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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

ペチジン塩酸塩注射液
５０ｍｇ「タケダ」１ｍＬ

一 般 名

薬 効 等

開 始 日

ペチジン塩酸塩

ペチジン塩酸塩注射液

平成31年1月9日(水)

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

デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ
※
＜３日毎貼替え＞

院内採用薬の適正化による中止

平成30年12月27日(木)

※ シクレスト舌下錠５ｍｇ

薬事委員会の決定による中止

平成31年1月18日(金)

※ 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

平成31年1月22日(火)

※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

ミルタザピン錠１５ｍｇ／３０ｍｇ「明
治」

1T:15mg／30mg

ﾐﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝ

シムジア皮下注２００ｍｇ
オートクリックス

1本(1mL):200mg

ｾﾙﾄﾘｽﾞﾏﾌﾞ ﾍﾟｺﾞﾙ
(遺伝子組換え)

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
アナフラニール錠10mg
アナフラニール錠25mg
トフラニール錠10mg

5年 → 3年 （安全性試験の結果より）
5年 → 3年 （安全性試験の結果より）
5年 → 3年 （安全性試験の結果より）
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薬 効 等

ノルアドレナリン・セロトニン作動
性
抗うつ剤
TNFα阻害薬
（ペグヒト化抗ヒトTNFαモノクロー
ナル抗体Fab'断片製剤）

3-2 最近のお知らせ
・ 医薬品等安全性情報Ｎｏ．３５９

平成30年12月26日

・ 「ルテオニン点滴静注用５０ｍｇ」のオーダ登録名称の変更について

平成30年12月26日

・ 「ファーストシン静注用１ｇ」のオーダマスタ再開について

平成30年12月27日

・ 「デュロテップＭＴパッチ ８．４ｍｇ」取扱い中止について

平成30年12月27日

・ 疑義照会内容の詳細（平成３０年１１月分）

平成30年12月28日

・ 「ペチジン塩酸塩注射液５０ｍｇ「タケダ」１ｍＬ」緊急採用のお知らせ

平成31年1月7日

・ 「デザレックス錠５ｍｇ」の院外処方一時取り扱い中止について

平成31年1月7日

・ 「ペチロルファン注射液１ｍＬ」の一時取り扱い中止について

平成31年1月9日

・ 「オプチレイ３２０注シリンジ

平成31年1月16日

１００ｍＬ」の自主回収について

・ 「ペチロルファン注射液１ｍＬ」の安定供給再開について

平成31年1月17日

・ 「シクレスト舌下錠５ｍｇ」取扱い中止について

平成31年1月18日

・ 「セフジニルカプセル１００ｍｇ「日医工」」取扱い中止について

平成31年1月22日

・ 「レボレード錠１２．５ｍｇ」の自主回収について

平成31年1月25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

コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン／シリンジ

セクキヌマブ（遺伝子組換え）

ゴナックス皮下注用８０ｍｇ／１２０ｍｇ

デガレリクス酢酸塩

スーグラ錠２５ｍｇ／５０ｍｇ

イプラグリフロジン Ｌ-プロリン

テセントリク点滴静注１２００ｍｇ

アテゾリズマブ（遺伝子組換え）

ビソノテープ４ｍｇ／８ｍｇ

ビソプロロール

ビムパット錠５０ｍｇ／１００ｍｇ

ラコサミド
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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*

慎重・注意・副

アベロックス錠（バイエル薬品）

モキシフロキサシン塩酸塩（経口剤）

インライタ錠（ファイザー）

アキシチニブ

オゼックス細粒小児用
（富士フイルム富山化学＝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）
（小児の用法・用量を有する製剤）

