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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

レボノルゲストレル

子宮内黄体ホルモン放出システム

平成27年9月14日（月）

アズノールうがい液４％ １０ｍＬ

アズレンスルホン酸ナトリウ
ム水和物

アズレン含嗽液

アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ

トリアムシノロンアセトニド

付着型アフタ性口内炎治療剤

リドカイン／
アドレナリン酒石酸水素塩

歯科用局所麻酔剤

ジンジカインゲル２０％

アミノ安息香酸エチル

歯科用局所麻酔剤

ネオクリーナー「セキネ」

次亜塩素酸ナトリウム

根管清掃剤

ネオステリングリーンうがい液
０．２％ ４０ｍＬ

ベンゼトニウム塩化物

口腔洗浄・含嗽剤

ミノサイクリン塩酸塩

歯科用抗生物質製剤<歯周炎治療薬>

ぺリオドン

パラホルムアルデヒド／
ジブカイン塩酸塩

根管消毒・治療剤

歯科用シタネスト－オクタプレシ
ンカートリッジ

プロピトカイン塩酸塩／
フェリプレシン

局所麻酔剤

インフリキシマブＢＳ点滴静注用
１００ｍｇ「ＮＫ」

インフリキシマブ
（遺伝子組換え）

抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤

ミレーナ５２ｍｇ

オーラ注歯科用カートリッジ
１．８ｍＬ

ペリオクリン歯科用軟膏

オルドレブ点滴静注用１５０ｍｇ

コリスチンメタンスルホン酸
ナトリウム

平成27年10月1日（木）

ポリペプチド系抗生物質製剤

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌ
シリンジ５ｍＬ／７．５ｍＬ／１０ｍＬ

ガドブトロール

非イオン性MRI用造影剤

ケフレックスカプセル２５０ｍｇ

セファレキシン

経口用セフェム系抗生物質製剤

コセンティクス皮下注１５０ｍｇ
シリンジ

セクキヌマブ
（遺伝子組換え）

ヒト型抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製
剤

サイラムザ点滴静注液
１００ｍｇ／５００ｍｇ

ラムシルマブ
（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍剤／
ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体

タイガシル点滴静注用５０ｍｇ

チゲサイクリン

グリシルサイクリン系抗生物質製剤

バレイショデンプン「ケンエー」

バレイショデンプン

賦形剤

ダビガトランエテキシラートメ
タンスルホン酸塩

直接トロンビン阻害剤

平成27年10月19日(月)

プラザキサカプセル７５ｍｇ
生食注シリンジ「ＮＰ」１０ｍＬ
中口（スリップ）タイプ

塩化ナトリウム

イオダインスクラブ液７．５％

ポビドンヨード

外用殺菌消毒剤

エクラープラスター２０μｇ／ｃｍ２ デプロドンプロピオン酸
エステル
７．５ｃｍ×１０ｃｍ
エンブレル皮下注５０ｍｇペン
１．０ｍＬ

エタネルセプト
（遺伝子組換え）

外用副腎皮質ホルモン剤
完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプ
ター製剤
未定

シスプラチン点滴静注
１０ｍｇ／２５ｍｇ／５０ｍｇ「ﾏﾙｺ」

シスプラチン

抗悪性腫瘍剤

ドセタキセル点滴静注
２０ｍｇ／１ｍＬ、８０ｍｇ／４ｍＬ

ドセタキセル
（エタノールフリー製剤）

タキソイド系抗悪性腫瘍剤

ビデュリオン皮下注用２ｍｇペン

エキセナチド

GLP-1受容体作動薬／
2型糖尿病治療剤
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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

※ ロンサーフ配合錠Ｔ１５

薬事委員会の決定により中止

平成27年9月24日(木)

※ ロンサーフ配合錠Ｔ２０

薬事委員会の決定により中止

平成27年9月24日(木)

バレイショデンプン「ホエイ」
※ インフリーカプセル１００ｍｇ
※

エンブレル皮下注５０ｍｇシリンジ
１．０ｍＬ

バレイショデンプン「ケンエー」の採用に伴う中止

平成27年10月18日（日）

プラザキサカプセル７５ｍｇの採用に伴う中止
エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬの採用に伴う
中止

※ ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０

サイラムザ点滴静注液１００ｍｇの採用に伴う中止

※ ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５

サイラムザ点滴静注液５００ｍｇの採用に伴う中止

※ ビデュリオン皮下注用２ｍｇ

ビデュリオン皮下注用２ｍｇペンの採用に伴う中止

プラトシン注１０ｍｇ

シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「マルコ」の採用に伴
う中止

プラトシン注２５ｍｇ

シスプラチン点滴静注２５ｍｇ「マルコ」の採用に伴
う中止

プラトシン注５０ｍｇ

シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マルコ」の採用に伴
う中止

プロテアミン１２注射液

生食注シリンジ「ＮＰ」１０ｍＬ中口（スリップ）タイプ
の採用に伴う中止

ポビドンヨードスクラブ液７．５％

イオダインスクラブ液７．５％の採用に伴う中止

マグネビスト静注シリンジ１０ｍＬ

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ５ｍＬの採用に
伴う中止

マグネビスト静注シリンジ１５ｍＬ

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬの採用
に伴う中止

マグネビスト静注シリンジ２０ｍＬ

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ１０ｍＬの採用
に伴う中止

ワンタキソテール点滴静注
２０ｍｇ／１ｍＬ

ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬの採用に伴う
中止

ワンタキソテール点滴静注
８０ｍｇ／４ｍＬ

ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬの採用に伴う
中止

※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
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未定

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

エクラープラスター２０μｇ／ｃｍ２

1枚（7.5ｃｍ×10cm）:1.5mg

ﾃﾞﾌﾟﾛﾄﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ

外用副腎皮質ホルモン剤

オキシコドン徐放カプセル
５ｍｇ／１０ｍｇ／２０ｍｇ／４０ｍｇ
「テルモ」

1CP:
5mg／10mg／20mg／40mg

ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物

持続性癌疼痛治療剤

1T:
ﾚｼﾞﾊﾟｽﾋﾞﾙ90mg／
ｿﾎｽﾌﾞﾋﾞﾙ400mg

ﾚｼﾞﾊﾟｽﾋﾞﾙ／ｿﾎｽﾌﾞﾋﾞﾙ

抗ウイルス剤

1本:2g／4g

人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝG

血漿分画製剤
（皮下注用人免疫グロブリン製剤）

1T:200mg

ﾋﾄﾞﾛｷｼｸﾛﾛｷﾝ硫酸塩

免疫調整剤

1本:450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

ハーボニー配合錠
ハイゼントラ２０％皮下注
２ｇ／１０ｍＬ、４ｇ／２０ｍＬ
プラケニル錠２００ｍｇ
ランタスＸＲ注ソロスター
(４５０単位／１．５ｍＬ）

２） 登録削除院外処方専用医薬品
薬 品 名

備

考

中 止 日

エルカルチン錠３００ｍｇ

販売中止のため

平成27年9月30日(水)

プロパデルムクリーム０．０２５％ ５ｇ

販売中止のため

平成27年9月30日(水)

プロパデルム軟膏０．０２５％ ５ｇ

販売中止のため

平成27年9月30日(水)

３） 投薬日数制限解除
10月1日（木）より、1回14日分までの制限が解除される医薬品
アノーロエリプタ ７吸入用
アレセンサカプセル２０ｍｇ／４０ｍｇ
カナグル錠１００ｍｇ
クレナフィン爪外用液１０％ （４ｍL／本）
ザイティガ錠２５０ｍｇ
ジャカビ錠５ｍｇ
スンベプラカプセル１００ｍｇ
ダクルインザ錠６０ｍｇ
ドボベット軟膏 １５ｇ
４） 使用期限変更
該当なし

５） 販売元変更
プロパジール錠５０ｍｇ
メルカゾール錠５ｍｇ
中外製薬(株)
ダントリウムカプセル２５ｍｇ
ダントリウム静注用２０ｍｇ
アステラス(株)

