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１．添付文書改訂情報 
 

 

 

※以下の採用薬につきまして、効能･効果、用法･用量の変更等の重要な改訂がありましたので、

臨時報告いたします。 

 

 

 

 

※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。 

一般名（主な薬品名） 変更箇所 改訂内容 

リバビリン(ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ) 効能・効果 

ソホスブビル（ｿﾊﾞﾙﾃﾞｨ錠）との併用による「セロ

グループ２（ｼﾞｪﾉﾀｲﾌﾟ２）の C 型肝慢性炎又は C

型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」

に適応追加 

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 

ダクラタスビル塩酸塩・アスナ

プレビル併用療法(ﾀﾞｸﾙｲﾝｻﾞ

錠・ｽﾝﾍﾞﾌﾟﾗｶﾌﾟｾﾙ) 

重大な副作用 肝不全を追記 ｐ．11 

アビラテロン酢酸エステル（ｻﾞ

ｲﾃｨｶﾞ錠） 
重大な副作用 劇症肝炎、肝不全を追記 ｐ．15 

インダパミド（ﾅﾄﾘｯｸｽ錠・ﾃﾅｷ

ｼﾙ錠） 
重大な副作用 中毒性表皮壊死融解症を追記 ｐ．19 

インフルエンザ HA ワクチン 重大な副作用 視神経炎を追記 ｐ．20 

 

効能効果、用法用量等の変更 

医薬品・医療機器等安全性情報 325 号 
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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。 

 

 

2．新規採用医薬品情報 
7 月開催の薬事委員会にて、以下の通り、新規採用薬・削除薬品・後発品切り替え薬品が決定

されましたので再度ご報告いたします。 

 

 

〔１〕新規採用薬品　 8月10日よりオーダー可能

350mg ＭＳＤ

76%3.27ｇ 鳥居

佐藤

100μ g 協和発酵キリン

〔２〕院外採用薬品　　　　8月10日よりオーダー可能

400mg ギリアド・サイ エンシズ

１２.５ｍｇ 協和発酵キリン

2.5％15ｇ マルホ

5ｍｇ ノバルティス

→

〔4〕その他

① 後発品への切り替えについて

別紙参照

②

アブストラル舌下錠100μ g 消化器内科
（※運用が決まり次第オーダー可能とします）

抗ウイルス剤
ソバルディ錠 消化器内科

ケイキサレートドライシロップ 腎臓内科

アレルギー性皮膚疾患の検査薬
パッチテストパネル（Ｓ） 皮膚科

癌疼痛治療剤

平成27年　　7月　　薬事委員会　決定事項

        H27年7月30日

環状リポペプチド系抗生物質製剤

キュビシン静注用 感染対策委員会

高カリウム血症改善剤

ハベカシン、プロパデルム軟膏(製造中止)

院内→院外
カリメート経口液、ヒューマログミックス25注カート、スーグラ錠50

選択的SGLT2阻害剤 －２型糖尿病治療剤－
ルセフィ錠 代謝・内分泌内科

〔3〕切り替え薬品

エックスフォージ配合錠(ノバルティス) エックスフォージ配合ＯＤ錠(ノバルティス)

カルシウム受容体作動薬
レグパラ錠 腎臓内科

尋常性ざ瘡治療剤

削除品目

ベピオゲル 皮膚科

 

インターフェロン ベータ-1a（ｱ

ﾎﾞﾈｯｸｽ筋注） 
重大な副作用 

劇症肝炎，肝炎，肝機能障害を

追記 
ｐ．22 

トラマドール塩酸塩（ﾄﾗﾏｰﾙ） 重大な副作用 呼吸抑制を追記 ｐ．24 

アナグリプチン（ｽｲﾆｰ錠） 重大な副作用 腸閉塞 ｐ．24 
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薬剤部 医薬品情報課 湯月 翔太 

 

 

 

 先日、ニカルジピン注射液を輸液ルート側管から流し、白濁させてしまった事例が薬剤部

に報告されました。混注業務や患者への注射薬投与の際、配合変化は大きな問題の 1 つです。

今回、もう一度、注射薬の配合変化について考えてみましょう。 

 

 

 

