
 
 

県備蓄緊急用医薬品として山口県が購入し、当院薬剤部に保管していた「乾燥ガスえそウマ抗毒素」は、現在保
管している抗毒素の有効期間（2018.1.9）満了後に、県での購入備蓄を廃止することとなったため、当院での保管
も終了します。 
なお、必要時には引き続き武田薬品工業（株）（光市）より迅速な供給が可能です。 

 
 

アセトアミノフェン原薬製造企業である山本化学工業株式会社の医薬品医療機器法違反の影響により、9月 19日
現在、当該企業からあゆみ製薬への原薬供給が停止しており、当該企業から原薬を調達している製品（カロナール
細粒 20%）が、今後品薄状態となることが予測されております。 

なお、当院採用薬のカロナール錠 200・500、カロナール坐剤 100・200 につきましては、山本化学工業株式会社
以外の原薬を使用しており、通常の供給が可能です。 

 
 
  平成 29年 9月 21 日に開催された薬事委員会において、新規常備医薬品、切り替え医薬品、削除医薬品等の各品

目が承認されました。平成 29年 10月 19日（木）からオーダ開始となります（詳細は別紙参照）。 
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「乾燥ガスえそウマ抗毒素」県備蓄の廃止についてのお知らせ 

 
 
★ジェネリック医薬品品質情報検討会について 

  厚生労働省では，後発医薬品の品質に対する更なる信頼性の確保のため，平成20年度から国立医薬品食品衛

生研究所にジェネリック医薬品品質情報検討会を設置しており，その内容について紹介する。 
★「マイ医薬品集作成サービス」について 

  PMDAでは，PMDAメディナビの登録者が利用できる登録・利用無料の追加機能である，「マイ医薬品集作

成サービス」を提供している。今号では医療関係者向けに，マイ医薬品集の作成（医薬品の登録）方法，知っ

て得する便利機能等について紹介する。 

 

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/)から確認可能。 

医薬品・医療機器等安全性情報 No．346 

 
 
  平成 29 年 7 月 18 日に開催された薬事委員会において、新規常備医薬品申請書・医薬品緊急購入申請書の用紙

の様式の変更が承認されました。詳細につきましては、薬剤部ホームページの「薬剤部利用の手引き」（URL: 
http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~yakuzai/riyounotebikiindex.html）をご参照ください。 

新規常備医薬品申請書・医薬品緊急購入申請書の用紙の様式の変更

 

 

「カロナール細粒 20%」供給についてのお知らせ 

新規採用常備医薬品等のお知らせ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
            

オーダ中止日 薬剤名 理由 

2017.8.31 サクシゾン 500mg ソル・コーテフ静注用 500㎎オーダ開始のため 

2017.9.13 ゾフランザイディス錠 4mg 販売中止のため、削除 

2017.9.20 

アドフィードパップ 40mg モーラスパップ XR240mg採用のため､削除 

ストックリン錠 600mg デシコビ配合錠 HT 採用のため､削除 

ノービア錠 100mg プレジコビックス配合錠採用のため､削除 

プリジスタナイーブ錠 800mg プレジコビックス配合錠採用のため､削除 

フルティフォーム 50エアゾール 56吸入 デザレックス採用のため、削除 

ペンタジン錠 25mg 販売中止のため、削除 

メサラジン｢AKP｣錠 500mg ペンタサ顆粒採用のため､削除 

ユリーフ錠 2mg ユリーフ OD 錠 4mg 採用のため､削除 

リリカカプセル 25mg リリカ OD錠 25mg採用の場合､削除 

リリカカプセル 75mg リリカ OD錠 75mg採用の場合､削除 

レスタミンコーワクリーム マーデュオックス軟膏採用のため､削除 

レミッチカプセル 2.5μg レミッチ OD 錠 2.5μg 採用の場合､削除 

ロルカム錠 4mg ロコアテープ採用のため、削除 

PFD内服液 500mg/10ml 在庫がなくなったため 

 

オーダ中止のお知らせ 

                        
 

 「ネキシウムカプセル20mg」において、一部にカプセルキャップの色調が異なる製品が 

存在していることが判明しました。色調に差異が認められる製品であっても、安全性及び 

有効性への影響はありません。 

  

「ネキシウムカプセル 20mg」カプセルキャップの色調差異に関するお知らせ

 

 
  

変更前  変更後 

ニコランマート錠5mg → ニコランジル錠5mg「トーワ」 

マキュエイド硝子体内注用40mg → マキュエイド眼注用40mg 

    旧販売名製品の経過措置満了日：2018年 3月 31 日（在庫がなくなり次第変更予定） 

販売名変更のお知らせ 

 
 
  以下の薬剤が「在宅自己注射指導管理料」の算定が可能な薬剤に追加されました。これに伴い、退院・外来処方

オーダが可能になりました。 

◎プラルエント皮下注 75mg ペン（一般名：アリロクマブ（遺伝子組換え））＜高コレステロール血症治療剤／完全ヒト型抗

PCSK9 モノクローナル抗体＞ 

◎ルミセフ皮下注 210mg シリンジ（一般名：ブロダルマブ（遺伝子組換え））＜ヒト型抗ヒト IL-17 受容体 A モノクローナル

抗体製剤＞※緊急購入薬 

 

