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1 新規採用医薬品
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始
薬 品 名

一 般 名

薬 効 等

開 始 日

カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」

カンデサルタン
シレキセチル

持続性アンジオテンシンⅡ受容体
拮抗剤

平成27年2月19日（木）

カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」

カンデサルタン
シレキセチル

持続性アンジオテンシンⅡ受容体
拮抗剤

平成27年2月19日（木）

バルサルタン

選択的AT1受容体ブロッカー

平成27年2月24日（火）

ラニビズマブ
（遺伝子組換え）

眼科用VEGF阻害剤（ヒト化抗VEGFモノ
クローナル抗体Fab断片）

平成27年2月24日(火)

バルサルタン錠８０ｍｇ「ＥＥ」
ルセンティス硝子体内
注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ

2 取扱い中止医薬品
取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。
掲載場所 ： 院内情報Ｗebシステム → ライブラリ → 薬剤部 → ＤＩ室

2-1薬事委員会の決定による取扱い中止
薬 品 名

備

考

中 止 日

エルカルチンＦＦ内用液１０％の採用に伴う中止

平成27年1月30日(金)

エネーボ配合経腸用液の採用に伴う中止

平成27年2月2日(月)

※ ウテメリン錠５ｍｇ

薬事委員会の決定による中止

平成27年2月6日(金)

※ コニール錠８ｍｇ

同効薬見直しに伴う中止

平成27年2月12日(木)

ジオトリフ錠４０ｍｇの採用に伴う中止

平成27年2月16日(月)

※ ブロプレス錠４ｍｇ

カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」の採用に伴う中止

平成27年2月18日(水)

※ ブロプレス錠８ｍｇ

カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」の採用に伴う中止

平成27年2月18日(水)

バルサルタン錠８０ｍｇ「ＥＥ」の採用に伴う中止

平成27年2月23日(月)

ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬの採
用に伴う中止

平成27年2月24日(火)

※ エルカルチン錠１００ｍｇ
※ エンシュア・リキッド（バニラ）

※ オイラゾンクリーム０．０５％

※ ディオバン錠８０ｍｇ
ルセンティス硝子体内注射液
２．３ｍｇ／０．２３ｍＬ

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止
該当なし

3 今月のトピックス
3-1 医薬品に関する事項
１) 新規登録院外処方専用医薬品
薬 品 名

スタレボ配合錠Ｌ１００
タペンタ錠
２５ｍｇ／５０ｍｇ／１００ｍｇ
ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒

規 格
1T:ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ100mg／
ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟとして10mg／
ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ100mg

一 般 名
ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ／
ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ水和物／
ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ

1T:
25mg／50mg／100mg

ﾀﾍﾟﾝﾀﾄﾞｰﾙ塩酸塩

薬 効 等

抗パーキンソン剤
持続性癌疼痛治療剤
漢方製剤

１包:2.5g

2

２） 登録削除院外処方専用医薬品
薬 品 名

備

パロチン錠１０ｍｇ

考

中止日

販売中止のため

平成27年2月28日(土)

３） 投薬日数制限解除
該当なし

４） 使用期限変更
「ビタノイリンカプセル５０」
42ヵ月 →
36ヵ月

(安定性試験の結果より)

「ポリトーゼカプセル」
48ヵ月 →
36ヵ月

(安定性試験の結果より)

５） 販売元変更
該当なし

3-2 最近のお知らせ
・ 医薬品等安全性情報Ｎｏ．３２０

平成27年1月30日

・ 「エルカルチン錠１００ｍｇ」取扱い中止について

平成27年1月30日

・ 「エンシュア・リキッド（バニラ）」取扱い中止について

平成27年2月2日

・ ラミクタール錠（ラモトリギン）安全性速報

平成27年2月5日

・ 「ウテメリン錠５ｍｇ」取扱い中止について

平成27年2月6日

・ アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇにおけるバイアル内の陰圧強化に伴う調製時の
注意点について

平成27年2月6日

・ 「コニール錠８ｍｇ」取扱い中止について

平成27年2月12日

・ 「オイラゾンクリーム０．０５％」取扱い中止について

平成27年2月16日

・ 「カンデサルタン錠４ｍｇ／８ｍｇ「あすか」」取扱い開始および「ブロプレス
錠４ｍｇ／８ｍｇ」取扱い中止について

平成27年2月18日

・ 「バルサルタン錠８０ｍｇ「ＥＥ」」取扱い開始および「ディオバン錠８０ｍ
ｇ」取扱い中止について

平成27年2月23日

・ 「ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ」取扱い開始及び「ルセン
ティス硝子体内注射液２．３ｍｇ／０．２３ｍＬ」の取扱い中止について

平成27年2月24日

4 添付文書改訂情報
Ⅰ．下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。
※詳細については医療情報端末に掲載しています。
掲載場所：院内情報Ｗebシステム → ライブラリ → 薬剤部 → ＤＩ室 → 添付文書の改訂情報
薬品名

