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              2020 年 3 月 4 日発行 

 薬局通信  第９9 号 

          大阪母子医療センター 

 

掲載薬品一覧 

 

 

採用薬品の処方開始は、原則として 2020 年 3 月 2日からとなります。 

ただし、採用中止薬、切り替え等は院内在庫薬がなくなり次第実施となりますので開始日が異なる場合が

あります。 

 

 

 

 

新規試用品目 患者限定医薬品 院外専用医薬品

ストラテラ内用液0.4％ ナウゼリンＯＤ錠10ｍｇ

デパケン錠100ｍｇ、200ｍｇ マヴィレット配合錠

ボルヒール組織接着用5ｍL センノサイド顆粒8％「EMEC」

ＫＮ１号輸液500ｍＬ

ベオーバ錠50ｍｇ

カーバグル分散錠200ｍｇ 採用中止薬

ユベラＮ細粒40％

アサコール錠400ｍｇ ユベラ顆粒20％

リティンパ耳科用250μｇセット

ムコスタ点眼液UD2％

シチコリン注250ｍｇ/2ｍＬ
「日医工」

トコフェロール酢酸エステル
顆粒20％「ツルハラ」

ルセンティス硝子体内注射液
10ｍｇ/ｍL

モサプリドクエン酸塩錠5ｍｇ
「ファイザー」

ヒドロクロロチアジド錠25ｍｇ
「トーワ」

ツムラ帰脾湯エキス顆粒
2.5ｇ/包
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薬事委員会からのお知らせ 

・その他の削除薬 

院内採用削除薬 当院採用薬での代替薬など 削除理由 

ロコルナール細粒 10％ ジピリダモール散 12.5％ 販売中止 

ユベラ N細粒 40%、 

ユベラ顆粒 20％ 

トコフェロール酢酸エステル顆粒 20％

「ツルハラ」 

販売中止 

アクリノール 0.1％「マルイシ」 各種消毒薬 販売中止 

メタライト 250 カプセル なし 期限切れ廃棄

キシロカイン注ポリアンプ 2％5ｍＬ キシロカイン注ポリアンプ 2％10ｍＬ 他規格採用 

アカルディカプセル 1.25ｍｇ ピモベンダン錠 1.25ｍｇ「TE」 販売中止 

重カマ「ヨシダ」 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 販売中止 

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケ

ダ」1ｍＬ/本 

DT ビック 0.1ｍＬ/本 

 

販売中止 

 

・その他 

① ジェノトロピンゴークイック注用 12ｍｇの出荷保留に伴い、代替薬であるソマトロピン BS 皮下注 

10ｍｇ「サンド」シュアパルの患者限定を解除し、限定申請書なしにオーダー可能とした。 

② 細菌染色用ピオクタニンブルー1％溶液の当院における使用規定を作成した。 

  使用規定については、特に委員からの意見がなかったため、本規定で運用する。 

③ 先発医薬品から後発医薬品への切り替えに際し、異議はなかったため後発医薬品へ変更する。（別紙

①参照） 

④ 定例の今年度不動薬リストを作成し、各診療科にアンケートを実施する。アンケート結果を次回薬

事委員会で検討する。 

 

新規試用医薬品 

ルセンティス硝子体内注射液 10ｍｇ/ｍＬ 処方箋医薬品 

（ノバルティスファーマ）眼科用 VEGF 阻害剤 

一般名：ラニビズマブ 

効能効果：①中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性症②網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫③病的近視にお

ける脈絡膜新生血管④糖尿病黄斑浮腫⑤未熟児網膜症 

用法用量： ①ラニビズマブ（遺伝子組換え）として 0.5mg（0.05mL）を 1ヵ月毎に連続 3ヵ月間（導入期）硝

子体内投与する。その後の維持期においては、症状により投与間隔を適宜調節するが、1ヵ月以上

の間隔をあけること。 

②③④ラニビズマブ（遺伝子組換え）として 1回あたり 0.5mg（0.05mL）を硝子体内投与する。投

与間隔は、1ヵ月以上あけること。 
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     ⑤ラニビズマブ（遺伝子組換え）として 1回、0.2mg（0.02mL）を硝子体内投与する。なお、必要

