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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
該当なし

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

キイトルーダ点滴静注２０ｍｇ／０．８ｍＬ
※ アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ

考

中 止 日

薬事委員会の決定による中止

平成30年4月27日(金)

年度末中止薬品のため

平成30年5月24日(木)

※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

規 格

一 般 名

アトーゼット配合錠ＬＤ

1T:ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ10mg／
ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝとして10mg

ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ／
ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物

アトーゼット配合錠ＨＤ

1T:ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ10mg／
ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝとして20mg

ｴｾﾞﾁﾐﾌﾞ／
ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物

1枚:4mg／8mg

ｴﾒﾀﾞｽﾁﾝﾌﾏﾙ酸塩

経皮吸収型 アレルギー性鼻炎
治療剤

1T:5mg

ｴﾛﾋﾞｷｼﾊﾞｯﾄ水和物

胆汁酸トランスポーター阻害剤

1mL:3.75mg

ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ塩酸塩

乳児血管腫治療剤

1T:4mg

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物

HMG-CoA還元酵素阻害剤

1T:1mg／2mg

ﾌﾞﾚｸｽﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ

抗精神病薬

アレサガテープ４ｍｇ／８ｍｇ
グーフィス錠５ｍｇ
ヘマンジオルシロップ小児用
０．３７５％
リバロＯＤ錠４ｍｇ
レキサルティ錠１ｍｇ／２ｍｇ

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
6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
インチュニブ錠１ｍｇ／３ｍｇ
スインプロイク錠０．２ｍｇ
ナルサス錠２ｍｇ／４ｍｇ／１２ｍｇ／２４ｍｇ
ナルラピド錠１ｍｇ／２ｍｇ／４ｍｇ
ニンラーロカプセル２．３ｍｇ／３ｍｇ／４ｍｇ
４） 使用期限変更
該当なし
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薬 効 等

小腸コレステロールトランスポー
ター阻害剤／HMG-CoA還元酵
素阻害剤配合剤
小腸コレステロールトランスポー
ター阻害剤／HMG-CoA還元酵
素阻害剤配合剤

