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★薬物血中濃度の測定業務を検査部に移行します 

 2016 年 4 月から薬物血中濃度の測定業務はすべて検査部へと移行されます。血中濃度の解析は薬剤部でこれまで

通り行いますので、解析結果については引き続き薬剤部へお問い合わせください。 

 

★バンコマイシン血中濃度採血が投与直前の１点のみになります 

これまでバンコマイシンの採血は投与前（トラフ値）、後（ピーク値）の２点で実施しておりましたが、日本化

学療法学会/日本 TDM 学会のガイドラインの記載では、ピーク値の測定については必ずしも実施する旨の記載がな

されておりません。そこで、この基準に合わせてバンコマイシンの測定を投与直前の１点のみへと変更させていた

だきます。 

 

★臭化カリウムの血中濃度測定を中止します 

現在、測定中の「臭化カリウム」の血中濃度が以下の理由により継続的に測定することができなくなります。 

(1)薬剤部の測定機器は購入から数十年経過しており、耐容年数を超えている。 

(2)「臭化物」の濃度測定は外注化では対応できない（「臭化物」の測定件数が非常に少ないため、検査会社で測定

していない）。 

 

ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い致します。ご不明な点がありましたら薬剤部研究室（TEL 

2671）までご連絡下さい（開始日：2016年 4月 1日）。 

 

薬物血中濃度測定に関するお知らせ 

 

 

すでに、契約第二係よりお知らせがありましたように、平成28年3月31日に棚卸が実施されます。経営効率を高

めるため、可能な限り在庫の常備薬を使用して下さい。薬剤部においても3月末には在庫数を限りなく0に近づける

予定です。中止薬等ありましたら早めに返却して下さい。なお在庫不足により薬の供給が遅れることがありますが、

ご協力お願いします。 

棚卸の実施について 

                        

 
平成 28 年 3 月 11 日に開催された薬事委員会において、新規常備医薬品 21 品目、切り替え医薬品 10 品目、追

加医薬品 4品目、医療器具 4 品目、削除医薬品 22品目が承認されました。平成 28年 4月 8日（木）からオーダ開

始予定（詳細は別紙参照）。 

新規採用常備医薬品等のお知らせ 

 

 

3/15より、ヴィーンF、ドルミカム（先発医薬品）がソルアセトF、ミダゾラム（後発医薬品）へ変更になってお

ります。4月以降ヴィーンF、ドルミカムで入力されている予定注射がありましたら、3月末までに後発医薬品へオ

ーダ変更をお願い致します。ご協力よろしくお願い致します。 

後発医薬品へオーダ変更のお願い 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

★「小児と薬」情報収集ネットワーク整備事業について 

小児に用いられる医薬品の情報収集・評価の体制強化を目指した小児医療情報収集システムについて紹介する。 

 

★重要な副作用等に関する情報 

以下の医薬品の使用上の注意のうち重大な副作用について、改訂内容等を紹介する。 

◎エリブリンメシル酸塩（商品名：ハラヴェン静注1mg）＜抗悪性腫瘍剤＞ 

【重大な副作用】皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑…十分観察、異常が認められた場合は投

与中止、適切な処置。 

※皮膚粘膜眼症候群：2例(うち死亡0例) ※多形紅斑：0例 （平成24年4月～平成27年12月） 

 
医薬品･医療機器等安全性情報は、医薬品医療機器情報提供ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ （゙http://www.pmda.go.jp/）又は厚生労働省ﾎｰﾑﾍﾟ

ｰｼﾞ(http://www.mhlw.go.jp/)からも入手可能。 

医薬品・医療機器等安全性情報 No．331 

 

 

◎ケナコルトA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL（商品名：トリアムシノロンアセトニド）＜合成副腎皮質ホルモン剤＞ 

※筋肉内注射時の注意とお願い 

筋肉内注射による皮膚陥没の事例が報告されています。患者さんに以下の注意事項を説明して下さい。 

・筋肉内注射時には、注射液が脂肪層に逆流し、萎縮による皮膚陥没を起こすことがあります。患者さんに対して、

このことをあらかじめ説明して下さい。 

・注射部位をもまないように患者さんにご指導ください。なお、注射部位をもまない場合でも萎縮による陥没が起

こることがあります。 

 

