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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

精製ヒアルロン酸ナトリウム

眼科手術補助剤

シダトレンスギ花粉舌下液
２００ＪＡＵ／ｍＬボトル

標準化スギ花粉エキス

スギ花粉症の減感作療法
（アレルゲン免疫療法）薬

シダトレンスギ花粉舌下液
２０００ＪＡＵ／ｍＬボトル

標準化スギ花粉エキス

スギ花粉症の減感作療法
（アレルゲン免疫療法）薬

エンパグリフロジン

選択的SGLT2阻害剤
－2型糖尿病治療剤－

オペリードＨＶ０．４眼粘弾剤１％

ジャディアンス錠１０ｍｇ

開 始 日

平成28年7月1日（金）
ボンビバ錠１００ｍｇ

イバンドロン酸ナトリウム水
和物

ミティキュアダニ舌下錠３３００ＪＡＵ

コナヒョウヒダニ抽出エキス／
ヤケヒョウヒダニ抽出エキス

ダニアレルギーの減感作療法
（アレルゲン免疫療法）薬

ライゾデグ配合注フレックスタッチ

インスリン デグルデク（遺伝
子組換え）／インスリン アス
パルト（遺伝子組換え）

糖尿病治療薬

レパーサ皮下注１４０ｍｇシリンジ

エボロクマブ
（遺伝子組換え）

ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤

イリノテカン塩酸塩点滴静注液
４０ｍｇ「ＮＫ」

イリノテカン塩酸塩水和物

抗悪性腫瘍剤

イリノテカン塩酸塩点滴静注液
１００ｍｇ「ＮＫ」

イリノテカン塩酸塩水和物

抗悪性腫瘍剤

シプロフロキサシン

ニューキノロン系注射用抗菌剤

シプロキサン注４００ｍｇ

骨粗鬆症治療剤

未定

2 取扱い中止医薬品
取扱 中 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

ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ

備

考

中 止 日

年度末中止薬品のため

平成28年5月27日（金）

※ 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

平成28年5月27日（金）

※ フルメタクリーム０．１％ ５ｇ

サインバルタカプセル３０ｍｇの採用に伴う中止

平成28年6月3日(金)

年度末中止薬品のため

平成28年6月8日(水)

本採用の条件となる使用実績がなかったため

平成28年6月30日(木)

フルカリック１号輸液 １３５４．５ｍＬ
インフリキシマブＢＳ点滴静注用
１００ｍｇ「ＮＫ」
コセンティクス皮下注１５０ｍｇシリンジ
プラザキサカプセル７５ｍｇ
※ エクア錠５０ｍｇ

レパーサ皮下注１４０ｍｇシリンジの採用に伴う中止

カンプト点滴静注４０ｍｇ

イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ＮＫ」の採用
に伴う中止

カンプト点滴静注１００ｍｇ

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」の採
用に伴う中止

シプロキサン注３００ｍｇ

シプロキサン注４００ｍｇの採用に伴う中止

ヒーロン０．４眼粘弾剤１％

オペリードＨＶ０．４眼粘弾剤１％の採用に伴う中止

※ ポンタールシロップ３．２５％

シダトレンスギ花粉舌下液２００ＪＡＵ／ｍＬボトルの
採用に伴う中止

※ メタルカプターゼカプセル２００ｍｇ

ボンビバ錠１００ｍｇ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。
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院内在庫なくなり
次第取扱い中止

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

エクリラ４００μｇジェヌエア
６０吸入用

薬 品 名

1個:60吸入

ｱｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化物

COPD治療剤

オレンシア皮下注１２５ｍｇ
オートインジェクター１ｍＬ

1本:125mg

ｱﾊﾞﾀｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え)

T細胞選択的共刺激調節剤

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４
１．５腹膜透析液 シングルバッグ
５．０Ｌ

１袋:5.0L

タグリッソ錠８０ｍｇ

1T:80mg

ｵｼﾒﾙﾁﾆﾌﾞﾒｼﾙ酸塩

抗悪性腫瘍剤／
チロシンキナーゼ阻害剤

ニュープロパッチ１８ｍｇ

１枚:18mg

ﾛﾁｺﾞﾁﾝ

ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

1T:2mg／4mg

ﾍﾟﾗﾝﾊﾟﾈﾙ水和物

抗てんかん剤

フィコンパ錠２ｍｇ／４ｍｇ

腹膜透析用剤

ボノサップパック４００

1枚(1日分):ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝとして40mg／
ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物1500mg／ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ400mg

