
                                                         

  薬発 25-4 

 平成 25年 5月 27日 

薬剤科 医薬品情報室      

〔Ⅰ〕第 357 回薬事委員会（5 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 6 月 3 日(月)よりオーダ可能となります。 

  

 

 

 
採用区分 薬品名 （）は一般名 規格 薬効 メーカー 備考 

内

服 

用時購入 

院外可 

イーケプラ錠 500mg 

(レベチラセタム錠) 
500㎎/錠 抗てんかん剤 大塚 

 

院内外 

デノタスチュアブル配合錠 

(沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ/ｺﾚｶﾙｼﾌｪﾛｰﾙ/

炭酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ配合錠) 
 

カルシウム/ 

天然型ビタミン D3/ 

マグネシウム配合錠 

第一 

三共  

院外専用 
ニコランジル錠 2.5mg「日医工」 

(ニコランジル錠) 
2.5mg/錠 狭心症治療剤 日医工 

シグマート錠 2.5mg と 

切り替え 

院内外両用 
ニコランジル錠 5mg「日医工」 

(ニコランジル錠) 
5mg/錠 狭心症治療剤 日医工 

シグマート錠 5mg と 

切り替え 

院内外両用 
ピアーレシロップ 65% 

(ラクツロース製剤) 

65% 500mL 

/瓶 

高アンモニア血症・   

腸管機能改善剤 

日本 

化薬 

モニラックシロップ 65%と 

切り替え 

院内外両用 
フロセミド錠 20mg「タイヨー」 

(フロセミド錠) 
20mg/錠 利尿降圧剤 テバ 

ラシックス錠 20㎎と 

切り替え 

院内外両用 
フロセミド錠 40mg「タイヨー」 

(フロセミド錠) 
40mg/錠 利尿降圧剤 テバ 

ラシックス錠 40㎎と 

切り替え 

院内外両用 
ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「タイヨー」 

（ロペラミド塩酸塩カプセル） 
1mg/cap 止瀉剤 テバ 

ロペミンカプセル 1mg と 

切り替え 

院内外両用 
ロペラミド塩酸塩細粒小児用 0.05%｢ﾀｲﾖｰ｣ 

（ロペラミド塩酸塩細粒） 
0.5mg/g 止瀉剤 テバ 

ロペミン小児用細粒

0.05%と切り替え 

外

用 

臨時採用 

院外可 

イクセロンパッチ１8mg 

(リバスチグミン経皮吸収型製剤) 
18mg/枚 

アルツハイマー型認知症

治療剤 

ﾉﾊﾞﾙ  

ﾃｨｽ 
 

 

注

射 

院内専用 
スルバクシン静注用 1.5g 

(注射用ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ・ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ) 
1.5g/ﾊﾞｲｱﾙ 

βラクタマーゼ阻害剤 

配合抗生物質製剤 
ｱｲﾛﾑ 

ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ・ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ静注

用 1.5g「ｻﾝﾄﾞ」と切り替え 

院内専用 
プレペノン注 50㎎シリンジ 

(モルヒネ塩酸塩注射液) 

50mg  

5mL/筒 
モルヒネ製剤 ﾃﾙﾓ 

モルヒネ塩酸塩注射液

50㎎「タケダ」と切り替え 

院内専用 
プレペノン注 100mgシリンジ 

(モルヒネ塩酸塩注射液) 

100mg 

10mL/筒 
モルヒネ製剤 ﾃﾙﾓ  

院内専用 
フロセミド注 20㎎「タイヨー」 

(フロセミド注射液) 

20㎎/ｱﾝﾌﾟ

ﾙ 
利尿降圧剤 テバ 

ラシックス注 20㎎と 

切り替え 

院内専用 
メロペネム点滴静注用 0.5g「NP」 

（注射用メロペネム） 
0.5g/ﾊﾞｲｱﾙ 

カルバペネム系 

抗生物質製剤 
ﾆﾌﾟﾛ 

メロペン点滴用バイアル

0.5g と切り替え 

院内専用 注用ワイスタール 1gバッグ S 1g/ﾊﾞｯｸﾞ 
βラクタマーゼ阻害剤 

配合抗生物質製剤 
ﾆﾌﾟﾛ 

スルペラゾンキット静注用

1g と切り替え 

院内専用 
キドニーシンチ Tc-99m注 

(ｼﾞﾒﾙｶﾌﾟﾄｺﾊｸ酸ﾃｸﾈｼｳﾑ(99mTc)注射液) 