適正使用のお知らせ 

 

 

投与中止となった注射薬の返却によるトラブルが発生しています。具体例として、以下のようなものがあります。 

(1)「ヘパリン」等の文字が油性マジックで直接ボトルに書かれている（写真1） 

(2)ボトルが開栓済み、点滴刺入部のフィルムが取れている（写真2） 

(3)輸液に薬剤が混注されている 

(4)使用済みのバイアル、アンプル、針が紛れている（写真3） 

開封済みの再利用できない薬剤は病棟で廃棄し、中止薬に書いた文字は消して下さい。特に(4)については針刺

し事故等が起こる危険性がありますので、返却しないようご注意下さい。 

投与中止となった注射薬の返却について 

（写真 1） 

（写真 2） 

（写真 3） 

使用済み 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

◎イーケプラ錠250mg,500mg,ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ50%(一般名：レベチラセタム）＜抗てんかん剤＞ 

【効能・効果】他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬

との併用療法 

 

◎エビリファイ持続性水懸筋注用400mg(一般名：アリピプラゾール水和物）＜持続性抗精神病薬＞ 

【用法・用量】臀部筋肉内又は三角筋内に投与。 

 

◎オプジーボ点滴静注20mg,100mg(一般名：ニボルマブ(遺伝子組換え)）＜抗悪性腫瘍剤＞ 

【用法・用量】化学療法未治療の根治切除不能な悪性黒色腫患者の場合：1回3mg/kgを2週間間隔で点滴静注。化学

療法既治療の根治切除不能な悪性黒色腫患者の場合：1回3mg/kgを2週間間隔又は1回2mg/kgを3週間

間隔で点滴静注。 

 

◎ネクサバール錠200mg(一般名：ソラフェニブトシル酸塩）＜抗悪性腫瘍剤＞ 

【効能・効果】根治切除不能な甲状腺癌 

 

◎ハラヴェン静注1mg（一般名：エリブリンメシル酸塩）＜抗悪性腫瘍剤＞ 

【効能・効果】悪性軟部腫瘍 

 

◎リツキサン注10mg/mL(一般名：リツキシマブ(遺伝子組換え)）＜抗CD20モノクローナル抗体＞ 

【効能・効果】ABO血液型不適合腎移植・肝移植における抗体関連型拒絶反応の抑制 

【用法・用量】1回375mg/m2を点滴静注（適宜減量）。 

 

◎イムラン錠50mg(一般名：アザチオプリン）＜免疫抑制剤＞ 

【禁忌】本剤成分又はメルカプトプリン過敏症、トピロキソスタット投与中 

 

 

効能効果追加のお知らせ 

                        

 

 変更前  変更後 

パリエット錠 10mg 
製造販売元：エーザイ株式会社 → 

製造販売元：エーザイ株式会社 

販売元：EAファーマ株式会社 

(2016 年 4月 1日) セルベックス細粒 10% 

リーバクト配合顆粒 

製造販売：味の素製薬株式会社 → 
製造販売元：EA ファーマ株式会社 

(2016 年 4月 1日) 

リーバクト配合経口ゼリー 

エレンタール配合内用剤 

エレンタール P 乳幼児用配合内

用剤 

ニフレック配合内用剤 

モビプレップ配合内用剤 

アルギ U 配合顆粒<緊急購入薬> 

レンチナン静注用 1mg「味の素」 

テレミンソフト坐薬 2mg 

プロクトセディル軟膏 

強力ネオミノファーゲンシー静

注シリンジ 20mL 
製造販売元： 

株式会社ミノファーゲン製薬 

販売元：エーザイ株式会社 

→ 

製造販売元： 

株式会社ミノファーゲン製薬 

販売元：EAファーマ株式会社 

(2016 年 4月 1日) 
グリチロン配合錠 

リパクレオンカプセル 150mg 
製造販売元：マイラン EPD合同会社 

販売元：エーザイ株式会社 
→ 

製造販売元：マイラン EPD合同会社 

販売元：EAファーマ株式会社 

(2016 年 4月 1日) 

 

販売移管のお知らせ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※DSU について：最重要、重要の情報を掲載しています。その他詳細情報については、医薬品・医療機器情報