ヘリコバクター・ピロリ除菌治療剤

ボノサップパック８００

1枚(1日分):ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝとして40mg／
ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物1500mg／ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ800mg

ヘリコバクター・ピロリ除菌治療剤

ボノピオンパック

1枚(1日分):ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝとして40mg／
ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物1500mg／ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ500mg

ヘリコバクター・ピロリ除菌治療剤

ロキソプロフェンナトリウムテープ
５０ｍｇ／１００ｍｇ「タイホウ」

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物

1枚:50mg／100mg

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
ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ

２年 → ３年

（安定性試験の結果より）
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経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
（温感タイプ）

3-2 最近のお知らせ
・ 先発品名称を併記した後発品の院外処方への複写オーダについて

平成28年5月27日

・ 疑義照会詳細(平成２８年４月分）

平成28年5月27日

・ 「ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ」取扱い中止について

平成28年5月27日

・ ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５」取扱い中止について

平成28年5月27日

・ 医薬品・医療機器等安全性情報

平成28年5月30日

・ 「献血ヴェノグロブリン－ＩＨ５％静注１０ｇ／２００ｍＬ」の安定供給の再開につ
いて
・ 「フルメタクリーム ５ｇ」取扱い中止について

平成28年6月3日

・ 「フルカリック１号輸液

平成28年6月8日

１３５４．５ｍＬ」取扱い中止について

平成28年6月3日

・ 「マグラックス錠２５０ｍｇ」「マグラックス錠３３０ｍｇ」オーダマスタ登録名称
変更のお知らせ
・ 「注射薬確認用／返却処方せん」への保管注意薬品の表示について

平成28年6月10日

・ 「塩酸バンコマイシン散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」」オーダマスタ登録名称変更のお知ら
せ
・ 「重曹(内服)」、「重曹(外用薬)」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ

平成28年6月14日

平成28年6月13日

平成28年6月22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

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ

成分名

アダリムマブ (遺伝子組換え)

ミコフェノール酸モフェチルカプセル２５０ｍｇ「ファイザー」 ミコフェノール酸モフェチル

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*

アクトネル錠17.5mg（EAファーマ＝エーザイ）

リセドロン酸ナトリウム水和物

注意・副

アクトネル錠2.5mg（EAファーマ＝エーザイ）

リセドロン酸ナトリウム水和物

注意・副

アクトネル錠75mg（EAファーマ＝エーザイ）

リセドロン酸ナトリウム水和物

注意・副

アレンドロン酸錠35mg「SN」（シオノケミカル＝科研製薬）

アレンドロン酸ナトリウム水和物

注意・副

イーケプラドライシロップ
（ユーシービージャパン＝大塚製薬）

レベチラセタム

副

イーケプラ錠（ユーシービージャパン＝大塚製薬）

レベチラセタム

副

イーケプラ点滴静注（ユーシービージャパン＝大塚製薬）

レベチラセタム

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

*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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慎重・注意

