
                                                         

  薬発 25-20 

 平成 26 年 2 月 24 日 

薬剤科 医薬品情報室      

第 364 回薬事委員会（2 月 21 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 3 日(月)よりオーダ可能となります。 

 

（裏に続きます） 

 

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 
アミティーザカプセル 24μg             

（ルビプロストンカプセル） 
24μg/CP 

クロライドチャネル 

アクチベーター 
アボット   

院内外両用 
イーケプラドライシロップ 50％            

（レベチラセタムドライシロップ） 
500mg/g 抗てんかん剤 大塚   

用時購入 イトラコナゾール錠 50「MEEK」      

（イトラコナゾール錠） 
50mg/錠 抗真菌剤 明治製菓 

イトリゾールカプセル 50mgの在

庫無くなり次第、切り替え 院外処方可 

院外専用 
イリボーOD錠 5μg                 

（ラモセトロン塩酸塩口腔内崩壊錠） 
5μg/錠 

下痢型過敏性腸 

症候群治療剤 
アステラス イリボー錠 5μg と切り替え 

院内外両用 
エピナスチン塩酸塩 DS1％小児用「日医工」  

（エピナスチン塩酸塩ドライシロップ） 
10mg/g 

アレルギー性疾患

治療剤 
日医工 

アレジオンドライシロップ１％

と切り替え 

院内外両用 
コントミン糖衣錠 12.5mg         

（クロルプロマジン塩酸塩錠） 
12.5mg/錠 精神神経安定剤 田辺三菱 

ウインタミン錠 12.5mg の在

庫無くなり次第、切り替え  

院外専用 
コントミン糖衣錠 25mg          

（クロルプロマジン塩酸塩錠） 
25mg/錠 精神神経安定剤 田辺三菱 

ウインタミン錠 25mg と切り

替え  

院内外両用 
ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「サワイ」

（ジルチアゼム塩酸塩錠） 
30mg/錠 カルシウム拮抗剤 沢井 

ヘルベッサー錠 30mgの在

庫無くなり次第、切り替え 

院内外両用 
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」

（ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル） 
100mg/CP 

持続性カルシウム 

拮抗剤 
沢井 

ヘルベッサーRカプセル 100mg

の在庫無くなり次第、切り替え 

院内外両用 
シロスタゾール OD錠 50mg「サワイ」        

（シロスタゾール口腔内崩壊錠） 
50mg/錠 抗血小板剤 沢井 

プレタールOD錠50mgの在

庫無くなり次第、切り替え 

院内外両用 
シロスタゾール OD錠 100mg「サワイ」        

（シロスタゾール口腔内崩壊錠） 
100mg/錠 抗血小板剤 沢井 

プレタール OD錠 100mgの

在庫無くなり次第、切り替え 

院外専用 
トビエース錠 4mg                  

（徐放性フェソテロジンフマル酸塩錠） 
4mg/錠 

過活動膀胱 

治療剤 
ﾌｧｲｻﾞｰ 

  

  

院外専用 
トビエース錠 8mg                  

（徐放性フェソテロジンフマル酸塩錠） 
8mg/錠 

過活動膀胱 

治療剤 
ﾌｧｲｻﾞｰ   

院内外両用 
プロプラノロール塩酸塩錠 10mg「日医工」

（プロプラノロール塩酸塩錠） 
10mg/錠 

高血圧・狭心症・不

整脈・片頭痛治療剤 
日医工 

インデラル錠 10mgの在庫

無くなり次第、切り替え 

院内外両用 
リセドロン酸 Na錠 17.5mg「サワイ」    

（リセドロン酸ナトリウム錠） 
17.5mg/錠 骨粗鬆症治療剤 沢井 

アクトネル錠 17.5mgの在庫

無くなり次第、切り替え 

院外専用 
ルナベル配合錠 ULD             

(ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ配合製剤） 

ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ 1mg・

ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰ

ﾙ 0.02mg/錠 

月経困難症治療剤 日本新薬   

DDDrrruuuggg   IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   NNNeeewwwsss

