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※以下の院内採用薬につきまして、添付文書上、効能効果、用法用量等の重要な

変更・追加がありましたので、臨時報告いたします。 

効能効果、用法用量の変更 

薬剤名 変更箇所 変更後 変更内容

イトリゾール注・カプセル・内用
液

併用禁忌：
ダビガトラン
（プラザキ

サ）

ダビガトランの血中濃度が上昇し、出血の危険
性が増大することがある。ダビガトランのP糖タン
パクを介した輸送が本剤により阻害され、抗凝固
作用が増強すると考えられる。

追加

メロペン点滴用バイアル0.5ｇ 用法用量

1．一般感染症
通常、成人にはメロペネムとして、1日0.5 ～ 1g
（力価）を2 ～ 3回に分割し、30分以上かけて点
滴静注する。なお、年齢・症状に応じて適宜増減
するが、重症・難治性感染症には、1回1g（力価）
を上限として、1日3g（力価）まで増量することが
できる。通常、小児にはメロペネムとして、1日30
～60mg（力価）/kgを3回に分割し、30分以上か
けて点滴静注する。なお、年齢・症状に応じて適
宜増減するが、重症・難治性感染症には、1日
120mg（力価）/kgまで増量することができる。た
だし、成人における1日最大用量3g（力価）を超
えないこととする。
2．発熱性好中球減少症
通常、成人にはメロペネムとして、1日3g（力価）
を3回に分割し、30分以上かけて点滴静注する。
通常、小児にはメロペネムとして、1日120mg（力
価）/kgを3回に分割し、30分以上かけて点滴静
注する。ただし、成人における1日用量3g（力価）
を超えないこととする。

赤字、最大用量が2ｇ→3ｇへ増量

効能効果 ランゲルハンス細胞組織球症 追加

用法用量

ランゲルハンス細胞組織球症に対しては、通常、
ビンブラスチン硫酸塩として１回6ｍｇ/㎡（タイ表
面積）を、導入療法においては週１回、維持療法
においては2～3週に１回、静脈内に注射する。
なお、患者の状態により適宜増減する。

追加

効能効果 カルニチン欠乏症 追加

用法用量

通常、成人には、レボカルニチン塩化物として、1
日1.8～3.6gを3回に分割経口投与する。なお、患
者の状態に応じて適宜増減する。
通常、小児には、レボカルニチン塩化物として、1
日体重1kgあたり30～120mgを3回に分割経口投
与する。なお、患者の状態に応じて適宜増減す
る。

赤字追加

効能効果

治療抵抗性の下記リウマチ性疾患
全身性エリテマトーデス、全身性血管炎（顕微鏡
的多発血管炎、ヴェゲナ肉芽腫症、Chug-
Strauss 症候群、大動脈炎症候群等）、多発性
筋炎/皮膚筋炎、強皮症、混合性結合組織病、
及び血管炎を伴う難治性リウマチ性疾患

追加

用法用量
通常成人にはシクロホスファミド（無水物換算）と
して1日50～100ｍｇを経口投与する。なお、年
齢、症状により適宜増減する。

追加

ワーファリン錠 用法用量
小児における維持投与量（mg/kg/日）の目安を
以下に示す。１２カ月未満：0.16mg/㎏/日　1歳
以上15歳未満：0.04～0.10ｍｇ/㎏/日

小児用法用量追加

エクザール注射用

エルカルチン錠

エンドキサン錠



 

 
※以下の院内採用薬につきまして、各種添付文書の変更・追加がありましたので、

ご報告いたします。 
★文中の略号は以下の通りです★ 

警告、   禁忌、   用法用量、   慎重投与、   重要な基本的注意、 

     重大な副作用、   相互作用、   妊婦,産婦,授乳婦等への投与、   その他 

 

・イソバイド (イソソルビド)：P.8～    

  本剤及び本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 

 ショック・アナフィラキシー症状：ショック、アナフィラキシー様症状があらわれることがあ

るので，観察を十分に行い、発疹、呼吸困難、血圧低下、動悸等の異常が認められた場合には投与

を中止し、適切な処置を行うこと。 

 