185MBｑ 

/包装 
放射性医薬品 

日本ﾒｼﾞ

ﾌｨｼﾞｯｸｽ 
 

DDDrrruuuggg   IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   NNNeeewwwsss

       
 

(裏に続きます) 



 

 

2.採用区分変更医薬品 

剤形 薬品名  採用区分 

内服 ジゴシン散 0.1% 院内外両用→院外専用 

内服 ヒベルナ散 10% 院内外両用→用時購入(院外可) 

内服 ブレディニン錠 25 院内外両用→用時購入(院外可) 

内服 ミラドール細粒 50% 院内外両用→用時購入(院外可) 

注射 アクラシノン注射用 20㎎ 採用(院内専用)→用時購入 

注射 アンチレクス静注 10㎎ 採用(院内専用)→用時購入 

注射 エンブレル皮下注 50㎎シリンジ 院内外両用→用時購入(院外可) 

注射 デスフェラール注射用 500mg 採用(院内専用)→用時購入 

注射 フィブロガミン P静注用 採用(院内専用)→用時購入 

注射 リン酸 Na補正液 0.5mmol/mL 採用(院内専用)→用時購入 

注射 レミケード点滴静注 100 用時購入→採用(院内専用) 

 

 

3.採用中止医薬品 

剤形 薬品名  備考 

内服 シグマート錠 2.5mg(院外専用) ニコランジル錠 2.5㎎に切り替え 

内服 シグマート錠 5mg 在庫なくなり次第、ニコランジル錠 5mgに切り替え 

内服 モニラックシロップ 65% 在庫なくなり次第、ピアーレシロップ 65%に切り替え 

内服 ラシックス錠 20㎎ 在庫なくなり次第、フロセミド錠 20㎎「タイヨー」に切り替え 

内服 ラシックス錠 40㎎ 在庫なくなり次第、フロセミド錠 40㎎「タイヨー」に切り替え 

内服 ロペミンカプセル 1mg 在庫なくなり次第、ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「タイヨー」に切り替え 

内服 ロペミン小児用細粒 0.05% 在庫なくなり次第、ロペラミド塩酸塩細粒小児用 0.05%「タイヨー」に切り替え 

内服 インデラル LA カプセル 60mg  

内服 フルツロンカプセル 200  

注射 ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ・ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ静注用 1.5g「ｻﾝﾄﾞ」 在庫なくなり次第、スルバクシン静注用 1.5gに切り替え 

注射 スルペラゾンキット静注用 1g 在庫なくなり次第、注用ワイスタール 1gバッグ Sに切り替え 

注射 メロペン点滴用バイアル 0.5g 在庫なくなり次第、メロペネム点滴静注用 0.5g「NP」に切り替え 

注射 モルヒネ塩酸塩注射液 50㎎「タケダ」 在庫なくなり次第、プレペノン注 50㎎シリンジに切り替え 

注射 ラシックス注 20㎎ 在庫なくなり次第、フロセミド注 20㎎「タイヨー」に切り替え 

注射 スミフェロン注 DS600万 IU  

注射 プレセデックス静注液 200mg「マルイシ」  

 

4.その他 

ア）不動医薬品について(資料 1 参照) 

   採用区分変更提案一覧の通り、採用区分を変更します。 

 イ）デノタスチュアブル配合錠処方時の注意点 

     デノタスチュアブル配合錠は 56 錠/瓶の包装となっています。そのため以下の点にご注意ください。 

  入院中に処方する場合：定期または臨時で必要日数分処方し、退院の際に瓶に残った日数分をすべて

退院処方として処方してください。退院時に必要な処方日数は各病棟の薬剤師に確認してください。 

  外来で処方する場合：28 日で割り切れる日数での処方をお願いいたします。(例：2 錠/分 1 28 日分) 

    


