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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

ゾルゲンスマ点滴静注
ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ

一 般 名

薬 効 等

開 始 日

オナセムノゲン アベパルボベ
ク

ウイルスベクター製品

令和2年6月16日(火)

アムホテリシンＢ

ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製
剤

令和2年7月28日(火)

インスリン リスプロＢＳ注ソロスター インスリン リスプロ（遺伝子組換え）
［インスリン リスプロ後続１］
ＨＵ「サノフィ」（３００単位／３ｍＬ）

抗糖尿病剤

テリパラチドＢＳ皮下注キット６００μｇ
「モチダ」

テリパラチド（遺伝子組換え）
［テリパラチド後続１］

骨粗鬆症治療剤

フィルグラスチムＢＳ注
３００μｇ／０．７ｍＬシリンジ「ＮＫ」

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］

Ｇ－ＣＳＦ製剤

ベバシズマブＢＳ点滴静注
１００ｍｇ／４ｍＬ・４００ｍｇ／１６ｍＬ
「ファイザー」

ベバシズマブ（遺伝子組換え）
［ベバシズマブ後続１］

抗悪性腫瘍剤／
抗ＶＥＧＦヒト化モノクローナル抗体

リドカイン塩酸塩水和物

局所麻酔剤

令和2年8月27日(木)

イミダフェナシン

過活動膀胱治療剤

令和2年9月9日(水)

セレコキシブ

非ステロイド性消炎・鎮痛剤
（ＣＯＸ―２選択的阻害剤）

令和2年9月11日(金)

酢酸リンゲル液

令和2年9月15日(火)
令和2年9月16日(水)

キシロカイン注ポリアンプ１％ １０ｍ
Ｌ
イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ
「杏林」
セレコキシブ錠２００ｍｇ「ファイザー」

令和2年8月25日(火)

ソリューゲンＦ注 ５００ｍＬ
（ソフトバッグ製剤）
セレコキシブ錠１００ｍｇ「ファイザー」

セレコキシブ

非ステロイド性消炎・鎮痛剤
（ＣＯＸ―２選択的阻害剤）

デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ
「武田テバ」

デュタステリド

５α還元酵素阻害薬／
前立腺肥大症治療薬

令和2年9月18日(金)
レパグリニド錠０．２５ｍｇ「サワイ」

レパグリニド

速効型インスリン分泌促進剤

アズレンスルホン酸ナトリウム水
和物／炭酸水素ナトリウム

含嗽剤

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

タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「あすか」

タダラフィル

前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤／
ホスホジエステラーゼ5阻害剤

コレクチム軟膏０．５％ ５ｇ

デルゴシチニブ

外用ヤヌスキナーゼ（ＪＡＫ）阻害剤

スタデルム軟膏５％ １０ｇ

イブプロフェンピコノール

非ステロイド系消炎・鎮痛外用剤

タゾバクタム／
ピペラシリン水和物

β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

レンボレキサント

不眠症治療薬

デクスメデトミジン静注液
２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ニプロ」

デクスメデトミジン塩酸塩

α２作動性鎮静剤

ヌーカラ皮下注１００ｍｇペン／１ｍＬ

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

ジノプロストン

陣痛誘発・促進剤

ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」

令和2年9月19日(土)

タゾピペ配合静注用２．２５「ニプロ」
デエビゴ錠５ｍｇ

令和2年9月25日(金)

令和2年10月1日(木)

プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ
「科研」
ベオビュ硝子体内注射用キット
１２０ｍｇ／ｍＬ

眼科用ＶＥＧＦ阻害剤

ブロルシズマブ
（遺伝子組換え）

（ヒト化抗ＶＥＧＦモノクローナル抗体一本鎖Ｆｖ断
片）
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薬 品 名