毎年救急の日(今年は9月11日に実施)に行っている救急薬品セット、外来ストック、病棟ストックの見直しが無

事終了しました。ご協力ありがとうございました。  

夜間休日は原則として病棟在庫から使用することになっていますので、これらを十分ご活用下さい。 

ただし特定生物由来製品（血液製剤）を使用する際にはロット管理の徹底をお願いします。なお、外来及び病棟

に在庫している毒薬・向精神薬は盗難を防ぐため、厳重に管理して下さい。 

 

 

配置薬在庫の見直しが無事終了しました 

 

[色調差異の一例] 

在宅自己注射指導管理料算定可能薬剤への追加に関するお知らせ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◎アクチット輸液＜マルトース加酢酸維持液＞ 

◎ヴィーンＤ輸液＜ブドウ糖加酢酸リンゲル液＞ 

 プラヨーキ製品(プラスチックボトル) からＦＣ製品（バッグ）に変更 

 

◎アマージ錠 2.5mg（一般名：ナラトリプタン塩酸塩）＜5-HT1B/1D 受容体作動型片頭痛治療剤＞ 

◎イミグラン錠 50（一般名：スマトリプタンコハク酸塩）＜5-HT1B/1D 受容体作動型片頭痛治療剤＞ 

 PTPシートを乳幼児誤飲防止包装(プッシュスルータイプ)に変更 

 

◎コレバイン錠 500mg（一般名：コレスチミド）＜高コレステロール血症治療剤＞ 

 PTPシートの表示・形状の変更、ピロー包装の表示を変更 

 

◎サラゾピリン錠 500mg（一般名：サラゾスルファピリジン）＜潰瘍性大腸炎治療剤＞ 

 PTPシートのデザイン変更 

 

◎セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」（一般名：セボフルラン）＜全身吸入麻酔剤＞ 

 キャップの厚みの変更 

 

◎フィブロガミン P 静注用（一般名：人血液凝固第 XIII 因子）＜血漿分画製剤（乾燥濃縮人血液凝固第 XIII 因子製剤)＞ 

 ラベル・個装箱に注射薬の施用部位等を示す略号「静」を表示 

 

◎レミフェンタニル静注用 2mg、5mg「第一三共」（一般名：レミフェンタニル塩酸塩）＜全身麻酔用鎮痛剤＞ 

 バイアルサイズ及び個装箱を小さく変更 

 

◎ロイケリン散 10%（一般名：メルカプトプリン水和物）＜メルカプトプリン系製剤＞ 

 使用期限の変更：「5年 6カ月」→「3年」 

包装変更等のお知らせ 

  
            

オーダ開始日 緊急購入薬 対象診療科 

2017.9.4 
ノベルジン錠 50mg 

一内科 

2017.9.14 

小児科 2017.9.4 コバールトリイ静注用 500 

2017.9.15 

イロクテイト静注用 750 

ポマリストカプセル 1mg 

三内科 
ポマリストカプセル 2mg 

ポマリストカプセル 3mg 

ポマリストカプセル 4mg 

2017.9.16 ベムリディ錠 25mg 一内科 

 

緊急購入薬の診療科限定オーダ開始のお知らせ 

 
 
◎アボコート軟膏 0.1％（一般名：ヒドロコルチゾン酪酸エステル）＜外用合成副腎皮質ホルモン剤＞ 

 販売中止のため、在庫がなくなり次第、オーダ中止。経過措置期間：2018年 3月 31日まで。 
 
◎ゾフランザイディス４（一般名：オンダンセトロン）＜5-HT3受容体拮抗型制吐剤＞ 

 販売中止のため、オーダ中止。（オーダ削除済） 

販売中止のお知らせ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎アクテムラ皮下注 162mg オートインジェクター（一般名：トシリズマブ）＜ヒト化抗ヒト IL-6 レセプターモノクローナル抗体

＞ 

【効能・効果】既存治療で効果不十分な次の疾患：高安動脈炎、巨細胞性動脈炎 

【用法・用量】トシリズマブ（遺伝子組換え）として 1回 162mgを 1週間隔で皮下注射する。 

◎アデムパス錠 0.5mg、1.0mg、2.5mg（一般名：リオシグアト）＜可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激剤＞※緊急購入薬 

  【禁忌】オムビタスビル･パリタプレビル･リトナビル（販売名：ヴィキラックス配合錠）を投与中の患者 

◎アブラキサン点滴静注用 100mg（一般名：パクリタキセル）＜抗悪性腫瘍剤＞ 

【効能・効果】胃癌 

【用法・用量】D法：成人にはパクリタキセルとして、1日 1回 100mg/m2（体表面積）を 30分かけて点滴静注

し、6日間休薬する。週 1回投与を 3週間連続し、4週目は休薬する。これを 1コースとして、

投与を繰り返す。患者の状態により適宜減量。 

◎オビソート注射用 0.1g（一般名：アセチルコリン塩化物）＜アセチルコリン系製剤＞ 

  【効能・効果】冠動脈造影検査時の冠攣縮薬物誘発試験における冠攣縮の誘発 

  【用法・用量】アセチルコリン塩化物を日本薬局方生理食塩液で溶解及び希釈し、1回 5mLを冠動脈内に注入

する。左冠動脈への注入から開始し、アセチルコリン塩化物として 20、50、100μgを冠攣縮が

誘発されるまで 5分間隔で段階的に各 20秒間かけて注入する。また、右冠動脈には 20、50μg

を冠攣縮が誘発されるまで 5分間隔で段階的に各 20秒間かけて注入する。 

◎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＞※緊急購入薬 

【効能・効果】がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌 

【用法・用量】成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回 3mg/kg(体重)を 2週間間隔で点滴静注する。 

