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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 

バリシチニブ（オルミエント®錠） 重大な副作用 静脈血栓塞栓症を追加 P22－23 

オシメルチニブメシル酸塩（タグ

リッソ®錠） 
重大な副作用 

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘

膜眼症候群、多形紅斑を追加 
P24-26 

 

医薬品・医療機器等安全性情報 367 号 

 



 - 2 - 

令和元年　　 09月　　薬事委員会　決定事項

2019/10/21-マスタ開始

初回発注

抗悪性腫瘍剤投与に伴う消化器症状 協和発酵キリン 30μ g/本 ¥3,800 1本/箱 20本/月 調剤課

初回発注

高血圧症 第一三共 2.5mg/T ¥90 100T/箱 調剤課

インスリン用穿刺針 テルモ ‐ ‐ 14本/袋 1-2袋/月

⑩

製品名 申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝα 注ｼﾘﾝｼﾞ30μ g 腎内 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

会社名 規格・含量 薬価 包装単位 使用見込み

製品名 申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

2019/9/26
〔1〕新規採用薬品

⑥

製品名

会社名 規格・含量 薬価 包装単位 使用見込み

初回発注

切迫早産 院内製剤 ‐ ‐

⑦

製品名 申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

ミラクリッド膣坐剤 婦人 なし 冷所 なし

効能効果

⑨
初回発注

抗悪性腫瘍剤投与に伴う消化器症状 東和薬品 2.5mg/T ¥32 100T/箱 30T/月 調剤課

10個/月 調剤課

初回発注

調剤課

‐

ユーシービー 100mg/g ¥386 100g/箱 不明

オランザピンOD錠2.5mg 腎内 劇 室温 なし

効能効果

申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

規格・含量 薬価 包装単位 使用見込み

②

製品名 申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

リパクレオンカプセル150mg 消化 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

④

製品名

③
使用見込み 初回発注

初回発注

膵消化酵素の補充 マイラン 150mg/T ¥32 120T/箱 30Cap/月 調剤課

製品名 申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

レンビマカプセル4mg 消化 劇 室温 なし

効能効果 会社名 規格・含量 薬価 包装単位

初回発注

不眠症 エーザイ 2mg/T ¥77 100T/箱 70T/月 調剤課

肝細胞がん エーザイ 4mg/T ¥3,956 20T/箱 30T/月 調剤課

ルネスタ錠2mg 神内 なし 室温 なし

効能効果 会社名

①

製品名 申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

ニコランジル注2mg｢日医工｣ 循環 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 初回発注

不安定狭心症 日医工 2mg/V ¥135 10V/箱 10V/月 調剤課

⑤

製品名 申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

ロラピタ静注2mg 神内 向 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

抗てんかん ファイザー 2mg/V ¥2,225 2V/箱 不明 調剤課

初回発注

先天性低フィブリノゲン血症 日本血液製剤機構 1g/V ¥25,214 1V/箱 3本/2年

新薬制限

フィブリノゲンＨＴ静注用１ｇ「ＪＢ」 婦人 血 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

保存区分

調剤課

申請科 管理区分

⑧

製品名 申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

ビムパットドライシロップ10％ 小児 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

抗てんかん

⑪

製品名 申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

ミネブロ錠2.5mg 代内 なし 室温 2020/02末まで

効能効果 会社名 規格・含量 薬価 包装単位 使用見込み

10T/月

調剤課

初回発注
⑫

製品名 申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

ナノパスニードル 薬剤部 ‐ 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
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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 有り 12