提供ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(http://www.pmda.go.jp/)で確認可能 

成分名（薬品名） 主な改訂内容 

ﾒﾁﾙﾌｪﾆﾃﾞｰﾄ塩酸塩 

（ｺﾝｻｰﾀ錠〈院外限定〉、 

ﾘﾀﾘﾝ錠） 

※重大な副作用：肝不全、肝機能障害 

…肝不全（急性肝不全等）、肝機能障害があらわれることがあるので、十分観察、異常が認

められた場合には投与中止、適切な処置。 

ｴｿﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾏｸﾞﾈｼｳﾑ水和

物       （ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ） 

※重大な副作用：横紋筋融解症 

…十分観察、筋肉痛、脱力感、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ﾐｵｸﾞﾛﾋﾞﾝ上昇等があらわれた場

合には、投与中止、適切な処置。 

ｴﾘﾌﾞﾘﾝﾒｼﾙ酸塩 

（ﾊﾗｳﾞｪﾝ静注） 

※重大な副作用：皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson 症候群)、多形紅斑 

…十分観察、異常が認められた場合には投与中止、適切な処置。 

ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙ水和物 

（ﾊﾞﾗｸﾙｰﾄﾞ錠） 

※重大な副作用：肝機能障害 

…本剤での治療中に AST(GOT)、ALT(GPT)が上昇することがある。AST(GOT)、ALT(GPT)の上

昇が認められた場合、より頻回に肝機能検査を行うなど、十分観察。検査値等の経過か

ら、肝機能障害が回復する兆候が認められない場合には、投与中止、適切な処置。 

                        
 

◎フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(一般名：フルニトラゼパム)＜睡眠導入剤＞ 

錠剤変更：白色～微黄白色の割線入り素錠 →帯青白色の割線入りフィルムコーティング錠（内核は青色錠） 

※飲料等に入れた際、色調が変化するように青色の着色剤を添加(厚生労働省からの悪用防止対策要請による変

更)。 

 

◎パム静注500mg(一般名：プラリドキシムヨウ化物)＜有機リン剤中毒解毒剤＞ 

アンプルラベルのデザイン変更。 

 

錠剤変更、包装変更等のお知らせ 

  

            

商標移管に伴い変更予定。 

・イソジンゲル10% →ポビドンヨードゲル10%「明治」(一般名：ポビドンヨード)＜外用消毒剤＞ 

・イソジンシュガーパスタ軟膏 →メイスパン配合軟膏(一般名：ポビドンヨード)＜褥瘡・皮膚潰瘍治療剤＞ 

名称変更のお知らせ 

☆Drug Safety Update No.247より使用上の注意改訂のお知らせ 

改訂内容の重要度 ★：最重要 ※：重要 

  

            

オーダ中止日 薬剤名 理由 

2016.3.17 
エンピナース･P錠 18000 

販売中止のため 
ノイチーム顆粒 10% 

 

オーダ中止のお知らせ 



商　品　名 剤 形 規　 格 薬　価 会社名 成　　分　　・　　薬　　効
ｲﾌｪｸｻｰSR
117

Cap 37.5mg
75mg

160.8
270.7

ﾌｧｲｻﾞｰ Venlafaxine Hydrochloride
うつ病・うつ状態治療薬
★ｾﾛﾄﾆﾝ・ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取り込み阻害剤
★米国､ｶﾅﾀﾞ等のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝにて推奨度高い
★従来薬と比較して有用性の高いｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ
【発売：2015.12.8】

ｳﾞｨｷﾗｯｸｽ配合
625

錠 ｵﾑﾋﾞﾀｽﾋﾞﾙ
12.5mg/ﾊﾟﾘﾀﾌﾟﾚ
ﾋﾞﾙ75mg/ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ

50mg

26,801.2 ｱｯｳﾞｨ Ombitasvir Hydrate，Paritaprevir Hydrate，
Ritonavir
抗ｳｲﾙｽ化学療法剤
★ｼﾞｪﾉﾀｲﾌﾟ1C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対して経口
薬のみで12週間治療可能
★ｳｲﾙｽ学的持続著効率95％（薬剤耐性変異ない場合：99％と
従来薬：ﾊｰﾎﾞﾆｰ配合錠と同等）
★従来薬の禁忌である腎機能低下症例（eGFR30以下）に使用
可能
★従来薬12週薬価:6,734,389.2と本剤12週薬価:4,502,601.6と
経済的
【発売：2015.11.26】

