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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

カペシタビン錠３００ｍｇ「ヤクルト」

カペシタビン

スマトリプタン錠５０ｍｇ「アスペン」
カレトラ配合錠

薬 効 等

開 始 日

抗悪性腫瘍剤

令和2年3月12日(木)

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

令和2年3月14日(土)

ロピナビル／リトナビル

抗ウイルス化学療法剤

令和2年3月26日(木)
カレトラ配合内用液

ロピナビル／リトナビル

抗ウイルス化学療法剤

コララン錠２．５ｍｇ

イバブラジン塩酸塩

ＨＣＮチャネル遮断薬

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒
（３ｇ／包）
テリボン皮下注２８．２μｇ
オートインジェクター
プロハンス静注シリンジ１７ｍＬ
ポプスカイン０．２５％注
２５ｍｇ／１０ｍＬ
マグネスコープ静注３８％シリンジ
１０ｍＬ

漢方製剤
テリパラチド酢酸塩

骨粗鬆症治療剤

ガドテリドール

環状型非イオン性ＭＲＩ用造影剤

レボブピバカイン塩酸塩
ガドテル酸メグルミン

長時間作用性局所麻酔剤
環状型ＭＲＩ用造影剤

ミネブロ錠１．２５ｍｇ

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

アプレピタントカプセル
８０ｍｇ／１２５ｍｇ「ＮＫ」

アプレピタント

選択的ＮＫ１受容体拮抗型制吐剤

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ
「トーワ」
エタネルセプトＢＳ皮下注
２５ｍｇペン０．５ｍＬ「ＭＡ」
カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ
「トーワ」
サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ

令和2年4月1日(水)

アモキシシリン水和物

合成ペニシリン製剤

エタネルセプト（遺伝子組換え）
［エタネルセプト後続１］

完全ヒト型可溶性ＴＮＦα／
ＬＴαレセプター製剤

カモスタットメシル酸塩

経口蛋白分解酵素阻害剤

未定

Ｖ２－受容体拮抗剤

トルバプタン

院内採用薬の適正化による採用の開始
薬 品 名

アロンアルファＡ「三共」

一 般 名

薬 効 等

エチル２－シアノアクリレート

軟組織接合用接着剤

開 始 日

令和2年3月26日(木)
イソビスト注３００
アジレクト錠０．５ｍｇ
アドエア５００ディスカス２８吸入用
アナフラニール錠２５ｍｇ

イオトロラン

非イオン性子宮卵管・関節造影剤

ラサギリンメシル酸塩

パーキンソン病治療剤
（選択的ＭＡＯ－Ｂ阻害剤）

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

喘息治療配合剤

クロミプラミン塩酸塩

うつ病・うつ状態治療剤／遺尿症治療剤／
情動脱力発作治療剤

令和2年4月1日(水)
アルギＵ配合顆粒
イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ
インライタ錠１ｍｇ

Ｌ‐アルギニン塩酸塩／
Ｌ‐アルギニン

尿素サイクル異常症薬

イソソルビド

経口浸透圧利尿・メニエール病改善剤

アキシチニブ

抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤
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薬 品 名

