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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

レボフロキサシン錠５００ｍｇ
「ＤＳＥＰ」

一 般 名

薬 効 等

開 始 日

レボフロキサシン水和物

広範囲経口抗菌製剤

平成27年7月31日（金）

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

※ クラビット錠５００ｍｇ

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」の採用に伴う
中止

平成27年7月30日（木）

※ ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ

年度末中止薬品のため

平成27年8月12日(水)

※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
規 格

一 般 名

薬 効 等

グ
ギ
注
インスリン グラルギンBS注
カート「リリー」

薬 品 名

1本:300単位

ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ
ﾞ
ﾞ
(遺伝子組換え)

持効型溶解インスリンアナログ製剤

インスリン グラルギンBS注
ミリオペン「リリー」

1本:300単位

ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ
(遺伝子組換え)

持効型溶解インスリンアナログ製剤

1本:10mL

ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ

耳垢除去剤

ジオクチルソジウムスルホサクシ
ネート耳科用液５％「ＣＥＯ」
デュアック配合ゲル
リオレサール錠１０ｍｇ

1本(10g):
ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ100mg／
過酸化ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ300mg

ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ水和物

1T:10mg

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
該当なし

４） 使用期限変更
該当なし

５） 販売元変更
該当なし
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／過酸化ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ

尋常性ざ瘡治療配合剤

ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ

抗痙縮剤

3-2 最近のお知らせ
・ １％プロポフォール注「マルイシ」２０ｍＬの貯法変更のお知らせ

平成27年7月29日

・ 「レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」」取扱い開始および「クラビット錠
５００ｍｇ」取扱い中止について
・ 医薬品・医療機器等安全性情報Ｎｏ．３２５

平成27年7月30日

・ 「ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ」取扱い中止について

平成27年8月12日

・ 注射薬の血管外漏出に注意

平成27年8月13日

・ 後発医薬品への切換えに伴う注射薬の交換について

平成27年8月17日

平成27年8月7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

アーチスト錠２．５ｍｇ／１０ｍｇ／２０ｍｇ

カルベジロール

クラビット錠２５０ｍｇ／５００ｍｇ

レボフロキサシン水和物

トラクリア錠６２．５ｍｇ

ボセンタン水和物

トレシーバ注フレックスタッチ／ペンフィル

インスリン デグルデク（遺伝子組換え）

ブイフェンド錠２００ｍｇ

ボリコナゾール

ブイフェンド錠２００ｍｇ静注用

ボリコナゾール

リバスタッチパッチ４．５ｍｇ／９ｍｇ／１３．５ｍｇ／１８ｍｇ リバスチグミン
レベトールカプセル２００ｍｇ

リバビリン

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」

レボフロキサシン水和物

レミケード点滴静注用１００

インフリキシマブ（遺伝子組換え）

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*

アボネックス筋注ペン（バイオジェン・ジャパン）

インターフェロンベータ－1a（遺伝子組換え）

注意・副

アボネックス筋注用シリンジ（バイオジェン・ジャパン）

インターフェロンベータ－1a（遺伝子組換え）

注意・副

ザイティガ錠（ヤンセンファーマ）

アビラテロン酢酸エステル

注意・副

スイニー錠（三和化学＝興和創薬）

アナグリプチン

慎重・副

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

注意・副

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

注意・副

トラマールOD錠（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（OD錠、カプセル剤、注射剤）

副

トラマールカプセル（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（OD錠、カプセル剤、注射剤）

副

トラマール注（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（OD錠、カプセル剤、注射剤）

副

トラムセット配合錠（ヤンセンファーマ＝持田製薬）

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン

副

*重要度 ： 最重要、重要な改訂は項目を表示
（ 慎重
慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用､
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
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*

副

ナトリックス錠（京都＝大日本住友製薬）

インダパミド

ヘプセラ錠（グラクソ・スミスクライン）

アデホビルピボキシル

アービタックス注射液（メルクセローノ）

セツキシマブ（遺伝子組換え）

その他

アイリーア硝子体内注射液
（バイエル薬品＝参天製薬）

アフリベルセプト（遺伝子組換え）

その他

アレセンサカプセル（中外製薬）

アレクチニブ塩酸塩

その他

イグザレルト錠（バイエル薬品）

リバーロキサバン

その他

エックスフォージ配合錠（ノバルティスファーマ）

バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩

その他

オペプリム（ヤクルト）

ミトタン

その他

コソプト配合点眼液（参天製薬）

ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩

その他

コペガス錠（中外製薬）

リバビリン（錠剤）（ソホスブビルとの併用によるセログループ2
（ジェノタイプ2）のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変における
ウイルス血症の改善の効能を有する製剤）

