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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

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」

一 般 名

薬 効 等

メロペネム水和物

ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ
「武田テバ」

ボグリボース

開 始 日

カルバペネム系抗生物質製剤

令和元年7月3日(水)

食後過血糖改善剤

令和元年7月23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

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」の採用に伴う
中止

令和元年7月2日(火)

※ エフピーＯＤ錠２．５ｍｇ

院内採用薬の適正化による中止

令和元年7月4日(木)

※ トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ

薬事委員会の決定による中止

令和元年7月5日(金)

メロペン点滴用バイアル０．５ｇ

トラマール注１００ｍｇ／２ｍＬ

ナルベイン注２ｍｇ／１ｍＬの採用に伴う中止
令和元年7月8日(月)

ポリドカスクレロール１％注２ｍＬ

薬事委員会の決定による中止

フルカリック３号輸液１１０３ｍＬ

院内採用薬の適正化による中止

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

令和元年7月9日(火)

※ ベネット錠１７．５ｍｇ
エトキシスクレロール１％注 ３０ｍＬ
※ エトドラク錠２００ｍｇ

イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジの採用に伴う中
止

令和元年7月10日(水)

院内採用薬の適正化による中止
タリージェ錠２．５ｍｇの採用に伴う中止

令和元年7月12日(金)

ゾラデックス１．８ｍｇデポ

院内採用薬の適正化による中止

ドキシル注２０ｍｇ／１０ｍＬ

院内採用薬の適正化による中止

令和元年7月17日(水)

ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「タイヨー」

ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「武田テバ」の採用に
伴う中止

令和元年7月22日(月)

※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
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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

1T:10mg

ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ

睡眠障害改善剤

1回噴霧中：27.5μg

ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ

定量噴霧式アレルギー性鼻炎
治療剤

オラビ錠口腔用５０ｍｇ

1T:50mg

ﾐｺﾅｿﾞｰﾙ

口腔粘膜付着型
口腔咽頭カンジダ症治療剤

グルコンサンＫ細粒
４ｍＥｑ／ｇ （１ｇ／包）

1g:4mEq(ｶﾘｳﾑとして)

ｸﾞﾙｺﾝ酸ｶﾘｳﾑ

カリウム補給剤

グルベス配合ＯＤ錠

1T:
ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和物10mg／
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ0.2mg

ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和物／
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ

速効型インスリン分泌促進薬／
食後過血糖改善薬配合剤

ベルソムラ錠１０ｍｇ

1T:10mg

ｽﾎﾞﾚｷｻﾝﾄ

不眠症

ユベラ軟膏 ５６ｇ（チューブ入り）

1本:56g

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ／ﾋﾞﾀﾐﾝA油

外用ビタミンＥ・Ａ剤

アモバン錠１０ｍｇ
アラミスト点鼻液２７．５μｇ
１２０噴霧用

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
デパケンR錠100ｍｇ

3年 → 2年 （溶出性が規格外となる製品の出荷を回避するため）

3-2 最近のお知らせ
・ 「献血ヴェノグロブリン－ＩＨ１０％静注 ５ｇ／５０ｍＬ、１０ｇ／１００ｍＬ」
の品薄状況について

令和元年6月26日

・ 「ビームゲン注１０μｇ／０．５ｍＬ」の出荷調整について

令和元年6月28日

・ 「メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」」取扱い開始及び「メロペン点滴用バイア
ル０．５ｇ」の取扱い中止について