       
 



 

 

2. 採用中止医薬品 

 

3.採用区分変更医薬品 

 

 

 

内
服 

院外専用 
レキップ錠 1mg                

（ロピニロール塩酸塩錠） 
1mg/錠 

ドパミン D2受容体 

系作動薬 
グラクソ   

院外専用 
レキップ CR錠 2mg                

（ロピニロール塩酸塩徐放錠） 
2mg/錠 

徐放性ドパミン D2 

受容体系作動薬 
グラクソ   

院内外両用 
ロキソプロフェン Na錠 60mg「トーワ」            

（ロキソプロフェンナトリウム錠） 
60mg/錠 鎮痛・抗炎症・解熱剤 東和 

ロキソニン錠60mgの在庫

無くなり次第、切り替え 

外
用 

院内外両用 
オルベスコ 100µg インヘラー112吸入用

（シクレソニド吸入剤） 

11.2mg6.6g 

/キット 

吸入ステロイド 

喘息治療剤 
帝人 

 

注
射 

院内外両用 
トレシーバフレックスタッチ           

（インスリン デグルデク） 

3mL300 単位

/筒 

持効型溶解インスリ

ンアナログ注射液 
ノボ 

  

口
腔
外
科
用 

院内専用 
オーラ注歯科用カートリッジ 1.8mL    

（ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩・ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ酒石酸水素塩注射剤） 
1.8mL/A 歯科用局所麻酔剤 

昭和薬品

化工 
  

院内専用 
歯科用ｼﾀﾈｽﾄ‐ｵｸﾀﾌﾟﾚｼﾝｶ‐ﾄﾘｯｼﾞ 

（ﾌﾟﾛﾋﾟﾄｶｲﾝ塩酸塩・ﾌｪﾘﾌﾟﾚｼﾝ注射剤） 
1.8mL/A 局所麻酔剤 

ﾃﾞﾝﾂﾌﾟﾗｲ

三金 

  

院内専用 
ジンジカインゲル２０％             

（アミノ安息香酸エチル） 
30g/本 歯科用表面麻酔剤 白水貿易 

  

院内専用 
ヤクラックス D液１％           

（次亜塩素酸ナトリウム製剤） 
1㎏/本 外皮用殺菌消毒剤 ヤクハン 

  

剤形 薬品名 備考 

内服 

アクトネル錠 17.5ｍｇ リセドロン酸 Na錠 17.5mg「サワイ」に切り替え 

アレジオンドライシロップ１％ エピナスチン塩酸塩 DS1％小児用「日医工」に切り替え 

イトリゾールカプセル 50mg イトラコナゾール錠 50「MEEK」に切り替え 

イリボー錠 5μg イリボーOD錠 5μgに切り替え    

インデラル錠 10mg プロプラノロール塩酸塩錠 10mg「日医工」に切り替え 

ウインタミン錠 12.5mg コントミン糖衣錠 12.5mgに切り替え  

ウインタミン錠 25mg コントミン糖衣錠 25mgに切り替え 

デトルシトールカプセル 2mg   

デトルシトールカプセル 4mg   

プレタール OD錠 50mg シロスタゾール OD錠 50mg「サワイ」に切り替え  

プレタール OD錠 100mg シロスタゾール OD錠 100mg「サワイ」に切り替え 

ヘルベッサー錠 30mg ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「サワイ」に切り替え 

ヘルベッサーR カプセル 100mg ジルチアゼム塩酸塩 R カプセル 100mg「サワイ」に切り替え 

ペルマックス錠 250μg   

ロキソニン錠 60mg ロキソプロフェン Na錠 60mg「トーワ」に切り替え 

注射 ノボラピッド注 100単位/mL   

剤形 薬品名 （）は一般名 採用区分 

内服 ザジテンドライシロップ 0.1％ 採用から院外専用薬へ 


