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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

ダルベポエチン アルファ注
１８０μｇシリンジ「ＫＫＦ」

一 般 名

薬 効 等

ダルベポエチン アルファ
（遺伝子組換え）

開 始 日

持続型赤血球造血刺激因子製剤

令和元年12月5日(木)
令和元年12月12日(木)

レトロゾール錠２．５ｍｇ「サンド」

レトロゾール

アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤

Ｋ．Ｃ．Ｌ．エリキシル（１０ｗ／ｖ％）

塩化カリウム

カリウム補給剤（塩化カリウム製剤）

カバサール錠０．２５ｍｇ

カベルゴリン

ドパミン作動薬

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
ビレーズトリエアロスフィア
５６吸入

インスリン デグルデク
（遺伝子組換え）／
リラグルチド（遺伝子組換え）
ブデソニド／グリコピロニウム臭
化物／ホルモテロールフマル
酸塩水和物

ミダフレッサ静注０．１％
１０ｍｇ／１０ｍＬ

ミダゾラム

持効型溶解インスリンアナログ／
ヒトＧＬＰ－１アナログ 配合注射液
COPD治療配合剤
抗けいれん剤

リツキシマブＢＳ点滴静注
１００ｍｇ「ＫＨＫ」

リツキシマブ（遺伝子組換え）
［リツキシマブ後続１］

抗ＣＤ２０モノクローナル抗体

リツキシマブＢＳ点滴静注
５００ｍｇ「ＫＨＫ」

リツキシマブ（遺伝子組換え）
［リツキシマブ後続１］

抗ＣＤ２０モノクローナル抗体

カペシタビン錠３００ｍｇ「ヤクルト」

令和2年1月9日(木)

カペシタビン

抗悪性腫瘍剤

未定
リルゾール錠５０ｍｇ「タナベ」

リルゾール

筋萎縮性側索硬化症用剤

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

シベクトロ点滴静注用２００ｍｇ

薬事委員会の決定による中止

令和元年11月30日(土)

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「ＫＫ
Ｆ」の採用に伴う中止

令和元年12月4日(水)

※ 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

令和元年12月11日(水)

※ オイグルコン錠２．５ｍｇ

ゾルトファイ配合注フレックスタッチの採用に伴う
中止

※ ゼローダ錠３００ｍｇ

カペシタビン錠３００ｍｇ「ＫＨＫ」の採用に伴う中止

※ リルテック錠５０ｍｇ

リルゾール錠５０ｍｇ「タナベ」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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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

一 般 名

薬 効 等

ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ酒石酸塩／
ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩

α2作動薬／β遮断薬配合剤／
緑内障・高眼圧症治療剤

1本(5mL):5mg

ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩

抗アレルギー点眼剤

1T:50mg
(ｻﾌｨﾅﾐﾄﾞとして)

ｻﾌｨﾅﾐﾄﾞﾒｼﾙ酸塩

パーキンソン病治療剤

1本:25mg／50mg

ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ(遺伝子組換え)
[ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ後続2]

完全ヒト型可溶性ＴＮＦα／
ＬＴαレセプター製剤

コララン錠
２．５ｍｇ／５ｍｇ／７．５ｍｇ

1T:2.5mg／5mg／7.5mg
(ｲﾊﾞﾌﾞﾗｼﾞﾝとして)

ｲﾊﾞﾌﾞﾗｼﾞﾝ塩酸塩

ＨＣＮチャネル遮断薬

サムスカＯＤ錠
７．５ｍｇ／１５ｍｇ／３０ｍｇ

1T:
7.5mg／15mg／30mg

ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ

Ｖ2－受容体拮抗剤

テリボン皮下注２８．２μｇ
オートインジェクター

1本:28.2μg
(ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞとして)

ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ酢酸塩

骨粗鬆症治療剤

1T:10mg／20mg
(ﾎﾞﾙﾁｵｷｾﾁﾝとして)

