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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

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ
シェルガン０．５眼粘弾剤

一 般 名

薬 効 等

クラブラン酸カリウム／
アモキシシリン水和物

複合抗生物質製剤

精製ヒアルロン酸ナトリウム／
コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム

ビラノア錠２０ｍｇ

眼科手術補助剤

ビラスチン

ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」

開 始 日

アレルギー性疾患治療剤

ブドウ糖
イダルシズマブ
（遺伝子組換え）

ダビガトラン特異的中和剤

リアルダ錠１２００ｍｇ

メサラジン

潰瘍性大腸炎治療剤

リドカイン静注用２％シリンジ
「テルモ」

リドカイン

リドカイン注射液

ヨウ素

外皮用殺菌消毒剤

人免疫グロブリンＧ

血漿分画製剤

テストステロンエナント酸
エステル

テストステロンエナント酸エステル注射液

アリピプラゾール

抗精神病薬

クロピドグレル硫酸塩

抗血小板剤

デガレリクス酢酸塩

GnRHアンタゴニスト（徐放性）／
前立腺癌治療剤

プリズバインド静注液２．５ｇ

希ヨードチンキ
献血ポリグロビンＮ１０％静注
５ｇ／５０ｍＬ
エナルモンデポー筋注
１２５ｍｇ／１ｍＬ
エビリファイ錠３ｍｇ
クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」
ゴナックス皮下注用８０ｍｇ／１２０ｍｇ
（専用溶解液添付製品）

平成29年4月1日(土)

平成29年4月7日(金)

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

※ ボンビバ錠１００ｍｇ
オビソート注射用０．１ｇ

備

考

薬事委員会の決定による中止

中 止 日

平成29年3月3日(金)

年度末中止薬品のため

平成29年3月24日（金）

※ ペンタサ坐剤１ｇ

年度末中止薬品のため

平成29年3月27日（月）

※ 亜鉛華デンプン「マルイシ」

年度末中止薬品のため

平成29年3月28日（火）

エコリシン点眼液

献血ポリグロビンＮ１０％静注５ｇ／５０ｍＬの採用に
伴う中止

希ヨードチンキ２５０ｍＬ(院内製剤)

希ヨードチンキ「コザカイ・Ｍ」の採用に伴う中止

硫華３％（院内製剤）

薬事委員会の決定による中止

硫華５％（院内製剤）

薬事委員会の決定による中止

０．０２％ヒビテンアルコール（院内製剤）

薬事委員会の決定による中止

チュルク氏液 １００ｍＬ（院内製剤）

薬事委員会の決定による中止

平成29年3月31日(金)

※印の薬品については、院外処方が可能です。
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薬 品 名

備

考

エピナスチン塩酸塩ＤＳ１％小児用
※
｢日医工｣

ビラノア錠２０ｍｇの採用に伴う中止

※ エビリファイＯＤ錠３ｍｇ

エビリファイ錠３ｍｇの採用に伴う中止

テスチノンデポー筋注用１２５ｍｇ

エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ／１ｍＬの採用に伴
う中止

ゴナックス皮下注用８０ｍｇ／１２０ｍｇ

ゴナックス皮下注用８０ｍｇ／１２０ｍｇ（専用溶解液
添付製品）の採用に伴う中止

ビスコート０．５眼粘弾剤

シェルガン０．５眼粘弾剤の採用に伴う中止

※ プラビックス錠７５ｍｇ

中 止 日

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」の採用に伴う中
止

※ アデロキザール散７．８％
※ アドエア１００ディスカス ６０吸入用
※ アプルウェイ錠２０ｍｇ
エポジン注シリンジ６０００単位／０．５ｍＬ
※ スンベプラカプセル１００ｍｇ
院内在庫なくなり
次第取扱い中止

※ ゼルボラフ錠２４０ｍｇ
※ ソブリアードカプセル１００ｍｇ
※ ダクルインザ錠６０ｍｇ
ニコリン注２５０ｍｇ／２ｍＬ

年度末中止薬品のため

※ ビ・シフロール錠０．５ｍｇ
※ ピレチア細粒１０％
※ ベナパスタ軟膏４％
※ ヘパンＥＤ配合内用剤 ８０ｇ
メタボリン注射液５０ｍｇ／１ｍＬ
※ ルセフィ錠２．５ｍｇ
※ レグナイト錠３００ｍｇ
膵外分泌機能検査用ＰＦＤ内用液５００ｍｇ
※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
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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

