
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)

メーカー 依頼科

CSL
ベーリング

救急
診療科

日本メジフィ
ジックス

放射線科

鶴原

大日本
住友

大日本
住友

共和薬品

2018年2月22日

薬局だより

薬剤部

新規採用薬品（ケイセントラ静注用500・1000、オランザピンOD錠2.5mg「DSEP」は3月１日～、
　　　　　　　　　　FDGスキャン注は4月1日～、その他の薬品は5月1日～）

薬品名 成分 用法・用量 適応症

統合失調症、躁病、うつ
病における不安・緊張

精神科

ハロマンス注50mg
（薬価：1,679/1管）

1管：
ハロペリドールデカン酸
エステル70.52mg(ハロペ
リドールとして50mg)

１回50～150mg、４週間
隔、筋注。
初回用量：経口ハロペリ
ドール１日用量の１０～
15倍を目安とし、少量よ
り開始、100mgを超えな
い。

統合失調症ロナセン錠4mg
（薬価：147.8/1錠）

ケイセントラ静注用
500
（薬価：35,004/１瓶）
1000
（薬価：65,225/１瓶）

1瓶（溶解液40mL付）：
人プロトロンビン複合体
500IU、1000IU

溶解液で溶解後、以下を
単回静注。
投与前PT-INR2～4未
満：１回25IU/kg(100kg
超；25000IU)PT-INR4～
6：１回35IU/kg(100kg超；
3500IU)PT-INR＞6：１回
50IU/kg(100kg超；
5000IU)。

ビタミンK拮抗薬投与中
患者における急性重篤
出血時、又は重大な出
血が予想される緊急を要
する手術・処置施行時の
出血傾向抑制

FDGスキャン注
（薬価未収載,
 納入価40,000/1瓶）

1瓶：
フルデオキシグルコース

（18F）185MBq

成人：１瓶（検定日時に
おいて185MBq）静脈内
投与し撮像。最小
74MBq、最大370MBq。

悪性腫瘍の診断、虚血
性心疾患の診断、難治
部分てんかんで外科切
除が必要とされる場合の
脳グルコース代謝異常
領域の診断

１錠：
ブロナンセリン4mg

１回4mg,１日２回より開
始し漸増。
維持：１日8～16mg、２回
分服。
最大：１日24mg。

ペロスピロン塩酸塩錠
8mg「アメル」
（薬価：18.7/1錠）

１錠：
ベロスピロン塩酸塩8mg

１回4mg,１日３回より開
始し漸増。
維持：１日12～48mg、３
回分服。
最大：１日48mg。

レボメプロマジン錠25mg
「ツルハラ」
（薬価：5.6/1錠）

1錠：
レボメプロマジン25mg

１日25～200mg、分服。



メーカー 依頼科

第一三共
エスファ

大塚製薬

共和薬品

アルフレッサ
ファーマ

ファイザー

大日本
住友

MSD

持田

薬品名 成分 用法・用量 適応症

オランザピンOD錠
2.5mg「DSEP」
（薬価：44.1/1錠）

1錠：
オランザピン2.5mg

①１日１回5～10mgより
開始。維持：１日１回
10mg
②１日１回10mg。
③１日１回5mgより開始。
１日１回10mgに増量（就
寝前）。最大：１日20mg。
④（他の制吐薬と併用）１
日１回5mg。最大：１日
10㎎６日間。

①統合失調症
②双極性障害における
躁症状の改善
③双極性障害におけるう
つ症状の改善
④抗悪性腫瘍薬投与に
伴う消化器症状（悪心、
嘔吐）

精神科

エビリファイ内用液0.1％
（薬価：83.4/1包）

1包：
アリピプラゾール1mg

①開始量：1日6～12mg、
維持量：1日6～24mg、
１～２回分服。
②開始量：1日1回24mg、
維持量1日1回12～
24mg。最大：1日30㎎。
③（SSRI又はSNRI等の
抗うつ薬と併用）1日1回
3mg。増量幅は1日量とし
て3mg、1日量は15mgを
超えない。
④開始量：１日1回1mg、
維持量：1日1回1～
15mg。増量幅は1日量と
して3mg、1日量は15mg
を超えない。