◎献血ノンスロン 1500 注射用（一般名：人アンチトロンビン III）＜血漿分画製剤（血液凝固阻止剤）＞ 

  【効能・効果】アンチトロンビン III低下を伴う門脈血栓症 

  【用法・用量】アンチトロンビン IIIが正常の 70％以下に低下した場合、成人に対し、本剤 1日 1,500国際単

位（又は 30 国際単位/kg）を 5日間投与する。本剤投与により血栓縮小傾向が認められた場合

には、成人に対し、本剤 1日 1,500国際単位（又は 30国際単位/kg）の 5日間投与を最大 2回

まで追加で行うことができる。 

◎サンディミュン点滴静注 250mg（一般名：シクロスポリン）＜免疫抑制剤＞ 

◎ネオーラル内用液 10%、10mg カプセル、25mg カプセル（一般名：シクロスポリン）＜免疫抑制剤＞ 

  【禁忌】グラゾプレビル（販売名：グラジナ）を投与中の患者 

◎ビムパット錠 50mg、100mg（一般名：ラコサミド）＜抗てんかん剤＞ 

  【効能・効果】てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む）※単剤療法についても使用可能 

◎マキュエイド眼注用 40mg（一般名：トリアムシノロンアセトニド）＜眼科手術補助剤、眼科用副腎皮質ホルモン剤＞ 

【効能・効果】［テノン嚢下投与］下記の疾患に伴う黄斑浮腫の軽減 

       糖尿病黄斑浮腫、網膜静脈閉塞症、非感染性ぶどう膜炎 

【用法・用量】本剤１バイアルに１mLの生理食塩液又は眼灌流液を注入してトリアムシノロンアセトニド濃度

が 40mg/mLになるように用時懸濁し、トリアムシノロンアセトニドとして 20mg（懸濁液として

0.5mL）をテノン嚢下に投与する。 
◎リドカインテープ 18mg「YP」（一般名：リドカイン）＜貼付用局所麻酔剤＞ 
  【効能・効果】皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和 

  【用法・用量】成人には本剤 1回 6枚まで，小児には下記枚数までを，レーザー照射予定部位に約 1時間貼付

する。（3歳以下：2枚、4～5歳：3枚、6～7歳：4枚、8～9歳：5枚、10歳以上：6枚） 

◎リュープリン SR 注射用キット 11.25mg（一般名：リュープロレリン酢酸塩）＜LH-RH 誘導体マイクロカプセル型徐放性製

剤＞ 

【効能・効果】球脊髄性筋萎縮症の進行抑制 

◎レボレード錠 12.5mg（一般名：エルトロンボパグ オラミン）＜経口造血刺激薬/トロンボポエチン受容体作動薬＞ 

【効能・効果】再生不良性貧血 

【用法・用量】抗胸腺細胞免疫グロブリンで未治療の場合：抗胸腺細胞免疫グロブリンとの併用において、成

人には、エルトロンボパグとして 75mgを 1日 1回、食事の前後 2時間を避けて空腹時に経口投

与する。患者の状態に応じて適宜減量。 

       既存治療で効果不十分な場合：成人には、エルトロンボパグとして初回投与量 25mgを 1日 1

回、食事の前後 2時間を避けて空腹時に経口投与する。患者の状態に応じて適宜増減。1日最大

投与量は 100mg。 

◎ロイケリン散 10%（一般名：メルカプトプリン水和物）＜メルカプトプリン系製剤＞ 

【組成・性状】ポリビニルアルコール(部分けん化物) 

効能・効果、禁忌等の追加及び変更のお知らせ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

◎アクチット輸液＜マルトース加酢酸維持液＞ 

◎ヴィーンＤ輸液＜ブドウ糖加酢酸リンゲル液＞ 

製造販売承認承継：興和株式会社→扶桑薬品工業株式会社（2017年8月1日） 

 

◎アスパラカリウム錠300mg（一般名：L-アスパラギン酸カリウム）＜Kアスパルテート製剤＞ 

◎アスパラカリウム注10mEq（一般名：L-アスパラギン酸カリウム）＜Kアスパルテート製剤＞ 

◎アスベリン錠10（一般名：チペピジンヒベンズ酸塩）＜鎮咳剤＞ 

◎アドナ錠10mg（一般名：カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物）＜対血管薬剤＞ 

◎アドナ注（静脈用）25mg（一般名：カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物）＜対血管薬剤＞ 

◎アドナ注（静脈用）50mg（一般名：カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物）＜対血管薬剤＞ 