1T:10mg／20mg／30mg

ｱﾌﾟﾚﾐﾗｽﾄ

ＰＤＥ４阻害剤

1T:10mg

ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ

心機能改善剤

1CP:150mg

ｾﾘﾁﾆﾌﾞ

抗悪性腫瘍剤／
チロシンキナーゼ阻害剤

1CP:120mg／240mg

ﾌﾏﾙ酸ｼﾞﾒﾁﾙ

多発性硬化症治療剤

1T:25mg／50mg

ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ

免疫抑制剤

ベムリディ錠２５ｍｇ

1T:25mg

ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｱﾗﾌｪﾅﾐﾄﾞﾌﾏﾙ酸塩

抗ウイルス化学療法剤

ペンニードルプラス ３２Ｇ ４ｍｍ
（１袋１４本）

1袋:14本

オテズラ錠
１０ｍｇ／２０ｍｇ／３０ｍｇ
カルグート錠１０ｍｇ
ジカディアカプセル１５０ｍｇ
テクフィデラカプセル
１２０ｍｇ／２４０ｍｇ
ブレディニンＯＤ錠２５ｍｇ／５０ｍｇ

ボセンタン成人用ＤＳ６．２５％
「モチダ」
モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ
（７枚／袋）

医薬品・ワクチン注入用針

1g:62.5mg(ﾎﾞｾﾝﾀﾝとして)

ﾎﾞｾﾝﾀﾝ水和物

エンドセリン受容体拮抗薬

1枚(14cm×20cm):
240mg

ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ

経皮鎮痛消炎剤

２） 登録削除院外処方専用医薬品
薬 品 名

備

考

中 止 日

テルシガンエロゾル１００μｇ

販売中止のため

平成29年3月31日(金)

ネルビス錠２５０ｍｇ

販売中止のため

平成29年3月31日(金)

パラベールクリーム１％ １０ｇ

販売中止のため

平成29年3月31日(金)

プロヘパール配合錠

販売中止のため

平成29年3月31日(金)

ワッサーＶ配合顆粒

販売中止のため

平成29年3月31日(金)

