
2021年 6月 30日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

薬事委員会において審議の結果、下記の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用

中止となりましたのでお知らせ致します。詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

テノーミン錠 

(P.281) 

【採用】 

25mg 

50mg 

アテノロール錠 25mg 

採用に伴う、採用中止。 

本日付(6/30)で採用中止。 

院外採用医薬品となります。 

ザイザル錠 

(P.645) 

【採用】 

5mg 
レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 

採用に伴う、採用中止。 

サワシリン細粒 

(P.859) 

【採用】 

100mg/g 
ワイドシリン細粒20%(200mg/g) 

採用に伴う、採用中止。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 



2021年 6月 30日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

薬事委員会において審議の結果、下記の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用

中止となりましたのでお知らせ致します。詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

テノーミン錠 

(P.281) 

【採用】 

25mg 

50mg 

アテノロール錠 25mg 

採用に伴う、採用中止。 

本日付(6/30)で採用中止。 

院外採用医薬品となります。 

ザイザル錠 

(P.645) 

【採用】 

5mg 
レボセチリジン塩酸塩錠 5mg 

採用に伴う、採用中止。 

サワシリン細粒 

(P.859) 

【採用】 

100mg/g 
ワイドシリン細粒 10%(100mg/g) 

採用に伴う、採用中止。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 



2021年 6月 9日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

２０２１年１月２２日（金）、５月２８日（金）に開催されました薬事委員会において

審議の結果、下記の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用中止となりましたのでお

知らせ致します。詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

ラモセトロン塩酸塩注射液 

(P.438) 

【採用】 

0.3mg-2mL 

販売中止に伴う、採用中止。 

本日付(6/9)で採用中止。 

注射用ソル・メルコート 

(P.607) 

【採用】 

40mg 

125mg 

500mg 

本日付(6/9)で採用中止。 

先発品のソル・メドロール 

静注用に採用切替え済です。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 



2021年 4月 27日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

薬事委員会において審議の結果、下記の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用

中止となりましたのでお知らせ致します。詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

アーチスト錠 

(P.283) 

【採用】 

1.25mg 

2.5mg 

10mg 

カルベジロール錠 1.25mg,2.5mg,10mg 

採用に伴う、採用中止。 

本日付(4/27)で採用中止。 

院外採用医薬品となります。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 



2021年 4月 14日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

２０２１年３月２６日（金）に開催されました薬事委員会において審議の結果、 

下記の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用中止となりましたのでお知らせ 

致します。詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

ラニチジン錠 

(P.391) 150mg 販売中止に伴う、採用中止。 本日付(4/14)で採用中止。 

イグザレルト錠 

(P.680) 

10mg 

15mg 

イグザレルト OD錠 10mg,15mg 

採用に伴う、採用中止。 
本日付(4/14)で採用中止。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 



