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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
一 般 名

薬 効 等

開 始 日

シタラビン点滴静注液４００ｍｇ
「テバ」

薬 品 名

シタラビン

再発・難治性急性白血病・
悪性リンパ腫治療剤

平成29年7月12日(水)

シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」

シタラビン

再発・難治性急性白血病・
悪性リンパ腫治療剤

平成29年7月12日(水)

ピノルビン注射用１０ｍｇ

ピラルビシン塩酸塩

抗悪性腫瘍抗生物質製剤

平成29年7月12日(水)

ピノルビン注射用３０ｍｇ

ピラルビシン塩酸塩

抗悪性腫瘍抗生物質製剤

平成29年7月12日(水)

フルオロウラシル注１０００ｍｇ
「トーワ」

フルオロウラシル

抗悪性腫瘍剤

平成29年7月12日(水)

ノボラピッド注 フレックスタッチ
（３００単位／３ｍＬ）

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

平成29年7月19日（水）

経口腸管洗浄剤

平成29年7月26日(水)

モビプレップ配合内用剤
エルネオパＮＦ１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

平成29年7月28日（金）

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

平成29年7月28日（金）

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

※ ネバナック懸濁性点眼液０．１％ ５ｍＬ

考

中 止 日

薬事委員会の決定による中止

平成29年6月30日(金)

キロサイドＮ注４００ｍｇ

後発品切り替えのため

平成29年7月11日（火）

キロサイドＮ注１ｇ

後発品切り替えのため

平成29年7月11日（火）

５－ＦＵ注１０００ｍｇ

フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」の採用に伴
う中止

平成29年7月11日（火）

５－ＦＵ注２５０ｍｇ

フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」の採用に伴う
中止

平成29年7月11日（火）

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

平成29年7月11日（火）

年度末中止薬品のため

平成29年7月13日(木)

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

平成29年7月25日(火)

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

平成29年7月27日(木)

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

平成29年7月27日(木)

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

平成29年7月18日（火）

※ ダクルインザ錠６０ｍｇ

※

備

※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

一 般 名

薬 効 等

ﾃｶﾞﾌｰﾙ／ｷﾞﾒﾗｼﾙ／
ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ

代謝拮抗剤

ﾃｶﾞﾌｰﾙ／ｷﾞﾒﾗｼﾙ／
ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ

代謝拮抗剤

1T:5mg

ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ ﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ

高親和性AT1レセプターブロッカー

コムクロシャンプー０．０５％

1本:125g

ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ

外用頭部乾癬治療剤／
外用合成副腎皮質ホルモン剤

サムスカ顆粒１％

1g:10mg

ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ

Ｖ２－受容体拮抗剤

ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」

1T:1mg

ｼﾞｴﾉｹﾞｽﾄ

子宮内膜症治療剤

テラムロ配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」

1T:ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ40mg／
ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝとして5mg

ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ／
ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩

胆汁排泄型持続性AT1受容体ブ
ロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤

テラムロ配合錠ＢＰ「ＤＳＥＰ」

1T:ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ80mg／
ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝとして5mg

ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ／
ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩

胆汁排泄型持続性AT1受容体ブ
ロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤

テルチア配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」

1T:ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ40mg／
ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ12.5mg

ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ／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／利尿薬合剤

テルチア配合錠ＢＰ「ＤＳＥＰ」

1T:ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ80mg／
ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ12.5mg

ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ／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／利尿薬合剤

1T:
20mg／40mg／80mg

ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ

胆汁排泄型持続性AT1受容体ブ
ロッカー

1T:
2mg／6mg／12mg／24mg
(ﾋﾄﾞﾛﾓﾙﾌｫﾝとして)

ﾋﾄﾞﾛﾓﾙﾌｫﾝ塩酸塩

持続性癌疼痛治療剤

1T:1mg／2mg／4mg
(ﾋﾄﾞﾛﾓﾙﾌｫﾝとして)

ﾋﾄﾞﾛﾓﾙﾌｫﾝ塩酸塩

癌疼痛治療剤

1g:0.1g

ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩酸塩

ビタミンＢ６剤

1本:100g

ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質

血行促進・皮膚保湿剤

1T:250mg／500mg

炭酸ﾗﾝﾀﾝ水和物

高リン血症治療剤

1T:25mg／75mg／150mg

ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ

疼痛治療剤
（神経障害性疼痛・線維筋痛症）

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０
エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５
オルメテックＯＤ錠５ｍｇ

テルミサルタン錠
２０ｍｇ／４０ｍｇ／８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
ナルサス錠
２ｍｇ／６ｍｇ／１２ｍｇ／２４ｍｇ
ナルラピド錠１ｍｇ／２ｍｇ／４ｍｇ
ビタミンＢ６散１０％「マルイシ」
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー
０．３％「ＰＰ」
ホスレノールＯＤ錠
２５０ｍｇ／５００ｍｇ
リリカＯＤ錠
２５ｍｇ／７５ｍｇ／１５０ｍｇ

