
                                                         

 

薬発 26-2 

平成 26 年 4 月 28 日 

薬剤科 医薬品情報室      

 

〔Ⅰ〕第 365 回薬事委員会（4 月 25 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７日(水)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 

院外専用 
アーガメイト 20％ゼリー25g              

（ポリスチレンスルホン酸カルシウムゼリー） 
25g/個 

高カリウム血症 

改善剤 

三和 

化学 
  

院内外両用 
アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」           

（アマンタジン塩酸塩錠） 
50mg/錠 

精神活動改善・ﾊﾟｰｷﾝ

ｿﾝ症候群治療剤・ 

抗 A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ剤 

日医工 
シンメトレル錠 50mgの在庫

無くなり次第、切り替え 

院外専用 
アマンタジン塩酸塩錠 100mg「日医工」           

（アマンタジン塩酸塩錠） 
100mg/錠 

精神活動改善・ﾊﾟｰｷﾝ

ｿﾝ症候群治療剤・ 

抗 A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ剤 

日医工 
シンメトレル錠 100mg と切り

替え 

院内外両用 
イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg「トーワ」        

（イフェンプロジル酒石酸塩錠） 
10mg/錠 鎮暈剤 東和 

セロクラール錠 10mgの在

庫無くなり次第、切り替え 

院内外両用 
エチゾラム錠 0.25mg「NP」           

（エチゾラム錠） 
0.25mg/錠 精神安定剤 ニプロ 

デパス錠 0.25mgの在庫無

くなり次第、切り替え 

院内外両用 
エチゾラム錠 0.5mg「NP」           

（エチゾラム錠） 
0.5mg/錠 精神安定剤 ニプロ 

デパス錠 0.5mgの在庫無く

なり次第、切り替え 

院外専用 
エチゾラム錠 1mg「NP」           

（エチゾラム錠） 
1mg/錠 精神安定剤 ニプロ デパス錠 1mg と切り替え 

院内外両用 
塩酸トリヘキシフェニジル錠 2mg「NP」         

（トリヘキフェニジル塩酸塩錠） 
2mg/錠 

パーキンソン症候群

治療剤 
ニプロ アーテン錠 2mg と切り替え 

院内外両用 
カルベジロール錠 10mg「トーワ」        

（カルベジロール錠） 
10mg/錠 

持続性高血圧・      

狭心症治療剤 
東和 

アーチスト錠 10mgの在庫

無くなり次第、切り替え 

院内外両用 
ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ錠 25mg「YD」         

（クロルマジノン酢酸エステル錠） 
25mg/錠 

前立腺肥大症・ 

癌治療剤 

日本 

ｼﾞｪﾈﾘｯｸ 

プロスタール錠 25mgの在

庫無くなり次第、切り替え 

院内外両用 
ジオトリフ錠 20mg                

（アファチニブマレイン酸塩錠） 
20mg/錠 

抗悪性腫瘍剤/        

ﾁﾛｼﾝｷﾅｰｾﾞ阻害剤 
ベーリンガー 

  

  

院内外両用 
ジオトリフ錠 30mg              

（アファチニブマレイン酸塩錠） 
30mg/錠 

抗悪性腫瘍剤/        

ﾁﾛｼﾝｷﾅｰｾﾞ阻害剤 
ベーリンガー 

  

  

院内外両用 
ジオトリフ錠 40mg                

（アファチニブマレイン酸塩錠） 
40mg/錠 

抗悪性腫瘍剤/        

ﾁﾛｼﾝｷﾅｰｾﾞ阻害剤 
ベーリンガー 

  

  

院内外両用 
ジクロフェナク Na錠 25mg「トーワ」        

（ジクロフェナクナトリウム錠） 
25mg/錠 鎮痛・抗炎症剤 東和 

ボルタレン錠 25mgの在庫

無くなり次第、切り替え 

院内外両用 
シルニジピン錠 10mg「サワイ」           

（シルニジピン錠） 
10mg/錠 

持続性 Ca拮抗 

降圧剤 
沢井 

アテレック錠 10mgの在庫

無くなり次第、切り替え 
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(裏に続きます) 



 

 