２０％マンニットール注射液「ＹＤ」
３００ｍＬ（プラスチックバッグ）

一 般 名

薬 効 等

Ｄ－マンニトール

脳圧降下・浸透圧利尿剤

アセトキープ３Ｇ注 ５００ｍＬ
（ソフトバッグ製剤）

５％ブドウ糖加酢酸維持液
タゾバクタム／
ピペラシリン水和物

β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

トラスツズマブ（遺伝子組換え）
［トラスツズマブ後続１］

抗ＨＥＲ２ヒト化モノクローナル抗体／
抗悪性腫瘍剤

ラコサミド

抗てんかん剤

タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」
トラスツズマブＢＳ点滴静注用
６０ｍｇ／１５０ｍｇ「ＮＫ」

開 始 日

ビムパット点滴静注１００ｍｇ／１０ｍＬ

未定

後発品の切り替えに伴う採用の開始
薬 品 名

エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」

一 般 名

薬 効 等

開 始 日

エゼチミブ

小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／
高脂血症治療剤

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

イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「杏林」の採用に伴
う中止

令和2年9月8日(火)

キシロカイン注ポリアンプ１％ ５ｍＬ供給再開によ
る中止

令和2年9月9日(水)

セレコキシブ錠２００ｍｇ「ファイザー」の採用に伴う
中止

令和2年9月10日(木)

ソリューゲンＦ注 ５００ｍＬ（ソフトバッグ製剤）の採
用に伴う中止

令和2年9月14日(月)

※ セレコックス錠１００ｍｇ

セレコキシブ錠２００ｍｇ「ファイザー」の採用に伴う
中止

令和2年9月15日(火)

※ アボルブカプセル０．５ｍｇ

デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ「武田テバ」の
採用に伴う中止

※ シュアポスト錠０．２５ｍｇ

レパグリニド錠０．２５ｍｇ「サワイ」の採用に伴う中
止

※ ステーブラＯＤ錠０．１ｍｇ
キシロカイン注ポリアンプ１％ １０ｍＬ
※ セレコックス錠２００ｍｇ
ソリューゲンＦ注 ５００ｍＬ（ボトル製剤）

リルテック錠５０ｍｇ

令和2年9月17日(木)

リルゾール錠５０ｍｇ「タナベ」の採用に伴う中止
令和2年9月18日(金)

※ 含嗽用ハチアズレ顆粒

ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」の採用に伴う中止

※ ザルティア錠５ｍｇ

タダラフィル錠５ｍｇＺＡ「あすか」の採用に伴う中
止

ゾシン静注用２．２５

タゾピペ配合静注用２．２５／４．５「ニプロ」の採用
に伴う中止

ヌーカラ皮下注用１００ｍｇ

ヌーカラ皮下注１００ｍｇペン／１ｍＬの採用に伴う
中止

ミダフレッサ静注０．１％ １０ｍｇ／１０ｍＬ

薬事委員会の決定による中止
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令和2年9月24日(木)

令和2年9月30日(水)

薬 品 名

備

考

中 止 日

２０％マンニットール注射液「ＹＤ」３００ｍＬ
（ポリプロピレン製ボトル容器）

２０％マンニットール注射液「ＹＤ」３００ｍＬ（プラス
チックバッグ）の採用に伴う中止

アセトキープ３Ｇ注 ５００ｍＬ（ボトル製剤）

アセトキープ３Ｇ注 ５００ｍＬ（ソフトバッグ製剤）の
採用に伴う中止

※ アルメタ軟膏 ５ｇ

コレクチム軟膏０．５％ ５ｇの採用に伴う中止

※ サンコバ点眼液０．０２％ ５ｍＬ

ベオビュ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／ｍＬの採
用に伴う中止

ゾシン静注用４．５

タゾピペ配合静注用２．２５／４．５「ニプロ」の採用
に伴う中止

トラスツズマブＢＳ点滴静注用
６０ｍｇ／１５０ｍｇ「第一三共」

トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ／１５０ｍｇ「Ｎ
Ｋ」の採用に伴う中止

※ ネリゾナソリューション０．１％ １０ｍＬ

未定

スタデルム軟膏５％ １０ｇの採用に伴う中止
ビムパット点滴静注１００ｍｇ／１０ｍＬの採用に伴う
中止

ビムパット点滴静注２００ｍｇ／２０ｍＬ

プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ「科研」の採用に
伴う中止

※ ルトラール錠２ｍｇ
※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

※ ゼチーア錠１０ｍｇ

考

中 止 日

エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」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
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
規 格