ﾎﾞﾙﾁｵｷｾﾁﾝ臭化水素酸塩

セロトニン再取り込み阻害／
セロトニン受容体調節剤

アイベータ配合点眼液 ５ｍＬ

規 格
1本(5mL):
ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ酒石酸塩5mg／
ﾁﾓﾛｰﾙとして25mg

アレジオンＬＸ点眼液０．１％ ５ｍＬ
エクフィナ錠５０ｍｇ
エタネルセプトＢＳ皮下注
２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ「ＴＹ」／
５０ｍｇペン１．０ｍＬ「ＴＹ」

トリンテリックス錠
１０ｍｇ／２０ｍｇ

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
・ 「シナール配合錠」の自主回収について

令和元年11月26日

・ 医薬品等安全性情報Ｎｏ．３６８

令和元年11月27日

・ ペントシリン注射用１ｇのオーダマスタの再開延期について

令和元年11月29日

・ 「シベクトロ点滴静注用２００ｍｇ」取扱い中止について

令和元年11月29日

・ 年末年始の薬品請求について

令和元年11月29日

・ 疑義照会の詳細（令和元年１０月分）

令和元年11月29日

・ 「ダルベポエチン アルファ注１８０μｇシリンジ」取扱い開始及び「ネスプ注射液
１８０μｇプラシリンジ」取扱い中止について

令和元年12月4日

・ 「コカールドライシロップ４０％」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ

令和元年12月5日

・ 「イソジンゲル１０％ ９０ｇ」自主回収について

令和元年12月6日

・ 「ピバレフリン点眼液０．１％ ５ｍＬ」の院外処方一時取扱い中止について

令和元年12月9日
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・ 「アンフラベート０．０５％クリーム ５ｇ」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ

令和元年12月11日

・ 「レトロゾール錠２．５ｍｇ」取扱い開始及び「フェマーラ錠２．５ｍｇ」取扱い中
止について

令和元年12月11日

・ 「エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤」の自主回収について

令和元年12月18日

・ 「ネオキシテープ７３．５ｍｇ」の仕様変更に伴うオーダ名称･入力単位の変更につ
いて

令和元年12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

アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ

ブレンツキシマブ ベドチン（遺伝子組換え）

オフェブカプセル１００ｍｇ／１５０ｍｇ

ニンテダニブエタンスルホン酸塩

キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ

ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）

ザバクサ配合点滴静注用

タゾバクタムナトリウム・セフトロザン硫酸塩

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注
５ｇ／５０ｍＬ、１０ｇ／１００ｍＬ

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

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*

アーリーダ錠（ヤンセンファーマ＝日本新薬）

アパルタミド

慎重･注意･副

イクスタンジカプセル（アステラス製薬）

エンザルタミド

慎重･注意･副

イクスタンジ錠（アステラス製薬）

エンザルタミド

慎重･注意･副

ウロナーゼ静注用6万単位（持田製薬）

ウロキナーゼ（6万単位）

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

副

テセントリク点滴静注（中外製薬）

アテゾリズマブ（遺伝子組換え）

副

ビラノア錠（大鵬薬品＝MeijiSeikaファルマ）

ビラスチン

副

アーリーダ錠（ヤンセンファーマ＝日本新薬）

アパルタミド

その他

アジレクト錠（武田薬品）

ラサギリンメシル酸塩

その他

アテディオ配合錠（EAファーマ＝持田製薬）

バルサルタン・シルニジピン

その他

アドエアディスカス・エアゾール（グラクソ・スミスクライン）

サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステ
ル

その他

イクスタンジカプセル（アステラス製薬）

エンザルタミド

その他

イクスタンジ錠（アステラス製薬）

エンザルタミド

その他

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

その他

ウロナーゼ静注用6万単位（持田製薬）

ウロキナーゼ（6万単位）

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

薬品名

成分名

重要度*

エックスフォージ配合OD錠（ノバルティスファーマ）

バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩

その他

エックスフォージ配合錠（ノバルティスファーマ）

バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩

その他

コートリル錠（ファイザー）

ヒドロコルチゾン

その他

コディオ配合錠EX（ノバルティスファーマ）

バルサルタン・ヒドロクロロチアジド

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

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）（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）（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）（ファイザー製品）

