
メトグルコ錠250mg (院内採用) メトグルコ錠500mg 

ジベトス錠50mg (院外採用) ジベトンS腸溶錠50mg 

グリコラン錠250mg イニシンク配合錠 

ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 
  + 
ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 

エクメット配合錠LD/HD (HDのみ院内採
用) 

メタクト配合錠LD/HD 

ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 
  ＋ 
ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 

ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀﾞｿﾞﾝ 
  ＋ 
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 

メトホルミン塩酸塩錠 (メトグルコ錠の後発品) 

注意）メトホルミン塩酸塩錠は他 9社から発売されています。 
ファイザー、トーアエイヨー (TE)、東和薬品 
日本ジェネリック (JG)、辰巳化学 (TCK)、第一三共エスファ (DSEP) 
三和化学、日医工、ニプロ 

ヨード造影剤投与前後で休薬が必要な薬剤について 
ヨード造影剤使用の検査時に中止 

検査日前後2日間 (検査日を含めて5日間) 服用中止 

薬剤部DI室より (2018.8.30版） 

14 
赤太字は院内採用薬 赤字は院外採用薬

商品名 休薬について 商品名 休薬について

アスファネート配合錠A８１ 7日前 バイアスピリン 7日前

アンジュ21、28錠 術前4週間
術後2週間 バッサミン配合錠A８１ 7日前

アンプラーグ 1～2日前 パナルジン 10～14日前

イグザレルト 1日前 バファリン配合錠Ａ８１ 7日前

イコサペント酸エチルカプセル 7～10日前 ヒスロンH錠200㎎ 術前4週間
術後1週間

イコサペント酸エチル粒状カプセル 7～10日前 ファモター配合錠Ａ８１ 7日前

イフェンプロジル 1日前 プラザキサ 1日前(大手術は2日前)

ウェールナラ配合錠
術前4週間　手術まで余裕があれば
中止が望ましい 手術延期必要なし プラノバール配合錠 血栓症のリスクに応じて休薬

エストリール錠1mg 術前又は長期臥床状態の患者 プラビックス 14日前

エストリール膣錠0.5mg 血栓症のリスクに応じて休薬 フリウェル配合錠LD/ULD 術前4週間
術後2週間

エパキャップソフトカプセル 7～10日前 ブリリンタ 5日前

エパデールS 7～10日前 プレタール 3日前

エパデールカプセル 7～10日前 プレトモール 3日前

エパラカプセル 7～10日前 プレマリン錠0.625mg 術前4週間 (治療上の有益性が危険性
を上回ると判断される場合は投与可)

エパラ粒状カプセル 7～10日前 プロサイリン 1～2日前

エパロース粒状カプセル 7～10日前 プロレナール 1日前

エパロールカプセル 7～10日前 ベガ 1日前

エフィエント 14日前 ベラサスLA 1～2日前

エリキュース 1～2日前 ベラプロストナトリウム 1～2日前

オザグレル 1日前 ペルサンチン 1～2日前

オパルモン 1日前 ペルサンチン－Ｌ 1～2日前

クロピドグレル 14日前 ホルダゾール 3日前

ケアロードLA 1～2日前 マーベロン21、28錠 術前4週間
術後2週間

ケタス 3日前 マイトジン 10～14日前

コートリズム 3日前 メルブラールカプセル 7～10日前

コメリアンコーワ 3日前 メルブラール粒状カプセル 7～10日前

コンプラビン配合錠 14日前 ヤーズ、ヤーズフレックス配合錠 術前4週間
術後2週間

サルポグレラート 1～2日前 ヨウリダモール 1～2日前

ジピリダモール 1～2日前 ラベルフィーユ21、28錠 術前4週間
術後2週間

ジュリナ錠0.5㎎ 術前又は長期臥床状態の患者 リクシアナ 1日前

ジラゼプ 3日前 リマプロストアルファデクス 1日前

シロシナミンン 3日前 ルナベル配合錠LD、ULD 術前4週間
術後2週間

シロスタゾール 3日前 ロコルナール 3日前

シロスレット 3日前 ロトリガ粒状カプセル 7～10日前

シンフェーズＴ２８ 術前4週間
術後2週間 ワーファリン 5日前

セロクラール 1日前 ワルファリンカリウム 5日前

ゼンアスピリン 7日前 薬剤部DI室　(2019.4作成)

