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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

アレンドロン酸点滴静注バッグ
９００μｇ／１００ｍＬ

一 般 名

薬 効 等

開 始 日

アレンドロン酸
ナトリウム水和物

骨粗鬆症治療剤

平成29年11月10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

備

考

中 止 日

メタボリン注射液５０ｍｇ／１ｍＬ

年度末中止薬品のため

平成29年10月31日（火）

ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ／１００
ｍＬ

アレンドロン酸点滴静注バッグ９００μｇ／１００ｍＬ
の採用に伴う中止

平成29年11月9日(木)

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

規 格

一 般 名

薬 効 等

１本 25 ／50 ／100 ／500
１本:25g／50g／100g／500g

ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質
ﾟﾘﾝ類似物質

血行促進 皮膚保湿剤
血行促進・皮膚保湿剤

ムルプレタ錠３ｍｇ

1T:3mg

ﾙｽﾄﾛﾝﾎﾞﾊﾟｸﾞ

経口血小板産生促進剤／
トロンボポエチン受容体作動薬

リルゾール錠５０ｍｇ「タナベ」

1T:50mg

ﾘﾙｿﾞｰﾙ

筋萎縮性側索硬化症用剤

ヒルドイドクリーム０．３％
ヒルドイドクリ ム０ ３％

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
12月1日（金）より、1回14日分までの制限が解除される医薬品
イニシンク配合錠
ウピトラビ錠０．２ｍｇ／０．４ｍｇ
デザレックス錠５ｍｇ
ビラノア錠２０ｍｇ
リアルダ錠１２００ｍｇ
アイクルシグ錠１５ｍｇ
エレルサ錠５０ｍｇ
グラジナ錠５０ｍｇ
カーバグル分散錠２００ｍｇ
ゼンタコートカプセル３ｍｇ
リフキシマ錠２００ｍｇ
４） 使用期限変更
該当なし
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3-2 最近のお知らせ
・ 「メタボリン注射液５０ｍｇ／１ｍＬ」取扱い中止について

平成29年10月31日

・ 疑義照会の詳細（平成２９年９月分）

平成29年11月2日

・ 後発医薬品への切換えの実施について

平成29年11月2日

・ 「アレンドロン酸点滴静注バッグ９００μｇ／１００ｍＬ」取扱い開始及び「ボナロ
ン点滴静注バッグ９００μｇ／１００ｍＬ」の取扱い中止について

平成29年11月9日

・ 院内副作用報告「タグリッソ」

平成29年11月9日

・ 医薬品等安全性情報Ｎｏ．３４８

平成29年11月15日

4 添付文書改訂情報
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*

アベロックス錠（バイエル薬品＝富士フイルムファーマ）

モキシフロキサシン塩酸塩（経口剤）

副

アモキシシリンカプセル「ＮＰ」（ニプロ）

アモキシシリン水和物

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

副

イーケプラ錠（ユーシービージャパン＝大塚製薬）

レベチラセタム

副

イーケプラ点滴静注（ユーシービージャパン＝大塚製薬） レベチラセタム

副

オーグメンチン配合錠（グラクソ・スミスクライン）

クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物

副

クラバモックス小児用配合ドライシロップ
（グラクソ・スミスクライン）

クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物

副

サワシリンカプセル・細粒（アステラス製薬）

アモキシシリン水和物

副

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）

リナグリプチン

副

ヒビテン・グルコネート液（大日本住友製薬）

クロルヘキシジングルコン酸塩

注意・副

ヘキザックアルコール液（吉田製薬）

クロルヘキシジングルコン酸塩

注意・副

ヘキザックハンドゲル（吉田製薬）

クロルヘキシジングルコン酸塩

注意・副

ヘキザック水Ｗ（吉田製薬）

クロルヘキシジングルコン酸塩

注意・副

ボノサップパック（武田薬品）
ボノピオンパック（武田薬品）
マイクロシールドスクラブ液（日本エア・リキード）
ラベキュアパック（エーザイ＝ＥＡファーマ）
ラベファインパック（エーザイ＝ＥＡファーマ）

ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・
クラリスロマイシン
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
クロルヘキシジングルコン酸塩
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

副
副
注意・副
副
副

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

副

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

副

アベロックス錠（バイエル薬品＝富士フイルムファーマ）

モキシフロキサシン塩酸塩（経口剤）

*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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その他

