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当院の新規採用医薬品等について 
 

 平成２０年１０月開催の薬剤委員会の結果、新規採用及び採用中止となりました医

薬品の詳細等をお知らせします。 
 

 

新規採用医薬品 

医薬品名 規格・単位 会社名 薬効 

日本薬局方アスピリン   １ｇ/g 丸石製薬 解熱鎮痛消炎剤 ・ 川崎病用剤 

セララ錠 50mg 50mg／錠 ファイザー 選択的アルドステロンブロッカー高血圧

治療剤 

ゾシン静注用 4.5 4.5g／バイアル 大正富山 β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質

製剤 

プレミネント錠 配合剤 万有製薬 持続性 ARB／利尿薬合剤 

ハベカシン注射液

200mg 

200mg４mL／管 明治製菓 アミノグリコシド系抗生物質製剤 

 

 

採用中止医薬品 

医薬品名 規格・単位 薬効 

注射用硫酸アミカシン「萬有」100mg 100mg／バイアル アミノグリコシド系抗生物質製剤 

ハベカシン注射液１00mg １00mg２mL／管 アミノグリコシド系抗生物質製剤 

 

 

後発医薬品への切り替え採用 
先発医薬品の院内在庫がなくなり次第、後発医薬品に切り替えます。 

 

《内用薬》 

先発医薬品 後発医薬品（採用） 規格・単位 会社名 薬効 

アダラート CR錠 20mg ニフェジピン CR 錠 20mg

「サワイ」 

20mg/錠 沢井製薬 持続性 Ca 拮抗剤  

高血圧・狭心症治療剤 

アンカロン錠 100 ア ミオダロン塩酸塩錠

100mg「サンド」 

100mg/錠 サンド 不整脈治療剤 

ベイスン OD錠 0.3 ボグリボース OD 錠 0.3mg

「トーワ」 

0.3mg/錠 東和薬品 糖尿病食後過血糖改善

剤 

 

 



 

《外用薬》 

先発医薬品 後発医薬品（採用） 規格・単位 会社名 薬効 

ユーパスタコーワ軟膏 イソジンシュガーパスタ軟膏 100g/瓶 明治製菓 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

 

 

《注射薬》 

先発医薬品 後発医薬品（採用） 規格・単位 会社名 薬効 

シプロキサン注 300mg シプロフロキサシン点滴静

注液 300mg「タイヨー」 

300mg150

mL/袋 

大洋薬品 ニューキノロン系注射

用抗菌剤 

注射用フサン 50 コアヒビター注射用 50mg 50ｍｇ/瓶 味の素＝味

の素ファルマ 
蛋白分解酵素阻害剤 

ブロアクト静注用 硫酸セフピロム静注用 1g

「マイラン」 

1g/瓶 マイラン セフェム系抗生物質製

剤 

ヘルベッサー注射用

50 

塩酸ジルチアゼム注射用

50「日医工」 

50ｍｇ/管 日医工 Ca 拮抗剤 

ミリスロール注 5mg ミオコール注 5mg 5mg10mL/

管 

トーアエイヨー

＝アステラス 
ニトログリセリン注射液 

ミリスロール注 50mg ミオコール注 50mg 50mg100m

L/袋 

トーアエイヨー

＝アステラス 
ニトログリセリン注射液 

ミルリーラ注射用 10mg ミルリノン静注液 10mg「タイ

ヨー」 

10mg10mL

/管 

大洋薬品 急性心不全治療剤 

ラステット注 100mg エ ト ポ シ ド 点滴静注液

100mg「サンド」 

100mg5mL

/瓶 

サンド 抗悪性腫瘍剤 

 

 

 

院外処方登録医薬品 

医薬品名 規格・単位 会社名 薬効 

アクトネル錠 17.5mg 17.5mg ／

錠 

エーザイ 骨粗鬆症治療剤 

骨ページェット病治療剤 

ノルバスク OD錠 5mg 5mg／錠 ファイザー 高血圧症・狭心症治療薬 

持続性 Ca 拮抗薬 

ヒューマトロープ C 6mg ６mg／筒 日本イーライリリー 遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤

ヒューマログミックス 

25 注ミリオペン 

1 ｷｯﾄ ３mL

３００単位 

日本イーライリリー 抗糖尿病剤 

インスリンリスプロ混合製剤 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



《新規採用医薬品》 
商品名・英名 

メーカー名 

貯法 

一般名・配合成分 

規格 

規制・生物由来 

効能効果 用法用量 

日本薬局方 

アスピリン 
(丸石) 

 

 

日局アスピリン 

１g 中 1g 含有 

 

 

①慢性関節リウマチ、リウ

マチ熱、変形性関節症、強

直性脊椎炎、関節周囲炎、

結合織炎、術後疼痛、歯

痛、症候性神経痛、関節

痛、腰痛症、筋肉痛、捻挫

痛、打撲痛、痛風による痛

み、頭痛、月経痛 

②下記疾患の解熱・鎮痛 

急性上気道炎（急性気管支

炎を伴う急性上気道炎を含

む） 

③川崎病（川崎病による心

血管後遺症を含む） 

①通常、成人にはアスピリンとして、1 回 0.5～1.5g、1 日 1.0～

4.5g を経口投与する。なお、年齢、疾患、症状により適宜増減

する。ただし、上記の最高量までとする。 

②通常、成人にはアスピリンとして、1回0.5～1.5gを頓用する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、原則として 1 日