◎LH-RH注0.1mg「タナベ」（一般名：ゴナドレリン酢酸塩）＜LH分泌ホルモン剤＞ 

◎グリメピリド錠1mg「タナベ」（一般名：グリメピリド）＜スルホニルウレア系経口血糖降下剤＞ 

◎TRH注0.5mg「タナベ」（一般名：プロチレリン）＜TSH・プロラクチン分泌ホルモン剤＞ 

◎チウラジール錠50mg（一般名：プロピルチオウラシル）＜抗甲状腺剤＞ 

◎注射用サイメリン50mg（一般名：ラニムスチン）＜抗悪性腫瘍剤＞ 

◎ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タナベ」（一般名：ドネペジル塩酸塩）＜アルツハイマー型認知症治療剤＞ 

◎ハイボン錠20mg（一般名：リボフラビン酪酸エステル）＜高コレステロール血症改善ビタミン剤＞ 

◎ラボナール注射用0.5g（一般名：チオペンタールナトリウム）＜全身麻酔剤＞ 

製造販売承認承継：田辺製薬販売会社→ニプロＥＳファーマ（2017年10月1日） 

 

◎アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」（一般名：アトロピン硫酸塩水和物）＜アトロピン製剤＞※ 

◎ナイキサン錠100mg（一般名：ナプロキセン）＜鎮痛・抗炎症剤＞※ 

◎ピーエイ配合錠（一般名：サリチルアミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン）＜感冒剤＞ 

◎ヒトCRH静注用100μg「タナベ」（一般名：コルチコレリン（ヒト））＜視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査

薬＞※ 

◎フスタゾール糖衣錠10mg（一般名：クロペラスチン塩酸塩）＜鎮咳剤＞※ 

販売移管：田辺製薬販売会社→ニプロＥＳファーマ（2017年10月1日） 
※変更承認申請中等の理由により、準備が整い次第承継 

 

◎ゲンタシン注10（一般名：ゲンタマイシン硫酸塩）＜アミノグリコシド系抗生物質製剤＞ 

◎ゲンタシン注60（一般名：ゲンタマイシン硫酸塩）＜アミノグリコシド系抗生物質製剤＞ 

製造販売承認承継：MSD株式会社→高田製薬株式会社（2017年12月8日） 

 

◎ルジオミール錠25mg（一般名：マプロチリン塩酸塩）＜四環系抗うつ剤＞ 

製造販売承認承継：ノバルティスファーマ株式会社→サンファーマ株式会社（2017年10月2日） 

販売移管：ノバルティスファーマ株式会社→田辺三菱製薬株式会社 

製造販売承認承継、販売移管等のお知らせ 

 
  

オーダ変更日 変更前  変更後 

2017.8.23 

アリナミンＦ錠25mg → アリナミンＦ糖衣錠25mg 

コントミン錠12.5mg → コントミン糖衣錠12.5mg 

コントミン錠25mg → コントミン糖衣錠25mg 

コントミン錠50mg → コントミン糖衣錠50mg 

ピーゼットシー錠2mg → ピーゼットシー糖衣錠2mg 

ヒベルナ錠25mg → ヒベルナ糖衣錠25mg 

フスタゾール錠10mg → フスタゾール糖衣錠10mg 

フルメジン錠1mg → フルメジン糖衣錠1mg 

   

オーダ名変更のお知らせ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9/4～11/17まで、薬学部 5年生を対象とした長期臨床実習（女性 5名）を行っています。 

 薬物治療の有効性と安全性向上に貢献できる薬剤師を目指して、知識と技能の取得に精力的に取り組んでいま 

す。病棟業務・服薬指導等で病棟を訪れた際にはよろしくお願いします。 

 

長期実習が始まりました 

 
 
◎オプジーボ点滴静注の適正使用に関するお願い～重症筋無力症について～ ※緊急購入薬 

 2017年7月3日時点での日本におけるオプジーボの推定使用患者数は19,414人であり、重症筋無力症の発症は24

例報告され、うち重症筋無力症による死亡が2例、心筋炎による死亡が1例です。 

 異常が認められた際には早期に神経内科専門医と連携し適切な処置を行うなどの対応をお願いします。 

 

◎プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ「科研」（一般名：ジノプロストン）＜陣痛誘発・促進剤＞ 

 公益財団法人日本医療機能評価機構から公表された「第７回産科医療補償制度 再発防止に関する報告書～産科

医療の質の向上に向けて～」において、子宮収縮薬使用事例(2009年～2011年の集計結果)は124件みられ、これら

の中に、子宮収縮薬の使用についての説明と同意及び分娩監視装置による胎児心拍数モニターが十分でない事例

が報告されています。 

本剤を含む子宮収縮薬の使用にあたっては、添付文書「警告」及び「重要な基本的注意」の項のとおり、下記

の事項に十分にご留意ください。 

①本剤を用いた陣痛誘発、陣痛促進の必要性及び危険性を十分説明し、同意を得てから使用。 

 ②分晩監視装置を用いて、胎児の心音、子宮収縮の状態を十分に監視。 

 ③点滴注射剤と比べ調節性に欠けるため、過量投与にならないように慎重に投与し、陣痛誘発効果、分晩進 

行効果を認めたときは投与を中止。 

 

