
岐阜大学医学部附属病院　院外処方医薬品連絡リスト

2017年3月6日登録分

薬品名(成分名) 規格・単位 薬効分類名 会社名

（2017年3月22日より処方開始予定）新規処方医薬品

薬価 診療科

デザレックス錠5mg(デスロラタジン) 5mg/錠 アレルギー性疾患治療剤 杏林製薬(株) 69.4円/錠 耳鼻咽喉科・頭頸
部外科

フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」(フラボキ
サート塩酸塩)

200mg/錠 頻尿治療剤 沢井製薬(株) 7.9円/錠

オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」(オ
クトレオチド酢酸塩)

100μg/管 成長ホルモン分泌抑制因子
製剤

サンド(株) 1,400円/管

薬品名

製剤変更医薬品

会社名薬効分類名

ノーベルファーマ(株)ノベルジンカプセル50mg ⇒ ノベルジン錠50mg ウィルソン病治療剤

調剤薬局の在庫状況から判断して変更することとします。※

※ 院外処方医薬品連絡リストは「岐阜大学医学部附属病院・薬剤部ホームページ（http://www.gifu-upharm.jp/）」からも閲覧出来ます。



薬品名(成分名) 規格・単位 薬効分類名 会社名

中止処方医薬品

アデロキザール散7.8%(リン酸ピリドキサールカ
ルシウム)

78mg/g 補酵素型ビタミンＢ６製剤 ゾンネボード製薬(株) ①

ウロステート錠200mg(フラボキサート塩酸塩) 200mg/錠 頻尿治療剤 武田薬品工業(株) ①

ワッサーＶ配合顆粒(配合剤) 水溶性ビタミン複合剤 サンド(株) ①

タベジール錠1mg(クレマスチンフマル酸塩) 1mg/錠 抗ヒスタミン剤 ノバルティスファーマ(株) ②

ニポラジン錠3mg(メキタジン) 3mg/錠 抗ヒスタミン剤 アルフレッサファーマ(株) ②

エンペシド外用液1%(クロトリマゾール) 10mg/mL 抗真菌剤 バイエル薬品(株) ②

ハイアラージン軟膏2%(トルナフタート) 20mg/g 抗真菌剤 日本ジェネリック(株) ②

サンドスタチン皮下注用100μg(オクトレオチド
酢酸塩)

100μg/管 成長ホルモン分泌抑制因子
製剤

ノバルティスファーマ(株) ③

①:販売中止医薬品です。中止時期は調剤薬局の在庫状況から判断して中止とします。
②:同効薬の見直しに基づき、採用中止とします。在庫なくなり次第、中止とします。最終的に平成29年6月30日で中止とします。
③:院内の在庫なくなり次第、中止とします。

※

※ 院外処方医薬品連絡リストは「岐阜大学医学部附属病院・薬剤部ホームページ（http://www.gifu-upharm.jp/）」からも閲覧出来ます。



中止処方医薬品（以下の品目については長期間処方されていないため、中止とさせて頂きます）

薬品名（成分名） 薬効分類名 会社名

レペタン坐剤0.2mg（ブプレノルフィン塩酸塩） 非麻薬性鎮痛剤 大塚製薬(株)

ジソペイン錠75mg（モフェゾラク） 非ステロイド性抗炎症剤（アリール酢酸） 田辺三菱製薬(株)

ニフラン錠75mg（プラノプロフェン） 非ステロイド性抗炎症剤（プロピオン酸） 田辺三菱製薬(株)

フロベン錠40mg（フルルビプロフェン） 非ステロイド性抗炎症剤（プロピオン酸） 科研製薬(株)

ソランタール錠50mg（チアラミド塩酸塩） 非ステロイド性抗炎症剤（塩基性） アステラス製薬(株)

アラバ錠20mg（レフルノミド） 抗リウマチ剤（DMARDs） サノフィ(株)

コスパノン錠80mg（フロプロピオン） 自律神経系作用剤 エーザイ(株)

イソメニールカプセル7.5mg（dl-イソプレナリン塩酸塩） 抗めまい剤 科研製薬(株)

ロコルナール錠50mg（トラピジル） 抗狭心症剤 持田製薬(株)

ロコルナール錠100mg（トラピジル） 抗狭心症剤 持田製薬(株)

ペルジピン錠20mg（ニカルジピン塩酸塩） Ca拮抗剤 アステラス製薬(株)

バイミカード錠5mg（ニソルジピン） Ca拮抗剤 バイエル薬品(株)

ランデル錠10mg（ニホニジピン塩酸塩エタノール付加物） Ca拮抗剤 ゼリア新薬工業(株)

カルビスケン錠5mg（ピンドロール） β遮断剤（Ⅱ群） アルフレッサファーマ(株)

ミケラン錠5mg（カルテオロール塩酸塩） β遮断剤（Ⅱ群） 大塚製薬(株)

アデカット30mg錠（デテプリル塩酸塩） ACE阻害剤 武田テバ薬品(株)

プレラン0.5mg錠（トランドラプリル） ACE阻害剤 サノフィ(株)

リポクリン錠200mg（クリノフィブラート） 脂質異常症用剤（フィブラート系） 大日本住友製薬(株)

