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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

ウエルフォーム（１Ｌ）電動用

一 般 名

薬 効 等

開 始 日

クロルヘキシジングルコン酸塩

速乾性手指消毒剤

令和2年7月7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
該当なし

2-2 販売中止による取扱い中止
該当なし

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

1V:1000単位

ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ(遺伝子組換え)
[ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ後続1]

抗糖尿病剤

1筒:300単位

ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ(遺伝子組換え)
[ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ後続1]

抗糖尿病剤

1ｷｯﾄ:300単位

ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ(遺伝子組換え)
[ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ後続1]

抗糖尿病剤

1ｷｯﾄ:
0.25mg／0.5ｍｇ／1.0ｍｇ

ｾﾏｸﾞﾙﾁﾄﾞ(遺伝子組換え)

2型糖尿病治療剤／
持続性GLP-1受容体作動薬

1本:5g

ﾃﾞﾙｺﾞｼﾁﾆﾌﾞ

外用ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

1CP:150mg

ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ塩酸塩

抗生物質製剤

1T:0.5mg

ｼﾞｴﾉｹﾞｽﾄ

月経困難症治療剤

1g:10mg
(ﾍﾟﾗﾝﾊﾟﾈﾙとして)

ﾍﾟﾗﾝﾊﾟﾈﾙ水和物

抗てんかん剤

1T:25mg
(ﾁｱﾐﾝ塩化物塩酸塩として)

ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ

ビタミンＢ1誘導体

メラトベル顆粒小児用０．２％

1g:2mg

ﾒﾗﾄﾆﾝ

メラトニン受容体作動性入眠改善剤

ルムジェブ注１００単位／ｍＬ
（１０００単位／１０ｍＬ）

1V:1000単位

ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ
(遺伝子組換え)

抗糖尿病剤

ルムジェブ注カート
（３００単位／３ｍＬ）

1筒:300単位

ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ
(遺伝子組換え)

抗糖尿病剤

ルムジェブ注ミリオペン／
ミリオペンＨＤ
（３００単位／３ｍＬ）

1ｷｯﾄ:300単位

ｲﾝｽﾘﾝ ﾘｽﾌﾟﾛ
(遺伝子組換え)

抗糖尿病剤

インスリン リスプロＢＳ注
１００単位／ｍＬ ＨＵ「サノフィ」
（１０００単位／１０ｍＬ）
インスリン リスプロＢＳ注
カート ＨＵ「サノフィ」
（３００単位／３ｍＬ）
インスリン リスプロＢＳ注
ソロスター ＨＵ「サノフィ」
（３００単位／３ｍＬ）
オゼンピック皮下注
０．２５ｍｇ／０．５ｍｇ／１．０ｍｇ ＳＤ
コレクチム軟膏０．５％ ５ｇ
ダラシンカプセル１５０ｍｇ
ディナゲスト錠０．５ｍｇ
フィコンパ細粒１％
ベンフォチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」

２） 登録削除院外処方専用医薬品
薬 品 名

ルネトロン錠１ｍｇ

備

販売中止のため

2

考

中 止 日

令和2年7月31日(金)

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
・ 疑義照会の詳細（令和２年５月分）

令和2年6月26日

・ 「ウエルフォーム（１Ｌ）電動用」取扱い開始について

令和2年7月7日

・ 「ネリゾナ・ネリプロクト」製品の安定供給再開について

令和2年7月7日

・ 「ヤーズ配合錠」の院外処方一時取扱い中止について

令和2年7月9日

・ 注射薬定時処方、薬品請求の払い出しについて

令和2年7月13日

・ 医薬品・医療機器等安全性情報Ｎｏ．３７４

令和2年7月15日

・ 「デスモプレシン・スプレー１０協和」の自主回収及び院外処方一時取扱い中止につ
いて

令和2年7月22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

オノアクト点滴静注用５０ｍｇ
サムスカ錠７．５ｍｇ／１５ｍｇ／３０ｍｇ、
ＯＤ錠７．５ｍｇ／１５ｍｇ／３０ｍｇ、顆粒１％
フェントステープ
０．５ｍｇ／１ｍｇ／２ｍｇ／４ｍｇ／６ｍｇ／８ｍｇ
フルティフォーム５０エアゾール１２０吸入用

ランジオロール塩酸塩
トルバプタン
フェンタニルクエン酸塩
フルチカゾンプロピオン酸エステル／ホルモテロールフマル酸塩水和物

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*

副

アバスチン点滴静注用（中外製薬）

ベバシズマブ（遺伝子組換え）

ウプトラビ錠（日本新薬）

セレキシパグ

禁忌・注意

クロピドグレル錠「SANIK」（日医工サノフィ＝日医工）

クロピドグレル硫酸塩

禁忌・注意

クロピドグレル錠「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー） クロピドグレル硫酸塩

禁忌・注意

コンプラビン配合錠（サノフィ）

クロピドグレル硫酸塩・アスピリン

禁忌・注意

プラビックス錠（サノフィ）

クロピドグレル硫酸塩

禁忌・注意

メマリードライシロップ（第一三共）

メマンチン塩酸塩

副

メマリー錠・OD錠（第一三共）

メマンチン塩酸塩

副

*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*

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

イクスタンジ錠（アステラス製薬）

エンザルタミド

その他

ウプトラビ錠（日本新薬）

セレキシパグ

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

オペプリム（ヤクルト）

ミトタン

その他

クレストール錠・OD錠（アストラゼネカ＝塩野義製薬）

ロスバスタチンカルシウム

その他

ジェミーナ配合錠（ノーベルファーマ＝あすか製薬）

レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール
（月経困難症の効能を有する製剤）

その他

ジフルカンカプセル（ファイザー）

フルコナゾール

その他

ソセゴン注射液15mg（丸石製薬）

ペンタゾシン

その他

トラマールOD錠（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（OD錠）

その他

ビベスピエアロスフィア（アストラゼネカ）

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

その他

ヒュミラ皮下注シリンジ・ペン（アッヴィ＝エーザイ）

アダリムマブ（遺伝子組換え）

その他

ビレーズトリエアロスフィア（アストラゼネカ）

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

その他

プラノバール配合錠（あすか製薬＝武田薬品）

ノルゲストレル・エチニルエストラジオール

その他

フリウェル配合錠LD・ULD「モチダ」
（持田製薬販売＝持田製薬）

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
（月経困難症の効能を有する製剤）

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

フルコナゾールカプセル「アメル」（共和薬品工業）

フルコナゾール

その他

プレベナー13水性懸濁注（ファイザー）

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）

その他

プロジフ静注液（ファイザー）

ホスフルコナゾール

その他

プロセキソール錠（あすか製薬＝武田薬品）

エチニルエストラジオール

その他

マリゼブ錠（MSD＝キッセイ薬品）

オマリグリプチン

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

ヤーズフレックス配合錠（バイエル薬品）

ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス

その他

ヤーズ配合錠（バイエル薬品）

ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス

その他

リフレックス錠（MeijiSeikaファルマ）

ミルタザピン

その他

ルナベル配合錠LD・ULD
（ノーベルファーマ＝日本新薬＝富士製薬工業）

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
（月経困難症の効能を有する製剤）

その他

レグナイト錠（アステラス製薬）

ガバペンチンエナカルビル

その他

レメロン錠（MSD）

ミルタザピン

その他

ロスバスタチンOD錠「DSEP」（第一三共エスファ）

ロスバスタチンカルシウム

その他

ワントラム錠（日本新薬）

トラマドール塩酸塩（徐放錠）

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

4

