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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 

アパルタミド(アーリーダ®錠） 重大な副作用 中毒性表皮壊死融解症 P8-10 

 

医薬品・医療機器等安全性情報 373 号 
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令和02年　　 05月　　薬事委員会　決定事項

区分

院内

院内

院内

院内

①

区分 パス

院内 無

院内 無

院内 無

院内 無

院内 有

院内 有

院内 無 2

調剤課

1V/箱 3V/月 調剤課

なし アルフレッサ

包装単位 使用見込み 初回発注

エスポー皮下用24000単位
削除

（用時発注）
なし 薬局 在庫1万円未満 調剤課より依頼

初回卸会社

100T/箱

→

薬価

パシーフカプセル30mg

使い切り予定部署製品名

削除品目

ルフレン配合顆粒

¥6

マイクロファインプラス

¥916

室温 ¥15 70本/箱 2300本/月

初回卸会社

トレアキシン点滴静注用100mg 血内 劇 室温 なし アルフレッサ

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

ガザイバ点滴静注1000mg/40mL 血内 劇 冷所

効能効果 会社名 規格・含量 薬価

新薬制限

1V/箱 8V/月

①

製品名 申請科 管理区分 保存区分

非ホジキンリンパ腫 エーザイ 100mg/V ¥85,410

なし 薬局 在庫1万円未満

マイクロファインプロ なし

CD20陽性リンパ腫 日本新薬 1000mg/V ¥408,000

申請科 管理区分 保存区分 新薬制限 初回卸会社

他部署定数

包装単位製品名 管理区分 保存区分

マーズレンS配合顆粒

SPD定数削除

調剤課より依頼

なし 薬局 在庫1万円未満 調剤課より依頼

70T/月

100T/月

製品名 管理区分 保存区分

室温

爪白癬

2020/5/28

初回発注

調剤課

〔4〕その他

なし

〔3〕採用薬品切り替え

室温 ¥13 120包/箱

使用見込み薬価

ニコランジル錠5mg「日医工」 ニコランジル錠5mg「東和」 なし 室温

〔1〕新規採用薬品

②

製品名

〔2〕院外採用薬品

会社名

なし

佐藤 50mg/本

製品名

なし

①
規格・含量

100g/箱 20本/月

薬局 在庫1万円未満 調剤課より依頼

40包/月

院外 or 削除

ゾフルーザ錠10mg

ゾフルーザ錠20mg

院外

削除

削除

¥6 100T/箱

ATP腸溶錠20mg｢日医工｣ ATP腸溶錠20mg｢AP｣ なし 室温

対応時期

新薬制限

なし

③

製品名 申請科 管理区分 保存区分 新薬制限

イソジンシュガーパスタ軟膏100g 皮膚科 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

褥瘡，皮膚潰瘍 ムンディファーマ 100g/本 ¥10

6/15マスタ開始予定

6/15マスタ開始予定

ジフルカンカプセル100mg 削除 なし 薬局 在庫1万円未満 調剤課より依頼

ユーパスタコーワ軟膏30g 削除 皮膚科外来 薬局 在庫1万円未満 調剤課より依頼

バクタ配合錠 削除 なし 薬局 在庫1万円未満 調剤課より依頼

申請科

皮膚科

効能効果

ルコナック爪外用液5％　
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②

③

④

医事課は金額設定済み。6月以降、運用開始？

⑤

⑥

以上

2020/3/25 アムノレイク錠2mg 血内 白血病

仮採用薬の採用について（報告）

・別紙参照

定期削除候補薬品について

後発品への切り替えについて（報告）

5月～薬事委員の変更について

・総合内科　立川Dr　→　山口Dr ・皮膚科　宮下Dr　→　末廣Dr

・新規　白山院長代行

オルベ スコ200μg イ ン ヘ ラ ー 56吸入用

2020/4/1 アイクルシグ錠15mg 総内 持参薬継続

2020/4/8 ゾレア皮下注用150mg

ガーダシルの運用について

製品名 申請科 申請理由

・看護部　木下前部長　→　白井部長

採用日付

皮膚 難治性蕁麻疹

2020/4/14 ケアラム錠25mg 脳外 持参薬継続

2020/4/17 アビガン錠200mg 総内 新型コロナウイルス感染症

2020/4/22 ネクサバール錠200mg 消化 レジメン変更

2020/4/23 COVID

2020/4/23 ノ ボ セブ ン HI静注用5mg  5mLシリン ジ 血内 血友病

総内

2020/4/24 安息香酸Na3g/30mL 小児 OTC欠損

2020/4/27 ダラシンカプセル150mg 腎内 脊椎炎疑い

2020/5/15 チャンピックス錠1mg 外科 継続

6月～ ビブラマイシン錠100mg 皮膚 痙瘡等の皮膚疾患に副作用少なく使用できる→希少扱い

2020/5/19 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」 外科 悪性皮膚潰瘍

2020/5/20 ヘマンジオルシロップ 小児 血管腫

2020/5/22 タリージェ錠5mg 泌尿 神経障害性疼痛

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

ジフルカンカプセル100mg ファイザー フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 沢井製薬 なし 室温 ¥260 100C/箱 700C/月