◎レミフェンタニル静注用２ｍｇ、5mg「第一三共」（一般名：レミフェンタニル塩酸塩）＜全身麻酔用鎮痛剤＞ 

 コアリングの発生を軽減するため、下記の事項に十分にご留意ください。 

 （注射針） より細い21ゲージ以上の注射針の使用を推奨 

 （穿刺手技）①注射針をゴム栓のくぼみの中央付近に垂直にゆっくり刺す。 

       ②注射針を途中で回転させない。 

③針刺しを数回行う場合は、同一箇所を避けて穿刺する。 

適正使用のお願い 

 
 

「ドボネックス軟膏 50μg/g」について、ステンレス異物が混入していることが判明したため、自主回収とな

りました。 

つきましては、院内に在庫されている「ドボネックス軟膏 50μg/g」(ロット番号 A26847、A26861)があれば、

至急薬剤部までご返却下さい。 

なお、該当製品は当院には納入されていません。 

現在までに本件に起因すると考えられる健康被害の報告はありません。 

「ドボネックス軟膏50μg/g」自主回収のお知らせ 

 
 

ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤「シムビコートタービュヘイラー」の吸入練習用資材である吸入

練習器（赤色の笛）において異物（植物片）の混入が判明したため自主回収となりました。 

つきましては、院内に在庫されている「シムビコートタービュヘイラー用吸入練習器」があれば、至急薬剤部

までご返却下さい。 

現在までに本件に起因すると考えられる健康被害の報告はありません。 

「シムビコートタービュヘイラー用吸入練習器」自主回収のお知らせ 
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新規常備薬品の採用について（一覧） 平成29年9月21日
2017年10月19日（木）オーダ開始予定

商　品　名 剤 形 規　 格 薬　価 会社名 成　　分　　・　　薬　　効
ｱｾﾁﾙｼｽﾃｲﾝ内用
392

液 17.6%
(20ml/本)

97.6/ml あゆみ製薬 Acetylcysteine
ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ中毒解毒剤
★「ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ過量摂取時の解毒」を効能とする日本初のｱｾﾁﾙｼｽ
ﾃｲﾝ内用液
★ﾑｺﾌｨﾘﾝ吸入液(ｱｾﾁﾙｼｽﾃｲﾝ製剤)の内服は適応外使用
★従来品(ﾑｺﾌｨﾘﾝ吸入液2ml/包)と同量を投与する場合、本剤
(20ml/本)の使用本数が1/10となり、調製に要する労力が軽減され
る
【発売：2002.12.3】

ｱﾉｰﾛｴﾘﾌﾟﾀ
225

吸入 30吸入 8,324.2 ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽ
ｸﾗｲﾝ

Umeclidinium Bromide/Vilanterol Trifenatate
COPD治療配合剤
★LABA(長時間作用性β2刺激薬)とLAMA(長時間作用性抗ｺﾘﾝ薬)

の配合剤
★ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝにおいて、LABAとLAMAの併用投与は呼吸機能改善効
果が高いことが示されている
★ﾃﾞﾊﾞｲｽはｴﾘﾌﾟﾀであり、ﾜﾝｱｸｼｮﾝで操作でき簡便である
【発売：2015.10.1】

ｲﾝﾁｭﾆﾌﾞ
117

錠 1mg
3mg

412.2
544.3

塩野義製薬 Guanfacine Hydrochloride
注意欠陥/多動性障害(AD/HD)治療剤
★日本初の選択的α2Aｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ受容体作動薬

★1日1回投与の非中枢性刺激薬
★食欲低下、体重増加不良がない
★てんかんやチック等の合併症を悪化させない
★緊急購入歴あり
【発売：2017.5.26】

10mg
20mg
30mg

※10㎎、20
㎎は単剤で
の包装なし

324.2
648.4
972.6

ｵﾃｽﾞﾗ錠ｽ
ﾀｰﾀｰﾊﾟｯｸ
（10㎎×4

錠、20㎎×4
錠、30㎎×

19錠）※

22,369.8

ｺﾑｸﾛｼｬﾝﾌﾟｰ
264

液 0.05%
(125g/本)

28.2/g ﾏﾙﾎ Clobetasol Propionate
外用頭部乾癬治療剤
★short contact therapyを用法としたｼｬﾝﾌﾟｰ様外用液剤
★洗髪時に1日1回使用
★従来のｸﾞﾘｼﾞｰﾙｽｶﾙﾌﾟﾛｰｼｮﾝに比べ、皮膚萎縮等の副作用を生じ
にくい
【発売：2017.7.11】

ｻﾞﾙﾄﾗｯﾌﾟ点滴静注
429

注 100mg
200mg

78614
153409

ｻﾉﾌｨ Aflibercept Beta(Genetical Recombination)
抗悪性腫瘍剤/VEGF阻害剤
★従来のｱﾊﾞｽﾁﾝが作用するVEGF-Aだけでなく,VEGF-Bやｱﾊﾞｽﾁﾝ
投与後に増殖すると思われるPIGFをも標的とする
★ｱﾊﾞｽﾁﾝ耐性例にも抗腫瘍効果あり
【発売：2017.5.29】

