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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

開 始 日

ファビピラビル

抗インフルエンザウイルス剤

令和2年4月6日(月)

ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」

ニコランジル

狭心症治療剤

オルベスコ２００μｇインヘラー
５６吸入用

シクレソニド

吸入ステロイド喘息治療剤

消毒用エタノール「マルイシ」 １６Ｌ

エタノール

殺菌消毒剤

ベクルリー点滴静注液
１００ｍｇ／２０ｍＬ

レムデシビル

抗ウイルス剤

ベクルリー点滴静注用１００ｍｇ

レムデシビル

抗ウイルス剤

消毒用エタノール液ＩＰ ５００ｍＬ

エタノール

外用殺菌消毒剤

令和2年5月28日(木)

ブデソニド吸入液０．２５ｍｇ／２ｍＬ
「武田テバ」

ブデソニド

吸入ステロイド喘息治療剤

令和2年6月2日(火)

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

令和2年6月12日(金)

アシクロビル

抗ウイルス化学療法剤

クリンダマイシンリン酸エステル

リンコマイシン系抗生物質製剤

ポサコナゾール

深在性真菌症治療剤

クロルヘキシジングルコン酸塩

速乾性手指消毒剤

アビガン錠２００ｍｇ

令和2年4月9日(木)

令和2年4月24日(金)

令和2年5月13日(水)

エタネルセプトＢＳ皮下注
２５ｍｇペン０．５ｍＬ「ＭＡ」
アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ
「日医工」（販売元：日医工）
クリンダマイシン注射液
６００ｍｇ／４ｍＬ「タイヨー」
ノクサフィル錠１００ｍｇ
ウエルフォーム（１Ｌ）電動用

令和2年7月1日(水)

未定

アビガン錠２００ｍｇ、オルベスコ２００μｇインヘラ５６吸入用は、新型コロナウイルス感染拡大に対する特例措置にて採用。

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

※ 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

令和2年6月1日(月)

※ ホスミシンドライシロップ４０％

院内採用薬の適正化による中止

令和2年6月10日(水)

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

令和2年6月19日(金)

アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ
「日医工」（販売元：日本ケミファ）

アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「日医工」（販売
元：日医工）の採用に伴う中止

令和2年6月30日(火)

ヘキザックハンドゲル０．２%

ウエルフォーム（１Ｌ）電動用の採用に伴う中止

※

未定

※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
薬 品 名

アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭＥＣ」

備

販売中止のため

2

考

中 止 日

令和2年6月3日(水)

2-3 供給停止による取扱い一時中止
薬 品 名

備

考

中 止 日

ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」

自主回収のため

令和2年4月7日(火)

クリンダマイシン注射液
６００ｍｇ／４ｍＬ「トーワ」

一時出荷停止のため

令和2年6月30日(火)

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

1本:5mL

ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ酒石酸塩／
ﾌﾞﾘﾝｿﾞﾗﾐﾄﾞ

α2作動薬／炭酸脱水酵素阻害薬配合剤
緑内障・高眼圧症治療剤

1T:17.7mg
(ｷｻﾞﾙﾁﾆﾌﾞとして)

ｷｻﾞﾙﾁﾆﾌﾞ塩酸塩

抗悪性腫瘍剤／ＦＬＴ３阻害剤

1T:20mg／60mg
(ｶﾎﾞｻﾞﾝﾁﾆﾌﾞとして)

ｶﾎﾞｻﾞﾝﾁﾆﾌﾞﾘﾝｺﾞ酸塩

抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤

ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ(遺伝子組換え)／
ﾘｷｼｾﾅﾁﾄﾞ

持効型溶解インスリンアナログ製剤／
ＧＬＰ－１受容体作動薬

ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ／ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ

合成抗菌剤

1T:300mg

ﾀﾞﾛﾙﾀﾐﾄﾞ

前立腺癌治療剤

1g:10mg

ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ

精神神経安定剤

1T:
0.5mg／1mg／2mg

ﾄﾞﾁﾇﾗﾄﾞ

選択的尿酸再吸収阻害薬／
高尿酸血症治療剤

1T:
20mg／40mg／60mg／80mg

ﾙﾗｼﾄﾞﾝ塩酸塩

抗精神病薬/
双極性障害のうつ症状治療薬

1包:5g／10g

ｼﾞﾙｺﾆｳﾑｼｸﾛｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
水和物

高カリウム血症改善剤

アイラミド配合懸濁性点眼液
ヴァンフリタ錠１７．７ｍｇ
カボメティクス錠２０ｍｇ／６０ｍｇ
ソリクア配合注ソロスター
ダイフェン配合錠

1本:ｲﾝｽﾘﾝ ｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ
(遺伝子組換え)300単位／
ﾘｷｼｾﾅﾁﾄﾞ300μg
1T:
ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ400mg／
ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ80mg