アレギサール錠5mg（ペミノラストカリウム） 抗アレルギー剤（メディエーター遊離抑制剤） 田辺製薬販売(株)

アレギサールドライシロップ0.5%（ペミノラストカリウム） 抗アレルギー剤（メディエーター遊離抑制剤） 田辺製薬販売(株)

アゼプチン錠0.5mg（アゼラスチン塩酸塩） 抗アレルギー剤（H1拮抗剤） エーザイ(株)

アズロキサ顆粒2.5%（エグアレンナトリウム水和物） 粘膜抵抗増強剤 EAファーマ(株)

ゾフラン錠4mg（オンダンセトロン塩酸塩水和物） 5-HT3受容体拮抗型制吐剤 ノバルティスファーマ(株)

次硝酸ビスマス末 止痢剤 吉田製薬(株)

ケーワンカプセル20mg（フィトナジオン） ビタミンK製剤 エーザイ(株)

ヨウレチン錠50μg（ヨウ素レシチン） 無機質製剤 第一薬品産業(株)

エクストラニール腹膜透析液1.5L（排液バッグ付） 腹膜透析液 バクスター(株)

エクストラニール腹膜透析液2L 腹膜透析液 バクスター(株)

ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液1.5L 腹膜透析液 バクスター(株)

ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液2L 腹膜透析液 バクスター(株)

ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液5L 腹膜透析液 バクスター(株)

ミッドペリック135腹膜透析液1L（排液用バッグ付） 腹膜透析液 テルモ(株)

ミッドペリック135腹膜透析液1.5L（排液用バッグ付） 腹膜透析液 テルモ(株)

ミッドペリックL135腹膜透析液1L（排液用バッグ付） 腹膜透析液 テルモ(株)

ミッドペリックL135腹膜透析液2L 腹膜透析液 テルモ(株)

ミッドペリックL250腹膜透析液2L 腹膜透析液 テルモ(株)

トミロン錠50mg（セフテラムピボキシル） 抗生物質製剤（セフェム系） 大正富山医薬品(株)

イスコチン原末（イソニアジド） 抗結核剤 第一三共(株)

ニッパスカルシウム顆粒100%（パラアミノサリチル酸カルシウム水和物） 抗結核剤 田辺三菱製薬(株)

マブリン散%（ブスルファン） 抗癌剤（アルキル化剤） 大原薬品工業(株)



薬品名（成分名） 薬効分類名 会社名

フルツロンカプセル200mg（ドキシフルリジン） 抗癌剤（代謝拮抗剤） 中外製薬(株)

スタラシドカプセル100mg（シタラビンオクホスファート水和物） 抗癌剤（代謝拮抗剤） 日本化薬(株)

サンディミュンカプセル25mg（シクロスポリン） 免疫抑制剤 ノバルティスファーマ(株)

シクロスポリン細粒17%「ファイザー」（シクロスポリン） 免疫抑制剤 ファイザー(株)

バクトロバン鼻腔用軟膏2%（ムピロシンカルシウム水和物） 耳鼻科用剤（抗MRSA剤） グラクソ・スミスクライン(株)

ゾビラックスクリーム5%（アシクロビル） 皮膚科用剤（抗ウイルス剤） グラクソ・スミスクライン(株)

ゼスタッククリーム（ヘパリン類似物質、副腎エキス、サリチル酸） 経皮複合消炎剤 三笠製薬(株)

GSプラスターC「ユートク」7×10cm（サリチル酸グリコール、l-メントール） 消炎・鎮痛貼付剤 祐徳薬品工業(株)

ソルコセリル軟膏5%（幼牛血液抽出物） 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 大鵬薬品工業(株)

オクソラレンローション1%（メトキサレン） 尋常性白斑治療剤 大正富山医薬品(株)

ナサニール点鼻液0.2%（酢酸ナファレリン） 子宮内膜症治療剤 ファイザー(株)

ピーガード錠20mg（モルヒネ硫酸塩水和物） 麻薬（アヘンアルカロイド系） 田辺三菱製薬(株)

5%ヒビテン液（クロルヘキシジングルコン酸塩） 消毒剤 大日本住友製薬(株)

ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒（配合剤） 漢方製剤 (株)ツムラ

ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（配合剤） 漢方製剤 (株)ツムラ

ツムラ大防風湯エキス顆粒（配合剤） 漢方製剤 (株)ツムラ

ツムラ七物降下湯エキス顆粒（配合剤） 漢方製剤 (株)ツムラ

ツムラ神秘湯エキス顆粒（配合剤） 漢方製剤 (株)ツムラ

※平成29年3月31日で中止とします。

【生薬製剤】

〈ツムラ〉 〈ウチダ和漢薬〉

オウゴン アキョウM クジンM サンザシM チクジョM ボレイM

オウバク イレイセンM ケイガイM ジコッピM チモM モッカM

カンキョウ インチンコウM コウジンM シンイM テンマM ヤクモソウM

サンシン オウギ末M コウブシM セッコウM ドクカツM リュウタンM

シャクヤク オウレンM ゴシツM センタイM ハンゲM レンギョウM

ショウキョウ カッコウM ゴシュユM ソヨウM ボウフウM

ハッカ キジツM サンキライM ダイフクヒM ボクソクM


