
                                                         

  薬発 25-11 

 平成 25 年 9 月 30 日 

薬剤科 医薬品情報室      

第 360 回薬事委員会（9 月 27 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 7 日(月)よりオーダ可能となります。 

 （裏に続きます） 

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 
アシクロビル錠 200mg「サワイ」           

（アシクロビル錠） 
200mg/錠 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 沢井 

  

院内外両用 
エトドラク錠 200mg「タイヨー」       

（エトドラク錠） 
200mg/錠 

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性 

鎮痛・抗炎症剤 
ﾃﾊﾞ製薬 

  

院内外両用 
エルカルチン FF内用液１0％           

（レボカルニチン内用液） 
10mL/瓶 レボカルニチン製剤 大塚 

  

  

院外専用 
エルカルチン錠 300mg           

（レボカルニチン塩化物錠） 
300mg/錠 レボカルニチン製剤 大塚 

  

  

院内外両用 
オルメテック錠 10mg           

（オルメサルタン メドキソミル錠） 
10mg/錠 

高親和性 AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰ

ﾌﾞﾛｯｶｰ 
第一三共 

  

院内外両用 
オロパタジン塩酸塩 OD錠 5mg「明治」            

（オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠） 
5mg/錠 

ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患 

治療剤 

明治製菓

ﾌｧﾙﾏ 

アレロック OD錠 5の在庫

なくなり次第切り替え 

院外専用 
コルベット錠 25mg            

（イグラチモド錠） 
25mg/錠 抗リウマチ剤 大正富山 

  

院外専用 
ジュリナ錠 0.5mg            

（エストラジオール錠） 
0.5mg/錠 経口ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ製剤 ﾊﾞｲｴﾙ 

  

院内外両用 
ダイアート錠 30mg            

（アゾセミド錠） 
30mg/錠 持続型ループ利尿剤 三和化学 

  

  

院内外両用 
乳石錠 500mg「ファイザー」       

（乳酸カルシウム錠） 
500mg/錠 カルシウム剤 ファイザー 

乳酸ｶﾙｼｳﾑ水和物「ﾖｼﾀﾞ」

の在庫なくなり次第切り替え 

院外専用 
パキシル CR錠 12.5mg          

（ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩水和物徐放錠） 
12.5mg/錠 

選択的ｾﾛﾄﾆﾝ      

再取り込み阻害剤 
GSK 

  

  

院内外両用 
ファモチジン D錠 10mg「サワイ」        

（ファモチジン口腔内崩壊錠） 
10mg/錠 H2受容体拮抗剤 沢井 

  

院内外両用 
ファモチジン散 2％「オーハラ」        

（ファモチジン散） 
10mg/0.5g/包 H2受容体拮抗剤 大原 

ｶﾞｽﾀｰ散 2％の在庫なくな

り次第切り替え  

院内外両用 

フェキソフェナジン塩酸塩錠                  

60mg「SANIK」              

（フェキソフェナジン塩酸塩錠） 

60mg/錠 
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患 

治療剤 
日医工 

アレグラ錠60mgの在庫な

くなり次第切り替え 

院内外両用 
フェブリク錠 10mg               

（フェブキソスタット錠） 
10mg/錠 

非ﾌﾟﾘﾝ型選択的ｷｻﾝ

ﾁﾝｵｷｼﾀﾞｰｾﾞ阻害剤・ 

高尿酸血症治療剤 

帝人 

  

院内外両用 
フェロミア錠 50mg                  

（クエン酸第一鉄ナトリウム錠） 
50mg/錠 

可溶性の非イオン型  

鉄剤 
エーザイ 

フェロミア顆粒 8.3％の在

庫なくなり次第切り替え 

院内外両用 
フルイトラン錠 1mg                  

（トリクロルメチアジド錠） 
1mg/錠 ﾁｱｼﾞﾄﾞ系降圧利尿剤 塩野義 
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院外専用 
プロセキソール錠 0.5mg          

（エチニルエストラジオール錠） 
0.5mg/錠 エストラジオール剤 あすか 

  

院内外両用 
ラフチジン錠 10mg「ファイザー」         

（ラフチジン錠） 
10mg/錠 H2受容体拮抗剤 ﾌｧｲｻﾞｰ 

プロテカジン錠 10mgの在庫

なくなり次第、切り替え 

院外専用 
レグテクト錠 333mg                  

（ｱｶﾝﾌﾟﾛｻｰﾄｶﾙｼｳﾑ錠） 
333mg/錠 

ｱﾙｺｰﾙ依存症         

断酒補助剤 
日本新薬 

  

外
用 

院外専用 

アルメタ軟膏              

（ｱﾙｸﾛﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ

軟膏） 

5g/本 
皮膚外用合成副腎皮質

ﾎﾙﾓﾝ剤 
塩野義   

院内外両用 
カリーユニ点眼液 0.005％            

（ピレノキシン点眼液） 
5mL/瓶 浣腸剤 丸石 

カタリン K点眼用 0.005％の

在庫なくなり次第切り替え 

院内外両用 
プロペト                     

（白色ワセリン） 
100g/ﾁｭｰﾌﾞ 眼科用・一般軟膏基剤 丸石   

用時購入 ペンタサ坐剤 1g              

（メサラジン坐剤） 
1g/個 潰瘍性大腸炎治療剤 杏林   

院外処方可 

院内専用 ｱﾙｽﾛﾏﾁｯｸ関節手術用灌流液    

(乳酸リンゲル液） 
3000mL/袋 

関節手術用 

灌流・洗浄用 
ﾊﾞｸｽﾀｰ 

  