一 般 名

薬 効 等

アテキュラ吸入用カプセル
低用量

薬 品 名

1CP:ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙとして150μg／
ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ80μg

ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ酢酸塩／
ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ

喘息治療配合剤

アテキュラ吸入用カプセル
中用量

1CP:ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙとして150μg／
ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ160μg

ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ酢酸塩／
ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ

喘息治療配合剤

アテキュラ吸入用カプセル
高用量

1CP:ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙとして150μg／
ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ320μg

ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ酢酸塩／
ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ

喘息治療配合剤

エナジア吸入用カプセル
中用量

1CP:ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙとして150μg／
ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑとして50μg／
ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ80μg

エナジア吸入用カプセル
高用量

1CP:ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙとして150μg／
ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑとして50μg／
ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ160μg

ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ酢酸塩／
ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物／
ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ
ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙ酢酸塩／
ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物／
ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ

エンレスト錠
５０ｍｇ／１００ｍｇ／２００ｍｇ

1T:50mg／100mg／200mg
(ｻｸﾋﾞﾄﾘﾙﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝとして)

ｻｸﾋﾞﾄﾘﾙﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝﾅﾄﾘｳﾑ
水和物

アンジオテンシン受容体ネプリライシ
ン阻害薬（ＡＲＮＩ）

1T:40mg
(ｷﾞﾙﾃﾘﾁﾆﾌﾞとして)

ｷﾞﾙﾃﾘﾁﾆﾌﾞﾌﾏﾙ酸塩

抗悪性腫瘍剤（ＦＬＴ３阻害剤）

ゾスパタ錠４０ｍｇ
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３成分配合喘息治療剤
３成分配合喘息治療剤

薬 品 名

規 格

一 般 名

薬 効 等

1T:
1mg／2mg／4mg／6mg

ﾀﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｽﾀｯﾄ

ＨＩＦ－ＰＨ阻害薬

1T:150mg／300mg

ﾊﾞﾀﾞﾃﾞｭｽﾀｯﾄ

ＨＩＦ－ＰＨ阻害薬

1T:ﾋﾞｸﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙとして50mg／
ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ200mg／
ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｱﾗﾌｪﾅﾐﾄﾞとして25mg

ﾋﾞｸﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙﾅﾄﾘｳﾑ／
ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ／
ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｱﾗﾌｪﾅﾐﾄﾞﾌﾏﾙ酸塩

抗ウイルス化学療法剤

1T:25mg
(ﾎﾘﾅｰﾄとして)

ﾎﾘﾅｰﾄｶﾙｼｳﾑ

還元型葉酸製剤

ダーブロック錠
１ｍｇ／２ｍｇ／４ｍｇ／６ｍｇ
バフセオ錠
１５０ｍｇ／３００ｍｇ
ビクタルビ配合錠
ホリナート錠２５ｍｇ「トーワ」

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
アジマイシン点眼液１％ ２．５ｍL
ヴァンフリタ錠17.7mg／26.5mg
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
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
ミニリンメルトOD錠２５μｇ／５０μｇ
ロナセンテープ２０ｍｇ／３０ｍｇ／４０ｍｇ
４） 使用期限変更
ツムラ医療用漢方エキス製剤

5年 → 3年 （日本がPIC/S加盟したことに伴い、求められる安定性保証に移行するため）

3-2 最近のお知らせ
・ 「リーバクト配合経口ゼリー」の供給の再開について

令和2年8月25日

・ 「キシロカイン注ポリアンプ１％・２％ ５ｍＬ」の自主回収と「キシロカイン注ポ
リアンプ２％ ５ｍＬ」の出荷調整について

令和2年8月27日

・ 疑義照会の詳細（令和２年７月分）

令和2年8月31日

・ 「セニラン坐剤３ｍｇ」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ

令和2年9月3日

・ 注射薬定時処方の払い出しについて

令和2年9月7日

・ 「イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ(ｽﾃｰﾌﾞﾗ)」取扱い開始及び「ステーブラＯＤ錠
０．１ｍｇ」の取扱い中止について