→

あすか製薬（株）

平成27年10月1日

→

（株）オーファンパシフィック

平成27年10月1日

マグネスコープ静注３８％シリンジ２０ｍＬ
リピオドール４８０注１０ｍＬ
テルモ(株)
→
富士製薬工業（株）

平成27年10月2日
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3-2 最近のお知らせ
・ 「ベンズマロン錠５０ｍｇ」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ

平成27年8月27日

・ 「ダンドリウム静注用２０ｍｇ」の自主回収について

平成27年8月27日

・ 「ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２」の欠品について

平成27年8月27日

・ 秋の大型連休（シルバーウィーク）期間の薬剤請求について

平成27年8月27日

・ 「テノゼット錠３００ｍｇ（院外専用）の出荷調整について」

平成27年9月1日

・ ファイザー株式会社に対する業務改善命令について

平成27年9月3日

・ 「ミレーナ５２ｍｇ」取扱い開始について

平成27年9月14日

・ ヤンセンファーマ株式会社による副作用情報報告遅延について

平成27年9月16日

・ 「献血ベニロン-Ｉ静注用５０００ｍｇ」の一時取扱い中止について

平成27年9月18日

・ 医薬品・医療機器等安全性情報Ｎｏ．３２６

平成27年9月18日

・ 「ロンサーフ配合錠Ｔ１５」「ロンサーフ配合錠Ｔ２０」取扱い中止について

平成27年9月24日

・ 「マスキュレート静注用１０ｍｇ」のオーダ登録名称の変更について

平成27年9月29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

クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ

レボフロキサシン水和物

ジャカビ錠５ｍｇ

ルキソリチニブリン酸塩

タキソール注射液３０ｍｇ／１００ｍｇ

パクリタキセル

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*

アタラックス－Pカプセル（ファイザー）

ヒドロキシジンパモ酸塩

副

アタラックス－P注射液（ファイザー）

ヒドロキシジン塩酸塩

副

イナビル吸入粉末剤（第一三共）

ラニナミビルオクタン酸エステル水和物

エクジェイド懸濁用錠（ノバルティスファーマ）

デフェラシロクス

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

メマリー錠・OD錠（第一三共）

メマンチン塩酸塩

副

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤（ノーベルファーマ） 滅菌調整タルク

慎重・注意

副
慎重・注意

リレンザ（グラクソ・スミスクライン）

ザナミビル水和物

アタラックス－Pカプセル（ファイザー）

ヒドロキシジンパモ酸塩

その他

アタラックス－P注射液（ファイザー）

ヒドロキシジン塩酸塩

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
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薬品名

