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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

ジェイゾロフトＯＤ錠２５ｍｇ

一 般 名

薬 効 等

開 始 日

塩酸セルトラリン

選択的セロトニン
再取り込み阻害剤

平成27年7月11日（土）

血漿分画製剤(生理的組織接着剤)

平成27年7月２1日（火）

ベリプラストＰコンビセット
組織接着用１ｍＬ

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

スベニールディスポ関節注
２５ｍｇ／２．５ｍＬ
※ ジェイゾロフト錠２５ｍｇ

備

考

中 止 日

年度末中止薬品のため

平成27年7月9日（木）

ジェイゾロフトＯＤ錠２５ｍｇの採用に伴う中止

平成27年7月10日（金）

※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

カロナール錠５００ｍｇ

1T:500mg

ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ

解熱鎮痛剤

グラナテック点眼液０．４％
５ｍＬ

1本:5mL

ﾘﾊﾟｽｼﾞﾙ塩酸塩水和物

Rhoキナーゼ阻害薬／
緑内障・高眼圧症治療剤

クロピドグレル錠７５ｍｇ
「ファイザー」

1T:75mg

ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ硫酸塩

抗血小板剤

1本:5.33mg／12.0mg

ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え)

遺伝子組換え天然型
ヒト成長ホルモン製剤

1T:100μg

ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物

甲状腺ホルモン製剤

デカドロン錠４ｍｇ

1T:4mg

ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ

副腎皮質ホルモン製剤

ビソノテープ８ｍｇ

1枚:8mg

ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ

経皮吸収型β1遮断剤

ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ

1T:45mg

ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩

徐放性気道潤滑去痰剤

レトロゾール錠２．５ｍｇ「ＮＫ」

1T:2.5mg

ﾚﾄﾛｿﾞｰﾙ

アロマターゼ阻害剤／
閉経後乳癌治療剤

レボフロキサシン粒状錠５００ｍｇ
「モチダ」

1包:500mg

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物

広範囲経口抗菌製剤

レンビマカプセル４ｍｇ／１０ｍｇ

1CP:4mg／10mg

ﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞﾒｼﾙ酸塩

抗悪性腫瘍剤

ロゼックスゲル０．７５％ ５０ｇ

１本(50g):375mg

ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ

がん性皮膚潰瘍臭改善薬

ジェノトロピンゴークイック
注用５．３ｍｇ／１２ｍｇ
チラーヂンＳ錠１００μｇ
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２） 登録削除院外処方専用医薬品
薬 品 名

備

考

中 止 日

販売中止のため

リドーラ錠３ｍｇ

平成27年7月31日(金)

３） 投薬日数制限解除
該当なし

４） 使用期限変更
ハンプ注射用１０００
24ヵ月 →
36ヵ月

(長期安定性試験の結果より)

５） 販売元変更
フロリネフ錠０．１ｍｇ
ブリストル・マイヤーズ(株)

→

アスペンジャパン製薬（株）

平成27年8月1日

→

あゆみ製薬（株）

平成27年8月3日

アザルフィジンEN錠２５０ｍｇ／５００ｍｇ
タクロリムス錠０．５ｍｇ／１ｍｇ／１．５ｍｇ
メトレート錠２ｍｇ
リマチル錠１００ｍｇ
参天製薬(株)

3-2 最近のお知らせ
・ 献血ベニロン-Ｉ静注用の品薄状況に伴う免疫グロブリン製剤の医療保険上の取扱
いについて
・ 「ボルヒール組織接着用」の品薄状況について

平成27年6月26日

・ 医薬品・医療機器等安全性情報Ｎｏ．３２４

平成27年7月8日

・ 「スベニールディスポ関節注２５ｍｇ／２．５ｍＬ」取扱い中止について

平成27年7月9日

・ 「ジェイゾロフトＯＤ錠２５ｍｇ」取扱い開始および「ジェイゾロフト錠２５
ｍｇ」取扱い中止について
・ 「ベリプラストＰコンビセット組織接着用１ｍＬ」緊急採用のお知らせ