内
服 

院外専用 
ゾピクロン錠 7.5mg「トーワ」                  

（ゾピクロン錠） 
7.5mg/錠 睡眠障害改善剤 東和 

アモバン錠 7.5mg と切り替

え 

院内外両用 
ゾピクロン錠 10mg「トーワ」                  

（ゾピクロン錠） 
10mg/錠 睡眠障害改善剤 東和 

アモバン錠 10mgの在庫無

くなり次第、切り替え 

院内外両用 
チザニジン錠 1mg「日医工」          

（チザニジン塩酸塩錠） 
1mg/錠 筋緊張緩和剤 日医工 

テルネリン錠 1mgの在庫無

くなり次第、切り替え 

院内外両用 
トリアゾラム錠 0.125mg「日医工」           

（トリアゾラム錠） 
0.125mg/錠 睡眠導入剤 日医工 

ハルシオン錠0.125mgの在

庫無くなり次第、切り替え 

院外専用 
トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」           

（トリアゾラム錠） 
0.25mg/錠 睡眠導入剤 日医工 

ハルシオン錠 0.25mg と切り

替え 

院内外両用 
ニセルゴリン錠 5mg「トーワ」           

(ニセルゴリン錠） 
5mg/錠 

脳循環・ 

代謝改善剤 
東和 

サアミオン錠 5mgの在庫無

くなり次第、切り替え 

院内外両用 
バラシクロビル錠 500mg「トーワ」                

（バラシクロビル塩酸塩錠） 
500mg/錠 

抗ウイルス 

化学療法剤 
東和 

バルトレックス錠 500mgの

在庫無くなり次第、切り替え 

院内外両用 
バルプロ酸ナトリウム錠 200mg「アメル」   

（バルプロ酸ナトリウム錠） 
200mg/錠 

抗てんかん剤、躁

病・躁状態治療剤、

片頭痛治療剤 

共和 

薬品 

デパケン錠 200mgの在庫

無くなり次第、切り替え 

院内外両用 
ビカルタミド錠 80mg「トーワ」          

（ビカルタミド錠） 
80mg/錠 前立腺癌治療剤 東和 

カソデックス錠80mgの在庫

無くなり次第、切り替え 

院内外両用 
ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg「日医工」      

（ピコスルファートナトリウム水和物錠） 
2.5mg/錠 緩下剤 日医工 

ラキソベロン錠 2.5mgの在

庫無くなり次第、切り替え 

用時購入 ブシラミン錠 100mg「日医工」             

（ブシラミン錠） 
100mg/錠 抗リウマチ剤 日医工 

リマチル錠 100mg と切り替

え 院外処方可 

院内外両用 
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「CEO」          

（ベタヒスチンメシル酸塩錠） 
6mg/錠 

めまい・平衡障害 

治療剤 
武田 

メリスロン錠 6mgの在庫無く

なり次第、切り替え 

院内外両用 
ロキシスロマイシン錠 150ｍｇ「ファイザー」   

(ロキシスロマイシン錠） 
150mg/錠 

酸安定性・持続性      

マクロライド系抗生剤 
ファイザー 

ルリッド錠 150mgの在庫無

くなり次第、切り替え 

院内外両用 
ロサルタン K錠 25mg「トーワ」            

（ロサルタンカリウム錠） 
25mg/錠 AⅡアンタゴニスト 東和 

ニューロタン錠 25mgの在

庫無くなり次第、切り替え 

外
用 

院外専用 
ナゾネックス点鼻液 50µg56噴霧用      

（ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ水和物点鼻液） 
56噴霧/ｷｯﾄ 

定量噴霧式ｱﾚﾙｷﾞｰ

性鼻炎治療剤 
MSD   

用時購入 バンコマイシン眼軟膏 1％            

（バンコマイシン塩酸塩眼軟膏） 
5g/本 

グリコペプチド系 

抗生物質製剤 

日東 

ﾒﾃﾞｨｯｸ 

  

院外処方可   

院内専用 
ペリオフィール歯科用軟膏 2％             

（歯科用塩酸ミノサイクリン軟膏） 
0.5ｇ/筒 歯科用抗生物質製剤 

昭和薬品 

化工  

院内外両用 
ポビドンヨードガーグル 7％「日医工」     

(ポビドンヨード） 
30mL/本 含嗽剤 日医工 

イソジンガーグル液 7％の在

庫無くなり次第、切り替え 

院内外両用 
ポピヨード液 10％                

（ポビドンヨード） 
250mL/本 

外皮用殺菌 

消毒剤 
ヤクハン 

イソジン液 10％の在庫無く

なり次第、切り替え 

院外専用 
リドメックスコーワローション 0.3％         

(ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ吉草酸ｴｽﾃﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ製剤） 
10g/本 

外用副腎皮質 

ホルモン剤 
興和   

 

 



 

注
射 

院内専用 アドセトリス点滴静注用 50mg           

（ブレンツキシマブベドチン<遺伝子組換え>注） 
50mg/V 

抗悪性腫瘍剤/微小管阻害薬

拮抗 CD33 モノクローナル抗体 
ﾀｹﾀﾞ 

  