その他

セレベントディスカス（グラクソ・スミスクライン）

サルメテロールキシナホ酸塩

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）（サンド製品）

その他

ソル・コーテフ注射用100mg（ファイザー）

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

その他

ソル・メドロール静注用40mg・125mg・500mg・1000mg
（ファイザー）

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

その他

チラーヂンS散（あすか製薬＝武田薬品）

レボチロキシンナトリウム水和物

その他

チラーヂンS錠（あすか製薬＝武田薬品）

レボチロキシンナトリウム水和物

その他

ディオバン錠（ノバルティスファーマ）

バルサルタン

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

トライコア錠（マイランEPD＝帝人ファーマ）

フェノフィブラート

その他

トレドミン錠（旭化成ファーマ＝ヤンセンファーマ）

ミルナシプラン塩酸塩

その他

ノベルジン錠（ノーベルファーマ）

酢酸亜鉛水和物

その他

バルサルタン錠「EE」（エルメッド＝日医工）

バルサルタン

その他

ピタバスタチンCa・OD錠「トーワ」（東和薬品）

ピタバスタチンカルシウム水和物（左記ジェネリック製品）

その他

ブリリンタ錠（アストラゼネカ）

チカグレロル

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

プレバイミス錠（MSD）

レテルモビル

その他

プレバイミス点滴静注（MSD）

レテルモビル

その他

プレバイミス点滴静注（MSD）

レテルモビル（注射剤）

その他

プレマリン錠（ファイザー）

結合型エストロゲン

その他

フロセミド細粒「EMEC」（エルメッド＝日医工）

フロセミド

その他

フロセミド錠「NP」（ニプロ）

フロセミド

その他

ボノサップパック（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

その他

デスモプレシン酢酸塩水和物（経口剤60μg・120μg）

その他

ミノサイクリン塩酸塩（経口剤）

その他

ミニリンメルトOD錠60μg・120μg
（フェリング・ファーマ＝協和キリン）
ミノサイクリン塩酸塩カプセル「日医工」
（日医工ファーマ＝日医工）

*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*

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用「サワイ」（沢井製薬）

ミノサイクリン塩酸塩（注射剤）

その他

ミノマイシンカプセル（ファイザー）

ミノサイクリン塩酸塩（経口剤）

その他

ミノマイシン顆粒（ファイザー）

ミノサイクリン塩酸塩（経口剤）

その他

ミルタザピンOD錠「トーワ」（東和薬品）

ミルタザピン

その他

ミルタザピン錠「明治」（大蔵製薬＝MeijiSeikaファルマ）

ミルタザピン

その他

ミルナシプラン塩酸塩錠「NP」（ニプロ）

ミルナシプラン塩酸塩

その他

メドロール錠（ファイザー）

メチルプレドニゾロン

その他

ラシックス細粒（サノフィ＝日医工）

フロセミド

その他

ラシックス錠（サノフィ＝日医工）

フロセミド

その他

ラシックス注100mg（サノフィ＝日医工）

フロセミド

その他

ラシックス注20mg（サノフィ＝日医工）

フロセミド

その他

リピディル錠（あすか製薬＝科研製薬）

フェノフィブラート

その他

リフレックス錠（MeijiSeikaファルマ）

ミルタザピン

その他

リリカカプセル・OD錠（ファイザー＝エーザイ）

プレガバリン

その他

リンデロン注20mg（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0.4%）

その他

リンデロン注2mg・4mg（0.4%）
（シオノギファーマ＝塩野義製薬）

その他

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射剤0.4%）

ルセンティス硝子体内注射用キット（ノバルティスファーマ） ラニビズマブ（遺伝子組換え）（キット）

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

レメロン錠（MSD）

ミルタザピン

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

水溶性プレドニン（シオノギファーマ＝塩野義製薬）

プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

その他

注射用ソル・メルコート40・125・500・1000（富士製薬工業） メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
*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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その他

