
 

 

                                                        薬発 24-9 

平成 24年 8月 31日 

薬剤科 医薬品情報室      

〔Ⅰ〕第 350 回薬事委員会（8 月 24 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 9 月 3 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 

院内専用 
アプネカット経口 10㎎ 

(テオフィリン内用液剤) 
10㎎/ｼﾘﾝｼﾞ 

未熟児無呼吸発作 

治療剤 
興和 

 

院内外両用 
シプロフロキサシン錠 200mg「タナベ」 

(塩酸シプロフロキサシン錠) 
200㎎/錠 広範囲経口抗菌剤 田辺 

シプロキサン錠 200mg

と切り替え 

院内外両用 
セフジニルカプセル 100mg「タナベ」 

(セフジニルカプセル) 
100mg/cap 経口用セフェム系製剤 田辺 

セフゾンカプセル

100mg と切り替え 

院内外両用 
セフジニル小児用細粒 10%「タナベ」 

(セフジニル細粒) 
100mg/g 経口用セフェム系製剤 田辺 

セフゾン小児用細粒

10%と切り替え 

院内外両用 ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「マイラン」 5mg/錠  入眠剤 マイラン 
マイスリー錠 5㎎ 

と切り替え 

院内用時 

院外処方可 
テルビナフィン錠 125mg「マイラン」 125mg/錠 

アリルアミン系 

経口抗真菌剤 
マイラン 

ラミシール錠 125mg 

と切り替え 

院内用時 

院外処方可 

ドネぺジル塩酸塩 OD錠 3mg「サワイ」 

(ドネぺジル塩酸塩口腔内崩壊錠) 
3mg/錠 

アルツハイマー型    

認知症治療剤 
沢井 

アリセプト D錠 3mg 

と切り替え 

院内外両用 
ドネぺジル塩酸塩 OD錠 5mg「サワイ」 

(ドネぺジル塩酸塩口腔内崩壊錠) 
5mg/錠 

アルツハイマー型    

認知症治療剤 
沢井 

アリセプト D錠 5mg 

と切り替え 

院外専用 
パロキセチン錠 5mg「サワイ」 

(パロキセチン塩酸塩錠) 
5mg/錠 

選択的セロトニン 

再取り込み阻害剤 
沢井 

パキシル錠 5mg 

と切り替え 

院内外両用 
パロキセチン錠 10mg「サワイ」 

(パロキセチン塩酸塩錠) 
10mg/錠 

選択的セロトニン 

再取り込み阻害剤 
沢井 

パキシル錠 10mg 

と切り替え 

院内外両用 
パロキセチン錠 20mg「サワイ」 

(パロキセチン塩酸塩錠) 
20mg/錠 

選択的セロトニン 

再取り込み阻害剤 
沢井 

パキシル錠 20mg 

と切り替え 

院内外両用 
フルコナゾールカプセル 100mg「マイラン」 

(フルコナゾールカプセル) 
100mg/cap 深在性真菌症治療剤 マイラン 

ジフルカンカプセル

100mg と切り替え 

院内外両用 
ブロチゾラム OD錠 0.25mg「JG」 

(ブロチゾラム口腔内崩壊錠) 
0.25mg/錠 睡眠導入剤 

日本 

ジェネリック 

レンドルミンD錠 0.25mg

と切り替え 

 
院内外両用 

リスペリドン OD錠 0.5mg「タカタ」 

(リスペリドン口腔内崩壊錠) 
0.5mg/錠 抗精神病剤 高田 

リスパダール OD錠

0.5mg と切り替え 

 
院内外両用 

リスペリドン OD錠 1mg「タカタ」 

(リスペリドン口腔内崩壊錠) 
１mg/錠 抗精神病剤 高田 

リスペリドン錠 1㎎

「MEEK」と切り替え 

 
院外専用 

リスペリドン OD錠 2mg「タカタ」 

(リスペリドン口腔内崩壊錠) 
2mg/錠 抗精神病剤 高田 

リスペリドン錠 2㎎

「MEEK」と切り替え 

 
院内外両用 

リスペリドン細粒 1%「タカタ」 

（リスペリドン細粒） 
10㎎/g 抗精神病剤 高田 

リスペリドン細粒 1%

「MEEK」と切り替え 
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2.採用中止医薬品 

剤形 薬品名  備考 

内服 アリセプト D錠 3mg 在庫なくなり次第、ドネペジル塩酸塩 OD錠 3mg「サワイ」に切り替え 

内服 アリセプト D錠 5mg 在庫なくなり次第、ドネペジル塩酸塩 OD錠 5mg「サワイ」に切り替え 

内服 ジフルカンカプセル 100mg 在庫なくなり次第、フルコナゾールカプセル 100mg「マイラン」に切り替え 

内服 シプロキサン錠 200mg 在庫なくなり次第、シプロフロキサシン錠 200mg「タナベ」に切り替え 

内服 セフゾンカプセル 100mg 在庫なくなり次第、セフジニルカプセル 100mg「タナベ」に切り替え 

内服 セフゾン小児用細粒 10% 在庫なくなり次第、セフジニル小児用細粒 10%「タナベ」に切り替え 

内服 パキシル錠 5mg パロキセチン錠 5mg「サワイ」と切り替え 

内服 パキシル錠 10㎎ 在庫なくなり次第、パロキセチン錠 10㎎「サワイ」と切り替え 

内服 パキシル錠 20㎎ 在庫なくなり次第、パロキセチン錠 20㎎「サワイ」と切り替え 

内服 マイスリー錠 5mg 在庫なくなり次第、ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「マイラン」と切り替え 

内服 ラミシール錠 125mg 在庫なくなり次第、テルンビナフィン錠 125mg「マイラン」と切り替え 

内服 リスパダール OD錠 0.5mg 在庫なくなり次第、リスペリドン OD錠 0.5mg「タカタ」と切り替え 

内服 リスペリドン錠 1mg「MEEK」 在庫なくなり次第、リスペリドン OD錠 1mg「タカタ」と切り替え 

内服 リスぺリドン錠 2mg「MEEK」 リスペリドン OD錠 2mg「タカタ」と切り替え 

内服 リスぺリドン錠 3mg「MEEK」 
 

内服 リスペリドン細粒 1%「MEEK」 在庫なくなり次第、リスペリドン細粒 1%「タカタ」と切り替え 

内服 リスパダール内用液 1mg/mL 在庫なくなり次第、リスペリドン内用液 1mg/mL「タカタ」と切り替え 

内服 レンドルミン D錠 0.25mg 在庫なくなり次第、ブロチゾラム OD錠 0.25mg「JG」と切り替え 

 

 

 
院内外両用 

リスペリドン内用液 1mg/mL「タカタ」 

(リスペリドン内用液) 
0.5mg/包 抗精神病剤 高田 

リスパダール内用液

1mg/mL と切り替え 

外
用 

院内専用 

ビスコート 0.5眼粘弾剤 

(精製ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ/ 

ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ) 

0.5mL/筒 眼科手術補助剤 
日本 

アルコン  

注

射 

院内専用 
イモバックスポリオ皮下注 

(不活化ポリオワクチン) 
0.5mL/ｼﾘﾝｼﾞ ウイルスワクチン類 サノフィ  

院内専用 

 

インダシン静注用 1mg 

(静注用インドメタシンナトリウム) 
1mg/V 

未熟児動脈管開存症 

治療剤 
MSD  

院内専用 
バイステージ注 370シリンジ 50mL 

（イオパミドール注射液） 
50mL/ｼﾘﾝｼﾞ 

非イオン性尿路・  

血管造影剤 
テバ  