平成27年7月10日

・ 後発医薬品への切り換えの実施について

平成27年7月21日

・ 「バクトロバン鼻腔用軟膏２％」の出荷停止について

平成27年7月24日

・ 「イーケプラドライシロップ５０％、イーケプラ錠５００ｍｇ」の自主回収につい
て
・ 「フェロベリン配合錠」取扱い中止について

平成27年7月28日

・ 「ボルヒール組織接着剤１ｍＬ」取扱い一時中止のお知らせ

平成27年7月28日
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平成27年7月6日

平成27年7月21日

平成27年7月28日

4 添付文書改訂情報
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
成分名

薬品名

アイリーア硝子体内注射液４０ｍｇ／ｍＬ

アフリベルセプト（遺伝子組換え）

エムラクリーム

リドカイン／プロピトカイン

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット
綿型／ニューニット

酸化セルロース

ゾシン静注用２．２５ｇ／４．５ｇ

タゾバクタム／ピペラシリン

ボトックス注用１００単位

A型ボツリヌス毒素

リバロ錠１ｍｇ／２ｍｇ・ＯＤ錠１ｍｇ／２ｍｇ

ピタバスタチンカルシウム
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平成 27年 7月 29日

院外処方専用医薬品のお知らせ
下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。
No.464
薬品名

規格

CALONAL TAB. 500MG

内 容
【警告】
1. 本剤により重篤な肝障害が発現するおそれがあることに注意し､1日総量1500mgを
超す高用量で長期投与する場合には､定期的に肝機能等を確認するなど慎重に投
与すること｡
2. 本剤とｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝを含む他の薬剤(一般用医薬品を含む)との併用により､ｱｾﾄｱﾐﾉ
ﾌｪﾝの過量投与による重篤な肝障害が発現するおそれがあることから､これらの薬剤と
の併用を避けること｡

（劇）
カロナール錠５００ｍｇ

1T:500mg

薬価（円）

【禁忌】
1. 消化性潰瘍のある患者
2. 重篤な血液の異常のある患者
3. 重篤な肝障害のある患者
4. 重篤な腎障害のある患者
5. 重篤な心機能不全のある患者
6. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
7. ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息(非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性消炎鎮痛剤による喘息発作の誘発)又はその既往歴のあ
る患者
【効能・効果】
(1) 下記の疾患並びに症状の鎮痛
頭痛､耳痛､症候性神経痛､腰痛症､筋肉痛､打撲痛､捻挫痛､月経痛､分娩後痛､がん
による疼痛､歯痛､歯科治療後の疼痛､変形性関節症
(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) 小児科領域における解熱･鎮痛
【用法･用量】
効能又は効果(1)の場合
通常､成人にはｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝとして､1回300～1000mgを経口投与し､投与間隔は4～6
時間以上とする｡なお､年齢､症状により適宜増減するが､1日総量として4000mg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｡
効能又は効果(2)の場合
通常､成人にはｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝとして､1回300～500mg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1500mg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｡

1T:10.30円
効能又は効果(3)の場合
通常､幼児及び小児にはｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝとして､体重1kgあたり1回10～15mgを経口投与
し､投与間隔は4～6時間以上とする｡なお､年齢､症状により適宜増減するが､1日総量
として60mg／kgを限度とする｡ただし､成人の用量を超えない｡また､空腹時の投与は
避けさせることが望ましい｡

薬効分類

ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ

871149

【重副】
ｼｮｯｸ､ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ､中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)､皮膚
粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)､急性汎発性発疹性膿疱症､喘息発作の誘
発､劇症肝炎､肝機能障害､黄疸､顆粒球減少症､間質性肺炎､間質性腎炎､急性腎不
全
【会社名】昭和薬品化工

上記薬品は平成27年8月1日(土）より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部

平成 27年 7月 29日

院外処方専用医薬品のお知らせ
下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。
No.465
薬品名