ｴｸﾘﾗｼﾞｪﾇｴｱ30吸入
225

吸入 400μg 3,150.9 杏林 Aclidinium Bromide
長時間作用性吸入気管支拡張剤
★長時間作用性抗ｺﾘﾝ薬（LAMA)
★吸入ﾃﾞﾊﾞｲｽがﾎﾞﾀﾝを押すだけの1ｱｸｼｮﾝ、ｶﾗｰｻｲﾝによる吸
入確認可能→ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ向上
【発売：2015.5.20】

ｵﾌｪﾌﾞ
399

Cap 100mg
150mg

4,382.90
6,574.40

ﾍﾞｰﾘﾝ
ｶﾞｰｲﾝｹﾞ
ﾙﾊｲﾑ

Nintedanib Ethanesulfonate
ﾁﾛｼﾝｷﾅｰｾﾞ阻害剤
★抗線維化剤
★特発性肺線維症（IPF)は難病指定されている特定疾患の治
療薬
★IPFに対する初の分子標的薬
★内服患者の高頻度に悪心、下痢、肝機能障害の副作用が出
現し休薬や減量を必要とする割合が高い→100mg製剤必要
【発売：2015.8.31】

ｵﾌﾟｽﾐｯﾄ
219

錠 10mg 14,594.0 ｱｸﾃﾘｵﾝ Macitentan
肺動脈性肺高血圧症治療薬
★ｴﾝﾄﾞｾﾘﾝ受容体拮抗薬
★肺動脈性肺高血圧症（PAH)患者における
mordibity/mortalityの発現を主要評価項目として長期の有効
性が確認された世界初のPAH治療薬
★他の同効薬の1日薬価（ﾄﾗｸﾘｱ：17,980、ｳﾞｫﾘﾌﾞﾘｽ：20,201.2）
と比較して経済的
【発売：2015.6.9】

ｶﾞﾄﾞﾋﾞｽﾄ静注1.0mol/Lｼ
ﾘﾝｼﾞ
729

注 5mL
7.5mL

5,114
7,457

ﾊﾞｲｴﾙ Gadobutrol
非ｲｵﾝ性MRI用造影剤
★T1緩和能が高く、優れた造影効果を示す
★高濃度製剤→注入速度遅くできる→血管脆弱患者への負担
軽減
★ｷﾚｰﾄ安定性の高いﾏｸﾛ環構造のため、腎性全身性線維症
「NSF」の発症リスク低い
【発売：2015.6.30】

ｶﾋﾟｽﾃﾝ筋注
114

注 50mg/2.5mL 128.0 ｷｯｾｲ Ketoprofen
注射用鎮痛・解熱・抗炎症剤
★NSAIDｓ筋注製剤
★NSAIDｓ静注製剤（ﾛﾋﾟｵﾝ：薬価239）と比較して経済的
【発売：2006.12.19】

ｻﾞｲﾔﾌﾚｯｸｽ注射用
290

注 0.9mg 119.1 旭化成 Collagenase（Clostridium Histolyticum）
ﾃﾞｭﾋﾟｭｲﾄﾗﾝ拘縮治療剤
★手術と比較して低侵襲で治療効果が高い
【発売：2015.9.16】

★新規常備医薬品　ＨＦ追補版　　　                                                                                                      2016/3/11
★2016年4月8日オーダ開始予定

①新規常備依頼医薬品　（合計21品目）



ｽﾋﾟｵﾙﾄﾚｽﾋﾟﾏｯﾄ28吸入
229

吸入 ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ2.5μ
g/ｵﾛﾀﾞﾃﾛｰﾙ2.5
μg

4,256.9 ﾍﾞｰﾘﾝ
ｶﾞｰｲﾝｹﾞ
ﾙﾊｲﾑ

Tiotropium Bromide Hydrate/Olodaterol Hydrochloride
COPD治療配合剤
★長時間作動型β2刺激薬ｵﾛﾀﾞﾃﾛｰﾙと長時間作用型抗コリン
薬ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑの配合剤
★ﾃﾞﾊﾞｲｽはﾚｽﾋﾟﾏｯﾄであり、ｿﾌﾄﾐｽﾄ→ﾄﾞﾗｲﾊﾟｳﾀﾞｰ製剤で嗄声
や咳嗽出現患者に使用可能
【発売:2014.12.1】

