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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 

ニボルマブ（オプジーボ®点滴

静注） 
重大な副作用 小腸炎を追加 P22-23 

パルボシクリブ（イブランス®カ

プセル） 
重大な副作用 間質性肺疾患を追加 P24-26 

 

医薬品・医療機器等安全性情報 365 号 
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令和元年　　 07月　　薬事委員会　決定事項

区分

①

区分 パス

院内 無 0

院内 無 0

院内 無 0

院内 無 0

院内 無 0トブラシン注小児用10mg 削除 - 薬局 使い切り後 調剤課より依頼

メタストロン注 削除 - 放科 使い切り後 調剤課より依頼

グルベス配合錠 削除 - 薬局 使い切り後 調剤課より依頼

100T/月 調剤課

製品名

保存区分

室温

-

初回発注

新薬制限

2020/05/31まで

56錠/箱¥2,282

薬価

初回発注

調剤課

包装単位

120錠/月

製品名

包装単位

〔3〕採用薬品切り替え

①
規格・含量

申請科

泌尿

去勢抵抗性前立腺癌

効能効果

アーリーダ錠60mg

使用見込み

ビリスコピン点滴静注50 削除 - 薬局 削除済み -

シンポニー皮下注50mgシリンジ 削除 - 薬局 使い切り後 調剤課より依頼

削除品目

なし
→

使用見込み

③

製品名 申請科 管理区分

管理区分

保存区分 新薬制限

フォシーガ錠5mg 腎内 なし 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

糖尿病

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

初回発注

規格・含量 薬価 包装単位 使用見込み

放科

-

初回発注

小野薬品 5mg/T ¥199 100T/箱

2019/7/25
〔1〕新規採用薬品

対応時期

〔2〕院外採用薬品

会社名

劇

ヤンセン 60mg/T

薬価

②

製品名

①

製品名 申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

ｼﾝﾎﾟﾆｰ皮下注50mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ 整形 劇 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 初回発注

関節リウマチ 田辺三菱 50mg/本 ¥121,539 1本/箱 4本/月 調剤課

初回発注

申請科 管理区分 保存区分

局所肺血流検査 日本ﾒｼﾞﾌｨｼﾞｯｸｽ - ¥41,983 1ﾕﾆｯﾄ/箱 1ﾕﾆｯﾄ/月

新薬制限

クリプトン(81mKr)ジェネレータ 放科 なし 室温 なし

効能効果 会社名

④

製品名 申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

グルベス配合OD錠 代内 なし 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

糖尿病 キッセイ 10mg+0.2mg/T ¥48 100T/箱 30T/月

製品名

②

製品名 申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

ロスーゼット配合錠ＨＤ 循環 なし 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

MSD 10mg+5mg/T ¥177 100錠/箱

〔4〕その他

セフェム系抗菌薬 MSD 1.5g/V ¥6,335 10V/箱 未定 調剤課

⑤

製品名 申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

ザバクサ配合点滴静注用1.5g 感染委員会 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

2019/08/19マスタ開始

2019/08/19マスタ開始

初回発注

高コレステロール血症
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②

③

④

以上

2019/5/23 ダラシンカプセル150mg 総内 ABPC/SBTからの切り替え

・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）

2019/5/28 プログラフ顆粒0.2mg 外科 血中濃度上昇による用量調整

2019/5/29 ネオーラル内用液10% 小児 再発型ネフローゼ症候群

2019/5/24 ロゼウス静注液10mg 1mL 外科 乳癌治療

2019/5/24 リーマス錠100 100mg 消化 持参薬継続

2019/5/27 タナドーパ顆粒75% 外科 持参薬の切り替え

0.5単位ずつの使用

2019/6/7 ソタコール錠40mg 消化 持参薬継続

2019/6/11 ジャドニュ顆粒分包90mg 血内 持参薬継続

2019/6/6 ヒューマペンラグジュラ 代内

2019/7/12 テトラミド錠10mg 循環 持参継続

2019/6/14 ボシュリフ錠100mg 血内

2019/6/14 レクタブル2mg注腸フォーム 消化 ステロネマにて不快感

2019/6/25 フシジンレオ軟膏 心外 縦隔炎

2019/6/27 ユベラ顆粒20％ 小児

2019/7/3 コントミン糖衣錠12.5mg 総内 持参薬継続

2019/6/12 ニコペリック1 .5L排バッグ付き 腎内 腹膜透析

2019/6/12 ステラーラ130mg点滴静注 消化 ヒュミラからの切り替え

2019/6/13 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 婦人 持参薬継続

2019/7/18 エムラパッチ 循環 リドカインテープ使用不可

2019/7/24 ヒューマログ注ミリオペンHD 小児 0.5刻み必要

2019/7/18 ジアゾキシドカ プセル2 5 m g「 MSD」 小児 高インスリン血症

2019/7/18 ホスコE-75 耳鼻 チラーヂンS坐薬用

2019/7/18 チラーヂンS坐薬 耳鼻 チラーヂンS経口不可

現行　先発品 変更予定　後発品
ネスプ注射液40μ g/1mLプラシリンジ 協和発酵キリン ダルベポエチンアルファ注シリンジ40μ g｢KKF｣ 協和発酵キリン
ネスプ注射液60μ g/1mLプラシリンジ 協和発酵キリン ダルベポエチンアルファ注シリンジ60μ g｢KKF｣ 協和発酵キリン