その他

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット
（ジョンソン・エンド・ジョンソン）

酸化セルロース

その他

ザイティガ錠（ヤンセンファーマ）

アビラテロン酢酸エステル

その他

サイプレジン点眼液（参天製薬）

シクロペントラート塩酸塩

その他

サイラムザ点滴静注液（日本イーライリリー）

ラムシルマブ（遺伝子組換え）

その他

ジクアス点眼液（参天製薬）

ジクアホソルナトリウム

その他

スイニー錠（三和化学＝興和創薬）

アナグリプチン

その他

ゾシン静注用（大鵬薬品＝大正富山医薬品）

タゾバクタム・ピペラシリン水和物（バイアル）

その他

トラマールOD錠（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（OD錠、カプセル剤）

その他

トラマールカプセル（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（OD錠、カプセル剤）

その他

トラマール注（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（注射剤）

その他

トラムセット配合錠（ヤンセンファーマ＝持田製薬）

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン

その他

ドルナー錠20μg（東レ＝アステラス製薬）

ベラプロストナトリウム（20μg・40μg）

その他

ニュープロパッチ2.25mg・4.5mg（大塚製薬）

ロチゴチン

その他

ニュープロパッチ9mg・13.5mg（大塚製薬）

ロチゴチン

その他

バニヘップカプセル（MSD）

バニプレビル

その他

パルミコートタービュヘイラー（アストラゼネカ）

ブデソニド（吸入剤）

その他

パルミコート吸入液（アストラゼネカ）

ブデソニド（吸入用懸濁剤）

その他

フェントステープ（久光製薬＝協和発酵キリン）

フェンタニルクエン酸塩（貼付剤）

その他

フラジール腟錠（富士製薬工業）

メトロニダゾール（腟用剤）

その他

フルダラ錠（サノフィ）

フルダラビンリン酸エステル

その他

フルダラ静注用（サノフィ）

フルダラビンリン酸エステル

その他

プロサイリン錠20（科研製薬）

ベラプロストナトリウム（20μg・40μg）

その他

ペチロルファン注射液（武田薬品）

ペチジン塩酸塩・レバロルファン酒石酸塩

その他

ヘプセラ錠（グラクソ・スミスクライン）

アデホビルピボキシル

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､
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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注意・副

薬品名

重要度*

成分名

ベラサスLA錠（科研製薬）

ベラプロストナトリウム（60μg）

その他

ベリチーム配合顆粒（塩野義製薬）

ベリチーム

その他

ベルケイド注射用（ヤンセンファーマ）

ボルテゾミブ

その他

ペンタサ坐剤（杏林製薬）

メサラジン（坐剤、注腸剤）

その他

ペンタサ錠（杏林製薬）

メサラジン（普通錠、顆粒剤）

その他

ペンタサ注腸（杏林製薬）

メサラジン（坐剤、注腸剤）

その他

ボトックス注用（グラクソ・スミスクライン）

A型ボツリヌス毒素（薬価収載品）

その他

メサラジン錠「ケミファ」
（日本ケミファ＝富士フイルムファーマ）

メサラジン（普通錠、顆粒剤）

その他

ラジカット点滴静注バッグ（田辺三菱製薬）

エダラボン

その他

ラジカット点滴静注バッグ（田辺三菱製薬）

エダラボン（筋萎縮性側索硬化症の効能を有する製剤）

その他

ピタバスタチンカルシウム水和物（OD錠）
（小児の用法・用量を有する製剤）
ピタバスタチンカルシウム水和物（普通錠）
（小児の用法・用量を有する製剤）

リバロOD錠（興和＝興和創薬）
リバロ錠（興和＝興和創薬）

その他
その他

献血ヴェノグロブリンIH静注（日本血液製剤機構）

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

その他

献血グロベニン－I静注用（日本製薬＝武田薬品）

乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

その他

献血ベニロン－I静注用（化血研＝帝人ファーマ）

乾燥スルホ化人免疫グロブリン

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

*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

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

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ

注意事項

下線部追加

心臓がﾄﾞｷﾄﾞｷする､かゆみや発疹がでる、息苦しい、体のふるえ等がみら
れたらご連絡下さい。

トラマールＯＤ錠５０ｍｇ

注意事項

下線部追加

心臓がﾄﾞｷﾄﾞｷする､かゆみや発疹がでる、息苦しい、体のふるえ等がみら
れたらご連絡下さい。

スンベプラカプセル１００ｍｇ

注意事項

下線部追加

皮膚や白目が黄色くなる、吐き気、お腹が張る、食欲不振、関節痛、発
熱、発疹・水ぶくれ等がみられたらご連絡ください。同時に服用できない
お薬や健康食品については医師にご確認ください。

ダクルインザ錠６０ｍｇ

注意事項

皮膚や白目が黄色くなる、吐き気、お腹が張る、食欲不振等、関節痛、
発熱、発疹・水ぶくれがみられたらご連絡ください。同時に服用できない
下線部追加
お薬や健康食品については医師にご確認ください。妊婦や妊娠の可能
性のある方は通常服用できません。

ヘプセラ錠１０ｍｇ

注意事項

下線部追加

顔や手足のむくみ、尿量が減る、強い全身のだるさ、腹痛、吐き気、白
目や皮膚が黄色くなる、のどが渇く、歩行時の足の痛み、骨折等がみら
れたらご連絡下さい。

イグザレルト錠１５ｍｇ

注意事項

下線部追加

あおあざができやすい,胃の痛み,便が黒くなる,突然の頭痛,嘔吐,食欲
不振,白目や皮膚が黄色くな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。
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平成 27年 8月 26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.475
薬品名

