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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

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」

クロピドグレル硫酸塩

抗血小板剤

平成29年4月4日(火)

ゴナックス皮下注用８０ｍｇ
（専用溶解液添付製品）

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

平成29年4月6日(木)

ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ
（専用溶解液添付製品）

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

平成29年4月15日(土)

アザセトロン塩酸塩注１０ｍｇ／２ｍＬ
「ＳＮ」

アザセトロン塩酸塩

5-HT3受容体拮抗型制吐剤

オンダンセトロン注射液４ｍｇ／２ｍＬ
「Ｆ」

オンダンセトロン塩酸塩水
和物

5-HT3受容体拮抗型制吐剤

ラモセトロン塩酸塩静注液
０．３ｍｇ／２ｍＬ「ファイザー」

平成29年4月19日(水)

5-HT3受容体拮抗型制吐剤

ラモセトロン塩酸塩

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

※ アデロキザール散７．８％
※ スンベプラカプセル１００ｍｇ
※ ゼルボラフ錠２４０ｍｇ
※ ソブリアードカプセル１００ｍｇ
※ ビ・シフロール錠０．５ｍｇ

年度末中止薬品のため

平成29年3月31日(金)

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」の採用に伴う中
止

平成29年4月3日(月)

ゴナックス皮下注用８０ｍｇ

ゴナックス皮下注用８０ｍｇ（専用溶解液添付製品）
の採用に伴う中止

平成29年4月5日(水)

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

平成29年4月13日（木）

ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ

ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ（専用溶解液添付製
品）の採用に伴う中止

平成29年4月14日(金)

カイトリル点滴静注バッグ３ｍｇ／１００ｍＬ

グラニセトロン点滴静注液１ｍｇバッグ「テバ」の採
用に伴う中止

セロトーン静注液１０ｍｇ／２ｍＬ

アザセトロン塩酸塩静注液１０ｍｇ「ＳＮ」の採用に
伴う中止

ゾフラン注４ｍｇ／２ｍＬ

オンダンセトロン注射液４ｍｇ「Ｆ」の採用に伴う中止

ナゼア注射液０．３ｍｇ／２ｍＬ

ラモセトロン塩酸塩静注液０．３ｍｇ「ファイザー」の
採用に伴う中止

エポジン注シリンジ６０００単位／０．５ｍＬ

年度末中止薬品のため

※ ベナパスタ軟膏４％
※ 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
※ プラビックス錠７５ｍｇ

※印の薬品については、院外処方が可能です。
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平成29年4月18日(火)

平成29年4月21日(金)

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

クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒
（２ｇ／包）

1包：2ｇ

ﾊﾝｹﾞ/ｵｳｺﾞﾝ/ｼｮｳｷｮｳ/ﾆﾝｼﾞﾝ
/ｶﾝｿﾞｳ/ﾀｲｿｳ/ｵｳﾚﾝ

漢方製剤

クラシエ半夏瀉心湯エキス錠

1包：3T

ﾊﾝｹﾞ/ｵｳｺﾞﾝ/ｼｮｳｷｮｳ/ﾆﾝｼﾞﾝ
/ｶﾝｿﾞｳ/ﾀｲｿｳ/ｵｳﾚﾝ

漢方製剤

クラシエ麻黄湯エキス細粒（２ｇ／
包）

1包:2g

ﾏｵｳ/ｷｮｳﾆﾝ/ｹｲﾋ/ｶﾝｿﾞｳ

漢方製剤

薬 品 名

３） 投薬日数制限解除
5月1日（月）より、1回14日分までの制限が解除される医薬品
ベンテイビス吸入液１０μｇ
ボンビバ錠１００ｍｇ
ルコナック爪外用液５％
タルグレチンカプセル７５ｍｇ
４） 使用期限変更
該当なし

3-2 最近のお知らせ
・ 「亜鉛華デンプン「マルイシ」」取扱い中止について

平成29年3月28日

疑義照会 詳細（平成
年 月分）
・ 疑義照会の詳細（平成２９年２月分）

平成 年 月
平成29年3月31日

・ 年度末中止薬品の取扱い中止について

平成29年3月31日

・ 「クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」」取扱い開始および「プラビックス錠７
５ｍｇ」取扱い中止について