一 般 名

薬 効 等

エストラーナテープ０．７２ｍｇ

エストラジオール

経皮吸収型 エストラジオール製剤

エビリファイ錠１ｍｇ

アリピプラゾール

抗精神病薬

エフピーＯＤ錠２．５ｍｇ

セレギリン塩酸塩

パーキンソン病治療剤
（選択的ＭＡＯ−Ｂ阻害剤）

オキノーム散２０ｍｇ

オキシコドン塩酸塩水和物

癌疼痛治療用散剤

オルケディア錠１ｍｇ

エボカルセト

カルシウム受容体作動薬

ケタスカプセル１０ｍｇ

イブジラスト

ホスホジエステラーゼ阻害剤／
脳血管障害・気管支喘息改善剤

コムタン錠１００ｍｇ

エンタカポン

末梢COMT阻害剤

ザイティガ錠２５０ｍｇ

アビラテロン酢酸エステル

前立腺癌治療剤（ＣＹＰ１７阻害剤）

シクレスト舌下錠５ｍｇ

アセナピンマレイン酸塩

抗精神病剤

デフェラシロクス

鉄キレート剤

スタレボ配合錠Ｌ１００

レボドパ／カルビドパ水和物／
エンタカポン

抗パーキンソン剤

ゼフィックス錠１００ｍｇ

ラミブジン

抗ウイルス化学療法剤

タウリン散９８％「大正」

タウリン

肝・循環機能改善剤／
ＭＥＬＡＳ脳卒中様発作抑制剤

タフルプロスト／
チモロールマレイン酸塩

緑内障・高眼圧症治療剤

ジャドニュ顆粒剤分包３６０ｍｇ

タプコム配合点眼液

開 始 日

令和2年4月1日(水)
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒

漢方製剤

トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ

ゾニサミド

パーキンソン病治療薬／レビー小体型認知
症に伴うパーキンソニズム治療薬
（レボドパ賦活剤）

ニュープロパッチ４．５ｍｇ

ロチゴチン

ドパミン作動性パーキンソン病治療剤／
レストレスレッグス症候群治療剤

レジパスビル／アセトン付加物／
ソホスブビル

抗ウイルス剤

ブロモクリプチンメシル酸塩

持続性ドパミン作動薬

オロパタジン塩酸塩

抗アレルギー点眼剤

ビビアント錠２０ｍｇ

バゼドキシフェン酢酸塩

骨粗鬆症治療剤

ビプレッソ徐放錠５０ｍｇ

クエチアピンフマル酸塩

双極性障害のうつ症状治療薬

ヒドロキシクロロキン硫酸塩

免疫調整剤

フルルビプロフェン

鎮痛・抗炎症剤

グレカプレビル水和物／
ピブレンタスビル

抗ウイルス化学療法剤

エストラジオール／
酢酸ノルエチステロン

経皮吸収型 卵胞・黄体ホルモン製剤

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

喘息・ＣＯＰＤ治療配合剤

ロルラチニブ

抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤

ハーボニー配合錠
パーロデル錠２．５ｍｇ
パタノール点眼液０．１％

プラケニル錠２００ｍｇ
フロベン顆粒８％
マヴィレット配合錠
メノエイドコンビパッチ
レルベア１００エリプタ１４吸入用
ローブレナ錠１００ｍｇ

3

薬 品 名

一 般 名

薬 効 等

プロカルバジン塩酸塩

抗悪性腫瘍剤

ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ

オマリズマブ（遺伝子組換え）

気管支喘息治療剤／季節性アレルギー性鼻
炎治療剤／慢性蕁麻疹治療剤
（ヒト化抗ヒトIgEモノクローナル抗体製剤）

エビリファイ持続性水懸筋注用
４００ｍｇシリンジ

アリピプラゾール水和物

持続性抗精神病薬

ドキソルビシン塩酸塩

抗悪性腫瘍剤

イキセキズマブ
（遺伝子組換え）

ヒト化抗ヒトＩＬ－１７Ａモノクローナル抗体製剤

トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ

グセルクマブ（遺伝子組換え）

ヒト型抗ヒトＩＬ－２３ｐ１９モノクローナル
抗体製剤

ヌーカラ皮下注用１００ｍｇ

メポリズマブ（遺伝子組換え）

ヒト化抗ＩＬ－５モノクローナル抗体

アザシチジン

骨髄異形成症候群治療剤

沈降１３価肺炎球菌結合型ワクチン

細菌ワクチン類

塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ
「中外」

ドキシル注２０ｍｇ／１０ｍＬ
トルツ皮下注８０ｍｇ
オートインジェクター

ビダーザ注射用１００ｍｇ
プレベナー１３水性懸濁注

（注）

(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)

ボトックス注用５０単位
ロミプレート皮下注２５０μｇ調整用

A型ボツリヌス毒素

A型ボツリヌス毒素製剤

ロミプロスチム（遺伝子組換え）

造血刺激因子製剤／
トロンボポエチン受容体作動薬

開 始 日

令和2年4月1日(水)