①統合失調症
②双極性障害における
躁症状の改善
③うつ病・うつ状態（既存
治療で十分な効果が認
められない場合）
④小児期の自閉スペクト
ラム症に伴う易刺激性

アモキサンカプセル25mg
（薬価：13.1/1C）

１カプセル：
アモキサピン25ｍｇ

アモキサピンとして1日25
～75mg、１～数回分服。
効果不十分：１日
150mg。
最大：1日300mg。

うつ病・うつ状態

ノリトレン錠10mg
（薬価：5.6/1錠）

１錠：
ノリトリプチリン塩酸塩
10mg

1回10～25mg、1日3回又
はその1日量を2回分服。
最大：1日150㎎、2～3回
分服。

精神科領域におけるうつ
病・うつ状態

ゾテピン錠50mg
「アメル」
（薬価：11.4/1錠）

１錠：
ゾテピン50mg

ゾテピンとして1日75～
150mg、分服。1日450mg
まで増量可。

統合失調症

アナフラニール錠25mg
（薬価：19.2/1錠）

1錠：
クロミプラミン塩酸塩
25mg

①1日50～100mg、1～3
回分服。最大：1日
225mg。
②6歳未満：1日10～
25mg、6歳以上：1日20～
50mg、1～2回分服。
③1日10～75mg、1～3分
服。

①精神科領域におけるう
つ病・うつ状態
②遺尿症
③ナルコレプシーに伴う
情動脱力発作

テトラミド錠10mg
（薬価：15.3/1錠）

１錠：
ミアンセリン塩酸塩10mg

初期量：1日30㎎、分服。
1日60mgまで増量。1日1
回の場合夕食後又は就
寝前。

うつ病・うつ状態

レクサプロ錠10mg
（薬価：216.4/1錠）

1錠：
エスシタロプラムシュウ
酸塩10mg

1日1回10mg（夕食後）、1
週間以上間隔をあけて
増量。1日20㎎を超えな
い。

うつ病・うつ状態、社会不
安障害



メーカー 依頼科

沢井

Meiji　Seika
ファルマ

日新製薬

東和薬品

グラクソ・スミ
スクライン

薬品名 成分 用法・用量 適応症

ミルナシプラン塩酸塩錠
25mg「サワイ」
（薬価：18.5/1錠）

１錠：
ミルナシプラン塩酸塩
25mg

初期量：1日25㎎、1日
100mgまで漸増、食後2
～3回分服。
高齢者：初期1日25㎎、1
日60mgまで漸増、食後2
～3回分服。

うつ病・うつ状態

精神科

リフレックス錠15mg
（薬価：170.8/1錠）

1錠：
ミルタザピン15mg

初期量：1日15㎎
1日15～30mg、就寝前。
増量は1週間以上間隔を
あけて1日15㎎ずつ。1日
45㎎を超えない

クアゼパム錠15mg
「MNP」
（薬価：50.2/1錠）

1錠：
クアゼパム15mg

①1回20mg、就寝前。1
日最高30mg。
②1回15～30mg、就寝
前。1日最高30mg。

①不眠症
②麻酔前投薬

タンドスピロンクエン酸塩
錠10mg「トーワ」
（薬価：16.9/1錠）

1錠：
タンドスピロンクエン酸塩
10mg

1日30㎎、3回分服。1日
60mgまで可。

心身症の身体症候・抑う
つ・不安・焦燥・睡眠障
害、神経症の抑うつ・恐
怖

ラミクタール錠
25mg
（薬価：87/1錠）
100mg
（薬価：232.7/1錠）

１錠：
ラモトリギン25mg、
100mg

①1日1回25mg、2週間。
次の2週間1日1回50mg、
5週目1日100㎎1～2回
分服。その後1～2週間ご
とに1日最大100㎎ずつ
漸増。維持：1日100～
200mg、1～2回分服。増
量は1週間以上あけ、1
日最大100㎎ずつ。最
大：1日400㎎まで、1～2
回分服。
②③バルプロ酸ナトリウ
ム併用時、バルプロ酸は
併用せず本剤のグルク
ロン酸抱合誘導薬併用
時、どちらにも当たらない
場合で用法・用量が異な
るため詳細は添付文書
参照。
④小児：1日0.3㎎/kg、1
～2回分服、2週間。次の
2週間0.6㎎/kg、1～2回
分服。その後1～2週間
毎に1日最大0.6㎎/kgず
つ漸増。維持：1日1～10
㎎/kg、1～2回分服。増
量：1週間以上の間隔を
あけて1日最大0.6㎎/kg
ずつ、1～2回分服。最
大：1日200㎎、1～2回分
服。