院内 無 0

院内 無 0

院内 無 0

院内 無 0

2019/10/21-マスタ開始

- 薬局 在庫1万円未満 調剤課より依頼

④

製品名 申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

レルミナ錠40mg 婦人 劇 室温 2020年2月末まで

効能効果 会社名 規格・含量 薬価 包装単位 使用見込み

子宮筋腫

製品名 管理区分 保存区分

あすか 40mg/T ¥906 - 56T/月

経腸栄養剤 イーエヌ大塚 188mL/袋 ¥16 - 10本/月

②

製品名 申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

イノラス配合経腸用液 代内 なし

効能効果 会社名 規格・含量

包装単位

未定

-

使用見込み包装単位

-

初回発注

初回発注

-

初回発注

-

薬価

-¥5

室温 なし

薬価 包装単位 使用見込み 初回発注

調剤課より依頼

薬価

レナジェル錠250mg 院外 - 薬局 使い切り後

アラセナ-A点滴静注用300mg 削除 - 薬局 在庫1万円未満

マグコロールP 削除 内視鏡室 薬局 在庫1万円未満

ホスフラン注-10mg 削除

新薬制限

なし
①

規格・含量

申請科

耳鼻

低カルシウム

効能効果

乳石錠500ｍｇ｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

使用見込み

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

調剤課より依頼

調剤課より依頼

調剤課より依頼

対応時期

〔2〕院外採用薬品

会社名

なし

ファイザー 500mg/T

製品名

〔4〕その他

室温

調剤課より依頼

③

製品名 申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

スピラマイシン錠１５０万単位「サノフィ」 婦人 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

先天性トキソプラズマ症 サノフィ 150万単位/T ¥224 - 未定

調剤課より依頼

候補

製品名

削除品目

なし
→

ボセンタン錠62.5mg 院外 - 薬局 在庫1万円未満 調剤課より依頼

ケタスカプセル10mg 院外 - 薬局 在庫1万円未満 調剤課より依頼

ツムラ桂枝加芍薬湯顆粒2.5g 院外 - 薬局 在庫1万円未満

ザンタック注射液50mg 削除

〔3〕採用薬品切り替え

在庫1万円未満アリクストラ皮下注2.5mg 削除 - 薬局

在庫1万円未満- 薬局
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②

③

2019/7/24 リルゾール錠50mgAA 神内 持参薬継続

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）

2019/7/31 タイサブリ点滴静注300mg 神内 多発性硬化症

2019/8/1 ラジカット点滴静注 神内 ALS

2019/7/26 ラコールNF配合経腸用液半固形 総内 持参薬継続

2019/7/26 カドサイラ100mg 外科 再発乳癌

2019/7/26 カドサイラ160mg 外科 再発乳癌

2019/9/19 ケアラム錠25mg 脳外 コルベット終了、ケアラムへ

2019/9/19 ロナセン錠2mg 総内 持参薬切り替え

肺高血圧症

2019/8/6 レンビマカプセル4ｍｇ 消化 肝細胞癌

2019/8/20 ダラシンカプセル150mg 腎内 他剤使用不可

2019/8/1 アデムパス錠2.5mg 循環

2019/9/9 プラルエント皮下注150mgペン 循環 家族性高血圧　レパーサ不可

2019/9/17 ジスロマック点滴静注用500mg 総内 化学性肺炎

2019/9/18 フルダラ静注用50mg 血内 治療抵抗性白血病

2019/8/29 コルベット錠25mg 脳外 リウマチ

2019/9/2 サイ モグロブリン点滴静注用2 5 m g 血内 再生不良性貧血

2019/9/6 ゴナ ー ル エフ 皮 下 注 ペ ン4 5 0  4 5 0 国 際 単 位 0 .7 5 mL 代内

現行　先発品 変更予定　後発品

製品名 会社名 製品名 会社名
管理
区分

保存
区分

薬価 包装単位
使用見
込み

備考

レキップCR錠2mg グラクソ・スミスクライン ロピニロール徐放錠2mg｢ﾄｰﾜ｣ 東和薬品 劇 室温 ¥100 56T/箱 20T/月

リフレックス錠15mg Meiji Seika ファルマ ミルタザピン錠15mg｢明治｣ Meiji Seika ファルマ 劇 室温 ¥52 100T/箱 40T/月
シグマート注2mg 中外製薬 ニコランジル点滴静注用2mg｢日医工｣ 日医工 なし 冷所 ¥135 10V/箱 未定
タルメア軟膏0.1% 富士製薬 ビトラ軟膏0.1% 岩城製薬 なし 室温 ¥76 10本/箱 38本/月