ｼｸﾚｽﾄ舌下
117

錠 5mg 274.0 Meiji Seika
ﾌｧﾙﾏ

Asenapine Maleate
抗精神病剤
★非定型抗精神病薬のpine系に属する薬剤であり、ｼﾞﾌﾟﾚｷｻと同等
の効果を示す
★ﾑｽｶﾘﾝ受容体に対する親和性は低く、糖・脂質代謝への影響や
抗ｺﾘﾝ性の副作用が少ない
★糖尿病患者への投与に対する禁忌事項なし
★認知機能や随伴症状の不安・うつ等に対しても効果が期待される
★体重増加、代謝性ﾊﾟﾗﾒｰﾀ及び血中ﾌﾟﾛﾗｸﾁﾝに対する影響が少な
い
★抗精神病薬として本邦初の舌下錠
★緊急購入歴あり
【発売：2016.5.26】

①新規常備依頼医薬品　（合計15品目）

ｾﾙｼﾞｰﾝ Apremilast
PDE4阻害剤
★尋常性乾癬及び関節症性乾癬に対する経口PDE4阻害剤
★ﾘﾝﾊﾟ球のPDE4を阻害することで、ﾘﾝﾊﾟ球からの炎症性ｻｲﾄｶｲﾝの
分泌を抑制し、炎症を抑える
★難治性の乾癬に対する治療薬のﾁｶﾞｿﾝやﾈｵｰﾗﾙにおける重篤な
副作用(催奇形性、肝機能障害、腎機能障害等)に比べ、ｵﾃｽﾞﾗ錠は
消化器症状を除いて大きな副作用はない
★投与前のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞや投与中の臨床検査及び血中濃度測定を必
要としない

※投与開始後2週間は「オテズラ錠スターターパック」（2週間の薬剤
パック）を使用し、その後「オテズラ錠30㎎」に切り替える。
【発売：2017.3.1】

ｵﾃｽﾞﾗ
399

錠
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ｽｲﾝﾌﾟﾛｲｸ
235

錠 0.2mg 272.1 塩野義製薬 Naldemedine Tosilate
経口末梢性μｵﾋﾟｵｲﾄﾞ受容体拮抗薬
★国内初の末梢性μｵﾋﾟｵｲﾄﾞ受容体拮抗薬
★ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ誘発性便秘症治療薬
★用量調整が必要なく、1日1回1錠内服
★ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ製剤が使用しにくい腎機能障害患者でも使用できる
【発売：2017.6.7】

ｾﾞﾝﾀｺｰﾄ
239

cap 3mg 256.9 ｾﾞﾘｱ新薬工
業

Budesonide
ｸﾛｰﾝ病治療剤
★治療指針において軽症～中等症ｸﾛｰﾝ病の第一選択薬
★「腸溶性」と「徐放性」の特性を有し、ｸﾛｰﾝ病の炎症好発部位であ
る小腸および結腸で抗炎症作用を発揮
★ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠と比較して全身性の副作用が軽減
【発売：2016.11.29】

ﾐﾃｨｷｭｱﾀﾞﾆ舌下
449

錠 3300JAU
10000JAU

64.2
194.7

鳥居薬品 ｺﾅﾋｮｳﾋﾀﾞﾆ抽出ｴｷｽ/ﾔｹﾋｮｳﾋﾀﾞﾆ抽出ｴｷｽ
ｱﾚﾙｹﾞﾝ免疫療法薬
★従来のｱﾚﾙｹﾞﾝ免疫療法は皮下注射による方法が中心であり、患
者の負担が大きかった
★利便性の優れた舌下免疫療法(SLIT)
★国内第Ⅱ/Ⅲ相臨床試験において、ﾀﾞﾆ抗原によるｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎症状及びQOL改善
★緊急購入歴あり
【発売：2015.12.3】

商　品　名 剤 形 規　 格 薬　価 会社名 成　　分　　・　　薬　　効
ｿｾｺﾞﾝ
114

注 15mg 65.0 丸石製薬 Pentazocine
鎮痛剤
★ﾍﾟﾝﾀｼﾞﾝ注射液15mg製造販売中止に伴う代替品
【発売：2012.10.1】

ﾌﾟﾛｹﾞﾃﾞﾎﾟｰ筋注
247

注 125mg 180.0 持田製薬 Hydroxyprogesterone Caproate
持続性黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤
★ｵｵﾎﾙﾐﾝﾙﾃｳﾑﾃﾞﾎﾟｰ筋注125mg製造販売中止に伴う代替品
【発売：1976.10.1】

ﾎｽﾚﾉｰﾙOD
219

錠 250mg 169.7 ﾊﾞｲｴﾙ薬品 Lanthanum Carbonate Hydrate
高ﾘﾝ血症治療剤
★唾液で服用可能な口腔内崩壊錠
★ﾁｭｱﾌﾞﾙ錠と同薬価
【発売：2017.6.19】

商　品　名 剤 形 規　 格 薬　価 会社名 成　　分　　・　　薬　　効
ｽﾃﾗｰﾗ点滴静注
399

注 130mg 189,612.0 ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ Ustekinumab（Genetical Recombination）
ﾋﾄ型抗ﾋﾄIL-12/23p40ﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体製剤
★中等症から重症の活動期ｸﾛｰﾝ病に対する治療薬
★TNFα阻害薬であるﾚﾐｹｰﾄﾞやﾋｭﾐﾗと異なり、ｽﾃﾗｰﾗはｻｲﾄｶｲﾝの
IL-12とIL-23を阻害する
★IL-12やIL-23はTNFαよりも上流で炎症を起こすとされており、
TNFα阻害薬が無効な症例に対しても効果が望める
★緊急購入歴あり
【発売：2017.5.24】