令和2年4月2日(木)

（注）

プレベナー１３水性懸濁注は保険給付外（自費）となります。

後発品の切り替えに伴う採用の開始
薬 品 名

ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ
「ファイザー」
ブデソニド吸入液０．２５ｍｇ
「武田テバ」
ボリコナゾール錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」

一 般 名

薬 効 等

ガンシクロビル

抗サイトメガロウイルス化学療法剤

ブデソニド

吸入ステロイド喘息治療剤

ボリコナゾール

深在性真菌症治療剤

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

備

考

中 止 日

ビムパット点滴静注２００ｍｇ／２０ｍＬの採用に伴う
中止

令和2年2月29日(土)

※ ゼローダ錠３００ｍｇ

カペシタビン錠３００ｍｇ「ヤクルト」の採用に伴う中
止

令和2年3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

令和2年3月12日(木)

※ 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

令和2年3月13日(金)

フェノバール注射液１００ｍｇ／１ｍＬ

※

ケンエーアクリノール液０．１ ６０ｍＬ

薬事委員会の決定による中止

ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェク
ター

薬事委員会の決定による中止

令和2年3月19日(木)
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薬 品 名

備

考

オムニスキャン静注３２％シリンジ１５ｍＬ

マグネスコープ静注３８％シリンジ１０ｍＬの採用に
伴う中止

オムニスキャン静注３２％シリンジ２０ｍＬ

プロハンス静注シリンジ１７ｍＬの採用に伴う中止

テリボン皮下注用５６．５μｇ

テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクターの
採用に伴う中止

※ ラニラピッド錠０．１ｍｇ

コララン錠２．５ｍｇの採用に伴う中止

※ ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ

ミネブロ錠１．２５ｍｇの採用に伴う中止

※ アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「ＮＰ」

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」の採用に
伴う中止

※ イメンドカプセル８０ｍｇ／１２５ｍｇ

アプレピタントカプセル８０ｍｇ／１２５ｍｇ「ＮＫ」の
採用に伴う中止

エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇシリンジ
※
０．５ｍＬ「ＭＡ」

エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ「Ｍ
Ａ」の採用に伴う中止

※ カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「フソー」

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」の採用
に伴う中止

※ サムスカ錠７．５ｍｇ

サムスカＯＤ錠７．５ｍｇの採用に伴う中止

中 止 日

令和2年3月31日(火)

未定

※印の薬品については、院外処方が可能です。
院内採用薬の適正化による中止
薬 品 名

備

考

中 止 日

※ アピドラ注カート（３００単位／３ｍＬ）
カルボカイン１％ １００ｍＬ
ザイヤフレックス注射用
※

シダトレンスギ花粉舌下液
２００ＪＡＵ／ｍＬボトル

※ スチバーガ錠４０ｍｇ
薬事委員会の決定による中止

未定

※ テノゼット錠３００ｍｇ
※

ヒューマログミックス２５注ミリオペン
（３００単位／３ｍＬ）

※ ヒューマログ注カート（３００単位／３ｍＬ）
ブレオ注射用５ｍｇ
※ リキスミア皮下注３００μｇ／３ｍＬ
※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

デノシン点滴静注用５００ｍｇ

備

考

中 止 日

ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ファイザー」の
採用に伴う中止

※ パルミコート吸入液０．２５ｍｇ

ブデソニド吸入液０．２５ｍｇ「武田テバ」の採用に
伴う中止

※ ブイフェンド錠２００ｍｇ

ボリコナゾール錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」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。
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未定

2-2 販売中止による取扱い中止
薬 品 名

備

ノイアップ注２５μｇ

考

中 止 日

販売中止のため

令和2年3月26日(木)

