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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

プラスグレル塩酸塩

抗血小板剤

平成28年10月8日(土)

クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ

ロスバスタチンカルシウム

HMG-CoA還元酵素阻害剤

平成28年10月13日(木)

クレストールＯＤ錠５ｍｇ

ロスバスタチンカルシウム

HMG-CoA還元酵素阻害剤

平成28年10月15日(土)

バラシクロビル塩酸塩

抗ウイルス化学療法剤

平成28年10月21日(金)

エフィエント錠２０ｍｇ

バラシクロビル錠５００ｍｇ
「アスペン」

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

オイパロミン３００注１００ｍＬ

備

考

中 止 日

薬事委員会の決定による中止

平成28年9月30日(金)

※ マイコスポールクリーム１％ １０ｇ

ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ／１０ｍＬの採用に伴う
中止

平成28年10月3日(月)

※ オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ１ｍＬ

オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ
の採用に伴う中止

平成28年10月7日(金)

※ ビデュリオン皮下注用２ｍｇペン

薬事委員会の決定による中止

平成28年10月7日(金)

※ エフィエント錠５ｍｇ

エフィエント錠２０ｍｇの採用に伴う中止

平成28年10月7日(金)

クレストール錠２．５ｍｇ
ル錠２．５ｍｇ
※ クレスト

クレスト ルＯＤ錠２．５ｍｇの採用に伴う中止
クレストールＯＤ錠２．５ｍｇの採用に伴う中止

平成28年10月12日(水)

※ クレストール錠５ｍｇ

クレストールＯＤ錠５ｍｇの採用に伴う中止

平成28年10月14日(金)

※ プロパジール錠５０ｍｇ

年度末中止薬品のため

平成28年10月14日(金)

※ バルトレックス錠５００ｍｇ

バラシクロビル錠５００ｍｇ「アスペン」の採用に伴う
中止

平成28年10月20日(木)

※ ネオーラル内用液１０％ ５０ｍＬ

薬事委員会の決定による中止

平成28年10月25日(火)

※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
３） 投薬日数制限解除
該当なし
４） 使用期限変更
ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ

２年 → ３年
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（安定性試験の結果より）

3-2 最近のお知らせ
・ 疑義照会の詳細（平成２８年８月分）

平成28年9月30日

・ 「オイパロミン３００注１００ｍＬ」取扱い中止について

平成28年9月30日

・ 「マイコスポールクリーム１％

平成28年10月3日

１０ｇ」取扱い中止について

・ 「オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ１ｍＬ」取扱い中止について

平成28年10月7日

・ 「ビデュリオン皮下注用２ｍｇペン」取扱い中止について

平成28年10月7日

・ エチゾラム、ゾピクロン製剤の第三種向精神薬指定について

平成28年10月7日

・ 「エフィエント錠２０ｍｇ」取扱い開始及び「エフィエント錠５ｍｇ」取扱い中止に
ついて

平成28年10月7日

・ 医薬品・医療機器等安全性情報Ｎｏ．３３７

平成28年10月12日

・ 「クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ」取扱い開始および「クレストール錠２．５ｍｇ」
取扱い中止について

平成28年10月12日

・ エチゾラム、ゾピクロン製剤の投与日数制限について

平成28年10月13日

・ 「クレストールＯＤ錠５ｍｇ」取扱い開始および「クレストール錠５ｍｇ」取扱い中
止について

平成28年10月14日

・ 「プロパジール錠５０ｍｇ」取扱い中止について

平成28年10月14日

・ 「バラシクロビル錠５００ｍｇ「アスペン」」取扱い開始および「バルトレックス錠
５００ｍｇ」取扱い中止について

平成28年10月20日

・ 「ネオーラル内用液１０％」取扱い中止について

平成28年10月25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

ヴィキラックス配合錠

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

エビリファイＯＤ錠３ｍｇ／６ｍｇ

アリピプラゾール

コルヒチン錠０．５mg「タカタ」

コルヒチン

トレシーバ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）

トレシーバ注ペンフィル

インスリン デグルデク（遺伝子組換え）

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ

アダリムマブ (遺伝子組換え)

レベトールカプセル２００ｍｇ

リバビリン

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
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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*

