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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

シムジア皮下注２００ｍｇ
オートクリックス

薬 効 等

セルトリズマブ ペゴル
（遺伝子組換え）

開 始 日

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）

令和元年5月17日(金)

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

ピシバニール注射用１ＫＥ

院内採用薬の適正化による中止

平成31年4月25日(木)

ボルヒール組織接着用１ｍＬ

院内採用薬の適正化による中止

令和元年5月13日(月)

シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックスの採用に
伴う中止

令和元年5月16日(木)

イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ／１０ｍＬの採用に伴
う中止

令和元年5月16日(木)

※ シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ
アザセトロン塩酸塩静注液
１０ｍｇ／２ｍＬ「ＳＮ」
※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

オンダンセトロンＯＤフィルム４ｍｇ
「ＧＦＰ」

1枚:4mg
(ｵﾝﾀﾞﾝｾﾄﾛﾝとして)

ｵﾝﾀﾞﾝｾﾄﾛﾝ塩酸塩水和物

５－ＨＴ３受容体拮抗型制吐剤

ビラフトビカプセル５０ｍｇ

1CP:50mg

ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ

抗悪性腫瘍剤／BRAF阻害剤

ミケルナ配合点眼液 ２．５ｍＬ

1本:2.5mL

ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ塩酸塩／
ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ

緑内障・高眼圧症治療剤

1T:
1.25mg／2.5mg／5mg

ｴｻｷｾﾚﾉﾝ

選択的ミネラルコルチコイド受容体
ブロッカー

1T:15mg

ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ

抗悪性腫瘍剤／ＭＥＫ阻害剤

ミネブロ錠
１．２５ｍｇ／２．５ｍｇ／５ｍｇ
メクトビ錠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
6月1日（土）より、1回14日分までの制限が解除される医薬品
アジレクト錠0.5ｍｇ／1mg
ガラフォルドカプセル123mg
シベクトロ錠200mg
ネイリンカプセル100mg
パルモディア錠0.1mg
プレバイミス錠240mg
ラパリムスゲル0.2% 10g
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４） 使用期限変更
該当なし

3-2 最近のお知らせ
・ 「ピシバニール注射用１ＫＥ」取扱い中止について

平成31年4月25日

・ 院内副作用報告「キイトルーダ」

令和元年5月1日

・ 「プレバイミス点滴静注２４０ｍｇ／１２ｍＬ」の自主回収について

令和元年5月13日

・ 「ボルヒール組織接着用１ｍＬ」取扱い中止について

令和元年5月13日

・ セファゾリンＮａ注射用の品薄状況および周術期予防抗菌薬の代替薬への検討のお願
い

令和元年5月14日

・ 「カルベニン点滴用０．５ｇ」一時取扱い中止について

令和元年5月17日

・ 「アザセトロン塩酸塩静注液１０ｍｇ／２ｍＬ」取扱い中止について

令和元年5月17日

・ 「シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス」取扱い開始及び「シムジア皮下注
２００ｍｇシリンジ」取扱い中止について

令和元年5月17日

・ 「ベージニオ錠（アベマシクリブ）」安全性速報

令和元年5月20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

アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ／２００ｍｇ／４００ｍｇ

トシリズマブ（遺伝子組換え）

エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ

ベドリズマブ（遺伝子組換え）

シタラビン点滴静注液４００ｍｇ／１ｇ「テバ」

シタラビン

ヤーズフレックス配合錠

ドロスピレノン／エチニルエストラジオール ベータデクス

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*

アプルウェイ錠（サノフィ）

トホグリフロジン水和物

注意・副

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

禁忌

イソミタール原末（日本新薬）

アモバルビタール

禁忌

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

禁忌

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）

オメガシン点滴用（MeijiSeikaファルマ）

ビアペネム

禁忌

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

禁忌

カナグル錠（田辺三菱製薬＝第一三共）

カナグリフロジン水和物

注意･副

カナリア配合錠（田辺三菱製薬＝第一三共）

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物

注意･副

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

*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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注意・副

