
関係各位

定例薬事委員会において新規購入薬品等を下記のように決定いたしました。

１) 新規採用薬品（7月1日より）

メーカー 依頼科

塩野義 産婦人科

日本
点眼薬

塩野義

バクスター

2017年7月18日

薬局だより

薬剤部

薬品名 成分 用法・用量 適応症

レギュニールLCa１．５腹
膜透析液シングルバッ
グ・機器専用
2500mL
(薬価：1,207/1袋)
5000mL
(薬価：2,415/1袋)

腹腔内に注入し、透析治
療を目的とした液として
使用。成人：１回１．５～
２Lを腹腔内に注入。４～
８時間滞液、効果期待後
に排液除去。体液過剰１
kg/日以下：レギュニール
LCa1.5腹膜透析液のみ
３～４回の連続操作を継
続。体液過剰１kg/日以
上：レギュニールLCa2.5
透析液を３～５回／日連
続操作を継続。（2.5腹膜
透析液1～4回又は4.25
腹膜透析液1～2回の処
方にて1.5腹膜透析液と
組み合わせ操作）
注入、排液速度は300mL
／分以下。

眼科

１回適量を１日１～数回
点耳、点鼻、耳浴、ネブ
ライザー、タンポン又は
患部注入

眼科用：外眼部・前眼部
の炎症性疾患の対症療
法
耳鼻科用：外耳･中耳又
は上気道の炎症性・アレ
ルギー性疾患、術後措
置

PA・ヨード点眼・洗眼液
20mL
（薬価：22.10/１mL）

1mL：
ヨウ素2mg

精製水又は０．９%食塩水
で４～８倍に希釈して使
用

慢性腎不全患者におけ
る腹膜透析（高マグネシ
ウム血症の改善が不十
分な場合で、かつカルシ
ウム製剤や活性型ビタミ
ンD製剤の投与により高
カルシウム血症をきたす
恐れのある場合に用い
る）

循環器・
腎臓内科

上室：
ブドウ糖、乳酸ナトリウム
液、塩化カルシウム水和
物、塩化マグネシウム、
塩化ナトリウム、塩酸
下室：
炭酸水素ナトリウム、塩
化ナトリウム、水酸化ナト
リウム

角膜ヘルペス、洗眼殺菌

スインプロイク錠
０．２ｍｇ
（薬価：272.1/１錠）

1錠：
ナルデメジン0.2mg

成人：1回０．２㎎１日１回 オピオイド誘発性便秘症

レギュニールLCa１．５腹
膜透析液（ツインバッグ・
ＵＶツインバッグ）
1000mL(薬価：1,288/1
袋)
1500mL(薬価：1,531/1
袋)
2000mL(薬価：1,785/1
袋)

リンデロン点眼・点耳・点
鼻液０．１％５ｍL
（薬価：69.00/１mL）

1mL：
ベタメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム1mg

レギュニールLCa２．５腹
膜透析液（ツインバッグ・
ＵＶツインバッグ）
1000mL(薬価：1,345/1
袋)
1500mL(薬価：1,553/1
袋)
2000mL(薬価：1,808/1
袋)



メーカー 依頼科

２） 販売中止に伴う変更薬品(在庫なくなり次第)

メーカー 依頼科

カイゲン
ファーマ

丸石

あすか製薬

３) 削除品目(在庫なくなり次第)

・ 「点眼・点鼻用リンデロンA液5mL」 → 「リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%5mL」採用のため

・

・

・ →

・ →

・ 「アモキサンカプセル25mg」

・ 「エースコール錠２ｍｇ」

・ 「ドレニゾンテープ４㎍/㎠」 購入実績ないため

・ 「注射用ビクシリンS１００」

・ 「ベストロン耳鼻科用１％」

→

非麻薬性鎮痛薬

「ダイアニール-N　PD-4　2.5腹膜透析液（排液用バッグ
付き）1000ｍL,1500mL,2000mL,2500mL」

「レギュニールLca腹膜透析液」採用のため→

「ダイアニール-N　PD-4　4.25腹膜透析液（排液用バッグ
付き）2000mL」

「ダイアニール-N　PD-2　1.5腹膜透析液（排液用バッグ
付き）1500mL,2000mL」

「エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ
・機器専用2000mL」採用のため

「ダイアニール-N　PD-2　1.5腹膜透析液
シングルバッグ5000mL」採用のため

循環器・
腎臓内科

バクスター

「ダイアニール-N　PD-4　1.5腹膜透析液（排液用バッグ
付き）1000ｍL,1500mL,2000mL,2500mL」

薬品名 成分 薬効分類 備考

レギュニールLCa２．５腹
膜透析液シングルバッ
グ・機器専用
2500mL
(薬価：1,264/1袋)
5000mL
(薬価：2,528/1袋)

