
 

                                                        薬発 23－9 

平成 23 年 10 月 3 日 

薬剤科 医薬品情報室      

〔Ⅰ〕第 341 回薬事委員会（9 月 30 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 10 月１1 日(火)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 ツインライン NF配合経腸用液          
A液 200mL,B

液 200ｍL/組 
消化態経腸栄養剤 大塚 

ツインライン配合経腸用

液の在庫なくなり次第、

切り替え 

院内外両用 
ビビアント錠 20mg                   

（バゼドキシフェン酢酸塩錠） 
20mg/錠 骨粗鬆症治療剤 ﾌｧｲｻﾞｰ 

エビスタ錠60mgの在庫

なくなり次第、切り替え 

院内外両用 
プリンペラン錠 5                   

（メトクロプラミド錠） 
5mg/錠 

消化器機能 

異常治療剤 
ｱｽﾃﾗｽ   

院外専用 
ミラペックス LA錠 0.375mg            

（ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩水和物徐放錠） 
0.375mg/錠 

ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ

病治療徐放性製剤 
ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ   

院外専用 
ミラペックス LA錠 1.5mg            

（ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ塩酸塩水和物徐放錠） 
1.5mg/錠 

ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ

病治療徐放性製剤 
ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ   

院内外両用 
メマリー錠 20mg                   

（メマンチン塩酸塩錠） 
20mg/錠 

NMDA受容体拮抗ｱﾙﾂ 

ﾊｲﾏｰ型認知症治療剤 
第一三共 

 

院外専用 ラコール NF配合経腸用液 200mL/袋 
経腸栄養剤        

（経管・経口両用） 
大塚   

院内外両用 
ラミクタール錠 25mg                  

（ラモトリギン錠） 
25mg/錠 

抗てんかん剤、                 

双極性障害治療薬 
ｸﾞﾗｸｿ 

  

  

院内専用 
リクシアナ錠 15mg  

（ｴﾄﾞｷｻﾊﾞﾝﾄｼﾙ酸塩水和物錠） 
15mg/錠 経口 Fxa阻害剤 第一三共 

  

  

 

 

 

 

外用 

院内外両用 
サルコートカプセル外用 50μg          

（ﾍﾞｸﾛﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ製剤） 
50μg/CP 噴霧式口内炎治療剤 帝人   

院外専用 
ノルスパンテープ 5mg              

（ブプレノルフィン経皮吸収型製剤） 
5mg/枚 

経皮吸収型持続性              

疼痛治療剤 
久光 処方医は、必要な講習

を修了した医師限定と

なります。 院外専用 
ノルスパンテープ 10mg              

（ブプレノルフィン経皮吸収型製剤） 
10mg/枚 

経皮吸収型持続性              

疼痛治療剤 
久光 

院外専用 
ビーソフテン外用スプレー0.3％       

（ヘパリン類似物質スプレー） 
100g/本 血行促進・皮膚保湿剤 持田 

  

  

 

 

 

 

 

 

院内専用 

ｶﾞﾍﾞｷｻｰﾄﾒｼﾙ酸塩注射用 

100mg「ｻﾜｲ」 

（ｶﾞﾍﾞｷｻｰﾄメシル酸塩注射剤） 

100mg/瓶 蛋白分解酵素阻害剤 沢井 

注射用エフオーワイ100

の在庫なくなり次第、切

り替え 

院内専用 

ｶﾞﾍﾞｷｻｰﾄﾒｼﾙ酸塩注射用 

500mg「ｻﾜｲ」 

（ｶﾞﾍﾞｷｻｰﾄメシル酸塩注射剤） 

500mg/瓶 蛋白分解酵素阻害剤 沢井 

注射用エフオーワイ500

の在庫なくなり次第、切

り替え 

DDDrrruuuggg   IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   NNNeeewwwsss

       
 



 

 

 

 

 

 

 

注射 

院内用時 

院外処方可 

ｼﾞｪﾉﾄﾛﾋﾟﾝｺﾞｰｸｲｯｸ注用 5.3mg 

（注射用ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ<遺伝子組換え>） 
5.3mg/ｷｯﾄ 

遺伝子組換え天然型         

ヒト成長ホルモン剤 
ﾌｧｲｻﾞｰ 

 

