
（裏に続きます） 

                                                        薬発 23－17 

平成 24 年 3 月 5 日 

薬剤科 医薬品情報室      

〔Ⅰ〕第 345 回薬事委員会（3 月 2 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 3 月 12(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 
アトルバスタチン錠 10㎎「サワイ」                      

（アトルバスタチンカルシウム錠） 
10㎎/錠 

HMG－CoA還元酵素阻害剤         

-高脂血症治療剤‐ 
沢井 

リピトール錠 10mgの在庫

なくなり次第、切り替え 

院内外両用 
アレロック顆粒 0.5%                     

（オロパタジン塩酸塩顆粒） 

2.5mg/ 

0.5g包 

アレルギー性疾患 

治療剤 

協和発酵

ｷﾘﾝ 

ｾﾙﾃｸﾄﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ 2％の

在庫なくなり次第、切り替え 

院内外両用 
アレロック OD錠 5                 

（ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩口腔内崩壊錠） 
5mg/錠 

アレルギー性疾患 

治療剤 

協和発酵

ｷﾘﾝ 

アレロック錠 5の在庫な

くなり次第、切り替え 

院内外両用 
アロプリノール錠 100mg                    

（アロプリノール錠） 
100mg/錠 高尿酸血症治療剤 

ｷｮｰﾘﾝ 

ﾒﾃﾞｨｵ 

アロシトール錠 100mgの在

庫なくなり次第、切り替え 

院内外両用 
エパルレスタット錠 50㎎「タナベ」       

(エパルレスタット錠) 
50mg/錠 

アルドース還元酵素 

阻害剤 
田辺 

キネダック錠 50㎎の在庫

なくなり次第、切り替え 

院外専用 
ケアロード LA錠 60μg              

(ベラプロストナトリウム徐放錠) 
60μg/錠 

経口プロスタサイクリン

(PGI2)誘導体徐放性製剤 
ｱｽﾃﾗｽ   

院内外両用 
ネシーナ錠 12.5mg 

（ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ安息香酸塩錠） 
12.5mg/錠 

選択的 DPP-4阻害剤 

-2型糖尿病治療剤‐ 
武田 

 

院内外両用 
ドプス OD錠 200mg                    

（ドロキシドパ口腔内崩壊錠） 
200mg/錠 

ノルアドレナリン作動性        

神経機能改善剤 

大日本  

住友 

ドプスカプセル 200 ㎎の在

庫なくなり次第、切り替え 

院内外両用 
ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠 5㎎「NP」 

(プラバスタチンナトリウム錠) 
5mg/錠 

HMG－CoA還元酵素阻害剤         

 -高脂血症治療剤‐ 

ﾆﾌﾟﾛ 

ﾌｧｰﾏ 

メバロチン錠 5㎎の在庫

なくなり次第、切り替え 

院内外両用 
ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠 10㎎「NP」 

(プラバスタチンナトリウム錠) 
10mg/錠 

HMG－CoA還元酵素阻害剤         

-高脂血症治療剤‐ 

ﾆﾌﾟﾛ 

ﾌｧｰﾏ 

メバロチン錠 10㎎の在庫

なくなり次第、切り替え 

院内外両用 フロベン顆粒 8% 

（フルルビプロフェン製剤） 
80mg/g 鎮痛・抗炎症剤 

科研 

製薬  用時購入 

院内外両用 
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」         

(ベザフィブラート徐放錠) 
200mg/錠 高脂血症治療剤 日医工 

ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠200mgの在

庫なくなり次第、切り替え 

院内外両用 
リーゼ錠 5㎎                    

(クロチアゼパム錠) 
5mg/錠 心身安定剤 

田辺 

三菱 
  

注
射 

院内専用 
ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ静注用 20㎎「サンド」 

(注射用オメプラゾールナトリウム) 
20mg/V 

プロトンポンプ 

インヒビター 
サンド 

オメプラール注用 20の在

庫なくなり次第、切り替え 

院内専用 
コアベータ静注用 12.5mg           

(注射用ランジオロール塩酸塩) 
12.5mg/V 

短時間作用型β1 

選択的遮断剤 
小野   

院内専用 
セフォペラジン注射用 1g 

（ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射剤) 
1g/V ｾﾌｪﾑ系抗生物質製剤 

大正 

富山 

ｾﾌｫﾋﾞｯﾄﾞ注射用 1g の在

庫なくなり次第、切り替え 

DDDrrruuuggg   IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   NNNeeewwwsss

