
 

 

                                                        薬発 24-7 

平成 24年 7月 30日 

薬剤科 医薬品情報室      

 

〔Ⅰ〕第 349 回薬事委員会（7 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 8 月 6 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 

院外専用 
アレンドロン酸錠 5mg「マイラン」 

(アレンドロン酸ナトリウム錠) 
5㎎/錠 骨粗鬆症治療薬 マイラン 

ボナロン錠 5mg と    

切り替え 

院内外両用 
アレンドロン酸錠 35mg「マイラン」 

(アレンドロン酸ナトリウム錠) 
35㎎/錠 骨粗鬆症治療薬 マイラン 

ボナロン錠 35mg と   

切り替え 

院内外両用 
塩酸プロピベリン錠 10㎎「アメル」 

(プロピベリン塩酸塩錠) 
10㎎/錠 尿失禁・頻尿治療剤 

共和 

薬品 

バップフォー錠 10 と    

切り替え 

院外専用 塩酸ベニジピン錠 2mg「マイラン」 2mg/錠  高血圧症・狭心症治療剤 マイラン 
コニール錠 2mg と        

切り替え 

院内外両用 塩酸ベニジピン錠 4mg「マイラン」 4mg/錠 高血圧症・狭心症治療剤 マイラン 
コニール錠 4mg と 

切り替え 

院内外両用 
タムスロシン塩酸塩 OD錠 0.2mg「明治」 

（タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠） 
0.2mg/錠 

前立腺肥大症の     

排尿障害改善剤 

明治 

製菓 

ハルナール D錠 0.2mg

と切り替え 

院内外両用 
ドキサゾシン錠 0.5mg「タナベ」 

(ドキサゾシンメシル酸塩錠) 
0.5mg/錠 血圧降下剤 田辺 

カルデナリン錠 0.5mg と

切り替え 

院内外両用 
ドキサゾシン錠 2mg「タナベ」 

(ドキサゾシンメシル酸塩錠) 
2mg/錠 血圧降下剤 田辺 

カルデナリン錠 2mg と 

切り替え 

院内外両用 
トラムセット配合錠 

(トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合錠) 

37.5mg・

325mg/錠 

慢性疼痛/抜歯後疼痛 

治療剤 
ヤンセン 

 

院内外両用 
ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「タナベ」 

(ピコスルファートナトリウム水和物液) 

0.75%10mL 

/本 

緩下剤・          

大腸検査前処置用下剤 
田辺 

ラキソベロン内用液

0.75%と切り替え 

院内外両用 
ランソプラゾール OD錠 30mg「日医工」 

(ランソプラゾール口腔内崩壊錠) 
30mg/錠 プロトンポンプ・インヒビター 日医工 

裏面 3.その他 ｱ)  

の項参照 

外
用 

院内外両用 
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「TYK」 

(アセトアミノフェン坐剤) 
200mg/個 小児用解熱鎮痛剤 テバ 

アンヒバ坐剤 200mg と

切り替え 

院外専用 
滅菌精製水 

(滅菌精製水) 
500mL/瓶  日興  

注

射 

院内専用 
アセトキープ 3G 

(ブドウ糖加アセテート維持液) 
500mL/瓶 血液代用剤 アイロム ヴィーン3G注と切り替え 

院内外両用 
エンブレル皮下注 50㎎シリンジ 1.0mL 

(エタネルセプト(遺伝子組換え)製剤) 

50㎎・1mL  

/シリンジ 

完全ヒト型可溶性 TNFα

/LTαレセプター製剤 
武田  

院内専用 
オキファスト注 10㎎ 

(オキシコドン塩酸塩水和物注射液) 
10㎎/アンプル 癌疼痛治療用注射剤 塩野義 パビナール注と切り替え 

院内専用 
ソリューゲン F注 

(酢酸リンゲル液) 
500mL/瓶 血液代用液 アイロム ヴィーン F注と切り替え 

DDDrrruuuggg   IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   NNNeeewwwsss

       
 

(裏に続きます) 



 

 

 

2.採用中止医薬品 

剤形 薬品名  備考 

内服 カルデナリン錠 0.5mg 在庫なくなり次第、ドキサゾシン錠 0.5mg「タナベ」に切り替え 

内服 カルデナリン錠 2mg 在庫なくなり次第、ドキサゾシン錠 2mg「タナベ」に切り替え 

内服 コニール錠 2mg(院外専用) 塩酸ベニジピン錠 2mg「マイラン」に切り替え 

内服 コニール錠 4mg 在庫なくなり次第、塩酸ベニジピン錠 4mg「マイラン」に切り替え 

内服 ソレトン錠 80mg 
 

内服 バップフォー錠 10 在庫なくなり次第、塩酸プロピベリン錠 10㎎「アメル」に切り替え 

内服 ハルナール D錠 0.2mg 在庫なくなり次第、タムスロシン塩酸塩 OD錠 0.2mg「明治」に切り替え 

内服 ボナロン錠 5mg(院外専用) アレンドロン酸錠 5mg「マイラン」に切り替え 

内服 ボナロン錠 35mg 在庫なくなり次第、アレンドロン酸錠 35mg「マイラン」に切り替え 

内服 ラキソベロン内用液 0.75% 在庫なくなり次第、ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「タナベ」に切り替え 

外用 アンヒバ坐剤 200mg(院外専用) アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「TYK」に切り替え 

注射 カルベニン点滴用 0.5g 
 

注射 献血ヴェノグロブリン IH5%静注 0.5g/10mL 
 

注射 献血ベニロン-I静注用 500mg  

注射 献血ベニロン-I静注用 1,000mg  

注射 パビナール注 在庫なくなり次第、オキファスト注 10㎎に切り替え 

注射 プロテアミン１２X注射液 200mL 製造販売中止 

注射 ヴィーン F注 在庫なくなり次第、ソリューゲン F注に切り替え 

注射 ヴィーン３G注 在庫なくなり次第、アセトキープ３G注に切り替え 

 

3.その他 

ア) ランソプラゾール OD錠 30 ㎎について 

ランソプラゾール OD 錠 30mg「日医工」の採用に伴い、タケプロン OD 錠 15mg の 1 日最高投与量を

15mg(1 錠)に制限します。タケプロン OD錠 15mg を 1 回 2 錠処方していた患者さんは、ランソプラゾー

ル OD 錠 30mg への切り替えをお願いします。 

 

イ）パナルジン錠 100mg の削除取消しについて 

   パナルジン錠 100mg は、本年 5 月の薬事委員会で削除が決定しましたが、使用患者数が多く、他院か

ら処方されている場合に切り替えが困難であることから継続採用とします。 

 

ウ）一般名処方とする医薬品について 

   現在、一般名処方加算(2 点)の取得状況は、院外処方せん全体の 36.9％(平成 24 年 7 月 1 日～14 日平

均)です。これを拡大するため、別紙 1 の 39 品目を一般名処方とします。なお、一般名処方とせず先発品

で処方を行う際には、後発医薬品への変更不可のフラグを立てて下さい。 

 

エ）有効期限の近い薬品について 

消化にご協力をお願いします。（資料 2 参照） 