タケルダ配合錠 7日前

チクロピジン 10～14日前

ドメナン 1日前

トラピジル 3日前

トリキュラー21、28錠 術前4週間
術後2週間

ドルナー 1～2日前

ナサチームカプセル 7～10日前

ニトギス配合錠A８１ 7日前

わ

た

な

あ

か

さ

                 術前休薬一覧   （15-1 あいうえお順）
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 15-2 術前休薬一覧（薬効別）

赤太字は院内採用薬
成分名 商品名 (先発品) 商品名　（後発品） 休薬について

リバーロキサバン イグザレルト - 1日前

アピキサバン エリキュース - 1～2日前

エドキサバン リクシアナ - 1日前

ダビガトラン プラザキサ - 1日前(大手術は2日前)

ワルファリンカリウム ワーファリン ワルファリンカリウム 5日前

- バファリン配合錠Ａ８１

- アスファネート配合錠A８１

- ニトギス配合錠A８１

- バッサミン配合錠A８１

- ファモター配合錠Ａ８１

アスピリン バイアスピリン ゼンアスピリン

アスピリン・ランソプラゾール タケルダ配合錠 -

クロピドグレル・アスピリン コンプラビン配合錠 - 14日前

クロピドグレル プラビックス クロピドグレル 14日前

プラスグレル エフィエント - 14日前

チカグレロル ブリリンタ - 5日前

チクロピジン

マイトジン

コートリズム

シロシナミンン

シロスタゾール

シロスレット

プレトモール

ホルダゾール

サルポグレラート アンプラーグ サルポグレラート 1～2日前

イコサペント酸エチルカプセル

エパキャップソフトカプセル

エパラカプセル

エパロールカプセル

ナサチームカプセル

メルブラールカプセル

イコサペント酸エチル粒状カプセル

エパラ粒状カプセル

エパロース粒状カプセル

メルブラール粒状カプセル

オメガ－３脂肪酸エチルカプセル ロトリガ粒状カプセル -

シロスタゾール プレタール 3日前

脂質異常症治療薬

イコサペント酸エチル

エパデールカプセル

7～10日前

エパデールS

チクロピジン パナルジン 10～14日前

抗凝固薬

抗血小板薬

アスピリン・ダイアルミネート

7日前
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 15-2 術前休薬一覧（薬効別）

赤太字は院内採用薬
成分名 商品名 (先発品) 商品名　（後発品） 休薬について

ジラゼプ コメリアンコーワ ジラゼプ 3日前

ペルサンチン－Ｌ -

ジピリダモール

ヨウリダモール

トラピジル ロコルナール トラピジル 3日前

ドルナー

プロサイリン

ケアロードLA -

ベラサスLA -

オパルモン

プロレナール

イフェンプロジル セロクラール イフェンプロジル 1日前

イブジラスト ケタス - 3日前

ドメナン

ベガ

シンフェーズＴ２８ -

ルナベル配合錠LD、ULD フリウェル配合錠LD

ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ヤーズ、ヤーズフレックス配合錠 -

デソゲストレル・エチニルエストラジオール マーベロン21、28錠 -

ラベルフィーユ21、28錠 -

アンジュ21、28錠 -

ジェミーナ配合錠 -

トリキュラー21、28錠 -

レボノルゲストレル・エストラジオール ウェールナラ配合錠 - 術前4週間　手術まで余裕があれば中
止が望ましい 手術延期必要なし

ノルゲストレル・エチニルエストラジオール プラノバール配合錠 - 血栓症のリスクに応じて休薬

結合型エストロゲン プレマリン錠0.625mg - 術前4週間 (治療上の有益性が危険性
を上回ると判断される場合は投与可)