令和元年7月2日

・ 医薬品等安全性情報Ｎｏ．３６４

令和元年7月3日

・ 「エフピーＯＤ錠２．５ｍｇ」取扱い中止について

令和元年7月4日

・ 「生理食塩液ＰＬ「フソー」５０ｍＬ」および「注射用水ＰＬ「フソー」１００ｍ
Ｌ」の自主回収について

令和元年7月5日

・ 「トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ」取扱い中止について

令和元年7月5日

・ 「トラマール注１００ｍｇ／２ｍＬ」取扱い中止について

令和元年7月8日

・ 「ポリドカスクレロール１％注２ｍＬ」取扱い中止について

令和元年7月8日

・ 「フルカリック３号輸液１１０３ｍＬ」取扱い中止について

令和元年7月9日

・ 「メイロン静注８．４％ ２０ｍＬ」取扱い中止について

令和元年7月9日

・ 「デパケンＲ錠１００ｍｇ」の自主回収と使用期限の変更について

令和元年7月10日

・ 「ベネット錠１７．５ｍｇ」取扱い中止について

令和元年7月10日

・ 「ゾラデックス１．８ｍｇデポ」取扱い中止について

令和元年7月12日

・ 「エトキシスクレロール１％注３０ｍＬ」取扱い中止について

令和元年7月12日
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・ 「エトドラク錠２００ｍｇ」取扱い中止について

令和元年7月12日

・ 「ドキシル注２０ｍｇ／１０ｍＬ」取扱い中止について

令和元年7月17日

・ 「オプジーボ」とシリコーン製カテーテルの適合性について

令和元年7月17日

・ スルバシリン静注用１．５ｇのオーダマスタの一時中止について

令和元年7月17日

・ 「ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「武田テバ」」取扱い開始および「ボグリボースＯ
Ｄ錠０．２ｍｇ「タイヨー」」取扱い中止について