薬品名

成分名

重要度

*

禁忌

オーラップ錠（アステラス製薬）

ピモジド

スンベプラカプセル（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

アスナプレビル

慎重・注意

ソバルディ錠（ギリアド・サイエンシズ）

ソホスブビル

慎重・注意

ソブリアードカプセル（ヤンセンファーマ）

シメプレビルナトリウム

慎重・注意

ゾレドロン酸点滴静注バッグ「NK」（高田製薬＝日本化薬） ゾレドロン酸水和物

注意・副

ダイドロネル錠（大日本住友製薬）

エチドロン酸二ナトリウム

注意・副

ダクルインザ錠（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

ダクラタスビル塩酸塩

慎重・注意

テラビック錠（田辺三菱製薬）

テラプレビル

慎重・注意

ハーボニー配合錠（ギリアド・サイエンシズ）

レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル

慎重・注意

バニヘップカプセル（MSD）

バニプレビル

慎重・注意

フォサマック錠35mg（MSD）

アレンドロン酸ナトリウム水和物

注意・副

フォサマック錠5（MSD）

アレンドロン酸ナトリウム水和物

注意・副

ベネット錠17.5mg（武田薬品）

リセドロン酸ナトリウム水和物

注意・副

ベネット錠2.5mg（武田薬品）

リセドロン酸ナトリウム水和物

注意・副

ベネット錠75mg（武田薬品）

リセドロン酸ナトリウム水和物

注意・副

ボナロン経口ゼリー（帝人ファーマ）

アレンドロン酸ナトリウム水和物

注意・副

ボナロン錠35mg（帝人ファーマ）

アレンドロン酸ナトリウム水和物

注意・副

ボナ
ン錠5mg（帝人ファ
）
ボナロン錠5mg（帝人ファーマ）

アレンド
アレンドロン酸ナトリウム水和物
ン酸ナトリウム水和物

注意
副
注意・副

ボナロン点滴静注バッグ（帝人ファーマ）

アレンドロン酸ナトリウム水和物

注意・副

ボノテオ錠50mg（アステラス製薬）

ミノドロン酸水和物

注意・副

ボンビバ静注（中外製薬＝大正富山医薬品）

イバンドロン酸ナトリウム水和物

注意・副

リカルボン錠1mg（小野薬品）

ミノドロン酸水和物

注意・副

リカルボン錠50mg（小野薬品）

ミノドロン酸水和物

注意・副

リセドロン酸Na錠17.5mg「SN」（シオノケミカル＝科研製薬） リセドロン酸ナトリウム水和物

注意・副

アイオピジンUD点眼液（日本アルコン）

アプラクロニジン塩酸塩

その他

アクトネル錠17.5mg（EAファーマ＝エーザイ）

リセドロン酸ナトリウム水和物（17.5mg・75mg）

その他

アクトネル錠2.5mg（EAファーマ＝エーザイ）

リセドロン酸ナトリウム水和物（2.5mg）

その他

アクトネル錠75mg（EAファーマ＝エーザイ）

リセドロン酸ナトリウム水和物（17.5mg・75mg）

その他

アゾルガ配合懸濁性点眼液（日本アルコン）

ブリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩

その他

アトニン-O注（あすか製薬＝武田薬品）

オキシトシン

その他

アブストラル舌下錠（協和発酵キリン）

フェンタニルクエン酸塩（舌下錠）

その他

アルタットカプセル（あすか製薬＝武田薬品）

ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩（経口剤）（アルタット）

その他

アルタットカプセル（あすか製薬＝武田薬品）

ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩（カプセル剤）

その他

アルタット細粒（あすか製薬＝武田薬品）

ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩（経口剤）（アルタット）

その他

アレンドロン酸錠35mg「SN」（シオノケミカル＝科研製薬）

アレンドロン酸ナトリウム水和物

その他

*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

*

イーフェンバッカル錠（帝國製薬＝大鵬薬品）

フェンタニルクエン酸塩（バッカル錠）

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

エストラーナテープ0.09mg・0.18mg・0.36mg・0.72mg
（久光製薬）

エストラジオール（貼付剤）

その他

オーラップ錠（アステラス製薬）

ピモジド

その他

キプレス錠・OD錠（杏林製薬）

モンテルカストナトリウム（普通錠・OD錠）（キプレス、シングレア）

その他

ギリアデル脳内留置用剤（エーザイ）

カルムスチン

その他

クロマイ腟錠（第一三共）

クロラムフェニコール（腟用剤）

その他

コレバイン錠・ミニ（田辺三菱製薬）

コレスチミド

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

シングレア錠・OD錠（MSD）

モンテルカストナトリウム（普通錠・OD錠）（キプレス、シングレア）

その他

スーグラ錠（アステラス製薬＝寿製薬＝MSD）

イプラグリフロジンL-プロリン

その他

スンベプラカプセル（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

アスナプレビル