規格

【禁忌】
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

LIORESAL TABLETS
10MG
（劇）
リオレサール錠１０ｍｇ

内 容

1T:10mg

薬価（円）

1T:30.50円

【効能・効果】
下記疾患による痙性麻痺
脳血管障害､脳性(小児)麻痺､痙性脊髄麻痺､脊髄血管障害､頸部脊椎症､後縦靱帯
骨化症､多発性硬化症､筋萎縮性側索硬化症､脊髄小脳変性症､外傷後遺症(脊髄
損傷､頭部外傷)､術後後遺症(脳･脊髄腫瘍を含む)､その他の脳性疾患､その他のﾐｴ
ﾛﾊﾟﾁｰ｡
【用法･用量】
○成人
通常成人には初回量として1日ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ5～15mgを1～3回に分け食後経口投与し､
以後患者の症状を観察しながら標準用量に達するまで2～3日毎に1日5～10mgずつ
増量する｡
標準用量は1日30mgであるが､患者の本剤に対する反応には個人差があるため､年
齢､症状に応じて適宜増減する｡
○小児
小児には初回量として1日ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ5mgを1～2回に分け食後に経口投与し､以後患
者の症状を観察しながら標準用量に達するまで､2～3日毎に1日5mgずつ増量する｡
なお､症状､体重に応じて適宜増減する｡
標準用量
4～6歳:1日5～15mgを2～3回に分けて食後に経口投与する｡
7～11歳:1日5～20mgを2～3回に分けて食後に経口投与する｡
12～15歳:1日5～25mgを2～3回に分けて食後に経口投与する｡
【重副】
意識障害､呼吸抑制､依存性

薬効分類

ﾊﾞｸﾛﾌｪﾝ
DIOCTYL SODIUM
SULFOSUCCINATE
OTIC SOLUTION 5％
ジオクチルソジウム
スルホサクシネート
耳科用液５％「ＣＥＯ」

871249

【備考】
授乳中止
【会社名】ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ
【禁忌】
鼓膜穿孔のある患者

1本:10mL
【効能・効果】
耳垢の除去
薬価（円）

1本(10mL):551.00円

【用法・用量】
通常綿棒等で外耳へ塗布して使用する｡除去困難な場合は数滴点耳後5分～20分
後に微温湯(37℃)にて洗浄を行う｡
高度の耳垢栓塞の場合は1日3回､1～2日連続点耳後､微温湯(37℃)洗浄を行う｡

薬効分類

ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ

871329

【会社名】ｾｵﾘｱﾌｧｰﾏ

上記薬品は平成27年9月1日(火）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 8月 26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.476
薬品名

規格

INSULIN GLARGINE BS
INJ. [LILLY]
1本:300単位
（劇）
インスリン グラルギンBS注
カート／ミリオペン「リリー」
(３００単位／３ｍＬ）

〈ｶｰﾄ〉
1本:1031.00円
〈ﾐﾘｵﾍﾟﾝ〉
1本:1696.00円

薬効分類

デュアック配合ゲル

【禁忌】
1. 低血糖症状を呈している患者
2. 本剤の成分又は他のｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ製剤に対し過敏症の既往歴のある患者
【効能・効果】
ｲﾝｽﾘﾝ療法が適応となる糖尿病

薬価（円）

ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ
(遺伝子組換え)
DUAC COMBINATION GEL

内 容

872492

【用法･用量】
通常､成人では､初期は1日1回4～20単位を皮下注射するが､ときに他のｲﾝｽﾘﾝ製剤
を併用することがある｡注射時刻は朝食前又は就寝前のいずれでもよいが､毎日一定
とする｡投与量は､患者の症状及び検査所見に応じて増減する｡なお､その他のｲﾝｽﾘ
ﾝ製剤の投与量を含めた維持量は､通常1日4～80単位である｡
ただし､必要により上記用量を超えて使用することがある｡
【重副】
低血糖､ｼｮｯｸ､ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ､血管神経性浮腫

【備考】
遮光､2～8℃で保存
【会社名】日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ
【禁忌】
本剤の成分又はﾘﾝｺﾏｲｼﾝ系抗生物質に対し過敏症の既往歴のある患者

1本(10g):
ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝとして100mg／ 【効能・効果】
過酸化ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ300mg
<適応菌種>
本剤に感性のﾌﾞﾄﾞｳ球菌属､ｱｸﾈ菌
<適応症>
尋常性ざ瘡
薬価（円）
【用法･用量】
1日1回､洗顔後､患部に適量を塗布する｡
1g:157.40円

薬効分類

ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ水和
物／過酸化ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ

872699

【重副】
大腸炎
【備考】
授乳中止
2～8℃で保存
2016年5月末日までは1回14日分の処方を限度

【会社名】ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ

上記薬品は平成27年9月1日(火）より院外処方オーダリングが可能になります。

薬 剤 部