平成29年4月3日

・ 「ゴナックス皮下注用 ８０ｍｇ（専用溶解液添付製品）」取扱い開始及び「ゴナック
ス皮下注用 ８０ｍｇ」取扱い中止について

平成29年4月5日

・ 「ニドラン注射用５０ｍｇ」の自主回収について

平成29年4月6日

・ 「トラマール注１００」の自主回収について

平成29年4月12日

・ 「テスチノンデポー筋注用１２５ｍｇ」取扱い中止について

平成29年4月12日

・ 「ゴナックス皮下注用 １２０ｍｇ（専用溶解液添付製品）」取扱い開始及び「ゴナッ
クス皮下注用 １２０ｍｇ」取扱い中止について

平成29年4月14日

・ 「ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL｣、｢ｱｻﾞｾﾄﾛﾝ塩酸塩静注10mg/2mL｣、｢ｵﾝﾀﾞﾝｾﾄﾛﾝ注射
液4mg/2mL｣、｢ﾗﾓｾﾄﾛﾝ塩酸塩静注液0.3mg/2mL｣の取扱い開始及び｢ｶｲﾄﾘﾙ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ
3mg/100mL｣、｢ｾﾛﾄｰﾝ静注液10mg/2mL｣、｢ｿﾞﾌﾗﾝ注4mg/2mL｣、｢ﾅｾﾞｱ注射液0.3mg/2mL｣の
取扱い中止について

平成29年4月14日

・ ゴールデンウィーク期間の薬品請求について

平成29年4月14日

・ 医薬品等安全性情報Ｎｏ．３４２

平成29年4月19日

・ 「エポジン皮下注シリンジ６０００単位／０．５ｍＬ」取扱い中止について

平成29年4月21日

・ 「ヒーロンＶ０．６眼粘弾剤２．３％」の自主回収について

平成29年4月21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

インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」

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]

