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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

アルト原末 １ｇ
レギチーン注射液５ｍｇ／１ｍＬ
フルマゼニル静注液
０．２ｍｇ／２ｍＬ「マイラン」

一 般 名

薬 効 等

開 始 日

アルギン酸ナトリウム

局所止血剤

平成31年3月29日(金)

フェントラミンメシル酸塩

褐色細胞腫用αブロッカー

平成31年3月30日(土)

フルマゼニル

ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

平成31年4月9日(火)

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

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

平成31年3月28日(木)

レギチーン注射液１０ｍｇ／１ｍＬ

レギチーン注射液５ｍｇ／１ｍＬの採用に伴う中止

平成31年3月29日(金)

フルマゼニル注射液０．５ｍｇ／５ｍＬ「Ｆ」

フルマゼニル静注液０．２ｍｇ／２ｍＬ「マイラン」の
採用に伴う中止

平成31年4月8日(月)

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

エンシュア・H（抹茶）
タリージェ錠
２．５ｍｇ／５ｍｇ／１０ｍｇ／１５ｍｇ

一 般 名

1缶:250mL(375kcaL)

薬 効 等

たん白アミノ酸製剤

1T:
2.5mg／5mg／10mg／15mg

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
5月1日（水）より、1回14日分までの制限が解除される医薬品
アレサガテープ4mg／8mg
グーフィス錠5mg
シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU
シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU
レキサルティ錠1mg／2mg
リムパーザ錠100mg／150mg
４） 使用期限変更
該当なし

2
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末梢性神経障害性疼痛治療剤

3-2 最近のお知らせ
・ 「カルベニン点滴用０．５ｇ」の欠品について

平成31年3月27日

・ 後続バイオ医薬品のオーダマスタ登録名称の変更について

平成31年3月28日

・ 「アルト原末」取扱い開始および「フランセチン・Ｔ・パウダー」取扱い中止につい
て

平成31年3月28日

・ 「エンドキサン錠５０ｍｇ」取扱い中止について

平成31年3月29日

・ 「レギチーン注射液５ｍｇ／１ｍＬ」取扱い開始および「レギチーン注射液１０ｍｇ
／１ｍＬ」取扱い中止について

平成31年3月29日

・ 「フルマゼニル静注液０．２ｍｇ／２ｍＬ「マイラン」」取扱い開始及び「フルマゼ
ニル注射液０．５ｍｇ／５ｍＬ「Ｆ」」取扱い中止について

平成31年4月8日

・ ゴールデンウィーク期間の薬品請求について

平成31年4月8日

・ 「アザセトロン塩酸塩静注液１０ｍｇ／２ｍＬ」取扱い中止について

平成31年4月11日

・ 「パッチテストパネル（Ｓ）」の一時取扱い中止について

平成31年4月12日

・ 「アザセトロン塩酸塩静注液１０ｍｇ／２ｍＬ」取扱い中止日の延期について

平成31年4月12日

・ 医薬品等安全性情報Ｎｏ．３６２

平成31年4月18日

・ 「パッチテストパネル（Ｓ）」の安定供給再開について

平成31年4月18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

エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「ＳＮ」

エトポシド

オノアクト点滴静注用５０ｍｇ

ランジオロール塩酸塩

デュピクセント皮下注３００ｍｇシリンジ

デュピルマブ（遺伝子組換え）

ドブタミン点滴静注１００ｍｇ「ＡＦＰ」

ドブタミン塩酸塩注射液

トレアキシン点滴静注用１００ｍｇ

ベンダムスチン塩酸塩

ハイゼントラ２０％皮下注２ｇ／１０ｍＬ・４ｇ／２０ｍＬ

人免疫グロブリンＧ

ビンダケルカプセル２０ｍｇ

タファミジスメグルミン

フォシーガ錠５ｍｇ／１０ｍｇ

ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

リウマトレックスカプセル２ｍｇ

メトトレキサート

リツキサン点滴静注１００ｍｇ／５００ｍｇ

リツキシマブ（遺伝子組換え）
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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*

LH-RH注射液「タナベ」（ニプロESファーマ）

ゴナドレリン酢酸塩（静注用）

慎重

アドナ注（静脈用）（ニプロESファーマ）

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物（静注用）
（添加剤としてソルビトールを含有する製剤）