規格

GLANATEC OPHTHALMIC
SOLUTION 0.4%

内 容
【禁忌】
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

1本:5mL
グラナテック点眼液０．４％
５ｍＬ
薬価（円）

1本(5mL):2255.00円

薬効分類

ﾘﾊﾟｽｼﾞﾙ塩酸塩水和物
BISONO TAPE 8MG

871141

ビソノテープ８ｍｇ
1枚:8mg

薬価（円）

【効能・効果】
次の疾患で､他の緑内障治療薬が効果不十分又は使用できない場合:緑内障､高眼
圧症
【用法･用量】
1回1滴､1日2回点眼する｡
【備考】
授乳中止
2015年11月末日までは1回14日分の処方を限度
【会社名】興和創薬
【禁忌】
1. 高度の徐脈(著しい洞性徐脈)､房室ﾌﾞﾛｯｸ(Ⅱ､Ⅲ度)､洞房ﾌﾞﾛｯｸ､洞不全症候群の
ある患者
2. 糖尿病性ｹﾄｱｼﾄﾞｰｼｽ､代謝性ｱｼﾄﾞｰｼｽのある患者
3. 心原性ｼｮｯｸのある患者
4. 肺高血圧による右心不全のある患者
5. 強心薬又は血管拡張薬を静脈内投与する必要のある心不全患者
6. 非代償性の心不全患者
7. 重度の末梢循環障害のある患者(壊疽等)
8. 未治療の褐色細胞腫の患者
9. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人
10. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
【効能・効果】
本態性高血圧症(軽症～中等症)
【用法・用量】
通常､成人にはﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙとして8mgを1日1回､胸部､上腕部又は背部のいずれかに
貼付し､貼付後24時間ごとに貼りかえる｡
なお､年齢､症状により1日1回4mgから投与を開始し､1日最大投与量は8mgとする｡

1枚:126.50円
【重副】
心不全､完全房室ﾌﾞﾛｯｸ､高度徐脈､洞不全症候群

薬効分類

ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ

872149

【備考】
授乳中止
遮光
【会社名】ﾄｰｱｴｲﾖｰ

上記薬品は平成27年8月1日(土）より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部

平成 27年 7月 29日

院外処方専用医薬品のお知らせ
下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。
No.466
薬品名

規格

MUCOSOLVAN L TABLET
45MG

内 容
【禁忌】
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

1T:45mg
ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ

【効能・効果】
下記疾患の去痰
急性気管支炎､気管支喘息､慢性気管支炎､気管支拡張症､肺結核､塵肺症､手術後
の喀痰喀出困難
薬価（円）
【用法･用量】
通常､成人には1回1錠(ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩として45mg)を1日1回経口投与する｡

1T:67.70円

薬効分類

ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩

872239

【重副】
ｼｮｯｸ､ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様症状､皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)

【備考】
授乳中止
【会社名】帝人ﾌｧｰﾏ

上記薬品は平成27年8月1日(土）より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部

平成 27年 7月 29日

院外処方専用医薬品のお知らせ
下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。
No.467
薬品名

規格

GENOTROPIN GOQUICK
INJ. 5.3MG

内 容
【禁忌】
1. 糖尿病の患者
2. 悪性腫瘍のある患者
3. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人
4. ﾌﾟﾗﾀﾞｰｳｨﾘｰ症候群の患者のうち､高度な肥満又は重篤な呼吸器障害のある患者

ジェノトロピンゴークイック
注用５．３ｍｇ／１２ｍｇ
〈5.3mg〉
1本:5.33mg
〈12mg〉
1本:12.0mg

【効能・効果】【用法･用量】
骨端線閉鎖を伴わない成長ﾎﾙﾓﾝ分泌不全性低身長症
通常1週間に体重kg当たり､ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え)として0.175mgを2～4回に分けて
筋肉内に注射するか､あるいは6～7回に分けて皮下に注射する｡
骨端線閉鎖を伴わない次の疾患における低身長
ﾀｰﾅｰ症候群
通常1週間に体重kg当たり､ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え)として0.35mgを2～4回に分けて
筋肉内に注射するか､あるいは6～7回に分けて皮下に注射する｡
骨端線閉鎖を伴わない次の疾患における低身長
慢性腎不全
通常1週間に体重kg当たり､ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え)として0.175mgを6～7回に分けて
皮下に注射するが､投与開始6ｶ月後以降増量基準に適合した場合は0.35mgまで増
量することができる｡

薬価（円）

骨端線閉鎖を伴わない次の疾患における低身長
ﾌﾟﾗﾀﾞｰｳｨﾘｰ症候群
通常1週間に体重kg当たり､ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え)として0.245mgを6～7回に分けて
皮下に注射する｡
成人成長ﾎﾙﾓﾝ分泌不全症(重症に限る)
通常開始用量として､1週間に体重kg当たり､ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え)として0.021mgを
6～7回に分けて皮下に注射する｡患者の臨床症状に応じて1週間に体重kg当たり
0.084mgを上限として漸増し､1週間に6～7回に分けて皮下に注射する｡なお､投与量
は臨床症状及び血清ｲﾝｽﾘﾝ様成長因子-I(IGF-I)濃度等の検査所見に応じて適宜増
減する｡ただし､1日量として1mgを超えないこと｡