成分名

アデムパス錠０．５ｍｇ／１．０ｍｇ／２．５ｍｇ

リオシグアト

イーケプラドライシロップ５０％

レベチラセタム

イーケプラ錠２５０ｍｇ／５００ｍｇ

レベチラセタム

フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」
献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注
０ ５ｇ／１０ｍＬ ５ｇ／１００ｍＬ １０ｇ／２００ｍＬ
０．５ｇ／１０ｍＬ､５ｇ／１００ｍＬ､１０ｇ／２００ｍＬ

人免疫グロブリンＧ
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Ⅱ．使用上の注意の改訂
※詳細については医療情報端末に掲載しています。
掲載場所：院内情報Ｗebシステム → ライブラリ → 薬剤部 → ＤＩ室 → 添付文書の改訂情報
薬品名

成分名

重要度*

慎重・副

アプルウェイ錠（サノフィ）

トホグリフロジン水和物

イーケプラドライシロップ
（ユーシービージャパン＝大塚製薬）

レベチラセタム

副

イーケプラ錠（ユーシービージャパン＝大塚製薬）

レベチラセタム

副

オーグメンチン配合錠（グラクソ・スミスクライン）

クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物

副

カナグル錠（田辺三菱製薬＝第一三共）

カナグリフロジン水和物

クラバモックス小児用配合ドライシロップ
（グラクソ・スミスクライン）

クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物

副

サワシリンカプセル・細粒（アステラス製薬）

アモキシシリン水和物

副

ジェブタナ点滴静注（サノフィ）

カバジタキセルアセトン付加物

スーグラ錠（アステラス製薬）

イプラグリフロジンL-プロリン

ソブリアードカプセル（ヤンセンファーマ）

シメプレビルナトリウム

副

リナグリプチン

副

トラゼンタ錠
（日本ベーリンガーインゲルハイム＝日本イーライリリー）

フォシーガ錠
ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物
（ブリストル・マイヤーズ＝アストラゼネカ＝小野薬品）
ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・
ラベキュアパック（エーザイ）
クラリスロマイシン
ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・
ラベファインパック（エーザイ）
メトロニダゾール

慎重・副

注意
慎重・副

慎重・副
副
副

ランサ プ（武田薬品）
ランサップ（武田薬品）

ランソプラゾ ル アモキシシリン水和物 クラリスロマイシン
ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン

副

ランピオンパック（武田薬品）

ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール

副

ルセフィ錠
（大正製薬＝大正富山医薬品＝ノバルティスファーマ）

ルセオグリフロジン水和物

慎重・副

アテディオ配合錠（味の素製薬＝持田製薬）

バルサルタン・シルニジピン

その他

アテレック錠（味の素製薬＝持田製薬）

シルニジピン

その他

アブラキサン点滴静注用（大鵬薬品）

パクリタキセル（アルブミン懸濁型製剤）

その他

アプルウェイ錠（サノフィ）

トホグリフロジン水和物

その他

エピナスチン塩酸塩（ドライシロップ剤）（アレジオン）

その他

レベチラセタム

その他

イーケプラ錠（ユーシービージャパン＝大塚製薬）

レベチラセタム

その他

エンブレル皮下注シリンジ（ファイザー＝武田薬品）

エタネルセプト（遺伝子組換え）

その他

エンブレル皮下注ペン（ファイザー＝武田薬品）

エタネルセプト（遺伝子組換え）

その他

オーグメンチン配合錠（グラクソ・スミスクライン）

クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物（錠剤）

その他

カソデックス錠・ＯＤ錠（アストラゼネカ）

ビカルタミド

その他

カナグル錠（田辺三菱製薬＝第一三共）

カナグリフロジン水和物

その他

カンサイダス点滴静注用（ＭＳＤ）

カスポファンギン酢酸塩

その他

キロサイドＮ注（日本新薬）

シタラビン（大量療法用製剤）

その他

キロサイド注（日本新薬）

シタラビン（通常量療法用製剤）

その他

アレジオンドライシロップ
（日本ベーリンガーインゲルハイム）
イーケプラドライシロップ
（ユーシービージャパン＝大塚製薬）

*重要度 ： 最重要、重要な改訂は項目を表示
（ 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用､ 注意-重要な基本的注意・その他の注意 ）
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示
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薬品名

成分名

重要度*

クラバモックス小児用配合ドライシロップ
（グラクソ・スミスクライン）

クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物（ドライシロップ剤）

その他

クレストール錠（アストラゼネカ＝塩野義製薬）

ロスバスタチンカルシウム

その他

サインバルタカプセル
（塩野義製薬＝日本イーライリリー）

デュロキセチン塩酸塩

その他

サワシリンカプセル・細粒（アステラス製薬）

アモキシシリン水和物（錠剤、カプセル剤）

その他

シルニジピン錠「サワイ」（沢井製薬）

シルニジピン

その他

スーグラ錠（アステラス製薬）

イプラグリフロジンL-プロリン

その他

ストロメクトール錠（ＭＳＤ＝マルホ）

イベルメクチン

その他

ゼルヤンツ錠（ファイザー）

トファシチニブクエン酸塩

その他

ソブリアードカプセル（ヤンセンファーマ）

シメプレビルナトリウム

その他

リナグリプチン

その他

パリエット錠１０ｍｇ（エーザイ）

ラベプラゾールナトリウム（低用量アスピリン投与時における胃
潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の効能を有する製剤）

