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                                                                薬発 23－1 

平成 23 年 4 月 25 日 

薬剤科 医薬品情報室                           

〔Ⅰ〕第３３７回薬事委員会（４月２２日）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５月９日(月)よりオーダ可能となります。 

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 
アマリール 0.5mg錠             

（グリメピリド製剤） 
0.5mg/錠 

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口

血糖降下剤 
ｻﾉﾌｨ 

  

院内外両用 
グリミクロン HA錠 20mg           

（グリクラシド製剤） 
20mg/錠 

ｽﾙﾎﾆﾙｳﾚｱ系経口

血糖降下剤 
大日本住友 

  

院内外両用 
サムスカ錠 15mg             

（トルバプタン製剤） 
15mg/錠 V2－受容体拮抗剤 大塚 

  

院内専用 

用時購入 

タシグナカプセル 150mg            

（ニロチニブ塩酸塩水和物） 
150mg/CP 抗悪性腫瘍剤 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ 

  

院内外両用 
トラマールカプセル 25mg        

（トラマドール塩酸塩） 
25mg/CP がん性疼痛治療剤 日本新薬 

  

院内外両用 

プラザキサカプセル 75mg        

（ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝｴﾃｷｼﾗｰﾄ          

ﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸塩製剤） 

75mg/CP 直接トロンビン阻害剤 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 

  

院内外両用 

プラザキサカプセル 110mg        

（ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝｴﾃｷｼﾗｰﾄ          

ﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸塩製剤） 

110mg/CP 直接トロンビン阻害剤 ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 

  

  

  

院内外両用 
ベイスンＯＤ錠 0.2               

（ボグリボース口腔内崩壊錠） 
0.2mg/錠 食後過血糖降下剤 武田 

  

院内外両用 

レミニール OD錠 4mg            

（ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ臭化水素酸塩         

口腔内崩壊錠） 

4mg/錠 
ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症 

治療剤 
ヤンセン 

  

  

  

外
用 

院内外両用 
グリセリン浣腸「ムネ」30             

（グリセリン） 
50%30mL/本 浣腸剤 丸石 

ケンエーG浣腸液

50%30mLの在庫なく

なり次第、切り替え 

院内外両用 
グリセリン浣腸「ムネ」60             

（グリセリン） 
50%60mL/本 浣腸剤 丸石 

ケンエーG浣腸液

50%60mLの在庫なく

なり次第、切り替え 

院内外両用 
グリセリン浣腸「ムネ」120             

（グリセリン） 

50%120mL/

本 
浣腸剤 丸石 

ケンエーG浣腸液

50%120mLの在庫な

くなり次第、切り替え 

院内外両用 

ロキソニンゲル１％               

（ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 

水和物ｹﾞﾙ） 

50g/本 
経皮吸収型鎮痛・   

抗炎症剤 
第一三共 

ボルタレンゲル 1%

（25g/本）の在庫なく

なり次第、切り替え 

DDDrrruuuggg   IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   NNNeeewwwsss

       
 



注
射 

院内専用 
キンダリー透析剤 AF2剤 ９L/袋 人工腎臓用透析剤 扶桑 

  

臨時購入   

院内専用 
サブラッド血液ろ過用補充液 B 2020mL/袋 ろ過型人工腎臓用補液 扶桑 

  

臨時購入   

院内専用 
大塚生食注                  

（生理食塩液） 
500mL/袋 生理食塩液 大塚 

テルモ生食 500ｍL

の在庫なくなり次第、

切り替え 

院内専用 
大塚糖液５％                

（ブドウ糖注射液） 
500mL/袋 糖類剤 大塚 

テルモ 5%糖注

500mLの在庫なくなり

次第、切り替え 

院内専用 
生食注シリンジ「オーツカ」10mL           

（生理食塩液） 
10mL/筒 生理食塩液 大塚 

生食注シリンジ「NP」

10mLの在庫なくなり

次第、切り替え 

院内専用 
生食注シリンジ「オーツカ」20mL           

（生理食塩液） 
20mL/筒 生理食塩液 大塚 

生食注シリンジ「NP」

20mLの在庫なくなり

次第、切り替え 

院内専用 ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ 70 ﾐｯｸｽ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ 

（ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ 

〈遺伝子組換え〉） 

3ｍＬ300単位

/ｷｯﾄ 
インスリン製剤 ノボ 

  

臨時購入 

院内外両用 ﾉﾙﾃﾞｨﾄﾛﾋﾟﾝ ﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾛ注 10㎎

（ソマトロピン〈遺伝子組換え〉） 

1.5mL10㎎ 

/ｷｯﾄ 

T細胞選択的         

共刺激調節剤 
ノボ 

  

用時購入   

院内外両用 
ヒューマログミックス 50注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ  

（インスリンプロ混合製剤‐50） 

3ｍＬ300単位

/ｷｯﾄ 
インスリン製剤 ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 

  

  

 

2.採用区分変更医薬品 

 

剤形 薬品名 採用区分 

内服 アーテン散１％ 院内外両用から院外専用薬へ 

内服 レメロン錠１５ｍｇ 院内外両用から院外専用薬へ 

注射 ノボラピッド注ペンフィル 臨時採用から用時購入薬へ 

 

3．採用中止医薬品 

薬品名  備考 

アキネトン細粒１％ 昨年度使用実績なし 

テルモ生食 500mL 大塚生食注（500mL袋）に切り替え 

テルモ 5%糖注 500mL 大塚糖液 5%（500mL袋）に切り替え 

生食注シリンジ「NP」10mL 生食注シリンジ「オーツカ」10mLに切り替え 

生食注シリンジ「NP」20mL 生食注シリンジ「オーツカ」20mLに切り替え 

ノルディトロピン ノルディフレックス 10mg ノルディトロピン フレックスプロ 10mgに切り替え 

ノボリン 40R フレックスペン   

ノボリン 50R フレックスペン   
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ケンエーG浣腸液 50% 30mL グリセリン浣腸「ムネ」30に切り替え 

ケンエーG浣腸液 50% 60mL グリセリン浣腸「ムネ」60に切り替え 

ケンエーG浣腸液 50% 120mL グリセリン浣腸「ムネ」120に切り替え 

ボルタレンゲル 1% 25g/本 ロキソニンゲル 1%に切り替え 

 

4.その他  

①東日本大震災による医薬品流通への影響について 

多くの医薬品が震災の影響を受け供給不安定となっています。現時点または今後近い時期に欠品の生じる可能

性のある薬品は次の通りです。 

薬品名 製薬メーカー 

チラージン S錠、散 あすか 

テツクール徐放錠 100mg あすか 

パラミヂンカプセル 300mg あすか 

ホーリン V膣用錠 1mg あすか 

アトニン-O注 5単位 あすか 

エナルモンデポー筋注 125mg あすか 

ディナゲスト錠 1mg 持田 

カルフェニール錠 80mg 中外 

シグマート錠 5mg 中外 

ジゴシン錠 0.125mg 中外 

ジゴシン錠 0.25mg 中外 

リボトリール錠 0.5mg 中外 

レナジェル錠 中外 

アレロック錠 5mg 協和発酵キリン 

ツムラ大建中湯エキス顆粒 ツムラ 

エンシュア・リキッド アボット 

モーラステープ L 久光 

プロクトセディル坐薬 味の素 

プロクトセディル軟膏 2g 味の素 

テレミンソフト坐薬 2mg 味の素 

  

 

②メロペン静注用 0.5gの小児科限定解除について 

メロペン静注用 0.5g バイアルは、後発品バッグ製剤の採用に伴い小児科限定となっていましたが、重症・難治

性感染症には、1 日 3g(力価)まで増量することができるようになったことから、高用量を使用する場合に限り、

小児科限定を解除します。 

 

③有効期限の近い医薬品について    

消化にご協力をお願いします。（添付資料参照） 