・予約から薬品の発注、投与までの全体の流れ（フロー） 

主治医からの推奨患者 または 希望患者 

→ 受付 → 予約  → 予約票作成  →  発注   →  納品  →  予約日 総内外来へ  

（医事課）  （医事課:火曜）   （薬局:水曜） （薬局） 
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ポリファーマシーとは 

単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、薬の飲み間違い、

飲み忘れ等の問題につながる状態をいいます。  

何剤からポリファーマシーとするかについて厳密な定義はなく、病態、生活、環境により変化します。 

☆薬物有害事象：薬物との因果関係がはっきりしないものを含

め、薬物を投与された患者に生じたあらゆる好ましくない、あ

るいは意図しない徴候、症状、または病気、副作用など 

 

薬物有害事象は薬剤数にほぼ比例して増加し、６種類

以上が特に薬物有害事象の発生増加に関連したという

データもあります。（図１）一方、治療に６種類以上の

薬剤が必要な場合もあれば、３種類で問題が起きる場

合もあり、本質的にはその中身が重要になります。 

 

なぜ高齢者になると薬が増え、有害事象を起こしやすくなるのでしょうか？？ 

・処方カスケード 

新たな病状が加わる度に新たな医療機関又は診療

科を受診していると、それぞれ２、３剤の処方でも

足し算的に服用薬が積み重なります。また、新たな

病状を薬剤で手当てしていくと、薬物有害事象に薬

剤で対処し続ける“処方カスケード”と呼ばれる悪

循環に陥る可能性がでてきます。（図２） 

・薬が多いからというばかりではない 

加齢によって薬の効き方が変化することも影響し

ています。加齢により、肝臓や腎臓の機能が低下して、代謝や排泄までの時間がかかるようになります。

そのため、薬が効きすぎてしまうことがあるのです。 

 

 

 

 

ポリファーマシーに対する取り組みについて 
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ポリファーマシー回避のためにできること 

・自己判断で薬の使用を中断しない 

「多すぎる薬は減らす」ことが大事ですが、「薬を使わなくていい」という

ことではありません。 薬は正しく使えば病気の予防や生活の質の向上に役

立ちます。処方された薬は「きちんと使うこと」、そして「自己判断でやめ

ないこと」が大切です。薬を飲み忘れたり、勝手にやめることによるトラブ

ルも非常に多いので、絶対に自己判断による中断は避けましょう。  

・使っている薬は必ず伝えましょう 

病気ごとに異なる医療機関にかかっている場合は、薬が重複したり増え過ぎないよう、医師や薬剤師に

使っている薬を〈サプリメントなどの市販薬も含めて〉正確に伝えましょう。かかりつけ薬局やかかり

つけ医をもち、お薬手帳は 1 冊にまとめて、自分の病気と薬をすべて把握してもらうとよいでしょう。  

 

入院時のポリファーマシー回避に対する取り組み 

入院中に医師・薬剤師・看護師を中心として処方見直しについてカンファレンスなどを通じて情報の一

元化と処方の適正化の実施に取り組むようにしています。 

 

カンファレンスでの具体的な変更内容 

・服用薬剤数を減らす 

・剤形の選択 (内服薬→貼付剤など) 

・用法の単純化（定期内服→頓用 服薬回数の減少） 

・調剤の工夫(一包化、簡易懸濁など) 

・管理方法の工夫（お薬手帳、調剤薬局への情報提供）など 

 

薬剤師は、入院時に持参されたお薬の内容や残薬を確認し、検査値（腎機能、肝機能など）や症状から

適正な用量か、不要な薬剤はないかを確認します。 

看護師は、服薬支援の中で、服用状況や服用管理能力などの確認を行います。 

医師は、その情報をもとに入院中に継続する薬を決定し、入院契機となった疾患の治療を進めていきま

す。 

また入院中に服用内容に変更があった場合は、継続的な見直しと経過

観察につなげるために薬剤師が、退院後利用する薬局の薬剤師に薬剤

処方や留意事項の情報を提供し（施設間情報連絡書を使用）、地域の薬

局の薬剤師からの双方向の情報提供も行っています。 

このような取り組みは、令和 2 年 4 月の診療報酬改定でも入院時ポリファーマシー解消の推進として今

まで以上に評価されるようになってきました。 

以前は内服薬を減少させることが重要とされていましたが、現在では処方の総合的な評価と調整の取り

組みも重要とされています。 
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もう一度服用しているお薬について考えてみませんか？ 

薬について疑問があれば、かかりつけの医師あるいは薬剤師に相談しましょう。  
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