①てんかん患者の部分
発作（二次性全般化発作
を含む）、強直間代発作
に対する単剤療法
②他の抗てんかん薬で
十分な効果が認められ
ないてんかん患者の部
分発作（二次性全般化発
作を含む）、強直間代発
作、Lennox-Gastaut症
候群における全般発作
にたいする抗てんかん薬
との併用療法
③双極性障害における
気分エピソードの再発・
再燃抑制
④てんかん患者の定型
欠神発作に対する単剤
療法



メーカー 依頼科

ノバルティス
ファーマ

武田

２） 規格追加薬品

メーカー 依頼科

日本血液
製剤機構

薬剤部

３） 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

大塚

エーザイ

４) 剤型変更（在庫なくなり次第）

メーカー 依頼科

ニプロES
ファーマ

薬剤部

薬品名 成分 用法・用量 適応症

イクセロンパッチ
4.5mg
（薬価：346.8/1枚）
9mg                       （薬
価：390.5/1枚）

１枚：
リバスチグミン4.5mg、
9mg

開始：1日1回4.5㎎から、
4週ごとに4.5㎎ずつ増量
。維持：1日1回18㎎。状
態に応じ9㎎から開始、4
週後に18㎎に増量も可。
背部、上腕部、胸部のい
ずれかに貼付。24時間
毎に貼り替える。

軽度及び中等度のアル
ツハイマー型認知症にお
ける認知症状の進行抑
制

献血ヴェノグロブリン
IH5%静注5g/100mL
（薬価：41,843/1瓶）

1瓶：
ポリエチレングリコール
処理人免疫グロブリン5g

血液製剤
献血ヴェノグロブリンIH5%静
注2.5g/50mL
（薬価：22,295/1瓶）併用

薬品名 成分 薬効分類 備考

精神科

レミニールOD錠4mg
（薬価：107.1/1錠）

1錠：
ガランタミン臭化水素酸
塩4mg

①開始：1回4㎎、1日2
回。4週間後に1回8㎎、1
日2回に増量。最大：変
更前の用量で4週間以上
投与後、1回12mg、1日2
回まで。

薬品名 成分 薬効分類 備考

アミノレバンEN配合散「フ
ルーツ」味
（薬価：480.5/1袋）

１袋：
50g、各種アミノ散配合
210kcal

肝不全用経腸栄養剤
アミノレバンEN配合散
（薬価：480.5/1袋）から変更

薬剤部

クリアクター静注用80万
(薬価：85,140/1瓶)

１瓶：
モンテプラーゼ(遺伝子
組み換え)80万IU

血栓溶解剤
クリアクター静注用160万
(薬価：167,635/1瓶)から変
更

薬品名 成分 薬効分類 備考

アスベリンドライ
シロップ2%
（薬価：6.4/1g）

１g：
チペピジンヒベンズ酸塩
20mg

中枢性非麻薬性鎮咳薬
アスベリン散10%
（薬価：10.2/1g）から変更



５） 変更薬品（在庫なくなり次第）

変更前薬品名

1 テノーミン錠50 → アテノロール錠50mg「ファイザー」

2 ウラリットU配合散 → クエンメット配合散

3 ロペラミド塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ 1mg「フソー」 → ロペラミド錠1mg「EMEC」

4 リツキサン注10mg/mL（100㎎/1瓶） → リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」

5 リツキサン注10mg/mL（500㎎/1瓶） → リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」

6 酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」 → 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」

7 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 → フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「YD」

６） 削除薬品

販売中止による削除

　・E・P・ホルモンデポー筋注

　・ボセルモンデポー筋注

期限切れにつき下記の薬品削除

　・オキサロールローション25㎍/g 10g（乾癬治療薬）

　・キリット注5%500mL（キシリトール製剤輸液）

　・ニコリンH注射液0.5g（脳梗塞治療薬）

　・リンデロン坐剤0.5mg(副腎皮質ステロイド)

　・マイスタン細粒１％(抗てんかん薬)

　・ミリプラ動注用70mg、ミリプラ用懸濁用液4mL(肝細胞癌におけるリピオドリゼーション）

変更後薬品名


