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1．新規採用薬品一覧 

[院内採用薬品] 
1147：フェニル酢酸系製剤 

ジクロフェナクナトリウム

Diclofenac sodium 

ジクトルテープ 75mg 

Zicthoru 

処 

久光製薬 

[剤] テープ剤 

[組] 1 枚中に日局ジクロフェナ

クナトリウムとして 75mg を含有 

[効] 各種がんにおける鎮痛 

腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候

群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎 

 

[用]〈各種がんにおける鎮痛〉 

通常、成人に対し、1 日 1 回、2 枚

（ジクロフェナクナトリウムとして

150mg）を胸部、腹部、上腕部、背

部、腰部又は大腿部に貼付し、1 日

（約 24 時間）毎に貼り替える。な

お、症状や状態により 1 日 3 枚（ジ

クロフェナクナトリウムとして

225mg）に増量できる。 

〈腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症

候群及び腱鞘炎における鎮痛・消

炎〉 

通常、成人に対し、1 日 1 回、1 枚

（ジクロフェナクナトリウムとして

75mg）又は 2 枚（ジクロフェナクナ

トリウムとして 150mg）を胸部、腹

部、上腕部、背部、腰部又は大腿部

に貼付し、1 日（約 24 時間）毎に貼

り替える。 

[禁］消化性潰瘍のある患者、重篤な血液

の異常のある患者、重篤な腎機能障害の

ある患者、重篤な肝機能障害のある患

者、重篤な高血圧症のある患者、重篤な

心機能不全のある患者、本剤の成分に対

し過敏症の既往歴のある患者、アスピリ

ン喘息（非ステロイド性消炎鎮痛剤等に

より誘発される喘息発作）又はその既往

歴のある患者、妊婦又は妊娠している可

能性のある女性、トリアムテレンを投与

中の患者 

[副]重大な副作用 

ショック、アナフィラキシー、出血性シ

ョック又は穿孔を伴う消化管潰瘍、消化

管の狭窄・閉塞、再生不良性貧血、溶血

性貧血、無顆粒球症、血小板減少症、中

毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal 

Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群

（Stevens-Johnson 症候群）、紅皮症（剥

脱性皮膚炎）、急性腎障害（間質性腎

炎、腎乳頭壊死等）、ネフローゼ症候

群、重症喘息発作（アスピリン喘息）、

間質性肺炎、うっ血性心不全、心筋梗

塞、無菌性髄膜炎、重篤な肝機能障害、

急性脳症、横紋筋融解症、脳血管障害 

 

2139：その他の利尿剤 

トルバプタンリン酸エステルナ

トリウム 

Tolvaptan Sodium Phosphate 

サムタス点滴静注用 8mg 

Samtasu 

劇、処 

大塚製薬 

[剤] 注射剤 

[効] ループ利尿薬等の他の利尿薬で

効果不十分な心不全における体液貯

留 

 

[用] 通常、成人にはトルバプタンリ

ン酸エステルナトリウムとして 16mg

を 1 日 1 回 1 時間かけて点滴静注す

る。 

[警告] 本剤投与により、急激な水利尿

から脱水症状や高ナトリウム血症を来

し、意識障害に至るおそれがあり、ま

た、急激な血清ナトリウム濃度の上昇

による浸透圧性脱髄症候群を来すおそ

れがあることから、入院下で投与を開

始、増量又は再開すること。また、特

に投与開始日、増量日又は投与再開日
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[組] 1 バイアル中にトルバプタ

ンリン酸エステルナトリウム

8.56mg を含有 

には血清ナトリウム濃度を頻回に測定

すること。 

[禁] 本剤の成分又は類似化合物（トル

バプタン等）に対し過敏症の既往歴の

ある患者、無尿の患者、高ナトリウム

血症の患者、妊婦又は妊娠している可

能性のある女性 

 [副]重大な副作用 

腎不全、血栓塞栓症、高ナトリウム血

症、急激な血清ナトリウム濃度上昇、 

急性肝不全、肝機能障害、ショック、

アナフィラキシー、過度の血圧低下、

心室細動、心室頻拍、汎血球減少、血

小板減少、高カリウム血症、肝性脳症 

 

2492:すい臓ホルモン剤 
インスリン アスパルト 

（遺伝子組換え） 

Insulin Aspart 

（Genetical Recombination） 

インスリンアスパルト BS注 

ソロスターNR「サノフィ」 

Insulin Aspart  

劇、処 

サノフィ 

[剤] 注射剤 

[組] 1 筒 3mL 中にインスリン 

アスパルト（遺伝子組換え） 

300 単位を含有 

[効] インスリン療法が適応となる糖

尿病 

 

[用] 本剤は持続型インスリン製剤と

併用する超速効型インスリンアナロ

グ製剤である。 

通常、成人では、初期は 1 回 2～20

単位を毎食直前に皮下注射する。な

お、投与量は症状及び検査所見に応

じて適宜増減するが、持続型インス

リン製剤の投与量を含めた維持量は

通常 1 日 4～100 単位である。 

[禁] 低血糖症状を呈している患者。 

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のあ

る患者 

 

[副]重大な副作用 

低血糖、アナフィラキシーショック 

 

