Ca 錠 200mg「サワイ」※1 
L-アスパラギン酸 
カルシウム水和物 

エンブレル皮下注 50mg ペン 1.0mL 
エタネルセプト 
（遺伝子組換え） 

オキシコドン徐放カプセル 40mg「テルモ」 オキシコドン塩酸塩 
水和物 オキファスト注 10mg 

カロリールゼリー40.496% ラクツロース 

コメリアンコーワ錠 50 ジラゼプ塩酸塩 

ジスロマック SR 成人用ドライシロップ 2g※1 
アジスロマイシン 
水和物 

セファドール錠 25mg ジフェニドール塩酸塩 

製品名 一般名 

ナゾネックス点鼻液 50µg56 噴霧用 
ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸 
ｴｽﾃﾙ水和物 

乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」※1 乳酸カルシウム水和物 

バファリン配合錠 A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ・ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 

リーゼ錠 5mg クロチアゼパム 

リンラキサー錠 125mg 
クロルフェネシンカル
バミン酸エステル 

ワソラン錠 40mg ベラパミル塩酸塩 

ラニチジン注射液 50mg「タイヨー」※2 

ラニチジン塩酸塩 
ラニチジン錠 75mg「マイラン」※2 
ユベラ顆粒 20%※1 トコフェロール酢酸エステル 

SADBE 液 院内製剤 

※1 販売中止  ※2 回収  ※3 製造中止 

 

 

 

薬効 製品名 一般名 備考 

非イオン性 
尿路・血管造影剤 バイステージ 300 注 100mL イオパミドール 

『コアベータ静注用 12.5mg』採用のため 
☆「バイステージ 300 注 20mL・50mL」の採用あり 

吸入式気管支拡張剤 
オーキシス 9µg 
タービュヘイラー28 吸入 

ホルモテロール 
フマル酸塩水和物 

『ビレーズトリエアロスフィア 56 吸入』 
採用のため 

抗ウイルス化学療法剤 テノゼット錠 300mg テノホビル ジソプロキシル 
フマル酸塩 『ベムリディ錠 25mg』採用のため 

活性型ビタミン D3 製剤 
ワンアルファ錠 0.25μg 

アルファカルシドール 
『アルファカルシドール錠 0.25μg「アメル」』採用のため 

ワンアルファ錠 1μg 『アルファカルシドール錠 1μg「アメル」』採用のため 

前立腺肥大症治療剤 エビプロスタット配合錠 DB オオウメガサソウエキス・ 
ハコヤナギエキス 『エルサメット S 配合錠』採用のため 

止しゃ剤 フェロベリン配合錠 ベルベリン塩化物水和物・ 
ゲンノショウコエキス 『リーダイ配合錠』採用のため 

マイナートランキライザー ホリゾン注射液 10mg ジアゼパム 『ジアゼパム注射液 10mg「タイヨー」』 
採用のため 

鎮痛剤 ソセゴン注射液 15mg ペンタゾシン 『ペンタゾシン注 15mg「KN」』採用のため 