令和2年9月8日

・ 「セレコキシブ錠２００ｍｇ(ｾﾚｺｯｸｽ)」取扱い開始及び「セレコックス錠２００ｍ
ｇ」取扱い中止について

令和2年9月10日

・ 「ソリューゲンＦ注５００ｍＬ(ソフトバッグ製剤)」取扱い開始及び「ソリューゲン
Ｆ注５００ｍＬ(ボトル製剤)」取扱い中止について

令和2年9月14日

・ リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇのオーダマスタの再開について

令和2年9月15日

・ 「セレコキシブ錠１００ｍｇ(ｾﾚｺｯｸｽ)」取扱い開始及び「セレコックス錠１００ｍ
ｇ」取扱い中止について

令和2年9月15日

・ 「レパグリニド錠０．２５ｍｇ(ｼｭｱﾎﾟｽﾄ)」取扱い開始及び「シュアポスト錠０．２
５ｍｇ」の取扱い中止について

令和2年9月17日

・ 「デュタステリドカプセル０．５ｍｇＡＶ(ｱﾎﾞﾙﾌﾞ)」取扱い開始及び「アボルブカプ
セル０．５ｍｇ」の取扱い中止について

令和2年9月17日

・ 「リルゾール錠５０ｍｇ「タナベ」」取扱い開始及び「リルテック錠５０ｍｇ」の取
扱い中止について

令和2年9月18日

・ 「ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」」取扱い開始及び「含嗽用ハチアズレ顆粒」の取扱い
中止について

令和2年9月18日

・ 「ケンエーＧ浣腸液５０％ ４０ｍＬ」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ

令和2年9月23日

・ 「タダラフィル錠５ｍｇＺＡ(ｻﾞﾙﾃｨｱ)」取扱い開始及び「ザルティア錠５ｍｇ」の取
扱い中止について

令和2年9月24日
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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

イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ／５００ｍｇ

デュルバルマブ（遺伝子組換え）

キロサイド注２０ｍｇ／１００ｍｇ

シタラビン

コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン／シリンジ

セクキヌマブ（遺伝子組換え）

サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット２０ｍｇ

オクトレオチド酢酸塩

ベバシズマブＢＳ点滴静注
１００ｍｇ／４ｍＬ・４００ｍｇ／１６ｍＬ「ファイザー」

ベバシズマブ（遺伝子組換え）
［ベバシズマブ後続１］

リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「ヨシトミ」

リスペリドン

リツキシマブＢＳ点滴静注
１００ｍｇ／５００ｍｇ「ＫＨＫ」

リツキシマブ（遺伝子組換え）［リツキシマブ後続１］

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*

アクロマイシンVカプセル（サンファーマ）

テトラサイクリン塩酸塩（粉末剤、カプセル剤）

注意

アセチルスピラマイシン錠（アスペンジャパン）

スピラマイシン酢酸エステル

注意

アモキシシリンカプセル「トーワ」（東和薬品）

アモキシシリン水和物

注意

エリスロシンドライシロップW（マイランEPD）

エリスロマイシンエチルコハク酸エステル

注意

エリスロシン錠（マイランEPD）

エリスロマイシンステアリン酸塩

注意

オーグメンチン配合錠（グラクソ・スミスクライン）

クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物（錠剤）

注意

オゼックス細粒小児用（富士フイルム富山化学）

トスフロキサシントシル酸塩水和物（小児用経口剤）

注意

カルベニン点滴用（第一三共）

パニペネム・ベタミプロン

注意

クラバモックス小児用配合ドライシロップ
（グラクソ・スミスクライン）

クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物（ドライシロップ剤）

注意

クラリシッド錠小児用（マイランEPD＝日本ケミファ）

クラリスロマイシン

注意

クラリスドライシロップ小児用（大正製薬）

クラリスロマイシン

注意

クラリスロマイシンDS小児用「EMEC」
（メディサ新薬＝エルメッド＝日医工）

クラリスロマイシン

注意

クラリスロマイシン錠「タナベ」（ニプロESファーマ）

クラリスロマイシン

注意

クラリス錠（大正製薬）

クラリスロマイシン

注意

クリンダマイシン注射液「タイヨー」（武田テバファーマ）

クリンダマイシンリン酸エステル（注射剤）

注意

ケフラールカプセル（共和薬品工業）

セファクロル

注意

ケフラール細粒小児用（共和薬品工業）

セファクロル

注意

ケフレックスカプセル（共和薬品工業）
ゲンタシン注（高田製薬）

セファレキシン
（錠剤、カプセル剤、シロップ用細粒剤、小児用ドライシロップ剤）

ゲンタマイシン硫酸塩（注射剤）

*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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注意
注意