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
・ 「ボンビバ錠１００ｍｇ」取扱い中止について

平成29年3月3日

・ 注射薬搬送カート（ﾋﾟﾝｸｶｰﾄ）内に定数配置するハイリスク薬の補充について

平成29年3月9日

・ 医薬品等安全性情報Ｎｏ．３４１

平成29年3月15日

・ 冷所保存医薬品の保管について

平成29年3月16日

・ ノバルティスファーマ（株）の「ディオバン錠」に関する臨床研究に係る情報提供に
ついて

平成29年3月17日

・ 「オビソート注射用０．１ｇ」取扱い中止について

平成29年3月24日

・ ファシール専用Ｌコネクタ使用薬剤の拡大について

平成29年3月24日

・ 「ペンタサ坐剤１ｇ」取扱い中止について
剤 ｇ」取扱 中

平成29年3月27日
平成
年 月 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

オゼックス細粒小児用１５％

トスフロキサシントシル酸塩水和物

ノベルジン錠２５ｍｇ／５０ｍｇ

酢酸亜鉛水和物

マキュエイド硝子体内注用４０ｍｇ

トリアムシノロンアセトニド

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

アタラックス-Pカプセル（ファイザー）

ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックス-P注射液（ファイザー）

ヒドロキシジン塩酸塩

ゼルボラフ錠（中外製薬）

ベムラフェニブ

アドシルカ錠（日本イーライリリー＝日本新薬）

タダラフィル（肺動脈性肺高血圧症の効能を有する製剤）

その他

アネメトロ点滴静注液（ファイザー）

メトロニダゾール（注射剤）

その他

アマリール錠（サノフィ）

グリメピリド

その他

エピペン注射液（ファイザー）

アドレナリン（注射剤0.15mg・0.3mg）

その他

オイグルコン錠（中外製薬）

グリベンクラミド

その他

オースギ半夏瀉心湯エキスG（大杉製薬）
オ
スギ半夏瀉心湯 キスG（大杉製薬）

半夏瀉心湯（顆粒剤、細粒剤）

その他

クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒
（大峰堂薬品工業＝クラシエ薬品）

半夏瀉心湯（顆粒剤、細粒剤）

その他

グリジールスカルプローション（佐藤製薬）

クロベタゾールプロピオン酸エステル

その他

グリジール軟膏（佐藤製薬）

クロベタゾールプロピオン酸エステル

その他

グリメピリド錠「タナベ」（田辺三菱製薬＝田辺製薬販売）

グリメピリド

その他

コアベータ静注用（小野薬品）

ランジオロール塩酸塩（12.5mg）

その他

コソプト・ミニ配合点眼液（参天製薬）

ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩

その他

コペガス錠（中外製薬）

リバビリン（ソホスブビルとの併用の用法を有する製剤）

その他

ザーコリカプセル（ファイザー＝メルクセローノ）

クリゾチニブ

その他

ザイザルシロップ（グラクソ・スミスクライン）

レボセチリジン塩酸塩（シロップ剤）

その他

ザイザル錠（グラクソ・スミスクライン）

レボセチリジン塩酸塩（錠剤）

その他

ジェノトロピンTC注用12mg（ファイザー）

ソマトロピン（遺伝子組換え）（ジェノトロピン）

その他

ジェノトロピンゴークイック注用12mg（ファイザー）

ソマトロピン（遺伝子組換え）（ジェノトロピン）

その他

ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg（ファイザー）

ソマトロピン（遺伝子組換え）（ジェノトロピン）

その他

ジュンコウ半夏瀉心湯FCエキス細粒医療用
（康和薬通＝大杉製薬）

半夏瀉心湯（顆粒剤、細粒剤）

その他

セララ錠（ファイザー）

エプレレノン

その他

ゼルボラフ錠（中外製薬）

ベムラフェニブ

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

ゾフランザイディス（ノバルティスファーマ）

オンダンセトロン

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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副
注意

薬品名

成分名

重要度*

ゾフラン錠（ノバルティスファーマ）

オンダンセトロン塩酸塩水和物（経口剤）

その他

ゾフラン注（ノバルティスファーマ）

オンダンセトロン塩酸塩水和物（注射剤）

その他

ソルベガクリーム・軟膏（久光製薬）

クロベタゾールプロピオン酸エステル

その他

ダオニール錠（サノフィ）

グリベンクラミド

その他

ダカルバジン注用（協和発酵キリン）

ダカルバジン

その他

タケプロンOD錠15・30（武田薬品）

ランソプラゾール（経口剤）

その他

タケプロンカプセル15・30（武田薬品）

ランソプラゾール（経口剤）

その他

タケプロン静注用（武田薬品）

ランソプラゾール（注射剤）

その他

タケルダ配合錠（武田薬品）

アスピリン・ランソプラゾール

その他

タプコム配合点眼液（参天製薬）

タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩

その他

タプロス・ミニ点眼液（参天製薬）

タフルプロスト

その他

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）（ツムラ）

半夏瀉心湯（顆粒剤、細粒剤）

その他

デルモベートスカルプローション（グラクソ・スミスクライン） クロベタゾールプロピオン酸エステル

その他

デルモベート軟膏・クリーム（グラクソ・スミスクライン）

クロベタゾールプロピオン酸エステル

その他

ドキシル注（ヤンセンファーマ）

ドキソルビシン塩酸塩（20mg）

その他

トライコア錠（マイランEPD＝帝人ファーマ）

フェノフィブラート

その他

ノベルジン錠（ノーベルファーマ）

酢酸亜鉛水和物

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

パリエット錠20mg（エーザイ）

ラベプラゾールナトリウム（20mg）

その他

パリエット錠5mg・10mg（エーザイ）

ラベプラゾールナトリウム（5mg・10mg）（パリエット）

その他

フラジール内服錠（塩野義製薬）

メトロニダゾール（経口剤）

その他

ボノピオンパック（武田薬品）
ラベキュアパック（エーザイ）
ラベファインパック（エーザイ）

ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・
メトロニダゾール
ラベプラゾールナトリウム・
アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン
ラベプラゾールナトリウム・
アモキシシリン水和物・メトロニダゾール

その他
その他
その他

ラベプラゾールNa錠10mg「AA」（あすか製薬＝武田薬品） ラベプラゾールナトリウム（10mg）（ジェネリック製品）

その他

ラベプラゾールNa錠20mg「AA」（あすか製薬＝武田薬品） ラベプラゾールナトリウム（20mg）

その他

ランサップ（武田薬品）

ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン

その他

ランソプラゾールOD錠15mg・30mg「テバ」
（武田テバファーマ＝カイゲンファーマ）

ランソプラゾール（経口剤）

その他

ランピオンパック（武田薬品）

ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール

その他

リキスミア皮下注（サノフィ）

リキシセナチド

その他

リピディル錠（あすか製薬＝科研製薬）

フェノフィブラート

その他

リリカカプセル（ファイザー）

プレガバリン

その他

レベトールカプセル（MSD）

リバビリン（ソホスブビルとの併用の用法を有する製剤）

その他

ロコアテープ
（大正製薬＝大正富山医薬品＝帝人ファーマ）

エスフルルビプロフェン・ハッカ油

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

*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
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示
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