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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

グリセリン「マルイシ」

薬 効 等

開 始 日

グリセリン

平成27年4月2日(木)

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ

トラマドール塩酸塩

がん疼痛・慢性疼痛治療剤

平成27年4月8日(水)

トラマールＯＤ錠５０ｍｇ

トラマドール塩酸塩

がん疼痛・慢性疼痛治療剤

平成27年4月10日(金)

ゾレドロン酸点滴静注
４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「ＮＫ」

ゾレドロン酸水和物

骨吸収抑制剤

平成27年4月14日(火)

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

グリセリン「ヨシダ」

備

考

中 止 日

グリセリン「マルイシ」５００ｍＬの採用に伴う中止

平成27年4月1日(水)

年度末中止薬品のため

平成27年4月1日(水)

年度末中止薬品のため

平成27年4月2日(木)

※ トラマールカプセル２５ｍｇ

トラマールＯＤ錠２５ｍｇの採用に伴う中止

平成27年4月7日(火)

※ アロフト錠２０ｍｇ

年度末中止薬品のため

平成27年4月9日(木)

※ トラマールカプセル５０ｍｇ

トラマールＯＤ錠５０ｍｇの採用に伴う中止

平成27年4月9日(木)

※ タガメット錠２００ｍｇ

年度末中止薬品のため

平成27年4月10日(金)

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「ＮＫ」
の採用に伴う中止

平成27年4月13日(月)

ＡＲＢ配合剤見直しのため

平成27年4月15日(水)

※ リルテック錠５０ｍｇ
エラプレース点滴静注液６ｍｇ

ゾメタ点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬ
※ ユニシア配合錠ＨＤ

※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

規 格

一 般 名

薬 効 等

1T:10mg／25mg

ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ

選択的SGLT2阻害剤
－2型糖尿病治療剤－

セロシオンカプセル１０ｍｇ

1CP:10mg

ﾌﾟﾛﾊﾟｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ

経口B型慢性肝炎治療剤

ノベルジンカプセル２５ｍｇ

1CP:25mg

酢酸亜鉛水和物

ｳｨﾙｿﾝ病治療剤(銅吸収阻害剤)

1本:15g

過酸化ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ

尋常性ざ瘡治療剤

ジャディアンス錠１０ｍｇ／２５ｍｇ

ベピオゲル２．５％（１５ｇ／本）
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２） 登録削除院外処方専用医薬品
該当なし

３） 投薬日数制限解除
5月1日（金）より、1回14日分までの制限が解除される医薬品
アデムパス錠０．５ｍｇ／１．０ｍｇ／２．５ｍｇ
コンサータ錠３６ｍｇ
ザイザルシロップ ０．０５％
ザルティア錠２．５ｍｇ／５ｍｇ
ジオトリフ錠２０ｍｇ／３０ｍｇ／４０ｍｇ
スーグラ錠２５ｍｇ／５０ｍｇ
リオナ錠２５０ｍｇ

3-2 最近のお知らせ
・ 医薬品・医療機器等安全性情報Ｎｏ．３２１

平成27年3月31日

・ 「デトキソール静注液２ｇ」の取扱い中止について

平成27年3月31日

・ 「グリセリン５００ｍＬ｢マルイシ」」取扱い開始および「グリセリン５００ｍＬ｢
ヨシダ｣」取扱い中止について

平成27年4月1日

・ 「リルテック錠５０ｍｇ」取扱い中止について

平成27年4月1日

・ 「エラプレース点滴静注液６ｍｇ」取扱い中止について

平成27年4月2日

・ 「トラマールＯＤ錠２５ｍｇ」取扱い開始および「トラマールカプセル２５ｍｇ」
取扱い中止について

平成27年4月7日

・ パス・スーパーセット薬品マスタの変更作業について

平成27年4月8日

・ 「アロフト錠２０ｍｇ」取扱い中止について

平成27年4月9日

・ 「トラマールＯＤ錠５０ｍｇ」取扱い開始および「トラマールカプセル５０ｍｇ」
取扱い中止について

平成27年4月9日

・ ゴールデンウィーク期間の薬品請求について

平成27年4月10日

・ 「タガメット錠２００ｍｇ」取扱い中止について

平成27年4月10日

・ 「ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「ＮＫ」」取扱い開始および
「ゾメタ点滴静注４ｍｇ／１００ｍＬ」の取扱い中止について