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

エクセラーゼ配合錠

エベレンゾ錠
２０ｍｇ／５０ｍｇ／１００ｍｇ

規 格

一 般 名

薬 効 等

1T:
ｻﾅｸﾀｰｾﾞM 50mg／ﾒｲｾﾗｰｾﾞ 50mg／
ﾌﾟﾛｸﾀｰｾﾞ 100mg／ｵﾘﾊﾟｰｾﾞ2S 20mg／
膵臓性消化酵素TA 100mg

ｻﾅｸﾀｰｾﾞM／ﾒｲｾﾗｰｾﾞ／
ﾌﾟﾛｸﾀｰｾﾞ／ｵﾘﾊﾟｰｾﾞ2S／
膵臓性消化酵素TA

消化酵素製剤

1T:20mg／50mg／100mg

ﾛｷｻﾃﾞｭｽﾀｯﾄ

HIF-PH阻害薬／
腎性貧血治療薬

1T:20mg

ﾄﾎｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ水和物

選択的SGLT2阻害剤／
2型糖尿病治療剤

1包(0.5g):400mg

ｿﾌﾞｿﾞｷｻﾝ

抗悪性腫瘍剤

デベルザ錠２０ｍｇ
ペラゾリン細粒（４００ｍｇ／包）

２） 登録削除院外処方専用医薬品
薬 品 名

備

考

中 止 日

アディノベイト静注用
５００／１０００／２０００
アドフィードパップ８０ｍｇ（７枚／袋）
アビリット錠１００ｍｇ
イクスタンジカプセル４０ｍｇ
インテバンＳＰカプセル２５ｍｇ
インプロメン細粒１％
インプロメン錠３ｍｇ
エクジェイド懸濁用錠１２５ｍｇ／５００ｍｇ
販売中止のため
ゲンチアナ末
コージネイトＦＳバイオセット注５００単位
コカール錠２００ｍｇ
ジフラール軟膏０．０５％ ５ｇ
バイミカード錠５ｍｇ
ビオラクチス散（１ｇ／包）
ラシックス細粒４％
亜鉛華デンプン「マルイシ」
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令和2年3月31日(火)

薬 品 名

備

考

中 止 日

０．１％ヘキザック水Ｗ５００ｍＬ
５－ＦＵ錠１００協和 １００ｍｇ
５－ＦＵ軟膏５％協和 ５ｇ
ＢＤプラスチパック２９Ｇ １袋７本
ＢＤロードーズ２９Ｇ １袋７本
ＣＡＰＤシステムＡＰＤキット
ＣＡＰＤディスコネクトＹセット
ＣＡＰＤバッグフリー交換セット
ｉセットＺＥＲＯ
ＣＡＰＤミニキャップキット
ＵＶバッグ交換キット
アズマネックスツイストヘラー１００μｇ
６０吸入
アズマネックスツイストヘラー２００μｇ
６０吸入
アデスタン腟錠３００ｍｇ
アドナ散１０％
院外専用マスタ見直しのため
アドベイト静注用２０００
アブストラル舌下錠４００μｇ
アボビスカプセル５０ｍｇ
アムノレイク錠２ｍｇ
アルケラン錠２ｍｇ
アルタット細粒２０％（３７．５ｍｇ／包）
アレギサール錠１０ｍｇ
イソバイドシロップ７０％
イルトラ配合錠ＬＤ
エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＫ」
エクストラニール腹膜透析液
ツインバッグ２０００ｍＬ
エフィエント錠２０ｍｇ
エンペシド外用液１％ １０ｍＬ
オーキシス９μｇタービュヘイラー６０吸入
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令和2年3月31日(火)

