
薬剤部連絡第 71号 

                                             令和 3年 12月 28日 

関係各位 

                                                                   薬 剤 部 長 

医薬品情報第８号（令和３年度） 

令和3年12月8日に開催された薬事委員会において、次の事項が承認されましたのでお知らせいたしま

す。新規試用採用医薬品は１品目、新規採用医薬品は4品目、削除医薬品は5品目です。 

 

［新規試用採用対象医薬品 ］ 

No 薬 品 名 薬価 一 般 名 薬 効 長期投与 会社名 

1 イミグラン点鼻液 20 \705.2/瓶 スマトリプタン 
5-HT1B/1D受容体作動型 

片頭痛治療薬 
可 GSK 

 

［新規採用医薬品 ］ 

No 薬 品 名 薬価 一 般 名 薬 効 長期投与 会社名 

1 ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 \20.5/g 漢方製剤 漢方製剤 可 ツムラ 

2 プラバスタチンＮａ錠 5mg「Me」 \11.4/錠 

プラバスタチンナトリウム 高脂血症治療剤 

可 
Meijiseika=Me

ファルマ 
3 

プラバスタチン Na 錠 10mg

「Me」 
\15.3/錠 可 

4 カロナール細粒 20% \7.4/g アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤 可 あゆみ製薬 

＊2-4は、採用メーカ切替え。 

 

［新規限定採用医薬品 ］ 

No 薬 品 名 薬価 一 般 名 薬 効 長期投与 会社名 

1 
ウルティブロ吸入用カプセ

ル 
\227.8/CP 

インダカテロールマレイン

酸塩/グリコピロニウム臭化

物カプセル 

長時間作用性吸入

気管支拡張配合剤 
可 ノバルティス 

 

☆削除対象医薬品について 
No 薬 品 名 薬  効 同効薬 理由 

1 ベクロニウム静注 4mg「F」 
非脱分極性麻酔用筋弛緩

剤 
ロクロニウム臭化物静注液 50mg 

製造販売中止。最終在庫が 22 年  

2月に期限切れとなるため。 

2 アジャストＡコーワ錠 40mg 緩下剤 

センノシド錠 12mg            

ラキソベロン錠 2.5mg          

ピコスルファートナトリウム内用液 

処方実績が少ないため。 

3 イミグラン注 3mg 片頭痛治療剤 レルパックス錠 20mg 製造販売中止のため。 

4 ロプレソール錠 40mg 心選択性βブロッカー 
ロプレソール錠 20mg、 

ロプレソール SR錠 120mg 

供給が一時的に停止。処方実績が

少ないため、採用医薬品の整理。 

5 ポプスカイン 0.5%注 50mL 長時間作用型局所麻酔剤 アナペイン注 2mg,10mg 処方実績が少ないため。 

＊上記削除対象医薬品について異議がございましたら、令和 4年 1月 5日までに薬剤部薬務(内線 40133)までご連絡下さい。 

5については、反対意見がなければ、麻酔科限定へ採用区分変更の予定。 

 

 

 

 



☆削除医薬品について 

＊在庫の使用促進にご協力をお願い致します。1,2については、引き続き院外処方は可能です。 

3-5は、採用薬の在庫消尽後に切替え。院外マスタも停止予定。 

 

［新規採用検査試薬 ］ 

No 品名 用途 会社名 

1 オーソ Daily QC  
全自動輸血検査システムにて使用する精度管理

用試薬として使用 
オーソ・クリニカル・ダイアグノティクス 

2 オーソ Daily QC Serum 

 

☆Drug Information News(356号、2021.12号) 

１．DRUG SAFETY UPDATE(No.304) 

  

 2.その他 重要な添付文書改訂情報 

 

No 削除医薬品 薬効 同効薬 理由 
在庫数 

（2021.12時点） 

1 
カプトリル-Rカプセル

18.75mg 

レニン・アンジオテンシン系 

降圧剤 

カプトリル錠 12.5mg、 

カプトリル細粒 5% 

2年間処方実績がな

い。 

100Cap  

(2022.5期限) 

2 ペリシット錠 250mg 脂質代謝・末梢循環改善薬 なし 
院内の処方実績が少

ないため。 

17錠   

(2022.3期限) 