〈5.3mg〉
1本:40189.00円
〈12mg〉
1本:99252.00円

骨端線閉鎖を伴わないSGA(small-for-gestational age)性低身長症
通常1週間に体重kg当たり､ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え)として0.23mgを6～7回に分けて
皮下に注射する｡なお､効果不十分な場合は1週間に体重kg当たり0.47mgまで増量
し､
6～7回に分けて皮下に注射する｡
【重副】
痙攣､甲状腺機能亢進症､ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群､糖尿病

薬効分類

ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え)

872412

【備考】
授乳中止
凍結を避け2～8℃に遮光保存すること
【会社名】ﾌｧｲｻﾞｰ

上記薬品は平成27年8月1日(土）より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部

平成 27年 7月 29日

院外処方専用医薬品のお知らせ
下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。
No.468
薬品名

規格

THYRADIN-S TABLETS
（劇）
チラーヂンＳ錠１００μｇ

内 容
【禁忌】
新鮮な心筋梗塞のある患者

1T:100μg
(ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑとして)

薬価（円）

【効能・効果】
粘液水腫､ｸﾚﾁﾝ病､甲状腺機能低下症(原発性及び下垂体性)､甲状腺腫
【用法･用量】
ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑとして通常､成人25～400μgを1日1回経口投与する｡
一般に､投与開始量には25～100μg､維持量には100～400μgを投与することが多
い｡
なお､年齢､症状により適宜増減する｡
【重副】
狭心症､肝機能障害､黄疸､副腎ｸﾘｰｾﾞ､晩期循環不全

１T:11.40円

薬効分類

ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物

872431

(類薬)
ｼｮｯｸ､うっ血性心不全
【備考】
遮光
【会社名】あすか

上記薬品は平成27年8月1日(土）より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部

平成 27年 7月 29日

院外処方専用医薬品のお知らせ
下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。
No.469
薬品名
DECADRON TABLETS
4MG
デカドロン錠４ｍｇ

規格

1T:4mg

薬価（円）

1T:37.80円

薬効分類

872454
ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ

内 容
【禁忌】
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
【原則禁忌】
1. 有効な抗菌剤の存在しない感染症､全身の真菌症の患者
2. 消化性潰瘍の患者
3. 精神病の患者
4. 結核性疾患の患者
5. 単純疱疹性角膜炎の患者
6. 後嚢白内障の患者
7. 緑内障の患者
8. 高血圧症の患者
9. 電解質異常のある患者
10. 血栓症の患者
11. 最近行った内臓の手術創のある患者
12. 急性心筋梗塞を起こした患者
13. ｺﾝﾄﾛｰﾙ不良の糖尿病の患者

