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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

デクスメデトミジン塩酸塩

α2作動性鎮静剤

平成30年11月2日(金)

エタネルセプト（遺伝子組換え）

完全ヒト型可溶性ＴＮＦα／ＬＴαレセプター
製剤

平成30年11月7日(水)

ブリンゾラミド

眼圧下降剤

平成30年11月8日(木)

オラネキシジングルコン酸塩

外皮用殺菌消毒剤
（オラネキシジングルコン酸塩液）

平成30年11月14日(水)

プレセデックス静注液200μｇ/50ｍＬ
シリンジ「ファイザー」
エンブレル皮下注２５ｍｇペン
０．５ｍＬ
ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％
５ｍＬ「センジュ」
オラネジン消毒液１．５％
消毒用アプリケータ １０ｍＬ

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

アロンアルフアＡ「三共」（０．５ｇ／本）

院内採用薬の適正化による中止

平成30年10月31日(水)

プレセデックス静注液２００μｇ／２ｍＬ
「ファイザー」

プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ
「ファイザー」の採用に伴う中止

平成30年11月1日(木)

※ エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ

エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬの採用に伴
う中止

平成30年11月6日(火)

※ エイゾプト懸濁性点眼液１％５ｍＬ

ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％ ５ｍＬ「センジュ」
の採用に伴う中止

平成30年11月7日(水)

※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

アルファロール散１μｇ／ｇ
ガラフォルドカプセル１２３ｍｇ
ヒルドイドフォーム０．３％

規 格

一 般 名

薬 効 等

1g:1mg

ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ

Ca・骨代謝改善 1α-OH-D3製剤

1CP:123mg

ﾐｶﾞｰﾗｽﾀｯﾄ塩酸塩

ファブリー病治療剤

1缶(92g):276mg

ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質

血行促進・皮膚保湿剤

２） 登録削除院外処方専用医薬品
薬 品 名

ロヒプノール錠２ｍｇ

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

2

考

中 止 日

平成30年11月30日(金)

3-2 最近のお知らせ
・ 院内副作用報告「オムニパーク」

平成30年10月29日

・ 「デパケンＲ錠１００ｍｇ」の自主回収について

平成30年10月30日

・ 「アロンアルフアＡ「三共」０．５ｇ」取扱い中止について

平成30年10月31日

・ 「プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬ（プレフィルド製剤）」取扱い開始及
び「プレセデックス静注液２００μｇ／２ｍＬ（バイアル製剤）」の取扱い中止につ
いて

平成30年11月1日

・ 疑義照会内容の詳細（平成３０年９月分）

平成30年11月6日

・ 「エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ（ペン製剤）」取扱い開始及び「エンブ
レル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ（シリンジ製剤）」の取扱い中止について

平成30年11月6日

・ 院内副作用報告「オムニパーク」

平成30年11月7日

・ 「ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％ ５ｍＬ」取扱い開始および「エイゾプト懸濁性
点眼液１％ ５ｍＬ」取扱い中止について