3 
プラバスタチン Na塩錠

5mg「タナベ」 
高脂血症治療剤 

プラバスタチン Na錠 5mg「Me」 
供給停止のため。採用

メーカ切替え 

なし 

4 
プラバスタチンＮａ塩錠

10mg「タナベ」 

プラバスタチン Na錠 10mg

「Me」 
3314錠 

5 
アセトアミノフェン細粒 20%

「TYK」 
解熱鎮痛剤 カロナール細粒 20% 

供給停止のため。採用

メーカ切替え。 
2.3kg 



 

一般名/採用薬品 改訂箇所・内容 

イトラコナゾール（経口剤）/ 

イトラコナゾール錠「日医工」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

［禁忌］一部改訂 

ピモジド、キニジン、ベプリジル、トリアゾラム、シ

ンバスタチン、アゼルニジピン、アゼルニジピン・オ

ルメサルタンメドキソミル、ニソルジピン、エルゴタ

ミン・カフェイン・イソプロピルアンチピリン、ジヒ

ドロエルゴタミン、エルゴメトリン、メチルエルゴメ

トリン、バルデナフィル、エプレレノン、ブロナンセ

リン、シルデナフィル（レバチオ）、タダラフィル

（アドシルカ）、スボレキサント、イブルチニブ、チ

カグレロル、ロミタピド、イバブラジン、ベネトクラ

クス（再発又は難治性の慢性リンパ性白血病（小リン

パ球性リンパ腫を含む）の用量漸増期）、ルラシドン

塩酸塩、アナモレリン塩酸塩、アリスキレン、ダビガ

トラン、リバーロキサバン、リオシグアトを投与中の

患者 

［併用禁忌］追記 

 

削除

 

 



 

☆その他 

①医薬品の供給について 

 

 医薬品名 現状 対応 

出荷

停止 

プラバスタチンＮａ塩錠 10mg

「タナベ」 

12月上旬でメーカの在庫消

尽し、出荷停止。12月まで割

り当て購入可。5mgは、すで

に出荷停止となり、マスタ停

止中。 

 

供給が可能なプラバスタチンＮａ

錠 5mg,10mg「Me」：明治製菓ファ

ルマへ切替えて対応予定。 

アセトアミノフェン細粒 20%

「TYK」 

製造委託先の長生堂製薬が

業務停止処分となり、在庫消

尽後出荷停止となる予定。 

院内の在庫消尽後に、安定供給

が可能なカロナール細粒 20%へ

切替えて対応予定。 

セフカペンピボキシル錠

100mg「ファイザー」 

製造委託先の長生堂製薬が

業務停止処分のため、在庫

消尽後に出荷停止となる予

定。 

院内の在庫消尽後、マスタは一旦

停止予定。製造販売中止がすで

に決定している製品のため他社製

品へ切り替えの検討は必要だが、

現時点では他社も出荷調整のた

め、切り替えは不可能。 

ベリチーム配合顆粒 製造実態と承認書に齟齬が

確認され、一時出荷停止。 

在庫消尽後、一旦停止予定。代

替薬は S・M配合散で。 

ロプレソール錠 40mg 製造委託先で生産遅延が発

生し、一時出荷停止。 

在庫消尽後は、マスタを一旦停

止。ロプレソール錠 20mgで代替

を依頼。 

ドパストン静注 50mg(脳神経

内科・脳血管内科限定) 

舞洲の日立物流倉庫火災の

影響で供給不可。 

25mgの製品は供給可能とのこと。

在庫逼迫すれば、25mgへ切替え

リシノプリル水和物/ 

ゼストリル錠 

［禁忌］追記 

サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物を投与中

の患者又は投与中止から 36時間以内の患者 

 

［併用禁忌］追記 

 

 

 

 



て対応予定としていたが、50mgの

供給は再開。 

出荷

調整 

ミドドリン錠 2mg「サワイ」 今年度出荷調整継続中。割り

当て購入となっているが、さら

に供給は厳しくなる見込み。 

在庫逼迫の可能性が生じた段階

で、先発品メトリジン錠 2mgへ一

時的に切替えて対応予定。後発

他社は切替え不可。 

出荷

再開 

レバチオ錠 20mg 海外製造所において、包装

材料の不具合による納品遅

延が生じ、国内への入荷が

遅れ出荷調整中。 

12月から供給は再開されている

が、引き続き割り当て購入となる。 

在庫消尽しないよう、継続的に調

達を行っていく。 

 

 

☆期限切迫医薬品 

 

 

 