・ペンタサ錠、同注腸 (メサラジン)：P.12～    

  肝炎，肝機能障害，黄疸が報告されているため，投与中はAST（GOT），ALT（GPT）等の肝機

能をモニターするなど，患者の状態を十分に観察すること。異常が認められた場合には減量又は投

与を中止するなどの適切な処置を行うこと。 

 肝炎，肝機能障害，黄疸：肝炎，AST（GOT），ALT（GPT），γ-GTPの上昇等を伴う肝機能障

害，黄疸があらわれることがあるので，投与期間中は肝機能検査値に注意するなど，患者の状態を

十分に観察し，異常が認められた場合には，投与を中止するなど適切な処置を行うこと。 

 

・チラージン S 錠(レボチロキシンナトリウム水和物)：P.13～    

  低出生体重児，早産児 

  副腎クリーゼ：副腎皮質機能不全，脳下垂体機能不全のある患者では，副腎クリーゼがあらわ

れることがあるので，副腎皮質機能不全の改善（副腎皮質ホルモンの補充）を十分にはかってから

投与すること。全身倦怠感，血圧低下，尿量低下，呼吸困難等の症状があらわれた場合には適切な

処置を行うこと。 

晩期循環不全：低出生体重児や早産児では，晩期循環不全があらわれることがある。特に極低出

生体重児や超早産児で起こりやすく，また，本剤の投与後早期に起こりやすいので，観察を十分に

行い，血圧低下，尿量低下，血清ナトリウム低下等があらわれた場合には適切な処置を行うこと。 

 低出生体重児，早産児のうち，特に極低出生体重児や超早産児では，晩期循環不全を起こしや

すく，また，本剤の投与後早期に起こりやすいので，児の状態（血圧，尿量，血清ナトリウム値等）

を観察しながら慎重に投与すること。 

 

・ゾラデックス(ゴセレリン酢酸塩)：P.14～    

   本剤投与部位周囲から出血し，出血性ショックに至った例が報告されているので，以下の点
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に注意すること。 

 １） 血管を損傷する可能性の少ない部位を選択すること。 

 ２） 易出血状態の患者（抗凝固剤を投与している患者等）については，本剤投与の可否を 

慎重に判断すること。 

  「投与部位は前腹部の皮下とする。」を削除 

血管を損傷する可能性の少ない投与部位を慎重に選択すること。 

 

・ポラキス錠(オキシブチニン塩酸塩)：Ｐ.14～ 

  尿閉：尿閉があらわれることがあるので，観察を十分に行い，症状があらわれた場合には投与

を中止し，適切な処置を行うこと。 

 

・ランダ注(シスプラチン)：Ｐ.14～ 

 白質脳症（可逆性後白質脳症症候群を含む）：白質脳症（可逆性後白質脳症症候群を含む）が

あらわれることがあるので，歩行時のふらつき，舌のもつれ，痙攣，頭痛，錯乱，視覚障害等が認

められた場合には投与を中止し，適切な処置を行うこと。 

 

・ノルバデックス錠(タモキシフェンクエン酸塩)：Ｐ.15～ 

  劇症肝炎，肝炎，胆汁うっ滞，肝不全：劇症肝炎，肝炎，胆汁うっ滞等の重篤な肝障害があら

われることがある。また，肝不全に至ることがあるので，観察を十分に行い，異常が認められた場

合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。 

 

・ミノマイシン(ミノサイクリン塩酸塩)：Ｐ.15～ 

  薬剤性過敏症症候群：初期症状として発疹，発熱がみられ，さらにリンパ節腫脹，肝機能障害

等の臓器障害，白血球増加，好酸球増多，異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があ

らわれることがあるので，観察を十分に行い，このような症状があらわれた場合には，投与を中止

し，適切な処置を行うこと。なお，ヒトヘルペスウイルス６（HHV-6）等のウイルスの再活性化を伴

うことが多く，投与中止後も発疹，発熱，肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあ

るので注意すること。 

 