慎重

イリノテカン塩酸塩点滴静注液「NK」
（マイラン製薬＝日本化薬）

イリノテカン塩酸塩水和物

慎重

クエチアピン錠「日医工」（日医工）

クエチアピンフマル酸塩

副

クロザリル錠（ノバルティスファーマ）

クロザピン

副

ケイツーN静注（エーザイ）

メナテトレノン（注射剤）

慎重

サンリズム注射液（第一三共）

ピルシカイニド塩酸塩水和物（注射剤）

慎重

ゾフルーザ錠（塩野義製薬）

バロキサビルマルボキシル

タケキャブ錠（武田薬品）

ボノプラザンフマル酸塩

副

タミフルカプセル（中外製薬）

オセルタミビルリン酸塩

注意

タミフルドライシロップ（中外製薬）

オセルタミビルリン酸塩

注意

テタノブリンIH静注（日本血液製剤機構）

ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

慎重

トロペロン注（アルフレッサファーマ＝田辺三菱製薬）

チミペロン（注射剤）

慎重

ニカルジピン塩酸塩注射液「サワイ」（沢井製薬）
ニトロール注5mg（エーザイ）

ニカルジピン塩酸塩（注射剤）
（添加剤としてソルビトールを含有する製剤）
硝酸イソソルビド（注射剤）
（添加剤としてソルビトールを含有する製剤）

注意･副

慎重
慎重

フィルグラスチムBS注シリンジ「NK」（日本化薬）

フィルグラスチム（遺伝子組換え）［フィルグラスチム後続2］

慎重

フルカリック輸液（テルモ＝田辺三菱製薬）

フルカリック

慎重

ボノサップパック（武田薬品）
ボノピオンパック（武田薬品）

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

副
副
副

ランマーク皮下注（第一三共）

デノスマブ（遺伝子組換え）（120mg製剤）

リスモダンP静注（サノフィ）

ジソピラミドリン酸塩（注射剤）

リンデロン注20mg（0.4%）
（シオノギファーマ＝塩野義製薬）
リンデロン注2mg・4mg（0.4%）
（シオノギファーマ＝塩野義製薬）

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射剤）
（添加剤としてソルビトールを含有する製剤）
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射剤）
（添加剤としてソルビトールを含有する製剤）

アイセントレス錠400mg（MSD）

ラルテグラビルカリウム

その他

アイセントレス錠600mg（MSD）

ラルテグラビルカリウム

その他

アザニン錠（田辺三菱製薬）

アザチオプリン

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

アニュイティエリプタ（グラクソ・スミスクライン）

フルチカゾンフランカルボン酸エステル（吸入剤）

その他

イムラン錠（アスペンジャパン）

アザチオプリン

その他

ゴナールエフ皮下注ペン（メルクセローノ）

ホリトロピンアルファ（遺伝子組換え）

その他

ゴナールエフ皮下注用75（メルクセローノ）

ホリトロピンアルファ（遺伝子組換え）

その他

ザラカム配合点眼液（ファイザー）

ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩

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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慎重
慎重
慎重

ジカディアカプセル（ノバルティスファーマ）

セリチニブ

その他

ゾフルーザ錠（塩野義製薬）

バロキサビルマルボキシル

その他

タウリン散（大正製薬＝大正富山医薬品）

タウリン

その他

タグリッソ錠（アストラゼネカ）

オシメルチニブメシル酸塩

その他

タミフルカプセル（中外製薬）

オセルタミビルリン酸塩

その他

タミフルドライシロップ（中外製薬）

オセルタミビルリン酸塩

その他

テモゾロミド錠「NK」（日本化薬）

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

その他

テモダール点滴静注用（MSD）

テモゾロミド

その他

デルモゾールGローション（岩城製薬＝日本ジェネリック） ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

その他

ドキシル注（ヤンセンファーマ＝持田製薬）

ドキソルビシン塩酸塩（ドキシル）

その他

ハイカムチン注射用（日本化薬）

ノギテカン塩酸塩

その他

ヒュミラ皮下注シリンジ・ペン（アッヴィ＝エーザイ）

アダリムマブ（遺伝子組換え）

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（単純疱疹に対する1回1000mg2回投与の用
法・用量を有する製剤）

その他

フェロ・グラデュメット錠（マイランEPD）

乾燥硫酸鉄（105mg）

その他

ベトノバールG軟膏・クリーム（佐藤製薬）

ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

その他

ベムリディ錠（ギリアド・サイエンシズ）

テノホビルアラフェナミドフマル酸塩

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

ランマーク皮下注（第一三共）

デノスマブ（遺伝子組換え）（120mg製剤）

その他

リンデロン-VGローション（シオノギファーマ＝塩野義製薬） ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

その他

リンデロン-VG軟膏・VGクリーム
（シオノギファーマ＝塩野義製薬）

ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

その他

ルリクールVG軟膏（東和薬品）

ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩

その他

レルベアエリプタ（グラクソ・スミスクライン）

ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン
酸エステル

その他

ロイケリン散（大原薬品工業）

メルカプトプリン水和物

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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