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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

イノラス配合経腸用液
（ヨーグルトフレーバー）１８７．５ｍＬ

経腸栄養剤（経口・経管両用）

エクストラニール腹膜透析液
シングルバッグ・機器専用２０００ｍＬ

腹膜透析用剤

エトキシスクレロール１％注射液
３０ｍＬ

ポリドカノール

食道静脈瘤硬化剤

ゴナックス皮下注用２４０ｍｇ
（溶解液付）

デガレリクス酢酸塩

ＧｎＲＨアンタゴニスト（徐放性）／
前立腺癌治療剤

ソマチュリン皮下注１２０ｍｇ

ランレオチド酢酸塩

持続性ソマトスタチンアナログ徐放性製剤

ダルベポエチン アルファ注１２０μｇ
シリンジ「ＫＫＦ」

ダルベポエチン アルファ
（遺伝子組換え）

テリルジー１００エリプタ１４吸入用

フルチカゾンフランカルボン酸エス
テル／ウメクリジニウム臭化物／
ビランテロールトリフェニル酢酸塩

ビソノテープ２ｍｇ

チカグレロル

ミネブロ錠２．５ｍｇ

エサキセレノン

持続型赤血球造血刺激因子製剤

令和元年10月1日(火)
３成分配合ＣＯＰＤ治療剤
経皮吸収型・β１遮断剤

ビソプロロール

ブリリンタ錠９０ｍｇ

開 始 日

抗血小板剤
選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッ
カー

レギュニール ＬＣａ１．５腹膜透析液
シングルバッグ・機器専用２５００ｍＬ

腹膜透析用剤

レギュニール ＬＣａ１．５腹膜透析液
ＵＶツインバッグ２０００ｍＬ

腹膜透析用剤

シンポニー皮下注５０ｍｇ
オートインジェクター

ゴリムマブ（遺伝子組換え）

ヒト型抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体製
剤

ダルベポエチン アルファ注２０μｇ
シリンジ「ＫＫＦ」

ダルベポエチン アルファ
（遺伝子組換え）

持続型赤血球造血刺激因子製剤

ダルベポエチン アルファ注３０μｇ
シリンジ「ＫＫＦ」

ダルベポエチン アルファ
（遺伝子組換え）

持続型赤血球造血刺激因子製剤

ダルベポエチン アルファ注４０μｇ
シリンジ「ＫＫＦ」

ダルベポエチン アルファ
（遺伝子組換え）

持続型赤血球造血刺激因子製剤

ダルベポエチン アルファ注６０μｇ
シリンジ「ＫＫＦ」

ダルベポエチン アルファ
（遺伝子組換え）

持続型赤血球造血刺激因子製剤

ダルベポエチン アルファ注１８０μｇ
シリンジ「ＫＫＦ」

ダルベポエチン アルファ
（遺伝子組換え）

持続型赤血球造血刺激因子製剤

未定

フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」

フロセミド

利尿降圧剤

ロドピン錠２５ｍｇ

ゾテピン

統合失調症治療剤
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後発品の切り替えに伴う採用の開始
薬 品 名

一 般 名

薬 効 等

アナストロゾール錠１ｍｇ「ＤＳＥＰ」

アナストロゾール

アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤

オキシコドン注射液１０ｍｇ
「第一三共」

オキシコドン塩酸塩水和物

癌疼痛治療用注射剤

オキシコドン注射液５０ｍｇ
「第一三共」

オキシコドン塩酸塩水和物

癌疼痛治療用注射剤

ゲフィチニブ

抗悪性腫瘍剤／上皮成長因子受容体
(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤

シロドシン

選択的α1A遮断薬／前立腺肥大症に伴う
排尿障害改善薬

スマトリプタン錠５０ｍｇ「アスペン」

スマトリプタンコハク酸塩

５－ＨＴ１Ｂ／１Ｄ受容体作動型片頭痛治療剤

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＮＰ」

ドネペジル塩酸塩

アルツハイマー型／
レビー小体型認知症治療剤

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」

ドネペジル塩酸塩

アルツハイマー型／
レビー小体型認知症治療剤

ビカルタミド

前立腺癌治療剤

ブロナンセリン

抗精神病剤

リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ
「明治」

リネゾリド

オキサゾリジノン系合成抗菌剤

リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」

リネゾリド

オキサゾリジノン系合成抗菌剤

レトロゾール

アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤

ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」

ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」
ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＤＳＰＢ」