ノルエチステロン ノアルテン錠(5mg) - 記載なし

エストラジオール ジュリナ錠0.5㎎ - 術前又は長期臥床状態の患者

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル ヒスロンH錠200㎎ - 術前4週間術後1週間

エストリール錠1mg - 術前又は長期臥床状態の患者

エストリール膣錠0.5mg - 血栓症のリスクに応じて休薬

ベラプロストナトリウム

1～2日前

レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール

エストリオール

リマプロスト　アルファデクス リマプロストアルファデクス 1日前

脳循環代謝賦活薬

抗アレルギー薬

オザグレル

女性ホルモン関連薬

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール

術前4週間
術後2週間

オザグレル

冠拡張薬

ジピリダモール 1～2日前
ペルサンチン

1日前

PG製剤

ベラプロストナトリウム
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 15-3 術前休薬一覧（院内採用品目）

商　　品　　名 成　　分　　名 術前休薬 見　 本 大　分　類 中　分　類 メーカー

イグザレルト錠１０ｍｇ リバーロキサバン錠 1日前 抗血栓薬 DOAC バイエル

イグザレルト錠１５ｍｇ リバーロキサバン錠 1日前 抗血栓薬 DOAC バイエル

イコサペント酸エチルカプセル３００ｍｇ「日医工」 イコサペント酸エチルカプセル 7～10日前 抗血栓薬 抗血小板薬 日医工

イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「日医工」 イコサペント酸エチルカプセル 7～10日前 抗血栓薬 抗血小板薬 日医工

エフィエントOD錠２０ｍｇ プラスグレル塩酸塩錠 14日前 抗血栓薬 抗血小板薬 第一三共

エフィエント錠３．７５ｍｇ プラスグレル塩酸塩錠 14日前 抗血栓薬 抗血小板薬 第一三共

エリキュース錠２．５ｍｇ アピキサバン錠 1～2日前 抗血栓薬 DOAC ファイザー

エリキュース錠５ｍｇ アピキサバン錠 1～2日前 抗血栓薬 DOAC ファイザー

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 クロピドグレル硫酸塩錠 14日前 抗血栓薬 抗血小板薬 日医工

ケタスカプセル１０ｍｇ イブジラスト徐放カプセル 3日前 抗アレルギー薬 メディエーター遊離抑制薬 杏林製薬

コメリアンコーワ錠５０ ジラゼプ塩酸塩水和物錠 3日前 狭心症治療薬 その他の冠拡張薬 興和創薬

コンプラビン配合錠 クロピドグレル硫酸塩・アスピリン腸溶錠 14日前 抗血栓薬 抗血小板薬 サノフィ

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ファイザー」 サルポグレラート塩酸塩錠 1～2日前 抗血栓薬 抗血小板薬 ファイザー

シンフェーズＴ２８ 配合剤
術前4週間
術後2週間

女性ホルモン製剤 卵胞ホルモン･黄体ホルモン製剤 ツムラ

セロクラール錠１０ｍｇ イフェンプロジル酒石酸塩錠 1日前 脳卒中治療薬 脳梗塞治療薬(脳循環･代謝賦活薬) 日医工

セロクラール錠２０ｍｇ イフェンプロジル酒石酸塩錠 1日前 脳卒中治療薬 脳梗塞治療薬(脳循環･代謝賦活薬) 日医工

タケルダ配合錠 アスピリン・ランソプラゾール配合剤腸溶錠 7～10日前 抗血栓薬 抗血小板薬 武田薬品

ドメナン錠２００ｍｇ オザグレル塩酸塩水和物錠 1日前 抗アレルギー薬 トロンボキサンA2合成阻害薬 キッセイ

ドルナー錠２０μｇ ベラプロストナトリウム錠 1～2日前 抗血栓薬 抗血小板薬 アステラス製薬

バイアスピリン錠１００ｍｇ アスピリン腸溶錠 7～10日前 抗血栓薬 抗血小板薬 バイエル
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 15-3 術前休薬一覧（院内採用品目）