慎重・注意・副

クラビット錠（第一三共）

レボフロキサシン水和物（経口剤、注射剤）

慎重・注意・副

グレースビット錠（第一三共）

シタフロキサシン水和物

慎重・注意・副

（富士フイルム富山化学＝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

慎重・注意・副

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

慎重・注意・副

シプロキサン注（バイエル薬品）

シプロフロキサシン

慎重・注意・副

ダクルインザ錠（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

ダクラタスビル塩酸塩

タリビッド錠（第一三共）

オフロキサシン（経口剤）

レブラミドカプセル（セルジーン）

レナリドミド水和物

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、注射剤）

慎重・注意・副

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、注射剤）

慎重・注意・副

レボフロキサシン水和物（経口剤、注射剤）

慎重・注意・副

レボフロキサシン水和物（経口剤、注射剤）

慎重・注意・副

ジェニナック錠

レボフロキサシン点滴静注バッグ「DSEP」
（第一三共エスファ）
レボフロキサシン粒状錠「モチダ」
（持田製薬販売＝持田製薬）

副

注意・副
慎重・注意・副
副

アイクルシグ錠（大塚製薬）

ポナチニブ塩酸塩

その他

アセリオ静注液バッグ（テルモ）

アセトアミノフェン（注射剤）

その他

アプルウェイ錠（サノフィ）

トホグリフロジン水和物

その他

アベロックス錠（バイエル薬品）

モキシフロキサシン塩酸塩（経口剤）

その他

インターフェロンベータ-1a（遺伝子組換え）

その他

インターフェロンベータ-1a（遺伝子組換え）

その他

アレセンサカプセル（中外製薬）

アレクチニブ塩酸塩

その他

ウリアデック錠（三和化学）

トピロキソスタット

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

その他

オゼックス細粒小児用
（富士フイルム富山化学＝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）

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

クラビット錠（第一三共）

レボフロキサシン水和物（経口剤、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

（富士フイルム富山化学＝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

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

アボネックス筋注ペン
（バイオジェン・ジャパン＝エーザイ）
アボネックス筋注用シリンジ
（バイオジェン・ジャパン＝エーザイ）

ジェニナック錠

*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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薬品名

成分名

重要度*

シプロキサン注（バイエル薬品）

シプロフロキサシン

その他

セレスタミン配合錠（高田製薬）

ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

その他

ダクルインザ錠（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

ダクラタスビル塩酸塩

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

デプロメール錠（MeijiSeikaファルマ）

フルボキサミンマレイン酸塩

その他

ドパストン散（大原薬品工業）

レボドパ

その他

ドパストン静注（大原薬品工業）

レボドパ

その他

トピロリック錠（富士薬品）

トピロキソスタット

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（トラムセット）

その他

ネオドパストン配合錠L（第一三共）

レボドパ・カルビドパ水和物（錠剤）

その他

ネオドパゾール配合錠（第一三共）

レボドパ・ベンセラジド塩酸塩（ネオドパゾール）

その他

パキシルCR錠（グラクソ・スミスクライン）

パロキセチン塩酸塩水和物（徐放錠）

その他

ビオプテン顆粒（第一三共）

サプロプテリン塩酸塩

その他

ヒューマリンR注バイアル（日本イーライリリー）

インスリンヒト（遺伝子組換え）（バイアル）（ヒューマリンR）

その他

ヒューマログ注バイアル（日本イーライリリー）

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）（バイアル）（ヒューマログ）

その他

プラルエント皮下注ペン（サノフィ）

アリロクマブ（遺伝子組換え）（ペン）

その他

フルボキサミンマレイン酸塩錠「杏林」
（キョーリンリメディオ）

フルボキサミンマレイン酸塩

その他

プレセデックス静注液シリンジ「ファイザー」（ファイザー）

デクスメデトミジン塩酸塩（小児の用法・用量を有する製剤）

その他

プレセデックス静注液シリンジ「ファイザー」（ファイザー）

デクスメデトミジン塩酸塩
（小児の用法・用量を有する製剤）（シリンジ）

その他

マドパー配合錠（太陽ファルマ）

レボドパ・ベンセラジド塩酸塩（マドパー）

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

その他

レブラミドカプセル（セルジーン）

レナリドミド水和物

その他

レプリントン配合錠L100（辰巳化学＝ファイザー＝
日本ジェネリック＝富士フイルムファーマ）

レボドパ・カルビドパ水和物（錠剤）

その他

レベトールカプセル（MSD）

リバビリン（カプセル剤）

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、注射剤）

その他

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、注射剤）

その他

レボフロキサシン水和物（経口剤、注射剤）

その他

レボフロキサシン水和物（経口剤、注射剤）

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

レボフロキサシン点滴静注バッグ「DSEP」
（第一三共エスファ）
レボフロキサシン粒状錠「モチダ」
（持田製薬販売＝持田製薬）

*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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