薬 品 名

備

考

中 止 日

オキシコドン徐放錠４０ｍｇ「第一三共」
オキナゾール外用液１％ １０ｍＬ
オクソラレン軟膏０．３％ １０ｇ
オステン錠２００ｍｇ
オラペネム小児用細粒１０％
カーバグル分散錠２００ｍｇ
カフェイン水和物原末「マルイシ」
カルフェニール錠８０ｍｇ
かんたむチューブセット
キックリン顆粒８６．２％
ケトチフェンシロップ０．０２％「日医工」
（２ｍＬ／包）
コペガス錠２００ｍｇ
コンベッククリーム５％ １０ｇ
ザーコリカプセル２００ｍｇ
院外専用マスタ見直しのため
ザロンチンシロップ５％
サンドスタチン皮下注用１００μｇ／１ｍＬ
サンドスタチン皮下注用５０μｇ／１ｍＬ
シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「トーワ」
スプレキュア点鼻液０．１５％ １０ｍＬ
スミフェロン注ＤＳ ３００万ＩＵ
スミフェロン注ＤＳ ６００万ＩＵ
ゼストリル錠１０ｍｇ
セフスパンカプセル１００ｍｇ
ゾビラックス錠４００ｍｇ
ゾフルーザ錠１０ｍｇ
ゾリンザカプセル１００ｍｇ
ソロン細粒２０％
ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４
１．５腹膜透析液 シングルバッグ１Ｌ
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薬 品 名

7

備

考

中 止 日

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４
１．５腹膜透析液 ツインバッグ１．５Ｌ
ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４
１．５腹膜透析液 ツインバッグ２Ｌ
ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４
２．５腹膜透析液 シングルバッグ１Ｌ
ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４
２．５腹膜透析液 シングルバッグ２Ｌ
ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４
２．５腹膜透析液 ツインバッグ１．５Ｌ
ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４
２．５腹膜透析液 ツインバッグ２Ｌ
ダイアニール ＰＤ－４ ４．２５腹膜透析液
２Ｌ
ダイアニール ＰＤ－４ ４．２５腹膜透析液
ツインバッグ２Ｌ
ダイアニール ＰＤ－４ ４．２５腹膜透析液
ＵＶフラッシュツインバッグ１Ｌ
ダイアニール ＰＤ－４ ４．２５腹膜透析液
ＵＶフラッシュツインバッグ２Ｌ
ダクルインザ錠６０ｍｇ
タリビッド錠１００ｍｇ
ダルメートカプセル１５ｍｇ
チガソンカプセル２５ｍｇ
ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０
（２０ｍｇ／１包０．２ｇ）

院外専用マスタ見直しのため

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５
（２５ｍｇ／１包０．２５ｇ）
デトルシトールカプセル２ｍｇ
デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ
デュロテップＭＴパッチ１２．６ｍｇ
テルチア配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」
テルチア配合錠ＢＰ「ＤＳＥＰ」
ナルフラフィン塩酸塩ＯＤフィルム２．５μｇ
「ニプロ」
ニポラジン小児用細粒０．６％
ネオーラル内用液１０％ ５０ｍＬ
ハイアラージン軟膏２％ １０ｇ
バイエッタ皮下注５μｇペン３００
バキソカプセル２０ｍｇ
パシーフカプセル３０ｍｇ
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薬 品 名

備

考

中 止 日

バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」
パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ
ピートルチュアブル錠５００ｍｇ
ビスダーム軟膏０．１％ ５ｇ
ヒューマリン３／７注カート
（３００単位／３ｍＬ）
ヒューマリン３／７注ミリオペン
（３００単位／３ｍＬ）
ヒューマリンＮ注カート
（３００単位／３ｍＬ）
ヒューマリンＮ注ミリオペン
（３００単位／３ｍＬ）
ヒューマリンＲ注カート
（３００単位／３ｍＬ）
ヒューマログミックス２５注カート
（３００単位／３ｍＬ）
ヒューマログミックス５０注カート
（３００単位／３ｍＬ）
フェルデン軟膏０．５％ ５０ｇ
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ
「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍｇ
「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ４ｍｇ
「第一三共」

院外専用マスタ見直しのため

フェンタニルクエン酸塩１日用テープ６ｍｇ
「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩１日用テープ８ｍｇ
「第一三共」
フォサマック錠５ｍｇ
ブリカニール錠２ｍｇ
フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「タカタ」
フルツロンカプセル２００ｍｇ
フルティフォーム５０エアゾール
５６吸入用
ブロバリン原末
ブロメライン軟膏５万単位／ｇ ２０ｇ
ベサノイドカプセル１０ｍｇ
ベシカム軟膏５％ １０ｇ
ベネット錠２．５ｍｇ
ベネトリンシロップ０．０４％
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薬 品 名