3-2 最近のお知らせ
・ 「プレセデックス静注液２００μｇ／２ｍＬ「ファイザー」」の安定供給再開につい
て

平成30年4月26日

・ 「キイトルーダ点滴静注２０μｇ／０．８ｍＬ」取扱い中止について

平成30年4月27日

・ 疑義照会内容の詳細（平成３０年３月分）

平成30年5月1日

・ 「イオパミロン注３７０シリンジ

平成30年5月21日

１００ｍL」の安定供給再開について

・ 医薬品等安全性情報Ｎｏ．３５３

平成30年5月23日

・ 「アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ」取り扱い中止について

平成30年5月24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*

禁忌・投与

１％プロポフォール注「マルイシ」（丸石製薬）

プロポフォール

アドレナリン注シリンジ「テルモ」（テルモ）

アドレナリン（注射剤）
（各種疾患もしくは状態に伴う急性低血圧又はショック時の補助
治療の効能を有する製剤）

禁忌

インヴェガ錠（ヤンセンファーマ）

パリペリドン

禁忌

インプロメン錠・細粒
（ヤンセンファーマ＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）

ブロムペリドール

禁忌

ウインタミン細粒（塩野義製薬＝共和薬品工業）

クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩

禁忌

エピペン注射液（マイランEPD）

アドレナリン
（蜂毒、食物及び薬物等に起因するアナフィラキシー反応に対
する補助治療の効能を有する製剤）

禁忌

エビリファイOD錠（大塚製薬）

アリピプラゾール

禁忌

エビリファイ錠・散（大塚製薬）

アリピプラゾール

禁忌

エビリファイ内用液（大塚製薬）

アリピプラゾール

禁忌

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（経口剤）

副

オングリザ錠（協和発酵キリン）

サキサグリプチン水和物

副

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）

クエチアピン錠「日医工」（日医工）

クエチアピンフマル酸塩

禁忌

クレミン錠（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

モサプラミン塩酸塩

禁忌

クロザリル錠（ノバルティスファーマ）

クロザピン

禁忌

注意・副

クロフェクトン錠（全星薬品＝田辺三菱製薬＝吉富薬品） クロカプラミン塩酸塩水和物

禁忌

コントミン糖衣錠（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

クロルプロマジン塩酸塩

禁忌

ザファテック錠（武田薬品）

トレラグリプチンコハク酸塩

シクレスト舌下錠（MeijiSeikaファルマ）

アセナピンマレイン酸塩

*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
禁忌

薬品名

成分名

重要度*

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

禁忌

ジプレキサ細粒（日本イーライリリー）

オランザピン

禁忌

ジプレキサ錠（日本イーライリリー）

オランザピン

禁忌

セレネース錠・細粒（大日本住友製薬）

ハロペリドール

禁忌

セレネース注（大日本住友製薬）

ハロペリドール

禁忌

セレネース内服液（大日本住友製薬）

ハロペリドール

禁忌

セロクエル錠（アステラス製薬）

クエチアピンフマル酸塩

禁忌

ゾテピン錠「アメル」（共和薬品工業）

ゾテピン

禁忌

ディプリバン注-キット（アスペンジャパン）

プロポフォール

トロペロン錠（第一三共＝田辺三菱製薬）

チミペロン

禁忌

ニューレプチル錠・細粒（高田製薬）

プロペリシアジン

禁忌

ノバミン錠（共和薬品工業）

プロクロルペラジンマレイン酸塩

禁忌

ハロステン錠（高田製薬）

ハロペリドール

禁忌

ピーゼットシー散（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

ペルフェナジンフェンジゾ酸塩

禁忌

ピーゼットシー糖衣錠（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

ペルフェナジンマレイン酸塩

禁忌

ビプレッソ徐放錠（アステラス製薬＝共和薬品工業）

クエチアピンフマル酸塩

禁忌

ヒルナミン筋注（塩野義製薬＝共和薬品工業）

レボメプロマジン塩酸塩

禁忌

ヒルナミン錠・細粒（塩野義製薬＝共和薬品工業）

レボメプロマジンマレイン酸塩

禁忌

ボスミン注（第一三共）

アドレナリン（注射剤）
（各種疾患もしくは状態に伴う急性低血圧又はショック時の補助
治療の効能を有する製剤）

禁忌

マリゼブ錠（MSD）

オマリグリプチン

リスパダールOD錠（ヤンセンファーマ）

リスペリドン（経口剤）

禁忌

リスパダール錠・細粒（ヤンセンファーマ）

リスペリドン（経口剤）

禁忌

リスパダール内用液（ヤンセンファーマ）

リスペリドン（経口剤）

禁忌

リスペリドンOD錠「ヨシトミ」
（全星薬品＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）

リスペリドン（経口剤）

禁忌

リスペリドン細粒「ファイザー」（ファイザー）

リスペリドン（経口剤）

禁忌

リスペリドン内用液分包「ファイザー」（ファイザー）

リスペリドン（経口剤）

禁忌

ルーラン錠（大日本住友製薬）

ペロスピロン塩酸塩水和物

禁忌

ロドピン錠・細粒（LTLファーマ）

ゾテピン

禁忌

ロナセン錠・散（大日本住友製薬）

ブロナンセリン

禁忌

１％プロポフォール注「マルイシ」（丸石製薬）

プロポフォール

その他

アクロマイシンVカプセル （ポーラファルマ）

テトラサイクリン塩酸塩（経口剤）

その他

アセチルスピラマイシン錠（アスペンジャパン）

スピラマイシン酢酸エステル

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

*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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禁忌・投与

