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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
該当なし

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

※ プリミドン細粒９９．５％「日医工」

アセリオ静注液１０００ｍｇ、ダットスキャン静注の採
用に伴う中止

平成28年1月27日（水）

※ マイコスポール外用液１％ １０ｍＬ

ドボベット軟膏の採用に伴う中止

平成28年2月8日（月）

※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

コパキソン皮下注２０ｍｇシリンジ
「タケダ」

1本(1mL):20mg

ｸﾞﾗﾁﾗﾏｰ酢酸塩

多発性硬化症治療剤

1T:10mg
(ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄとして)

ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ

ロイコトリエン受容体拮抗薬／気管
支喘息･アレルギー性鼻炎治療薬

1本:30g

ｱﾀﾞﾊﾟﾚﾝ

尋常性ざ瘡治療剤

1T:250mg／500mg
(鉄として)

ｽｸﾛｵｷｼ水酸化鉄

高リン血症治療剤

1T:2mg／4mg

ｼﾛﾄﾞｼﾝ

選択的α1A遮断薬／前立腺肥大
症に伴う排尿障害改善薬

シングレアＯＤ錠１０ｍｇ
ディフェリンゲル０．１％３０ｇ
ピートルチュアブル錠
２５０ｍｇ／５００ｍｇ
ユリーフＯＤ錠２ｍｇ／４ｍｇ

２） 登録削除院外処方専用医薬品
薬 品 名

トラマールカプセル２５ｍｇ／５０ｍｇ

備

考

販売中止のため

３） 投薬日数制限解除
3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
ジャディアンス錠１０ｍｇ／２５ｍｇ
タケキャブ錠１０ｍｇ／２０ｍｇ
ベピオゲル２．５％（１５ｇ／本）
ロゼックスゲル０．７５％ ５０ｇ

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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中 止 日

平成28年2月29日(月)

3-2 最近のお知らせ
・ 「プリミドン細粒９９．５％「日医工」」取扱い中止について

平成28年1月27日

・ 疑義照会詳細（平成２７年１２月分）

平成28年1月29日

・ 「抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ベネシス」」の販売名変更に伴うオーダ
マスタ登録名称の変更について
・ 「ハプトグロビン静注２０００単位「ベネシス」／１００ｍＬ」取扱い中止について

平成28年2月2日

・ 「ネグミン液１０％２５０ｍＬ」、「ネグミンガーグル７％３０ｍＬ」オーダマスタ
登録名称変更のお知らせ
・ 「マイコスポール外用液１％１０ｍＬ」取扱い中止について

平成28年2月5日
平成28年2月8日

・ 医薬品・医療機器等安全性情報Ｎｏ．３３０

平成28年2月12日

・ 院内副作用報告「ラミクタール」

平成28年2月12日

・ 「アボルブカプセル０．５ｍｇ」の安定供給の再開について

平成28年2月16日

・ 一般財団法人化学及血清療法研究所（化血研）の血漿分画製剤使用時の患者様への情
報提供について
・ 「コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ／２５ｍｇ／５０ｍｇ／１００ｍｇ」の自主回収に
ついて
・ 抗がん剤調製済薬剤における払出方法の一部変更について

平成28年2月17日

平成28年2月2日

平成28年2月19日
平成28年2月23日

・ 「点滴静注用バンコマイシン０．５ｇ「ＭＥＥＫ」」のオーダ登録名称の変更につい
て
・ イナビル吸入粉末剤の処方オーダ時の専用用法の追加について

平成28年2月23日

・ 疑義照会詳細（平成２８年１月分）

平成28年2月25日

平成28年2月23日

4 添付文書改訂情報
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*

アイミクス配合錠LD・HD（大日本住友製薬＝塩野義製薬） イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩

副

アジルバ錠（武田薬品）

アジルサルタン

副

アムロジピンOD錠2.5mg・5mg「EMEC」
（エルメッドエーザイ）

アムロジピンベシル酸塩

副

アムロジピン錠2.5mg・5mg「NP」（ニプロ）

アムロジピンベシル酸塩

副

アムロジン錠2.5mg・5mg，OD錠2.5mg・5mg・10mg
（大日本住友製薬）

アムロジピンベシル酸塩

副

イトリゾールカプセル（ヤンセンファーマ）

イトラコナゾール

副

イトリゾール内用液（ヤンセンファーマ）

イトラコナゾール

副

ヴィキラックス配合錠（アッヴィ）

オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル

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

オフェブカプセル（日本ベーリンガーインゲルハイム）

ニンテダニブエタンスルホン酸塩

カデュエット配合錠（ファイザー）

アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

副

ザクラス配合錠LD・HD（武田薬品）

アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩

副

*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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禁忌・注意・副
副
注意