配合変化は、その原因別に大きく 5 つに分類する事ができます。 

 

①酸化的分解 

医薬品が酸化されることで、化学構造が変化し、

着色などを起こすものです。特に医薬品を酸化さ

せやすい物質との混合で配合変化を起こすこと

があります。カテコール骨格を持つドパミン（イ

ノバン®）やドブタミン（ドブポン®）は、酸化的

に分解されて、着色(微赤褐色→褐色→黒色)しや

すい薬剤とされています。 

配合変化について ニカルジピン注射液 

 



 - 4 - 

 

 

②溶解性の変化 

主薬の水に対する溶解度が低い場合には、有機溶剤（エタノール、ポリエチレングリコー

ル、プロピレングリコールなど）を用いて溶解しています。このような注射剤では、他剤

との混合で有機溶剤が希釈されることにより、溶解性が変化して結晶が析出します。フェ

ニトイン（アレビアチン®）の希釈は生理食塩液で 4 倍までとされています。（ただし、生

理食塩液であれば 1A あたり 100mL で希釈しても 24 時間結晶析出が認められないことが

確認されている） 

 

 

③加水分解 

ガベキサートメシル酸塩（レミナロン®）は、抗酸化剤として多くの注射剤に含まれる亜

硫酸塩によってエステル結合の加水分解を受けます。ほかに亜硫酸塩による分解を受けや

すい薬剤として、ナファモスタットメシル酸塩（コアヒビター®）、塩酸チアミン、インス

リン、ウロキナーゼなどがあります。塩酸チアミンは TPN 製剤などの栄養輸液に混合して投与され

ますが、亜硫酸塩の含量は各 TPN 製剤で異なり、加水分解による含量低下は亜硫酸塩含量に相関す

ることが示されています。 

 

 

④酸・塩基反応 

乳酸リンゲル液（ソルラクト®）にはカルシウムが含まれることから、リン酸塩を混合する

と酸・塩基反応によりカルシウムリン酸塩の沈殿を生じます。リン酸は pH の変化により異

なるカルシウムリン酸塩を生成し、水に対する溶解性が変化します。したがって、同じ乳酸

リンゲル液でもブドウ糖が含まれ pH が低い製剤（ソルラクト®D など）の場合には、リン

酸塩の混合による配合変化が起きにくいと考えられます。  

 

 

⑤pH と滴定酸度  

pH 変動による主薬の析出・混濁などは、配合変化の中で最も多くみられます。今回、問題となった

ニカルジピンは、製品規格 pH は 3.0～4.5 とされており、かなり酸性度の強い薬剤といえます。し

たがって、中性、アルカリ性の薬剤や輸液と混合すると、結晶が析出したり、白濁したりする可能

性が高い薬剤の一つです。ニカルジ

ピンインタビューフォームによれ

ば、ニカルジピンの配合変化点 pH

は、5.07 とされており、これ以上

pH が上がると、白濁する可能性が

高くなります。 
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配合変化には、主薬や添加剤以外にも pH、温度、濃度など多くの因子が関与しています。

配合変化を回避するには、注射剤の組み合わせばかりでなく、濃度や液性の変動、使用環境

などの情報を把握する必要があります。薬剤部では、注射薬 pH 一覧表（下図）など、配合

変化回避のためのツールも作成していますので、不明時はぜひご活用ください。  

また、配合変化を回避するための手技として、以下のような方法も有用とされています。 

①pH の近い薬剤から混合する。②別々に輸液に混合する。③投与前後にフラッシュをしな

がら、薬剤ごとに使用する。④時間が経ってから変化を起こす場合は、変化が起こる前に投

与を終了させる（可能な場合に限る）。  

  

 

これらをふまえて、配合変化のない、上手な注射薬投与をしていきましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

  

薬剤部 医薬品情報課 小川 暁生 

 

参考文献及びサイト 

・日医工株式会社 インタビューフォーム情報 http://www.nichiiko.co.jp/ 

・ノバルティスファーマ株式会社 一緒に学ぶ調剤実務 http://phnet.novartis.co.jp/ricetta/chozai/ 

・注射薬配合変化 Q＆A 阿南節子編 株式会社じほう 