ﾄﾙﾘｼﾃｨ皮下注ｱﾃｵｽ
249

注 0.75mg/ｷｯﾄ 3,586.0 大日本
住友

GLP-1 受容体作動薬
Dulaglutide （Genetical Recombination）
★週1回投与、単独、他剤併用共にHbA1c1.5%前後の低下
効果→従来治療と比べ同等もしくは同等以上
★ﾃﾞﾊﾞｲｽは針の取り付け、薬剤の混和、空打ちが不要の1
回使い切り製剤
【発売:2015.9.16.】

ﾌﾙﾃｨﾌｫｰﾑ50ｴｱｿﾞｰﾙ
229

吸入 56吸入/本 2,753.0 杏林 Fluticasone Propionate/Formoterol Fumarate Hydrate
喘息治療配合剤
★炎症を強力に抑えるﾌﾙﾁｶｿﾞﾝと気管支を速やかに広げるﾎﾙ
ﾓﾃﾛｰﾙの配合剤
★ﾌﾙﾃｨﾌｫｰﾑ125で治療開始し、気道炎症抑制で喘息治療のｽ
ﾃｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ→ﾌﾙﾃｨﾌｫｰﾑ50が必要
★pMDI製剤
【発売：2014.12.1.】

ﾍﾞﾋﾟｵｹﾞﾙ
269

外用 2.5%15g/本 1,813.5 ﾏﾙﾎ Benzoyl Peroxide
尋常性ざ瘡治療剤
★抗菌作用と抗炎症作用を併せ持つ
【発売：2015.4.1】

ﾏﾘｾﾞﾌﾞ
396

錠 12.5mg
25mg

599.2
1,045.1

MSD Omarigliptin
持続性選択的DPP-4阻害剤
★週1回服用のDPP4阻害薬
★透析中を含め、重度腎機能障害のある患者に使用可能
【発売：2015.11.26】

ﾗｲｿﾞﾃﾞｸﾞ配合ﾌﾚｯｸｽﾀｯ
ﾁ
331

注 ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄ90
単位：ｲﾝｽﾘﾝﾃﾞｸﾞ
ﾙﾃﾞｸﾞ210単位/

本

2,322/本 ﾉﾎﾞﾉﾙ
ﾃﾞｨｽｸ

Insulin Degludec （Genetical Recombination)
： Insulin Aspart （Genetical Recombination)
糖 尿 病 治 療 薬
★懸濁不要
★国際共同治験において従来の混合型ｲﾝｽﾘﾝ製剤と比較して
空腹時血糖値の改善及び夜間低血糖の発現頻度を高めない
【発売：2015.12.1.】

ﾚﾙﾍﾞｱ200ｴﾘﾌﾟﾀ30吸入
229

ﾚﾙﾍﾞｱ100ｴﾘﾌﾟﾀ30吸入
229

吸入 ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ25μg
/
ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙ
ﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ200
μg

ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙ25μg
/
ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙ
ﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ100
μg

7269.80

6313.50

ｸﾞﾗｸｿ
ｽﾐｽ
ｸﾗｲﾝ

Vilanterol Trifenatate/Fluticasone Furoate
吸入喘息治療配合剤
★長時間作動型β2刺激薬ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙと吸入ｽﾃﾛｲﾄﾞ薬ﾌﾙﾁｶｿﾞ
ﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙの配合ﾄﾞﾗｲﾊﾟｳﾀﾞｰ剤
★ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙは持続的で高い抗炎症効果→
患者QOL向上
★吸入ﾃﾞﾊﾞｲｽ1ｱｸｼｮﾝ、吸入残数が赤字表記→ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ向
上
★ﾚﾙﾍﾞｱ200で治療開始し、気道炎症抑制で喘息治療のｽﾃｯﾌﾟ
ﾀﾞｳﾝ→ﾚﾙﾍﾞｱ100が必要
【発売：2014.12.1】

