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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

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ／
１００ｍＬ

アセトアミノフェン

解熱鎮痛剤

平成29年6月27日(火)

カルボプラチン

抗悪性腫瘍剤

カルボプラチン点滴静注液
１５０ｍｇ／１５ｍＬ「サンド」

平成29年6月30日(金)
カルボプラチン点滴静注液
４５０ｍｇ／４５ｍＬ「サンド」

カルボプラチン

抗悪性腫瘍剤

キイトルーダ点滴静注
２０ｍｇ／０．８ｍＬ

ペムブロリズマブ
(遺伝子組換え)

抗悪性腫瘍剤／
ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体

キイトルーダ点滴静注
１００ｍｇ／４０ｍＬ

ペムブロリズマブ
(遺伝子組換え)

抗悪性腫瘍剤／
ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体

複方ヨード・グリセリン
「コザカイ・Ｍ」

ヨウ素／グリセリン／
フェノール

口腔用剤

ヘパリン類似物質

血行促進・皮膚保湿剤

ゾレドロン酸水和物

骨粗鬆症治療剤

トラフェルミン(遺伝子組換
え)

歯周組織再生剤

リナクロチド

グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー
０．３％「日本臓器」
リクラスト点滴静注液
５ｍｇ／１００ｍＬ
リグロス歯科用液キット１２００μｇ
リンゼス錠０．２５ｍｇ
エルネオパＮＦ１号輸液１０００ｍＬ／
エルネオパＮＦ２号輸液１０００ｍＬ

高カロリー輸液用／糖・電解質・アミノ
酸・総合ビタミン・微量元素液

ノボラピッド注 フレックスタッチ
（３００単位／３ｍＬ）
ピノルビン注射用１０ｍｇ／３０ｍｇ

インスリン アスパルト
（遺伝子組換え）

超速効型インスリンアナログ注射液
超速効型イ
リ アナ グ注射液
抗悪性腫瘍抗生物質製剤

ピラルビシン塩酸塩

モビプレップ配合内用剤
レパーサ皮下注１４０ｍｇペン

平成29年7月1日(土)

未定

経口腸管洗浄剤
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

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

０．１％ヘキザック水Ｗ５００ｍＬ

年度末中止薬品のため

平成29年5月29日(月)

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

平成29年6月14日（水）

年度末中止薬品のため

平成29年6月21日(水)

アセリオ静注液１０００ｍｇ／１００ｍＬ

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ／１００ｍＬの採用
に伴う中止

平成29年6月26日(月)

カルボプラチン点滴静注「ＮＫ」１５０ｍｇ

カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ／１５ｍＬ、４５０
ｍｇ／４５ｍＬ「サンド」の採用に伴う中止

平成29年6月29日（木）

マンドル氏液（院内製剤）

複方ヨード・グリセリン「コザカイ・Ｍ」の採用に伴う
中止

※ アドエア１００ディスカス ６０吸入用

※ クレスチン細粒

キイトルーダ点滴静注２０ｍｇ／０．８ｍＬの採用に
伴う中止

※ ニザチジン錠１５０ｍｇ｢ＹＤ｣

リンゼス錠０．２５ｍｇ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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平成29年6月30日（金）

薬 品 名

備

考

中 止 日

エルシトニン注２０Ｓディスポ

リクラスト点滴静注液５ｍｇ／１００ｍＬの採用に伴う
中止

エルネオパ１号輸液１０００ｍＬ

エルネオパＮＦ１号輸液１０００ｍＬの採用に伴う中
止

エルネオパ２号輸液１０００ｍＬ

エルネオパＮＦ２号輸液１０００ｍＬの採用に伴う中
止

テラルビシン注射用１０ｍｇ

ピノルビン注射用１０ｍｇの採用に伴う中止

ニフレック配合内用剤

モビプレップ配合内用剤の採用に伴う中止

ネオラミン・マルチＶ注射用

ピノルビン注射用３０ｍｇに伴う中止

ノボラピッド注フレックスペン
（３００単位／３ｍＬ）

ノボラピッド注フレックスタッチ（３００単位／３ｍＬ）
の採用に伴う中止

フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」

キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ／４０ｍＬの採用に
伴う中止

未定

※

ランタスＸＲソロスター（450単位/1.5ｍＬ）の採用に
伴う中止

※ ランタス注ソロスター（300単位/3mL）
レパーサ皮下注１４０ｍｇシリンジ

レパーサ皮下注１４０ｍｇペンの採用に伴う中止

※印の薬品については、院外処方が可能です。

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

インチュニブ錠１ｍｇ／３ｍｇ
エクストラニール腹膜透析液
ＵＶツインバッグ １５００ｍＬ

1袋:1500mL

オキシコドン徐放錠５ｍｇ／１０ｍｇ／
２０ｍｇ／４０ｍｇ「第一三共」
クラシエ桂枝人参湯エキス細粒
（２ｇ／包）
スインプロイク錠０．２ｍｇ
レギュニール ＬＣａ １．５／２．５
腹膜透析液 ＵＶツインバッグ ２０００ｍＬ