ニュベクオ錠３００ｍｇ
ブロムペリドール細粒１％「サワイ」
ユリス錠
０．５ｍｇ／１ｍｇ／２ｍｇ
ラツーダ錠
２０ｍｇ／４０ｍｇ／６０ｍｇ／８０ｍｇ
ロケルマ懸濁用散分包５ｇ／１０ｇ

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
・ 「ビクロックスシロップ８％」取扱い中止について

令和2年6月1日

・ 「ブデソニド吸入液０．２５ｍｇ／２ｍＬ(ﾊﾟﾙﾐｺｰﾄ)」取扱い開始及び「パルミコー
ト吸入液０．２５ｍｇ／２ｍＬ」の取扱い中止について

令和2年6月1日

・ 「ウエルフォーム８０ｍＬ」の薬品請求マスタ再開について

令和2年6月1日

・ 疑義照会の詳細（令和２年４月分）

令和2年6月1日

・ 「アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭＥＣ」」の取り扱い中止について

令和2年6月3日

・ 持参薬報告コメントの変更および「麻酔科から主治医への依頼書４」のコメントの変
更について

令和2年6月5日
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・ 「ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用」の出荷調整について

令和2年6月9日

・ 「ホスミシンドライシロップ４０％」取扱い中止について

令和2年6月10日

・ 「エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ「ＭＡ」」の取扱い開始につい
て

令和2年6月11日

・ 「リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ」の欠品について

令和2年6月15日

・ 医薬品・医療機器等安全性情報Ｎｏ．３７３

令和2年6月17日

・ 「エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ「ＭＡ」」取扱い中止につ
いて

令和2年6月19日

4 添付文書改訂情報
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

アーリーダ錠６０ｍｇ

アパルタミド

イクスタンジ錠４０ｍｇ／８０ｍｇ

エンザルタミド

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

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ／
８０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ
ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ／
８０ｍｇペン０．８ｍＬ

アダリムマブ（遺伝子組換え）
アダリムマブ（遺伝子組換え）

プレベナー１３水性懸濁注

沈降１３価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)

献血グロベニン－Ｉ静注用２５００ｍｇ／５０００ｍｇ

乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

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

アーリーダ錠（ヤンセンファーマ＝日本新薬）

アパルタミド

アピドラ注カート（サノフィ）

インスリングルリジン（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

注意

アピドラ注ソロスター（サノフィ）

インスリングルリジン（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

注意

アピドラ注バイアル（サノフィ）

インスリングルリジン（遺伝子組換え）（バイアル製剤）

注意

インスリングラルギン（遺伝子組換え）［インスリングラルギン後続1］

注意

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）

注意

トレシーバ注フレックスタッチ（ノボノルディスクファーマ）

インスリンデグルデク（遺伝子組換え）

注意

トレシーバ注ペンフィル（ノボノルディスクファーマ）

インスリンデグルデク（遺伝子組換え）

注意

ノボラピッド30ミックス注フレックスペン
（ノボノルディスクファーマ）
ノボラピッド30ミックス注ペンフィル
（ノボノルディスクファーマ）
ノボラピッド50・70ミックス注フレックスペン
（ノボノルディスクファーマ）

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

注意

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

注意

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

注意

ノボラピッド注バイアル（ノボノルディスクファーマ）

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）（用法及び用量の項に持続皮下イ
ンスリン注入療法（CSII療法）に関連した記載がないバイアル製剤）

注意

ノボラピッド注フレックスタッチ・フレックスペン・
イノレット（ノボノルディスクファーマ）

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

注意

インスリングラルギンBS注カート・ミリオペン「リリー」
（日本イーライリリー）
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
（ノボノルディスクファーマ）

*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

4

薬品名

重要度*

ノボラピッド注ペンフィル（ノボノルディスクファーマ）

成分名
インスリンアスパルト（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

ノボリン30R注フレックスペン（ノボノルディスクファーマ）

インスリンヒト（遺伝子組換え）（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

注意

ノボリンN注フレックスペン（ノボノルディスクファーマ）

インスリンヒト（遺伝子組換え）（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

注意

ノボリンR注フレックスペン（ノボノルディスクファーマ）

インスリンヒト（遺伝子組換え）（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

注意

ヒューマリンR注バイアル（日本イーライリリー）

インスリンヒト（遺伝子組換え）（バイアル製剤）

注意

ヒューマリンR注ミリオペン（日本イーライリリー）

インスリンヒト（遺伝子組換え）（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

注意

ヒューマログミックス25注ミリオペン（日本イーライリリー）

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

注意

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

注意

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

注意

ヒューマログ注バイアル（日本イーライリリー）

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）（バイアル製剤）

注意

フィアスプ注バイアル（ノボノルディスクファーマ）

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）（用法及び用量の項に持続皮下イ
ンスリン注入療法（CSII療法）に関連した記載があるバイアル製剤）