院内専用 

シチコリン注 250mg/2mL 

「日医工」     

  （シチコリン注射液） 

250mg/管 意識障害治療剤 日医工 

ニコリン注射液 250mg

の在庫なくなり次第、切

り替え 

院内専用 

注射用ソル・メルコート 40              

（注射用ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 

ｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ） 

40mg/瓶 副腎皮質ホルモン剤 富士 

ソル・メドロール静注用

40の在庫なくなり次第、

切り替え 

院内専用 

注射用ソル・メルコート 125              

（注射用ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 

ｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ） 

125mg/瓶 副腎皮質ホルモン剤 富士 

ソル・メドロール静注用

125の在庫なくなり次

第、切り替え 

院内専用 

注射用ソル・メルコート 500              

（注射用ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 

ｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ） 

500mg/瓶 副腎皮質ホルモン剤 富士 

ソル・メドロール静注用

500の在庫なくなり次

第、切り替え 

院内専用 

注射用ソル・メルコート 1000             

（注射用ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 

ｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ） 

1000mg/瓶 副腎皮質ホルモン剤 富士 

ソル・メドロール静注用

1000の在庫なくなり次

第、切り替え 

院内専用 

注射用ナファモスタット 10

「MEEK」     

 （注射用ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩） 

10mg/瓶 蛋白分解酵素阻害剤 明治製菓 
注射用フサン10の在庫

なくなり次第、切り替え 

院内専用 

注射用ナファモスタット 50 

「MEEK」       

（注射用ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩） 

50mg/瓶 蛋白分解酵素阻害剤 明治製菓 
注射用フサン50の在庫

なくなり次第、切り替え 

院内専用 
ロゼウス静注用 10mg                 

（ビノレルビン酒石酸塩静注液） 
10mg/瓶 抗悪性腫瘍剤 日本化薬 

ナベルビン注 10の在庫

なくなり次第、切り替え 

院内専用 
ロゼウス静注用 40mg                 

（ビノレルビン酒石酸塩静注液） 
40mg/瓶 抗悪性腫瘍剤 日本化薬 

ナベルビン注 40の在庫

なくなり次第、切り替え 

 

 

2．採用却下医薬品 

 ノルスパンテープ 20mg （ブプレノルフィン経皮吸収型製剤） 持続性疼痛治療剤 （久光）               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



 

3.採用中止医薬品 

剤形 薬品名  備考 

内服 

アルサルミン内用液 10％   

インテバン SP   

エビスタ錠 60mg 在庫なくなり次第、ビビアント錠 20mg と切り替え 

ツインライン配合経腸用液 在庫なくなり次第、ツインライン NF配合経腸用液と切り替え 

ホスレノールチュアブル錠 500mg   

ボンゾール錠 100mg 院外専用薬 

マーロックス懸濁用配合顆粒   

ラコール配合経腸用液 
 

外用 レペタン坐剤 0.4mg   

注射 

ジェノトロピン TC注用 5.3mg 
 

ソル・メドロール静注用 40mg 在庫なくなり次第、注射用ソル・メルコート 40 と切り替え 

ソル・メドロール静注用 125mg 在庫なくなり次第、注射用ソル・メルコート 125 と切り替え 

ソル・メドロール静注用 500mg 在庫なくなり次第、注射用ソル・メルコート 500 と切り替え 

ソル・メドロール静注用 1000mg 在庫なくなり次第、注射用ソル・メルコート 1000 と切り替え 

注射用エフオーワイ 100 在庫なくなり次第、ガベキサートメシル酸塩注射用 100mg「サワイ」と切り替え 

注射用エフオーワイ 500 在庫なくなり次第、ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「サワイ」と切り替え 

注射用フサン 10 在庫なくなり次第、注射用ナファモスタット 10「MEEK」と切り替え 

注射用フサン 50 在庫なくなり次第、注射用ナファモスタット 50「MEEK」と切り替え 

ナベルビン注 10 在庫なくなり次第、ロゼウス静注液 10mg と切り替え 

ナベルビン注 40 在庫なくなり次第、ロゼウス静注液 40mg と切り替え 

ニコリン注射液 250mg 在庫なくなり次第、シチコリン注 250mg/2mL「日医工」と切り替え 

マックアミン輸液 製造販売中止 

 

4.採用区分変更医薬品 

剤形 薬品名 採用区分 

内服 

デプロメール錠 75 院内外両用から院外専用薬へ 

エピペン注射液 0.15mg 院内専用から院内外両用薬へ 

エピペン注射液 0.3mg 院内専用から院内外両用薬へ 

 

 

 

 


