
                                                      

 

薬発 31-7   

    令和元年 9月 30日

 薬剤科 医薬品情報室 

 

〔Ⅰ〕第 414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）より処方可能となります。 

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 
イニシンク配合錠              

（アログリプチン・メトホルミン） 

アログリプチン

25mg・ 

メトホルミン

500mg／錠  

DPP-4阻害薬／ 

メトホルミン配合剤 
武田薬品        

院外専用 
フォシーガ錠 5mg 

（ダパグリフロジン） 
5mg／錠 SGLT2阻害薬 小野薬品  

院外専用 
フォシーガ錠 10mg 

（ダパグリフロジン） 
10mg／錠 SGLT2阻害薬 小野薬品  

院外専用 
ジャカビ錠 5mg  

(ルキソリチニブリン酸塩) 
5mg／錠 ヤヌスキナーゼ阻害剤 ノバルティス  

院外専用 
アーリーダ錠 60mg  

（アパルタミド) 
60mg／錠 

アンドロゲン受容体シグナル

伝達阻害薬 
ヤンセン  

外
用 

院外専用 
スミスリンローション 5%  

（フェノトリンローション） 
5%／g 疥癬治療薬 クラシエ薬品   

院外専用 

ビベスピ エアロスフィア 28吸入 

（グリコピロニウム臭化物/ 

ホルモテロールフマル酸塩水和物） 

28吸入／ 

キット 

長時間作用性吸入抗コリン

薬 /長時間作用性吸入β

2刺激薬 

アストラゼネ

カ 
 

院外専用 

ビレーズトリ エアロスフィア 56吸入 

（ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ 

ホルモテロールフマル酸塩水和物） 

56吸入／ 

キット 

吸入ステロイド薬 / 長時間

作用性吸入抗コリン薬 / 

長時間作用性吸入β2刺

激薬 

アストラゼネ

カ  
 

院内外両用 
ビソノテープ 2mg  

(ビソプロロール) 
2mg／枚 β1遮断剤 

トーアエイヨ

ー 

ビソノテープ 4mg と切

り換え 

注
射 

院内外両用 
ミッドペリック L135腹膜透析液 2500mL 

（該当しない） 
2500mL／袋 腹膜透析液 テルモ 

 レギュニール LCa1.5

腹膜透析液シングル

バッグ 5000mL/袋、

機器専用 2500mL/

袋と切り換え 

院内外両用 

ミッドペリック L135腹膜透析液 

1500mL／袋［排液用バッグ付き］ 

（該当しない） 

1500mL／袋

（排液用バッグ

付き） 

腹膜透析液 テルモ 

レギュニール LCa1.5

腹膜透析液 UVツイン

バッグ 1500mL/袋と

切り換え 

（裏面へ続く） 

 

 

 

 
 



 

