
                                                      

 

 薬発 R2-5    

   令和 2 年 9 月 24 日 

薬剤科 医薬品情報室 

 

〔Ⅰ〕第 423 回薬事委員会において、下記の事項が決定しましたのでお知らせいたします。 

1. 新規採用医薬品 ※原則月日（9 月 28 日）より処方可能となります。 

剤形 採用区分 薬品名 （ ）は一般名 規格 薬効 メーカー 備考 

内

服 

用事購入 イブランス錠 25mg 25mg／錠 抗悪性腫瘍剤 ファイザー 新剤型追加 

用事購入 イブランス錠 125mg 125mg／錠 抗悪性腫瘍剤 ファイザー 新剤型追加 

院内外両用 エゼチミブ錠 10mg「トーワ」 10mg／錠 高脂血症治療剤 東和薬品 
ゼチーア錠 10mg 

と切り換え 

院内外両用 
エルデカルシトールカプセル 

0.75μg「日医工」 
0.75μg／Cap ビタミン D3製剤 日医工 

エディロールカプセル

0.75μg と切り換え 

院内外両用 ガランタミン OD錠 4mg「DSEP」 4mg／錠 
アルツハイマー型認知症治

療剤 

第一三共 

エスファ 

レミニール OD錠 4mg

と切り換え 

院内外両用 セレコキシブ錠 100mg「DSEP」 100mg／錠 
非ステロイド性消炎・鎮痛剤

（COX-2選択的阻害剤） 

第一三共 

エスファ 

セレコックス錠 100mg

と切り換え 

院内外両用 セレコキシブ錠 200mg「DSEP」 200mg／錠 
非ステロイド性消炎・鎮痛剤

（COX-2選択的阻害剤） 

第一三共 

エスファ 

セレコックス錠 100mg

と切り換え 

院外専用 ディナゲスト錠 0.5mg 0.5mg／錠 月経困難症治療剤 持田製薬 新規格追加 

院内外両用 
メマンチン塩酸塩 OD錠 5mg「杏

林」 
5mg／錠 

アルツハイマー型認知症治

療剤 
杏林製薬 

メマリーOD錠 5mg 

と切り換え 

院内外両用 
メマンチン塩酸塩 OD錠 20mg

「杏林」 
20mg／錠 

アルツハイマー型認知症治

療剤 
杏林製薬 

メマリーOD錠 20mg

と切り換え 

院内外両用 レパグリニド錠 0.25mg「サワイ」 0.25mg／錠 
速攻型インスリン分泌促進

剤 
沢井製薬 

シュアポスト錠

0.25mg と切り換え 

院内外両用 レパグリニド錠 0.5mg「サワイ」 0.5mg／錠 
速攻型インスリン分泌促進

剤 
沢井製薬 

シュアポスト錠 0.5mg

と切り換え 

院内外両用 
レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「日

医工」 
5mg／錠  抗アレルギー剤 日医工 

ザイザル錠 5mg 

と切り換え 

外
用 

用事購入 フェントステープ 0.5mg 0.5mg／枚  
経皮吸収型 持続性疼痛

治療剤 
協和キリン 新規格追加 

注
射 

院内専用 
オザグレル Na注射液 80mg 

シリンジ「サワイ」 
80mg／4mL トロンボキサン合成阻害剤 沢井製薬 

オザグレル Na 注射液

80mg バッグと一時的

に切り換え 

院内専用 ラジカット点滴静注バック 30mg 30mg／100mL 脳保護薬 田辺三菱 

エダラボン点滴静注

30mg「タカタ」が自主

回収のためのため採

用区分切り換え。 

院内専用 
レボフロキサシン点滴静注バッグ

500mg/100mL「DSEP」 
500mg/100mL ニューキノロン系抗菌薬 

第一三共 

エスファ 

レボフロキサシン点滴

静注バッグ 500mg 

「ファイザー」が自主回

収のため切り換え 

 

 
 



 

 

注

射 

院内専用 DT ビック 0.1mL/瓶 
沈降ジフテリア破傷風混合 

トキソイド 
田辺三菱 

沈降ジフテリア破傷

風混合トキソイド「タケ

ダ」が販売中止のた

め切り換え。 

用事購入 注射用 GHRP科研 100 100g/10mL 
成長ホルモン分泌不全症

診断薬 
科研製薬 

臨時採用から 

採用区分変更 

 

2. 採用中止医薬品 

剤形 薬品名  備考 

内服 

ゼチーア錠 10mg エゼチミブ錠 10mg「トーワ」と切り換え 

エディロールカプセル 0.75μg エルデカルシトールカプセル 0.75μg「日医工」と切り換え 

ザイザル錠 5mg レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「日医工」と切り換え 

イブランスカプセル 25mg イブランス錠 25mg と切り換え 

イブランスカプセル 125mg イブランス錠 125mg と切り換え 

レミニール OD錠 4mg ガランタミン OD錠 4mg「DSEP」と切り換え 

セレコックス錠 100mg セレコキシブ錠 100mg「DSEP」と切り換え 

セレコックス錠 200mg セレコキシブ錠 200mg「DSEP」と切り換え 

メマリーOD錠 5mg メマンチン OD錠 5mg「杏林」と切り換え 

メマリーOD錠 20mg メマンチン OD錠 20mg「杏林」と切り換え 

シュアポスト錠 0.25mg レパグリニド錠 0.25mg「サワイ」と切り換え 

シュアポスト錠 0.5mg レパグリニド錠 0.5mg「サワイ」と切り換え 

注射 

レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg 

「ファイザー」 
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100mL「DSEP」（第一三共エスファ）と切り換え 

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」 DT ビックと切り換え 

外用 フェントステープ 6mg  

 

3. その他 

・アストフィリン配合錠の販売中止について。 

（2020 年 10 月販売中止、経過措置期間満了 2021 年 3 月末予定、代替薬：なし） 

・ヘプタバックスⅡ水性懸濁注シリンジ 0.25mL 供給再開について 

(2020 年 7 月 17 日より供給再開) 


