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１．添付文書改訂情報 
 

 

 

※以下の医薬品につきまして、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。 

 

詳細および安全性情報バックナンバーにつきましては、院内薬剤部掲示板「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。 

 

 

一般名（主な薬品名） 変更箇所 主な変更点・追記点 掲載ページ 

デュラグルチド（トルリシティ®皮

下注） 
重大な副作用 重度の下痢、嘔吐を追加 P9-10 

エンパグリフロジン（ジャディア

ンス®錠）、イプラグリフロジン

（スーグラ®錠） 

重大な副作用 

腎盂腎炎、外陰部及び会陰部の

壊死性筋膜炎（フルニエ壊疽）を

追加 

P11-12 

ニボルマブ（オプジーボ®点滴

静注） 
重大な副作用 下垂体機能障害を追加 P13-15 

レンバチニブ（レンビマ®カプセ

ル） 
重大な副作用 間質性肺疾患を追加 P16-17 

インフルエンザ HA ワクチン 重大な副作用 

皮膚粘膜眼症候群

（Stevens-Johnson症候群），急

性汎発性発疹性膿疱症を追加 

P18-19 
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3．新規採用医薬品情報 

令和元年　　 05月　　薬事委員会　決定事項

区分

院内

①

区分 パス

院内 無 0

院内 無 0

院内 無 0

院内 無 0

院内 無 11

キョウニン水 院外 - 薬局 使い切り後 調剤課より依頼

初回発注

低セレン血症 藤本製薬 100μ g/2ml 未定 10V/箱 5V/月 調剤課

製品名

保存区分

室温

調剤課

初回発注

新薬制限

2020/03/31まで

100錠/箱¥108

薬価

アセレンド注100μ g/2ml 小外 劇 室温 なし

効能効果 会社名 規格・含量 薬価 包装単位 使用見込み

①
規格・含量

申請科

皮膚

末梢性神経障害

効能効果

タリージェ錠5mg

使用見込み

ｾﾚﾝ注射液500μ g/5ml 削除 - 廃棄予定 薬審直後 調剤課より依頼

セネガシロップ 院外 - 薬局 使い切り後 調剤課より依頼

〔3〕採用薬品切り替え

製品名

②

製品名 申請科 管理区分 保存区分

SPD定数削除

製品名 管理区分 保存区分

院外 or 削除 使い切り予定部署他部署定数

〔4〕その他

削除品目

ﾍﾌﾟ ﾀﾊﾞｯｸｽⅡｼ ﾘﾝ ｼ ﾞ0 . 25mL、0 . 5mL
→

使用見込み

-

③

製品名 申請科 管理区分

2019/5/23
〔1〕新規採用薬品

対応時期

〔2〕院外採用薬品

会社名

なし

第一三共 5mg/T

薬価 包装単位

ビームゲン0.25mL、0.5mL 劇 冷所 ¥2,400 1V/箱

①

製品名 申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

イベニティ皮下注105mgシリンジ 整形 なし 冷所 なし

効能効果 会社名 規格・含量 薬価 包装単位 使用見込み

調剤課

初回発注

製品名

てんかん患者の部分発作 第一三共 200mg/V ¥4,252 5V/箱 不明

新薬制限

ビムパット注200mg 神内 劇 室温 なし

効能効果 会社名 規格・含量 薬価 包装単位 使用見込み

管理区分

保存区分 新薬制限

2019/06/17～マスタ開始

2019/06/17～マスタ開始

トピナ錠50mg 院外 - 薬局 使い切り後 調剤課より依頼

アレビアチン注250mg 5%5mL 削除 HCU、ICU、ER 薬局 使い切り後 調剤課より依頼

包装単位

100錠/月

調剤課

初回発注

骨粗鬆症 アステラス 105mg/本 ¥24,720 2本/箱 6本/月
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②