ﾜﾝﾄﾗﾑ
114

錠 100mg 119.1 ﾌｧｲｻﾞｰ Tramadol Hydrochloride
持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤
★24時間安定した血中濃度維持→持続した鎮痛効果
★1日1回→服薬ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ向上
★ﾄﾗﾏｰﾙOD錠25㎎4錠（薬価：154.4）を比較して経済的
【発売：2015.6.2】

商　品　名 剤 形 規　 格 薬　価 会社名 成　　分　　・　　薬　　効
ｱﾚｾﾝｻ
429

Cap 150mg 6,614.6 中外 Alectinib Hydrochloride
抗悪性腫瘍剤/ALK阻害剤
★従来品1回服用量8個（20㎎:1個、40mg：7個）　→　1回服用
量2個（150㎎）→服薬の負担軽減→利便性向上
★従来品1日薬価：26,498　→　150㎎製剤1日薬価：26,458.4と
経済的
【発売：2015.12.5.】

②切り替え医薬品　（ 合計10品目　）



ｵﾙﾒﾃｯｸOD
214

錠 20mg 123.3 第一三
共

Olmesartan Medoxomil
★水なしで服用可能な口腔内崩壊錠
★通常錠と同薬価
【発売：2015.12.14.】

ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ点滴静注液｢
ﾎｽﾋﾟｰﾗ｣
422

注 200mg
1000mg

1,825
12,649

持田製
薬

Gemcitabine Hydrochloride
代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
★溶液製剤　→　薬剤調製時間短縮
→　薬剤曝露の危険性を軽減
★薬剤曝露防止包装（ｵﾝｺﾃｲﾝ）
【発売：2015.12.1.】

ｻﾝﾄﾞｽﾀﾁﾝLAR筋注用
ｷｯﾄ
249

注 20mg
30mg

221,913
312,396

ﾉﾊﾞﾙﾃｨ
ｽ

Octreotide Acetate
持続性ｿﾏﾄｽﾀﾁﾝｱﾅﾛｸﾞ
★ｷｯﾄ製剤　→　調製時間短縮、清潔、利便性の向上
★ﾊﾞｲｱﾙ製剤18あるいは19G針→ｷｯﾄ製剤20G針→患者負担
軽減
★ﾊﾞｲｱﾙ製剤と同薬価
★10mg製剤は緊急購入で対応
【発売：2014.6.30.】

ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ注
624

注 400mg/200mL 2,404.0 富士ﾌｨﾙ
ﾑﾌｧｰﾏ

Ciprofloxacin
ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系注射用抗菌剤
★ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系薬の有効性、及びそれに対する細菌の耐性化
は、AUC/MICあるいは、Cmax/MICと相関　→　1回投与量ある
いは1日投与量を増大　→　有効性、耐性菌出現抑止効果が
上昇
★従来品（ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ注300mg）と同薬価
【発売：2015.12.21】

ﾉｲｱｰﾄ静注用
634

注 500単位 28,972 日本血
液製剤
機構

Freeze-dried Concentrated Human Antithrombin Ⅲ
血液凝固阻止剤
★製造ﾒｰｶｰの問題で従来品（ｱﾝｽﾛﾝﾋﾞﾝP500単位）が安定
供給できない
【発売：1987.6.15】

ﾊﾟﾙﾀﾝM
253

錠 0.125mg 9.9 持田製
薬

Methylergometrine Maleate
子宮収縮止血剤
★従来品（ﾒﾃﾙｷﾞﾝ錠）の販売中止
★1974年から使用　→　使用経験多い
【発売：1994.12.1.】

ﾓｰﾗｽﾊﾟｯﾌﾟXR
264

外用 120mg 43.7/枚 久光 Ketoprofen
経皮鎮痛消炎剤
★ﾊﾟｯﾌﾟ製剤で唯一「腰痛症」「関節ﾘｳﾏﾁにおける関節局所の
鎮痛」の効能効果を有する
★従来薬（ﾓｰﾗｽﾊﾟｯﾌﾟ30mg）と比較して粘着性向上
★従来薬（1日2回）→本剤（1日1回）
【発売：2015.12.15】

