
                                                      

薬発 29-15        

  平成 30 年 1 月 29 日

 薬剤科 医薬品情報室 

〔Ⅰ〕第 399 回薬事委員会（1 月 26 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 5 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 

院内外両用 
アミノレバン EN配合散（コーヒー味）                              

（肝不全用成分栄養剤） 
50g/包 肝不全用経口栄養剤 大塚 アミノレバン EN配

合散の在庫無くな

り次第、切り換え 院内外両用 
アミノレバン EN配合散（フルーツ味）                              

（肝不全用成分栄養剤） 
50g/包 肝不全用経口栄養剤 大塚 

用時購入 イブランスカプセル 25mg              

（パルボシクリブカプセル） 
25mg/CP 

抗悪性腫瘍剤   

（CDK4/6阻害剤） 
ファイザー   

院外処方可 

用時購入 イブランスカプセル 125mg              

（パルボシクリブカプセル） 
125mg/CP 

抗悪性腫瘍剤  

（CDK4/6阻害剤） 
ファイザー   

院外処方可 

院内外両用 
イルベサルタン錠 100mg「日医工」              

（イルベサルタン錠） 
100mg/錠 長時間作用型 ARB 日医工 

イルベタン錠

100mgの在庫無く

なり次第、切り換え 

院内外両用 
オルメサルタン OD錠 10mg「日医工」                

（オルメサルタン メドキソミル口腔内崩壊錠） 
10mg/錠 

高親和性 AT1レセプター

ブロッカー 
日医工 

オルメテック OD錠

10mgの在庫無く

なり次第、切り換え 

院内外両用 
オルメサルタン OD錠 20mg「日医工」                

（オルメサルタン メドキソミル口腔内崩壊錠） 
20mg/錠 

高親和性 AT1レセプター

ブロッカー 
日医工 

オルメテック OD錠

20mgの在庫無く

なり次第、切り換え 

院外専用 
オルメサルタン OD錠 40mg「日医工」                

（オルメサルタン メドキソミル口腔内崩壊錠） 
40mg/錠 

高親和性 AT1レセプター

ブロッカー 
日医工 

オルメテック OD錠

40mg と切り換え 

院外専用 
ビラノア錠 20mg                  

（ビラスチン錠） 
20mg/錠 アレルギー性疾患治療剤 大鵬 

セルテクト錠 30 と

切り換え 

臨時採用 
フィコンパ錠 2mg                  

（ペランパネル水和物錠） 
2mg/錠 抗てんかん剤 エーザイ   

院外専用 
マヴィレット配合錠               

（グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル配合剤） 

グレカプレビル

水和物

100mg・ピブレ

ンタスビル 

40mg/錠 

抗ウイルス化学療法剤 アッビイ 
ヴィキラックス配合

錠と切り換え 

院内外両用 
ロスバスタチン OD錠 2.5mg「日医工」       

（ロスバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠） 
2.5mg/錠 HMG-CoA還元酵素阻害剤 日医工 

クレストール錠

2.5mgの在庫無く

なり次第、切り換え 

院外専用 
ロスバスタチン OD錠 5mg「日医工」       

（ロスバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠） 
5mg/錠 HMG-CoA還元酵素阻害剤 日医工 

クレストール錠

5mg と切り換え 

                                   

  （裏に続きます） 
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外
用 

院内外両用 
ジクロスター点眼液 0.1％            

（ジクロフェナクナトリウム点眼液） 
5mL/瓶 

眼科用                 

非ステロイド性抗炎症剤 
日本点眼 

ジクロスターPF 点眼

液 0.1％の在庫無く

なり次第、切り換え 

注
射 

用時購入 
ジーンプラバ点滴静注 625mg             

(注射用ベズロトクスマブ（遺伝子組換え) 
625mg/瓶 

抗 Clostridium difficile トキ

シンB ヒトモノクローナル抗体 
MSD   

院内専用 
ダラザレックス点滴静注 100mg          

（ダラツムマブ（遺伝子組換え）製剤） 
100mg/瓶 

ヒト型抗 CD38       

モノクローナル抗体 
ヤンセン サレドカプセル

50、サレドカプセ

ル 100 と切り換え 院内専用 
ダラザレックス点滴静注 400mg       

（ダラツムマブ（遺伝子組換え）製剤） 
400mg/瓶 

ヒト型抗 CD38       

モノクローナル抗体 
ヤンセン 

 

2.採用保留医薬品 

剤形 薬品名  備考 

内服 カナグル錠          
来年度、赴任予定の糖尿病担当医師との協議するため。 

内服 カナリア配合錠         

 

3.採用区分変更医薬品  

剤形 薬品名 採用区分 

注射 

シンポニー皮下注 50mg 採用（用時購入）→採用（院内専用） 

ゾレア皮下注用 75mg 採用（用時購入）→採用（院内専用） 

ゾレア皮下注用 150mg 採用（用時購入）→採用（院内専用） 

ヌーカラ皮下注 100mg 採用（用時購入）→採用（院内専用） 

 

4.採用中止医薬品 

剤形 薬品名  備考 

内服 

アミノレバン EN配合散 アミノレバン EN配合散（コーヒ―味、フルーツ味）と切り換え 

イルベタン錠 100mg イルベサルタン錠 100mg「日医工」と切り換え 

ヴィキラックス配合錠 マヴィレット配合錠と切り換え 

オーラノフィン錠 3mg「サワイ」   

オルメテック OD錠 10mg オルメサルタン OD錠 10mg「日医工」と切り換え 

オルメテック OD錠 20mg オルメサルタン OD錠 20mg「日医工」と切り換え 

オルメテック OD錠 40mg オルメサルタン OD錠 40mg「日医工」と切り換え 

クリキシバンカプセル 200mg 販売中止 

クレストール錠 2.5mg ロスバスタチン OD錠 2.5mg「日医工」と切り換え 

クレストール錠 5mg ロスバスタチン OD錠 5mg「日医工」と切り換え 

サレドカプセル 50   

サレドカプセル 100 投与患者終了後、採用中止 

セルテクト錠 30   

外用 ジクロスターPF点眼液 0.1％ ジクロスター点眼液 0.1％と切り換え 

注射 
イントロン A注射用 600 販売中止 

イントロン A注射用 1000 販売中止 

 


