
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

サンスター

興和創薬

昭和薬品
化工

日本歯科
薬品

日本歯科
薬品

デンツプラ
イシロナ

スキャンドネストカート
リッジ3%1.8mL
（薬価：92/1カートリッジ）

1カートリッジ：
メピバカイン塩酸塩54mg

1回1管を使用。
麻酔部位、麻酔手技、手
術術式、年齢などにより
適宜増減。ただし、増量
する場合には注意するこ
と。

歯科・口腔外科領域にお
ける浸潤麻酔

2018年5月10日

薬局だより

薬剤部

新規採用薬品

薬品名 成分 用法・用量 適応症

1カートリッジ：
リドカイン塩酸塩36mg、
アドレナリン0.0225mg

浸潤麻酔又は伝達麻酔
には、成人0.3～1.8mL(リ
ドカイン塩酸塩として6～
36mg、アドレナリンとして
0.00375～0.0225mg）を
使用。口腔外科領域の

ヒノポロン口腔用軟膏5g
（薬価：863.5/1本）

5g：
ヒノキチオール5mg、ヒド
ロコルチゾン酢酸エステ
ル25mg、アミノ安息香酸
エチル75mg

十分清拭乾燥した患部
に1日1回適量を注入。又
は、塗布する場合、患部
を清拭したのち、通常1
日1～3回適量を使用。

急性歯肉炎、辺縁性歯
周炎

ネオステリングリーンうが
い液0.2％40mL
（薬価216/1瓶）

40mL：
ベンゼトニウム塩化物
0.08g

口腔内の消毒：ベンゼト
ニウム塩化物として
0.004％(50倍希釈)溶液
として洗口。
抜歯層の感染予防：ベン
ゼトニウム塩化物として
0.01～0.02％(10～20倍
希釈)溶液として洗浄。

歯科用キシロカインカー
トリッジ1.8mL
（薬価：78.2/1カートリッ
ジ）

口腔内の消毒、抜歯層
の感染予防

歯科領域における浸潤
麻酔又は伝達麻酔

口腔外科

ペリオクリン歯科用軟膏
0.5g
（薬価：598.1/1シリンジ）

0.5g：
ミノサイクリン塩酸塩
10mg(力価)

1週に1回、患部歯周ポ
ケット内に充満する量を
注入。

歯周組織炎

デスパコーワ口腔用ク
リーム5g
（薬価：157.5/1本）

5g：
クロルヘキシジン塩酸塩
15mg、ジフェンヒドラミン
サリチル酸塩5mg、ヒドロ
コルチゾン酢酸エステル
25mg、濃ベンザルコニウ
ム塩化物液５０　2mg

適量を1日3～4回炎症部
位に塗布。

アフタ性口内炎、孤立性
アフタ、褥瘡性潰瘍、変
遠征歯周炎

歯科用シタネスト-オクタ
プレシンカートリッジ
1.8mL
（薬価：68.8/1カートリッ
ジ）

１カートリッジ：
プロピトカイン塩酸塩
54mg、フェリプレシン
0.054単位

1回1管を注射。
麻酔部位、麻酔手技、手
術術式、年齢などにより
適宜増減。

歯科・口腔外科領域の手
術・処置における浸潤・
伝達麻酔



メーカー 依頼科

ビーブランド・メ
ディコーデンタル

ビーブランド・メ
ディコーデンタル

ビーブランド・メ
ディコーデンタル

日本歯科
薬品

ネオ製薬
工業

２） 規格追加薬品

メーカー 依頼科

中外 薬剤部

ネオ製薬
工業

薬品名 成分 用法・用量

薬品名 成分 薬効分類 備考

ネオダイン粉末50g、ネオ
ダイン液10mL
（薬価未収載．
納入価：粉末2,330、液
750）

粉末50g：
酸化亜鉛30g
液10mL：
ユージノール10mL

セメント練板上にて粉末
と液剤を練和し、パスタ
状として用いる。

歯髄の鎮痛、鎮静及び
象牙質の消毒を兼ねた
仮封、歯髄覆罩。

キャナルクリーナー歯科
用液10%30mL
（薬価未収載．
納入価：1,100/１瓶）

30mL：
次亜塩素酸ナトリウム3g

貼付：根管拡大後、小綿
球に十分浸し根管内に
貼付。
洗盪：根管口を拡大後、
本剤を注入しながらリー
マー及びファイルで根端
孔部まで拡大し、次いで
本剤を根管内に満たし、
探針で洗盪。