③

　　 なし

④

⑤

以上

2019/3/15 ロンサーフＴ15,20 外科 大腸癌治療

・別紙参照

定期削除候補薬品について

仮採用薬の採用について（報告）

採用日付 製品名 申請科 申請理由

後発品への切り替えについて（報告）

2019/3/26 アドシルカ錠20mg 循環 肺高血圧症

2019/4/1 ラジカット点滴静注バッグ30mg 神内 ALS

2019/3/19 プラケニル錠200mg 血内 SLE

2019/3/19 レルベア200エリプタ30吸入用 代内 持参継続

2019/3/22 プロカイン塩酸塩注射液 0 .5% 循環 キシロカインアレルギー

2019/4/3 ソリタ-T配合顆粒2号 小児 持参継続

2019/4/4 スパカール錠40mg 消化 心窩部痛

2019/4/5 カルセド注射用20mg 消化 神経内分泌腫瘍

2019/4/5 カルセド注射用50mg 消化 神経内分泌腫瘍

2019/4/5 ハイカムチン注射用1.1mg 消化 神経内分泌腫瘍

2019/4/5 ビタミンB6散 小児 慢性肉芽腫

2019/4/9 アメナリーフ錠200mg 腎内 帯状疱疹

2019/4/12 チャンピックス錠1mg 神内 持参薬継続

2019/4/12 リバロ錠1mg 脳外 臨床研究

2019/4/17 インテバン坐剤25 25mg 婦人

2019/4/17 ロートエキス散 小児 気道分泌抑制

2019/4/18 ダラザレックス 血内 多発性骨髄腫

2019/4/22 リルゾール錠50mg 神内 ALS　退院処方として

2019/5/7 ペンタサ坐剤1g 消化 直腸局所投与

2019/5/7 ウプトラビ錠0.2mg 循環 肺高血圧症

2019/5/13 ノルディトロピンフレックスプロ 小児 成長ホルモン

2019/5/16 ヘムライブラ150mg 血内 血友病

2019/5/16 ヘムライブラ90mg 血内 血友病

・ビクシリン

・セフメタゾール

マスタ削除

・スルバシリン

・セフォチアム

・マキシピーム

割り当て供給

・その他

2019/5/16 サリベートエアゾール 50g 耳鼻 口腔内乾燥

2019/5/20 プラケニル錠200mg 血内 SLE

・セファゾリン

その他：抗菌薬の供給不安定について
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マムシは琉球列島を除く日本の全土に分布しており、春から秋に多くみられます。体長は 45～60cm

で、胴が太く、背は褐色地に斑点が並んでいます。山間部の水田や小さな川周辺、田畑に出現し、湿っ

た溝や河川の草むらを好みます。マムシ毒が体内に注入されると、数分以内に腫脹・疼痛を認めます。

マムシは体が小さく毒の量は少ないですが、重篤化すると到死的であり、全国で年間 10 名程度が被害を

受けて亡くなっているとされています。 

 

もしもマムシに噛まれてしまったら・・・ 

 現場で可能な処置は以下の通りになります。 

1）咬傷部より中枢側を軽く緊縛  

2）毒素の吸引 

3）水があれば血を絞り出しながら洗浄 

速やかに医療機関を受診してください！ 

二ホンマムシ(画像出典：Wikipedia) 

病院での治療で用いられる薬は症状により様々ですが、以下のものが挙げられます。（症状や合併症によ

っては他の薬剤を使用する場合があります。） 

◆抗生物質：咬傷部からの感染症を予防します。 

◆セファランチン®  

薬草由来の成分で、実験的にマムシ毒に対する致死抑制作用があると言われています。 

◆マムシ抗毒素血清 

 マムシの毒素を効果的に中和する抗体です。ウマ由来なので、アレルギー反応が出る可能性が高く、

投与前にアレルギーテストを行い投与の可否を検討します。 

◆破傷風トキソイド：傷口から破傷風菌が体内に侵入することで引き起こされる感染症を予防します。 

◆免疫グロブリン：感染症時に低下する免疫グロブリンを補います。 

◆ステロイド：抗炎症作用があります。 

◆抗ヒスタミン薬：アレルギー反応を抑え、皮膚の腫れなどの症状を緩和します。 

【参考】 

公益財団法人日本中毒センターHP 

化学及血清療法研究所 HP 

日臨救医誌（JJSEM）2014；17：753-60 

使用イラスト(c)フリーメディカルイラスト図鑑 

マムシにかまれたら 

 