副

成分名

重要度*

アドレナリン注シリンジ「テルモ」（テルモ）

アドレナリン（注射剤）
（各種疾患もしくは状態に伴う急性低血圧又はショック時の補助
治療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（経口剤、注射剤）

その他

アフィニトール錠（ノバルティスファーマ）

エベロリムス（2.5mg・5mg）

その他

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）

その他

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

その他

イニシンク配合錠（武田薬品）

アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩

その他

エリスロシンドライシロップW（マイランEPD）

エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

その他

エリスロシン錠（マイランEPD）

エリスロマイシンステアリン酸塩

その他

エンブレル皮下注ペン（ファイザー）

エタネルセプト（遺伝子組換え）（ペン）

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

オラペネム小児用細粒（MeijiSeikaファルマ）

テビペネムピボキシル

その他

カナマイシンカプセル「明治」 （MeijiSeikaファルマ）

カナマイシン一硫酸塩

その他

カナマイシンシロップ「明治」 （MeijiSeikaファルマ）

カナマイシン一硫酸塩

その他

カルベニン点滴用 （第一三共）

パニペネム・ベタミプロン

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

その他

クラビット錠（第一三共）

レボフロキサシン水和物（経口剤）

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

クリアクター静注用（エーザイ）

モンテプラーゼ（遺伝子組換え）

その他

クリンダマイシンリン酸エステル注「トーワ」 （東和薬品）

クリンダマイシンリン酸エステル（注射剤）

その他

グレースビット錠（第一三共）

シタフロキサシン水和物

その他

クロザリル錠（ノバルティスファーマ）

クロザピン

その他

ケトプロフェンテープ「テイコク」
（帝國製薬＝日本ジェネリック）

ケトプロフェン（テープ）

その他

ケフラールカプセル （塩野義製薬＝共和薬品工業）

セファクロル

その他

ケフラール細粒小児用 （塩野義製薬＝共和薬品工業）

セファクロル

その他

ケフレックスカプセル （塩野義製薬＝共和薬品工業）

セファレキシン

その他

サーティカン錠（ノバルティスファーマ）

エベロリムス（0.25mg・0.75mg）

その他

サイトテック錠（ファイザー）

ミソプロストール

その他

ザファテック錠（武田薬品）

トレラグリプチンコハク酸塩

その他

薬品名

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*

アモキシシリン水和物

その他

メシル酸ガレノキサシン水和物

その他

シスプラチン（左記ジェネリック製品）

その他

ジスロマックSR成人用ドライシロップ （ファイザー）

アジスロマイシン水和物（成人用ドライシロップ剤）

その他

ジスロマック細粒小児用 （ファイザー）

アジスロマイシン水和物（小児用細粒剤）

その他

ジスロマック錠250mg （ファイザー）

アジスロマイシン水和物（錠剤250mg）

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

ジプレキサ錠（日本イーライリリー）

オランザピン（経口剤）

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

シンポニー皮下注シリンジ
（ヤンセンファーマ＝田辺三菱製薬）

ゴリムマブ（遺伝子組換え）

その他

ゼチーア錠（MSD＝バイエル薬品）

エゼチミブ

その他

セファゾリンNa注射用「NP」 （ニプロ）

セファゾリンナトリウム

その他

セフォタックス注射用 （日医工サノフィ＝日医工）

セフォタキシムナトリウム

その他

セフォチアム塩酸塩静注用「NP」 （ニプロ）

セフォチアム塩酸塩

その他

セフォン静注用 （日医工）

セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム

その他

セフカペンピボキシル塩酸塩水和物

その他

セフカペンピボキシル塩酸塩水和物

その他

セフジトレンピボキシル錠「サワイ」（沢井製薬）

セフジトレンピボキシル（錠剤）

その他

セフジニルカプセル「日医工」 （日医工）

セフジニル

その他

セフスパンカプセル （長生堂製薬＝日本ジェネリック）

セフィキシム水和物

その他

セフゾンカプセル （アステラス製薬）

セフジニル

その他

セフゾン細粒小児用 （アステラス製薬）

セフジニル

その他

セフタジジム静注用「日医工」 （日医工）

セフタジジム水和物

その他

セフトリアキソンNa静注用「ファイザー」 （ファイザー）

セフトリアキソンナトリウム水和物

その他

セフメタゾールNa静注用「NP」 （ニプロ）

セフメタゾールナトリウム

その他

タフィンラーカプセル（ノバルティスファーマ）

ダブラフェニブメシル酸塩

その他

タリビッド錠（第一三共）

オフロキサシン（経口剤）

その他

チエナム点滴静注用 （MSD）

イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム

その他

ディフェリンゲル（ガルデルマ）

アダパレン

その他

ディフェリンゲル（ガルデルマ）

アダパレン（ディフェリン）

その他

ディプリバン注-キット（アスペンジャパン）

プロポフォール

その他

テモゾロミド錠「NK」（日本化薬）

テモゾロミド

その他

サワシリンカプセル・細粒（アステラス製薬）
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）
シスプラチン点滴静注「マルコ」
（日医工ファーマ＝ヤクルト）

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用「ファイザー」
（マイラン製薬＝ファイザー）
セフカペンピボキシル塩酸塩錠「ファイザー」
（マイラン製薬＝ファイザー）