薬品名

成分名

重要度*

サワシリンカプセル・細粒（LTLファーマ）

アモキシシリン水和物

注意

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（小児用経口剤）

注意

セファゾリンNa注射用「NP」（ニプロ）

セファゾリンナトリウム

注意

セフォチアム塩酸塩静注用「NP」（ニプロ）

セフォチアム塩酸塩（静注用）

注意

セフカペンピボキシル塩酸塩水和物

注意

セフカペンピボキシル塩酸塩水和物

注意

セフジトレンピボキシル錠「サワイ」（沢井製薬）

セフジトレンピボキシル

注意

セフジニルカプセル「日医工」（日医工）

セフジニル

注意

セフゾンカプセル（LTLファーマ）

セフジニル

注意

セフゾン細粒小児用（LTLファーマ）

セフジニル

注意

セフタジジム静注用「日医工」（日医工）

セフタジジム水和物

注意

セフトリアキソンNa静注用「ファイザー」（ファイザー）

セフトリアキソンナトリウム水和物

注意

ダラシンカプセル（ファイザー）

クリンダマイシン塩酸塩

注意

タリビッド耳科用液（アルフレッサファーマ）

オフロキサシン（耳科用製剤）

注意

バイシリンG顆粒（MSD）

ベンジルペニシリンベンザチン水和物

注意

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用「ファイザー」
（マイラン製薬＝ファイザー）
セフカペンピボキシル塩酸塩錠「ファイザー」
（マイラン製薬＝ファイザー）

バナンドライシロップ（第一三共＝グラクソ・スミスクライン） セフポドキシムプロキセチル

注意

バナン錠（第一三共＝グラクソ・スミスクライン）

セフポドキシムプロキセチル

注意

ビクシリンカプセル（MeijiSeikaファルマ）

アンピシリン水和物

注意

ビクシリン注射用（MeijiSeikaファルマ）

アンピシリンナトリウム

注意

ファーストシン静注用（武田テバ薬品）

セフォゾプラン塩酸塩

注意

ファロムドライシロップ小児用（マルホ）

ファロペネムナトリウム水和物

注意

ファロム錠（マルホ）

ファロペネムナトリウム水和物

注意

フィニバックス点滴静注用（塩野義製薬）

ドリペネム水和物

注意

プラケニル錠（サノフィ）

ヒドロキシクロロキン硫酸塩

フルマリン静注用（塩野義製薬）

フロモキセフナトリウム

注意

フロモックス小児用細粒（塩野義製薬）

セフカペンピボキシル塩酸塩水和物

注意

フロモックス錠（塩野義製薬）

セフカペンピボキシル塩酸塩水和物

注意

ベストロン耳鼻科用
（千寿製薬＝セオリアファーマ＝杏林製薬）

セフメノキシム塩酸塩（耳鼻科用製剤）

注意

ホスミシンS耳科用（MeijiSeikaファルマ）

ホスホマイシンナトリウム（耳科用製剤）

注意

ホスミシンドライシロップ（MeijiSeikaファルマ）

ホスホマイシンカルシウム水和物

注意

ホスミシン錠（MeijiSeikaファルマ）

ホスホマイシンカルシウム水和物

注意

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）

ミノサイクリン塩酸塩（錠剤、カプセル剤）

注意

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（錠剤、カプセル剤）

注意

*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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副