シンポニー皮下注５０ｍｇ／１００ｍｇシリンジ

ゴリムマブ（遺伝子組換え）

ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ

ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

タクロリムスカプセル０．５ｍｇ／１ｍｇ／１．５ｍｇ「あゆみ」

タクロリムス水和物

タクロリムスカプセル０．５ｍｇ／１ｍｇ「ファイザー」

タクロリムス水和物

ベリナートＰ静注用５００

人Ｃ１－インアクチベーター

ラミクタール錠小児用２ｍｇ／５ｍｇ、錠２５ｍｇ／１００ｍｇ

ラモトリギン

レベトールカプセル２００ｍｇ

リバビリン

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*

アモバン錠（サノフィ＝日医工）

ゾピクロン

注意・副

アルプラゾラム錠「サワイ」（メディサ新薬＝沢井製薬）

アルプラゾラム

注意・副

イソミタール原末（日本新薬）

アモバルビタール

注意・副

エスクレ坐剤（久光製薬）
スクレ坐剤（久光製薬）

抱水クロラール
抱水クロラ
ル

副

エスクレ注腸用キット（久光製薬）

抱水クロラール

副

エスタゾラム錠「アメル」（共和薬品工業＝日医工）

エスタゾラム

注意・副

エチゾラム錠「EMEC」（サンノーバ＝エルメッドエーザイ） エチゾラム

注意・副

エバミール錠（バイエル薬品）

ロルメタゼパム

注意・副

エリスパン錠（大日本住友製薬）

フルジアゼパム

注意・副

コレミナール錠（沢井製薬＝田辺三菱製薬）

フルタゾラム

注意・副

コンスタン錠（武田テバ薬品）

アルプラゾラム

注意・副

コントール散（武田テバ薬品）

クロルジアゼポキシド

注意・副

コントール錠（武田テバ薬品）

クロルジアゼポキシド

注意・副

サイレース錠（エーザイ）

フルニトラゼパム（経口剤）

注意・副

セパゾン錠・散（第一三共）

クロキサゾラム

注意・副

セルシンシロップ（武田テバ薬品）

ジアゼパム（経口剤、注射剤）

注意・副

セルシン錠（武田テバ薬品）

ジアゼパム（経口剤、注射剤）

注意・副

セルシン注射液（武田テバ薬品）

ジアゼパム（経口剤、注射剤）

注意・副

セレナール錠（第一三共）

オキサゾラム

注意・副

ソラナックス錠（ファイザー）

アルプラゾラム

注意・副

ゾルピデム酒石酸塩錠「DSP」（大日本住友製薬）

ゾルピデム酒石酸塩

注意・副

ダイアップ坐剤（高田製薬）

ジアゼパム（坐剤）

*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

薬品名

成分名

重要度*

ダルメートカプセル（共和薬品工業）

フルラゼパム塩酸塩

注意・副

デパス錠・細粒（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

エチゾラム

注意・副

ドラール錠（久光製薬）

クアゼパム

注意・副

トリアゾラム錠「EMEC」（サンノーバ＝エルメッドエーザイ） トリアゾラム

注意・副

トリクロリールシロップ（アルフレッサファーマ）

トリクロホスナトリウム

注意・副

ネルボン散（第一三共）

ニトラゼパム

注意・副

ノーベルバール静注用（ノーベルファーマ）

フェノバルビタールナトリウム（注射剤）

バランス錠（丸石：大阪）

クロルジアゼポキシド

注意・副

ハルシオン錠（ファイザー）

トリアゾラム

注意・副

ヒダントールF配合錠（藤永製薬＝第一三共）

フェニトイン・フェノバルビタール・安息香酸ナトリウムカフェイン

フェノバール散・錠・エリキシル（藤永製薬＝第一三共）

フェノバルビタール（経口剤）

注意・副

フェノバール注射液（藤永製薬＝第一三共）

フェノバルビタール（注射剤）

副

プリミドン細粒「日医工」（日医工）

プリミドン

副

フルニトラゼパム錠「JG」（日本ジェネリック）

フルニトラゼパム（経口剤）

注意・副

ブロチゾラムOD錠「サワイ」（メディサ新薬＝沢井製薬）

ブロチゾラム

注意・副

ブロバリン原末（日本新薬）

ブロモバレリル尿素

注意・副

ベンザリン錠（塩野義製薬＝共和薬品工業）

ニトラゼパム

注意・副

ホリゾン散（丸石：大阪）

ジアゼパム（経口剤、注射剤）

注意・副

マイスタン錠・細粒
（大日本住友製薬＝アルフレッサファーマ）

クロバザム

マイスリー錠（アステラス製薬）

ゾルピデム酒石酸塩

注意・副

メイラックス錠（MeijiSeikaファルマ）

ロフラゼプ酸エチル

注意・副

メレックス錠（第一三共）

メキサゾラム

注意・副

メンドンカプセル（マイランEPD）

クロラゼプ酸二カリウム

注意・副

ユーロジン錠・散（武田テバ薬品）

エスタゾラム

注意・副

ラボナ錠（田辺三菱製薬）

ペントバルビタールカルシウム

注意・副

ラミクタール錠・錠小児用（グラクソ・スミスクライン）

ラモトリギン

ランドセン錠（大日本住友製薬）

クロナゼパム

リーゼ錠（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

クロチアゼパム

注意・副

リスミー錠（塩野義製薬＝共和薬品工業）

リルマザホン塩酸塩水和物

注意・副

リボトリール細粒（中外製薬）

クロナゼパム

副

ルネスタ錠（エーザイ）

エスゾピクロン

注意・副

レキソタン錠（中外製薬＝エーザイ）

ブロマゼパム（経口剤）

注意・副

レスタス錠（日本ジェネリック）

フルトプラゼパム

注意・副

レスミット錠（塩野義製薬＝共和薬品工業）

メダゼパム

注意・副

レンドルミンD錠（日本ベーリンガーインゲルハイム）

ブロチゾラム

注意・副

レンドルミン錠（日本ベーリンガーインゲルハイム）

ブロチゾラム

注意・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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副