商　品　名 剤 形 規　 格 薬　価 会社名 成　　分　　・　　薬　　効
ｲｰｹﾌﾟﾗ点滴静注
113

注 500mg 1,978.0 大塚製
薬

Levetiracetam
抗てんかん薬
★一時的に経口投与ができないてんかん患者に対する、部分
発作の治療薬
★経口剤と同じ1日用量及び投与回数で臨床推奨用量から治
療可能
★ｐH:5-6,浸透圧比（生理食塩液に対する比）：約3→血管への
刺激、循環器系への影響ともに少ない
【発売：2015.12.1.】

ｸﾚｽﾄｰﾙ
218

錠 5mg 131.5 ｱｽﾄﾗｾﾞ
ﾈｶ

Rosuvastatin Calcium
★心血管ｲﾍﾞﾝﾄ高ﾘｽｸ患者において、従来以上の脂質低下療
法により心血管ﾌﾟﾗｰｸの進展抑制・心血管ｲﾍﾞﾝﾄ抑制につなが
ることが報告されており、標準治療となっている→2.5mg錠を2
錠以上処方→ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ不遵守、患者負担増大→5㎎錠が必
要
【発売：2005.4.27.】

ｽﾄﾗﾃﾗ
117

内用液 0.40% 209.2/m
L

ｲｰﾗｲﾘ
ﾘｰ

Atomoxetine Hydrochloride
★ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙは脱ｶﾌﾟｾﾙできない　→　ｶﾌﾟｾﾙ製剤が服用で
きない患者に使用可
★用量調節が容易
【発売：2013.11.29.】

③追加医薬品　（ 合計4品目　）



生食注ｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ｣
331

注 20ｍL 134.0 大塚製
薬工場

Sodium Chloride Solution，Isotonic
★ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾄﾞｼﾘﾝｼﾞ製剤→調製時間短縮・清潔
★後発医薬品
★生食20ｍＬ：薬価61円　→　手術時のみに使用で経済的
【発売：2009.1.13.】

商　品　名 剤 形 規　 格 薬　価 会社名 成　　分　　・　　薬　　効
ｸﾞﾙﾃｽﾄNeoｾﾝｻｰ ｾﾝｻｰ 30枚/箱 140/枚

(定価)
三和化

学
自己血糖測定用ｾﾝｻｰ
★補正操作が不要
★酸素分圧の影響を受けない
★ﾏﾙﾄｰｽ、ｶﾞﾗｸﾄｰｽ、ｲｺﾃﾞｷｽﾄﾘﾝの影響を受けない
★ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値20-70％の範囲で測定値に影響を受けない

ﾅﾉﾊﾟｽﾆｰﾄﾞﾙⅡ 針 34GX4mm ― ﾃﾙﾓ ﾍﾟﾝ型注入器用注射針
★世界で最も細い外径34G、左右非対称の先端刃面構造→刺
痛抵抗少ない→自己注射患者の痛み軽減、QOL向上

