
                                                         

 

薬発 28-16 

平成 29 年 1 月 30 日 

薬剤科 医薬品情報室      

 

〔Ⅰ〕第 390 回薬事委員会（1 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 2 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 

用時購入 ウプトラビ錠 0.2mg                     

（セレキシパグ錠） 
0.2mg/錠 

選択的プロスタサイク

リン受容体作動薬 
日本新薬   

院外処方可 

用時購入 ウプトラビ錠 0.4mg                     

（セレキシパグ錠） 
0.４mg/錠 

選択的プロスタサイク

リン受容体作動薬 
日本新薬   

院外処方可 

院外専用 
エレルサ錠 50mg                   

（エルバスビル錠） 
50mg/錠 抗ウイルス剤 MSD 

スンベプラカプセル 100mg、ダク

ルインザ錠 60mg と切り替え 

院内外両用 
クエン酸第一鉄 Na錠 50mg「JG」                    

（クエン酸第一鉄ナトリウム） 
50mg/錠 

可溶性の非イオン型

鉄剤 

日本ジェ

ネリック 

フェロミア錠50mgの在庫

無くなり次第、切り替え 

院外専用 
グラジナ錠 50mg                   

（グラゾプレビル錠） 
50mg/錠 抗ウイルス剤 MSD 

スンベプラカプセル 100mg、ダク

ルインザ錠 60mg と切り替え 

用時購入 コルベット錠 25mg                      

（イグラチモド錠） 
25mg/錠 抗リウマチ剤 大正富山   

院外処方可 

院外専用 
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） 

（大黄甘草湯エキス） 
2.5g/包 漢方製剤 ツムラ 

精神科にて外来患者 1

名に使用 

院外専用 
ビムパット錠 50mg                  

（ラコサミド錠） 
50mg/錠 抗てんかん剤 第一三共   

院外専用 
ビムパット錠 100mg                  

（ラコサミド錠） 
100mg/錠 抗てんかん剤 第一三共   

院外専用 

ミカトリオ配合錠                           

（テルミサルタン・アムロジピンベ

シル酸塩・ヒドロクロロチアジド  

配合錠） 

テルミサルタン

80mg・アムロジ

ピン 5mg・ヒドロ

クロロチアジド 

12.5mg/錠 

胆汁排泄型持続性

AT1受容体ブロッカー

/持続性 Ca拮抗薬/

利尿薬合剤 

日本ﾍﾞｰﾘﾝ

ｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊ

ｲﾑ 

  

院外専用 
ワントラム錠 100mg                     

（トラマドール塩酸塩徐放錠） 
100mg/錠 

持続性がん疼痛・ 

慢性疼痛治療剤 
日本新薬   

外
用 

臨時購入 イクセロンパッチ 4.5mg                  

（リバスチグミン経皮吸収型製剤） 
4.5mg/枚 

アルツハイマー型  

認知症治療剤 
ノバルティス 

  

院内専用   

臨時購入 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 
ノバルティス 

  

院内専用   

院内外両用 
クロモグリク酸 Na吸入液 1%「サワイ」                 

（クロモグリク酸ナトリウム吸入液） 
2mL/管 喘息治療剤 沢井 

インタール吸入液 1%の在庫

無くなり次第、切り替え 

院内専用 
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」               

（セボフルラン吸入麻酔液） 
250mL/瓶 全身吸入麻酔剤 丸石 

セボフレン吸入麻酔液の在

庫無くなり次第、切り替え 

 （裏に続きます） 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

院内外両用 

レルベア 100エリプタ 30吸入用                         

（ビランテロールトリフェニル酢酸塩・

フルチカゾンフランカルボン酸エス

テルドライパウダーインヘラー） 

30吸入/キット 
喘息・COPD治療   

配合剤 

ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐ

ｽｸﾗｲﾝ 

アドエア 250ディスカ

ス 60吸入の在庫無く

なり次第、切り替え 

注
射 

院内専用 
エルシトニン注 40単位                 

（エルカトニン注射液） 
40単位/管 

合成カルシトニン  

誘導体製剤 

旭化成  

ﾌｧｰﾏ  

院内専用 
カーボスター透析剤・P                    

（人工透析液） 

A剤：2,883g、  

B剤：1,030g/組 

人工腎臓透析用   

粉末製剤 
陽進堂   

用時購入 ダルテパリン Na静注 5000単位

/5mL「日医工」          

（ダルテパリンナトリウム注射液） 

5mL/瓶 血液凝固阻止剤 日医工   
院内専用 

院内専用 
プリズバインド静注液 2.5g                 

（イダルシズマブ〈遺伝子組換え〉製剤） 
2.5g/瓶 

ダビガトラン      

特異的中和剤 

日本ﾍﾞｰﾘﾝ

ｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊ

ｲﾑ 

  

臨時購入 プレアミン－P注射液                     

（高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤） 
200mL/袋 

小児 TPN用      

総合アミノ酸製剤 
扶桑   

院内専用 

 

2. 採用区分変更医薬品   

剤形 薬品名  備考 

内服 

スンベプラカプセル 100mg エレルサ錠 50mg、グラジナ錠 50mg と切り替え 

ダクルインザ錠 60mg エレルサ錠 50mg、グラジナ錠 50mg と切り替え 

ノベルジンカプセル 25mg 販売中止 

フェロミア錠 50mg クエン酸第一鉄 Na錠 50mg「JG」と切り替え  

外用 

アドエア 250ディスカス 60吸入 レルベア 100エリプタ 30吸入用と切り替え 

インタール吸入液 1％ クロモグリク酸 Na吸入液 1%「サワイ」と切り替え 

セボフレン吸入麻酔液 セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」と切り替え   

注射 

エルシトニン注 20Sディスポ   

カーボスター透析剤・L   

キンダリー透析剤 2E   

ダルテパリン Na静注 5000単位/5mL「タイヨー」 ダルテパリン Na静注 5000単位/5mL「日医工」と切り替え 

フィジオ 140輸液（250mL/袋）   

 

3. 採用中止医薬品   

剤形 薬品名 採用区分 

注射 

フィジオ 140輸液（250mL/袋） 採用（院内専用）→採用中止 

ブレオ注射用 15mg 採用（院内専用）→採用（用時購入） 

ニューモバックス NP 採用（用時購入）→採用（院内専用） 

 

 