平成30年11月7日

・ 「タンデトロン注射用２０μｇ」のオーダ登録名称の変更について

平成30年11月8日

・ 「オラネジン消毒液１．５％消毒用アプリケータ１０ｍＬ」緊急採用のお知らせ

平成30年11月9日

・ 「イオダインスクラブ液７．５％」のマスタ登録名称の変更について

平成30年11月16日

・ 医薬品等安全性情報Ｎｏ．３５８

平成30年11月21日

・ 「ペチロルファン注射液１ｍＬ」の自主回収･出荷停止について

平成30年11月21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*

アトーゼット配合錠LD・HD（MSD＝バイエル薬品）

エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物

禁忌・注意

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

禁忌・注意

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

禁忌・注意

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

禁忌・注意

コセンティクス皮下注ペン・シリンジ
（ノバルティスファーマ＝マルホ）

セクキヌマブ（遺伝子組換え）

トライコア錠（マイランEPD＝帝人ファーマ）

フェノフィブラート

禁忌・注意

パルモディア錠（興和＝興和創薬）

ペマフィブラート

禁忌・注意

ピタバスタチンCa・OD錠「トーワ」（東和薬品）

ピタバスタチンカルシウム水和物

禁忌・注意

プラバスタチンNa錠「フソー」（扶桑薬品）

プラバスタチンナトリウム

禁忌・注意

ベザトールSR錠（キッセイ薬品）

ベザフィブラート

禁忌・注意

ベザフィブラートSR錠「日医工」（日医工）

ベザフィブラート

禁忌・注意

メバロチン錠（第一三共）

プラバスタチンナトリウム

禁忌・注意

*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

3

慎重・副

薬品名

成分名

重要度*

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

リバロOD錠（興和＝興和創薬）

ピタバスタチンカルシウム水和物

禁忌・注意

リバロ錠（興和＝興和創薬）

ピタバスタチンカルシウム水和物

禁忌・注意

リピディル錠（あすか製薬＝科研製薬）

フェノフィブラート

禁忌・注意

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

禁忌・注意

リポクリン錠（大日本住友製薬）

クリノフィブラート

リポバス錠（MSD）

シンバスタチン

レンビマカプセル（エーザイ）

レンバチニブメシル酸塩

慎重・副

ローコール錠（サンファーマ＝田辺三菱製薬）

フルバスタチンナトリウム

禁忌・慎重・
注意

ロスバスタチンOD錠「DSEP」（第一三共エスファ）

ロスバスタチンカルシウム

禁忌・注意

アイケア点眼液（科研製薬＝テイカ製薬）

精製ヒアルロン酸ナトリウム（左記ジェネリック製品）

その他

アトーゼット配合錠LD・HD（MSD＝バイエル薬品）

エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物

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

アナフラニール錠（アルフレッサファーマ）

クロミプラミン塩酸塩（経口剤）

その他

アナフラニール点滴静注液（アルフレッサファーマ）

クロミプラミン塩酸塩（注射剤）

その他

エクセグラン錠・散（大日本住友製薬）

ゾニサミド（錠剤100mg・散剤）

その他

エルプラット点滴静注液（ヤクルト）

オキサリプラチン（小腸癌の効能を有する製剤）

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

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

コセンティクス皮下注ペン・シリンジ
（ノバルティスファーマ＝マルホ）

セクキヌマブ（遺伝子組換え）

その他

サムスカ錠30mg（大塚製薬）

トルバプタン

その他

サムスカ錠7.5mg・15mg・顆粒（大塚製薬）

トルバプタン

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）（ジスロマック）

その他

ジスロマック点滴静注用（ファイザー）

アジスロマイシン水和物（注射剤）

その他

スーグラ錠（アステラス製薬＝寿製薬＝MSD）

イプラグリフロジンL-プロリン

その他

ゼルヤンツ錠（ファイザー）

トファシチニブクエン酸塩

その他

トライコア錠（マイランEPD＝帝人ファーマ）

フェノフィブラート

その他

パージェタ点滴静注（中外製薬）

ペルツズマブ（遺伝子組換え）

その他

パルモディア錠（興和＝興和創薬）

ペマフィブラート

その他

ピタバスタチンCa・OD錠「トーワ」（東和薬品）

ピタバスタチンカルシウム水和物

その他

ブスルフェクス点滴静注用（大塚製薬）

ブスルファン（注射剤）

その他

プラバスタチンNa錠「フソー」（扶桑薬品）

プラバスタチンナトリウム

その他

ベザトールSR錠（キッセイ薬品）

ベザフィブラート

その他

ベザフィブラートSR錠「日医工」（日医工）

ベザフィブラート

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

4

禁忌・慎重・
注意
禁忌・慎重・
注意

薬品名

成分名

重要度*

ボルヒール組織接着用
（KMバイオロジクス＝帝人ファーマ＝アステラス製薬）
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）

人フィブリノゲン・人血液凝固第XIII因子・アプロチニン・
トロンビン・塩化カルシウム水和物（ボルヒール）

その他

クロバザム

その他

マイスリー錠（アステラス製薬）

ゾルピデム酒石酸塩

その他

メバロチン錠（第一三共）

プラバスタチンナトリウム

その他

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

その他

リバロOD錠（興和＝興和創薬）

ピタバスタチンカルシウム水和物

その他

リバロ錠（興和＝興和創薬）

ピタバスタチンカルシウム水和物

その他

リピディル錠（あすか製薬＝科研製薬）

フェノフィブラート

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

リポクリン錠（大日本住友製薬）

クリノフィブラート

その他

リポバス錠（MSD）

シンバスタチン

その他

レボホリナート点滴静注用「NP」（ニプロ）

レボホリナートカルシウム（小腸癌の効能を有する製剤）

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

ローコール錠（サンファーマ＝田辺三菱製薬）

フルバスタチンナトリウム

その他

ロスバスタチンOD錠「DSEP」（第一三共エスファ）

ロスバスタチンカルシウム

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

献血ベニロン-I静注用
（KMバイオロジクス＝帝人ファーマ）

乾燥スルホ化人免疫グロブリン

その他

注射用メソトレキセート50mg（ファイザー）

メトトレキサート（注射剤50mg）

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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