規 格
1T:ﾃｶﾞﾌｰﾙ20mg／
ｷﾞﾒﾗｼﾙ5.8mg／
ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ19.6mg
1T:ﾃｶﾞﾌｰﾙ25mg／
ｷﾞﾒﾗｼﾙ7.25mg／
ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ24.5mg

２） 登録削除院外処方専用医薬品
薬 品 名

アデロキシン散１０％

備

販売中止のため

3

考

中 止 日

平成29年7月31日(月)

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
・ 医薬品等安全性情報Ｎｏ．３４４

平成29年6月28日

・ 「アイピーディカプセル１００ｍｇ」の自主回収について

平成29年6月29日

・ 「ネバナック懸濁性点眼液０．１％ ５ｍＬ」取扱い中止について

平成29年6月30日

・ 疑義照会の詳細（平成２９年５月分）

平成29年6月30日

・ 「シタラビン点滴静注液４００ｍｇ／１ｇ「テバ」」取扱い開始及び「キロサイドＮ
注４００ｍｇ／１ｇ」の取扱い中止について

平成29年7月3日

・ 「ピノルビン注射用１０ｍｇ／３０ｍｇ」取扱い開始及び「テラルビシン注射用１０
ｍｇ」の取扱い中止について

平成29年7月3日

・ 「フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」」取扱い開始及び「５－ＦＵ注２５０
ｍｇ／１０００ｍｇ」の取扱い中止について

