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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、ご報告します。 

一般名（主な薬品名） 変更箇所 改訂内容 

イトリゾールカプセル 50  

イトリゾール内用液 1% 

（イトラコナゾール） 

効能・効果 併用禁忌にイブルチニブ（イムブルビカ）を追加 

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 

①アトルバスタチンカルシウ

ム水和物（リピトール） 

②シンバスタチン（リポバス） 

③ピタバスタチンカルシウム

水和物（リバロ） 

④プラバスタチンナトリウム 

（メバロチン） 

⑤フルバスタチンナトリウム 

（ローコール） 

⑥ロスバスタチンカルシウム 

（クレストール） 

重大な副作用

等 
免疫性壊死性ミオパチーを追加 ｐ．22 

 

医薬品・医療機器等安全性情報 337 号 

効能効果、用法用量等の変更 



 - 2 - 

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 
11 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 （12/12～オーダ可能）

50ｍL ベーリンガー

500ｍL 陽進堂

〔2〕院外採用薬品 （12/12～オーダ可能）

0.5mg グラクソ

〔3〕採用薬品切替え （在庫が無くなり次第、マスター切り替え）

ベナ錠10mg → レスタミンコーワ錠10mg

ケタラール静注用200mg → ケタラール静注用50mg

〔4〕その他

① 削除品目（在庫が無くなり次第マスター削除）
・ なし

② 定期削除候補薬品について
・別紙参照

以上

ダビガトラン特異的中和剤

平成28年　　11月　　薬事委員会　決定事項

        H28年11月24日

プリズバインド静注液2.5g 脳外科

消化器内科パレプラス輸液
アミノ酸・水溶性ビタミン加総合電解質液

男性型脱毛症治療剤
皮膚科ザガーロカプセル0.5mg

 

アムロジピンベシル酸塩・アト

ルバスタチンカルシウム水和

物（カデュエット） 

重大な副作用

等 
免疫性壊死性ミオパチーを追加 ｐ．22 

ウステキヌマブ (遺伝子組換

え)（ステラーラ皮下注） 

重大な副作用

等 
間質性肺炎を追加 ｐ．25 

ニボルマブ（遺伝子組換え） 

（オプジーボ点滴静注） 

重大な副作用

等 

免疫性血小板減少紫斑症、心筋

炎、横紋筋融解症を追加 
ｐ．27 
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現在区分 変更区分
院内外
区分

薬品名 主な診療科

正規 院外放出 院内 セファランチン錠１ｍｇ 皮膚

正規 院外放出 院内 プリミドン細粒99.5％「日医工」 小児

仮 希少 院内 【仮】イリボー錠2.5μ ｇ 消化

仮 希少 院内 【仮】エビリファイ錠６ｍｇ 神内

仮 希少 院内 【仮】ミニリンメルトOD錠60μ g 神内

仮 希少 院内 フルダラ錠10ｍｇ 血内

仮 希少 院内 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸL135腹膜透析液2.0L排ﾊﾞｯｸﾞ付(4本 腎内

仮 削除 院内 【仮】ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠【100】mg｢ﾄｰﾜ｣(ｾﾛｸｴﾙ) 神内

仮 削除 院内 【仮】ストミンＡ配合錠 耳鼻

仮 削除 院内 【仮】ビデュリオン皮下注用2mgﾍﾟﾝ 代内

仮 削除 院内 ﾐｯﾄﾞﾍﾟﾘｯｸＬ135腹膜透析液2.5L (4本/箱) 腎内
 

正規採用薬品 原則、院内在庫を置き院内処方、院外処方とも可能

仮採用薬品
使用患者及び使用期間限定の医薬品。使用開始から６か月以内に使用が
終了されるような限定的な薬剤。

希少疾病用薬品 使用患者が希少であり、患者限定的な医薬品。院内在庫は少量確保。

院外採用薬品 院外処方せんに限り処方できる医薬品

削除薬品 削除薬品
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これからますます寒くなり、インフルエンザも流行してくいると予想されます。 

2016 年 10 月 31 日～11 月 6 日の滋賀県のインフルエンザ患者の報告人数は 30 人となっており、上位３

都道府県は沖縄県で 630 件、東京都で 242 件、北海道が 220 件 

となっています。今回はインフルエンザについて説明していきます。 

 

 

< 感染経路 > 

インフルエンザの感染経路としては、 

① 飛沫感染 

② 接触感染 

の２つが考えられます。 

たとえば電車内や学校、職場などで咳をすることでインフルエンザはほかの人にうつってしまいます。ま

た、咳をおさえた手でドアノブなどをさわっても、そのドアノブにウイルスが付着し、それをさわった人に感染

が見られます。 

私たちがおたがいに身をまもっていくためには、マスクをきちんとすること、ごはんを食べる前などには手

を洗うこと、などが大切になってきます。 

 

< 症状 > 

インフルエンザの症状としては、 

① 38℃を超える発熱 

② 全身倦怠感 

③ 寒気 

などが表れます。これらの症状を感じたらインフルエンザが疑われるため、早めに医療機関を受診しましょ

う。インフルエンザを検査する「インフルエンザ迅速診断キット」を使用する際、発熱 12 時間未満の場合、

検査の結果が陽性にならないことがあります。（検査は発熱後 12 時間以上経過してから受けることをおす

すめします） 

 

 

インフルエンザについて 
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< 治療法 > 

インフルエンザの治療法には、 

① 一般療法 

② 薬物療法 

の２つがあります。 

一般療法とは、安静にして睡眠をよくとること、高熱で脱水症状をおこさないために水分補給を行うこと、

があげられます。 

薬物療法は薬を服用することでウイルスの増殖を抑える方法です。これらの薬は 48 時間以内に投与し

なければ効果は見られません。なので、インフルエンザが疑われた場合、インフルエンザ迅速診断キットに

よって早期に診断をする必要があるのです。 

 

< 病院で使用される治療薬とその特徴 > 

① オセルタミビル（タミフルⓇカプセル 75、タミフルⓇドライシロップ 3%） 

A 型・B 型インフルエンザウイルスのどちらにも効果があります。 

症状が出始めてから 48 時間以内に服用します。 

② ザナミビル（リレンザⓇ） 

吸入薬で、１日２回５日間にわたって吸入します。 

インフルエンザウイルスは気道で増殖するため、粉薬を直接気道にとどけることで即座にウイルスの

増殖を抑えることができます。 

③ ラニナミビル（イナビルⓇ） 

この薬は、１度吸入するだけで治療を完結させます。 

続けて治療する必要はありません。 

④ ペラミビル（ラピアクタⓇ） 

点滴なので、錠剤・カプセルを服用することが困難な患者さんにも使用することができます。 

300 ㎎を 15 分かけて原則１回だけ点滴します。 

 

インフルエンザは日々の生活習慣を見直すことで感染を防ぐことができます。しっかりと食事をとり、手洗

い・うがいをしていきましょう。 

 

<参考文献> 

■『政府広報オンライン インフルエンザの感染を防ぐポイント』 

  http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200909/6.html 

■『インフルニュース ～インフルエンザの治療法 一般療法・薬物療法～』 

  http://www.influ-news.info/influ/treatment_2.html 

■『21 世紀の家庭の医学いしゃまち タミフル、イナビル、リレンザ・・・インフルエンザ治療薬の種類と違い』 

  https://www.ishamachi.com/?p=4345 

 

薬剤部 京都薬科大学 実習生 吉田梨恵      医薬品情報課  淵上尚彦  湯月翔太 
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