
 

                                                                薬発 22－6 

平成 22 年 6 月 2 日 

薬剤科 医薬品情報室     

〔Ⅰ〕第３２９回薬事委員会（５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。 

   (要覧を添付します) 

 

1.新規採用医薬品 ※原則６月７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 

院内専用 
オキノーム散 0.5%     

(オキシコドン塩酸塩) 
10mg/包 癌疼痛治療用散剤 ｼｵﾉｷﾞ 

2.5 ㎎/包、5 ㎎

/包と 3 規格あ

り 

院外専用 
ガスモチン散 1%      

(モサプリドクエン酸塩) 
0.5g/包 消化管運動機能改善剤 大日本住友  

院内外両用 

院内用時 

サインバルタカプセル 20mg  

(デュロキセチン塩酸塩） 
20mg/CP 

セロトニン・ノルアドレナリン 

再取り込み阻害剤 
ｼｵﾉｷﾞ   

院内外両用 

院内用時 

サインバルタカプセル 30mg  

(デュロキセチン塩酸塩） 
30mg/CP 

セロトニン・ノルアドレナリン  

再取り込み阻害剤 
ｼｵﾉｷﾞ   

院外専用 
ﾂﾑﾗ-61        

桃核承気湯ｴｷｽ顆粒 
2.5g/包 漢方製剤 ﾂﾑﾗ   

院内外両用 

院内用時 

バリキサ錠 450 ㎎     

（バルガンシクロビル塩酸塩） 
450mg/錠 

抗ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ    

化学療法剤 
田辺三菱   

院内外両用 
プレタール OD 錠 50 ㎎   

（シロスタゾール） 
50mg/錠 抗血小板剤 大塚 

プレタール錠 50

㎎の在庫なくなり

次第、切り替え 

院内外両用 
プレタール OD 錠 100 ㎎   

（シロスタゾール） 
100mg/錠 抗血小板剤 大塚  

内
服 

院内外両用 

レザルタス配合錠 HD    

（ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ・    

ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ） 

ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷ

ｿﾐル 20mg・ｱｾﾞ

ﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 16mg/

錠 

高親和性 ARB/持続性 Ca

拮抗薬配合剤 
第一三共   

院内外両用 
オキナゾール膣錠 600mg   

（オキシコナゾール硝酸塩） 
600mg/錠 抗真菌剤 田辺三菱 

ﾌﾛﾘｰﾄﾞ膣坐剤

100mg の 在庫な

くなり次第、切り替

え  外
用 

院内外両用 
トラバタンズ点眼液 0.004%  

（トラボプロスト） 
2.5mL/本 

ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝ F2α 誘導

体（緑内障・高眼圧症治療

剤） 

ｱﾙｺﾝ   

注
射 

院内専用 
アロキシ静注 0.75mg    

（パロノセトロン） 
0.75mg/5mL/A

5-HT3 受容体拮抗型   

制吐剤 
大鵬 

ゾフラン注４の在

庫なくなり次第、切

り替え  

DDDrrruuuggg   IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   



院内専用 
ドパミン塩酸塩点滴静注

100mg「KN」（ドパミン塩酸塩）
100mg/5mL/A 急性循環不全改善剤 ｱﾙﾌﾚｯｻ   

院内専用 
マーカイン注 0.5%     

（ブピバカイン塩酸塩） 
20mL/V 

長時間作用性     

局所麻酔剤 
ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ 

  

院内専用 

用時購入 

フォリルモン P 注 75    

（精製下垂体性腺刺激ホルモン）

75 単位/A   

（溶解液付） 

卵胞成熟ホルモン（FSH)製

剤 
富士 

  

院内専用 

用時購入 

フォリルモン P 注 150    

（精製下垂体性腺刺激ホルモン）

150 単位/A   

（溶解液付） 

卵胞成熟ホルモン（FSH)製

剤 
富士 

  

院内専用 
HMG 筋注用７５単位「F」   

（ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン）

75 単位/A   

（溶解液付） 

ﾋﾄ下垂体性性腺     

刺激ﾎﾙﾓﾝ剤 
富士 

HMG「コーワ」75注

用の在庫なくなり

次第、切り替え。 

150 単位と 2 規格

あり 

院内専用 

用時購入 

ゴナトロピン筋注用 3000 単位

（ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン） 

3000 単位/A  

（溶解液付） 

ヒト絨毛性性腺刺激    

ホルモン剤 
あすか 

ゴナロトピン注

5000 単位と 2 規

格あり 

院内専用 
キロサイド N 注 1g     

（シタラビン） 
１ｇ/50mL/V 

再発・難治性急性白血病・ 

悪性リンパ腫治療剤 
日本新薬 

ｷﾛｻｲﾄﾞ N 注

400mg と 2規格あ

り 

院内専用 

ヘパリン Na ロック用 100 単位

/mL シリンジ「オーツカ」5mL  

（ヘパリンナトリウム） 

100 単位/mL、

5mL/シリンジ 
血液凝固阻止剤 大塚 

ヘ パ フ ラ ッ シ ュ

100 単位/mL シリ

ンジ10mLから、順

次、切り替え 

院内専用 サーバリックス      

組換え沈降 2 価

ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ

様粒子ﾜｸﾁﾝ

/0.5mL 

ウイルスワクチン類 GSK   

院内専用 プレベナー水性懸濁皮下注 

沈降7価肺炎球

菌結合型ﾜｸﾁﾝ

/0.5mL 

細菌ワクチン類 ワイス   

 

2.採用区分変更医薬品 

剤形 薬品名 採用区分 

内服 トレドミン錠 25mg 院内外両用から院外専用へ 

LH‐RH 注「タナベ」 用時購入から採用へ 

TRH 注 0.5mg「タナベ」 用時購入から採用へ 

フラグミン静注 5000 単位/5mL 臨時購入から用時購入へ 
注射 

ファイバ注射用 1000 臨時購入から用時購入へ 

 

 

 



 

 

3．採用中止医薬品 

剤形 薬品名  備考 

MS コンチン錠 60mg 残 400 錠使い切り後、中止 

ガスモチン錠 2.5mg  

ベタナミン錠 10mg   

プレタール錠 50 ㎎ 在庫なくなり次第、プレタール OD 錠 50 ㎎に切り替え 

プレタール散 20%  

内服 

カルスロット錠 10mg   

フロリード膣坐剤 100mg 在庫なくなり次第、オキナゾール膣錠 600mg に切り替え
外用 

チモプトール点眼液 0.5%   

ゾフラン注４ 在庫なくなり次第、アロキシ静注 0.75mg に切り替え 

ＨＭＧ「コーワ」75 注用 在庫なくなり次第、HMG 筋注用 75 単位「F」に切り替え 

ヘパフラッシュ 100 単位/mL シリンジ 10mL 在庫なくなり次第、順次、ヘパリン Na ロック用 100 単位

/mL シリンジ「オーツカ」5mL に切り替え注１） 

注射 

アンダーム軟膏 製造販売中止 

注 1） 

『ヘパフラッシュ 100 単位/mL シリンジ 10mL』から、『ヘパリン Na ロック用 100 単位/mL シリンジ「オーツカ」5mL』へ

の切り替えは、へパフラッシュ１００単位/ｍＬシリンジ１０ｍＬがパスやセット処方に組まれていることもあり、2～3 か月か

けて切り替えます。パスやセット処方に組まれている場合は、６月７日以降に変更をお願いします。 