ﾜﾝﾀｯﾁｱｸﾛﾗﾝｾｯﾄ 針 33G ― ｼﾞｮﾝｿﾝｴ
ﾝﾄﾞｼﾞｮﾝｿ

ﾝ

自己血糖測定用穿刺針
★従来品（ﾜﾝﾀｯﾁﾍﾟﾝﾗﾝｾｯﾄ）30G→本品33G→痛み軽減
★穿刺に失敗した場合、再穿刺可能

ﾜﾝﾀｯﾁﾍﾞﾘｵｾﾝｻｰ ｾﾝｻｰ 30枚/箱 ― ｼﾞｮﾝｿﾝｴ
ﾝﾄﾞｼﾞｮﾝｿ

ﾝ

自己血糖測定用ｾﾝｻｰ
★従来品（LFSｸｲｯｸｾﾝｻｰ）と比較して血液量が半分以下
★従来品の価格と比較して1箱あたり250円安価

⑤新薬申請時に挙げられた削除可能医薬品　（ 合計11品目）
商　品　名 剤　形 規 　格

ｱﾎﾞｺｰﾄ 軟膏 5g/本
ｶﾊﾞｻｰﾙ 錠 0.25mg

1.0mg
ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ 錠 1mg

2mg
ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ 注 200㎎

1000mg

ｾﾛｹﾝL 錠 150mg
ﾋﾟﾚｽﾊﾟ 錠 200mg
ﾌｪﾛﾍﾞﾘﾝ配合 錠 ―
ﾚﾍﾞﾐﾙ 注 300単位/本

商　品　名 剤　形 規 　格
（院）ｱﾐﾉﾌｨﾘﾝ 散 10mg/g
ｱﾚｾﾝｻ Cap 20mg

40mg

ｱﾝｽﾛﾋﾞﾝP 注 500単位
LFSｸｲｯｸｾﾝｻｰ ― ―
ｵﾙﾒﾃｯｸ 錠 20mg
ｸﾞﾙﾃｽﾄｾﾝｻｰ ― ―
ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ「ﾀｲﾎｳ」 注 200mg

1000mg
ｻﾝﾄﾞｽﾀﾁﾝLAR筋注用
ﾊﾞｲｱﾙ

注 10mg
20mg
30mg

ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ 注 300mg/150mL
ｽﾄﾗﾃﾗ Cap 5mg
ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾝﾌﾟﾗｽ 針 32GX4mm
ﾏｸﾞﾈｽｺｰﾌﾟｼﾘﾝｼﾞ 注 10mL
ﾏｸﾞﾈﾋﾞｽﾄｼﾘﾝｼﾞ 注 15mL
ﾒﾃﾙｷﾞﾝ 錠 0.125mg
ﾓｰﾗｽﾊﾟｯﾌﾟ 貼付 30mg
ﾜﾝﾀｯﾁﾍﾟﾝﾗﾝｾｯﾄ 針 ―

販売中止のため、削除
ﾓｰﾗｽﾊﾟｯﾌﾟXR120mg採用のため、削除
ﾜﾝﾀｯﾁｱｸﾛﾗﾝｾｯﾄ採用のため、削除

ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ点滴静注｢ﾎｽﾋﾟｰﾗ」200mg・1000mg採用のため、削除

ｻﾝﾄﾞｽﾀﾁﾝLAR筋注用ｷｯﾄ採用のため、削除

ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ注400mg/200mL採用のため、削除
ｽﾄﾗﾃﾗ内用液0.4%採用のため、削除
ﾅﾉﾊﾟｽﾆｰﾄﾞﾙⅡ（34GX4mm）採用のため、削除
ｶﾞﾄﾞﾋﾞｽﾄ静注1.0mol/Lｼﾘﾝｼﾞ5・10mL採用のため、削除

ﾚｽﾋﾟｱ経口・静注液採用のため、削除
ｱﾚｾﾝｻCap150mg採用のため、削除

ﾉｲｱｰﾄ静注用500単位採用のため、削除
ﾜﾝﾀｯﾁﾍﾞﾘｵｾﾝｻｰ採用のため、削除
ｵﾙﾒﾃｯｸOD錠20mg採用のため、削除
ｸﾞﾙﾃｽﾄNeoｾﾝｻｰ採用のため、削除

ｵﾌｪﾌﾞCap150・100mg採用のため、削除(呼吸器感染症内科限定で緊急購入）
ﾏﾘｾﾞﾌﾞ錠12.5・25mg採用のため、削除
ﾗｲｿﾞﾃﾞｸﾞ配合注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ採用のため、削除(第三内科限定で緊急購入）

※削除可能医薬品は、全診療科に確認を行い、診療、治療上問題のない場合、削除します。あるいは、特定の診療科で問題のある
場合、「診療科限定」に登録します。(注：「診療科限定」は原則、在庫しない医薬品です。）

⑥削除医薬品　（ 合計22品目）
削　　　　除　　　　理　　　　由

削　　　　除　　　　理　　　　由
ﾍﾞﾋﾟｵｹﾞﾙ採用のため、削除
ﾜﾝﾄﾗﾑ錠採用のため、後発品へ変更可

ｲﾌｪｸｻｰSRCap採用のため、後発品へ変更可

ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ点滴静注｢ﾎｽﾋﾟｰﾗ」200mg・1000mg採用のため、削除

ｸﾚｽﾄｰﾙ5mg採用の、ため削除(第二内科限定で緊急購入）

④医療器具　（ 合計4品目　）
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