注意・副

グランシリンジ（協和発酵キリン）

フィルグラスチム（遺伝子組換え）

ジーラスタ皮下注（協和発酵キリン）

ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）

ジオトリフ錠（日本ベーリンガーインゲルハイム）

アファチニブマレイン酸塩

ノイアップ注（ヤクルト）

ナルトグラスチム（遺伝子組換え）

注意・副

ノイトロジン注（中外製薬）

レノグラスチム（遺伝子組換え）

注意・副

ヒトCRH静注用「タナベ」（田辺三菱製薬）

コルチコレリン（ヒト）

レボレード錠（ノバルティスファーマ）

エルトロンボパグオラミン

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

アマージ錠（グラクソ・スミスクライン）

ナラトリプタン塩酸塩

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

イミグラン錠（グラクソ・スミスクライン）

スマトリプタンコハク酸塩（経口剤）

その他

イミグラン錠（グラクソ・スミスクライン）

スマトリプタンコハク酸塩（経口剤）（イミグラン）

その他

イミグラン点鼻液（グラクソ・スミスクライン）

スマトリプタン

その他

ウルティブロ吸入用カプセル（ノバルティスファーマ）

グリコピロニウム臭化物・インダカテロールマレイン酸塩

その他

エスポー皮下用シリンジ（協和発酵キリン）

エポエチンアルファ（遺伝子組換え）（皮下用）

その他

オプジーボ点滴静注
（小野薬品＝ブリストル・マイヤーズスクイブ）

ニボルマブ（遺伝子組換え）

その他

グラセプターカプセル（アステラス製薬）

タクロリムス水和物

その他

クロザリル錠（ノバルティスファーマ）

クロザピン

その他

ゴナックス皮下注用（アステラス製薬）

デガレリクス酢酸塩

その他

サブラッド血液ろ過用補充液BSG（扶桑薬品）

サブラッド

その他

シーブリ吸入用カプセル（ノバルティスファーマ）

グリコピロニウム臭化物

その他

ジスロマックSR成人用ドライシロップ（ファイザー）

アジスロマイシン水和物

その他

ジスロマック細粒小児用（ファイザー）

アジスロマイシン水和物

その他

ジスロマック錠250mg（ファイザー）

アジスロマイシン水和物

その他

ジスロマック錠600mg（ファイザー）

アジスロマイシン水和物

その他

ジスロマック点滴静注用（ファイザー）

アジスロマイシン水和物

その他

シンポニー皮下注シリンジ
（ヤンセンファーマ＝田辺三菱製薬）

ゴリムマブ（遺伝子組換え）

その他

ゼローダ錠（中外製薬）

カペシタビン

その他

センノシド錠「トーワ」（東和薬品）

センノシド

その他

タクロリムスカプセル0.5mg・1mg「ファイザー」
（マイラン製薬＝ファイザー）

タクロリムス水和物

その他

タクロリムス錠0.5mg・1mg・1.5mg「あゆみ」（あゆみ製薬）

タクロリムス水和物

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

副
注意

薬品名

成分名

重要度*

トレアキシン点滴静注用（シンバイオ製薬＝エーザイ）

ベンダムスチン塩酸塩

その他

ニューモバックスNP（MSD）

肺炎球菌ワクチン

その他

ノイトロジン注（中外製薬）

レノグラスチム（遺伝子組換え）

その他

パキシルCR錠（グラクソ・スミスクライン）

パロキセチン塩酸塩水和物

その他

パキシル錠（グラクソ・スミスクライン）

パロキセチン塩酸塩水和物

その他

バリキサ錠（田辺三菱製薬）

バルガンシクロビル塩酸塩

その他

プルゼニド錠（ノバルティスファーマ）

センノシド

その他

プログラフカプセル0.5mg・1mg（アステラス製薬）

タクロリムス水和物

その他

プログラフ注射液（アステラス製薬）

タクロリムス水和物

その他

プログラフ顆粒（アステラス製薬）

タクロリムス水和物

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

レキップ錠（グラクソ・スミスクライン）

ロピニロール塩酸塩（普通錠） （レキップ）

その他

レボレード錠（ノバルティスファーマ）

エルトロンボパグオラミン

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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