・レベトールカプセル(リバビリン)：Ｐ.15～ 

  セログループ１（ジェノタイプⅠ（1a）又はⅡ（1b））で血中HCV RNA量が高値の患者に 

おける通常の投与期間は48週間である。インターフェロンアルファ-2b（遺伝子組換え）又はペグイ

ンターフェロンアルファ-2b（遺伝子組換え）との併用の場合，臨床試験の結果より，投与中止例で

は有効性が低下するため，減量・休薬などの処置により可能な限り48週間投与することが望ましい。

なお，24週間以上の投与で効果が認められない場合，投与の中止を考慮すること。   

 C型慢性肝炎に対する本剤の単独療法は無効である。本剤はインターフェロンアルファ-2b（遺

伝子組換え），ペグインターフェロンアルファ-2b（遺伝子組換え）又はインターフェロンベータと

併用するが，48週を超えて投与した場合の安全性・有効性は確立していない。 
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  〈インターフェロンベータとの併用の場合〉 

せん妄，幻覚：観察を十分に行い，異常があらわれた場合には，投与継続の可否について検討する

こと。症状の激しい場合及び減量しても消失しない場合には投与を中止し，適切な処置を行うこと。 

間質性肺炎：発熱，咳嗽，呼吸困難等の呼吸器症状，また，胸部X線異常があらわれた場合には投与

を中止し，副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また，咳嗽，呼吸困難等があら

われた場合には直ちに連絡するよう患者に対し注意を与えること。 

心不全：観察を十分に行い，異常が認められた場合には投与を中止するなど，適切な処置を行うこ

と。 

溶血性尿毒症症候群（HUS）：血小板減少，貧血，腎不全を主徴とする溶血性尿毒症症候群（HUS）

があらわれることがあるので，定期的に血液検査（血小板数，赤血球数，末梢血液像等）及び腎機

能検査を行うなど観察を十分に行い，異常が認められた場合には投与を中止し，適切な処置を行う

こと。 

ネフローゼ症候群：血清総蛋白減少，血清アルブミン低下を伴う重篤な蛋白尿が認められることが

あるので，定期的に尿検査（尿蛋白）を行うなど観察を十分に行い，異常が認められた場合には投

与を中止し，適切な処置を行うこと。 

 

・フェロン注射用 (インターフェロンベータ)：Ｐ.16～ 

  本剤及びリバビリンの投与期間は，臨床効果（HCV-RNA，ALT等）及び副作用の程度を考慮し

ながら慎重に決定すること。特に白血球数，好中球数，血小板数，ヘモグロビン濃度の変動に注意

し，異常が認められた場合には，用量の変更あるいは投与の中止について考慮すること。 

HCVセログループ１で血中HCV-RNA量が高値の患者における通常の投与期間は48週間である。それ

以外の患者における通常の投与期間は24週間である。 

本剤を長期投与する場合には，臨床効果及び副作用の程度を考慮し，投与を行い，効果が認め

られない場合には投与を中止すること。なお，C型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善でリバビリ

ンと併用する場合には48週（総投与量として93,600万国際単位），C型代償性肝硬変におけるウイル

ス血症の改善では，34 ～ 36週（総投与量として39,900万国際単位）を超えて投与した場合の有効

性，安全性は確立していない。 

〈リバビリンとの併用の場合〉 

せん妄，幻覚：観察を十分に行い，異常があらわれた場合には，投与継続の可否について検討する

こと。症状の激しい場合及び減量しても消失しない場合には投与を中止し，適切な処置を行うこと。 

間質性肺炎：発熱，咳嗽，呼吸困難等の呼吸器症状，また，胸部X線異常があらわれた場合には投与

を中止し，副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また，咳嗽，呼吸困難等があら

われた場合には直ちに連絡するよう患者に対し注意を与えること。なお，類薬（インターフェロン

アルファ製剤）と小柴胡湯との併用で間質性肺炎があらわれたとの報告があるため，小柴胡湯との

併用を避けること。 

心不全：観察を十分に行い，異常が認められた場合には投与を中止するなど，適切な処置を行うこ

と。 

溶血性尿毒症症候群（HUS）：血小板減少，貧血，腎不全を主徴とする溶血性尿毒症症候群（HUS）
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があらわれることがあるので，定期的に血液検査（血小板数，赤血球数，末梢血液像等）及び腎機