注
射 

院内外両用 

ミッドペリック L135腹膜透析液 

2000mL／袋［排液用バッグ付き］ 

（該当しない） 

2000mL／袋

（排液用バッグ

付き） 

腹膜透析液 テルモ 

レギュニール LCa1.5

腹膜透析液 UVツイン

バッグ 2000mL/袋と

切り換え 

院内外両用 

ミッドペリック L250腹膜透析液 

2500mL／袋 

（該当しない） 

2500mL／袋 腹膜透析液 テルモ 

レギュニール LCa2.5

腹膜透析液シングル

バッグ 5000mL/袋、

機器専用 2500mL/

袋と切り換え 

院内外両用 

ミッドペリック L250腹膜透析液 

1500mL／袋［排液用バッグ付き］ 

（該当しない） 

1500mL／袋

（排液用バッグ

付き） 

腹膜透析液 テルモ 

レギュニール LCa2.5

腹膜透析液 UVツイン

バッグ 1500mL/袋と

切り換え 

院内外両用 

ミッドペリック L250腹膜透析液 

2000mL／袋［排液用バッグ付き］ 

（該当しない） 

2000mL／袋

（排液用バッグ

付き） 

腹膜透析液 テルモ 

レギュニール LCa2.5

腹膜透析液 UVツイン

バッグ 2000mL/袋と

切り換え 

院内外両用 
ニコペリック腹膜透析液 1500mL／袋 

（該当しない） 
1500mL／袋 腹膜透析液 テルモ 

エクストラニール腹膜

透析液 UVツインバッ

グ 1500mL/袋と切り

換え 

院内外両用 
ニコペリック腹膜透析液 2000mL／袋 

（該当しない） 
2000mL／袋 腹膜透析液 テルモ 

エクストラニール腹膜

透析液シングルバッグ 

1500mL/袋、

2000mL/袋、機器専

用 2000mL/袋と切り

換え 

院内外両用 

ニコペリック腹膜透析液 

2000mL／袋［排液用バッグ付き］ 

（該当しない） 

2000mL／袋

（排液用バッグ

付き） 

腹膜透析液 テルモ 

エクストラニール腹膜

透析液 UVツインバッ

グ 2000mL/袋と切り

換え 

院内専用 

リツキシマブ BS点滴静注 100mg「KHK」 

(リツキシマブ（遺伝子組み換え）［リツキシ

マブ後続 1］) 

100mg10mL

／V 

抗 CD20モノクローナル抗

体 
協和キリン  

院内専用 

リツキシマブ BS点滴静注 500mg「KHK」 

(リツキシマブ（遺伝子組み換え）［リツキシ

マブ後続 1］) 

500mg50mL

／V 

抗 CD20モノクローナル抗

体 
協和キリン  

 院内専用 
生理食塩液バッグ「フソー」 

（生理食塩液） 
1L／袋 生理食塩液 扶桑薬品  

 

2. 採用区分変更医薬品 

剤形 薬品名 採用区分 

注射 デュピクセント皮下注 300mgシリンジ 用時購入→用時購入、院外処方可 

 

 



 

3. 採用中止医薬品 

剤形 薬品名  備考 

外用 ビソノテープ 4mg ビソノテープ 2mg と切り換え 

注射 

レプチラーゼ注 2単位 製造販売中止 

レベミル注イノレット  

レギュニール LCa1.5腹膜透析液シングルバッグ 5000mL/袋 
ミッドペリック L135腹膜透析液 2500mL／袋と切り換え 

レギュニール LCa1.5腹膜透析液シングルバッグ機器専用 2500mL/袋 

レギュニール LCa1.5腹膜透析液 UVツインバッグ 1500mL/袋 ミッドペリック L135腹膜透析液 1500mL／袋（排液用バッグ付き）と切り換え 

レギュニール LCa1.5腹膜透析液 UVツインバッグ 2000mL/袋 ミッドペリック L135腹膜透析液 2000mL／袋（排液用バッグ付き）と切り換え 

レギュニール LCa2.5腹膜透析液シングルバッグ 5000mL/袋 
ミッドペリック L250腹膜透析液 2500mL／袋と切り換え 

レギュニール LCa2.5腹膜透析液シングルバッグ機器専用 2500mL/袋 

レギュニール LCa2.5腹膜透析液 UVツインバッグ 1500mL/袋 ミッドペリック L250腹膜透析液 1500mL／袋（排液用バッグ付き）と切り換え 

レギュニール LCa2.5腹膜透析液 UVツインバッグ 2000mL/袋 ミッドペリック L250腹膜透析液 2000mL／袋（排液用バッグ付き）と切り換え 

エクストラニール腹膜透析液 UVツインバッグ 1500mL/袋 ニコペリック腹膜透析液 1500mL／袋（排液用バッグ付き）と切り換え 

エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ 2000mL/袋 

ニコペリック腹膜透析液 2000mL／袋と切り換え エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ 1500mL/袋 

エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ機器専用 2000mL/袋 

エクストラニール腹膜透析液 UVツインバッグ 2000mL/袋 ニコペリック腹膜透析液 2000mL／袋（排液用バッグ付き）と切り換え 

 

４. その他 

・ラニチジン塩酸塩注射液の原薬から発がん性物質の混入が確認されたため、分析結果があきらかになる

までの期間、供給が停止します。そのため、院内の在庫がなくなり次第、ラニチジン塩酸塩注射液の処方オ

ーダーを停止いたします。 

 