令和元年7月22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

インチュニブ錠１ｍｇ／３ｍｇ

グアンファシン塩酸塩

メトレート錠２ｍｇ

メトトレキサート

リムパーザ錠１００ｍｇ／１５０ｍｇ

オラパリブ

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*

注意

アシテアダニ舌下錠（塩野義製薬）

ヤケヒョウヒダニエキス原末・コナヒョウヒダニエキス原末

イニシンク配合錠（武田薬品）

アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩

禁忌･注意

イブランスカプセル（ファイザー）

パルボシクリブ

警告･慎重･
注意･副

ウリアデック錠（三和化学）

トピロキソスタット

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）

副

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）

副

コデインリン酸塩散1%「タケダ」（武田テバ薬品）

コデインリン酸塩水和物

シダキュアスギ花粉舌下錠（鳥居薬品）

スギ花粉エキス原末

注意

シダトレンスギ花粉舌下液ボトル・パック（鳥居薬品）

標準化スギ花粉エキス原液（舌下液）

注意

トアラセット配合錠「DSEP」（第一三共エスファ）

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン

禁忌･注意

トピロリック錠（富士薬品）

トピロキソスタット

トラマールOD錠（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（経口剤）

禁忌･注意

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

禁忌･注意

フェブリク錠（帝人ファーマ）

フェブキソスタット

注意

ミティキュアダニ舌下錠（鳥居薬品）

コナヒョウヒダニ抽出エキス及びヤケヒョウヒダニ抽出エキス

注意

メタクト配合錠LD（武田テバ薬品）

ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩

メトアナ配合錠（三和化学）

アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩

メトグルコ錠（大日本住友製薬）

メトホルミン塩酸塩（1日最高投与量が2,250mgである製剤）

*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

禁忌･注意

注意

警告･禁忌･
注意･慎重
禁忌･注意･
慎重
禁忌･注意･
慎重

薬品名

成分名

重要度*

ワントラム錠（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（経口剤）

禁忌･注意

静注用フローラン（グラクソ・スミスクライン）

エポプロステノールナトリウム

副

PL配合顆粒（シオノギファーマ＝塩野義製薬）

サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメ
チレンジサリチル酸塩

その他

アーテン錠・散（ファイザー）

トリヘキシフェニジル塩酸塩

その他

アイファガン点眼液（千寿製薬）

ブリモニジン酒石酸塩

その他

アキネトン細粒・錠（大日本住友製薬）

ビペリデン塩酸塩

その他

アキネトン注射液（大日本住友製薬）

乳酸ビペリデン

その他

アシテアダニ舌下錠（塩野義製薬）

ヤケヒョウヒダニエキス原末・コナヒョウヒダニエキス原末

その他

アトロピン硫酸塩注「タナベ」
（田辺三菱製薬＝ニプロESファーマ）

アトロピン硫酸塩水和物（注射剤）

その他

アトワゴリバース静注シリンジ（テルモ）

ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物

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

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

その他

アモキサンカプセル（ファイザー）

アモキサピン

その他

アモキサンカプセル（ファイザー）

アモキサピン

その他

アモバン錠（サノフィ＝日医工）

ゾピクロン

その他

アリメジンシロップ（ニプロファーマ＝第一三共）

アリメマジン酒石酸塩

その他

アルプラゾラム錠「サワイ」（メディサ新薬＝沢井製薬）

アルプラゾラム

その他

イニシンク配合錠（武田薬品）

アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩

その他

イフェクサーSRカプセル（ファイザー＝大日本住友製薬） ベンラファキシン塩酸塩

その他

イブランスカプセル（ファイザー）

パルボシクリブ

その他

ウブレチド点眼液0.5%（鳥居薬品）

ジスチグミン臭化物（点眼剤）

その他

エクメット配合錠LD・HD（ノバルティスファーマ）

ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩

その他

エチゾラム錠「EMEC」（サンノーバ＝エルメッド＝日医工） エチゾラム

その他

エバミール錠（バイエル薬品）

ロルメタゼパム

その他

エラプレース点滴静注液（サノフィ）

イデュルスルファーゼ（遺伝子組換え）

その他

エリスパン錠（大日本住友製薬）

フルジアゼパム

その他

エンタイビオ点滴静注用（武田薬品）

ベドリズマブ（遺伝子組換え）

その他

オーラップ錠（アステラス製薬）

ピモジド

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

オペプリム（ヤクルト）

ミトタン

その他

グランダキシン錠（持田製薬）

トフィソパム

その他

クロチアゼパム錠「サワイ」（沢井製薬）

クロチアゼパム

その他

ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」（高田製薬＝ヤクルト） ゲムシタビン塩酸塩

その他

コデインリン酸塩散1%「タケダ」（武田テバ薬品）

その他

コデインリン酸塩水和物

*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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成分名