2回までとし、1 日最大 4.5g を限度とする。また、空腹時の投与

は避けさせることが望ましい。 

③急性期有熱期間は、アスピリンとして 1 日体重 1kg あたり 30

～50mgを 3回に分けて経口投与する。解熱後の回復期から慢

性期は、アスピリンとして 1日体重 1kgあたり 3～5mg を 1回経

口投与する。なお、症状に応じて適宜増減する 

セララ錠 50mg 
Selara Tablets 

50mg 

(ファイザー) 

エプレレノン 

50mg／錠 

 

高血圧症 通常、成人にはエプレレノンとして 1日 1回 50mgから投与を開

始し、効果不十分な場合は 100mg まで増量することができる。

ゾシン静注用4.5 
ZOSYN  

 (大正富山) 

タゾバクタムナトリウム

（タゾバクタム 0.5g（力

価））及びピペラシリン

ナトリウム（ピペラシリ

ン水和物 4.0g（力価）） 

＜適応菌種＞ 

本剤に感性のブドウ球菌

属、レンサ球菌属、肺炎球

菌、腸球菌属、モラクセラ

(ブランハメラ)・カタラーリ

ス、大腸菌、シトロバクター

属、クレブシエラ属、エンテ

ロバクター属、セラチア属、

プロテウス属、プロビデンシ

ア属、インフルエンザ菌、緑

膿菌、アシネトバクター属 

＜適応症＞ 

敗血症、肺炎、腎盂腎炎、

複雑性膀胱炎 

敗血症及び肺炎の場合：通常、成人にはタゾバクタムナトリウ

ム・ピペラシリンナトリウムとして、1回 4.5g（力価）を 1日 3回点

滴静注する。肺炎の場合、症状、病態に応じて 1日 4回に増量

できる。なお、必要に応じて、静脈内注射することもできる。 

通常、小児には 1回 112.5mg（力価）／kg を 1 日 3回点滴静注

する。なお、必要に応じて、静脈内注射することもできる。また、

症状、病態に応じて1回投与量を適宜減量できる。ただし、1回

投与量の上限は成人における 1 回 4.5g（力価）を超えないもの

とする。点滴静注に際しては補液に溶解して注射する。また、

静脈内注射に際しては注射用水、生理食塩液又はブドウ糖注

射液に溶解し、緩徐に注射する。 

腎盂腎炎及び複雑性膀胱炎の場合：通常、成人にはタゾバク

タムナトリウム・ピペラシリンナトリウムとして、1 回 4.5g（力価）

を 1日 2回点滴静注する。症状、病態に応じて1日 3回に増量

できる。なお、必要に応じて、静脈内注射することもできる。 

通常、小児には 1回 112.5mg（力価）／kg を 1 日 2回点滴静注

する。なお、必要に応じて、静脈内注射することもできる。また、

症状、病態に応じて 1 回投与量を適宜減量できる。さらに、症

状、病態に応じて1日3回に増量できる。ただし、1回投与量の

上限は成人における 1回 4.5g（力価）を超えないものとする。 

点滴静注に際しては補液に溶解して注射する。また、静脈内注

射に際しては注射用水、生理食塩液又はブドウ糖注射液に溶

解し、緩徐に注射する。 

点滴静注時の溶解にあたっての注意 

点滴静注にあたっては、注射用水を使用しないこと（溶液が等

張にならないため）。 

プレミネント錠 
PREMINENT 

Tablets  

 (万有) 

ロサルタンカリウム：

50mg／ 

日本薬局方 ヒドロク

ロロチアジド：12.5mg 

高血圧症 成人には 1日 1回 1錠（ロサルタンカリウムとして 50mg 及びヒ

ドロクロロチアジドとして 12.5mg）を経口投与する。本剤は高血

圧治療の第一選択薬として用いない。 

ハベカシン注射

液 200mg  
HABEKACIN 

INJECTION 200mg 

 (明治製菓) 

アルベカシン硫酸塩 

200mg４mL／管 

 

〈適応菌種〉 

アルベカシンに感性のメチ

シリン耐性黄色ブドウ球菌

（MRSA） 

〈適応症〉 

敗血症、肺炎 

成人への投与：通常、成人にはアルベカシン硫酸塩として、1

日 1回 150～200mg（力価）を 30分～2時間かけて点滴静注す

る。必要に応じ、1 日 150～200mg（力価）を 2 回に分けて点滴

静注することもできる。また、静脈内投与が困難な場合、アル

ベカシン硫酸塩として、1 日 150～200mg（力価）を 1 回又は 2

回に分けて筋肉内注射することもできる。なお、年齢、体重、症

状により適宜増減する。 

小児への投与：通常、小児にはアルベカシン硫酸塩として、1

日 1 回 4～6mg（力価）/kg を 30 分かけて点滴静注する。必要

に応じ、1日4～6mg（力価）/kgを 2回に分けて点滴静注するこ

ともできる。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。 

 