*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*

テモダールカプセル（MSD）

テモゾロミド

その他

テモダールカプセル（MSD）

テモゾロミド（カプセル剤）

その他

テモダール点滴静注用（MSD）

テモゾロミド

その他

テモダール点滴静注用（MSD）

テモゾロミド（注射剤）

その他

トブラシン注（東和薬品＝ジェイドルフ製薬）

トブラマイシン（注射剤）

その他

バイシリンG顆粒 （MSD）

ベンジルペニシリンベンザチン水和物

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

バナンドライシロップ （第一三共＝グラクソ・スミスクライン） セフポドキシムプロキセチル

その他

バナン錠（第一三共＝グラクソ・スミスクライン）

セフポドキシムプロキセチル

その他

バンコマイシン塩酸塩散「MEEK」
（小林化工＝MeijiSeikaファルマ）

バンコマイシン塩酸塩（経口剤）

その他

ビクシリンS配合錠（MeijiSeikaファルマ）

アンピシリン水和物・クロキサシリンナトリウム水和物

その他

ビクシリンカプセル（MeijiSeikaファルマ）

アンピシリン水和物

その他

ビクシリン注射用（MeijiSeikaファルマ）

アンピシリンナトリウム

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・ミリオペン）（ヒューマログ）

その他

ヒュミラ皮下注シリンジ（アッヴィ＝エーザイ）

アダリムマブ（遺伝子組換え）

その他

ビラノア錠（大鵬薬品＝MeijiSeikaファルマ）

ビラスチン

その他

ファーストシン静注用（武田テバ薬品）

セフォゾプラン塩酸塩

その他

ファムビル錠（旭化成ファーマ＝マルホ）

ファムシクロビル（ファムビル）

その他

ファロムドライシロップ小児用 （マルホ）

ファロペネムナトリウム水和物

その他

ファロム錠（マルホ）

ファロペネムナトリウム水和物

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

フラジール内服錠（塩野義製薬）

メトロニダゾール（経口剤、注射剤）

その他

フルマリン静注用（塩野義製薬）

フロモキセフナトリウム

その他

プロマックD錠（ゼリア）

ポラプレジンク（錠剤）（プロマック）

その他

プロマック顆粒（ゼリア）

ポラプレジンク（顆粒剤）（プロマック）

その他

フロモックス小児用細粒 （塩野義製薬）

セフカペンピボキシル塩酸塩水和物

その他

フロモックス錠（塩野義製薬）

セフカペンピボキシル塩酸塩水和物

その他

ヘプタバックス-Ⅱ（MSD）

組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）
（バイアル）（ヘプタバックス）

その他

ペントシリン注射用 （富山化学＝大正富山医薬品）

ピペラシリンナトリウム

その他

ホスミシンS静注用（MeijiSeikaファルマ）

ホスホマイシンナトリウム（注射剤）

その他

ホスミシンドライシロップ （MeijiSeikaファルマ）

ホスホマイシンカルシウム水和物

その他

ホスミシン錠（MeijiSeikaファルマ）

ホスホマイシンカルシウム水和物

その他

ボスミン外用液（第一三共）

アドレナリン（外用液剤）