禁忌

薬品名

成分名

重要度*

ケフラールカプセル（共和薬品工業）

セファクロル

禁忌

ケフラール細粒小児用（共和薬品工業）

セファクロル

禁忌

ケフレックスカプセル（共和薬品工業）

セファレキシン

禁忌

サリンヘス輸液
（フレゼニウスカービジャパン＝大塚製薬工場）

ヒドロキシエチルデンプン70000

禁忌

サワシリンカプセル・細粒（LTLファーマ）

アモキシシリン水和物

禁忌

ジャディアンス錠
（日本ベーリンガーインゲルハイム＝日本イーライリリー）

エンパグリフロジン

注意･副

スーグラ錠（アステラス製薬＝寿製薬）

イプラグリフロジンL-プロリン

注意･副

スージャヌ配合錠（MSD＝アステラス製薬）

シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジンL-プロリン

注意･副

スルバシリン静注用（MeijiSeikaファルマ）

アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム

禁忌

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

禁忌

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

禁忌

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

禁忌

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

禁忌

セフカペンピボキシル塩酸塩水和物

禁忌

セフカペンピボキシル塩酸塩水和物

禁忌

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

禁忌

セフジニルカプセル「日医工」（日医工）

セフジニル

禁忌

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

禁忌

セフゾンカプセル（LTLファーマ）

セフジニル

禁忌

セフゾン細粒小児用（LTLファーマ）

セフジニル

禁忌

セフタジジム静注用「日医工」（日医工）

セフタジジム水和物

禁忌

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

禁忌

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

禁忌

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）

セレニカR錠
（興和＝興和創薬＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）
セレニカR顆粒
（興和＝興和創薬＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）

バルプロ酸ナトリウム

禁忌･注意

バルプロ酸ナトリウム

禁忌･注意
禁忌

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

デパケンR錠（協和発酵キリン）

バルプロ酸ナトリウム

禁忌･注意

デパケンシロップ（協和発酵キリン）

バルプロ酸ナトリウム

禁忌･注意

デパケン細粒（協和発酵キリン）

バルプロ酸ナトリウム

禁忌･注意

デパケン錠（協和発酵キリン）

バルプロ酸ナトリウム

禁忌･注意

トラディアンス配合錠AP・BP
（日本ベーリンガーインゲルハイム＝日本イーライリリー）
トルリシティ皮下注アテオス
（日本イーライリリー＝大日本住友製薬）
バイシリンG顆粒（MSD）

エンパグリフロジン・リナグリプチン
デュラグルチド（遺伝子組換え）
ベンジルペニシリンベンザチン水和物

注意・副
副
禁忌

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

禁忌

バナン錠（第一三共＝グラクソ・スミスクライン）

禁忌

セフポドキシムプロキセチル

*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*

バルプロ酸Naシロップ「フジナガ」（藤永製薬＝第一三共） バルプロ酸ナトリウム

禁忌･注意

バレリン錠（大日本住友製薬）

バルプロ酸ナトリウム

禁忌･注意

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用「MEEK」
（小林化工＝MeijiSeikaファルマ）

バンコマイシン塩酸塩（注射剤）

禁忌

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

禁忌

ビクシリンカプセル（MeijiSeikaファルマ）

アンピシリン水和物

禁忌

ビクシリン注射用（MeijiSeikaファルマ）

アンピシリンナトリウム

禁忌

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

禁忌

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

禁忌

ファロム錠（マルホ）

ファロペネムナトリウム水和物

禁忌

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

禁忌

フォシーガ錠（アストラゼネカ＝小野薬品）

ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

フルマリン静注用（塩野義製薬）

フロモキセフナトリウム

禁忌

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

禁忌

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

禁忌

ベストロン点眼用（千寿製薬）

セフメノキシム塩酸塩

禁忌

ペントシリン注射用（富士フイルム富山化学）

ピペラシリンナトリウム

禁忌

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

禁忌

メイアクトMS錠（MeijiSeikaファルマ）

セフジトレンピボキシル

禁忌

メタルカプターゼカプセル100mg（大正製薬）

ペニシラミン（100mg）

禁忌

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

禁忌

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

禁忌

ラボナ錠（田辺三菱製薬）

ペントバルビタールカルシウム

禁忌

ルセフィ錠（大正製薬＝ノバルティスファーマ）

ルセオグリフロジン水和物

レンビマカプセル（エーザイ）

レンバチニブメシル酸塩

塩酸バンコマイシン点滴静注用（塩野義製薬）

バンコマイシン塩酸塩（注射剤）

禁忌

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

禁忌

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

禁忌

アクテムラ点滴静注用（中外製薬）

トシリズマブ（遺伝子組換え）（点滴静注用）

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

アレビアチン散（大日本住友製薬）

フェニトイン

その他

アレビアチン錠（大日本住友製薬）

フェニトイン

その他

オノアクト点滴静注用（小野薬品）

ランジオロール塩酸塩（50mg・150mg）

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

オプチレイ注シリンジ（ゲルベ）

イオベルソール（シリンジ）

その他

オメガシン点滴用（MeijiSeikaファルマ）

ビアペネム

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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注意・副