重要度*

コランチル配合顆粒（共和薬品工業）

ジサイクロミン塩酸塩・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネ
シウム

その他

コレミナール錠（沢井製薬＝田辺三菱製薬）

フルタゾラム

その他

コンサータ錠（ヤンセンファーマ）

メチルフェニデート塩酸塩

その他

コンサータ錠（ヤンセンファーマ）

メチルフェニデート塩酸塩（徐放錠）

その他

コンスタン錠（武田テバ薬品）

アルプラゾラム

その他

コントール散（武田テバ薬品）

クロルジアゼポキシド

その他

コントール錠（武田テバ薬品）

クロルジアゼポキシド

その他

サイラムザ点滴静注液（日本イーライリリー）

ラムシルマブ（遺伝子組換え）

その他

サイレース錠（エーザイ）

フルニトラゼパム

その他

サイレース静注（エーザイ）

フルニトラゼパム

その他

ジェイゾロフト錠・OD錠（ファイザー）

塩酸セルトラリン

その他

シダキュアスギ花粉舌下錠（鳥居薬品）

スギ花粉エキス原末

その他

シダトレンスギ花粉舌下液ボトル・パック（鳥居薬品）

標準化スギ花粉エキス原液（舌下液）

その他

シベノール錠（トーアエイヨー＝アステラス製薬）

シベンゾリンコハク酸塩

その他

シベノール静注（トーアエイヨー＝アステラス製薬）

シベンゾリンコハク酸塩

その他

セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）

その他

セルトリズマブペゴル（遺伝子組換え）

その他

セスデンカプセル（田辺三菱製薬＝ニプロESファーマ）

チメピジウム臭化物水和物

その他

セニラン坐剤（サンド）

ブロマゼパム

その他

セパゾン錠・散（第一三共）

クロキサゾラム

その他

セルシンシロップ（武田テバ薬品）

ジアゼパム

その他

セルシン錠（武田テバ薬品）

ジアゼパム

その他

セルシン注射液（武田テバ薬品）

ジアゼパム

その他

セルトラリン錠「アメル」（共和薬品工業）

塩酸セルトラリン

その他

セルトラリン錠「明治」（MeijiSeikaファルマ）

塩酸セルトラリン

その他

セレコックス錠（アステラス製薬）

セレコキシブ

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

セレナール錠（アルフレッサファーマ）

オキサゾラム

その他

ソラナックス錠（ファイザー）

アルプラゾラム

その他

ゾルピデム酒石酸塩錠「KMP」（共創未来ファーマ）

ゾルピデム酒石酸塩

その他

ダイアップ坐剤（高田製薬）

ジアゼパム

その他

タベジール錠（日新製薬：山形）

クレマスチンフマル酸塩

その他

ダルメートカプセル（共和薬品工業）

フルラゼパム塩酸塩

その他

チロナミン錠（武田薬品）

リオチロニンナトリウム

その他

薬品名

シムジア皮下注オートクリックス
（ユーシービージャパン＝アステラス製薬）
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）

