
                                                         

 

薬発 27-8 

平成 27 年 7 月 27 日 

薬剤科 医薬品情報室 

 

〔Ⅰ〕第 377 回薬事委員会（7 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 8 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 

院内外両用 
カロナール錠 500                  

（アセトアミノフェン錠） 
500mg/錠 解熱鎮痛剤 

昭和薬品 

化工 
  

院内外両用 
クロピドグレル錠 25mg「SANIK」       

（クロピドグレル硫酸塩錠） 
25mg/錠 抗血小板剤 日医工 

プラビックス錠25mgの在

庫無くなり次第、切り替え 

院内外両用 
クロピドグレル錠 75mg「SANIK」       

（クロピドグレル硫酸塩錠） 
75mg/錠 抗血小板剤 日医工 

プラビックス錠75mgの在

庫無くなり次第、切り替え 

院外専用 
コムタン錠 100mg               

（エンタカポン錠） 
100mg/錠 末梢COMT阻害剤 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ   

院内外両用 
セイブル OD錠 50mg               

（ミグリトール口腔内崩壊錠） 
50mg/錠 

糖尿病食後過血糖

改善剤 
三和化学 

セイブル錠 50mgの在庫

無くなり次第、切り替え 

院内外両用 
トラマール OD錠 25mg               

（トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠） 
25mg/錠 

がん疼痛・慢性疼

痛治療剤 
ファイザー 

トラマールカプセル 25mgの

在庫無くなり次第、切り替え 

院内外両用 
ナフトピジル OD錠 25mg「タカタ」               

（ナフトピジル口腔内崩壊錠） 
25mg/錠 

前立腺肥大症に伴

う排尿障害改善剤 
高田 

フリバスOD錠25mgの在

庫無くなり次第、切り替え 

院内外両用 
ナフトピジル OD錠 50mg「タカタ」               

（ナフトピジル口腔内崩壊錠） 
50mg/錠 

前立腺肥大症に伴

う排尿障害改善剤 
高田 

フリバスOD錠50mgの在

庫無くなり次第、切り替え 

院外専用 
ナフトピジル OD錠 75mg「タカタ」               

（ナフトピジル口腔内崩壊錠） 
75mg/錠 

前立腺肥大症に伴

う排尿障害改善剤 
高田 

フリバス OD錠 75mgと切

り替え 

臨時購入 ミコブティンカプセル 150mg           

（リファブチンカプセル） 
150mg/CP 抗酸菌症治療薬 ファイザー   

院外処方可 

院内外両用 
メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「トーワ」                  

 （メトホルミン塩酸塩錠） 
250mg/錠 

ビグアナイド系       

経口血糖降下剤 
東和 

メトグルコ錠 250mgの在

庫無くなり次第、切り替え 

外
用 

院内外両用 

ジオクチルソジウムスルホサクシネート 

耳科用液 5％「CEO」                            

（ジオクチルソジウムスルホサクシネート液） 

10mL/本 耳垢除去剤 
セオリオ 

ファーマ 

耳垢水の在庫無くなり次

第、切り替え 

注
射 

用時購入 
サイラムザ点滴静注液 100mg        

(ラムシルマブ＜遺伝子組換え＞注射液) 
100mg/瓶 

抗悪性腫瘍剤・ヒト型

抗ＶＥＧＦＲ－２ 

モノクローナル抗体 

日本イー  

ライリリー 
  

院内専用 

用時購入 
サイラムザ点滴静注液 500mg        

(ラムシルマブ＜遺伝子組換え＞注射液) 
500mg/瓶 

抗悪性腫瘍剤・ヒト型

抗ＶＥＧＦＲ－２ 

モノクローナル抗体 

日本イー 

ライリリー 
  

院内専用 

院内専用 
ゾシン静注用 2.25ｇ             

（注射用タゾバクタム・ピペラシリン） 
2.25ｇ/瓶 

β-ラクタマーゼ 

阻害剤配合 

抗生物質製剤 

大正富山   

    (裏に続きます) 
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注
射 

院内専用 
ゾシン配合点滴静注用バッグ 4.5             

（注射用タゾバクタム・ピペラシリン） 
4.5ｇ/キット 

β-ラクタマーゼ

阻害剤配合   

抗生物質製剤 

大正 

富山 

ゾシン静注用 4.5gの在庫無く

なり次第、切り替え 

院内専用 
フルオロウラシル注 250mg「トーワ」          

（フルオロウラシル注射液） 
250mg/瓶 抗悪性腫瘍剤 東和 

5-FU注 250mgの在庫無くな

り次第、切り替え 

院内専用 
フルオロウラシル注 1000mg「トーワ」          

（フルオロウラシル注射液） 
1000mg/瓶 抗悪性腫瘍剤 東和 

5-FU注 1000mgの在庫無く

なり次第、切り替え 

 

2.却下医薬品 

剤形 薬品名 規格 理由 

注射 

YD ソリターT1号輸液            200mL/瓶 

納入価が希望に満たないため。 
YD ソリターT1号輸液                      500mL/瓶 

YD ソリターT3号輸液 200mL/瓶 

YD ソリターT3号輸液                      500mL/瓶 

 

3.採用区分変更医薬品 

剤形 薬品名 採用区分 

内服 タモキシフェン錠 10mg「日医工」 採用（院内外両用）→採用（院外専用） 

外用 

トルソプト点眼液 1％ 採用（院内外両用）→採用（院外専用） 

小児用フルナーゼ点鼻液 25μg 採用（院内外両用）→採用（院外専用） 

無水エタノール「マルイシ」 採用（院内専用）→採用中止 

注射 
タチオン注射用 200mg 採用（院内専用）→採用中止 

シチコリン注 250mg/2mL「日医工」 採用（院内専用）→採用中止 

 

4.採用中止医薬品 

剤形 薬品名  備考 

内服 

セイブル錠 50mg セイブル OD錠 50mg と切り替え 

トラマールカプセル 25mg トラマールカプセル 25mg と切り替え 

プラビックス錠 25mg クロピドグレル錠 25mg「SANIK」と切り替え 

プラビックス錠 75mg クロピドグレル錠 75mg「SANIK」と切り替え 

フリバス OD錠 25mg ナフトピジル OD錠 25mg「タカタ」と切り替え 

フリバス OD錠 50mg ナフトピジル OD錠 50mg「タカタ」と切り替え 

フリバス OD錠 75mg ナフトピジル OD錠 75mg「タカタ」と切り替え 

メトグルコ錠 250mg メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「トーワ」と切り替え 

外用 耳垢水 ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5％「CEO」と切り替え   

注射 

ゾシン静注用 4.5g ゾシン配合点滴静注用バッグ 4.5 と切り替え 

5-FU注 250mg フルオロウラシル注 250mg「トーワ」と切り替え 

5-FU注 1000mg フルオロウラシル注 1000mg「トーワ」と切り替え 

 

 

 