2021 年 4 月 14 日 

各位 

薬剤科 

既採用医薬品の再審査結果に基づく 

採用中止医薬品のお知らせ 

2021 年 3 月 26 日（金）に開催された薬事委員会において、既採用医薬品の再審査を

行った結果、下記の医薬品は当院採用医薬品から削除されることとなりましたのでお知

らせ致します。 

尚、下記の薬品名の前に●の付いている品目は、本日(4/14)付けで採用中止とし、その

他の薬品は在庫がなくなり次第採用中止とさせて頂きます。また、下表中の処方せん取

り扱いの削除薬に関しましては、院外処方可能薬へ変更となります。 

記 

名 称 規 格 
共通医薬品集  

収載項 
備 考 

ソセゴン錠 25mg 5 

カルボカインアンプル注  200mg-10mL 22 

フェノバール散 100mg/g 41 

プレセデックス静注液  200μg 48 小児科限定 

トリプタノール錠 25mg 71 

●セレニカ R 錠 400mg 92 

フィコンパ錠 4mg 93 

ビムパット錠 50mg，100mg 94 試用薬品 

トレリーフ OD 錠 25mg 109 試用薬品 

ベガモックス点眼液  0.50% 145 

アレジオン点眼液 0.05% 151 

ゾビラックス眼軟膏  3%-5g 151 

タプロス点眼液 0.02% 155 

トラバタンズ点眼液  155 

ルミガン点眼液 0.03% 155 

メサデルムローション  0.10% 199 

リンデロン VG クリーム 5g 204 

カチリ 224 

プロノン錠 100mg 247 

ペルサンチン錠 100mg 260 

ニバジール錠 2mg 291 

レザルタス配合錠 HD 300 

アスベリン散 100mg/g 352 

メプチンミニ錠 25μg 365 

パルミコート吸入液 0.25mg/包  379 

ゼンタコートカプセル  3mg 419 試用薬品 

グーフィス錠 5mg 428 試用薬品 

ナゼア OD 錠 0.1mg 438 



 

名 称 規 格 
共通医薬品集  

収載項 
備 考 

ゼフィックス錠 100mg 446  

●テノゼット錠 300mg 447 試用薬品 

●オイグルコン錠 1.25mg 477  

ボノテオ錠 50mg 525  

ルテスデポー注  1mL 544  

●プラノバール配合錠    545  

トビエース錠 4mg 591 試用薬品 

リメタゾン静注 2.5mg-1.0mL 610  

リンデロン錠 0.5mg 612  

ボルタレン SR カプセル  37.5mg 623  

インテバン外用液 1%-50mL 629  

ロキソニンゲル  1%-25g 630  

ニポラジン錠 3mg 644  

●アコアラン静注用  600 単位  684 試用薬品 

エンドキサン錠 50mg 744  

グリベック錠 100mg 800  

イレッサ錠   803  

ヴォトリエント錠 200mg 806 試用薬品 

エストラサイトカプセル    821  

ジスロマック細粒 100mg/g 887  

ゾビラックス軟膏  5%-5g 941  

●アセサイド消毒液  750mL 1050  

サルコート 50μg 1064  

●イオパミロン注 300 シリンジ  80mL 1070  

ツムラ(8)大柴胡湯エキス顆粒  2.5g/包  1084  

注射用 GHRP 100μg 1104 試用薬品 

ノイキノン錠 10mg 1109  

●ジェノトロピンペン G12   記載無し 器具 

●ヒューマペンラグジュラ (レッド)   記載無し 器具 

ノボペンエコー   記載無し 器具 

 

 

以上 

連絡先：薬剤科 DI 室（内線 4111） 



2021 年 4 月 1 日 

各 位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

下記の医薬品について、すでに販売中止となっており、2021 年 3 月 31 日をもって経過

措置期間満了となりましたのでお知らせいたします。 

これに伴い、下記医薬品は当院採用医薬品から削除されることとなり、本日（4/1）付け

で採用中止とさせて頂きます。 

記 

医薬品名 備考 

アカルディカプセル(1.25mg) 

販売中止に伴う採用中止 

後発医薬品のピモベンダン錠(0.625mg)をご使

用ください 

サムスカ錠(7.5mg) 
販売中止に伴う採用中止 

サムスカ OD 錠(7.5mg)をご使用ください 

ケンエーG 浣腸液 50% 30mL,60mL,120mL 

販売中止に伴う採用中止 

グリセリン浣腸液 50% 30mL,60mL,120mL 

をご使用ください 

ジスロマック SR 成人用 D･Sy(2g/瓶) 
販売中止に伴う採用中止 

他のアジスロマイシン製剤をご使用ください 

コペガス錠(200mg) 

販売中止に伴う採用中止 

スンベプラカプセル(100mg) 

ダクルインザ錠(60mg) 

ジカディアカプセル(150mg) 

シダトレン スギ花粉舌下液 

(200JAU/mL-10mL) 

シダトレン スギ花粉舌下液 

(2,000JAU/mL-10mL) 

シダトレン スギ花粉舌下液パック 

(2,000JAU/mL-1mL） 

エスポー皮下用シリンジ 

(6000 国際単位－0.5mL) 