レトロゾール錠２．５ｍｇ
「ヤクルト」

一 般 名

規 格
1T:1mg／3mg
(ｸﾞｱﾝﾌｧｼﾝとして)

ｸﾞｱﾝﾌｧｼﾝ塩酸塩

薬 効 等

注意欠陥／多動性障害治療剤
（選択的α２Ａアドレナリン受容体作動薬）

腹膜透析用剤

1T:
5mg／10mg／20mg／40mg

ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物

持続性癌疼痛治療剤

1包:2g

ｹｲﾋ／ﾆﾝｼﾞﾝ／ﾋﾞｬｸｼﾞｭﾂ／
ｶﾝｿﾞｳ／ｶﾝｷｮｳ

漢方製剤

1T:0.2mg

ﾅﾙﾃﾞﾒｼﾞﾝﾄｼﾙ酸塩

経口末梢性μオピオイド受容体
拮抗薬
腹膜透析用剤

1袋:2000mL

ﾚﾄﾛｿﾞｰﾙ

1T:2.5mg

抗精神病薬

２） 登録削除院外処方専用医薬品
薬 品 名

アイロミールエアゾール１００μｇ

備

販売中止のため

３） 投薬日数制限解除
該当なし
４） 使用期限変更
該当なし
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考

中 止 日

平成29年6月30日(金)

3-2 最近のお知らせ
・ 内服抗がん剤の払い出し方法と薬袋表記について

平成29年5月28日

・ 「０．１％ヘキザック水Ｗ

平成29年5月29日

５００ｍＬ」取扱い中止について

・ 疑義照会の詳細（平成２９年４月分）

平成29年6月5日

・ 「ミリプラ動注用７０ｍｇ」の製造一時中断について

平成29年6月7日

・ 「ハーボニー配合錠」の自主回収について

平成29年6月12日

・ 「エピナスチン塩酸塩ＤＳ１％小児用（アレジオン）」取扱い中止について

平成29年6月14日

・ 「カルボプラチン点滴静注液「サンド」１５０ｍｇ／４５０ｍｇ」取扱い開始及び
「カルボプラチン点滴静注「ＮＫ」１５０ｍｇ」の取扱い中止について

平成29年6月15日

・ 「アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ」取扱い開始及び「アセリオ静注液１０００ｍ
ｇ」の取扱い中止について

平成29年6月15日

・ 「アドエア１００ディスカス６０吸入用」取扱い中止について

平成29年6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

ザーコリカプセル２００ｍｇ／２５０ｍｇ

成分名

クリゾチニブ

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*

トルリシティ皮下注アテオス
（日本イーライリリー＝大日本住友製薬）

デュラグルチド（遺伝子組換え）

副

ニューモバックスＮＰ（ＭＳＤ）

肺炎球菌ワクチン

副

ボシュリフ錠（ファイザー）

ボスチニブ水和物

副

アイミクス配合錠ＬＤ・ＨＤ
（大日本住友製薬＝塩野義製薬）

イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩

その他

アサコール錠（ゼリア＝協和発酵キリン）

メサラジン（１日１回2400mg投与の用法・用量を有する製剤）

その他

アスピリン「ヨシダ」（吉田製薬）

アスピリン（川崎病の効能を有する製剤）

その他

アトルバスタチン錠「ＤＳＥＰ」（第一三共エスファ）

アトルバスタチンカルシウム水和物

その他

アノーロエリプタ（グラクソ・スミスクライン）

ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩

その他

アムロジピンＯＤ錠２.５ｍｇ・５ｍｇ「ＥＭＥＣ」
（エルメッドエーザイ）

アムロジピンベシル酸塩

その他

アムロジピン錠２.５ｍｇ・５ｍｇ「ＮＰ」（ニプロ）

アムロジピンベシル酸塩

その他

アムロジン錠２．５ｍｇ・５ｍｇ，
ＯＤ錠２．５ｍｇ・５ｍｇ・１０ｍｇ（大日本住友製薬）

アムロジピンベシル酸塩

その他

アリセプトＤ錠（エーザイ）

ドネペジル塩酸塩

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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薬品名