*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

6

薬品名

成分名

重要度*

ディレグラ配合錠（サノフィ）

フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン

その他

デパス錠・細粒（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

エチゾラム

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

トアラセット配合錠「DSEP」（第一三共エスファ）

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン

その他

トフラニール錠（アルフレッサファーマ）

イミプラミン塩酸塩

その他

トラマールOD錠（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（経口剤）

その他

トラマール注（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（注射剤）

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

その他

トランコロン錠（アステラス製薬）

メペンゾラート臭化物

その他

トリアゾラム錠「EMEC」（サンノーバ＝エルメッド＝日医工） トリアゾラム

その他

トリプタノール錠（日医工）

アミトリプチリン塩酸塩

その他

ニポラジン小児用細粒（アルフレッサファーマ）

メキタジン

その他

ニポラジン錠（アルフレッサファーマ）

メキタジン

その他

ネルボン散（アルフレッサファーマ）

ニトラゼパム

その他

ノーベルバール静注用（ノーベルファーマ）

フェノバルビタールナトリウム（注射剤）

その他

ノリトレン錠（大日本住友製薬）

ノルトリプチリン塩酸塩

その他

ノリトレン錠（大日本住友製薬）

ノルトリプチリン塩酸塩

その他

ハイドレアカプセル（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

ヒドロキシカルバミド

その他

バランス錠（丸石製薬）

クロルジアゼポキシド

その他

ハルシオン錠（ファイザー）

トリアゾラム

その他

ヒベルナ糖衣錠（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

プロメタジン塩酸塩

その他

ピレチア細粒（高田製薬）

プロメタジンメチレンジサリチル酸塩

その他

ブスコパン錠（サノフィ）

ブチルスコポラミン臭化物

その他

ブスコパン注（サノフィ）

ブチルスコポラミン臭化物

その他

ブチルスコポラミン臭化物注シリンジ「NP」（ニプロ）

ブチルスコポラミン臭化物

その他

フルニトラゼパム錠「JG」（日本ジェネリック）

フルニトラゼパム

その他

プロチアデン錠（科研製薬＝日医工）

ドスレピン塩酸塩

その他

ブロチゾラムOD錠「サワイ」（メディサ新薬＝沢井製薬）

ブロチゾラム

その他

ヘマンジオルシロップ（マルホ）

プロプラノロール塩酸塩（シロップ剤）

その他

ペリアクチンシロップ（日医工）

シプロヘプタジン塩酸塩水和物

その他

ペリアクチン錠（日医工）

シプロヘプタジン塩酸塩水和物

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）

その他

ベンザリン錠（塩野義製薬＝共和薬品工業）

ニトラゼパム

その他

ポラキス錠（サノフィ）

オキシブチニン塩酸塩（経口剤）

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

7

薬品名

成分名

重要度*

ポララミンシロップ（高田製薬）

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

その他

ポララミン錠（高田製薬）

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

その他

ポララミン注（高田製薬）

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

その他

ホリゾン散（丸石製薬）

ジアゼパム

その他

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）

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

ミダゾラム注射液「テバ」（武田テバファーマ）

ミダゾラム

その他

ミティキュアダニ舌下錠（鳥居薬品）

コナヒョウヒダニ抽出エキス及びヤケヒョウヒダニ抽出エキス

その他

メイラックス錠（MeijiSeikaファルマ）

ロフラゼプ酸エチル

その他

メキタジン錠「日医工」（日医工）

メキタジン

その他

メタクト配合錠LD（武田テバ薬品）

ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩

その他

メトアナ配合錠（三和化学）

アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩

その他

メトグルコ錠（大日本住友製薬）

メトホルミン塩酸塩（1日最高投与量が2,250mgである製剤）

その他

メトトレキサート錠2mg「タナベ」（田辺三菱製薬）

メトトレキサート（左記ジェネリック製品）

その他

メトトレキサート錠2mg「タナベ」（田辺三菱製薬）

メトトレキサート（田辺三菱製薬製品）

その他

ランドセン錠（大日本住友製薬）

クロナゼパム

その他

リーゼ錠・顆粒（田辺三菱製薬＝吉富薬品）

クロチアゼパム

その他

リスミー錠（共和薬品工業）

リルマザホン塩酸塩水和物

その他

リズミック錠（大日本住友製薬）

アメジニウムメチル硫酸塩

その他

リスモダンP静注（サノフィ）

ジソピラミドリン酸塩

その他

リスモダンR錠（サノフィ）

ジソピラミドリン酸塩

その他

リボトリール細粒（太陽ファルマ）

クロナゼパム

その他

リムパーザ錠（アストラゼネカ＝MSD）

オラパリブ

その他

ルジオミール錠（サンファーマ＝田辺三菱製薬）

マプロチリン塩酸塩

その他

ルネスタ錠（エーザイ）

エスゾピクロン

その他

レキソタン錠（中外製薬＝エーザイ）

ブロマゼパム

その他

レスタス錠（日本ジェネリック）

フルトプラゼパム

その他

レスタミンコーワ錠（興和＝興和創薬）

ジフェンヒドラミン塩酸塩

その他

レスミット錠（塩野義製薬＝共和薬品工業）

メダゼパム

その他

レナデックス錠（セルジーン）

デキサメタゾン（多発性骨髄腫の効能を有する製剤）

その他

レパーサ皮下注オートミニドーザー（アステラス・アムジェ
エボロクマブ（遺伝子組換え）
ン・バイオファーマ＝アステラス製薬）
レパーサ皮下注ペン（アステラス・アムジェン・バイオ
エボロクマブ（遺伝子組換え）
ファーマ＝アステラス製薬）

その他
その他

レンドルミンD錠（日本ベーリンガーインゲルハイム）

ブロチゾラム

その他

レンドルミン錠（日本ベーリンガーインゲルハイム）

ブロチゾラム

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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薬品名

成分名

重要度*

ロートエキス散「ニッコー」
（日興製薬＝丸石製薬＝中北薬品）

ロートエキス

その他

ロフラゼプ酸エチル錠「サワイ」（沢井製薬）

ロフラゼプ酸エチル

その他

ロラゼパム錠「サワイ」（沢井製薬）

ロラゼパム

その他

ロラメット錠（あすか製薬＝武田薬品）

ロルメタゼパム

その他

ワイパックス錠（ファイザー）

ロラゼパム

その他

ワントラム錠（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（経口剤）

その他

静注用フローラン（グラクソ・スミスクライン）

エポプロステノールナトリウム（小児の用法・用量を有しない製剤）

その他

幼児用PL配合顆粒（シオノギファーマ＝塩野義製薬）

サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメ
チレンジサリチル酸塩

その他

硫酸アトロピン「ホエイ」（マイラン製薬＝ファイザー）

アトロピン硫酸塩水和物（粉末剤）

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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