その他

ビカルタミド錠「ＮＫ」（日本化薬）

ビカルタミド

その他

トラゼンタ錠
（日本ベーリンガーインゲルハイム＝日本イーライリリー）

フォシーガ錠
ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物
（ブリストル・マイヤーズ＝アストラゼネカ＝小野薬品）

その他

メソトレキセート錠２.５ｍｇ（ファイザー）

メトトレキサート

その他

メソトレキセート点滴静注液（ファイザー）

メトトレキサート

その他

メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」（田辺三菱製薬）

メトトレキサート

その他

メトレート錠２ｍｇ（参天製薬）

メトトレキサート

その他

ラベキュアパック（エーザイ）
ラベファインパック（エーザイ）

ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・
ラ
ラ
ナトリウ
リ 水和物
クラリスロマイシン
ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・
メトロニダゾール

その他
その他

ランサップ（武田薬品）

ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン

その他

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「テバ」
（テバ製薬＝カイゲンファーマ）

ランソプラゾール（15mg）

その他

ランピオンパック（武田薬品）

ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール

その他

リウマトレックスカプセル（ファイザー）

メトトレキサート

その他

パンクレリパーゼ

その他

ルセオグリフロジン水和物

その他

静注用キシロカイン（アストラゼネカ）

リドカイン塩酸塩（静注用、点滴用）

その他

注射用メソトレキセート５０ｍｇ（ファイザー）

メトトレキサート

その他

注射用メソトレキセート５ｍｇ（ファイザー）

メトトレキサート

その他

リパクレオン顆粒・カプセル
（アボットジャパン＝エーザイ）
ルセフィ錠
（大正製薬＝大正富山医薬品＝ノバルティスファーマ）

*重要度 ： 最重要、重要な改訂は項目を表示
（ 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用､ 注意-重要な基本的注意・その他の注意 ）
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示
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5 薬剤情報提供
添付文書が改訂された薬品の薬剤情報を下記の内容に変更します。
薬品名

改訂箇所

変更内容

ふらつき、脱力感、冷や汗、めまい、発熱、背中の痛み、のどが渇く、皮
膚が乾燥する等がみられたらご連絡下さい。

アプルウェイ錠

注意事項

下線部追加

イーケプラ錠５００ｍｇ

注意事項

下線部追加 や皮膚が黄色くなる、吐き気、急に胃のあたりがひどく痛くなる、いらいら

皮膚が班に赤くなる、水膨れ、発熱、のどの痛み、出血しやすい、白目
する、こわばり、尿の色が赤くなる等がみられたらご連絡下さい。

皮膚が班に赤くなる、水膨れ、発熱、のどの痛み、出血しやすい、白目
イーケプラドライシロップ

注意事項

下線部追加 や皮膚が黄色くなる、吐き気、急に胃のあたりがひどく痛くなる、いらいら

する、こわばり、尿の色が赤くなる等がみられたらご連絡下さい。

カナグル錠１００ｍｇ

注意事項

下線部追加

ふらつき、脱力感、冷や汗、めまい、発熱、背中の痛み、のどが渇く、皮
膚が乾燥する等がみられたらご連絡下さい。

サワシリンカプセル２５０ｍｇ
／サワシリン細粒

注意事項

下線部追加

蕁麻疹、心臓がドキドキする、皮膚が熱い・斑に赤くなる、のどの痛み、
白目や皮膚が黄色くなる、発疹、発熱、手足のむくみ、尿の量が減る、
頻回の下痢、吐き気、体がだるい、皮膚がはがれる等がみられたらご連
絡下さい。

スーグラ錠５０ｍｇ

注意事項

下線部追加

ふらつき、脱力感、冷や汗、めまい、のどが渇く、皮膚が乾燥する等がみ
られたらご連絡下さい。

ソブリアードカプセル１００ｍｇ

注意事項

皮膚のただれ、発疹、白目や皮膚が黄色くなる、関節の痛み、吐き気、
頭痛、からだがだるい、のどの痛み、発熱等がみられたらご連絡くださ
下線部追加
い｡ｴﾌｧﾋﾞﾚﾝﾂ、ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ、ﾘﾌｧﾌﾞﾁﾝを服用中の方は通常服用できませ
ん。

トラゼンタ錠５ｍｇ

注意事項

下線部追加

ふらつき、冷や汗、めまい、手足のふるえ、白目や皮膚が黄色くなる等
がみられたらご連絡ください。

フォシーガ錠５ｍｇ

注意事項

下線部追加

ふらつき、脱力感、冷や汗、めまい、のどが渇く、皮膚が乾燥する等がみ
られたらご連絡下さい。

ルセフィ錠２．５ｍｇ

注意事項

下線部追加

ふらつき、脱力感、冷や汗、めまい、発熱、背中の痛み、のどが渇く、皮
膚が乾燥する等がみられたらご連絡下さい。
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