薬品名

成分名

重要度*

サムチレール内用懸濁液（グラクソ・スミスクライン）

アトバコン

副

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

副

ノルバスク錠5mg，OD錠2.5mg・5mg・10mg（ファイザー）

アムロジピンベシル酸塩

副

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

副

ミカムロ配合錠AP・BP
（日本ベーリンガーインゲルハイム＝アステラス製薬）

テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩

副

ユニシア配合錠LD・HD（武田薬品）

カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩

副

アザニン錠（田辺三菱製薬）

アザチオプリン

その他

アデラビン9号注（マイラン製薬＝ファイザー）

肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム
（アデラビン、リバレス、レバサルト）

その他

アバスチン点滴静注用（中外製薬）

ベバシズマブ（遺伝子組換え）

その他

アルチバ静注用（ヤンセンファーマ）

レミフェンタニル塩酸塩

その他

イトリゾールカプセル（ヤンセンファーマ）

イトラコナゾール（経口剤）

その他

イトリゾール内用液（ヤンセンファーマ）

イトラコナゾール（経口剤）

その他

イムラン錠（アスペンジャパン）

アザチオプリン

その他

インフリキシマブBS点滴静注用「NK」（日本化薬）

インフリキシマブ（遺伝子組換え）［インフリキシマブ後続1］

その他

ヴィキラックス配合錠（アッヴィ）

オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル

その他

エフピーOD錠（エフピー）

セレギリン塩酸塩
（レボドパ含有製剤非併用の用法・用量を有する製剤）

その他

エリキュース錠（ブリストル・マイヤーズ＝ファイザー）

アピキサバン

その他

オフェブカプセル（日本ベーリンガーインゲルハイム）

ニンテダニブエタンスルホン酸塩

その他

キシロカイン注ポリアンプ（アストラゼネカ）

リドカイン塩酸塩水和物

その他

キュバールエアゾール（大日本住友製薬）

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル（口腔用吸入剤）

その他

グルコバイOD錠（バイエル薬品＝富士フイルムファーマ） アカルボース

その他

グルコバイ錠（バイエル薬品＝富士フイルムファーマ）

アカルボース

その他

コートロシンZ筋注（第一三共）

テトラコサクチド酢酸塩（0.5mg）

その他

サムチレール内用懸濁液（グラクソ・スミスクライン）

アトバコン

その他

シプロキサン注300mg
（バイエル薬品＝富士フイルムファーマ）

シプロフロキサシン（小児の用法・用量を有しない製剤）

その他

シュアポスト錠（大日本住友製薬）

レパグリニド

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

スープレン吸入麻酔液（バクスター）

デスフルラン

その他

セルセプトカプセル（中外製薬）

ミコフェノール酸モフェチル（セルセプト）

その他

ゼローダ錠（中外製薬）

カペシタビン

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）
（ゾシン、ケミックス、MeijiSeikaファルマ製品）

その他

ソナゾイド注射用（第一三共）

ペルフルブタン

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

成分名

重要度*

タシグナカプセル（ノバルティスファーマ）

ニロチニブ塩酸塩水和物

その他

トラクリア錠
（アクテリオンファーマシューティカルズジャパン）

ボセンタン水和物（62.5mg）

その他

パーロデル錠（ノバルティスファーマ）

ブロモクリプチンメシル酸塩

その他

ビタミンC注「フソー」－100mg
（扶桑薬品＝アルフレッサファーマ）

アスコルビン酸（注射剤）（シータック、扶桑薬品製品）

その他

フィブラストスプレー（科研製薬）

トラフェルミン（遺伝子組換え）

その他

フェンタニル注射液「第一三共」
（第一三共プロファーマ＝第一三共）

フェンタニルクエン酸塩（注射剤）

その他

フレスミンS注射液（エイワイファーマ＝陽進堂）

ヒドロキソコバラミン酢酸塩（フレスミン）

その他

プロタミン硫酸塩静注「モチダ」（持田製薬）

プロタミン硫酸塩

その他

ペグイントロン皮下注用（MSD）

ペグインターフェロンアルファ－2b（遺伝子組換え）

その他

ヘパフィルド透析用シリンジ
（大塚製薬工場＝ジェイ・エム・エス）

ヘパリンナトリウム（注射剤）

その他

ヘパリンNaロック用シリンジ「オーツカ」（大塚製薬工場）

ヘパリンナトリウム（注射剤）

その他

ヘパリンNa注「モチダ」（持田製薬）

ヘパリンナトリウム（注射剤）

その他

ヘパリンNa注「モチダ」（持田製薬）

ヘパリンナトリウム（注射剤）
（添加剤としてベンジルアルコールを含有する製剤）

その他

ヘパリンNa透析用シリンジ「ニプロ」（ニプロ）

ヘパリンナトリウム（注射剤）

その他

ヘパリンカルシウム皮下注シリンジ「モチダ」（持田製薬）

ヘパリンカルシウム

その他

ベプリコール錠（MSD＝第一三共）

ベプリジル塩酸塩水和物

その他

メチロン注（第一三共）

スルピリン水和物（注射剤）（メチロン）

その他

メロペン点滴用バイアル（大日本住友製薬）

メロペネム水和物

その他

リスモダンP静注（サノフィ）

ジソピラミドリン酸塩（注射剤）

その他

リスモダンR錠（サノフィ）

ジソピラミドリン酸塩（経口剤）

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

レミケード点滴静注用（田辺三菱製薬）

インフリキシマブ（遺伝子組換え）

その他

治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」
スギ花粉（鳥居薬品）

標準化スギ花粉エキス原液（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
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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