以上 

連絡先：薬剤科 DI 室（内線 4111） 



2021年 2月 9日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

２０２１年１月２２日（金）に開催されました薬事委員会において審議の結果、下記

の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用中止となりましたのでお知らせ致します。

詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

スプレキュアMP皮下注用 

(P.547) 

【採用】 

1.8mg 販売中止に伴う、採用中止。 

本日付(2/9)で採用中止。 

同一成分薬のスプレキュア

点鼻液 0.15% 10mLが院外

採用中です（投与経路や 

用法用量等異なります）。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 



                 

 

2021年 2月 3日 

各位 

薬剤科 

 

採用中止医薬品のお知らせ 
 

２０２１年１月２２日（金）に開催されました薬事委員会において審議の結果、下記

の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用中止となりましたのでお知らせ致します。

詳細については備考をご覧ください。 

 

記 

 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格   理由 備 考 

リピディル錠 

(P.338) 

【採用】 

80mg 

パルモディア錠(0.1mg) 

採用に伴い、既採用薬である他のフ

ィブラート系薬剤の各使用量を考慮

した結果、採用中止。 

本日付(2/3)で採用中止。 

院外採用医薬品となります。 

院内で処方する場合は、臨時

購入申請が必要となります。 

 

 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 



2021年 1月 20日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

薬事委員会において審議の結果、下記の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用

中止となりましたのでお知らせ致します。詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

リリカ OD錠 

(P.1107) 

【採用】 

25mg 

75mg 

プレガバリン OD錠 25mg、75mg 

採用に伴う、採用中止。 

本日付(1/20)で採用中止。 

院外採用医薬品となります。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 



2020年 12月 16日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

薬事委員会において審議の結果、下記の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用

中止となりましたのでお知らせ致します。詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

ブイフェンド錠 

（P.919） 

【採用】 

200mg 
ボリコナゾール錠 50mg 

採用に伴う、採用中止。 

本日付(12/16)で採用中止。 

院外採用医薬品となります。 

ファンガード点滴用 

（P.920） 

【採用】 

50mg 
ミカファンギンNa点滴静注用 50mg 

採用に伴う、採用中止。 
本日付(12/16)で採用中止。 

ミルリーラ K注射液 

（P.237） 

【採用】 

22.5mg 

-150mL 

販売中止に伴い、 

ミルリノン注バッグ 22.5mg-150mL 

へ採用切り替えのため採用中止。 

本日付(12/16)で採用中止。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 



2020年 12月 16日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

薬事委員会において審議の結果、下記の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用

中止となりましたのでお知らせ致します。詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

ブイフェンド錠 

（P.919） 

【採用】 

200mg 
ボリコナゾール錠 50mg 

採用に伴う、採用中止。 

本日付(12/16)で採用中止。 

院外採用医薬品となります。 

ファンガード点滴用 

（P.920） 

【採用】 

50mg 
ミカファンギンNa点滴静注用 50mg 

採用に伴う、採用中止。 
本日付(12/16)で採用中止。 

ミルリーラ K注射液 

（P.237） 

【採用】 

22.5mg 

-150mL 

販売中止に伴い、 

ミルリノン注バッグ 22.5mg-150mL 

へ採用切り替えのため採用中止。 

本日付(12/16)で採用中止。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 



2020年 12月 9日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

２０２０年１１月２７日（金）に開催されました薬事委員会において審議の結果、下

記の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用中止となりましたのでお知らせ致します。

詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

ヌーカラ皮下注用 

(P.383) 

【採用】 

100mg 
ヌーカラ皮下注ペン(100mg-1mL)へ 

採用切替え。 
在庫無くなり次第採用中止。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 



2020年 12月 2日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

２０２０年２月２１日（金）に開催されました薬事委員会において審議の結果、下記

の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用中止となりましたのでお知らせ致します。

詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

エスポー皮下注シリンジ 

(P.703) 

【採用】 

6000国際単位-0.5mL 

販売中止に伴う、採用中止。 

在庫無くなり次第採用中止。 

12000国際単位-0.5mL 本日付(12/2)で採用中止。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 