平成27年4月13日

・ 「ユニシア配合錠ＨＤ」取扱い中止について

平成27年4月15日

・ 「ノボ・硫酸プロタミン静注用１００ｍｇ」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ

平成27年4月17日

・ 投与開始日４月２９日（祝・水）の普通処方および、退院日４月２９日（祝・水）
の退院処方の取扱いについて

平成27年4月22日
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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

エルプラット点滴静注液５０ｍｇ／１００ｍｇ

オキサリプラチン

ジェイゾロフトＯＤ錠２５ｍｇ／５０ｍｇ

塩酸セルトラリン

ジェイゾロフト錠２５ｍｇ／５０ｍｇ

塩酸セルトラリン

ロンサーフ配合錠Ｔ１５／Ｔ２０

トリフルリジン・チピラシル塩酸塩

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*

ヴォトリエント錠（グラクソ・スミスクライン）

パゾパニブ塩酸塩

副

エンドキサン錠（塩野義製薬）

シクロホスファミド水和物

副

グラクティブ錠（小野薬品）

シタグリプチンリン酸塩水和物

副

ケナコルト－A筋注用関節腔内用水懸注
（ブリストル・マイヤーズ）

トリアムシノロンアセトニド（筋注用・皮内用・関節腔内用注射剤）

副

ジャヌビア錠（MSD）

シタグリプチンリン酸塩水和物

副

ベクティビックス点滴静注（武田薬品）

パニツムマブ（遺伝子組換え）

副

ムコスタ点眼液UD（大塚製薬）
点
（
製 ）

レバミピド（点眼剤）
（点
）

副

注射用エンドキサン（塩野義製薬）

シクロホスファミド水和物

副

アイロミールエアゾール（大日本住友製薬）

サルブタモール硫酸塩（吸入エアゾール剤）

その他

アネメトロ点滴静注液（ファイザー）

メトロニダゾール（注射剤）

その他

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（経口剤）

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（経口剤）

その他

ヴォトリエント錠（グラクソ・スミスクライン）

パゾパニブ塩酸塩

その他

エリスロシンドライシロップW（アボットジャパン）

エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

その他

エリスロシン錠（アボットジャパン）

エリスロマイシンステアリン酸塩

その他

エルプラット点滴静注液（ヤクルト）

オキサリプラチン
（治癒切除不能な進行・再発の胃癌の効能を有する製剤）

その他

エンドキサン錠（塩野義製薬）

シクロホスファミド水和物（経口剤）

その他

オノアクト点滴静注用（小野薬品）

ランジオロール塩酸塩（50mg・150mg）

その他

オンコビン注射用（日本化薬）

ビンクリスチン硫酸塩

その他

ガバペン錠（ファイザー）

ガバペンチン

その他

クラリスロマイシン（小児用）

その他

クラリスロマイシン（成人用）

その他

クラリスロマイシン（小児用）

その他

クラリスロマイシンDS小児用「EMEC」
（メディサ新薬＝エルメッドエーザイ）
クラリスロマイシン錠「タナベ」
（田辺三菱製薬＝田辺製薬販売）
クラリスロマイシン錠小児用「杏林」（キョーリンリメディ
オ＝富士フイルムファーマ＝日本ジェネリック）

*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
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*