レトロゾール錠２．５ｍｇ「サンド」

開 始 日

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

※ モービック錠１０ｍｇ

備

考

タリージェ錠１０ｍｇの採用に伴う中止

※

エクストラニール腹膜透析液シングルバッ
グ １５００ｍＬ

エクストラニール腹膜透析液シングルバッグ・
機器専用２０００ｍＬの採用に伴う中止

※

ダイアニールＮ ＰＤ４ １．５腹膜透析液
シングルバッグ５Ｌ

レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液シングル
バッグ・機器専用２５００ｍＬの採用に伴う中止

※

ダイアニールＮ ＰＤ４ １．５腹膜透析液
ＵＶツインバッグ２．０Ｌ

レギュニール ＬＣａ １．５腹膜透析液ＵＶツイン
バッグ２０００ｍＬの採用に伴う中止

ＫＮ３号輸液５００ｍＬ

イノラス配合経腸用液（ヨーグルトフレーバー）
１８７．５ｍＬの採用に伴う中止

※ コンプラビン配合錠

ブリリンタ錠９０ｍｇの採用に伴う中止

※ シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ

シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクターの
採用に伴う中止

※ セロケン錠２０ｍｇ

ビソノテープ２ｍｇの採用に伴う中止

ゾテピン錠２５ｍｇ｢アメル｣

ロドピン錠２５ｍｇの採用に伴う中止
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中 止 日

令和元年9月9日(月)

令和元年9月30日(月)

未定

薬 品 名

備

考

ネスプ注射液２０μgプラシリンジ

ダルベポエチン アルファ注２０μｇ
シリンジ「ＫＫＦ」の採用に伴う中止

ネスプ注射液３０μgプラシリンジ

ダルベポエチン アルファ注３０μｇ
シリンジ「ＫＫＦ」の採用に伴う中止

ネスプ注射液４０μgプラシリンジ

ダルベポエチン アルファ注４０μｇ
シリンジ「ＫＫＦ」の採用に伴う中止

ネスプ注射液６０μgプラシリンジ

ダルベポエチン アルファ注６０μｇ
シリンジ「ＫＫＦ」の採用に伴う中止

ネスプ注射液１８０μgプラシリンジ

ダルベポエチン アルファ注１８０μｇ
シリンジ「ＫＫＦ」の採用に伴う中止

※ ラシックス細粒４％

中 止 日

未定

フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」の採用に伴う中止

無水リン酸１ナトリウム

ミネブロ錠２．５ｍｇの採用に伴う中止

無水リン酸２ナトリウム

ソマチュリン皮下注１２０ｍｇの採用に伴う中止

※印の薬品については、院外処方が可能です。
後発品の切り替えに伴う中止
薬 品 名

備

考

※ アリセプトＤ錠３ｍｇ

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＮＰ」の採用に伴う
中止

※ アリセプトＤ錠５ｍｇ

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」の採用に伴う
中止

※ アリミデックス錠１ｍｇ

アナストロゾール錠１ｍｇ「ＤＳＥＰ」の採用に伴う
中止

※ イミグラン錠５０ｍｇ

スマトリプタン錠５０ｍｇ「アスペン」の採用に伴う
中止

※ イレッサ錠２５０ｍｇ

ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」の採用に伴う
中止

オキファスト注１０ｍｇ

オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三共」の採用に
伴う中止

オキファスト注５０ｍｇ

オキシコドン注射液５０ｍｇ「第一三共」の採用に
伴う中止

※ カソデックスＯＤ錠８０ｍｇ

ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」の採用に伴う
中止

ザイボックス注射液６００ｍｇ

リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「明治」の採用に
伴う中止

※ ザイボックス錠６００ｍｇ

リネゾリド錠６００ｍｇ「明治」の採用に伴う中止

※ フェマーラ錠２．５ｍｇ

レトロゾール錠２．５ｍｇ「サンド」の採用に伴う
中止

※ ユリーフＯＤ錠４ｍｇ

シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」の採用に伴う中止

※ ロナセン錠４ｍｇ

ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＤＳＰＢ」の採用に伴う
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
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中 止 日