ナゾネックス点鼻液50μ g112噴霧用 杏林製薬 モメタゾン点鼻液50μ g112噴霧用 ｷｮｰﾘﾝﾒﾃﾞｨｵ なし 室温 ¥1,492 5本/箱 1本/月 ※AG
※AG:オーソライズドジェネリック
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 予防接種を受ける意義 

予防接種は、各種の病原体に対して免疫を持たない感受性者への免疫賦与あるいは、免疫の増強効

果（ブースター効果）を目的に行われるもので、感染予防、発病予防、重症化予防、感染症のまん

延予防、感染症の排除・ 根絶等を目的としています。 

 予防接種の種類 

 対象疾患 費用 救済制度 

定
期
接
種 

A 類疾病 

インフルエンザ菌 b 型（Hib）感染症、小児の肺炎球菌

感染症、Ｂ型肝炎、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリ

オ、結核（BCG）、麻疹、風疹、水痘、日本脳炎、ヒト

パピローマウイルス（HPV）感染症 

B 類疾病 

インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症 

公費 

（一部自己負担） 

予防接種健康被害

救済制度 

（予防接種法） 

⇒市町村 

任
意
接
種 

ロタウイルス感染症、帯状疱疹、おたふくかぜ、Ａ型肝

炎、髄膜炎菌感染症、黄熱、狂犬病、定期接 種対象疾

患で対象年齢の枠外に行うもの（例：高齢者以外のイン

フルエンザ、定期接種外年齢で受傷 時の破傷風トキソ

イド等） 

自己負担 

医薬品副作用被害

救済制度 

⇒PMDA 

 

 ワクチンの種類と接種間隔 

 種類 特徴 投与間隔 

生ワクチン 

麻疹、風疹、結核（BCG）、水痘、流

行性耳下腺炎（おたふく）、ロタウイ

ルス、痘そう、黄熱 

免疫原性を残したまま病原性を減

じた病原体 

原則、妊婦へは禁忌 

中 27 日以上 

不活化 

ワクチン 

ポリオ、日本脳炎、肺炎球菌、ヒトパ

ピローマウイルス、B 型肝炎、インフ

ルエンザ、Hib 感染症、狂犬病など 

病原体を不活化したのち、有効成

分を抽出したもの 

中 6 日以上 

トキソイド 

破傷風、ジフテリア 病原体が産生する毒素の免疫原性

を残したまま無毒化したもの 

予防接種について 
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今回は、平成 28 年 10 月 1 日より B 型肝炎が定期予防接種の A 類疾病に追加されたことで 1 歳未満の乳

児に限り B 型肝炎ワクチンを無償で受けられるようになったことと平成 28 年 3 月 18 日より水痘ワクチ

ンは帯状疱疹予防にも使用できるようになったことから B 型肝炎ワクチンと水痘ワクチンについて記し

ます。 

 

 B 型肝炎ワクチン 

1. 特徴 

1） ワクチンの効果は年齢とともに低下する。 

2） 獲得した免疫は少なくとも 15 年間は持続する。 

3） ワクチンは、MSD 社製・KM バイオロジクス社製Ｂ型肝炎ワクチンの 2 種類 

2. 予防接種スケジュール（3 回接種で 1 シリーズ） 

1） 一般的な感染予防スケジュール 

 1 歳未満の乳児⇒定期接種 

平成 28 年 10 月 1 日より B 型肝炎が定期予防接種の A 類疾病に追加されたことで、1 歳未

満の乳児に限り B 型肝炎ワクチンを無償で受けられるようになりました。 

   

2 回目：1 回目の接種から 27 日以上、3 回目：1 回目の接種から 139 日以上 

例）1 回目：生後 2 ヶ月、2 回目：生後 3 ヶ月、3 回目：生後 7～8 ヶ月 

※長期療養等で定期接種期間中に受けられなかった場合は、治癒後 2 年間は定期接種とし

て接種可能。 

 医療従事者、1 歳以上の小児等⇒任意接種 

10 歳未満の場合⇒1 回 0.25ml で皮下注射を 3 回 

10 歳以上の場合⇒1 回 0.5ml で皮下または筋肉内注射を 3 回 

          