クラリス錠（大正製薬＝大正富山医薬品）

クラリスロマイシン（成人用）

その他

ケナコルト－A筋注用関節腔内用水懸注
（ブリストル・マイヤーズ）

トリアムシノロンアセトニド（筋注用・関節腔内用注射剤）

その他

コアベータ静注用（小野薬品）

ランジオロール塩酸塩（12.5mg）

その他

サンディミュンカプセル（ノバルティスファーマ）

シクロスポリン（経口剤、注射剤）

その他

サンディミュンカプセル（ノバルティスファーマ）

シクロスポリン（サンディミュン、ネオーラル）

その他

サンディミュン点滴静注用（ノバルティスファーマ）

シクロスポリン（経口剤、注射剤）

その他

サンディミュン点滴静注用（ノバルティスファーマ）

シクロスポリン（サンディミュン、ネオーラル）

その他

ジェイゾロフト錠・OD錠（ファイザー）

塩酸セルトラリン

その他

ジェノトロピンTC注用12mg（ファイザー）

ソマトロピン（遺伝子組換え）（ジェノトロピン）

その他

シクロスポリンカプセル「トーワ」（東和薬品）

シクロスポリン（経口剤、注射剤）

その他

ジスロマックSR成人用ドライシロップ（ファイザー）

アジスロマイシン水和物（成人用ドライシロップ剤）

その他

スンベプラカプセル（ブリストル・マイヤーズ）

アスナプレビル

その他

ダクルインザ錠（ブリストル・マイヤーズ）

ダクラタスビル塩酸塩

その他

デュファストン錠（アボットジャパン）

ジドロゲステロン

その他

ネオーラル内用液・カプセル（ノバルティスファーマ）

シクロスポリン（経口剤、注射剤）

その他

ネオーラル内用液・カプセル（ノバルティスファーマ）

シクロスポリン（サンディミュン、ネオーラル）

その他

ノベルジンカプセル（ノーベルファーマ）

酢酸亜鉛水和物（カプセル剤）

その他

ビデュリオン皮下注用（アストラゼネカ）

エキセナチド（皮下注用）

その他

フラジール内服錠（塩野義製薬）

メトロニダゾール（経口剤）

その他

ベネトリンシロップ（グラクソ・スミスクライン）

サルブタモール硫酸塩（シロップ剤）

その他

ベネトリン吸入液（グラクソ・スミスクライン）

サルブタモール硫酸塩（吸入液）

その他

ベネトリン錠（グラクソ・スミスクライン）

サルブタモール硫酸塩（錠剤）

その他

ペントシリン注射用（富山化学＝大正富山医薬品）

ピペラシリンナトリウム
（1日最大投与量16gの用法・用量を有する製剤）

その他

ムコスタ点眼液UD（大塚製薬）

レバミピド（点眼剤）

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・
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

リスパダールOD錠（ヤンセンファーマ）

リスペリドン

その他

リスパダール錠・細粒（ヤンセンファーマ）

リスペリドン

その他

リスパダール内用液（ヤンセンファーマ）

リスペリドン

その他

リスペリドンOD錠「ヨシトミ」
（全星薬品＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）

リスペリドン

その他

リスペリドン細粒「ファイザー」（ファイザー）

リスペリドン

その他

リスペリドン内用液分包「ファイザー」（ファイザー）

リスペリドン

その他

*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

重要度*

成分名

レバチオ錠（ファイザー）

シルデナフィルクエン酸塩（20mg）

その他

ロンサーフ配合錠（大鵬薬品）

トリフルリジン・チピラシル塩酸塩

その他

塩酸プロカルバジンカプセル「中外」（中外製薬）

プロカルバジン塩酸塩

その他

注射用エンドキサン（塩野義製薬）

シクロホスファミド水和物（注射剤）

その他

点滴静注用バンコマイシン「MEEK」
（小林化工＝MeijiSeikaファルマ）

バンコマイシン塩酸塩（注射剤）（ジェネリック製品）

その他

*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

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

からだがだるい,吐き気,皮膚や白目が黄色くなる,頭痛,めまい,動悸,息
苦しい,胸が痛い,しびれ,赤い斑ができる,むくみ尿量が減る,から咳,便に
血が混じる,出血,視野が狭くなる,視力低下等みられたらご連絡くださ
い。妊婦や妊娠している可能性のある方は通常服用できません。