用時購入   

注
射 

院内専用 
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ HA ﾜｸﾁﾝ 

「北里第一三共」ｼﾘﾝｼﾞ 0.25mL 
0.25ｍL/ｼﾘﾝｼﾞ ウイルスワクチン類 第一三共 

  

  

院内専用 
ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射用 10mg「NK」

（注射用ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩） 
10mg/V 抗腫瘍性抗生物質製剤 日本化薬 

  

  

院内専用 
ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射用 50mg「NK」

（注射用ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩） 
50mg/V 抗腫瘍性抗生物質製剤 日本化薬 

  

院内専用 

献血アルブミン 5％静注

12.5g/250mL「ベネシス」       

（人血清アルブミン） 

250mL/瓶 血漿分画製剤 
日本血液

製剤機構 

  

  

  

院内専用 
パージェタ点滴静注 420mg/14mL

（ペルツズマブ<遺伝子組換え>注） 
420mg/V 

抗悪性腫瘍剤/抗 HER2

ﾋﾄ化ﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体 
中外 

  

院内専用 プレベナー13水性縣濁注 0.5mL/ｼﾘﾝｼﾞ 細菌ワクチン類 ﾌｧｲｻﾞｰ 
プレベナー水性縣濁皮下注

の在庫なくなり次第、切り替え 

院内専用 
ﾎﾞﾅﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 900μg    

(ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物注射液） 
900μg/袋 骨粗鬆症治療剤 帝人 

  



 

2.採用区分変更医薬品 

剤形 薬品名 （）は一般名 採用区分 

内服 

アイピーディカプセル 

採用から院外専用薬へ 

グルコバイ錠 100mg 

セディール錠 10mg 

セレニカ R顆粒 40％ 

フルイトラン錠 2mg 

ベネシッド錠 250mg 

ラニチジン錠 75mg「マイラン」 

ラニチジン錠 150mg「マイラン」 

外用 

アンヒバ坐剤 50mg 

ザーネ軟膏 

ワコビタール坐剤 30 

ワコビタール坐剤 50 

注射 

アナフラニール点滴静注用 25mg 

採用から用時購入薬へ 

アミカシン硫酸塩注射液 200mg 

エトキシスクレロール 1％注射液 

大塚糖液 50％500mL 

注射用エリスロシン 500mg 

ノボラピッド注 100U/mL 

レンチナン静注用 1mg 

ワゴスチグミン注 0.5mg 

 

3.採用中止医薬品 

   

     (裏に続きます) 

 

 

剤形 薬品名 （）は一般名 備考 

内
服 

アレグラ錠 60mg フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」に切り替え 

アレロック OD錠 5 オロパタジン塩酸塩 OD錠 5mg「明治」に切り替え 

シンメトレル細粒 10％   

ガスター散 2％ ファモチジン散 2％「オーハラ」に切り替え  

タチオン錠 100mg   

デパス細粒 1％   

乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」 乳石錠 500mg「ファイザー」に切り替え 

フェロミア顆粒 8.3％ フェロミア錠 50mgに切り替え 

プロテカジン錠 10mg ラフチジン錠 10mg「ファイザー」に切り替え 

フロモックス小児用細粒 100mg   

ロルカム錠 4mg   

注
射 

アルブミナー5％静注 12.5ｇ/250ｍL 献血アルブミン 5％静注 12.5g/250mLに切り替え 

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ HA ﾜｸﾁﾝ「生研」1mL ﾊﾞｲｱﾙ ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ「北里第一三共」ｼﾘﾝｼﾞ0.25mLに切り替え 

ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液 10mg/5mL「ﾏｲﾗﾝ」 エピルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」に切り替え 

ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液 50mg/25mL「ﾏｲﾗﾝ」 エピルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」に切り替え 



 

 

 

4.その他 

ア)削除取消について 

  前回の薬事委員会で削除となったアレンドロン酸錠 5mg「マイラン」（院外専用）は、継続採用とし

ます。 

 

 
 

ファルモルビシン注射用 10mg   

 
 

プレベナー水性縣濁皮下注 プレベナー13水性縣濁注に切り替え 

外
用 

カタリン K点眼用 0.005％ カリーユニ点眼液 0.005％に切り替え 

サラゾピリン坐剤 500mg   

内

服 

アシノン錠 150mg 過去 1年間処方実績が無いため 

アーテン散 1％ 過去 1年間処方実績が無いため 

エビリファイ散 1％ 過去 1年間処方実績が無いため 

セネガシロップ 過去 1年間処方実績が無いため 

セフテムカプセル 200mg 過去 1年間処方実績が無いため 

パーロデル錠 2.5mg 過去 1年間処方実績が無いため 

バルネチール錠 200mg 過去 1年間処方実績が無いため 

ピメノールカプセル 100mg 過去 1年間処方実績が無いため 

プロチアデン錠 25 過去 1年間処方実績が無いため 

ミルラクト細粒 50％ 過去 1年間処方実績が無いため 

リカマイシンドライシロップ 200 過去 1年間処方実績が無いため 

レバチオ錠 20mg 過去 1年間処方実績が無いため 

外

用 

シマロンゲル 0.05％ 過去 1年間処方実績が無いため 

ステロネマ注腸 3mg 過去 1年間処方実績が無いため 

タチオン点眼用 2％ 過去 1年間処方実績が無いため 

パピロックミニ点眼液 0.1％ 過去 1年間処方実績が無いため 