副

副

注意
副

薬品名

成分名

重要度*

ロヒプノール錠（エーザイ）

フルニトラゼパム（経口剤）

注意・副

ロフラゼプ酸エチル錠「サワイ」（沢井製薬）

ロフラゼプ酸エチル

注意・副

ロラゼパム錠「サワイ」（沢井製薬）

ロラゼパム

注意・副

ロラメット錠（あすか製薬＝武田薬品）

ロルメタゼパム

注意・副

ワイパックス錠（ファイザー）

ロラゼパム

注意・副

ワコビタール坐剤（高田製薬）

フェノバルビタールナトリウム（坐剤）

注意・副

アモバン錠（サノフィ＝日医工）

ゾピクロン

その他

アルプラゾラム錠「サワイ」（メディサ新薬＝沢井製薬）

アルプラゾラム

その他

イソミタール原末（日本新薬）

アモバルビタール

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

エスクレ坐剤（久光製薬）

抱水クロラール

その他

エスクレ注腸用キット（久光製薬）

抱水クロラール

その他

エスタゾラム錠「アメル」（共和薬品工業＝日医工）

エスタゾラム

その他

エチゾラム錠「EMEC」（サンノーバ＝エルメッドエーザイ） エチゾラム

その他

エバミール錠（バイエル薬品）

ロルメタゼパム

その他

エリスパン錠（大日本住友製薬）

フルジアゼパム

その他

オゼックス細粒小児用（富山化学＝大正富山医薬品）

トスフロキサシントシル酸塩水和物（小児用細粒剤）
（マイコプラズマ肺炎の効能を有する製剤）

その他

グランダキシン錠（持田製薬）

トフィソパム

その他

コレミナール錠（沢井製薬＝田辺三菱製薬）

フルタゾラム

その他

コンスタン錠（武田テバ薬品）

アルプラゾラム

その他

コントール散（武田テバ薬品）

クロルジアゼポキシド

その他

コントール錠（武田テバ薬品）

クロルジアゼポキシド

その他

サイレース錠（エーザイ）

フルニトラゼパム（経口剤）

その他

ジプレキサザイディス錠（日本イーライリリー）

オランザピン（経口剤）

その他

ジプレキサザイディス錠（日本イーライリリー）

オランザピン（経口剤） （ジプレキサ）

その他

ジプレキサ細粒（日本イーライリリー）

オランザピン（経口剤）

その他

ジプレキサ細粒（日本イーライリリー）

オランザピン（経口剤） （ジプレキサ）

その他

ジプレキサ錠（日本イーライリリー）

オランザピン（経口剤）

その他

ジプレキサ錠（日本イーライリリー）

オランザピン（経口剤） （ジプレキサ）

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

セパゾン錠・散（第一三共）

クロキサゾラム

その他

セルシンシロップ（武田テバ薬品）

ジアゼパム（経口剤、注射剤）

その他

セルシン錠（武田テバ薬品）

ジアゼパム（経口剤、注射剤）

その他

セルシン注射液（武田テバ薬品）

ジアゼパム（経口剤、注射剤）

その他

セレナール錠（第一三共）

オンダンセトロン塩酸塩水和物（経口剤）

その他

ソブリアードカプセル（ヤンセンファーマ）

オンダンセトロン塩酸塩水和物（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

6

薬品名

成分名

重要度*

ソラナックス錠（ファイザー）

クロベタゾールプロピオン酸エステル

その他

ゾルピデム酒石酸塩錠「DSP」（大日本住友製薬）

グリベンクラミド

その他

ダクルインザ錠（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

ダカルバジン

その他

ダルメートカプセル（共和薬品工業）

ランソプラゾール（経口剤）

その他

デパス錠・細粒（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

ランソプラゾール（経口剤）

その他

ドラール錠（久光製薬）

ランソプラゾール（注射剤）

その他

トリアゾラム錠「EMEC」（サンノーバ＝エルメッドエーザイ） アスピリン・ランソプラゾール

その他

トリクロリールシロップ（アルフレッサファーマ）

タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩

その他

ネルボン散（第一三共）

タフルプロスト

その他

ノーベルバール静注用（ノーベルファーマ）

半夏瀉心湯（顆粒剤、細粒剤）