備

考

中 止 日

ベプシドカプセル２５ｍｇ
ホームＡＰＤシステムゆめセット
（５バッグ用セット）
ホームＡＰＤシステムゆめセット
（システムⅡ５バッグ用セット）
ホームＡＰＤシステムゆめセット
（排液採取用セット）
ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」
ポンタールシロップ ３．２５％
ミニプレス錠１ｍｇ
メニレット７０％ゼリー２０ｇ
メンタックスクリーム１％ １０ｇ
メンタックススプレー１％ １０ｍＬ
ヤクバンテープ２０ｍｇ（７枚／袋）
ラベキュアパック４００
ラベファインパック
院外専用マスタ見直しのため
ランデル錠２０ｍｇ
リンデロン坐剤０．５ｍｇ
リンデロン坐剤１ｍｇ
レトロゾール錠２．５ｍｇ「ヤクルト」
レボフロキサシン点眼液１．５％「科研」
５ｍＬ
ロイコボリン錠２５ｍｇ
ワコビタール坐剤１００ｍｇ
ワンデュロパッチ０．８４ｍｇ
ワンデュロパッチ１．７ｍｇ
ワンデュロパッチ３．４ｍｇ
ワンデュロパッチ５ｍｇ
ワンデュロパッチ６．７ｍｇ
親水クリーム「ホエイ」
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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
・ 「フェノバール注射液１００ｍｇ／１ｍＬ」取扱い中止について

令和2年2月28日

・ 疑義照会の詳細（令和２年１月分）

令和2年3月2日

・ 「オフロキシン眼軟膏０．３％ ３．５ｇ(タリビッド)」オーダマスタ登録名称変更
のお知らせ

令和2年3月6日

・ 「ケンエーアクリノール液０．１

令和2年3月10日

６０ｍＬ」取扱い中止について

・ 「カペシタビン錠３００ｍｇ」取扱い開始及び「ゼローダ錠３００ｍｇ」の取扱い中
止について

令和2年3月11日

・ 「オイグルコン錠２．５ｍｇ」取扱い中止について

令和2年3月12日

・ 「スマトリプタン錠５０ｍｇ」取扱い開始及び「イミグラン錠５０ｍｇ」の取り扱い
中止について

令和2年3月13日

・ 「ハーセプチン注射用６０ｍｇ」の自主回収について

令和2年3月16日

・ 「ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェクター」取扱い中止について

令和2年3月19日

・ 「１％プロポフォール注「マルイシ」２０ｍＬ」のオーダ登録名称変更について

令和2年3月23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

アレセンサカプセル１５０ｍｇ

アレクチニブ塩酸塩

オプジーボ点滴静注２０ｍｇ／１００ｍｇ／２４０ｍｇ

ニボルマブ（遺伝子組換え）

オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ

アバタセプト（遺伝子組換え）

オレンシア皮下注１２５ｍｇシリンジ１ｍＬ／
オートインジェクター1mL

アバタセプト（遺伝子組換え）

ネオーラル内用液１０％

シクロスポリン

リツキサン点滴静注１００ｍｇ／５００ｍｇ

リツキシマブ（遺伝子組換え）

レブラミドカプセル５ｍｇ

レナリドミド水和物
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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*

