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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

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

平成27年10月29日（木）

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）

完全ヒト型可溶性TNFα／
LTαレセプター製剤

平成27年11月14日（土）

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

ポビドンヨードスクラブ液７．５％

備

考

中 止 日

イオダインスクラブ液７．５％の採用に伴う中止

平成27年10月28日(水)

※ 安息香酸ナトリウムカフェイン

年度末中止薬品のため

平成27年10月30日(金)

※ ザジテン点鼻液０．０５％ ８ｍＬ／瓶

年度末中止薬品のため

平成27年11月5日（木）

エンブレル皮下注用５０ｍｇペン１．０ｍＬの採用に
伴う中止

平成27年11月13日（金）

※ オングリザ錠５ｍｇ

薬事委員会の決定により中止

平成27年11月16日（月）

※ リノコートパウダースプレー鼻用２５μｇ

年度末中止薬品のため

平成27年11月18日（水）

※ ペキロンクリーム ０．５％

クレナフィン爪外用液１０％の採用に伴う中止

平成27年11月24日（月）

※

エンブレル皮下注用５０ｍｇシリンジ
１．０ｍＬ

※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
該当なし

２） 登録削除院外処方専用医薬品
該当なし
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３） 投薬日数制限解除
12月1日（火）より、1回14日分までの制限が解除される医薬品
アグリリンカプセル０．５ｍｇ
グラナテック点眼液０．４％ ５ｍＬ
タプコム配合点眼液 ２．５ｍＬ
バニヘップカプセル１５０ｍｇ
ベルソムラ錠１５ｍｇ
ベルソムラ錠２０ｍｇ
ボシュリフ錠１００ｍｇ

４） 使用期限変更
ネオシネジンコーワ注１mg／１mL
2年
→
3年

(長期安定性試験の結果より)

ブレオ注射用５mg／１５mg
2年
→
3年

(貯法変更により)

５） 販売元変更
オルガドロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ ５ｍＬ
オルガラン静注１２５０単位 １mL
MSD（株）

→

平成27年11月30日

共和クリティケア（株）

3-2 最近のお知らせ
・ 「アスタットクリーム１％」「アスタット外用液１％」「アスタット軟膏１％」の自
主回収と欠品について

平成27年10月27日

・ 「イオダインスクラブ液７．５％」取扱い開始および「ポビドンヨードスクラブ
液％」取扱い中止について

平成27年10月28日

・ 「安息香酸ナトリウムカフェイン」取扱井中止について

平成27年10月30日

・ 「ザジテン点鼻液０．０５％

平成27年11月5日

８ｍＬ」取扱い中止について

・ 「ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２」の安定供給の再開について

平成27年11月13日

・ 「エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ」取扱い開始及び「エンブレル皮下注
５０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ」の取扱い中止について

平成27年11月13日

・ ノバルティス ファーマ株式会社に対する行政処分について

平成27年11月13日

・ 「オングリザ錠５ｍｇ」取扱い中止について

平成27年11月16日

・ 「リノコートパウダースプレー鼻用２５μｇ」取扱い中止について

平成27年11月18日

・ 「ペキロンクリーム０．５％」取扱い中止について

平成27年11月24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

オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％「トーワ」

オロパタジン塩酸塩

シプロキサン注３００ｍｇ／１５０mL

シプロフロキサシン

ゼローダ錠３００ｍｇ

カペシタビン

タイケルブ錠２５０ｍｇ

ラパチニブトシル酸塩水和物

献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ／５０００ｍｇ

乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

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*

アボルブカプセル（グラクソ・スミスクライン）

デュタステリド

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

副

セフトリアキソンNa静注用「ファイザー」（ファイザー）

セフトリアキソンナトリウム水和物

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

副

マグミット錠250mg・330mg
（協和化学
日本新薬 丸石 大阪）
（協和化学＝シオエ＝日本新薬＝丸石：大阪）

酸化マグネシウム

慎重・注意

マグラックス錠（吉田製薬）

酸化マグネシウム

慎重・注意

ルリッド錠（サノフィ）

ロキシスロマイシン

慎重・副

レミニールOD錠・内用液（ヤンセンファーマ＝武田薬品）

ガランタミン臭化水素酸塩

重カマ「ヨシダ」（吉田製薬）

酸化マグネシウム

アボルブカプセル（グラクソ・スミスクライン）

デュタステリド

その他

アレセンサカプセル20mg・40mg（中外製薬）

アレクチニブ塩酸塩（20mg・40mg）

その他

アレビアチン散（大日本住友製薬）

フェニトイン

その他

アレビアチン錠（大日本住友製薬）

フェニトイン

その他

イグザレルト錠（バイエル薬品）

リバーロキサバン（錠剤）

その他

オラペネム小児用細粒（MeijiSeikファルマ）

テビペネムピボキシル

その他

キュビシン静注用（MSD）

ダプトマイシン

その他

クラビット点滴静注バッグ（第一三共）

レボフロキサシン水和物（注射剤）

その他

クロピドグレル錠「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー） クロピドグレル硫酸塩（ジェネリック製品）