注意・副
副

薬品名

成分名

重要度*

カナグル錠（田辺三菱製薬＝第一三共）

カナグリフロジン水和物

その他

カナリア配合錠（田辺三菱製薬＝第一三共）

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物

その他

キプレスチュアブル錠（杏林製薬）

モンテルカストナトリウム

その他

キプレス細粒（杏林製薬）

モンテルカストナトリウム

その他

キプレス錠・OD錠（杏林製薬）

モンテルカストナトリウム

その他

グラマリール錠・細粒（アステラス製薬）

チアプリド塩酸塩

その他

コスメゲン静注用（ノーベルファーマ）

アクチノマイシンD

その他

サインバルタカプセル（塩野義製薬＝日本イーライリリー） デュロキセチン塩酸塩

その他

ジェノトロピンTC注用12mg（ファイザー）

ソマトロピン（遺伝子組換え）（サンド、ファイザー製品）

その他

ジェノトロピンゴークイック注用12mg（ファイザー）

ソマトロピン（遺伝子組換え）（サンド、ファイザー製品）

その他

ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg（ファイザー）

ソマトロピン（遺伝子組換え）（サンド、ファイザー製品）

その他

シダキュアスギ花粉舌下錠（鳥居薬品）

スギ花粉抽出エキス原末

その他

ジャディアンス錠
（日本ベーリンガーインゲルハイム＝日本イーライリリー）

エンパグリフロジン

その他

ジレニアカプセル（ノバルティスファーマ）

フィンゴリモド塩酸塩

その他

シングレアチュアブル錠（MSD）

モンテルカストナトリウム

その他

シングレア細粒（MSD）

モンテルカストナトリウム

その他

シングレア錠・OD錠（MSD）

モンテルカストナトリウム

その他

スージャヌ配合錠（MSD＝アステラス製薬）

シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジンL-プロリン

その他

ステラーラ点滴静注（ヤンセンファーマ＝田辺三菱製薬） ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

その他

ステラーラ皮下注シリンジ（ヤンセンファーマ）

ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

その他

ゾシン静注用（大鵬薬品）

タゾバクタム・ピペラシリン水和物（ゾシン）

その他

ソマトロピンBS皮下注「サンド」シュアパル（サンド）

ソマトロピン（遺伝子組換え）（サンド、ファイザー製品）

その他

タコシール組織接着用シート（CSLベーリング）

人フィブリノゲン・トロンビン画分

その他

タルセバ錠150mg（中外製薬）

エルロチニブ塩酸塩（150mg）

その他

タルセバ錠25mg・100mg（中外製薬）

エルロチニブ塩酸塩（25mg・100mg）

その他

テオロング錠（エーザイ）

テオフィリン（テオロング）

その他

テネリア錠（田辺三菱製薬＝第一三共）

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物

その他

デュピクセント皮下注シリンジ（サノフィ）

デュピルマブ（遺伝子組換え）

その他

トラセミドOD錠「TE」（トーアエイヨー＝アステラス製薬）

トラセミド（トーアエイヨー製品）

その他

トラディアンス配合錠AP・BP
（日本ベーリンガーインゲルハイム＝日本イーライリリー）

エンパグリフロジン・リナグリプチン

その他

ネスプ注射液プラシリンジ（協和発酵キリン）

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）

その他

パーサビブ静注透析用（小野薬品）

エテルカルセチド塩酸塩

その他

ハイゼントラ皮下注（CSLベーリング）

pH4処理酸性人免疫グロブリン（皮下注）

その他

ヒダントールF配合錠（藤永製薬＝第一三共）

フェニトイン・フェノバルビタール・安息香酸ナトリウムカフェイン

その他

ヒダントール錠（藤永製薬＝第一三共）

フェニトイン

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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薬品名

成分名

重要度*

ビンダケルカプセル（ファイザー）

タファミジスメグルミン

その他

フェノバール散・錠・エリキシル（藤永製薬＝第一三共）

フェノバルビタール

その他

フェノバール注射液（藤永製薬＝第一三共）

フェノバルビタール

その他

フォシーガ錠（アストラゼネカ＝小野薬品）

ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

その他

ベリプラストPコンビセット組織接着用（CSLベーリング）

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（ベリプラストP）

その他

ベルケイド注射用（ヤンセンファーマ）

ボルテゾミブ

その他

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）

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

モンテルカスト錠「KM」（キョーリンリメディオ＝杏林製薬） モンテルカストナトリウム

その他

リウマトレックスカプセル2mg（ファイザー）

メトトレキサート（乾癬の効能を有する製剤）

その他

リツキサン点滴静注（全薬工業＝中外製薬）

リツキシマブ（遺伝子組換え）

その他

ルセフィ錠（大正製薬＝ノバルティスファーマ）

ルセオグリフロジン水和物

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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