【効能・効果】
内分泌疾患
慢性副腎皮質機能不全(原発性､続発性､下垂体性､医原性)､急性副腎皮質機能不全(副腎ｸﾘｰｾﾞ)､副腎性器症候群､亜急性甲状腺炎､甲状腺
中毒症〔甲状腺(中毒性)ｸﾘｰｾﾞ〕､甲状腺疾患に伴う悪性眼球突出症､ACTH単独欠損症､特発性低血糖症､下垂体抑制試験
ﾘｳﾏﾁ性疾患
関節ﾘｳﾏﾁ､若年性関節ﾘｳﾏﾁ(ｽﾁﾙ病を含む)､ﾘｳﾏﾁ熱(ﾘｳﾏﾁ性心炎を含む)､ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛､強直性脊椎炎(ﾘｳﾏﾁ性脊椎炎)
膠原病
ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ(全身性及び慢性円板状)､全身性血管炎(大動脈炎症候群､結節性動脈周囲炎､多発性動脈炎､ｳﾞｪｹﾞﾅ肉芽腫症を含む)､多発性筋
炎(皮膚筋炎)､強皮症
腎疾患
ﾈﾌﾛｰｾﾞ及びﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群
心疾患
うっ血性心不全
ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患
気管支喘息､喘息性気管支炎(小児喘息性気管支炎を含む)､薬剤その他の化学物質によるｱﾚﾙｷﾞｰ･中毒(薬疹､中毒疹を含む)､血清病
血液疾患
紫斑病(血小板減少性及び血小板非減少性)､再生不良性貧血､白血病(急性白血病､慢性骨髄性白血病の急性転化､慢性ﾘﾝﾊﾟ性白血病)(皮膚
白血病を含む)､溶血性貧血(免疫性又は免疫性機序の疑われるもの)､顆粒球減少症(本態性､続発性)
消化器疾患
潰瘍性大腸炎､限局性腸炎､重症消耗性疾患の全身状態の改善(癌末期､ｽﾌﾟﾙｰを含む)
肝疾患
劇症肝炎(臨床的に重症とみなされるものを含む)､胆汁うっ滞型急性肝炎､慢性肝炎(活動型､急性再燃型､胆汁うっ滞型)(但し､一般的治療に反
応せず肝機能の著しい異常が持続する難治性のものに限る)､肝硬変(活動型､難治性腹水を伴うもの､胆汁うっ滞を伴うもの)
肺疾患
ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ(但し､両側肺門ﾘﾝﾊﾟ節腫脹のみの場合を除く)､びまん性間質性肺炎(肺線維症)(放射線肺臓炎を含む)
重症感染症
重症感染症(化学療法と併用する)
結核性疾患
肺結核(粟粒結核､重症結核に限る)(抗結核剤と併用する)､結核性髄膜炎(抗結核剤と併用する)､結核性胸膜炎(抗結核剤と併用する)､結核性腹
膜炎(抗結核剤と併用する)､結核性心のう炎(抗結核剤と併用する)
神経疾患
脳脊髄炎(脳炎､脊髄炎を含む) (但し､一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ､かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること)､
末梢神経炎(ｷﾞﾗﾝﾊﾞﾚｰ症候群を含む)､筋強直症､重症筋無力症､多発性硬化症(視束脊髄炎を含む)､小舞踏病､顔面神経麻痺､脊髄蜘網膜炎
悪性腫瘍
悪性ﾘﾝﾊﾟ腫(ﾘﾝﾊﾟ肉腫症､細網肉腫症､ﾎｼﾞｷﾝ病､皮膚細網症､菌状息肉症)及び類似疾患(近縁疾患)､好酸性肉芽腫､乳癌の再発転移
抗悪性腫瘍剤(ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝなど)投与に伴う消化器症状(悪心･嘔吐)
外科疾患
副腎摘除､副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲､侵襲後肺水腫､臓器･組織移植､蛇毒･昆虫毒(重症の虫さされを含む)､原因不明の発熱
産婦人科疾患
卵管整形術後の癒着防止
泌尿器科疾患
前立腺癌(他の療法が無効な場合)､陰茎硬結

上記薬品は平成27年8月1日(土）より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部

平成 27年 7月 29日

院外処方専用医薬品のお知らせ
下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。
No.470
薬品名
DECADRON TABLETS
4MG
デカドロン錠４ｍｇ

内 容
【効能・効果】
皮膚科疾患
★
湿疹･皮膚炎群(急性湿疹､亜急性湿疹､慢性湿疹､接触皮膚炎､貨幣状湿疹､自家感作性皮膚炎､ｱﾄﾋﾟｰ皮膚炎､
乳･幼･小児湿疹､ﾋﾞﾀﾞｰﾙ苔癬､その他の神経皮膚炎､脂漏性皮膚炎､進行性指掌角皮症､その他の手指の皮膚炎､
陰部あるいは肛門湿疹､耳介及び外耳道の湿疹･皮膚炎､鼻前庭及び鼻翼周辺の湿疹･皮膚炎など)(但し､重症例
以外は極力投与しないこと)､★痒疹群(小児ｽﾄﾛﾌﾙｽ､蕁麻疹様苔癬､固定蕁麻疹を含む)(但し､重症例に限る｡また､
固定蕁麻疹は局注が望ましい)､蕁麻疹(慢性例を除く)(重症例に限る)､★乾癬及び類症〔尋常性乾癬(重症例)､関節
症性乾癬､乾癬性紅皮症､膿疱性乾癬､けい留性肢端皮膚炎､疱疹状膿痂疹､ﾗｲﾀｰ症候群〕､★掌蹠膿疱症(重症例
に限る)､★扁平苔癬(重症例に限る)､成年性浮腫性硬化症､紅斑症(★多形滲出性紅斑､結節性紅斑)(但し､多形滲出
性紅斑の場合は重症例に限る)､ｱﾅﾌｨﾗｸﾄｲﾄﾞ紫斑(単純型､ｼｪｰﾝﾗｲﾝ型､ﾍﾉｯﾎ型)(重症例に限る)､ｳｪｰﾊﾞｰｸﾘｽﾁｬﾝ
病､粘膜皮膚眼症候群〔開口部びらん性外皮症､ｽﾁﾌﾞﾝｽ･ｼﾞｮﾝｿﾝ病､皮膚口内炎､ﾌｯｸｽ症候群､ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病(眼症状
のない場合)､ﾘｯﾌﾟｼｭｯﾂ急性陰門潰瘍〕､ﾚｲﾉｰ病､★円形脱毛症(悪性型に限る)､天疱瘡群(尋常性天疱瘡､落葉状天
疱瘡､Senear-Usher症候群､増殖性天疱瘡)､ﾃﾞｭｰﾘﾝｸﾞ疱疹状皮膚炎(類天疱瘡､妊娠性疱疹を含む)､先天性表皮水
疱症､帯状疱疹(重症例に限る)､★紅皮症(ﾍﾌﾞﾗ紅色粃糠疹を含む)､顔面播種状粟粒性狼瘡(重症例に限る)､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性血管炎及びその類症(急性痘瘡様苔癬状粃糠疹を含む)､潰瘍性慢性膿皮症､新生児ｽｸﾚﾚｰﾏ

ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ
眼科疾患
内眼･視神経･眼窩･眼筋の炎症性疾患の対症療法(ﾌﾞﾄﾞｳ膜炎､網脈絡膜炎､網膜血管炎､視神経炎､眼窩炎性偽腫瘍､眼窩漏斗尖端部症候群､
眼筋麻痺)､外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適当又は不十分な場合(眼瞼炎､結膜炎､角膜炎､強膜炎､虹彩毛様体炎)､
眼科領域の術後炎症
耳鼻咽喉科疾患
急性･慢性中耳炎､滲出性中耳炎･耳管狭窄症､ﾒﾆｴﾙ病及びﾒﾆｴﾙ症候群､急性感音性難聴､血管運動(神経)性鼻炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､花粉症(枯
草熱)､進行性壊疽性鼻炎､喉頭炎･喉頭浮腫､耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法､嗅覚障害､急性･慢性(反復性)唾液腺炎
歯科･口腔外科疾患
難治性口内炎及び舌炎(局所療法で治癒しないもの)
<注釈>★印(適応の左肩)
★印の附されている適応に対しては､外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果を期待し得ないと推定される場合にのみ用いる
こととされたものを示す｡
【用法･用量】
1. ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝとして､通常成人1日0.5～8mgを1～4回に分割経口投与する｡
なお､年齢､症状により適宜増減する｡
2. 抗悪性腫瘍剤(ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝなど)投与に伴う消化器症状(悪心･嘔吐)の場合:通常､成人にはﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝとして1日4～20mgを1～2回に分割経口投
与する｡
ただし､1日最大20mgまでとする｡
【重副】
誘発感染症､感染症の増悪､続発性副腎皮質機能不全､糖尿病､消化性潰瘍､消化管穿孔､膵炎､精神変調､うつ状態､痙攣､骨粗鬆症､大腿骨及
び上腕骨等の骨頭無菌性壊死､ﾐｵﾊﾟｼｰ､脊椎圧迫骨折､長骨の病的骨折､緑内障､後嚢白内障､血栓塞栓症
【備考】
授乳中止

【会社名】日医工

上記薬品は平成27年8月1日(土）より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部

平成 27年 7月 29日

院外処方専用医薬品のお知らせ
下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。
No.471
薬品名

規格

ROZEX GEL 0.75%
ロゼックスゲル０．７５％
５０ｇ

1本(50g):375mg

薬価（円）

1本(50g):5070.00円

薬効分類

ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ
CLOPIDOGREL TABLETS
75MG [PFIZER]
クロピドグレル錠７５ｍｇ
「ファイザー」

872699

【禁忌】
1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 脳､脊髄に器質的疾患のある患者(脳･脊髄腫瘍の患者を除く)
3. 妊娠3ヵ月以内の婦人
【効能・効果】
がん性皮膚潰瘍部位の殺菌･臭気の軽減
【用法・用量】
症状及び病巣の広さに応じて適量を使用する｡潰瘍面を清拭後､1日1～2回ｶﾞｰｾﾞ等
にのばして貼付するか､患部に直接塗布しその上をｶﾞｰｾﾞ等で保護する｡

【備考】
授乳中止
2016年2月末日までは1回14日分の処方を限度
【会社名】ｶﾞﾙﾃﾞﾙﾏ
【禁忌】
1. 出血している患者(血友病､頭蓋内出血､消化管出血､尿路出血､喀血､硝子体出血
等)
2. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