       
 



院内専用 
ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩注 2mg「タイヨー」      

   (ニカルジピン塩酸塩注射液) 
2mg/管 注射用 Ca拮抗剤 大洋 

ペルジピン注射液 2mgの

在庫なくなり次第、切り替え 

院内専用 
ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩注 10mg「タイヨー」 

(ニカルジピン塩酸塩注射液) 
10mg/管 注射用 Ca拮抗剤 大洋 

ペルジピン注射液 10㎎の

在庫なくなり次第切り替え 

院内専用 
ニコランジル点滴静注用 48mg「F」         

(ニコランジル) 
48mg/V 

不安定狭心症・ 

急性心不全治療剤 
富士 

ｼｸﾞﾏｰﾄ注 48mgの在庫

なくなり次第、切り替え 

院内専用 
フルマゼニル静注液 0.5mg「タイヨー」 

(フルマゼニル注射液) 
0.5mg/管 

ベンゾジアゼピン受容体

拮抗剤 
大洋 

ｱﾈｷｾｰﾄ注射液 0.5mgの

在庫なくなり次第、切り替え 

 

2.採用中止医薬品 

剤形 薬品名  備考 

内服 

アレロック錠 5 在庫なくなり次第、アレロック OD錠 5に切り替え 

アロシトール錠 100mg 在庫なくなり次第、アロプリノール錠 100mgに切り替え 

キネダック錠 50㎎ 在庫なくなり次第、エパルレスタット錠 50㎎「タナベ」に切り替え 

セルテクトﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ 2％ 在庫なくなり次第、アレロック顆粒 0.5％に切り替え 

ドプスカプセル 200mg 在庫なくなり次第、ドプス OD錠 200mgに切り替え 

ベザトール SR錠 200mg 在庫なくなり次第、ベザフィブラート SR錠 200mg「日医工」に切り替え 

メバロチン錠 5㎎ 在庫なくなり次第、プラバスタチンナトリウム錠 5㎎「NP」に切り替え 

メバロチン錠 10㎎ 在庫なくなり次第、プラバスタチンナトリウム錠 10㎎「NP」に切り替え 

リピトール錠 10㎎ 在庫なくなり次第、アトルバスタチン錠 10㎎「サワイ」に切り替え 

注射 

アネキセート注射液 0.5mg 在庫なくなり次第、フルマゼニル静注液 0.5mg「タイヨー」に切り替え 

オメプラール注用 20 在庫なくなり次第、オメプラゾール静注用 20㎎「サンド」に切り替え 

シグマート注 48mg 在庫なくなり次第、ニコランジル点滴静注用 48mg「F」に切り替え 

セフォビッド注射用 1g 在庫なくなり次第、セフォペラジン注射用 1gに切り替え 

ペルジピン注射液 2mg 在庫なくなり次第、ニカルジピン塩酸塩注 2㎎「タイヨー」に切り替え 

ペルジピン注射液 10㎎ 在庫なくなり次第、ニカルジピン塩酸塩注 10㎎「タイヨー」に切り替え 

 

3.その他 

1）生理食塩液 TN と生理食塩液のオーダについて 

  当院採用薬の生理食塩液 100mL には、生理食塩液 TN（100mL ｷｯﾄ:薬価 188 円）と生理食塩液（100m

瓶:薬価 92 円）があります。基本的に、生理食塩液 TN はバイアル注射剤用（主に抗生物質）、生理食塩液

はアンプル注射剤用となります。オーダ間違いのない様に注意してください。なお、来年度から始まる

DPC を考慮し、処方監査時に、注射剤との組み合わせが異なる場合は、医師に確認せずに薬剤師が処方修

正できることになりました。 

 

2）院外処方応需機関一覧の廃止について 

    院外処方応需機関一覧が、院外処方が開始となった平成 16 年より、正面玄関に設置してあります。院

外処方開始から、7 年以上経過しており、情報も周知されたとことから、大和綾瀬薬剤師会と検討した結

果、今年度で廃止することになりました。 