アラグリオ顆粒剤分包（SBIファーマ＝中外製薬）

アミノレブリン酸塩酸塩

副

アラベル内用剤（ノーベルファーマ）

アミノレブリン酸塩酸塩

副

エプクルーサ配合錠（ギリアド・サイエンシズ）

ソホスブビル・ベルパタスビル

注意

エレルサ錠（MSD）

エルバスビル

注意

グラジナ錠（MSD）

グラゾプレビル水和物

注意

ザイロリック錠（グラクソ・スミスクライン）

アロプリノール

副

サロベール錠（大日本住友製薬）

アロプリノール

副

ソバルディ錠（ギリアド・サイエンシズ）

ソホスブビル

注意

ダクルインザ錠（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

ダクラタスビル塩酸塩

注意

ニュープロパッチ2.25mg・4.5mg（大塚製薬）

ロチゴチン

副

ニュープロパッチ9mg・13.5mg・18mg（大塚製薬）

ロチゴチン

副

ネイリンカプセル（佐藤製薬＝エーザイ）

ホスラブコナゾールL-リシンエタノール付加物

副

ハーボニー配合錠（ギリアド・サイエンシズ）

レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル

注意

マヴィレット配合錠（アッヴィ）

グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル

注意

MSコンチン錠（シオノギファーマ＝塩野義製薬）

モルヒネ硫酸塩水和物（1日2回投与製剤）

その他

アトモキセチン錠「ニプロ」（ニプロ）

アトモキセチン塩酸塩

その他

アトモキセチン内用液「ニプロ」（ニプロ）

アトモキセチン塩酸塩

その他

アラグリオ顆粒剤分包（SBIファーマ＝中外製薬）

アミノレブリン酸塩酸塩

その他

アラベル内用剤（ノーベルファーマ）

アミノレブリン酸塩酸塩

その他

アンペック坐剤（大日本住友製薬）

モルヒネ塩酸塩水和物(錠剤､液剤､注射剤200mg、坐剤）
（大日本住友製薬製品）

その他

イグザレルト細粒分包（バイエル薬品）

リバーロキサバン

その他

イグザレルト錠（バイエル薬品）

リバーロキサバン

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

エプクルーサ配合錠（ギリアド・サイエンシズ）

ソホスブビル・ベルパタスビル

その他

オキシコドン徐放カプセル「テルモ」（帝國製薬＝テルモ） オキシコドン塩酸塩水和物
オキシコドン徐放錠「第一三共」
（第一三共プロファーマ＝第一三共）
オキシコドン徐放錠NX「第一三共」
（第一三共プロファーマ＝第一三共）
オキシコドン注射液「第一三共」
（第一三共プロファーマ＝第一三共）