慢性腎不全患者におけ
る腹膜透析

慢性腎不全患者の体
液、電解質の平衡異常
の補正並びに透析可能
な代謝有害物質の除去

薬剤部

アルロイドG内用液５％
（薬価：17.10/10mL）

100mL：
アルギン酸ナトリウム5g

ペルタゾン錠２５ｍｇ
（薬価：36.90/1錠）

アルクレイン内用液５％
（薬価：6.60/10mL）
販売中止

消化性潰瘍治療薬

ペンタジン注射液15mg
（薬価：64.00/1管）
販売中止

ペンタジン錠25mg
（薬価：39.00/1錠）
販売中止

ソセゴン注射液１５ｍｇ
（薬価：65.00/1管）

１管：
ペンタゾシン15mg

１錠：
ペンタゾシン25mg

1回1.5～2L を腹腔内注
入、4～8時間滞液、効果
期待後に排液除去。1日
当たり3～5回連続操作。

エクストラニール腹膜
透析液シングルバッグ・
機器専用2000mL
（薬価：1,126/1袋）

成分 用法・用量 適応症薬品名

ダイアニール-N　PD-2
1.5腹膜透析液
シングルバッグ5000mL
(薬価：2,010/１袋)

1袋：
イコデキストリン、塩化カ
ルシウム、塩化マグネシ
ウム、乳酸ナトリウム、塩
化ナトリウム

上室：
ブドウ糖、塩化カルシウム、
塩化マグネシウム、
下室：
乳酸ナトリウム、塩化ナトリ
ウム

1日1回のみの使用。
1日3～5回交換のうち1回の
交換において本剤1.5L～2L
を腹腔内に注入。
8～12時間滞液、効果期待
後に排液除去。
注入、排液速度は300mL／
分以下。



４） 変更薬品（在庫なくなり次第）

変更前薬品名

1 アクトス錠15 → ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」

2 アザルフィジンEN錠250mg → サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「SN」

3 カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 → カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」

4 キプレス錠10mg → モンテルカストOD錠10mg「タカタ」

5 グリメピリド錠1mg「三和」 → グリメピリドOD錠1mg「EMEC」

6 コムタン錠100mg → エンタカポン錠100mg「KN」

7 サイレース錠1mg → フルニトラゼパム錠1mg「JG」

8 セファドール錠25mg → ジフェニドール塩酸塩錠25mg「TCK」

9 ティーエスワン配合OD錠T20 → エスワンタイホウ配合OD錠T20

10 ティーエスワン配合OD錠T25 → エスワンタイホウ配合OD錠T25

11 ネオフィリン注250ｍｇ → ネオフィリン注PL250mg

12 パキシル錠10mg → パロキセチン錠10mg「アスペン」

13 パナルジン錠100mg → チクロピジン塩酸塩錠100mg「杏林」

14 ファスティック錠90 → ナテグリニド錠90mg「日医工」

15 ベニジピン塩酸塩錠4mg「タナベ」 → ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」

16 ヘルベッサーRカプセル100mg → ジルチアゼム塩酸塩Rｶﾌﾟｾﾙ100mg「ｻﾜｲ」

17 ミカルディス錠20mg → テルミサルタン錠20mg「DSEP」

18 メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」 → メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」

19 リスパダール錠1mg → リスペリドンOD錠1mg「サワイ」

20 レバミピドOD錠100mg「明治」 → レバミピドOD錠100mg「NS」

21 ワイパックス錠0.5 → ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」

22 ワソラン錠40mg → ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」

23 球形吸着炭カプセル200mg「マイラン」 → 球形吸着炭細粒分包２ｇ「日医工」

変更後薬品名


