
                                                      

 

 薬発 R2-6    

  令和 2 年 10 月 22 日 

薬剤科 医薬品情報室 

 

〔Ⅰ〕第 424 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（10 月 26 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 

院内外両用 アジスロマイシン錠 250mg「NP」 250mg／錠 マクロライド系抗生物質 ニプロ 

ｼﾞｽﾛﾏｯｸ SR成人用

ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ 2g と切り

換え 

院内外両用 アトルバスタチン錠 5mg「DSEP」 5mg／錠 高脂血症治療剤 
第一三共 

エスファ 

アトルバスタチン錠

5mg「ｻﾜｲ」と切り換え 

院内外両用 アトルバスタチン錠 10mg「DSEP」 10mg／錠 高脂血症治療剤 
第一三共 

エスファ 

ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠 10mg

「ｻﾜｲ」と切り換え 

院内外両用 エンレスト錠 100mg 100mg／錠 
サクビトリル・バルサルタン合

剤 

ノバルティス

ファーマ 
新規採用 

院内外両用 オランザピン OD錠 2.5mg「DSEP」 2.5mg／錠 
抗精神病薬・ 

双極性障害治療薬・制吐剤 

第一三共 

エスファ 

ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ OD錠 2.5 

mg「ﾀｶﾀ」と切り換え 

院内外両用 サムスカ OD錠 7.5mg 7.5mg／錠 利尿剤 大塚製薬 
サムスカ錠 7.5mg と

切り換え 

院内外両用 サムスカ OD錠 15mg 15mg／錠 利尿剤 大塚製薬 
サムスカ錠 15mg と

切り換え 

用事購入 サムスカ OD錠 30mg 30mg／錠 利尿剤 大塚製薬 
サムスカ錠 30mg と

切り換え 

院内外両用 酸化マグミット錠 250mg「ケンエー」 250mg／錠 瀉下剤 
日本ジェネリ

ック 

マグミット錠 250mg と

切り換え 

院内外両用 酸化マグミット錠 330mg「ケンエー」 330mg／錠 瀉下剤 
日本ジェネリ

ック 

マグミット錠 330mg と

切り換え 

院外専用 スマイラフ錠 50mg 50mg／錠 抗リウマチ薬 
アステラス

製薬 
新規採用 

院外専用 スマイラフ錠 100mg 100mg／錠 抗リウマチ薬 
アステラス

製薬 
新規採用 

院内外両用 
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg

「DSEP」 
5mg／錠 入眠剤 

第一三共 

エスファ 

ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩錠

5mg「ｻﾜｲ」と切り換え 

院内外両用 モサプリドクエン酸塩錠 5mg「DSEP」 5mg／錠 消化管運動機能改善薬 
第一三共 

エスファ 

ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠

5mg「NP」と切り換え 

院外専用→ 

院内外両用 
モビコール配合内用剤  6.8523g／包 慢性便秘症治療剤 EA ﾌｧｰﾏ 採用区分変更 

院内外両用 ラベプラゾール錠 10mg「ケミファ」 10mg／錠 プロトンポンプ阻害剤 日本ケミファ 
ラ ベ プ ラ ゾール錠

10mg「NP」と切り換え 

院内外両用 レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」 250mg／錠 ニューキノロン系抗生物質 
第一三共 

エスファ 

レボフロキサシ錠 250 

mg「明治」と切り換え 

院内外両用 レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」 500mg/錠 ニューキノロン系抗生物質 
第一三共 

エスファ 

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠 500 

mg「明治」と切り換え 

院外専用 ロケルマ懸濁用散剤分包 5g/包、10g/包 高カリウム血症改善剤 
アストラゼネ

カ株式会 
新規採用 

 
 



 

 

注
射 院内専用 オニバイド点滴静注 43mg 43mg/10mL  抗悪性腫瘍剤 ヤクルト  

外
用 

院内外両用 エキザルベ 
５ｇ/本、 

100g/瓶 
皮膚疾患治療剤 

マルホ株式

会社 
新規採用 

院外専用 コソプト配合点眼液  5mL/本 緑内障・高眼圧治療剤 参天製薬  

院外専用 タプロス点眼液 0.0015% 2.5mL/本 緑内障・高眼圧治療剤 参天製薬  

院外専用 トルソプト点眼液 1% 5mL/本 緑内障・高眼圧治療剤 参天製薬  

院外専用 レスキュラ点眼液 0.12% 5mL/本 緑内障・高眼圧治療剤 
日東メディッ

ク株式会社 
 

 

2. 医薬品の採用区分変更 

剤型 医薬品名 採用区分 

内服 モビコール配合内用剤       院外専用→院内外両用 

注射 
イントラリポス輸液 20% 院内専用→院内外両用（院外のみ患者限定） 

ヴィーン D輸液 院内専用→院内外両用（院外のみ患者限定） 

 

3. 採用中止医薬品 

剤形 薬品名  備 考 

内服 

ジスロマック SR成人用ドライシロップ 2g アジスロマイシン錠 250mg「NP」と切り換え 

アトルバスタチン錠 5mg「サワイ」 アトルバスタチン錠 5mg「DSEP」と切り換え 

アトルバスタチン錠 10mg「サワイ」 アトルバスタチン錠 10mg「DSEP」と切り換え 

オランザピン OD錠 2.5mg「タカタ」 オランザピン OD錠 2.5mg「DSEP」と切り換え 

サムスカ錠 7.5mg サムスカ OD錠 7.5mgへ剤形変更  

サムスカ錠 15mg サムスカ OD錠 15mgへ剤形変更   

サムスカ錠 30mg サムスカ OD錠 30mgへ剤形変更   

マグミット錠 250mg 酸化マグネシウム錠 250mg「ケンエー」と切り換え 

マグミット錠 330mg 酸化マグネシウム錠 330mg「ケンエー」と切り換え 

ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「サワイ」 ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「DSEP」と切り換え 

モサプリドクエン酸塩錠 5mg「NP」 モサプリドクエン酸塩錠 5mg「DSEP」と切り換え 

ラベプラゾール錠 10mg「NP」 ラベプラゾール錠 10mg「ケミファ」と切り換え 

レボフロキサシン錠 250mg「明治」 レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」と切り換え 

レボフロキサシン錠 250mg「明治」 レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」と切り換え 

オメプラール錠 20mg  

テプレノン細粒  

 