プロスタール錠25mg 武田薬品 クロルマジノン酢酸エステル錠25mg｢日医工｣ 日医工
プレセデックス静注液200μ gシリンジ ファイザー ﾃﾞｸｽﾒﾃﾞﾄﾐｼﾞﾝ静注液200μ g/50mlｼﾘﾝｼﾞ｢ﾆﾌﾟﾛ｣ ニプロ
ザイボックス錠600mg ファイザー リネゾリド錠600mg｢明治｣ 明治製菓ファルマ

ザイボックス注射液600mg ファイザー リネゾリド点滴静注液600mg｢明治｣ 明治製菓ファルマ
キサラタン点眼液0.005% ファイザー ラタノプロスト点眼液0.005%｢ｾﾝｼﾞｭ｣ 千寿製薬
ニフラン点眼液0.1% 千寿製薬 プロラノン点眼液0.1% 参天製薬

ミケランLA点眼液2％ 千寿製薬 カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 わかもと製薬
クラビット点眼液1.5% 参天製薬 レボフロキサシン点眼液1.5%｢日点｣ 日本点眼薬研究所

ヒアレイン点眼液0.1% 参天製薬 ティアバランス点眼液0.1% 千寿製薬

フルメトロン点眼液0.1% 参天製薬 オドメール点眼液0.1% 千寿製薬
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最近医薬品のデバイスが発展し様々な疾患において自己注入デバイスが発売されておりま

す。以前、注入器具が使用される疾患といえば糖尿病、低身長症が一般的でしたが現在は骨

粗鬆症、慢性関節リウマチ、潰瘍性大腸炎、高コレステロール血症等多岐にわたり、様々な

種類の自己注入薬が用意されるようになりました。 

おもな適応症 主な採用薬品名（院外のみ採用含む）   

糖尿病 ヒューマログ® ノボラピッド® ランタスＸＲ®      

トルリシティ®皮下注 

成長ホルモン分泌不全症 ジェノトロピンゴークイック®注 グロウジェクト®皮下注  

ヒューマトロープ®注 ノルディトロピンフレックスプロ®注 

骨粗鬆症 フォルテオ®皮下注、テリボン®皮下注、イベニティー®皮下注 

関節リウマチ シンポニー®皮下注 エンブレル®皮下注 ケブザラ®皮下注 

 ヒュミラ®皮下注 プラリア®皮下注、アクテムラ®皮下注 

潰瘍性大腸炎 シンポニー®皮下注 ヒュミラ®皮下注 

高コレステロール血症 レパーサ®皮下注 

血栓塞栓症 ヘパリンカルシウム®皮下注 

注入器具を使用して投与するメリットは自己にて注射薬を定量で投与できる

ことです。患者さんが自宅で自己注射できる点が有ります。以前はその都度通

院が必要で遠距離での通院患者さんや、体が不自由な方も通院する必要があり

ました。自宅で自己注射が可能となり、在宅治療の領域が広くなりました。 

注入デバイスの分類は大きく２種類あります。薬液と注入器具が一体化したもの、注入器具と薬液

の入ったカートリッジが別のものです。一体化した医薬品は使用方法が簡便であるが、薬価がやや

高くなります。またカートリッジ製剤は入れ替えが必要で操作がやや複雑になります。しかし一体

化した医薬品は、ランニングコストが低くなるメリットもあります。注入器具は開発企業が異なる

場合、独自の操作方法を採用するため、患者さん・医療スタッフはそれぞれ使用方法を熟知する必

要があります。誤った操作方法で安易に使用した場合、薬品の破損につながるおそれがあります。

万が一破損した場合は実費で請求される可能性があるため、注意が必要です。今後も高齢化社会に

対応し自宅での自己注入器具の需要は増加すると思われます。 

皮下投与する場合はまず施注方法を確認する。その後、投与量を確認し施

注部位を消毒してから施注して下さい。また自宅で使い終わった後の注射

針、注入器具類は当院までお持ち下さい。 

自宅での自己注射薬について 