用時購入   

院内専用 
カドサイラ点滴静注用 100mg          

 （トラスツズマム エムタンシン<遺伝子組換え>） 
100mg/V 

抗 HER2 抗体ﾁｭｰﾌﾞﾘﾝ重

合阻害剤複合体 
中外   

院内専用 
カドサイラ点滴静注用 160mg          

 （トラスツズマム エムタンシン<遺伝子組換え>） 
160mg/V 

抗 HER2 抗体ﾁｭｰﾌﾞﾘﾝ重

合阻害剤複合体 
中外   

院内専用 
セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」        

（注射用セフォチアム塩酸塩） 
1g/V セフェム系抗生物質製剤 ﾆﾌﾟﾛ 

パンスポリン静注用 1gの在庫

無くなり次第、切り替え 

院内専用 
セフタジジム静注用 1g「マイラン」    

（注射用セフタジジム） 
1g/V セフェム系抗生物質 ﾌｧｲｻﾞｰ 

セフタジジム静注用 1g「サンド」の在

庫無くなり次第、切り替え 

院内専用 
セフトリアキソンナトリウム静注用 1g「NP」 

（注射用セフトリアキソンナトリウム） 
1g/V セフェム系抗生物質製剤 ﾆﾌﾟﾛ 

セフトリアキソン Na静注用 1g「サン

ド」の在庫無くなり次第、切り替え 

院内専用 ハイカムチン注射用 1.1ｍｇ         

（ノギテカン塩酸塩製剤） 
1.1mg/V 抗悪性腫瘍剤 

日本

化薬 

 

用時購入 

臨時採用 
ヘパリンカルシウム皮下注 5千単位/0.2mL シリンジ「モチダ」          

（ヘパリンカルシウム・水性注射液） 
0.2mL/筒 血液凝固阻止剤 持田 

  

 

2．却下医薬品 

剤形 薬品名 理由 

内服 カソデックス OD錠 80mg 
一般名処方となっており、患者が口腔内崩壊錠を希望する場合は保険調剤

薬局で変更可能なため 

 

3.採用区分変更医薬品 

剤形 薬品名 採用区分 

内服 

タイケルブ錠 250mg 院内外両用から用時購入院外処方可 

ネクサバール錠 200mg  院内外両用から用時購入院外処方可 

プロベラ錠 2.5mg  院内外両用から用時購入院外処方可 

ユーゼル錠 25mg 院内外両用から用時購入院外処方可 

外用 サルコートカプセル外用 50µg 院内外両用から用時購入院外処方可 

注射 

乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用） 院内専用から用時購入 

ビクトーザ皮下注 18mg 院内外両用から用時購入院外処方可 

ヒューマログ注カート 院内外両用から院外専用 

 

4.採用中止医薬品 

剤形 薬品名  備考 

内服 

アテレック錠 10mg シルニジピン錠 10mg「サワイ」に切り替え 

アーチスト錠 10ｍｇ カルベジロール錠 10mg「トーワ」に切り替え 

アーテン錠 2mg 塩酸トリヘキシフェニジル錠 2mg「NP」に切り替え 

アモバン錠 7.5mg ゾピクロン錠 7.5mg「トーワ」に切り替え    

アモバン錠 10mg ゾピクロン錠 10mg「トーワ」に切り替え 

カソデックス錠 80mg ビカルタミド錠 80mg「トーワ」に切り替え   

サアミオン錠 5mg ニセルゴリン錠 5mg「トーワ」に切り替え 

シンメトレル錠 50mg アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」に切り替え 

 

(裏に続きます) 



 

 

内服 

シンメトレル錠 100mg アマンタジン塩酸塩錠 100mg「日医工」に切り替え 

セロクラール錠 10mg イフェンプロジル酒石酸塩錠 10mg「トーワ」に切り替え  

デパケン錠 200mg バルプロ酸ナトリウム錠 200mg「アメル」に切り替え 

デパス錠 0.25mg エチゾラム錠 0.25mg「NP」に切り替え 

デパス錠 0.5mg エチゾラム錠 0.5mg「NP」に切り替え 

デパス錠 1mg エチゾラム錠 1mg「NP」に切り替え 

テルネリン錠 1mg チザニジン錠 1mg「日医工」に切り替え 

ニューロタン錠 25mg ロサルタン K錠 25mg「トーワ」に切り替え 

ハルシオン錠 0.125mg トリアゾラム錠 0.125mg「日医工」に切り替え   

ハルシオン錠 0.25mg トリアゾラム錠 0.25mg「日医工」に切り替え   

バルトレックス錠 500mg バラシクロビル錠 500mg「トーワ」に切り替え 

プロスタール錠 25mg クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg「YD」に切り替え 

ボルタレン錠 25mg ジクロフェナク Na錠 25mg「トーワ」に切り替え  

メリスロン錠 6mg ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「CEO」に切り替え  

ラキソベロン錠 2.5mg ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg「日医工」に切り替え  

リマチル錠 100mg ブシラミン錠 100mg「日医工」に切り替え  

ルリッド錠 150mg ロキシスロマイシン錠 150mg「ファイザー」に切り替え 

外用 
イソジン液 10％ ポピヨード液 10％に切り替え    

イソジンガーグル液 7％ ポビドンヨードガーグル 7％「日医工」に切り替え  

注射 

セフタジジム静注用 1g「サンド」 セフタジジム静注用 1g「マイラン」に切り替え 

セフトリアキソン Na静注用 1g「サンド」 セフトリアキソンナトリウム静注用 1g「NP」 

パンスポリン静注用 1g セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」 に切り替え 

ボセルモンデポー筋注   

 

5.その他 

ア）有効期限の近い医薬品について(添付資料参照) 

  消化にご協力をお願いします。 

 