副
慎重・注意

その他

サクシゾン注射用300mg（大正薬品工業＝テバ製薬）

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム（注射用）（サクシゾン）

その他

ジプレキサザイディス錠（日本イーライリリー）

オランザピン（口腔内崩壊錠）

その他

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用「ファイザー」
（マイラン製薬＝ファイザー）

セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（小児用細粒剤）

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
表

4

薬品名

成分名

重要度*

セフカペンピボキシル塩酸塩錠「ファイザー」
（マイラン製薬＝ファイザー）

セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠剤）

その他

セフジトレンピボキシル錠「サワイ」（沢井製薬）

セフジトレンピボキシル（錠剤）

その他

セフトリアキソンNa静注用「ファイザー」（ファイザー）

セフトリアキソンナトリウム水和物

その他

タキソール注射液（ブリストル・マイヤーズ）

パクリタキセル（非アルブミン懸濁型）

その他

テモダールカプセル（MSD）

テモゾロミド（経口剤）

その他

テモダール点滴静注用（MSD）

テモゾロミド（注射剤）

その他

ノウリアスト錠（協和発酵キリン）

イストラデフィリン

その他

ノーベルバール静注用（ノーベルファーマ）

フェノバルビタールナトリウム

その他

ヒダントールF配合錠（藤永製薬＝第一三共）

フェニトイン・フェノバルビタール・安息香酸ナトリウムカフェイン

その他

ヒダントール錠（藤永製薬＝第一三共）

フェニトイン

その他

フェノバール散・錠・エリキシル（藤永製薬＝第一三共）

フェノバルビタール

その他

フェノバール注射液（藤永製薬＝第一三共）

フェノバルビタール

その他

ブリディオン静注（MSD）

スガマデクスナトリウム

その他

フロモックス小児用細粒（塩野義製薬）

セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（小児用細粒剤）

その他

フロモックス錠（塩野義製薬）

セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠剤）

その他

ホストイン静注（ノーベルファーマ＝エーザイ）

ホスフェニトインナトリウム水和物

その他

マグミット錠250mg・330mg
（協和化学＝シオエ＝日本新薬＝丸石：大阪）

酸化マグネシウム

その他

マグラックス錠（吉田製薬）

酸化マグネシウム

その他

メイアクトMS小児用細粒（MeijiSeikファルマ）

セフジトレンピボキシル（小児用細粒剤）

その他

メイアクトMS錠（MeijiSeikファルマ）

セフジトレンピボキシル（錠剤）

その他

ユナシン－S静注用（ファイザー）

スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム

その他

ラミクタール錠・錠小児用（グラクソ・スミスクライン）

ラモトリギン

その他

ルリッド錠（サノフィ）

ロキシスロマイシン

その他

ワコビタール坐剤（高田製薬）

フェノバルビタールナトリウム

その他

重カマ「ヨシダ」（吉田製薬）

酸化マグネシウム

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
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

アボルブカプセル０．５mg

注意事項

下線部追加

皮膚や白目が黄色くなる等がみられたらご連絡下さい。通常、女性の方
は服用できません。

アレビアチン１０倍散（原末量）
／
アレビアチン錠１００ｍｇ

注意事項

下線部追加

このお薬については医師にご確認下さい。タダラフィル、アスナプレビ
ル、ダクラタスビル、バニプレビル、マシテンタン、ソホスブビルを服用中
の方は通常服用できません。

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、食欲不振、息切れ、呼吸がしにくい、
から咳がでる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

下線部追加

皮膚や白目が黄色くなる、吐き気、食欲不振、息切れ、呼吸がしにくい、
から咳がでる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。妊婦や妊娠の可能性のある
方は通常服用できません。

フェノバール散 10％／
フェノバール錠３０ｍｇ

注意事項

ルリッド錠１５０ｍｇ

注意事項

ワコビタール坐剤 ５０ｍｇ

注意事項

皮膚が斑に赤くなる、水膨れ、のどの痛み、出血しやすい、皮膚や白目
が黄色くなる、発熱等がみられたらご連絡下さい。ボリコナゾール、タダラ
下線部追加 フィル、アスナプレビル、ダクラタスビル、バニプレビル、マシテンタを服用
中の方は通常服用できません。

下線部追加

蕁麻疹がでる、心臓がドキドキする、頻回の下痢、息苦しくなる、出血しや
すい、皮膚が斑に赤くなる・水膨れ、皮膚や白目が黄色くなる、胸がドキ
すい、皮膚が斑に赤くなる
水膨れ、皮膚や白目が黄色くなる、胸がドキ
ドキする等がみられたらご連絡下さい。

皮膚が斑に赤くなる、水膨れ、のどの痛み、出血しやすい、皮膚や白目
が黄色くなる、発熱等がみられたらご連絡下さい。ボリコナゾール、タダラ
下線部追加 フィル、アスナプレビル、ダクラタスビル、バニプレビル、マシテンタを服用
中の方は通常服用できません。
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