薬品名

成分名

重要度*

アモキシシリンカプセル「ＮＰ」（ニプロ）

アモキシシリン水和物（錠剤、カプセル剤）

その他

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

その他

イーケプラ錠（ユーシービージャパン＝大塚製薬）

レベチラセタム

その他

イーケプラ点滴静注（ユーシービージャパン＝大塚製薬） レベチラセタム

その他

イグザレルト細粒分包（バイエル薬品）

リバーロキサバン

その他

イグザレルト錠（バイエル薬品）

リバーロキサバン

その他

インチュニブ錠（塩野義製薬＝シャイアー・ジャパン）

グアンファシン塩酸塩

その他

オーグメンチン配合錠（グラクソ・スミスクライン）

クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物

その他

オノンドライシロップ（小野薬品）

プランルカスト水和物（ドライシロップ剤）（オノン）

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

キイトルーダ点滴静注（ＭＳＤ）

ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）

その他

クエチアピン錠「日医工」（日医工）

クエチアピンフマル酸塩（普通錠・細粒剤）

その他

クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物

その他

クラリスロマイシン

その他

クラリスロマイシン

その他

クラリスロマイシン錠「タナベ」（ニプロＥＳファーマ）

クラリスロマイシン

その他

クラリス錠（大正製薬＝大正富山医薬品）

クラリスロマイシン

その他

グランダキシン錠（持田製薬）

トフィソパム

その他

クレストール錠・ＯＤ錠（アストラゼネカ＝塩野義製薬）

ロスバスタチンカルシウム

その他

クレストール錠・ＯＤ錠（アストラゼネカ＝塩野義製薬）

ロスバスタチンカルシウム（クレストール）

その他

サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ（扶桑薬品）

サブラッド

その他

サワシリンカプセル・細粒（アステラス製薬）

アモキシシリン水和物（錠剤、カプセル剤）

その他

ジャディアンス錠
（日本ベーリンガーインゲルハイム＝日本イーライリリー）

エンパグリフロジン

その他

セロクエル錠・細粒（アステラス製薬）

クエチアピンフマル酸塩（普通錠・細粒剤）

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ＯＤ錠１５・３０（武田薬品）

ランソプラゾール（経口剤） （タケプロン）

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

タケプロンカプセル１５・３０（武田薬品）

ランソプラゾール（経口剤） （タケプロン）

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

ノピコールカプセル（東レ・メディカル）

ナルフラフィン塩酸塩（カプセル剤）

その他

バクタ配合錠・配合顆粒（塩野義製薬）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（経口剤）

その他

バクトラミン注（中外製薬）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（注射剤）

その他

パリエット錠２０ｍｇ（エーザイ＝ＥＡファーマ）

ラベプラゾールナトリウム（20mg） （パリエット）

その他

パリエット錠５ｍｇ・１０ｍｇ（エーザイ＝ＥＡファーマ）

ラベプラゾールナトリウム（5mg・10mg）（パリエット）

その他

クラバモックス小児用配合ドライシロップ
（グラクソ・スミスクライン）
クラリスドライシロップ小児用
（大正製薬＝大正富山医薬品）
クラリスロマイシンＤＳ小児用「ＥＭＥＣ」
（メディサ新薬＝エルメッドエーザイ）

*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*

ヒビテン・グルコネート液（大日本住友製薬）

クロルヘキシジングルコン酸塩
（医療従事者の手指消毒の効能のみを有する製剤以外）

その他

ファンガード点滴用（アステラス製薬）

ミカファンギンナトリウム

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

フォシーガ錠（アストラゼネカ＝小野薬品）

ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

その他

フロリードゲル経口用（持田製薬＝昭和薬化）

ミコナゾール

その他

ヘキザックアルコール液（吉田製薬）
ヘキザックハンドゲル（吉田製薬）
ヘキザック水Ｗ（吉田製薬）
ベゲタミン－Ａ・Ｂ配合錠（塩野義製薬）

クロルヘキシジングルコン酸塩
（医療従事者の手指消毒の効能のみを有する製剤以外）
クロルヘキシジングルコン酸塩
（医療従事者の手指消毒の効能のみを有する製剤以外）
クロルヘキシジングルコン酸塩
（医療従事者の手指消毒の効能のみを有する製剤以外）
クロルプロマジン塩酸塩・プロメタジン塩酸塩・
フェノバルビタール

その他
その他
その他
その他

ベセルナクリーム（持田製薬）

イミキモド

その他

ラベキュアパック（エーザイ＝ＥＡファーマ）

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

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

リュープリンＳＲ注射用キット（武田薬品）

リュープロレリン酢酸塩（11.25mg）

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（錠剤20mg）

その他

レミッチＯＤ錠（東レ＝鳥居薬品）

ナルフラフィン塩酸塩（ＯＤ錠）

その他

レミッチカプセル（東レ＝鳥居薬品）

ナルフラフィン塩酸塩（カプセル剤）

その他

ロイナーゼ注用（協和発酵キリン）

Ｌ－アスパラギナーゼ

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
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