な場合は再投与できるが、1ヵ月以上の間隔をあけること。 

 

処方区分：院内処方可 

長期投与の可否：該当しない 

薬価： 160,698 円/瓶 

 

ボルヒール組織接着用 5ｍＬ 処方箋医薬品 特定生物由来製品 

（日本血液製剤機構）血漿分画製剤（生体組織接着剤） 

一般名：フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 

効能効果：組織の接着・閉鎖（ただし、縫合あるいは接合した組織から血液、体液または体内ガスの漏出をき

たし、他に適切な処置法のない場合に限る。） 

用法用量：フィブリノゲン凍結乾燥粉末（バイアル１）をフィブリノゲン溶解液（バイアル２）全量で溶解し、

Ａ液とする。 

トロンビン凍結乾燥粉末（バイアル３）をトロンビン溶解液（バイアル４）全量で溶解し、Ｂ液と

する。溶解した両液の等容量を接着・閉鎖部位に重層又は混合して適用する。 

通常、10cm２あたりＡ液Ｂ液各々１mLを適用する。 

なお、接着・閉鎖部位の状態、大きさなどに応じて適宜増減する。 

処方区分：院内処方可 

長期投与の可否：可 

薬価：52,925.9円 

 

ＫＮ１号輸液５００ｍＬ 処方箋医薬品  

（大塚製薬工場）総合電解質輸液（開始液） 

効能効果：脱水症及び病態不明時の水分・電解質の初期補給、手術前後の水分・電解質の補給 

用法用量：通常成人、１回 500〜1000mL を点滴静注する。投与速度は通常成人１時間あたり 300〜500mL、小児

の場合、１時間あたり 50〜100ｍL とする。なお、年齢、症状、体重により適宜増減する。 

処方区分：院内処方可 

長期投与の可否：可 

薬価：175 円/袋 

 

ベオーバ錠 50ｍｇ 処方箋医薬品 

（杏林製薬）選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤 

効能効果：過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁 

用法用量：通常、成人にはビベグロンとして 50mg を 1 日 1回食後に経口投与する。 

処方区分：院内・院外処方可 
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長期投与の可否：可 

薬価：185.3円/錠 

 

カーバグル分散錠 200ｍｇ 処方箋医薬品 

（レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン）高アンモニア血症治療剤 

効能効果：下記疾患による高アンモニア血症・N-アセチルグルタミン酸合成酵素欠損症 

イソ吉草酸血症、メチルマロン酸血症、プロピオン酸血症 

用法用量：通常、1日に体重 kg あたり 100mg〜250mg より開始し、1日 2〜4回に分けて、用時、水に分散して

経口投与する。その後は患者の状態に応じて適宜増減する。 

処方区分：院内・院外処方可 

長期投与の可否：可 

薬価：16,596.9円/錠 

 

トコフェロール酢酸エステル顆粒 20％「ツルハラ」 処方せん医薬品以外の医薬品 

（鶴原製薬）ビタミンＥ剤 

効能効果：１．ビタミンＥ欠乏症の予防及び治療 

２．末梢循環障害(間歇性跛行症、動脈硬化症、静脈血栓症、血栓性静脈炎、糖尿病性網膜症、凍

瘡、四肢冷感症) 

３．過酸化脂質の増加防止 

１．以外の効能については、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきではない。 

用法用量：通常、成人にはトコフェロール酢酸エステルとして１回 50〜100mg を、１日２〜３回経口投与する。 

なお、年齢、症状により適宜増減する。 

処方区分：院内・院外処方可 

長期投与の可否：可 

薬価：6.3円/ｇ  

 