ヴォトリエント錠２００ｍｇ

注意事項

下線部追加

エリスロシンドライシロップ

注意事項

下線部追加

エンドキサン錠５０mg

注意事項

下線部追加

注意事項

蕁麻疹がでる、心臓がドキドキする、皮膚が斑に赤くなる、水膨れ、冷汗
が出る、ふらつく、皮膚や白目が黄色くなる、尿量が減る、急な腹痛、吐
下線部追加
き気、から咳、息苦しい、筋肉の痛み、出血等がみられたらご連絡下さ
い。

注意事項

蕁麻疹、心臓がドキドキする、皮膚や白目が黄色くなる、吐き気・全身倦
怠感、のどの痛み、ふらつき、発熱、青あざができやすい、皮膚が斑に
下線部追加 赤くなる、息苦しい、頻回の下痢、筋肉が痛む、尿が赤い、ふるえ、むく
み等がみられたらご連絡下さい。同時に服用できないお薬については
医師にご確認ください。

クラリスロマイシンDS10%
小児用

注意事項

蕁麻疹、心臓がドキドキする、皮膚や白目が黄色くなる、吐き気・全身倦
怠感、のどの痛み、ふらつき、発熱、青あざができやすい、皮膚が斑に
下線部追加 赤くなる、息苦しい、頻回の下痢、筋肉が痛む、尿が赤い、ふるえ、むく
み等がみられたらご連絡下さい。同時に服用できないお薬については
医師にご確認ください。

ジャヌビア錠 ２５mg

注意事項

下線部追加

注意事項

発疹、めまい、手足のしびれ、のどが痛む、急な腹痛、吐き気、発熱、下
痢、腹部・頸部・あごの下などのしこり、貧血、筋肉が痛む・こわばる、赤
下線部追加 い尿がでる等がみられたらご連絡下さい。妊婦や妊娠の可能性のある
方は通常服用できません。同時に服用できないお薬については医師に
ご確認ください。

注意事項

発疹、めまい、手足のしびれ、のどが痛む、急な腹痛、吐き気、発熱、下
痢、腹部・頸部・あごの下などのしこり、貧血、筋肉が痛む・こわばる、赤
下線部追加 い尿がでる等がみられたらご連絡下さい。妊婦や妊娠の可能性のある
方は通常服用できません。同時に服用できないお薬については医師に
ご確認ください。

グラクティブ錠 ５０mg

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ

ネオーラルカプセル
１０ｍｇ/２５ｍｇ/５０ｍｇ

ネオーラル内用液１０％
５０ｍＬ

頻回の下痢、皮膚が斑に赤くなる、水膨れ、尿の量が減る、めまい、胸
痛、心臓がドキドキする、皮膚や白目が黄色くなる等がみられたらご連絡
下さい。ﾋﾟﾓｼﾞﾄﾞ、ｱｽﾅﾌﾟﾚﾋﾞﾙとは同時に服用できません。

出血しやすい、急な腹痛、息苦しい、むくみのない短期間での体重増
加、蕁麻疹、心臓がドキドキする、けいれん、皮膚が熱い・斑に赤くなる、
水膨れ、皮膚や白目が黄色くなる、むくみ、尿の量が減る、筋肉の痛み
等がみられたらご連絡下さい。

蕁麻疹がでる、心臓がドキドキする、皮膚が斑に赤くなる、水膨れ、冷汗
が出る、ふらつく、皮膚や白目が黄色くなる、尿量が減る、急な腹痛、吐
き気、から咳、息苦しい、筋肉の痛み、出血等がみられたらご連絡下さ
い。
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