1T:75mg
(ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙとして)

薬価（円）

1T:121.30円

薬効分類

ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ硫酸塩

内 容

873399

【効能・効果】
虚血性脳血管障害(心原性脳塞栓症を除く)後の再発抑制
【用法・用量】
通常､成人には､ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙとして75mgを1日1回経口投与するが､年齢､体重､症状に
よりｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙとして50mgを1日1回経口投与する｡
【重副】
出血(頭蓋内出血､胃腸出血等の出血) [脳出血等の頭蓋内出血､硬膜下血腫等][吐
血､下血､胃腸出血､眼底出血､関節血腫等]､胃･十二指腸潰瘍､肝機能障害､黄疸､血
栓性血小板減少性紫斑病(TTP)､間質性肺炎､好酸球性肺炎､血小板減少､無顆粒球
症､再生不良性貧血を含む汎血球減少症､中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal
Necrolysis:TEN)､皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)､多形滲出性紅斑､急
性汎発性発疹性膿疱症､薬剤性過敏症症候群､後天性血友病､横紋筋融解症

【備考】
授乳中止
【会社名】ﾌｧｲｻﾞｰ

上記薬品は平成27年8月1日(土）より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部

平成 27年 7月 29日

院外処方専用医薬品のお知らせ
下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。
No.472
薬品名

規格

LETROZOLE TAB. 2.5MG
｢NK｣
（劇）
レトロゾール錠２．５ｍｇ
「ＮＫ」

1T:2.5mg

【禁忌】
1. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人
2. 授乳婦
3. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
【効能・効果】
閉経後乳癌

薬価（円）

1T:292.60円

薬効分類

ﾚﾄﾛｿﾞｰﾙ

内 容

874291

【用法･用量】
通常､成人にはﾚﾄﾛｿﾞｰﾙとして1日1回2.5mgを経口投与する｡
【重副】
血栓症､塞栓症､心不全､狭心症､肝機能障害､黄疸､中毒性表皮壊死症(Toxic
Epidermal Necrolysis:TEN)､多形紅斑

【備考】
授乳中止
【会社名】日本化薬

上記薬品は平成27年8月1日(土）より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部

平成 27年 7月 29日

院外処方専用医薬品のお知らせ
下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。
No.473
薬品名

規格

内 容

1CP:4mg／10mg
(ﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞとして)

【警告】
本剤は､緊急時に十分対応できる医療施設において､がん化学療法に十分な知識･経
験を持つ医師のもとで､本剤の使用が適切と判断される症例についてのみ投与するこ
と｡また､治療開始に先立ち､患者又はその家族に本剤の有効性及び危険性を十分説
明し､同意を得てから投与すること｡

LENVIMA
（劇）
レンビマカプセル
４ｍｇ／１０ｍｇ

【禁忌】
1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人
薬価（円）
【効能・効果】
根治切除不能な甲状腺癌

〈4mg〉
1CP:3956.40円
〈10mg〉
1CP:9354.20円

薬効分類

ﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞﾒｼﾙ酸塩

874291

【用法･用量】
通常､成人にはﾚﾝﾊﾞﾁﾆﾌﾞとして1日1回24mgを経口投与する｡なお､患者の状態により
適宜減量する｡
【重副】
高血圧､出血､動脈血栓塞栓症､静脈血栓塞栓症､肝障害､腎障害､消化管穿孔､瘻孔
形成､可逆性後白質脳症症候群､心障害､手足症候群､感染症､骨髄抑制､低ｶﾙｼｳﾑ
血症､創傷治癒遅延

【備考】
授乳中止
2016年5月末日までは1回14日分の処方を限度
【会社名】ｴｰｻﾞｲ

上記薬品は平成27年8月1日(土）より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部

平成 27年 7月 29日

院外処方専用医薬品のお知らせ
下記の薬品を新規登録しましたのでご連絡致します。
No.474
薬品名

規格

LEVOFLOXACIN
GRANULAR TABLETS
500MG MOCHIDA

内 容
【禁忌】
1. 本剤の成分又はオフロキサシンに対し過敏症の既往歴のある患者
2. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人
3. 小児等

レボフロキサシン粒状錠
５００ｍｇ「モチダ」
1包:500mg
(ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝとして)