平成29年7月3日

・ 「モビプレップ配合内用剤」取扱い開始および「ニフレック配合内用剤」取扱い中止
について

平成29年7月5日

・ 「ダクルインザ錠６０ｍｇ」取扱い中止について

平成29年7月13日

・ 「エルネオパＮＦ１号／２号輸液１０００ｍＬ」取扱い開始及び「エルネオパ１号／
２号輸液１０００ｍＬ」の取扱い中止について

平成29年7月14日

・ 「ノボラピッド注フレックスタッチ（３００単位／３ｍＬ）」取扱い開始及び「ノボ
ラピッド注フレックスペン（３００単位／３ｍＬ）」の取扱い中止について

平成29年7月18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
成分名

薬品名

アクテムラ皮下注１６２ｍｇ
シリンジ／オートインジェクター

トシリズマブ（遺伝子組換え）

オルダミン注射用１ｇ

モノエタノールアミンオレイン酸塩

スチバーガ錠４０ｍｇ

レゴラフェニブ

プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ

デノスマブ（遺伝子組換え）

リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ

リツキシマブ（遺伝子組換え）

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*

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）

コデインリン酸塩散１％「タケダ」

コデインリン酸塩水和物

シアノキット注射用セット（メルクセローノ）

ヒドロキソコバラミン

副

ジフルカンカプセル（ファイザー）

フルコナゾール

副

トラマールＯＤ錠（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（経口剤）

注意

トラマール注（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（注射剤）

注意

トラムセット配合錠（ヤンセンファーマ＝持田製薬）

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン

注意

パッチテストパネル（Ｓ）（佐藤製薬）

金チオ硫酸ナトリウムを含有するパッチテスト用薬

注意

フルコナゾールカプセル「アメル」（共和薬品工業）

フルコナゾール

副

フルコナゾールカプセル「タカタ」
（高田製薬＝塩野義製薬）

フルコナゾール

副

プロジフ静注液（ファイザー）

ホスフルコナゾール

副

ロキソニンゲル（第一三共）

ロキソプロフェンナトリウム水和物（外皮用剤）

副

ロキソニンテープ（リードケミカル＝第一三共）

ロキソプロフェンナトリウム水和物（外皮用剤）

副

ロキソニンパップ（リードケミカル＝第一三共）

ロキソプロフェンナトリウム水和物（外皮用剤）

副

ロキソプロフェンＮａゲル「ＮＰ」（ニプロファーマ＝ニプロ） ロキソプロフェンナトリウム水和物（外皮用剤）

副

ロキソプロフェンＮａテープ「ＮＰ」
（ニプロファーマ＝ニプロ）
ロキソプロフェンＮａテープ「科研」
（帝國製薬＝科研製薬）

副
慎重・注意

ロキソプロフェンナトリウム水和物（外皮用剤）

副

ロキソプロフェンナトリウム水和物（外皮用剤）

副

ロキソプロフェンＮａパップ「ＮＰ」（ニプロファーマ＝ニプロ）ロキソプロフェンナトリウム水和物（外皮用剤）

副

ロキソプロフェンＮａパップ「三笠」（三笠製薬）

ロキソプロフェンナトリウム水和物（外皮用剤）

副

ロキソプロフェンナトリウムテープ「タイホウ」
（岡山大鵬＝大鵬薬品）

ロキソプロフェンナトリウム水和物（外皮用剤）

副

ワントラム錠（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（経口剤）

アクテムラ皮下注シリンジ・オートインジェクター
（中外製薬）

トシリズマブ（遺伝子組換え）（皮下注用）

その他

アディノベイト静注用（バクスアルタ）

ルリオクトコグアルファペゴル（遺伝子組換え）

その他

アドベイト静注用（バクスアルタ）

ルリオクトコグアルファ（遺伝子組換え）

その他

イトラコナゾールカプセル「ＳＷ」
（沢井製薬＝日本ケミファ）

イトラコナゾール（経口剤）

その他

イトリゾールカプセル（ヤンセンファーマ）

イトラコナゾール（経口剤）

その他

イトリゾール内用液（ヤンセンファーマ）

イトラコナゾール（経口剤）

その他

エルシトニン注２０Ｓディスポ（旭化成ファーマ）

エルカトニン（20単位）

その他

エルシトニン注４０単位（旭化成ファーマ）

エルカトニン（40単位）

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）（オゼックス）

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

オペプリム（ヤクルト）

ミトタン

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

5

注意

薬品名

成分名

重要度*

オルダミン注射用（富士化学＝あすか製薬）

モノエタノールアミンオレイン酸塩

その他

グリベック錠（ノバルティスファーマ）

イマチニブメシル酸塩

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（0.4mL製剤）

その他

ザイティガ錠（ヤンセンファーマ）

アビラテロン酢酸エステル

その他

ザクラス配合錠ＬＤ・ＨＤ（武田薬品）

アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩

その他

サンドールＰ点眼液（日本点眼薬研究所）

トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩

その他

ジェニナック錠
（富山化学＝アステラス製薬＝大正富山医薬品）

メシル酸ガレノキサシン水和物

その他

ジフルカンカプセル（ファイザー）

フルコナゾール（経口剤）

その他

スチバーガ錠（バイエル薬品）

レゴラフェニブ水和物

その他

タシグナカプセル（ノバルティスファーマ）

ニロチニブ塩酸塩水和物

その他

タプロスミニ点眼液（参天製薬）

タフルプロスト（0.3mL製剤）

その他

テノゼット錠（グラクソ・スミスクライン）
デプロメール錠（MeijiSeikaファルマ）

テノホビルジソプロキシルフマル酸塩
（Ｂ型慢性肝疾患の効能を有する製剤）
フルボキサミンマレイン酸塩
（小児の強迫性障害の効能を有する製剤）

その他
その他

トラマールＯＤ錠（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（ＯＤ錠）

その他

トラマール注（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（注射剤）

その他

トラムセット配合錠（ヤンセンファーマ＝持田製薬）

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン

その他

ノルディトロピンフレックスプロ注
（ノボノルディスクファーマ）

ソマトロピン（遺伝子組換え）（ノルディトロピン）

その他

フィニバックス点滴静注用（塩野義製薬）

ドリペネム水和物

その他

フェソロデックス筋注（アストラゼネカ）

フルベストラント

その他

フェマーラ錠（ノバルティスファーマ）

レトロゾール

その他

プラケニル錠（サノフィ）

ヒドロキシクロロキン硫酸塩

その他

フルコナゾールカプセル「アメル」（共和薬品工業）

フルコナゾール（経口剤）

その他

フルコナゾールカプセル「タカタ」
（高田製薬＝塩野義製薬）

フルコナゾール（経口剤）

その他

プロジフ静注液（ファイザー）

ホスフルコナゾール

その他

ベイスンＯＤ錠０.２・０.３（武田テバ薬品）

ボグリボース（ＯＤ錠）（ベイスン）

その他

ベイスン錠０.２（武田テバ薬品）

ボグリボース（普通錠）（ベイスン）

その他

ミドリンＭ点眼液（参天製薬）

トロピカミド

その他

ミドリンＰ点眼液（参天製薬）

トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩

その他

ユニシア配合錠ＬＤ・ＨＤ（武田テバ薬品）

カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩

その他

ルボックス錠（アッヴィ）

フルボキサミンマレイン酸塩
（小児の強迫性障害の効能を有する製剤）

その他

レトロゾール錠「ＮＫ」（日本化薬）

レトロゾール

その他

レトロゾール錠「ヤクルト」（富士化学＝ヤクルト）

レトロゾール

その他

ロペミンカプセル（ヤンセンファーマ）

ロペラミド塩酸塩

その他

ロペラミド錠「ＥＭＥＣ」（サンノーバ＝エルメッドエーザイ） ロペラミド塩酸塩

その他

ワントラム錠（日本新薬）

その他

トラマドール塩酸塩（徐放錠）

*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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