献血ﾎﾟﾘｸﾞﾛﾋﾞﾝN10%静注
634

注 2.5g 21,441.0 日本血液製
剤機構

pH4-treated Acidic Human Normal Immunoglobulin
血漿分画製剤
★5%製剤に比べ投与液量が半分になることから、投与液量に関わ
る心臓への負担が軽減。また、投与時間の短縮が可能
★小児用量は、体重によって投与量が変わるため、細かな調整が
できず2.5gの規格が必要
【発売：2017.1.23】

②切り替え医薬品　（ 合計3品目　）

③追加医薬品　（合計2品目）
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④新薬申請時に挙げられた削除可能医薬品　（合計10品目） ※別紙2削除薬リストに含まれる薬は除く
商　品　名 剤　形 規 　格

ﾌﾙﾀｲﾄﾞﾃﾞｨｽｶｽ(200) 吸入 60吸入
ｾﾙﾃｸﾄ 錠 30mg
ｵｰﾗｯﾌﾟ 錠 3mg
ﾋﾞｼﾞｸﾘｱ配合 錠 -
ﾌｪﾉｰﾙ･亜鉛華ﾘﾆﾒﾝﾄ 外用剤 -
ｾﾛﾄｰﾝ静注液 注 10mg
ｲﾝﾃﾊﾞﾝSP cap 25mg
ｿﾌﾞﾘｱｰﾄﾞ cap 100mg
献血ﾎﾟﾘｸﾞﾛﾋﾞﾝN5%静 注 5g
ﾌﾛﾓｯｸｽ小児用 細粒 10% ｲﾝﾁｭﾆﾌﾞ錠採用の場合、削除

⑤削除医薬品　（ 合計10品目）
商　品　名 剤　形 規 　格

ｱﾎﾞｺｰﾄ 軟膏 0.10%
ｶﾅﾏｲｼﾝ ｶﾌﾟｾﾙ 250mg
ｺﾛﾈﾙ 細粒 83.30%

ｸﾗﾘﾁﾝ 錠 10mg
ｿﾞﾌﾗﾝｻﾞｲﾃﾞｨｽ 錠 4㎎
ﾌﾟﾘｼﾞｽﾀ 錠 300mg
ﾍﾟﾝﾀｼﾞﾝ 注 15mg
ｵｵﾎﾙﾐﾝﾙﾃｳﾑﾃﾞﾎﾟｰ筋 注 125mg
ﾎｽﾚﾉｰﾙﾁｭｱﾌﾞﾙ 錠 250mg
ﾎﾟｽﾃﾘｻﾞﾝ 軟膏 25g 販売中止のため、削除

ﾌﾟﾛｹﾞﾃﾞﾎﾟｰ筋注125mg採用のため、削除
ﾎｽﾚﾉｰﾙOD錠250mg採用のため、削除

献血ﾎﾟﾘｸﾞﾛﾋﾞﾝN10%静注2.5g採用の場合、削除
ｽﾃﾗｰﾗ点滴静注130mg採用の場合、削除

ｿｾｺﾞﾝ注15mg採用のため 、削除

削　　　　除　　　　理　　　　由

ﾘﾌｷｼﾏ錠200mg採用のため、削除
ﾘﾝｾﾞｽ錠0.25mg採用のため、削除
ｱｼﾃｱﾀﾞﾆ舌下錠採用のため、削除

販売中止のため、削除

販売中止のため、削除
販売中止のため、削除

ｾﾞﾝﾀｺｰﾄｶﾌﾟｾﾙ3mg採用の場合、削除

ﾐﾃｨｷｭｱﾀﾞﾆ舌下錠採用の場合、削除

ｼｸﾚｽﾄ舌下錠5mg採用の場合、削除

ﾐﾃｨｷｭｱﾀﾞﾆ舌下錠採用の場合、削除

※削除可能医薬品は、次回薬事委員会までに全診療科に確認を行い、診療、治療上問題のない場合、次回薬事委員会の承認を経て、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。）