薬価（円）

【効能・効果】
<適応菌種>
本剤に感性のﾌﾞﾄﾞｳ球菌属､ﾚﾝｻ球菌属､肺炎球菌､腸球菌属､淋菌､ﾓﾗｸｾﾗ(ﾌﾞﾗﾝﾊﾒ
ﾗ)･ｶﾀﾗｰﾘｽ､炭疽菌､大腸菌､赤痢菌､ｻﾙﾓﾈﾗ属､ﾁﾌｽ菌､ﾊﾟﾗﾁﾌｽ菌､ｼﾄﾛﾊﾞｸﾀｰ属､ｸﾚ
ﾌﾞｼｴﾗ属､ｴﾝﾃﾛﾊﾞｸﾀｰ属､ｾﾗﾁｱ属､ﾌﾟﾛﾃｳｽ属､ﾓﾙｶﾞﾈﾗ･ﾓﾙｶﾞﾆｰ､ﾌﾟﾛﾋﾞﾃﾞﾝｼｱ属､ﾍﾟｽﾄ
菌､ｺﾚﾗ菌､ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ菌､緑膿菌､ｱｼﾈﾄﾊﾞｸﾀｰ属､ﾚｼﾞｵﾈﾗ属､ﾌﾞﾙｾﾗ属､野兎病菌､ｶﾝ
ﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ属､ﾍﾟﾌﾟﾄｽﾄﾚﾌﾟﾄｺｯｶｽ属､ｱｸﾈ菌､Q熱ﾘｹｯﾁｱ(ｺｸｼｴﾗ･ﾌﾞﾙﾈﾃｨ)､ﾄﾗｺｰﾏｸﾗﾐｼﾞ
ｱ(ｸﾗﾐｼﾞｱ･ﾄﾗｺﾏﾃｨｽ)､肺炎ｸﾗﾐｼﾞｱ(ｸﾗﾐｼﾞｱ･ﾆｭｰﾓﾆｴ)､肺炎ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ(ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ･
ﾆｭｰﾓﾆｴ)
<適応症>
表在性皮膚感染症､深在性皮膚感染症､ﾘﾝﾊﾟ管･ﾘﾝﾊﾟ節炎､慢性膿皮症､ざ瘡(化膿性
炎症を伴うもの)､外傷･熱傷及び手術創等の二次感染､乳腺炎､肛門周囲膿瘍､咽頭･
喉頭炎､扁桃炎(扁桃周囲炎､扁桃周囲膿瘍を含む)､急性気管支炎､肺炎､慢性呼吸
器病変の二次感染､膀胱炎､腎盂腎炎､前立腺炎(急性症､慢性症)､精巣上体炎(副睾
丸炎)､尿道炎､子宮頸管炎､胆嚢炎､胆管炎､感染性腸炎､腸ﾁﾌｽ､ﾊﾟﾗﾁﾌｽ､ｺﾚﾗ､ﾊﾞﾙﾄ
ﾘﾝ腺炎､子宮内感染､子宮付属器炎､涙嚢炎､麦粒腫､瞼板腺炎､外耳炎､中耳炎､副
鼻腔炎､化膿性唾液腺炎､歯周組織炎､歯冠周囲炎､顎炎､炭疽､ﾌﾞﾙｾﾗ症､ﾍﾟｽﾄ､野兎
病､Q熱
【用法･用量】
通常､成人にはﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝとして1回500mgを1日1回経口投与する｡なお､疾患･症状
に応じて適宜減量する｡
腸ﾁﾌｽ､ﾊﾟﾗﾁﾌｽについては､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝとして1回500mgを1日1回14日間経口投与
する｡

1包:226.40円

薬効分類

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物

876241

【重副】
ｼｮｯｸ､ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ､中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)､皮膚
粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)､痙攣､QT延長､心室頻拍(Torsades de
pointesを含む)､急性腎不全､間質性腎炎､劇症肝炎､肝機能障害､黄疸､汎血球減少
症､無顆粒球症､溶血性貧血､血小板減少､間質性肺炎､好酸球性肺炎､偽膜性大腸
炎等の血便を伴う重篤な大腸炎､横紋筋融解症､低血糖､ｱｷﾚｽ腱炎､腱断裂等の腱
障害､錯乱､せん妄､抑うつ等の精神症状､過敏性血管炎､重症筋無力症の悪化

【備考】
授乳中止
【会社名】持田

上記薬品は平成27年8月1日(土）より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部