齲窩及び根管の清掃・消
毒及び内容物の溶解

10mL：
グアヤコール7g、パラク
ロルフェノール3g

ペリオドン2g
（薬価未収載．
納入価：1,900/１本）

2g：
パラホルムアルデヒド
1g、ジブカイン塩酸塩
0.52g

適量を付着させた滅菌綿
繊維又はペーパーポイン
トを根管内に挿入し仮
封。

根管消毒及び残存歯髄
の失活

ハーセプチン注射用
60mg
（薬価：19,547/1瓶）

1瓶：トラスツズマブ60mg
分子標的治療薬

ハーセプチン注射用150mg
（薬価：45,512/1瓶）併用

適応症

ビーゾカイン歯科用ゼ
リー20％20g
（薬価：1,334/1本）

20g：
アミノ安息香酸エチル4g

本剤適量を局所に塗布。
歯科領域における表面
麻酔

口腔外科

サホライド液歯科用
38%5mL
（薬価未収載．
納入価：2,800/１瓶）

5mL：
フッ化ジアンミン銀
1900mg

小綿球に薬液数滴を浸
ませ３～４分間塗布。患
歯数、症状により適宜増
減。

初期う蝕の進行抑制、二
次う蝕の抑制、象牙質知
覚過敏症の抑制(象牙質
鈍麻)

クレオドン10mL
（薬価未収載．
納入価：1,600/１瓶）

1瓶：
グアヤコール10mL 齲窩及び根管の消毒、

歯髄炎の鎮痛鎮静、根
端（尖）性歯周組織炎の
鎮痛鎮静

適量を患部に貼付

歯科用ヨード・グリセリン
25mL「日薬」
（薬価未収載．
納入価：1,900/１瓶）

25mL：
ヨウ素2.5g、ヨウ化カリウ
ム2g、硫酸亜鉛水和物
0.25g

適量を綿球又は綿繊維
につけ、局所に貼付。

口腔粘膜（歯肉）及び根
管の消毒

メトコール10mL
（薬価未収載．
納入価：1,900/１瓶）



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

持田製薬

伏見

４) 変更薬品（在庫なくなり次第）

変更前薬品名

1 →

2 →

3 →

4 →

5 →

５） 削除薬品

販売中止による削除

　・フランセチン・T・パウダー

期限切れにつき下記の薬品削除

　・カルベニン点滴用0.25g（カルバペネム系抗菌薬）

　・カルベニン点滴用0.5g（カルバペネム系抗菌薬）

　・サイトテック錠100（プロスタグランジン製剤）

　・ラジレス錠150mg（レニン阻害薬）

変更後薬品名

ウロナーゼ静注用
６万単位
（薬価：2,790/1瓶）

１瓶：
ウロキナーゼ60000単位

繊維素溶解酵素製剤
ウロキナーゼ注「フジ」
60,000
（薬価：1,030/1瓶）から変更

薬剤部

エネマスター注腸散400g
(薬価：580/1袋)

１袋：
硫酸バリウム392.4g

X線造影剤
ネオダルムゾル
(薬価：528/1本)販から変更

薬品名 成分 薬効分類 備考

グラマリール錠25mg

アスペノンカプセル20

イトリゾールカプセル50

ガナトン錠50mg

リスミー錠2mg

チアプリド錠25mg「日新」

アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」

イトラコナゾール錠50「MEEK」

イトプリド塩酸塩錠50mg「NP」

塩酸リルマザホン錠２「MEEK」