リティンパ耳科用 250μｇセット 処方箋医薬品 

（ノーベルファーマ）鼓膜穿孔治療剤 

効能効果：鼓膜穿孔 

用法用量：鼓膜用ゼラチンスポンジに 100μg/mL トラフェルミン（遺伝子組換え）溶液全量を浸潤させて成形

し、鼓膜穿孔縁の新鮮創化後、鼓膜穿孔部を隙間なく塞ぐように留置する。 

処方区分：院内処方可 

長期投与の可否：不可 

薬価：32,691.3円/セット 



 別紙②

後発医薬品への切り替えリスト
先発品 後発品

1 ｱﾝｶﾛﾝ錠100 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩錠100ｍｇ「サワイ」
2 ｱﾝｶﾛﾝ注150 ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩静注150mg｢TE｣
3 ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ注⽤20 ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ注⽤20mg｢NP｣
4 ゲンタシン注10ｍｇ ゲンタマイシン硫酸塩注射液10ｍｇ「⽇医⼯」
5 ゲンタシン注60ｍｇ ゲンタマイシン硫酸塩注射液60ｍｇ「⽇医⼯」
6 ｻﾞｲﾎﾞｯｸｽ錠600mg ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ錠600mg｢ｻﾜｲ｣
7 ｻﾞｲﾎﾞｯｸｽ注射液600mg ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ点滴静注液600mg｢KCC｣
8 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢JG｣
9 ｾﾌｿﾞﾝ細粒⼩児⽤10% セフジニル細粒⼩児⽤10％「ＪＧ」
10 ｾﾌﾒﾀｿﾞﾝ静注⽤0.25g ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙNa静注⽤0.25g｢NP｣
11 ｾﾌﾒﾀｿﾞﾝ静注⽤0.5g ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙNa静注⽤0.5g｢NP｣
12 ｾﾌﾒﾀｿﾞﾝ静注⽤1g ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙNa静注⽤1g｢NP｣
13 注射⽤エフオーワイ100 ガベキサートメシル酸塩注射⽤100ｍｇ「ﾀｶﾀ」
14 パルミコート吸⼊液0.25ｍｇ ブデソニド吸⼊液0.25ｍｇ「武⽥テバ」
15 パルミコート吸⼊液0.5ｍｇ ブデソニド吸⼊液0.5ｍｇ「武⽥テバ」
16 ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ注射液10mg 塩酸ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ注射液10mg｢ﾀｶﾀ｣

17 プロスタンディン点滴静注⽤500μｇ アルプロスタジルアルファデクス
点滴静注⽤500μｇ「ﾀｶﾀ」

18 ホクナリンテープ1ｍｇ ツロブテロールテープ1ｍｇ「HMT」
19 ﾎｽﾐｼﾝS静注⽤0.5g ホスホマイシンナトリウム静注⽤0.5ｇ「⽇医⼯」

20 ホスミシンドライシロップ200 ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40％「⽇医⼯」

21 ﾎｽﾐｼﾝ錠500 ホスホマイシンカルシウムカプセル500ｍｇ「⽇医⼯」

22 ﾒﾛﾍﾟﾝ点滴⽤ﾊﾞｲｱﾙ0.25g ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注⽤0.25g｢明治｣
23 ﾒﾛﾍﾟﾝ点滴⽤ﾊﾞｲｱﾙ0.5g ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注⽤0.5g｢明治｣
24 モダシン静注⽤0.5ｇ セフタジジム静注⽤0.5ｇ「マイラン」
25 モダシン静注⽤1ｇ セフタジジム静注⽤1ｇ「マイラン」

26 ﾗｼﾞｶｯﾄ注30mg
ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ点滴静注30mg/20mL｢NP｣
※筋萎縮性側索硬化症（ALS）における機能障害
の進⾏抑制の適応なし

27 ﾗｼｯｸｽ注20mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ注射液20mg｢⽇医⼯｣