2020年 12月 2日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

２０２０年２月２１日（金）に開催されました薬事委員会において審議の結果、下記

の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用中止となりましたのでお知らせ致します。

詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

エスポー皮下注シリンジ 

(P.703) 

【採用】 

6000国際単位-0.5mL 

販売中止に伴う、採用中止。 

在庫無くなり次第採用中止。 

12000国際単位-0.5mL 本日付(12/2)で採用中止。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 



2020 年 11 月 18 日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

薬事委員会において審議の結果、下記の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用

中止となりましたのでお知らせ致します。詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

ジプレキサ錠 

（P.68） 

【採用】 

2.5mg 
オランザピン OD 錠 2.5mg 

採用に伴う、採用中止。 

本日付(11/18)で採用中止。 

院外採用医薬品となります。 

アローゼン顆粒 

（P.427） 

【採用】 

－ 
ピムロ顆粒 

採用に伴う、採用中止。 

ホスレノールＯＤ錠 

（P.1033） 

【採用】 

250mg 
炭酸ランタン OD 錠 250mg 

採用に伴う、採用中止。 

リュープリン注射用キット 

（P.549･820） 

【採用】 

3.75mg 

リュープロレリン酢酸塩 

注射用キット 3.75mg 

採用に伴う、採用中止。 

本日付(11/18)で採用中止。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI 室（内線 4111） 



2020 年 11 月 18 日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

薬事委員会において審議の結果、下記の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用

中止となりましたのでお知らせ致します。詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

ジプレキサ錠 

（P.68） 

【採用】 

2.5mg 
オランザピン OD 錠 2.5mg 

採用に伴う、採用中止。 

本日付(11/18)で採用中止。 

院外採用医薬品となります。 

アローゼン顆粒 

（P.427） 

【採用】 

－ 
ピムロ顆粒 

採用に伴う、採用中止。 

ホスレノールＯＤ錠 

（P.1033） 

【採用】 

250mg 
炭酸ランタン OD 錠 250mg 

採用に伴う、採用中止。 

リュープリン注射用キット 

（P.549･820） 

【採用】 

3.75mg 

リュープロレリン酢酸塩 

注射用キット 3.75mg 

採用に伴う、採用中止。 

本日付(11/18)で採用中止。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI 室（内線 4111） 



2020年 10月 14日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

薬事委員会において審議の結果、下記の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用

中止となりましたのでお知らせ致します。詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

リフレックス錠 

（P.77） 

【採用】 

15mg 
ミルタザピン OD錠 15mg 

採用に伴う、採用中止。 
本日付(10/14)で採用中止。 

院外採用医薬品となります。 シングレア細粒 

（P.649） 

【採用】 

4mg/包 
モンテルカスト細粒 4mg/包 

採用に伴う、採用中止。 

ジスロマック SR 成人用 D･Sy 

（P.887） 

【採用】 

2g/瓶 

販売中止に伴い、 

アジスロマイシン錠 250mg 

へ採用切り替えのため採用中止。 

本日付(10/14)で採用中止。 

周辺薬局の在庫が無くなり 

次第、院外処方も不可と 

なります。 

インタール点鼻液 

（P.178） 

【採用】 

2%-9.5mL 

販売中止に伴い、 

クロモグリク酸Na点鼻液 2%-9.5mL 

へ採用切り替えのため採用中止。 
本日付(10/14)で採用中止。 

インタール点眼液 

（P.150） 

【院外採用】 

2%-5mL 

販売中止に伴い、 

クロモグリク酸Na点眼液 2%-5mL 

へ採用切り替えのため採用中止。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 



2020年 8月 26日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

薬事委員会において審議の結果、下記の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用

中止となりましたのでお知らせ致します。詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

フィニバックス点滴静注用 

(P.1029) 

【採用】 

0.5g 在庫整理のため採用中止 本日付(8/26)で、採用中止。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 



2020年 8月 19日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

薬事委員会において審議の結果、下記の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用

中止となりましたのでお知らせ致します。詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

レミニール OD錠 

(P.150) 