能検査を行うなど観察を十分に行い，異常が認められた場合には投与を中止し，適切な処置を行う

こと。 

ネフローゼ症候群：血清総蛋白減少，血清アルブミン低下を伴う重篤な蛋白尿が認められることが

あるので，定期的に尿検査（尿蛋白）を行うなど観察を十分に行い，異常が認められた場合には投

与を中止し，適切な処置を行うこと。 

 

※ 安全性情報、バックナンバーにつきましては院内 LAN 掲示板「医薬品安全性情報」または 
医薬品医療機器情報提供 HP (http://www.info.pmda.go.jp/)をご参照ください。 

 
薬剤部：小川暁生 

 
 
 
 

薬剤部への医薬品情報の問い合わせについて 

 平素は、薬剤部の業務にご支援ご協力をいただき、誠にありがとうございます。さて、日々の業

務のなか、医師・看護師の皆様より医薬品情報につきまして、薬剤部にお問い合わせいただくこと

がございます。薬剤部としましても迅速な返答を心がけておりますが、電話を受けた者が調剤中の

場合、調剤業務に支障をきたすうえ、返答が迅速に行えないことがございます。そこで今後、医薬

品情報のお問い合わせの際は、調剤室の内線(1800、1801)ではなく、医薬品情報課内線（1810）に

おかけ下さいますよう、お願い申し上げます。 

 
 
 

 
 
 

 

 
院内採用薬「ワーファリン 1mg」につきまして、添付文書上、変更・追加がありました。 

 

血栓塞栓症の治療及び予防のため抗凝固剤として汎用されているワーファリンですが、今回、新た

に「小児」の用法・用量が追加承認されました。本剤の感受性には個体差が大きく、出血リスクの

高い患者が存在するため血液凝固能の変動に注意する必要があります。 

薬剤師のひとくちコラム 

薬剤部からのお願い 



変更内容 変更後 変更前 

用法・用量 小児における維持投与量 （mg／kg／日）の目安を以下に示す。 

１２ヵ月未満    ０.１６mg／kg／日 

１歳以上１５歳未満 ０.０４～０.１０mg／kg／日 

新規 

 

また、相互作用の項に併用注意の薬剤としてアプレピタント、エルロチニブ塩酸塩が新たに追加

記載されました。 

アプレピタント(商品名イメンド)は抗悪性腫瘍剤投与時の制吐剤として用いられており、当院で

は 80mg と 125mg が採用となっています。ワーファリンは肝薬物代謝酵素 CYP2C9 で代謝されます

が、アプレピタントが CYP2C9 を誘導してワーファリンの代謝を促進し、抗凝固作用を減弱すると

考えられます。 
 

変更内容 変更後 変更前 

薬効分類 薬剤名等 臨床症状・措置

方法 

機序・危険因子 相互作用 

(併用注意) 

鎮吐剤 アプレピタント 

(イメンド) 