注意

フィアスプ注フレックスタッチ（ノボノルディスクファーマ）

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

注意

フィアスプ注ペンフィル（ノボノルディスクファーマ）

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

注意

フェソロデックス筋注（アストラゼネカ）

フルベストラント

ライゾデグ配合注フレックスタッチ
（ノボノルディスクファーマ）

インスリンデグルデク（遺伝子組換え）・
インスリンアスパルト（遺伝子組換え）

注意

ランタスXR注ソロスター（サノフィ）

インスリングラルギン（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

注意

ランタス注カート（サノフィ）

インスリングラルギン（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

注意

ランタス注ソロスター（サノフィ）

インスリングラルギン（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

注意

レベミル注フレックスペン・イノレット
（ノボノルディスクファーマ）

インスリンデテミル（遺伝子組換え）

注意

レベミル注ペンフィル（ノボノルディスクファーマ）

インスリンデテミル（遺伝子組換え）

注意

アコファイド錠（ゼリア＝アステラス製薬）

アコチアミド塩酸塩水和物

その他

アザルフィジンEN錠（あゆみ製薬）

サラゾスルファピリジン

その他

アトルバスタチン錠「DSEP」（第一三共エスファ）

アトルバスタチンカルシウム水和物

その他

アピドラ注カート（サノフィ）

インスリングルリジン（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

その他

アピドラ注ソロスター（サノフィ）

インスリングルリジン（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）

その他

アピドラ注バイアル（サノフィ）

インスリングルリジン（遺伝子組換え）（バイアル製剤）

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

ベンラファキシン塩酸塩

その他

インスリングラルギン（遺伝子組換え）［インスリングラルギン後続1］

その他

インフリキシマブBS点滴静注用「NK」（日本化薬）

インフリキシマブ（遺伝子組換え）［インフリキシマブ後続1］

その他

エフピーOD錠（エフピー）

セレギリン塩酸塩

その他

カデュエット配合錠（ファイザー）

アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物

その他

グランシリンジ（協和キリン）

フィルグラスチム（遺伝子組換え）

その他

サラゾスルファピリジン錠「タイヨー」（武田テバファーマ）

サラゾスルファピリジン

その他

サラゾスルファピリジン腸溶錠「テバ」（武田テバファーマ） サラゾスルファピリジン

その他

ヒューマログミックス50注ミリオペン
（日本イーライリリー）
ヒューマログ注カート・ミリオペン・ミリオペンHD
（日本イーライリリー）

イフェクサーSRカプセル
（ファイザー＝大日本住友製薬）
インスリングラルギンBS注カート・ミリオペン「リリー」
（日本イーライリリー）

*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

5

注意

副

薬品名

成分名

重要度*

サラゾピリン坐剤（ファイザー）

サラゾスルファピリジン

その他

サラゾピリン錠（ファイザー）

サラゾスルファピリジン

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

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

ジスロマックSR成人用ドライシロップ（ファイザー）

アジスロマイシン水和物（経口剤、注射剤）

その他

ジスロマック細粒小児用（ファイザー）

アジスロマイシン水和物（経口剤、注射剤）

その他

ジスロマック錠250mg（ファイザー）

アジスロマイシン水和物（経口剤、注射剤）

その他

ジスロマック錠600mg（ファイザー）

アジスロマイシン水和物（経口剤、注射剤）

その他

ジスロマック点滴静注用（ファイザー）

アジスロマイシン水和物（経口剤、注射剤）

その他

ウステキヌマブ（遺伝子組換え）（点滴静注用）

その他

ウステキヌマブ（遺伝子組換え）（皮下注用）

その他

セルトラリンOD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

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

ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
（ノボノルディスクファーマ）

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）

その他

タイガシル点滴静注用（ファイザー）

チゲサイクリン

その他

タシグナカプセル（ノバルティスファーマ）

ニロチニブ塩酸塩水和物

その他

ツロブテロールテープ「HMT」（久光製薬）

ツロブテロール

その他

ツロブテロールテープ「QQ」
（救急薬品＝武田テバファーマ）

ツロブテロール

その他

ツロブテロールテープ「久光」（久光製薬）

ツロブテロール

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

トレシーバ注フレックスタッチ（ノボノルディスクファーマ）

インスリンデグルデク（遺伝子組換え）（プレフィルド製剤）

その他

トレシーバ注ペンフィル（ノボノルディスクファーマ）

インスリンデグルデク（遺伝子組換え）（カートリッジ製剤）

その他

ノイトロジン注（中外製薬）

レノグラスチム（遺伝子組換え）

その他

ノボラピッド30ミックス注フレックスペン
（ノボノルディスクファーマ）
ノボラピッド30ミックス注ペンフィル
（ノボノルディスクファーマ）
ノボラピッド50・70ミックス注フレックスペン
（ノボノルディスクファーマ）