その他

オキシコドン塩酸塩水和物

その他

オキシコドン塩酸塩水和物

その他

オキシコドン塩酸塩水和物

その他

オキシコンチンTR錠（シオノギファーマ＝塩野義製薬）

オキシコドン塩酸塩水和物

その他

オキノーム散（シオノギファーマ＝塩野義製薬）

オキシコドン塩酸塩水和物

その他

オフェブカプセル（日本ベーリンガーインゲルハイム）

ニンテダニブエタンスルホン酸塩

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

オプソ内服液（大日本住友製薬）

モルヒネ塩酸塩水和物(錠剤､液剤､注射剤200mg、坐剤）
（大日本住友製薬製品）

その他
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薬品名

オレンシア点滴静注用
（ブリストル・マイヤーズスクイブ＝小野薬品）
オレンシア皮下注シリンジ・オートインジェクター
（ブリストル・マイヤーズスクイブ＝小野薬品）

成分名

重要度*

アバタセプト（遺伝子組換え）（点滴静注用）

その他

アバタセプト（遺伝子組換え）（皮下注用）

その他

グラジナ錠（MSD）

グラゾプレビル水和物

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

コムクロシャンプー（マルホ）

クロベタゾールプロピオン酸エステル（シャンプー様外用液剤）

その他

ザイティガ錠（ヤンセンファーマ＝日本新薬）

アビラテロン酢酸エステル

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

サンディミュン点滴静注用（ノバルティスファーマ）

シクロスポリン（経口剤､注射剤）

その他

ジエノゲスト錠「モチダ」（持田製薬販売）

ジエノゲスト（1mg）

その他

シグマート錠（中外製薬）

ニコランジル（経口剤）

その他

シクロスポリンカプセル「トーワ」（東和薬品）

シクロスポリン（経口剤､注射剤）

その他

ジプレキサザイディス錠（日本イーライリリー）

オランザピン（経口剤）

その他

ジプレキサ細粒（日本イーライリリー）

オランザピン（経口剤）

その他

ジプレキサ錠（日本イーライリリー）

オランザピン（経口剤）

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

ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル「日医工」（日医工）

ジルチアゼム塩酸塩

その他

ストラテラカプセル（日本イーライリリー）

アトモキセチン塩酸塩

その他

ストラテラ内用液（日本イーライリリー）

アトモキセチン塩酸塩

その他

バルプロ酸ナトリウム

その他

バルプロ酸ナトリウム

その他

ソタコール錠（アスペンジャパン）

ソタロール塩酸塩

その他

タリージェ錠（第一三共）

ミロガバリンベシル酸塩

その他

ディナゲスト錠1mg（持田製薬）

ジエノゲスト（1mg）

その他

テグレトール細粒（サンファーマ＝田辺三菱製薬）

カルバマゼピン

その他

テグレトール錠（サンファーマ＝田辺三菱製薬）

カルバマゼピン

その他

テノゼット錠（グラクソ・スミスクライン）

テノホビルジソプロキシルフマル酸塩
（B型慢性肝疾患の効能を有する製剤）

その他

デパケンR錠（協和キリン）

バルプロ酸ナトリウム

その他

デパケンシロップ（協和キリン）

バルプロ酸ナトリウム

その他

デパケン細粒（協和キリン）

バルプロ酸ナトリウム

その他

デパケン錠（協和キリン）

バルプロ酸ナトリウム

その他

トリンテリックス錠（武田薬品）

ボルチオキセチン臭化水素酸塩

その他

ナトリックス錠（京都＝大日本住友製薬）

インダパミド

その他

ニコランジル錠「日医工」（日医工）

ニコランジル（経口剤）

その他

ネイリンカプセル（佐藤製薬＝エーザイ）

ホスラブコナゾールL-リシンエタノール付加物

その他

ネオーラル内用液・カプセル（ノバルティスファーマ）

シクロスポリン（経口剤､注射剤）

その他

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）

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）
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薬品名

成分名

重要度*

ネオーラル内用液・カプセル（ノバルティスファーマ）

シクロスポリン（ネオーラル）

その他

パシーフカプセル（武田薬品）

モルヒネ塩酸塩水和物（カプセル剤）（武田薬品製品）

その他

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

その他

バレリン錠（大日本住友製薬）

バルプロ酸ナトリウム

その他

フィコンパ錠（エーザイ）

ペランパネル水和物

その他

プラリア皮下注シリンジ（第一三共）

デノスマブ（遺伝子組換え）（60mg）

その他

プレミネント配合錠LD・HD（MSD）

ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド

その他

ブロナンセリン錠「DSPB」
（DSファーマプロモ＝大日本住友製薬）

ブロナンセリン（経口剤）

その他

ペチロルファン注射液（武田薬品）

ペチジン塩酸塩・レバロルファン酒石酸塩

その他

ヘルベッサーRカプセル（田辺三菱製薬）

ジルチアゼム塩酸塩

その他

ヘルベッサー錠（田辺三菱製薬）

ジルチアゼム塩酸塩

その他

ヘルベッサー注射用50（田辺三菱製薬）

ジルチアゼム塩酸塩

その他

マヴィレット配合錠（アッヴィ）

グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル

その他

モルヒネ塩酸塩注射液10mg・50mg「第一三共」
（第一三共プロファーマ＝第一三共）

モルヒネ塩酸塩水和物(錠剤､液剤､注射剤200mg、坐剤）
（大日本住友製薬製品）
モルヒネ塩酸塩水和物（注射剤10mg・50mg）
（第一三共プロファーマ製品）

モルペス細粒（藤本製薬）

モルヒネ硫酸塩水和物（1日2回投与製剤）

その他

ロナセンテープ（大日本住友製薬）

ブロナンセリン（貼付剤）

その他

ロナセン錠・散（大日本住友製薬）

ブロナンセリン（経口剤）

その他

モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」（大日本住友製薬）

*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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その他
その他