アジルバ錠２０ｍｇ

注意事項

下線部追加

顔・のどなどがはれる、息苦しくなる、尿の量が減る、手足のしびれ、ふら
つく、冷たく感じる、白目や皮膚が黄色くなる、筋肉痛、尿の色が赤い等
がみられたらご連絡ください。妊婦や妊娠の可能性のある方、ｱﾘｽｷﾚﾝを
服用されている糖尿病の方は通常服用できません。

ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾝ)

注意事項

下線部追加

白目や皮膚が黄色くなる、出血しやすい、発熱、のどの痛み、めまい、
筋肉痛、尿の色が赤い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。

ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg(ｱﾑﾛｼﾞﾝ)

注意事項

下線部追加

白目や皮膚が黄色くなる、出血しやすい、発熱、のどの痛み、めまい、
筋肉痛、尿の色が赤い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。

アイミクス配合錠ＨＤ

注意事項

顔・首などがはれる,皮膚や白目が黄色くなる,尿量が減る,脱力感,しび
れ,赤い尿がでる,冷や汗がでる,ふらつく,めまい,出血しやすい,心臓がﾄﾞ
下線部追加 ｷﾄﾞｷする、筋肉痛等がみられたらご連絡ください。妊婦や妊娠の可能性
のある方、ｱﾘｽｷﾚﾝを服用されている糖尿病の方は通常服用できませ
ん。

カデュエット配合錠４番

注意事項

下線部追加

発疹,白目や皮膚が黄色くなる,出血,発熱,喉の痛み,めまい,筋肉が痛
む,赤い尿がでる,脱力感,動悸,皮膚が斑に赤くなる,のどが渇く,息苦し
い,から咳,尿の色が赤い等がみられたらご連絡下さい｡

イトリゾールカプセル５０ｍｇ

注意事項

下線部追加

発疹,倦怠感,水膨れ,から咳,息切れ,息苦しい,白目や皮膚が黄色くな
る,発熱,動悸,全身のむくみ等がみられたらご連絡下さい｡妊婦,妊娠の
可能性のある方は服用できません｡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
は医師にご確認ください。

イトリゾール内用液１％

注意事項

下線部追加

発疹,倦怠感,水膨れ,から咳,息切れ,息苦しい,白目や皮膚が黄色くな
る,発熱,動悸,全身のむくみ等がみられたらご連絡下さい｡妊婦,妊娠の
可能性のある方は服用できません｡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

胸の痛みや圧迫感、冷や汗がでる、ふらつき、胃の痛み、薬の減量や中
止後の急な発熱・発汗などがみられたらご連絡下さい。一部の抗うつ剤
下線部追加 (ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ､ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ､ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ､ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ､ﾐﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝ､ｱﾐﾄﾘﾌﾟﾁﾘﾝ､
ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ､ｾﾙﾄﾗﾘﾝ等)､ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩、ﾀﾍﾟﾝﾀﾄﾞｰﾙ塩酸塩、ﾍﾞﾝﾗﾌｧｷｼ
ﾝとは通常、同時に服用できません。

注意事項

動悸,めまい,すぐに息切れがする,冷や汗がでる,ふらつく,強固な便秘,
眼がまぶしい・かすむ,手足のしびれ,発熱,のどの痛み,発疹,皮膚や白
下線部追加 目が黄色くなる等がみられたらご連絡下さい。緑内障の方は通常服用で
きません。ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ,ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ,ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ,ﾄﾚﾐﾌｪﾝ,ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ
注,ﾌｨﾝｺﾞﾘﾓﾄﾞ,ｴﾘｸﾞﾘｽﾀｯﾄとは同時に使用できません。

注意事項

めまい、動悸、胸痛、発熱、のどの痛み、息苦しい、から咳等がみられた
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。
下線部追加
ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ､ｻｷﾅﾋﾞﾙ､ｱﾀｻﾞﾅﾋﾞﾙ､ﾎｽｱﾝﾌﾟﾚﾅﾋﾞﾙ､ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ､ﾃﾗﾌﾟﾚﾋﾞﾙ、ｱﾐ
ｵﾀﾞﾛﾝ注、ｴﾘｸﾞﾙｽﾀｯﾄとは同時に服用できません。

注意事項

のどの痛み,手足に赤い点やあざができる,出血しやすい,貧血,心臓がﾄﾞ
ｷﾄﾞｷする,息苦しくなる,発疹,皮膚や白目が黄色くなる,発熱,重度の下
下線部追加 痢,ふらつき,口のもつれ等がみられたらご連絡下さい。ﾌｪﾌﾞｷｿｽﾀｯﾄ、ﾄﾋﾟ
ﾛｷｿｽﾀｯﾄを服用中の方や妊婦や妊娠の可能性のある方は通常服用で
きません。

エフピーＯＤ錠 ２．５mg

リスモダンＲ錠１５０ｍｇ

ベプリコール錠５０ｍｇ

イムラン錠５０ｍｇ
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