成分名

重要度*

アフィニトール錠（ノバルティスファーマ）

エベロリムス（2.5mg・5mg）

その他

イナビル吸入粉末剤（第一三共）

ラニナミビルオクタン酸エステル水和物

その他

イヌリード注（富士薬品）

イヌリン

その他

イメンドカプセル（小野薬品）

アプレピタント

その他

イントロンＡ注射用（MSD）

インターフェロンアルファ－2b（遺伝子組換え）

その他

エクジェイド懸濁用錠（ノバルティスファーマ）

デフェラシロクス

その他

エムラクリーム（佐藤製薬）

リドカイン・プロピトカイン

その他

シグマート錠（中外製薬）

ニコランジル（経口剤）

その他

スターシス錠（アステラス製薬）

ナテグリニド

その他

タケプロンOD錠15・30（武田薬品）

ランソプラゾール

その他

タケプロンカプセル15・30（武田薬品）

ランソプラゾール

その他

タケプロン静注用（武田薬品）

ランソプラゾール

その他

タルセバ錠150mg（中外製薬）

エルロチニブ塩酸塩（150mg）

その他

タルセバ錠25mg・100mg（中外製薬）

エルロチニブ塩酸塩（25mg・100mg）

その他

デプロメール錠（MeijiSeikファルマ）

フルボキサミンマレイン酸塩

その他

トブラシン注（東和薬品＝ジェイドルフ製薬）

トブラマイシン（注射剤）

その他

ニコランジル錠「日医工」（日医工）

ニコランジル（経口剤）

その他

バロス消泡内用液（堀井薬品工業）

ジメチコン（バロス）

その他

ファスティック錠（味の素製薬＝持田製薬）

ナテグリニド

その他

フォリスチム注カートリッジ（MSD）

フォリトロピンベータ（遺伝子組換え）

その他

フルボキサミンマレイン酸塩錠「杏林」
（キョーリンリメディオ）

フルボキサミンマレイン酸塩

その他

プロイメンド点滴静注用（小野薬品）

ホスアプレピタントメグルミン

その他

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）

その他

ベタニス錠（アステラス製薬）

ミラベグロン

その他

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤（ノーベルファーマ） 滅菌調整タルク

その他

ユリーフ錠（キッセイ薬品＝第一三共）

シロドシン

その他

ランソプラゾールOD錠15mg・30mg「テバ」
（テバ製薬＝カイゲンファーマ）

ランソプラゾール

その他

リフレックス錠（MeijiSeikファルマ）

ミルタザピン

その他

リポバス錠（MSD）

シンバスタチン

その他

リレンザ（グラクソ・スミスクライン）

ザナミビル水和物

その他

ルボックス錠（アッヴィ）

フルボキサミンマレイン酸塩

その他

ルミガン点眼液（千寿製薬）

ビマトプロスト（点眼剤）

その他

レベトールカプセル（MSD）

リバビリン（カプセル剤）

その他

レメロン錠（MSD）

ミルタザピン

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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5 薬剤情報提供
5-１ 新規採用薬の薬剤情報を下記の内容で提供します。
薬品名

薬の作用

注意事項

エクラープラスター
20μg/cm2

湿疹、皮膚炎などの皮膚の炎
症をおさえたり、異常な免疫反 激しい目の痛み、急な視力低下、まぶしい、かすんで見える等がみたれ
応をおさえるための貼り薬で
たらご連絡ください。
す。

エンブレル皮下注50mgペン
1.0mL

関節リウマチのお薬です。

ケフレックスカプセル250mg

感染の原因となる病原菌を殺す
ことにより、炎症などの症状を治 白目や皮膚が記録なる、ふらつき、尿の量が減る、発熱、から咳、目や
したり、予防したりするお薬で
口のただれ、息苦しい、倦怠感等がみられたらご連絡下さい。
す。

ビデュリオン皮下注用
2mgペン

冷や汗がでる、空腹感、手足の震え、吐き気、腹部・背中・腰の痛み、発
血糖の高い時にインスリンの作
熱、食欲がなくなる、むくみ、尿量が減る、じんましん、まぶたのはれ、吐
用を助けるお薬です。
き気等がみられたらご連絡ください。

プラザキサカプセル７５ｍｇ

倦怠感、蕁麻疹、動悸、ふらつき、あおあざができやすい、胃の痛み、
血液を固まりにくくし、血栓がで 便が黒くなる、突然のひどい頭痛、息切れ、呼吸がしにくい、から咳がで
きるのを防ぎます。
る等がみられたらご連絡下さい。イトラコナゾール (経口剤)とは同時に服
用できません。

発熱、咳がでる、蕁麻疹動悸、出血しやすい、息苦しくなる、白目や皮
膚が黄色くなる、皮膚が斑に赤くなる、水膨れ、尿量が減る、息切れ、筋
肉・関節の痛み、倦怠感、しびれ等がみられたらご連絡ください。結核、
多発性硬化症、うっ血性心不全の方は通常使用できません。

5-2 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

エクジェイド懸濁用錠
１２５mg ／５００ｍｇ

注意事項

蕁麻疹がでる、心臓がドキドキする、顔や手足がむくむ、尿の量が減る、
白目や皮膚が黄色くなる、倦怠感、急な腹痛、便が黒くなる、周りの音が
下線部追加
聞き取りにくい、目のかすみ、吐き気、嘔吐等がみられたらご連絡下さ
い。

メマリーＯＤ錠５ｍｇ／２０ｍｇ

注意事項

下線部追加

けいれん、ふらつき、皮膚や白目が黄色くなる、筋肉の痛み、赤い尿が
でる等がみられたらご連絡下さい。
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