成分名

重要度*

アリセプトドライシロップ（エーザイ）

ドネペジル塩酸塩

その他

アリセプト錠・細粒（エーザイ）

ドネペジル塩酸塩

その他

アリセプト内服ゼリー（エーザイ）

ドネペジル塩酸塩

その他

アレセンサカプセル１５０ｍｇ（中外製薬）

アレクチニブ塩酸塩

その他

アレセンサカプセル２０ｍｇ・４０ｍｇ（中外製薬）

アレクチニブ塩酸塩

その他

ヴォトリエント錠（ノバルティスファーマ）

パゾパニブ塩酸塩

その他

ウリトス錠・ＯＤ錠（杏林製薬）

イミダフェナシン

その他

エカード配合錠ＬＤ・ＨＤ（武田テバ薬品）

カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド（エカード）

その他

エンクラッセエリプタ（グラクソ・スミスクライン）

ウメクリジニウム臭化物

その他

カデュエット配合錠（ファイザー）

アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

その他

グルベス配合錠（キッセイ薬品）

ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース

その他

コンプラビン配合錠（サノフィ）

クロピドグレル硫酸塩・アスピリン

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

ザンタック錠（グラクソ・スミスクライン）

ラニチジン塩酸塩

その他

シプロキサン錠（バイエル薬品）

シプロフロキサシン塩酸塩水和物

その他

シプロキサン注４００ｍｇ
（バイエル薬品＝富士フイルムファーマ）

シプロフロキサシン

その他

ステーブラ錠・ＯＤ錠（小野薬品）

イミダフェナシン

その他

ゼフィックス錠（グラクソ・スミスクライン）

ラミブジン（100mg）

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

その他

タゾバクタム・ピペラシリン水和物

その他

ゾシン静注用（大鵬薬品＝大正富山医薬品）

（深在性皮膚感染症、びらん・潰瘍の二次感染の効能を有する製剤）

タイロゲン筋注用（サノフィ）

ヒトチロトロピンアルファ（遺伝子組換え）

その他

ツルバダ配合錠（日本たばこ＝鳥居薬品）

エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシルフマル酸塩

その他

ディレグラ配合錠（サノフィ）

フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン

その他

テリボン皮下注用（旭化成ファーマ）

テリパラチド酢酸塩（皮下注用）

その他

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠「ＤＳＰ」（大日本住友製薬）

ドネペジル塩酸塩

その他

ノルバスク錠５ｍｇ，ＯＤ錠２．５ｍｇ・５ｍｇ・１０ｍｇ
（ファイザー）

アムロジピンベシル酸塩

その他

バイアスピリン錠（バイエル薬品）

アスピリン（川崎病の効能を有する製剤）

その他

ヒューマリン３／７注カート・ミリオペン（日本イーライリリー） インスリンヒト（遺伝子組換え）（カート）（ヒューマリン）

その他

ヒューマリンＮ注カート・ミリオペン（日本イーライリリー）

インスリンヒト（遺伝子組換え）（カート）（ヒューマリン）

その他

ヒューマリンＲ注カート・ミリオペン（日本イーライリリー）

インスリンヒト（遺伝子組換え）（カート）（ヒューマリン）

その他

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）（カート）

その他

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）（カート）

その他

ヒューマログ注カート・ミリオペン（日本イーライリリー）

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）（カート）

その他

ビルトリシド錠（バイエル薬品）

プラジカンテル

その他

ヒューマログミックス２５注カート・ミリオペン
（日本イーライリリー）
ヒューマログミックス５０注カート・ミリオペン
（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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薬品名

成分名

重要度*

ヘプセラ錠（グラクソ・スミスクライン）

アデホビルピボキシル

その他

ボシュリフ錠（ファイザー）

ボスチニブ水和物

その他

テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド

その他

テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩

その他

ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩

その他

ミカトリオ配合錠
（日本ベーリンガーインゲルハイム＝アステラス製薬）
ミカムロ配合錠ＡＰ・ＢＰ
（日本ベーリンガーインゲルハイム＝アステラス製薬）
メタクト配合錠ＬＤ（武田テバ薬品）

ラニチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」（陽進堂＝摩耶堂製薬＝富士
ラニチジン塩酸塩
フイルムファーマ＝第一三共エスファ）

その他

ラニチジン注射液「タイヨー」（武田テバファーマ）

ラニチジン塩酸塩

その他

リピトール錠（アステラス製薬）

アトルバスタチンカルシウム水和物

その他

レバチオ錠（ファイザー）

シルデナフィルクエン酸塩（20mg）

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

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

*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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