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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

アイリーア硝子体内注射用キット
４０ｍｇ／ｍＬ

アフリベルセプト
（遺伝子組換え）

眼科用VEGF阻害剤

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

レミマゾラムべシル酸塩

全身麻酔剤

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

３成分配合喘息治療剤

サクビトリルバルサルタン
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）

イオべルソール

非イオン性造影剤

フルマゼニル

ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

ペチジン塩酸塩／
レバロルファン酒石酸塩

その他の合成麻薬

ピリヴィジェン１０％点滴静注
１０ｇ／１００ｍＬ

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン

血漿分画製剤
（液状静注用人免疫グロブリン製剤）

アルファカルシドールカプセル
０．２５μｇ／０．５μｇ／１μｇ
「トーワ」

アルファカルシドール

活性型ビタミンD3製剤

ミゾリビン錠５０ｍｇ「サワイ」

ミゾリビン

免疫抑制剤

リスペリドン

抗精神病剤

アテキュラ吸入用カプセル
高用量

アネレム静注用５０ｍｇ
エナジア吸入用カプセル
高用量
エンレスト錠１００ｍｇ
オプチレイ３５０注シリンジ１３５ｍＬ
フルマゼニル静注液
０．２ｍｇ／２ｍＬ「ケミファ」
弱ペチロルファン注射液

リスペリドン内用液分包
０．５ｍｇ／１ｍｇ「アメル」

開 始 日

令和3年1月6日(水)

令和3年1月13日(水)

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

ザイヤフレックス注射用

院内採用薬の適正化による中止

令和2年11月30日(月)

ラニチジン錠１５０ｍｇ「ＹＤ」

弱ペチロルファン注射液の採用に伴う中止

令和2年12月11日(金)

アイリーア硝子体内注射液４０ｍｇ／ｍＬ

アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬの採
用に伴う中止

オムニパーク３００注シリンジ １５０ｍＬ

オプチレイ３５０注シリンジ１３５ｍＬの採用に伴う中
止

フルマゼニル静注液０．２ｍｇ／２ｍＬ
「マイラン」

フルマゼニル静注液０．２ｍｇ／２ｍＬ「ケミファ」の
採用に伴う中止

※ アドエア５００ディスカス ２８吸入用

令和3年1月5日(火)

アテキュラ吸入用カプセル高用量の採用に伴う中
止
未定

アルファカルシドールカプセル
０．２５μｇ／０．５μｇ／１μｇ「ＥＥ」

アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ／
０．５μｇ／１μｇ「トーワ」の採用に伴う中止
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薬 品 名

備

※ アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」

考

中 止 日

エンレスト錠１００ｍｇの採用に伴う中止

ケタラール筋注用５００ｍｇ／１０ｍＬ

アネレム静注用５０ｍｇの採用に伴う中止

ミゾリビン錠５０ｍｇ「ファイザー」

ミゾリビン錠５０ｍｇ「サワイ」の採用に伴う中止

リスペリドン内用液０．５ｍｇ／１ｍｇ分包
「ファイザー」

リスペリドン内用液分包０．５ｍｇ／１ｍｇ「アメル」の
採用に伴う中止

献血ポリグロビンＮ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ

ピリヴィジェン１０％点滴静注１０ｇ／１００ｍＬ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
注射用ソル・メルコート４０／１２５／５００／１０００
ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ

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

エクロックゲル５％ ２０ｇ
サノレックス錠０．５ｍｇ
ジセレカ錠１００ｍｇ／２００ｍｇ
ゼジューラカプセル１００㎎
デュピクセント皮下注３００ｍｇペン

規 格

一 般 名

薬 効 等

1本:20g

ｿﾌﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物

原発性腋窩多汗症治療剤

1T:0.5mg

ﾏｼﾞﾝﾄﾞｰﾙ

食欲抑制剤

1T:100mg／200mg
(ﾌｨﾙｺﾞﾁﾆﾌﾞとして)

ﾌｨﾙｺﾞﾁﾆﾌﾞﾏﾚｲﾝ酸塩

ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

1CP:100mg
(ﾆﾗﾊﾟﾘﾌﾞとして)

ﾆﾗﾊﾟﾘﾌﾞﾄｼﾙ酸塩水和物

抗悪性腫瘍剤／
ポリアデノシン5’二リン酸リボース
ポリメラーゼ（PARP）阻害剤

1本:300mg

ﾃﾞｭﾋﾟﾙﾏﾌﾞ(遺伝子組換え)

ヒト型抗ヒトＩＬ－４／１３受容体
モノクローナル抗体

２） 登録削除院外処方専用医薬品
サムスカ錠７．５ｍｇ／１５ｍｇ／３０ｍｇ
３） 投薬日数制限解除
該当なし
４） 使用期限変更
該当なし
５） 貯法変更
アコアラン静注用６００

凍結を避け２５℃以下に保存

→

室温保存
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3-2 最近のお知らせ
・ 「セリンクロ錠１０ｍｇ」の院外処方中止について

令和2年11月26日

・ 疑義照会の詳細（令和２年１０月分）

令和2年11月27日

・ 「ビルレクス眼軟膏３％ ５ｇ(ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ)」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ

令和2年11月27日

・ 年末年始の薬品請求について

令和2年11月27日

・ 「ザイヤフレックス注射用」取扱い中止について

令和2年11月30日

・ オキシコンチンＴＲ錠の慢性疼痛に対する運用手順について

令和2年12月1日

・ 「ピバレフリン点眼液０．１％ ５ｍＬ(院外専用)」の安定供給の再開について

令和2年12月2日

・ 「リルテック錠５０ｍｇ(院外専用)」の安定供給の再開について

令和2年12月2日

・ 医薬品・医療機器等安全性情報Ｎｏ．３７８

令和2年12月2日

・ 「デュアック配合ゲル １０ｇ」の院外処方一時取扱い中止について

令和2年12月4日

・ 「プロポフォール静注１％ ２００ｍｇ／２０ｍＬ｢ﾏﾙｲｼ｣」の欠品について

令和2年12月10日

・ 「注射用ソル・メルコート」の取扱い中止について

令和2年12月10日

・ 「ザバクサ配合点滴静注用１．５ｇ」の自主回収について

令和2年12月15日

・ 「ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ」の取り扱い中止について

令和2年12月16日

・ 「ケーサプライ錠６００ｍｇ(ｽﾛｰｹｰ)」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ

令和2年12月16日

・ 「アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ｢ＥＭＥＣ｣｣「アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ｢ＥＭＥ
Ｃ｣」「バルサルタン錠８０ｍｇ｢ＥＥ｣」「プランルカストＤＳ１０％｢ＥＫ｣」の出荷
停止と代替薬の緊急採用のお知らせ

令和2年12月22日

・ 「アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ｢ＮＳ｣」「バルサルタン錠８０ｍｇ｢サンド｣」取扱い開
始及び「アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ｢ＥＭＥＣ｣」「バルサルタン錠８０ｍｇ｢ＥＥ｣」
の取扱い中止について

令和2年12月24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
薬品名

成分名

エベレンゾ錠２０ｍｇ／５０ｍｇ／１００ｍｇ

ロキサデュスタット

オプジーボ点滴静注２０ｍｇ／１００ｍｇ／２４０ｍｇ

ニボルマブ（遺伝子組換え）

ゾフルーザ錠２０ｍｇ

バロキサビル マルボキシル

テリルジー１００エリプタ１４／３０吸入用

ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ／ｳﾒｸﾘｼﾞﾆｳﾑ臭化物／ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ／
８０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ

アダリムマブ（遺伝子組換え）

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）

ビラフトビカプセル５０ｍｇ

エンコラフェニブ

フォシーガ錠５ｍｇ／１０ｍｇ

ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

メクトビ錠１５ｍｇ

ビニメチニブ

ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ

イピリムマブ（遺伝子組換え）

ルミセフ皮下注２１０ｍｇシリンジ

ブロダルマブ（遺伝子組換え）
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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*

エフィエント錠・OD錠（第一三共）

プラスグレル塩酸塩

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

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

注意
禁忌・注意

ノクサフィル錠（MSD）

ポサコナゾール

プラビックス錠（サノフィ）

クロピドグレル硫酸塩

ベネクレクスタ錠（アッヴィ）

ベネトクラクス

アコアラン静注用（協和キリン＝日本血液製剤機構）

アンチトロンビンガンマ（遺伝子組換え）

その他

アシテアダニ舌下錠（塩野義製薬）

ヤケヒョウヒダニエキス原末・コナヒョウヒダニエキス原末

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

エクア錠（ノバルティスファーマ＝大日本住友製薬）

ビルダグリプチン

その他

エクメット配合錠LD・HD
（ノバルティスファーマ＝大日本住友製薬）

ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩

その他

エベレンゾ錠（アステラス製薬）

ロキサデュスタット

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（慢性疼痛の効能を有する製剤）

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

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

その他

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

その他

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

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

スピロペント錠（帝人ファーマ）

クレンブテロール塩酸塩

その他

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

その他

ゾフルーザ錠（塩野義製薬）

バロキサビルマルボキシル

その他

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

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

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

テリルジーエリプタ（グラクソ・スミスクライン）

フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・
ビランテロールトリフェニル酢酸塩

その他

ノーベルバール静注用（ノーベルファーマ）

フェノバルビタールナトリウム（注射剤）

その他

ノクサフィル錠（MSD）

ポサコナゾール

その他

ビラフトビカプセル（小野薬品）

エンコラフェニブ

その他

ファンガード点滴用（アステラス製薬）

ミカファンギンナトリウム

その他

フォシーガ錠（アストラゼネカ＝小野薬品）

ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物

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

プラビックス錠（サノフィ）

クロピドグレル硫酸塩

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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注意
禁忌・注意

薬品名

成分名

重要度*

プレジコビックス配合錠（ヤンセンファーマ）

ダルナビルエタノール付加物・コビシスタット

その他

フロリードゲル経口用（持田製薬＝昭和薬化）

ミコナゾール（経口用ゲル剤、注射剤）

その他

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

ホストイン静注（ノーベルファーマ＝エーザイ）

ホスフェニトインナトリウム水和物

その他

メクトビ錠（小野薬品）

ビニメチニブ

その他

ヤーボイ点滴静注液
（ブリストル・マイヤーズスクイブ＝小野薬品）

イピリムマブ（遺伝子組換え）

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

ルミセフ皮下注シリンジ（協和キリン）

ブロダルマブ（遺伝子組換え）

その他

レペタン坐剤（大塚製薬）

ブプレノルフィン塩酸塩（坐剤）

その他

レペタン注（大塚製薬）

ブプレノルフィン塩酸塩（注射剤）

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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