【採用】 

4mg 

8mg 

ガランタミン OD錠 4mg、8mg 

採用に伴う、採用中止。 
本日付(8/19)で採用中止。 

院外採用医薬品となります。 メマリーOD錠 

(P.151) 

【採用】 

5mg 

20mg 

メマンチン塩酸塩 OD錠 

5mg、20mg 

採用に伴う、採用中止。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 



2020年 7月 15日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

薬事委員会において審議の結果、下記の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用

中止となりましたのでお知らせ致します。詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

セレコックス錠 

(P.79) 

【採用】 

100mg 

200mg 

セレコキシブ錠 100mg,200mg 

採用に伴う、採用中止。 

本日付(7/15)で採用中止。 

院外採用医薬品となります。 

リスパダール OD錠 

(P.115) 

【採用】 

1mg 

2mg 

リスペリドン OD錠 1mg 

採用に伴う、採用中止。 

リスパダール内用液 

(P.115) 

【採用】 

0.5mg-0.5mL 

リスペリドン内用液分包 

0.5mg-0.5mL 

採用に伴う、採用中止。 

ゼチーア錠 

(P.343) 

【採用】 

10mg 
エゼチミブ錠 10mg 

採用に伴う、採用中止。 

アボルブカプセル 

(P.515) 

【採用】 

0.5mg 
デュタステリド錠 0.5mg 

採用に伴う、採用中止。 

エスポー注射液シリンジ 

(P.776) 

【採用】 

1500国際単位-2mL 

3000国際単位-2mL 

販売中止に伴い、 

エポジン注シリンジ 

1500国際単位-0.5mL 

3000国際単位-0.5mL 

へ採用切り替えのため採用中止。 

本日付(7/15)で、採用中止。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 



2020年 7月 8日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

薬事委員会において審議の結果、下記の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用

中止となりましたのでお知らせ致します。詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

フィニバックス点滴静注用 

(P.1029) 

【採用】 

0.25g 在庫整理のため採用中止 本日付(7/8)で、採用中止。 

オキシコドン徐放錠 

(P.1200) 

【採用】 

5mg 

40mg 

販売中止のため、 

オキシコドン徐放錠NX(5mg)、(40mg)へ 

採用切替え 

本日付(7/8)で、採用中止。 

麻薬製剤のため、在庫調整の 

ご協力をお願いすることが 

あります。 

20mg製剤は、院内在庫が 

消尽次第、採用中止と 

なります。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 



2020年 7月 1日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

２０１９年１２月６日（金）、２０２０年５月２９日（金）に開催されました薬事委員

会において審議の結果、下記の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用中止となりま

したのでお知らせ致します。詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

オノアクト点滴静注用 

(P.242) 

【採用】 

50mg 

経済性を考慮し、 

オノアクト点滴静注用(150mg)へ 

採用切替え。 

本日付(7/1)で採用中止。 

リルテック錠 

(－) 

【院外採用】 

50mg 

供給停止のため、 

リルゾール錠(50mg)〔リルテック GE〕へ 

院外採用切替え。 

本日付(7/1)で院外採用中止。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 



2020年 6月 3日 

各位 

薬剤科 

採用中止医薬品のお知らせ 

２０２０年３月２７日（金）及び２０２０年４月２４日（金）に開催されました薬事

委員会において審議の結果、下記の医薬品は当院採用医薬品から削除され、採用中止とな

りましたのでお知らせ致します。詳細については備考をご覧ください。 

記 

採用削除医薬品名 

（共通医薬品集掲載頁） 
規格  理由 備 考 

ダイアート錠 

(P.265) 
30mg 

アゾセミド錠（30mg) 

採用に伴う、採用中止。 本日付(6/3)で採用中止。 

院外採用医薬品となります。クリアナール内用液 

(P.366) 
80mg/mL 

同種同効薬との経済性を比較した 

結果、採用中止。 

 以 上 

連絡先：薬剤科 DI室（内線 4111） 