商　　品　　名 成　　分　　名 術前休薬 見　 本 大　分　類 中　分　類 メーカー

パナルジン錠１００ｍｇ チクロピジン塩酸塩錠 10～14日前 抗血栓薬 抗血小板薬 サノフィ

バファリン配合錠Ａ８１ アスピリン・ダイアルミネート錠 7～10日前 抗血栓薬 抗血小板薬 エーザイ

プラザキサカプセル１１０ｍｇ ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩カプセル 1日前(大手術は2日前) 抗血栓薬 DOAC 日本ベーリンガー

プラザキサカプセル７５ｍｇ ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩カプセル 1日前(大手術は2日前) 抗血栓薬 DOAC 日本ベーリンガー

プラノバール配合錠 ノルゲストレル・エチニルエストラジオール錠
術前4週間
術後2週間

女性ホルモン製剤 卵胞ホルモン･黄体ホルモン製剤 あすか製薬

プレタールＯＤ錠１００ｍｇ シロスタゾール口腔内崩壊錠 3日前 抗血栓薬 抗血小板薬 大塚製薬

プレタールＯＤ錠５０ｍｇ シロスタゾール口腔内崩壊錠 3日前 抗血栓薬 抗血小板薬 大塚製薬

プロサイリン錠２０ ベラプロストナトリウム錠 1～2日前 抗血栓薬 抗血小板薬 科研製薬

ブリリンタ錠６０ｍｇ チカグレロル錠 5日前 抗血栓薬 抗血小板薬 アストラゼネカ

ブリリンタ錠９０ｍｇ チカグレロル錠 5日前 抗血栓薬 抗血小板薬 アストラゼネカ

ペルサンチン－Ｌカプセル１５０ｍｇ ジピリダモール徐放カプセル 1～2日前 狭心症治療薬 その他の冠拡張薬 日本ベーリンガー

ペルサンチン錠１００ｍｇ ジピリダモール錠 1～2日前 狭心症治療薬 その他の冠拡張薬 日本ベーリンガー

ペルサンチン錠２５ｍｇ ジピリダモール錠 1～2日前 狭心症治療薬 その他の冠拡張薬 日本ベーリンガー

ヤーズフレックス配合錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオール　ベータデクス錠
術前4週間
術後2週間

女性ホルモン製剤 卵胞ホルモン･黄体ホルモン製剤 バイエル

リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和物口腔内崩壊錠 1日前 抗血栓薬 DOAC 第一三共

リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和物口腔内崩壊錠 1日前 抗血栓薬 DOAC 第一三共

リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和物口腔内崩壊錠 1日前 抗血栓薬 DOAC 第一三共

フリウェル配合錠ＬＤ ノルエチステロン・エチニルエストラジオール錠
術前4週間
術後2週間

女性ホルモン製剤 卵胞ホルモン･黄体ホルモン製剤 あすか製薬

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「Ｆ」 リマプロスト　アルファデクス錠 1日前 血管拡張薬 プロスタグランジン製剤 富士製工

ロコルナール錠１００ｍｇ トラピジル錠 3日前 狭心症治療薬 その他の冠拡張薬 持田製薬
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 15-3 術前休薬一覧（院内採用品目）

商　　品　　名 成　　分　　名 術前休薬 見　 本 大　分　類 中　分　類 メーカー

ロトリガ粒状カプセル２ｇ オメガ－３脂肪酸エチルカプセル 7～10日前 脂質異常症(高脂血症)治療薬 多価不飽和脂肪酸 武田薬品

ワーファリン錠１ｍｇ ワルファリンカリウム錠 5日前 抗血栓薬 クマリン系 エーザイ
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