薬品名

成分名

重要度*

ミノマイシン顆粒（ファイザー）

ミノサイクリン塩酸塩（顆粒剤）

注意

メイアクトMS小児用細粒（MeijiSeikaファルマ）

セフジトレンピボキシル

注意

メイアクトMS錠（MeijiSeikaファルマ）

セフジトレンピボキシル

注意

メロペネム点滴静注用「明治」（MeijiSeikaファルマ）

メロペネム水和物

注意

ユナシン錠（ファイザー）

スルタミシリントシル酸塩水和物

注意

ルリッド錠（サノフィ）

ロキシスロマイシン

注意

レルミナ錠（あすか製薬＝武田薬品）

レルゴリクス

注射用ペニシリンGカリウム（MeijiSeikaファルマ）

ベンジルペニシリンカリウム

注意

注射用マキシピーム（ブリストル・マイヤーズスクイブ）

セフェピム塩酸塩水和物

注意

イミフィンジ点滴静注（アストラゼネカ）

デュルバルマブ（遺伝子組換え）

その他

エムラクリーム（佐藤製薬）

リドカイン・プロピトカイン（クリーム剤）

その他

エラプレース点滴静注液（サノフィ）

イデュルスルファーゼ（遺伝子組換え）

その他

オクトレオチド酢酸塩皮下注「サンド」（サンド）

オクトレオチド酢酸塩

その他

オクトレオチド酢酸塩皮下注「サンド」（サンド）

オクトレオチド酢酸塩
（先天性高インスリン血症に伴う低血糖の効能を有する製剤）

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

オルガドロン点眼・点耳・点鼻液（アスペンジャパン）

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
（眼科・耳鼻科用剤）（オルガドロン）

その他

キイトルーダ点滴静注（MSD）

ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）

その他

キロサイド注（日本新薬）

シタラビン（400mg製剤及び1g製剤を除く）

その他

トリアムシノロンアセトニド（注射剤）

その他

セクキヌマブ（遺伝子組換え）

その他

サンドスタチンLAR筋注用キット（ノバルティスファーマ）

オクトレオチド酢酸塩

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

セレコキシブ錠「ファイザー」（ファイザー）

セレコキシブ

その他

セレコックス錠（アステラス製薬）

セレコキシブ

その他

デキサート注射液（富士製薬工業）

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射剤）
（抗炎症作用、抗アレルギー作用を有する製剤）

その他

トラスツズマブBS点滴静注用「第一三共」（第一三共）

トラスツズマブ（遺伝子組換え）［トラスツズマブ後続2］

その他

ノルディトロピンフレックスプロ注5mg・10mg
（ノボノルディスクファーマ）

ソマトロピン（遺伝子組換え）
（プレフィルド製剤）（ノルディトロピン）

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

その他

ビプレッソ徐放錠
（アステラス製薬＝共和薬品工業＝吉富薬品）

クエチアピンフマル酸塩（徐放錠）

その他

プラケニル錠（サノフィ）

ヒドロキシクロロキン硫酸塩

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

プレドネマ注腸（杏林製薬）

プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム

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

ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注
（ブリストル・マイヤーズスクイブ）
コセンティクス皮下注ペン・シリンジ
（ノバルティスファーマ＝マルホ）

*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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慎重・注意

薬品名

成分名

重要度*

ベバシズマブBS点滴静注「ファイザー」（ファイザー）

ベバシズマブ（遺伝子組換え）［ベバシズマブ後続1］

その他

ミコブティンカプセル（ファイザー）

リファブチン

その他

ミヤBM細粒・錠（ミヤリサン製薬）

宮入菌

その他

リスペリドンOD錠「ヨシトミ」
（全星薬品＝田辺三菱製薬＝吉富薬品）

リスペリドン（左記ジェネリック製品）

その他

リツキシマブBS点滴静注「KHK」（サンド＝協和キリン）

リツキシマブ（遺伝子組換え）［リツキシマブ後続1］

その他

リバロOD錠（興和）

ピタバスタチンカルシウム水和物

その他

リバロ錠（興和）

ピタバスタチンカルシウム水和物

その他

リンゼス錠（アステラス製薬）

リナクロチド

その他

レルミナ錠（あすか製薬＝武田薬品）

レルゴリクス

その他

ロミプレート皮下注（協和キリン）

ロミプロスチム（遺伝子組換え）

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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