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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成分名

重要度*

ボスミン注（第一三共）

アドレナリン（注射剤）
（各種疾患もしくは状態に伴う急性低血圧又はショック時の補助
治療の効能を有する製剤）

その他

ボノテオ錠50mg（アステラス製薬）

ミノドロン酸水和物（50mg）

その他

ポプスカイン0.25%バッグ（丸石製薬）

レボブピバカイン塩酸塩（0.25%バッグ）

その他

ミダゾラム注射液「テバ」（武田テバファーマ）

ミダゾラム（鎮静の効能を有する製剤）

その他

ミノサイクリン塩酸塩カプセル「日医工」
（日医工ファーマ＝日医工）

ミノサイクリン塩酸塩（経口剤、注射剤）

その他

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用「サワイ」 （沢井製薬）

ミノサイクリン塩酸塩（経口剤、注射剤）

その他

ミノマイシンカプセル （ファイザー）

ミノサイクリン塩酸塩（経口剤、注射剤）

その他

ミノマイシン顆粒 （ファイザー）

ミノサイクリン塩酸塩（経口剤、注射剤）

その他

メイアクトMS小児用細粒 （MeijiSeikaファルマ）

セフジトレンピボキシル

その他

メイアクトMS錠（MeijiSeikaファルマ）

セフジトレンピボキシル（錠剤）

その他

メキニスト錠（ノバルティスファーマ）

トラメチニブジメチルスルホキシド付加物

その他

メロペン点滴用バイアル（大日本住友製薬）

メロペネム水和物

その他

モーラステープ（久光製薬＝祐徳薬品）

ケトプロフェン（テープ）

その他

モーラステープL（久光製薬＝祐徳薬品）

ケトプロフェン（テープ）

その他

モーラスパップXR120mg（久光製薬＝祐徳薬品）

ケトプロフェン（テープ）

その他

モーラスパップXR240mg（久光製薬）

ケトプロフェン（テープ）

その他

ユナシン錠（ファイザー）

スルタミシリントシル酸塩水和物

その他

リカルボン錠50mg（小野薬品）

ミノドロン酸水和物（50mg）

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

ルリッド錠（サノフィ）

ロキシスロマイシン

その他

薬品名

レボフロキサシン錠 「科研」 （シオノケミカル＝科研製薬） レボフロキサシン水和物（経口剤）

その他

レボフロキサシン錠「DSEP」 （第一三共エスファ）

レボフロキサシン水和物（経口剤）

その他

レボフロキサシン粒状錠 「モチダ」
（持田製薬販売＝持田製薬）

レボフロキサシン水和物（経口剤）

その他

レンビマカプセル（エーザイ）

レンバチニブメシル酸塩

その他

ロナセン錠・散（大日本住友製薬）

ブロナンセリン

その他

ワーファリン錠（エーザイ）

ワルファリンカリウム

その他

ワルファリンK細粒「YD」（陽進堂）

ワルファリンカリウム

その他

ワルファリンK錠「NP」（ニプロ）

ワルファリンカリウム

その他

注射用ペニシリンGカリウム（MeijiSeikaファルマ）

ベンジルペニシリンカリウム

その他

注射用マキシピーム （ブリストル・マイヤーズスクイブ）

セフェピム塩酸塩水和物

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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