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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

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注
５ｇ／５０ｍＬ

ポリエチレングリコール処理人
免疫グロブリン

血漿分画製剤
（液状・静注用人免疫グロブリン製剤）

平成30年11月30日(金)

オキシコドン塩酸塩水和物

持続性癌疼痛治療剤

平成30年12月11日(火)

アミオダロン塩酸塩

不整脈治療剤

平成30年12月12日(水)

ニボルマブ（遺伝子組換え）

抗悪性腫瘍剤／
ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体

平成30年12月17日(月)

カルベジロール

慢性心不全治療剤

イブプロフェン Ｌ－リシン

未熟児動脈管開存症治療剤

オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ
アミオダロン塩酸塩静注
１５０ｍｇ／３ｍＬ「ＴＥ」
オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ／２４
ｍＬ
アーチスト錠１．２５ｍｇ
イブリーフ静注２０ｍｇ／２ｍＬ
エンシュア・H（コーヒー）
ケブザラ皮下注２００ｍｇシリンジ

経腸栄養剤（経口・経管両用）
サリルマブ（遺伝子組換え）

ヒト型抗ヒトＩＬ－６受容体モノクローナル抗体

シベクトロ錠２００ｍｇ

テジゾリドリン酸エステル

オキサゾリジノン系合成抗菌剤

シベクトロ点滴静注用２００ｍｇ

テジゾリドリン酸エステル

オキサゾリジノン系合成抗菌剤

アゾセミド

持続型ループ利尿剤

フィダキソマイシン

クロストリジウム・ディフィシル感染症治療剤

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇ
シリンジ「ＮＫ」

ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ(遺伝子組換え)
[ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ後続2]

Ｇ－ＣＳＦ製剤

フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇ
シリンジ「ＮＫ」

ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ(遺伝子組換え)
[ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ後続2]

Ｇ－ＣＳＦ製剤

ベタヒスチンメシル酸塩

めまい・平衡障害治療剤

リスペリドン

抗精神病剤

アルギン酸ナトリウム

局所止血剤

フエロン注射用３００万

インターフェロン ベータ

天然型インターフェロン ベータ製剤

注射用ソル・メルコート
４０／１２５／５００／１０００

メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

平成31年1月9日(水)
ダイアート錠３０ｍｇ
ダフクリア錠２００ｍｇ

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」
リスペリドン内用液０．５ｍｇ分包
「ファイザー」
アルト原末 １ｇ
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副腎皮質ホルモン剤

未定

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

献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注
５ｇ／１００ｍＬ

考

中 止 日

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬの
採用に伴う中止

平成30年11月29日(木)

オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇの採用に伴う中止

平成30年12月10日(月)

アンカロン注１５０ｍｇ／３ｍＬ

アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ／３ｍＬ「ＴＥ」の
採用に伴う中止

平成30年12月11日(火)

０．５％ヘキザックアルコール液

シベクトロ点滴静注用２００ｍｇの採用に伴う中止

※ オキシコンチン錠４０ｍｇ

※ エンシュア・リキッド（コーヒー）

エンシュア・Ｈ（コーヒー）の採用に伴う中止

※ パラミヂンカプセル３００ｍｇ

ケブザラ皮下注２００ｍｇシリンジの採用に伴う中止

平成31年1月8日(火)

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」の採用に伴う
中止

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」
※ セフジニルカプセル１００ｍｇ「日医工」

ダフクリア錠２００ｍｇの採用に伴う中止

フエロン注射用３００万単位（東レ・メディカ
ル）

フエロン注射用３００万の採用に伴う中止

フランセチン・Ｔ・パウダー ６０ｇ／本

アルト原末の採用に伴う中止

メイロン静注８．４％ ２０ｍＬ

イブリーフ静注２０ｍｇの採用に伴う中止

メチルプレドニゾロンコハク酸塩エステル
注射用４０ｍｇ／１２５ｍｇ／５００ｍｇ／１０
００ｍｇ「サワイ」

注射用ソル・メルコート４０／１２５／５００／１０００
の採用に伴う中止

院内在庫なくなり
次第取扱い中止

※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

規 格

一 般 名

薬 効 等

アミティーザカプセル１２μｇ

1CP:12μg

ﾙﾋﾞﾌﾟﾛｽﾄﾝ

クロライドチャネルアクチベーター

エイベリス点眼液０．００２％
２．５ｍＬ

1本:2.5mL

ｵﾐﾃﾞﾈﾊﾟｸﾞ ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ

選択的ＥＰ２受容体作動薬／
緑内障・高眼圧症治療剤

1T:2.5mg
(ﾌﾟﾗｽｸﾞﾚﾙとして)

ﾌﾟﾗｽｸﾞﾚﾙ塩酸塩

抗血小板剤

ケブザラ皮下注１５０ｍｇ／２００ｍｇ
オートインジェクター

1本:150mg／200mg

ｻﾘﾙﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)

ヒト型抗ヒトＩＬ－６受容体モノク
ローナル抗体

テネリア錠４０ｍｇ

1T:40mg
(ﾃﾈﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝとして)

ﾃﾈﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ臭化水素酸塩
水和物

選択的ＤＰＰ－４阻害剤／
２型糖尿病治療剤

トラディアンス配合錠ＡＰ

1T:ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ10mg／
ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ5mg

1T:500mg

トラディアンス配合錠ＢＰ

1T:ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ25mg／
ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ5mg

1T:500mg

エフィエント錠２．５ｍｇ

3

選択的ＳＧＬＴ２阻害薬／胆汁排泄型
選択的ＤＰＰ－４阻害薬配合剤／
２型糖尿病治療剤
選択的ＳＧＬＴ２阻害薬／胆汁排泄型
選択的ＤＰＰ－４阻害薬配合剤／
２型糖尿病治療剤

薬 品 名

規 格

一 般 名

薬 効 等

1枚:0.5mg

ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩

経皮吸収型 持続性疼痛治療剤

1T:ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ1mg／
ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ0.02mg

ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ／
ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

月経困難症治療剤

1T:
50mg／100mg／150mg

ｱﾍﾞﾏｼｸﾘﾌﾞ

抗悪性腫瘍剤／
ＣＤＫ４及び６阻害剤

ベオーバ錠５０ｍｇ

1T:50mg

ﾋﾞﾍﾞｸﾞﾛﾝ

選択的β３アドレナリン受容体作
動性過活動膀胱治療剤

メトアナ配合錠ＬＤ

1T:ｱﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ100mg／
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩250mg

ｱﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ／
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩

メトアナ配合錠ＨＤ

1T:ｱﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ100mg／
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩500mg

ｱﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ／
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩

フェントステープ０．５ｍｇ
フリウェル配合錠ＵＬＤ「モチダ」
ベージニオ錠
５０ｍｇ／１００ｍｇ／１５０ｍｇ

モビコール配合内用剤
ローブレナ錠２５ｍｇ／１００ｍｇ
乳石錠５００ｍｇ「ファイザー」

1包:6.8523g

選択的ＤＰＰ－４阻害剤／
ビグアナイド系薬剤配合剤／
２型糖尿病治療剤
選択的ＤＰＰ－４阻害剤／
ビグアナイド系薬剤配合剤／
２型糖尿病治療剤

慢性便秘症治療薬

1T:25mg／100mg

ﾛﾙﾗﾁﾆﾌﾞ

抗悪性腫瘍剤／
チロシンキナーゼ阻害剤

1T:500mg

乳酸ｶﾙｼｳﾑ水和物

カルシウム剤

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
該当なし
４） 使用期限変更
該当なし

3-2 最近のお知らせ
・ 年末年始の薬品請求について

平成30年11月29日

・ 「献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ」取扱開始及び「献血ヴェノ
グロブリンＩＨ５％静注５ｇ／１００ｍＬ」の取扱い中止について

平成30年11月29日

・ 疑義照会内容の詳細（平成３０年１０月分）

平成30年12月3日

・ 「献血ポリグロビンＮ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ」の供給について

平成30年12月7日

・ 「オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ」取扱開始及び「オキシコンチン錠４０ｍｇ」取扱
い中止について

平成30年12月10日

・ 「アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ／３ｍＬ」取扱開始及び「アンカロン注１５０
ｍｇ／３ｍＬ」取扱い中止について

平成30年12月11日

・ 「オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ／２４ｍＬ」の取扱い開始について

平成30年12月14日

・ 「タンデトロン注射用５００μｇ」のオーダ登録名称の変更について

平成30年12月21日
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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

プラルエント皮下注７５ｍｇ／１５０ｍｇペン

アリロクマブ（遺伝子組換え）

フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」

フルオロウラシル

プレセデックス静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ファイザー」
デクスメデトミジン塩酸塩

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*

アミティーザカプセル（マイランEPD）

ルビプロストン

その他

インヴェガ錠（ヤンセンファーマ）

パリペリドン

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

その他

シムジア皮下注シリンジ
（ユーシービージャパン＝アステラス製薬）

セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）

その他

ジャカビ錠（ノバルティスファーマ）

ルキソリチニブリン酸塩

その他

タプコム配合点眼液（参天製薬）

タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩

その他

タプロス・ミニ点眼液（参天製薬）

タフルプロスト

その他

チモプトールXE点眼液（参天製薬）

チモロールマレイン酸塩

その他

チモプトール点眼液（参天製薬）

チモロールマレイン酸塩

その他

フルオロウラシル注「トーワ」（東和薬品）

フルオロウラシル（左記ジェネリック製品）

その他

ベルソムラ錠（MSD）

スボレキサント

その他

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）

その他

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）

その他

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）

その他

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）

その他

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）

その他

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）

その他

リズモンTG点眼液（わかもと＝キッセイ薬品）

チモロールマレイン酸塩

その他

リファジンカプセル（第一三共）

リファンピシン

その他

リファンピシンカプセル「サンド」
（サンド＝日本ジェネリック＝ニプロ）

リファンピシン

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

*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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