ｵﾃｽﾞﾗ錠採用の場合、削除

削　　　　除　　　　理　　　　由

ｵﾃｽﾞﾗ錠採用の場合、削除
ｱﾉｰﾛｴﾘﾌﾟﾀ30吸入用採用の場合、削除



＜別紙２＞

削除医薬品＜合計　52品目＞ 2016・2017年実績

※薬事委員会で削除可能薬品と承認され、全診療科に意見を求めた結果、資料のリストに示した医薬品の削除に問題が無いことが確認されました(在庫限り削除)。

薬剤名 薬効 代替薬（★同成分、☆投与経路の違う同成分）
ＢＣＧ１２ｍｇ 細菌ワクチン類 -
アトワゴリバース静注シリンジ６mL 副交感神経興奮剤 -
アミノ安息香酸エチル 局所麻酔剤、鎮痛・鎮痒剤 -
アミパレン２００ｍｌ 混合アミノ酸製剤 -
アミュー顆粒 混合アミノ酸製剤 ネオアミユー輸液
アラベル内用剤１．５ｇ その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。） -
アンプラ－グ錠５０ｍｇ 他に分類されない血液・体液用薬 アンプラーグ錠100mg
イオパミロン１５０ 50ml その他のＸ線造影剤 ★イオパミロン注３００／６１．２４％１００ｍＬ１瓶・200mL 1瓶
イムネース注３５　３５万国内標準単位 遺伝子組換え型インターロイキン2製剤 -
インダシン静注用１ｍｇ１瓶 その他の循環器官用薬 -
インタ－ル細粒１０％ その他のアレルギー用薬 -
カピステン筋注５０㎎ 注射用鎮痛・解熱・抗炎症剤 ロピオン静注５０ｍｇ
カルベニン点滴用０．２５ｇ　２５０㎎ カルバペネム系抗生物質製剤 ★カルベニン点滴用0.5g
コージネイトＦＳバイオセット500 その他の血液製剤 ★コージネイトFSバイオセット2000
コンバントリン錠１００㎎ その他の駆虫剤 -
コンビビル配合錠 抗ウイルス化学療法剤（核酸逆転写酵素阻害薬） ツルバダ配合錠
ザーネ軟膏　　　　　　（容） その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ユベラ軟膏

サイビスクディスポ関節注２mL　１６㎎ ヒアルロン酸ナトリウム架橋体製剤
アルツディスポ関節注２５ｍｇ、スベニールディスポ関節注２
５ｍｇ

ザルコニンＡ０．１％　５００ｍＬ 石鹸類製剤 ★ザルコニンG消毒液10
ストックリン錠６００ｍｇ 抗ウイルス化学療法剤（核酸逆転写酵素阻害薬） -
ストロカイン錠　５ｍｇ その他の局所麻酔剤 -
ダイアニール－Ｎ　ＰＤ－２ 2.5% 5L 腹膜透析用剤 ★ダイアニールN PD-2 2.5% 1L・1.5L
タガメット注射液２００ｍｇ H2遮断薬 ザンタック注射液50mg、ガスター注射液20mg
チャンピックス錠０．５㎎ 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 -
チャンピックス錠１㎎ 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 -
デタントールＲ錠　３ｍｇ その他の血圧降下剤 カルデナリン錠1mg・2mg
ドプラム注射液４００㎎　２０㎎ 呼吸促進剤 -
ノービア錠１００㎎ 抗ウイルス剤 カレトラ配合錠、プリジスタ錠300mg
バイナス錠７５ｍｇ その他のアレルギー用薬 -

バナン錠１００ｍｇ セフェム系抗生物質製剤
セフゾンカプセル100mg、メイアクトMS錠100mg、フロモックス
錠100mg

ピシバニール注射用１ＫＥ 他に分類されない腫瘍用薬 ★ピシバニール0.2KE・5KE
ヒマシ油〔加香〕 小腸刺激性下剤 -
ファンギゾン注射用５０ｍｇ アムホテリシンB製剤 ★アムビゾーム点滴静注用50mg
プラスチベース　　　　（容） その他の軟膏基材 -
プリジスタナイーブ錠８００㎎ 抗ウイルス剤 カレトラ配合錠
プリジスタ錠３００㎎ 抗ウイルス化学療法剤（プロテアーゼ阻害薬） カレトラ配合錠
ベセルナクリーム５％　２５０ その他の化学療法剤 -
ベネフィクス静注用２０００ 血漿分画製剤 ベネフィクス静注用1000・3000（緊急購入）
ベピオゲル２．５％ 他に分類されない外皮用薬 ディフェリンゲル0.1%
ペリアクチンシロップ０．０４％ その他の抗ヒスタミン剤 ★ペリアクチン散1%

ボンゾール錠　１００ｍｇ 他の分類されないホルモン剤
ディナゲスト錠1mg、プラノバール配合錠、スプレキュア点鼻
液0.15%、スプレキュアMP皮下注1.8

マクジェン硝子体内注射用キット０．３㎎ 加齢黄斑変性症治療剤 ルセンティス硝子体内注10㎎、アイリーア硝子体内注2㎎
マブリン散１％ 抗悪性腫瘍薬 -
ミッドペリック２５０腹膜透析液　１L（排液用バッ
グ付）

腹膜透析用剤
★ミッドペリック２５０腹膜透析液／１．５Ｌ１袋（排液用バッグ
付）、★ミッドペリック２５０腹膜透析液／２Ｌ１袋

メプチンシロップ5μg/mL その他の気管支拡張剤 ★プロカテロール塩酸塩錠25μg
レクチゾール錠２５ｍｇ 他に分類されない外皮用剤 -
レペタン坐剤０．２ｍｇ 鎮痛剤 -
レペタン坐剤０．４㎎ 鎮痛剤 -
ワコビタール坐剤　１５ｍｇ バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 ★ワコビタール坐剤30mg
ワコビタール坐剤　５０ｍｇ バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 ★ワコビタール坐剤30mg
滅菌精製水「ケンエー」20mL 精製水類 ★滅菌精製水「ケンエー」500mL、大塚蒸留水20mL
硫酸ポリミキシンＢ散　５０万単位 ポリペプチド系抗生物質 -
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