
                                                      

 

薬発 2019-1    

   令和元年 5 月 7 日

 薬剤科 医薬品情報室 

〔Ⅰ〕第 410 回薬事委員会（4 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 5 月 7 日（火）より処方可能となります。 

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 
アジレクト錠 0.5mg                      

（ラサギリンメシル酸塩錠） 
0.5mg/錠 

パーキンソン病治療剤   

（選択的 MAO－B阻害剤） 
武田   

院外専用 
アジレクト錠 1mg                      

（ラサギリンメシル酸塩錠） 
1mg/錠 

パーキンソン病治療剤   

（選択的 MAO－B阻害剤） 
武田   

院内外両用 
コムタン錠 100mg                    

（エンタカポン錠） 
100mg/錠 抹消 COMT阻害剤 ノバルティス   

院外専用 

ジェミーナ配合錠                     

（ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ・ 

ｴﾁﾆﾙｴｽﾗｼﾞｵｰﾙ 配合製剤） 

ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ

0.09mg・ｴﾁﾆﾙ

ｴｽﾗｼﾞｵｰﾙ

0.02mg 

月経困難症治療剤 あすか   

用時購入 ダフクリア錠 200mg                  

（フィダキソマイシン錠） 
200mg/錠 

クロストリジウム・ディフィシル

感染症治療剤 
アステラス   

院外処方可 

院外専用 
トレリーフ OD錠 25mg                         

（ゾニサミド口腔内崩壊錠） 
25mg/錠 

パーキンソン病治療薬・ 

レビー小体型認知症に伴う

パーキンソンニズム治療薬 

大日本住友   

院外専用 
トレリーフ OD錠 50mg                         

（ゾニサミド口腔内崩壊錠） 
50mg/錠 

パーキンソン病治療薬・ 

レビー小体型認知症に伴う

パーキンソンニズム治療薬 

大日本住友   

院内外両用 
 ナルサス錠 2mg                    

（ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠） 
2mg/錠 持続性癌疼痛治療剤 第一三共 

5月 15日より

処方可能 

院内外両用 
 ナルサス錠 6mg                    

（ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠） 
6mg/錠 持続性癌疼痛治療剤 第一三共 

5月 15日より

処方可能 

院内外両用 
 ナルサス錠 12mg                    

（ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠） 
12mg/錠 持続性癌疼痛治療剤 第一三共 

5月 15日より

処方可能 

院内外両用 
ナルラピド錠 1mg                    

（ヒドロモルフォン塩酸塩錠） 
1mg/錠 癌疼痛治療剤 第一三共 

5月 15日より

処方可能 

院内外両用 
ナルラピド錠 2mg                    

（ヒドロモルフォン塩酸塩錠） 
2mg/錠 癌疼痛治療剤 第一三共 

5月 15日より

処方可能 

院外専用 
フィコンパ錠 2mg                   

（ペランパネル水和物製剤） 
2mg/錠 抗てんかん薬 エーザイ   

用時購入 フィコンパ錠 4mg                   

（ペランパネル水和物製剤） 
4mg/錠 抗てんかん薬 エーザイ   

院外処方可 

用時購入 ミラペックス LA錠 0.375mg               

（プラミペキソール塩酸塩水和物徐放錠） 
0.375mg/錠 

ドパミン作動性パーキンソン

病治療徐放性製剤 

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ

ｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ 
  

院外処方可 

  

 

 

 
 



 

  
 

用時購入 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 

ｸﾞﾗｸｿ・ 

ｽﾐｽｸﾗｲﾝ 
   

 

院内外両用 

 
 

院外専用 
レキップ CR錠 8mg                      

（ロピニロール塩酸塩徐放錠） 
8mg/錠 

徐放性ドパミン D2 

受容体系作動薬 

ｸﾞﾗｸｿ・ 

ｽﾐｽｸﾗｲﾝ 
  

 
 

院外専用 
レルミナ錠 40ｍｇ                      

（レルゴリクス錠） 
40ｍｇ/錠 GnRHアンタゴニスト あすか   

外
用 

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 

ビーソカイン歯科用ゼリ

ー20％と切り換え 

院外専用 
ニュープロパッチ 2.25mg                    

（ロチゴチン経皮吸収型製剤） 
2.25mg/枚 

ドパミン作動性パーキンソ

ン病治療剤、レストレスレッ

グス症候群治療剤 

大塚製薬   

院内外両用 
ニュープロパッチ 4.5mg                 

（ロチゴチン経皮吸収型製剤） 
4.5mg/枚 

ドパミン作動性パーキンソ

ン病治療剤、レストレスレッ

グス症候群治療剤 

大塚製薬   

院外専用 
ニュープロパッチ 9mg                     

（ロチゴチン経皮吸収型製剤） 
9mg/枚 

ドパミン作動性 

パーキンソン病治療剤 
大塚製薬   

院外専用 
ニュープロパッチ 13.5mg                  

（ロチゴチン経皮吸収型製剤） 
13.5mg/枚 

ドパミン作動性 

パーキンソン病治療剤 
大塚製薬   

院外専用 
ニュープロパッチ 18mg                

（ロチゴチン経皮吸収型製剤） 
18mg/枚 

ドパミン作動性 

パーキンソン病治療剤 
大塚製薬   

注
射 

用時購入 
ジェブタナ点滴静注 60mg                    

（カバジタキセル アセトン付加物製剤） 
60mg/Ｖ 抗悪性腫瘍剤 サノフィ   

院内専用 
ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「トーワ」           

 （ドセタキセル注射液） 
20mg/V タキソイド系抗悪性腫瘍剤 東和   

院内専用 
ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「トーワ」                 

（ドセタキセル注射液） 
80mg/V タキソイド系抗悪性腫瘍剤 東和   

院内専用 
トラマール注 100                       

（トラマドール塩酸塩注射液） 
100mg/A 鎮痛剤 日本新薬   

院内専用 
ナルベイン注 2mg                         

（ヒドロモルフォン塩酸塩注） 
2mg/A 癌疼痛治療剤 第一三共 

5月 15日より処

方可能 

用時購入 ナルベイン注 20mg                     

（ヒドロモルフォン塩酸塩注） 
20mg/A 癌疼痛治療剤 第一三共   

患者限定 

院内専用 
レギチーン注射液 5mg               

（フェントラミンメシル酸塩水和物注） 
50mg/V 

褐色細胞腫用 

αブロッカー 
ノバルティス 

レギチーン注射液

10mg と切り換え 

 

2.採用区分 

剤形 薬品名 採用区分 

内服 
アブストラル舌下錠 200μg 院内外両用→用時購入、院外処方可 

MS コンチン錠 30mg 院内専用→用時購入 

外用 アンペック坐剤 20mg 院内外両用→用時購入、院外処方可 

 

 

 



 

 

 

 

3.採用中止医薬品 

剤形 薬品名  備考 

内服 ソブリアードカプセル 100mg 製造販売中止 

外用 ビーソカイン歯科用ゼリー20％ 製造販売中止 

注射 
イムネース注 35   

レギチーン注射液 10mg 製造販売中止 

 

 