未定

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（ストロベリー味）
オキシコドン徐放錠
５ｍｇ／１０ｍｇ／２０ｍｇ／４０ｍｇ
ＮＸ「第一三共」
デシコビ配合錠ＬＴ
ビベスピエアロスフィア２８吸入
ビレーズトリエアロスフィア５６吸入
プレジコビックス配合錠

一 般 名

1缶:250mL(375kcaL)
1T:
5mg／10mg／20mg／40mg

経腸栄養剤（経口・経管両用）
ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物

1T:ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ200mg ／
ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ／
ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｱﾗﾌｪﾅﾐﾄﾞとして
ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｱﾗﾌｪﾅﾐﾄﾞﾌﾏﾙ酸塩
10mg
1噴霧:ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑとして
ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物／
7.2μg／ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ
ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物
酸塩として4.8μg
1噴霧:ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ160μg／ｸﾞﾘ
ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ／
ｺﾋﾟﾛﾆｳﾑとして7.2μg／ﾎﾙ
ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物／
ﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩として4.8 ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物
1T:ﾀﾞﾙﾅﾋﾞﾙとして800mg／
ｺﾋﾞｼｽﾀｯﾄ150mg

薬 効 等

ﾀﾞﾙﾅﾋﾞﾙ ｴﾀﾉｰﾙ付加物／
ｺﾋﾞｼｽﾀｯﾄ

持続性癌疼痛治療剤
抗ウイルス化学療法剤
COPD治療配合剤
COPD治療配合剤
抗ウイルス化学療法剤

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
・ アネメトロ点滴静注液５００ｍｇのオーダマスタの一時中止について

令和元年8月29日

・ 「ジクロスター点眼液０．１％ ５ｍＬ」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ

令和元年9月3日

・ 「ミオコール静注５ｍｇ／１０ｍＬ」のオーダ登録名称の変更について

令和元年9月9日

・ 「モービック錠１０ｍｇ」取扱い中止について

令和元年9月9日

・ 「タンナルビン「ホエイ」」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ

令和元年9月9日

・ 「メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ」「メソトレキセート点滴静注液２００
ｍｇ」「注射用メソトレキセート５０ｍｇ」の安定供給再開について

