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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

血漿分画製剤

平成28年9月14日(水)

ウイルスワクチン類

平成28年10月27日(木)

グロブリン筋注１５００ｍｇ／１０ｍＬ
「ＪＢ」

人免疫グロブリン

ヘプタバックス－ＩＩ１０μｇ／０．５ｍＬ

組換え沈降B型肝炎ワク
チン(酵母由来)

ビムパット錠５０ｍｇ／１００ｍｇ

ラコサミド

イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ

ベンラファキシン塩酸塩

スピオルトレスピマット２８吸入

ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ臭化物水和物／ｵ
ﾛﾀﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩

プロパジール錠５０ｍｇ

プロピルチオウラシル

アリナミン注射液１０ｍｇ／２ｍＬ

プロスルチアミン

生食注シリンジ５０ｍＬ「ニプロ」
（ 手術室での限定採用 ）

塩化ナトリウム

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ
０．４ｍＬ

アダリムマブ
(遺伝子組換え)

サルタノールインヘラー１００μｇ

サルブタモール硫酸塩

イソジンゲル１０％ ２０ｇ

ポビドンヨード

アズノール軟膏０．０３３％ ２０ｇ
（チューブ入り）

ジメチルイソプロピルアズ
レン

ゾーフィゴ静注
ゾ
フィゴ静注

塩化ラジウム（223Ra）

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」

モンテルカストナトリウム

点滴静注用ホスカビル注
２４ｍｇ／ｍＬ ２５０ｍＬ

ホスカルネットナトリウム水
和物

抗ウイルス化学療法剤

プロペト １００ｇ（チューブ入り）

白色ワセリン

眼科用・一般軟膏基剤

パクリタキセル点滴静注液
３０ｍｇ／５ｍＬ「ホスピーラ」

パクリタキセル

抗悪性腫瘍剤

パクリタキセル点滴静注液
１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ホスピーラ」

パクリタキセル

抗悪性腫瘍剤

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」

セボフルラン

全身吸入麻酔剤

抗てんかん剤
セロトニン・ノルアドレナリン
再取り込み阻害剤
ＣＯＰＤ治療配合剤
抗甲状腺剤

平成29年1月11日（水）

ビタミンＢ１誘導体製剤

ヒト型抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製剤

定量噴霧式気管支拡張剤
外用消毒剤
炎症性皮膚疾患治療剤
放射性医薬品・抗悪性腫瘍剤
放射性医薬品
抗悪性腫瘍剤
ロイコトリエン受容体拮抗剤／
気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
未定

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

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ

備

考

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬの採用に伴う
中止

※ フェノバール錠３０ｍｇ

ビムパット錠５０ｍｇの採用に伴う中止

※ ガバペン錠３００ｍｇ

ビムパット錠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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中 止 日

平成29年1月10日（火）
院内在庫なくなり
次第取扱い中止

薬 品 名

備

考

中 止 日

※ 沈降炭酸カルシウム「コザカイ・Ｍ」

イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇの採用に伴う中
止

アイロミールエアゾール１００μｇ

サルタノールインヘラー１００μｇの採用に伴う中止

※ アドエア５０エアゾール１２０吸入用

スピオルトレスピマット２８吸入の採用に伴う中止

イソジンゲル１０％ ４ｇ

イソジンゲル１０％ ２０ｇの採用に伴う中止

※ ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤

アリナミン注射液１０ｍｇ／２ｍＬの採用に伴う中止

※ キプレス錠１０ｍｇ

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」の採用に伴う中止

点滴静注用ホスカビル注
２４ｍｇ／ｍＬ ２５０ｍＬ（ﾉｰﾍﾞﾙﾌｧｰﾏ）

点滴静注用ホスカビル注24mg/mL 250mL（ｸﾘﾆｼﾞｪ
ﾝ）の採用に伴う中止（製造販売元の変更）

パクリタキセル注射液３０ｍｇ(タキソール)

パクリタキセル点滴静注液３０ｍｇ／５ｍＬ「ホスピー
ラ」の採用に伴う中止

パクリタキセル注射液１００ｍｇ(タキソール)

パクリタキセル点滴静注液１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ホ
スピーラ」の採用に伴う中止

セボフレン吸入麻酔液

ｾﾎﾞﾌﾙﾗﾝ吸入麻酔液「ﾆｯｺｰ」の採用に伴う中止

院内在庫なくなり
次第取扱い中止

※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

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

一 般 名

薬 効 等

1T:15mg
1T
15
(ﾎﾟﾅﾁﾆﾌﾞとして)

ﾎﾟﾅﾁﾆﾌﾞ塩酸塩

抗悪性腫瘍剤／
チロシンキナーゼインヒビター

1T:
ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝとして25mg／
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩500mg

ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ安息香酸塩／
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩

選択的DPP-4阻害薬／ビグアナイド
系薬配合剤－2型糖尿病治療剤－

1T:0.2mg／0.4mg

ｾﾚｷｼﾊﾟｸﾞ

選択的プロスタサイクリン受容体
（IP受容体）作動薬

1g:
ｱﾀﾞﾊﾟﾚﾝ1mg／
過酸化ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ25mg

ｱﾀﾞﾊﾟﾚﾝ／過酸化ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ

尋常性ざ瘡治療剤

スミスリンローション５％ ３０ｇ

1本:30g

ﾌｪﾉﾄﾘﾝ

駆虫剤

スピオルトレスピマット６０吸入

1噴霧:
2.5μg(ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑとして)／
2.5μg(ｵﾛﾀﾞﾃﾛｰﾙとして)

ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ臭化物水和物／
ｵﾛﾀﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩

ＣＯＰＤ治療配合剤

1T:40mg
(ｵｼﾒﾙﾁﾆﾌﾞとして)

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

1CP:75mg

ﾍﾞｷｻﾛﾃﾝ

抗悪性腫瘍剤

1T:5mg

ﾃﾞｽﾛﾗﾀｼﾞﾝ

ヒュミラ皮下注８０ｍｇシリンジ
０．８ｍＬ

1本:80mg

ｱﾀﾞﾘﾑﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)

ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル
抗体製剤

ビラノア錠２０ｍｇ

1T:20mg

ﾋﾞﾗｽﾁﾝ

アレルギー性疾患治療剤

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー
０．３％「日本臓器」

1本:100g

ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質

血行促進・皮膚保湿剤

ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ／
ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩／
ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ

胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッ
カー/持続性Ca拮抗薬/利尿薬合剤

1T:1200mg

ﾒｻﾗｼﾞﾝ

潰瘍性大腸炎治療剤

1本(3.5g):175mg

ﾙﾘｺﾅｿﾞｰﾙ

爪白癬治療剤

アイクルシグ錠１５ｍｇ
イニシンク配合錠
ウプトラビ錠０．２ｍｇ／０．４ｍｇ
エピデュオゲル １５ｇ

タグリッソ錠４０ｍｇ
タルグレチンカプセル７５ｍｇ
デザレックス錠５ｍｇ

規 格

ミカトリオ配合錠
リアルダ錠１２００ｍｇ
ルコナック爪外用液５％（４ｍＬ／本）
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持続性選択H1受容体拮抗・アレル
ギー性疾患治療剤

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
該当なし

3-2 最近のお知らせ
・ 年末年始の薬品請求について

平成28年11月30日

・ 疑義照会の詳細（平成２８年１０月分）

平成28年12月2日

・ 「クリアクター静注用８０万」の自主回収について

平成28年12月6日

・ 「アピドラ注１００単位／ｍＬ」「アピドラ注カート」「アピドラ注ソロスター」の
自主回収について

平成28年12月6日

・ 医薬品・医療機器等安全性情報Ｎｏ．３３９

平成28年12月21日

・ 電子カルテにおける薬剤師記録の参照方法について

平成28年12月21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

オプジーボ点滴静注２０ｍｇ／１００ｍｇ

ニボルマブ（遺伝子組換え）

サインバルタカプセル２０ｍｇ／３０ｍｇ

デュロキセチン塩酸塩

セララ錠２５ｍｇ／５０ｍｇ

エプレレノン

ディナゲスト錠１ｍｇ／ＯＤ錠１ｍｇ

ジエノゲスト

トレアキシン点滴静注用２５ｍｇ／１００ｍｇ

ベンダムスチン塩酸塩

ヒューマログ注カート／ミリオペン

インスリン リスプロ(遺伝子組換え)

リキスミア皮下注３００μｇ

リキシセナチド

レルベア１００エリプタ１４吸入用／３０吸入用

ビランテロールトリフェニル酢酸塩／フルチカゾンフランカルボン酸エステル

献血グロベニン－Ｉ静注用
５００ｍｇ／２５００ｍｇ／５０００ｍｇ

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンG

4

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*

ザイロリック錠（グラクソ・スミスクライン）

アロプリノール

副

サロベール錠（大日本住友製薬）

アロプリノール

副

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

副

テネリア錠（田辺三菱製薬＝第一三共）

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物

副

リナグリプチン

副

ネシーナ錠（武田薬品）

アログリプチン安息香酸塩

副

ファムビル錠（旭化成ファーマ＝マルホ）

ファムシクロビル

副

プロマックD錠（ゼリア）

ポラプレジンク

副

プロマック顆粒（ゼリア）

ポラプレジンク

副

ポラプレジンクOD錠「サワイ」（沢井製薬）

ポラプレジンク

副

リオベル配合錠LD・HD（武田薬品）

アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩

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（ドライシロップ剤）

その他

オングリザ錠（協和発酵キリン）

サキサグリプチン水和物

その他

グラナテック点眼液（興和＝興和創薬）

リパスジル塩酸塩水和物

その他

ザイロリック錠（グラクソ・スミスクライン）

アロプリノール

その他

サロベール錠（大日本住友製薬）

アロプリノール

その他

テネリア錠（田辺三菱製薬＝第一三共）

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物

その他

ネスプ注射液プラシリンジ（協和発酵キリン）

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）

その他

ハイゼントラ皮下注（CSLベーリング）

pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注用）

その他

ヒューマトロープ注射用（日本イーライリリー）

ソマトロピン（遺伝子組換え）（ヒューマトロープ）

その他

ファムビル錠（旭化成ファーマ＝マルホ）

ファムシクロビル

その他

プラザキサカプセル（日本ベーリンガーインゲルハイム）

ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

その他

ベルソムラ錠（MSD）

スボレキサント

その他

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用「サワイ」（沢井製薬）

ミノサイクリン塩酸塩（注射剤）

その他

ミノマイシンカプセル（ファイザー）

ミノサイクリン塩酸塩（経口剤）

その他

ミノマイシン顆粒（ファイザー）

ミノサイクリン塩酸塩（経口剤）

その他

リドカインテープ（ニプロ）

リドカイン（ジェネリック製品）

その他

レザルタス配合錠HD（第一三共）

オルメサルタンメドキソミル・アゼルニジピン

その他

硫酸ポリミキシンB散「ファイザー」（ファイザー）

ポリミキシンB硫酸塩（散剤）

その他

トラゼンタ錠
（日本ベーリンガーインゲルハイム＝日本イーライリリー）

*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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