
 

 

                                                         

薬発 24-11 

平成 24年 10月 1日 

薬剤科 医薬品情報室      

〔Ⅰ〕第 351 回薬事委員会（9 月 28 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 9 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 

院内用時 

院外処方可 

アフィニトール錠 5㎎ 

(エベロリムス錠) 
5mg/錠 抗悪性腫瘍剤 

ノバル 

ティス  

院外専用 
イーケプラ錠 250mg 

(レベチラセタム錠) 
250mg/錠 抗てんかん剤 大塚 

 

院外専用 
イーケプラ錠 500mg 

（レベチラセタム錠） 
500mg/錠 抗てんかん剤 大塚 

 

院内外両用 
ケイキサレートドライシロップ 76% 

(ポリスチレンスルホン酸ナトリウム) 
3.27g/包 高カリウム血症改善剤 鳥居 

アーガメイト 20%ゼリー

25g と切り替え 

院内外両用 
リトドリン錠 5mg「PP」 

(リトドリン錠) 
5mg/錠 切迫流・早産治療剤 ポーラ 

ウテメリン錠 5mg と 

切り替え 

注
射 

院内専用 
グリセリン F注 

(濃グリセリン加糖配合製剤) 
200mL/袋 

頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮

腫治療剤・眼圧降下剤 
光 

グリセオール注と 

切り替え 

院内専用 
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10㎎「日医工」 

(ゲンタマイシン硫酸塩注射液) 
10㎎/管 

アミノグリコシド系     

抗生物質製剤 
日医工 

ゲンタシン注 10㎎と 

切り替え 

院内専用 
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 60㎎「日医工」 

(ゲンタマイシン硫酸塩注射液) 
60㎎/管 

アミノグリコシド系     

抗生物質製剤 
日医工 

ゲンタシン注 60mg と 

切り替え 

院内専用 
セファゾリン Na注射用 0.5g「タイヨー」 

(セファゾリンナトリウム) 
0.5g/V 

セファロスポリン系 

抗生物質製剤 
テバ 

セファメジンα注射用

1g と切り替え 

院内専用 
ソナゾイド注射用１6μL 

(注射用ペルフルブタン) 
16μL/V 超音波診断用造影剤 

第一 

三共  

用時購入 
ダルテパリン Na静注 5000単位/5mL「タイヨー」 

(ダルテパリンナトリウム注射液) 
5000単位/V 血液凝固阻止剤 テバ 

フラグミン静注 5000単

位/5mL と切り替え 

院内専用 
ドキソルビシン塩酸塩注射用 10㎎「NK」 

(注射用ドキソルビシン塩酸塩) 
10㎎/V 抗悪性腫瘍剤 

日本 

化薬 

アドリアシン注用 10㎎と 

切り替え 

院内専用 
ドキソルビシン塩酸塩注射用 50㎎「NK」 

(注射用ドキソルビシン塩酸塩) 
50㎎/V 抗悪性腫瘍剤 

日本 

化薬 

アドリアシン注用 50㎎と 

切り替え 

院内専用 
ハイコート注 2mg 

(ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム) 
2mg/管 

合成副腎皮質 

ホルモン剤 

富士製

工 

リンデロン注 2mg と 

切り替え 

院内専用 
ハイコート注 20mg 

(ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム) 
20mg/管 

合成副腎皮質 

ホルモン剤 

富士製

工 

リンデロン注 20㎎と 

切り替え 

院内専用 
ビタミンＣ注 10%ＰＢ 

（アスコルビン酸製剤） 
500ｍｇ/管 ビタミンＣ剤 

富士  

フィルム 

ビタシミン注射液

500mg と切り替え 
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(裏に続きます) 



 

 

 

2.却下医薬品  

剤形 薬品名  理由 

内服 プロテカジン OD錠 10 後発品の発売が予定されておりOD錠に変更するメリットが少ないため 

内服 ランピオンパック 高薬価であり、現在の採用薬で処方が可能であるため 

 

3.採用中止医薬品  

剤形 薬品名  備考 

内服 アーガメイト 20%ゼリー25g 在庫なくなり次第、ケイキサレートドライシロップ 76％に切り替え 

内服 ウテメリン錠 5mg 在庫なくなり次第、リトドリン錠 5mg「PP」に切り替え 

内服 ポンタールシロップ 3.25%  

注射 アドリアシン注 10㎎ 在庫なくなり次第、ドキソルビシン塩酸塩注射用 10㎎「NK」に切り替え 

注射 アドリアシン注 50mg 在庫なくなり次第、ドキソルビシン塩酸塩注射用 50㎎「NK」に切り替え 

注射 ウテメリン注 50㎎ 在庫なくなり次第、リトドリン点滴静注 50㎎「PP」に切り替え 

注射 グリセオール注 在庫なくなり次第、グリセリン F注に切り替え 

注射 ゲンタシン注 10㎎ 在庫なくなり次第、ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10㎎「日医工」に切り替え 

注射 ゲンタシン注 40㎎  

注射 ゲンタシン注 60mg 在庫なくなり次第、ゲンタマイシン硫酸塩注射液６0㎎「日医工」に切り替え 

注射 セファメジンα注射用 1g 在庫なくなり次第、セファゾリン Na注射用 0.5g「タイヨー」に切り替え 

注射 ドルミカム注 10㎎ 在庫なくなり次第、ミダゾラム注射液 10㎎「タイヨー」に切り替え 

注射 フラグミン静注 5000単位/5mL 在庫なくなり次第、ダルテパリン Na静注 5000単位/5mL「タイヨー」に切り替え 

注射 ビタシミン注射液 100mg  

注射 ビタシミン注射液 500mg 在庫なくなり次第、ビタミン C注 10%PBに切り替え 

注射 リンデロン注 2mg 在庫なくなり次第、ハイコート注 2mgに切り替え 

注射 リンデロン注 20㎎ 在庫なくなり次第、ハイコート注 20㎎に切り替え 

 

4.採用区分変更医薬品 

剤形 薬品名  採用区分 

内服 アモキサン細粒 10% 院内外両用→院外専用 

内服 カバサール錠 1mg 院内外両用→院外専用 

外用 イミグラン点鼻液 20 院内外両用→院外専用 

 

5.その他  採用薬の見直しについて 

  平成 24 年 4 月から平成 24 年 9 月までの 6 ヶ月間の処方実績が少なかった医薬品の採用区分の変更につ

いて、異論がありましたら、10 月 12 日(金)までに、2160 または PHS(薬剤科長)まで連絡をお願いします。 

異論の連絡がない場合は添付資料の通り、採用区分の変更を決定します。 

院内専用 
ミダゾラム注射液 10㎎「タイヨー」 

(ミダゾラム注射液) 
10㎎/管 催眠鎮静剤 テバ 

ドルミカム注 10㎎と 

切り替え 

院内専用 
リトドリン点滴静注 50㎎「ＰＰ」 

(リトドリン塩酸塩注射液) 
50㎎/管 切迫流・早産治療剤 ポーラ 

ウテメリン注 50㎎と 

切り替え 