2 回目：1 回目の接種から 4 週間後 

3 回目：1 回目の接種から 20～24 週間後 

3 回接種をしたとしても成人で約 10％の人で抗体ができない人がいると言われています。

医療従事者の場合は、「医療関係者のためのワクチンガイドライン第 2 版」でもう 1 シリー

ズのワクチン接種を考慮することが推奨されています。 
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2） 母子感染予防スケジュール（HBs 抗原陽性の母親からの出生児に対する接種） 

母子感染予防スケジュールの対象となる児は、定期接種の B 型肝炎予防の対象とならないた

め無償で受けられるわけではありません。ただし、母子感染防止事業の対象となるので健康保

険を用いて接種を受けることができます。 

    

1 回目：生後 12 時間以内に B 型肝炎ワクチン+HBs ヒト免疫グロブリン（HBIG） 

2 回目：1 回目の接種から 1 ヶ月後、3 回目：1 回目の接種から 6 ヶ月後 

※HBs 抗体が獲得されない場合は、もう 1 シリーズ追加接種する。 

   3）汚染事故時の感染予防スケジュール 

     

     1 回目：事故発生後 7 日以内に皮下または筋肉内に注射+HBIG 

     2 回目：1 回目の接種から 1 ヶ月後、3 回目：1 回目の接種から 3～6 ヶ月後 

     ※HBs 抗体が獲得されない場合は、もう 1 シリーズ追加接種する。 

 

 

 水痘・帯状疱疹ワクチン 

1. 帯状疱疹 

  水痘・帯状疱疹ウイルス（VZV）は水痘治癒後も神経節に潜伏感染します。 

    加齢、免疫力低下、精神的・肉体的な疲労、ストレスなど 

  ウイルスが再活性化し、帯状疱疹を発症 

  特徴：体の片側に水疱を伴う紅斑が帯状に広がります。また、強い痛みを伴いながら 3～4週間程続

きます。治療の基本は、抗ヘルペスウイルス薬の使用ですが、皮膚症状が治った後も、帯状

疱疹後神経痛（PHN）と呼ばれる長期間にわたる痛みが続くことがあります。 PHNには根本的

な治療方法がなく、何か月、ときには何年も強い痛みが残ってしまうことがあります。痛み

がひどい場合には、神経の周りに局所麻酔を直接注射する「神経ブロック」が選択されるこ

ともあります。 50歳以上では、帯状疱疹を発症した人の約 2割が PHNに移行するといわれて

います。発症部位によっては、 角膜炎等による視力低下や失明、Ramsay-Hunt症候群（耳介

部の水疱形成、顔面神経麻痺、難聴、めまい）といった合併症があります。 
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2. 予防接種スケジュール 

帯状疱疹予防の場合は、50 歳以上を対象に 1 回 0.5ml を皮下注射する。費用は約 6 千円～1 万円

程度で受けられます。 

ただし、明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する者および免疫抑制をきたす治療を受けてい

る者には接種できません。併用禁忌となる薬剤は次のとおりです。  

・副腎皮質ステロイド剤：プレドニゾロン等（注射剤、経口剤）  

・免疫抑制剤：シクロスポリン、タクロリムス、アザチオプリン等 

3. 帯状疱疹の予防効果 

   平成 28 年 3 月 18 日より水痘ワクチンは帯状疱疹予防にも使用できるようになりました。 

   予防効果としては、米国の帯状疱疹ワクチンの臨床試験において年間 1000 人当たりで以下のよう

な結果が得られた。 

 60 歳以上の帯状疱疹発症率 PHN 発症率 

接種群 5.42 人 0.46 人 

非接種群 11.12 人 1.38 人 

             ※Oxman MN, et al.:N Engl J Med 352(22):2271, 2005 より 

    

予防接種の効果は、接種から 5 年間持続すると言われています。 
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