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）
(カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)(ノボラピッド30、ノボラピッド50・70)

その他

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）
(カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)(ノボラピッド30、ノボラピッド50・70)

その他

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）
(カートリッジ製剤、プレフィルド製剤)(ノボラピッド30、ノボラピッド50・70)

その他

ノボラピッド注バイアル（ノボノルディスクファーマ）

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）（用法及び用量の項に持続皮下イ
ンスリン注入療法（CSII療法）に関連した記載がないバイアル製剤）

その他

ノボラピッド注フレックスタッチ・フレックスペン・
イノレット（ノボノルディスクファーマ）

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）（プレフィルド製剤）（ノボラピッド）

その他

ノボラピッド注ペンフィル（ノボノルディスクファーマ）

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）（カートリッジ製剤）（ノボラピッド）

その他

ノボリン30R注フレックスペン（ノボノルディスクファーマ）

インスリンヒト（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）（イノレット、ノボリン）

その他

ノボリンN注フレックスペン（ノボノルディスクファーマ）

インスリンヒト（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）（イノレット、ノボリン）

その他

ノボリンR注フレックスペン（ノボノルディスクファーマ）

インスリンヒト（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）（イノレット、ノボリン）

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）
ステラーラ皮下注シリンジ
（ヤンセンファーマ＝田辺三菱製薬）

*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*

ヒューマリンR注バイアル（日本イーライリリー）

インスリンヒト（遺伝子組換え）（バイアル製剤）（ヒューマリン）

その他

ヒューマリンR注ミリオペン（日本イーライリリー）

インスリンヒト（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）（ヒューマリン）

その他

ヒューマログミックス25注ミリオペン（日本イーライリリー）

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）（ヒューマログ25・50）

その他

ヒューマログミックス50注ミリオペン（日本イーライリリー）

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）（ヒューマログ25・50）

その他

ヒューマログ注カート・ミリオペン・ミリオペンHD
（日本イーライリリー）

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）（ヒューマログ）

その他

ヒューマログ注バイアル（日本イーライリリー）

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）（バイアル製剤）（ヒューマログ）

その他

ファムビル錠（旭化成ファーマ＝マルホ）

ファムシクロビル
（単純疱疹に対する1回1000mg 2回投与の用法・用量を有する製剤）

その他

フィアスプ注バイアル（ノボノルディスクファーマ）

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）（用法及び用量の項に持続皮下イ
ンスリン注入療法（CSII療法）に関連した記載があるバイアル製剤）

その他

フィアスプ注フレックスタッチ
（ノボノルディスクファーマ）

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）（フィアスプ）

その他

フィアスプ注ペンフィル（ノボノルディスクファーマ）

インスリンアスパルト（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤）（フィアスプ）

その他

フィルグラスチムBS注シリンジ「NK」（日本化薬）

フィルグラスチム（遺伝子組換え）［フィルグラスチム後続2］

その他

プラザキサカプセル（日本ベーリンガーインゲルハイム）

ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

その他

ホクナリンテープ（マイランEPD）

ツロブテロール

その他

ボノテオ錠50mg（アステラス製薬）

ミノドロン酸水和物

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）

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

ミコンビ配合錠AP・BP
（日本ベーリンガーインゲルハイム）

テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド

その他

ミノドロン酸錠50mg「三笠」（三笠製薬）

ミノドロン酸水和物

その他

ライゾデグ配合注フレックスタッチ
（ノボノルディスクファーマ）

インスリンデグルデク（遺伝子組換え）・
インスリンアスパルト（遺伝子組換え）

その他

ランタスXR注ソロスター（サノフィ）

インスリングラルギン（遺伝子組換え）（プレフィルド製剤450単位）

その他

ランタス注カート（サノフィ）

インスリングラルギン（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤300単位）

その他

ランタス注ソロスター（サノフィ）

インスリングラルギン（遺伝子組換え）
（カートリッジ製剤、プレフィルド製剤300単位）

その他

リカルボン錠50mg（小野薬品）

ミノドロン酸水和物

その他

リピトール錠（アステラス製薬）

アトルバスタチンカルシウム水和物

その他

レベミル注フレックスペン・イノレット
（ノボノルディスクファーマ）

インスリンデテミル（遺伝子組換え）（プレフィルド製剤）

その他

レベミル注ペンフィル（ノボノルディスクファーマ）

インスリンデテミル（遺伝子組換え）（カートリッジ製剤）

その他

ロゼレム錠（武田薬品）

ラメルテオン

その他

沈降炭酸カルシウム
（小堺製薬＝日興製薬販売＝ファイザー）

沈降炭酸カルシウム

その他

沈降炭酸カルシウム錠「三和」（三和化学）

沈降炭酸カルシウム

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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