
                                                      

 

 薬発 R2-7    

 令和 3 年 1 月 21 日 

薬剤科 医薬品情報室 

 

〔Ⅰ〕第 426 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（1 月 25 日）より処方可能となります。 

剤形 採用区分 薬品名  規格 薬効 メーカー 備考 

内
服 

院外専用 
ゼジューラカプセル 100mg 

（ニラパリブトシル酸塩水和物） 

100mg/ 

Cap 
抗悪性腫瘍剤 武田薬品 新規採用 

用時購入 
ビラフトビカプセル 50mg 

（エンコラフェニブ） 
50mg/Cap 抗悪性腫瘍剤 小野薬品 新規採用 

用時購入 
ビラフトビカプセル７5mg 

（エンコラフェニブ） 
75mg/Cap 抗悪性腫瘍剤 小野薬品 新規採用 

用時購入 
メクトビ錠 15mg 

（ビニメチニブ） 
15mg/錠 抗悪性腫瘍剤 小野薬品 新規採用 

用時購入 
ゼルヤンツ錠 5mg 

（トファシチニブクエン酸塩） 
5mg/錠 

関節リウマチ・ 

潰瘍性大腸炎治療剤 
ファイザー 新規採用 

用事購入 
エベレンゾ錠 50mg 

（ロキサデュスタット） 
50mg/錠 腎性貧血治療剤 アステラス 

エベレンゾ錠 100mg と 

切り換え 

用事購入 
ミニリンメルト OD錠 60μg 

（デスモプレシン酢酸塩水和物） 
60μg/錠 脳下垂体ホルモン剤 

キッセイ 

薬品工業 
臨時採用→用事購入 

臨時採用 
ロケルマ懸濁用散分包 5g 

（ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム） 
5 g/包 高カリウム血症改善剤 

アストラゼ

ネカ 

臨時採用（4名使用） 

院外は 2020 年１月に採

用済み。 

院内外両用 
オキシコドン徐放錠 5mgNX「第一三共」 

（オキシコドン塩酸塩水和物） 
5mg/錠 持続性癌疼痛治療剤 第一三共 

オキシコドン徐放錠 5mg

「第一三共」と切り換え 

院内外両用 
オキシコドン徐放錠 20mgNX「第一三共」 

（オキシコドン塩酸塩水和物） 
20mg/錠 持続性癌疼痛治療剤 第一三共 

オキシコドン徐放錠 20mg

「第一三共」と切り換え 

院内外両用 
オキシコドン徐放錠 40mgNX「第一三共」 

（オキシコドン塩酸塩水和物） 
40mg/錠 持続性癌疼痛治療剤 第一三共 

オキシコドン徐放錠 40mg

「第一三共」と切り換え 

院内外両用 
オロパタジン塩酸塩 OD錠 5mg「トーワ」 

（オロパタジン） 
 5mg/錠 アレルギー性疾患治療剤 東和薬品 

オロパタジン塩酸塩 OD錠

5mg「明治」と切り換え 

院内外両用 
モンテルカスト錠 10mg「DSEP」 

（モンテルカスト） 
10mg/錠 

気管支喘息・アレルギー

性鼻炎治療剤 

第一三共

エスファ 

モンテルカスト錠 10mg

「EE」と切り換え 

院内外両用 
ランソプラゾール OD錠 30mg「サワイ」 

（ランソプラゾール） 
30mg/錠 プロトンポンプ阻害剤 サワイ製薬 

ランソプラゾール OD錠

30mg「日医工」と切り換え 

用時購入 
イトラコナゾール錠 50mg「日医工」 

（イトラコナゾール） 
50mg/錠 抗真菌剤 日医工 

イトラコナゾール錠 50mg

「MEEK」と切り換え 

 

 
 



 

 

（新規採用医薬品の続き） 

注
射 

院内専用 
コアヒビター注射用 10mg 

（ナファモスタットメシル酸塩） 
10mg/瓶 蛋白分解酵素阻害剤 陽進堂 

注射用ナファモスタット 10

「MEEK」と切り換え 

院内専用 
コアヒビター注射用 50mg 

（ナファモスタットメシル酸塩） 
50mg/瓶 蛋白分解酵素阻害剤 陽進堂 

注射用ナファモスタット 50

「MEEK」と切り換え 

用時購入 
デュピクセント皮下注 300mgペン 

（デュピルマブ） 

300mg/ 

2mL 

ヒト型抗ヒト IL-4/13受容

体モノクローナル抗体 
サノフィ 

デュピクセント皮下注

300mgシリンジと切り換え 

外
用 

院外専用 
コレクチム軟膏 

（デルゴシチニブ） 
5mg/g アトピー性皮膚炎治療剤 鳥居薬品 新規採用 

 

 

2．医薬品の採用区分変更 

剤型 医薬品名 採用区分 

内服 

エビリファイ錠 1ｍｇ 院外専用→院内外両用 

エビリファイ錠 6ｍｇ 院内外両用→院外専用 

ミニリンメルト OD錠 60μg 臨時採用→用事購入 

MS コンチン錠 10mg 院内専用→院内外両用 

MS コンチン錠 30mg 院内専用→院内外両用 

 

 

3. 採用中止医薬品 

剤形 薬品名  備 考 

内服 

エベレンゾ錠 100mg エベレンゾ錠 50mg と切り換え 

オキシコドン徐放錠 5mg「第一三共」 オキシコドン徐放錠 5mgNX「第一三共」と切り換え 

オキシコドン徐放錠 20mg「第一三共」 オキシコドン徐放錠 20mgNX「第一三共」と切り換え 

オキシコドン徐放錠 40mg「第一三共」 オキシコドン徐放錠 40mgNX「第一三共」と切り換え 

オロパタジン塩酸塩 OD錠 5mg「明治」 オロパタジン塩酸塩 OD錠 5mg「トーワ」と切り換え 

モンテルカスト錠 10mg「EE」 モンテルカスト錠 10mg「DSEP」と切り換え 

ランソプラゾール OD錠 30mg「日医工」 ランソプラゾール OD錠 30mg「サワイ」と切り換え 

イトラコナゾール錠 50mg「MEEK」 イトラコナゾール錠 50mg「日医工」と切り換え 

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒  

注射 

注射用ナファモスタット 10「MEEK」 コアヒビター注射用 10mg と切り換え 

注射用ナファモスタット 50「MEEK」 コアヒビター注射用 50mg と切り換え 

デュピクセント皮下注 300mgシリンジ デュピクセント皮下注 300mgペンと切り換え 

 

 