その他

バランス錠（丸石：大阪）

クロベタゾールプロピオン酸エステル

その他

ハルシオン錠（ファイザー）

クロベタゾールプロピオン酸エステル

その他

ヒダントールF配合錠（藤永製薬＝第一三共）

ドキソルビシン塩酸塩（20mg）

その他

ビムパット錠（ユーシービージャパン＝第一三共）

フェノフィブラート

その他

ピレスパ錠（塩野義製薬）

酢酸亜鉛水和物

その他

フェノバール散・錠・エリキシル（藤永製薬＝第一三共）

レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル

その他

フェノバール注射液（藤永製薬＝第一三共）

ラベプラゾールナトリウム（20mg）

その他

プリミドン細粒「日医工」（日医工）

ラベプラゾールナトリウム（5mg・10mg）（パリエット）

その他

フルニトラゼパム錠「JG」（日本ジェネリック）

メトロニダゾール（経口剤）

その他

プレセデックス静注液「ファイザー」（ファイザー）
ブロチゾラムOD錠「サワイ」（メディサ新薬＝沢井製薬）
ブロバリン原末（日本新薬）

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

ベンザリン錠（塩野義製薬＝共和薬品工業）

ラベプラゾールナトリウム（10mg）（ジェネリック製品）

その他

ホリゾン散（丸石：大阪）

ラベプラゾールナトリウム（20mg）

その他

マイスタン錠・細粒
（大日本住友製薬＝アルフレッサファーマ）

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

マイスリー錠（アステラス製薬）

ランソプラゾール（経口剤）

その他

マキュエイド硝子体内注用（わかもと）

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

ミコブティンカプセル（ファイザー）

リキシセナチド

その他

メイラックス錠（MeijiSeikaファルマ）

フェノフィブラート

その他

メレックス錠（第一三共）

プレガバリン

その他

メンドンカプセル（マイランEPD）

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

ユーロジン錠・散（武田テバ薬品）

エスフルルビプロフェン・ハッカ油

その他

ラボナ錠（田辺三菱製薬）

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

その他

リーゼ錠（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

クロチアゼパム

その他

リスミー錠（塩野義製薬＝共和薬品工業）

リルマザホン塩酸塩水和物

その他

リツキサン注（全薬工業＝中外製薬）

リツキシマブ（遺伝子組換え）

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

7

薬品名

成分名

重要度*

ルコナック爪外用液（佐藤製薬＝ポーラファルマ）

ルリコナゾール（爪白癬の効能を有する製剤）

その他

ルネスタ錠（エーザイ）

エスゾピクロン

その他

レキソタン錠（中外製薬＝エーザイ）

ブロマゼパム（経口剤）

その他

レスタス錠（日本ジェネリック）

フルトプラゼパム

その他

レスミット錠（塩野義製薬＝共和薬品工業）

メダゼパム

その他

レンドルミンD錠（日本ベーリンガーインゲルハイム）

ブロチゾラム

その他

レンドルミン錠（日本ベーリンガーインゲルハイム）

ブロチゾラム

その他

ロピオン静注（科研製薬）

フルルビプロフェンアキセチル

その他

ロヒプノール錠（エーザイ）

フルニトラゼパム（経口剤）

その他

ロフラゼプ酸エチル錠「サワイ」（沢井製薬）

ロフラゼプ酸エチル

その他

ロラゼパム錠「サワイ」（沢井製薬）

ロラゼパム

その他

ロラメット錠（あすか製薬＝武田薬品）

ロルメタゼパム

その他

ワイパックス錠（ファイザー）

ロラゼパム

その他

ワコビタール坐剤（高田製薬）

フェノバルビタールナトリウム（坐剤）

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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