令和元年9月10日

・ 「リーバクト配合経口ゼリー」の院外処方一時取扱い中止について

令和元年9月10日

・ 「ビクシリン注射用１ｇ」のオーダマスタの一時中止について

令和元年9月11日

・ 「ラニラピッド錠０．１ｍｇ」一時取扱い中止について

令和元年9月13日

・ 医薬品等安全性情報Ｎｏ．３６６

令和元年9月19日

・ アネメトロ点滴静注液５００ｍｇのオーダマスタの再開延期について

令和元年9月20日

・ 「ラニチジン錠１５０ｍｇ」「ラニチジン注射液５０ｍｇ」の出荷停止について

令和元年9月20日

・ 「ハロステン錠２ｍｇ」(院外専用)オーダマスタ登録名称変更のお知らせ

令和元年9月25日

・ 「セフォチアム塩酸塩静注用１ｇ」の一時中止について

令和元年9月26日

・ 「ザンタック錠７５ｍｇ」「ザンタック錠１５０ｍｇ」の院外処方一時取扱い中止に
ついて

令和元年9月26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

オテズラ錠３０ｍｇ

アプレミラスト

テセントリク点滴静注１２００ｍｇ

アテゾリズマブ（遺伝子組換え）

マヴィレット配合錠

グレカプレビル水和物／ピブレンタスビル

献血ベニロン－Ｉ静注用５００ｍｇ／５０００ｍｇ

乾燥スルホ化人免疫グロブリン

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・副

アポカイン皮下注（協和キリン）

アポモルヒネ塩酸塩水和物

エホチール注（サノフィ）

エチレフリン塩酸塩（注射剤）

カバサール錠（ファイザー）

カベルゴリン

キサンボンS注射液（キッセイ薬品）

オザグレルナトリウム

ゼルヤンツ錠（ファイザー）

トファシチニブクエン酸塩

注意･副

ニュープロパッチ2.25mg・4.5mg（大塚製薬）

ロチゴチン

注意･副

ニュープロパッチ9mg・13.5mg・18mg（大塚製薬）

ロチゴチン

注意･副

ネオシネジンコーワ注（興和＝興和創薬）

フェニレフリン塩酸塩（注射剤）

パーロデル錠（サンファーマ＝田辺三菱製薬）

ブロモクリプチンメシル酸塩

注意･副

ビ・シフロール錠（日本ベーリンガーインゲルハイム）

プラミペキソール塩酸塩水和物（普通錠、OD錠）

注意･副

ペルマックス錠（協和キリン）

ペルゴリドメシル酸塩

注意･副

ミラペックスLA錠（日本ベーリンガーインゲルハイム）

プラミペキソール塩酸塩水和物（徐放錠）

注意･副

レキップCR錠（グラクソ・スミスクライン）

ロピニロール塩酸塩

注意･副

レキップ錠（グラクソ・スミスクライン）

ロピニロール塩酸塩

注意･副

レラキシン注用（杏林製薬）

スキサメトニウム塩化物水和物

アジレクト錠（武田薬品）

ラサギリンメシル酸塩

その他

イムブルビカカプセル（ヤンセンファーマ）

イブルチニブ

その他

エカード配合錠LD・HD（武田テバ薬品）

カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド

その他

カバサール錠（ファイザー）

カベルゴリン

その他

キサンボンS注射液（キッセイ薬品）

オザグレルナトリウム

その他

キシロカイン注シリンジ（ニプロ＝アスペンジャパン）

リドカイン塩酸塩（ニプロ製品）

その他

キュバールエアゾール（大日本住友製薬）

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル（口腔用吸入剤）

その他

サーティカン錠（ノバルティスファーマ）

エベロリムス（0.25mg・0.5mg・0.75mg）

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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禁忌
注意･慎重･副
禁忌

禁忌

禁忌

薬品名

成分名

重要度*

スミスリンローション（クラシエ製薬＝クラシエ薬品）

フェノトリン

その他

ダイアート錠（三和化学）

アゾセミド

その他

テルチア配合錠AP・BP「DSEP」（第一三共エスファ）

テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド

その他

パーロデル錠（サンファーマ＝田辺三菱製薬）

ブロモクリプチンメシル酸塩

その他

ビームゲン注（KMバイオロジクス＝MeijiSeikaファルマ）

組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）（ビームゲン）

その他

プレドニゾロン散「タケダ」（武田テバ薬品）

プレドニゾロン（経口剤）

その他

プレドニゾロン錠（旭化成ファーマ）

プレドニゾロン（経口剤）

その他

プレドニゾロン錠「NP」（ニプロ）

プレドニゾロン（経口剤）

その他

プレドニン錠（塩野義製薬）

プレドニゾロン（経口剤）

その他

ベシケアOD錠（アステラス製薬）

コハク酸ソリフェナシン

その他

ベシケア錠（アステラス製薬）

コハク酸ソリフェナシン

その他

ペルマックス錠（協和キリン）

ペルゴリドメシル酸塩

その他

テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド

その他

テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド

その他

リメタゾン静注（田辺三菱製薬）

デキサメタゾンパルミチン酸エステル

その他

レキソタン錠（中外製薬＝エーザイ）

ブロマゼパム（経口剤）

その他

レラキシン注用（杏林製薬）

スキサメトニウム塩化物水和物

その他

治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アカマツ花粉・ホ
ウレン草花粉・ブタクサ花粉（鳥居薬品）
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アスペルギルス・
アルテルナリア・カンジダ・クラドスポリウム・ペニシリウム
（鳥居薬品）
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉・キヌ・綿
（鳥居薬品）
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト
（鳥居薬品）

治療用皮下エキス
（アカマツ花粉、ホウレン草花粉・ブタクサ花粉）

その他

治療用皮下エキス（真菌類）

その他

治療用皮下エキス（ソバ粉、キヌ、綿）

その他

治療用皮下エキス（ハウスダスト）

その他

治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」（鳥居薬品）

コナヒョウヒダニエキス及びヤケヒョウヒダニエキス（治療用）

その他

治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉
（鳥居薬品）

標準化スギ花粉エキス原液（注射剤）

その他

ミカトリオ配合錠
（日本ベーリンガーインゲルハイム＝アステラス製薬）
ミコンビ配合錠AP・BP
（日本ベーリンガーインゲルハイム＝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
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