本剤の作用を減弱する

ことがあるので、併用す

る場合には血液凝固能

の変動に十分注意しな

がら投与すること 

相手薬剤が本剤の肝

薬物代謝酵素CYP２C

９を誘導する 

新規 

エルロチニブ(商品名タルセバ)は抗悪性腫瘍剤で、「切除不能な再発・進行性で、化学療法施行後に

増悪した非小細胞肺癌」に適用されます。当院では採用されていません。 
 

薬剤部実習生 川端 秀明 

監修：住田 勝 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

東日本大震災による医薬品供給制限について 



 製薬工場操業停止による供給不足状況 

東北地方太平洋沖で発生した東日本

大震災は、岩手県沖から茨城県沖にか

けて震源域約 500km に及び、東日本

に甚大な被害をもたらしました。震災

当初、あすか製薬など被災地に工場を

持つ企業の操業停止が注目されまし

たが、さらに栃木県、群馬県など被災

地周辺地域での工場の停止により生

産回復が予想以上に難航しつつあり

ます。 

 左の一覧表は、震災による製薬企業

の被害状況をまとめたものです。あす

か製薬のチラーヂンは国内シェアが 9

8％と高く、代替薬も確保が困難です。

サブラッド血液ろ過補充液は製造す

る扶桑薬品工業茨城工場の操業停止

により供給不足が予想されましたが、

早期の生産再開にこぎ着けられる見

通しとなりました。一方で、新たに問

題が深刻化しているのが、経管経腸栄

養剤の調達問題です。経管経腸栄養剤

エンシュア・リキッドおよびエンシュ

ア・Ｈが、缶を製造しているメーカー

の被災で供給ができなくなり、納入を

断られる医療機関が相次いでいます。

同製品の代替品としては大塚製薬工場のラコールがありますが、こちらも入手が難しい状況です。 

 他に工場の被災などにより品薄となっている医薬品は、ツムラの大建中湯、中外製薬のパーキン

ソン病治療薬マドパーなどがあります。また、東京保険医協会によれば、「内視鏡の消毒薬や検査に

用いる試薬、生理食塩水の一部の規格なども入手が困難との指摘が会員から上がっている」とのこ

と。厚労省は、適切な流通の確保や保険給付の特例措置導入など、早急な対応策を迫られています。 



被災地の医薬品不足と解消に向けて 

被災地では、卸の物流センターから医療機関へ医薬品を配達する運搬用のガソリンが不足しており、

医薬品不足が大きな問題になっています。  

 東日本大震災の被災地で医薬品・医療機器が不足しているのを受け、厚生労働省医薬食品局総務課と

監視指導・麻薬対策課は、全国の医療機関間で医薬品・医療機器の融通することを容認する事務連絡を

都道府県などに示しました。 薬事法では、医療機関の間で許可なく医薬品・医療機器の販売、授与を行

うことはできないことと定めています。しかし、厚労省医薬食品局総務課では「今般のような、大規模

な災害で通常の医薬品・医療機器の供給ルートが遮断され、需給が逼迫している中で、病院・診療所の

間で医薬品・医療機器を融通することは、薬事法違反とはならない」としています。  

 また日本薬剤師会は、東日本大震災での処方せん医薬品の取扱いについて、医薬品卸への医薬品発注

について、通常の注文量を大きく超える注文を控えることなどを会員に周知するよう求めた文書を都道

府県薬剤師会会長宛てに送付しました。その他、日本薬剤師会では、被災地の県薬剤師会との連携に基

づいて被災地外からの救援活動ボランティアの調整を行っており、支援要請があった時にすぐ対応でき

るように準備を進めています。 

 日本医師会は、各都道府県医師会社会保険担当理事に宛てて文書を送り、「医薬品の長期処方の自粛

と分割調剤の考慮」を要請しました。 東日本大震災では製薬会社の医療用医薬品の生産設備なども被害

を受けたところがあり、一部医薬品は生産が中止されたものがあります。そのため、医薬品の長期処方、

またはそれによる調剤が行われると、被災地域に必要な医薬品が供給できなくなる懸念があります。厚

生労働省保険局医療課の事務連絡にもとづき、被災地域への医薬品供給を優先し、被災した患者が必要

な医療を受けられるよう、被災地域以外の医療機関では当面、医薬品の長期処方の自粛あるいは分割調

剤を考慮し、必要最小限の最適な処方・調剤に努めるよう協力を求めています。  

薬剤部：小川暁生 

 
 

 

参考文献・URL 

・東洋経済  http://www.toyokeizai.net/business/industrial/ 

・日本生活習慣病予防協会 http://www.seikatsusyukanbyo.com/ 