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

その他

セロクエル錠・細粒（アステラス製薬）

クエチアピンフマル酸塩

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）

その他

ソバルディ錠（ギリアド・サイエンシズ）

ソホスブビル

その他

ソブリアードカプセル（ヤンセンファーマ）

シメプレビルナトリウム

その他

ゾレドロン酸点滴静注バッグ「NK」（高田製薬＝日本化薬）
ゾレド
ン酸点滴静注 ッグ NK」（高田製薬 日本化薬） ゾレド
ゾレドロン酸水和物
ン酸水和物

その他

ダイドロネル錠（大日本住友製薬）

エチドロン酸二ナトリウム

その他

ダクルインザ錠（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

ダクラタスビル塩酸塩

その他

デュロテップMTパッチ（ヤンセンファーマ）

フェンタニル

その他

テラビック錠（田辺三菱製薬）

テラプレビル

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

ノイアート静注用（日本血液製剤機構）

乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ（ノイアート、ノンスロン）

その他

ハーボニー配合錠（ギリアド・サイエンシズ）

レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル

その他

パタノール点眼液（日本アルコン＝協和発酵キリン）

オロパタジン塩酸塩（眼科用剤）

その他

バニヘップカプセル（MSD）

バニプレビル

その他

ヒビテン・グルコネート液（大日本住友製薬）

クロルヘキシジングルコン酸塩（液剤）

その他

フェブリク錠（帝人ファーマ）

フェブキソスタット

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

フォサマック錠35mg（MSD）

アレンドロン酸ナトリウム水和物

その他

フォサマック錠5（MSD）

アレンドロン酸ナトリウム水和物

その他

ブスルフェクス点滴静注用（大塚製薬）

ブスルファン（注射剤）

その他

フルオレサイト静注（日本アルコン）

フルオレセイン

その他

プロスタルモン・F注射液（小野薬品）

ジノプロスト

その他

*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

*

ヘキザックアルコール液（吉田製薬）

クロルヘキシジングルコン酸塩（液剤）

その他

ヘキザックハンドゲル（吉田製薬）

クロルヘキシジングルコン酸塩（液剤）

その他

ヘキザック水W（吉田製薬）

クロルヘキシジングルコン酸塩（液剤）

その他

ベシケアOD錠（アステラス製薬）

コハク酸ソリフェナシン

その他

ベシケア錠（アステラス製薬）

コハク酸ソリフェナシン

その他

ベネット錠17.5mg（武田薬品）

リセドロン酸ナトリウム水和物（17.5mg・75mg）

その他

ベネット錠2.5mg（武田薬品）

リセドロン酸ナトリウム水和物（2.5mg）

その他

ベネット錠75mg（武田薬品）

リセドロン酸ナトリウム水和物（17.5mg・75mg）

その他

ベプシドカプセル（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

エトポシド（経口剤）

その他

ボナロン経口ゼリー（帝人ファーマ）

アレンドロン酸ナトリウム水和物

その他

ボナロン錠35mg（帝人ファーマ）

アレンドロン酸ナトリウム水和物

その他

ボナロン錠5mg（帝人ファーマ）

アレンドロン酸ナトリウム水和物

その他

ボナロン点滴静注バッグ（帝人ファーマ）

アレンドロン酸ナトリウム水和物

その他

ボノテオ錠50mg（アステラス製薬）

ミノドロン酸水和物

その他

ボルベン輸液
（フレゼニウスカービジャパン＝大塚製薬工場）

ヒドロキシエチルデンプン130000

その他

ボンビバ静注（中外製薬＝大正富山医薬品）

イバンドロン酸ナトリウム水和物（注射剤）

その他

マイクロシールドスクラブ液（日本エア・リキード）

クロルヘキシジングルコン酸塩（液剤）

その他

ミコフェノール酸モフェチルカプセル「ファイザー」
（マイラン製薬＝ファイザー）

ミ フェノ ル酸モフェチル
ミコフェノール酸モフェチル

その他

ラステットSカプセル（日本化薬）

エトポシド（経口剤）

その他

ラステット注（日本化薬）

エトポシド（注射剤）

その他

ランマーク皮下注（第一三共）

デノスマブ（遺伝子組換え）（120mg）

その他

リカルボン錠1mg（小野薬品）

ミノドロン酸水和物

その他

リカルボン錠50mg（小野薬品）

ミノドロン酸水和物

その他

リセドロン酸Na錠17.5mg「SN」（シオノケミカル＝科研製薬） リセドロン酸ナトリウム水和物（17.5mg・75mg）

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

ワンデュロパッチ（ヤンセンファーマ）

フェンタニル

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

*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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