6132：セフェム系抗生物質製剤 

セファクロル 
Cefaclor 

ケフラール細粒小児用 100mg 
Kefral 

処 

共和薬品 

[剤] 細粒剤 

[組] 1g中にセファクロルとし

て 100mgを含有 

[効] ＜適応菌種＞本剤に感性のブド

ウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球

菌、大腸菌、クレブシエラ属、プロ

テウス・ミラビリス、インフルエン

ザ菌 

＜適応症＞ 

○表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性

膿皮症 

○外傷・熱傷及び手術創等の二次感

染、乳腺炎 

○咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管

支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次

感染 

○膀胱炎、腎盂腎炎 

○麦粒腫 

○中耳炎 

○歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎 

○猩紅熱 

[禁] 本剤の成分に対し過敏症の既往歴

のある患者 

原則禁忌 

セフェム系抗生物質に対し過敏症の既

往歴のある患者 

 

[副] 重大な副作用 

ショック、アナフィラキシー、急性腎

障害、汎血球減少、無顆粒球症、血小

板減少、偽膜性大腸炎、中毒性表皮壊

死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：

TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-

Johnson 症候群）、間質性肺炎、PIE 症

候群、肝機能障害、黄疸 

重大な副作用（類薬） 

溶血性貧血 
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[用] 通常、幼小児にはセファクロル

として体重 kg あたり 1 日 20〜40mg

（力価）を 3 回に分割して経口投与

する。なお、年齢、体重、症状等に

応じ適宜増減する。 

 

 

[院外採用薬品] 
1179：その他の精神神経用剤 

リスデキサンフェタミンメシル

酸塩 

Lisdexamfetamine Mesilate 

ビバンセカプセル 20mg / 30mg 

Vyvanse  

劇、覚醒剤原料、処 

塩野義製薬 

[剤] 硬カプセル剤 

[組] ビバンセカプセル 20 mg：

1 カプセル中にリスデキサンフ

ェタミンメシル酸塩 20 mg を含

有 

ビバンセカプセル 30 mg： 

1 カプセル中にリスデキサンフ

ェタミンメシル酸塩 30 mgを含

有 

[効] 小児期における注意欠陥／多動

性障害（AD/HD） 

 

[用] 通常、小児にはリスデキサンフ

ェタミンメシル酸塩として 30mg を 1

日 1 回朝経口投与する。症状によ

り、1 日 70mg を超えない範囲で適宜

増減するが、増量は 1 週間以上の間

隔をあけて 1 日用量として 20mg を超

えない範囲で行うこと。 

[警] 1.本剤の投与は、注意欠陥／多動性

障害（AD/HD）の診断、治療に精通し、か

つ薬物依存を含む本剤のリスク等につい

ても十分に管理できる、管理システムに

登録された医師のいる医療機関及び薬剤

師のいる薬局において、登録患者に対し

てのみ行うこと。また、それら薬局にお

いては、調剤前に当該医師・医療機関・

患者が登録されていることを確認した上

で調剤を行うこと。 2.本剤の投与にあた

っては、患者又は代諾者に対して、本剤

の有効性、安全性、及び目的以外への使

用や他人への譲渡をしないことを文書に

よって説明し、文書で同意を取得するこ

と。 

[禁] 本剤の成分又は交感神経刺激アミン

（メタンフェタミン、メチルフェニデー

ト、ノルアドレナリン、アドレナリン、

ドパミン等）に対し過敏症の既往歴のあ

る患者、重篤な心血管障害のある患者、

甲状腺機能亢進のある患者、 過度の不

安、緊張、興奮性のある患者、運動性チ

ックのある患者、Tourette 症候群又はその

既往歴・家族歴のある患者、薬物乱用の

既往歴のある患者、閉塞隅角緑内障のあ

る患者、褐色細胞腫のある患者、モノア

ミン酸化酵素（MAO）阻害剤（セレギリ

ン塩酸塩、ラサギリンメシル酸塩、サフ

ィナミドメシル酸塩）を投与中又は投与

中止後 2 週間以内の患者 

[副]重大な副作用 

ショック、アナフィラキシー、皮膚粘膜

眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、心

筋症、依存性 

  

1190：その他の中枢神経系用薬 
バルベナジントシル酸塩 
Valbenazine Tosilate 

ジスバルカプセル 40mg 
Dysval 

劇、処 

[効] 遅発性ジスキネジア 

 

[用] 通常、成人にはバルベナジンと

して 1 日 1 回 40mg を経口投与する。

なお、症状により適宜増減するが、1

[禁] 本剤の成分に対し過敏症の既往歴

のある患者、先天性 QT 延長症候群又

は Torsades de pointes の既往のある患者 
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ヤンセンファーマ 

[剤] カプセル剤 

[組] 1 カプセル中にバルベナジ

ンとして 40mg を含有 

日 1 回 80mg を超えないこととする。 [副]重大な副作用 

傾眠、鎮静、重篤な過敏症、錐体外路

障害、悪性症候群（頻度不明） 

                                                                        

 

2190：その他の循環器官用薬 

フィネレノン 

Finerenone 

ケレンディア錠 10mg / 20mg 

Kerendia  

処 

バイエル薬品 

[剤] フィルムコーティング錠 

[組] ケレンディア錠 10mg：1 錠

中にフィネレノン 10 mg を含有 

ケレンディア錠 20mg：1 錠中に

フィネレノン 20 mg を含有 

[効] 2 型糖尿病を合併する慢性腎臓

病。ただし、末期腎不全又は透析施

行中の患者を除く。 

[用] 通常、成人にはフィネレノンと

して以下の用量を 1 日 1 回経口投与

する。 

eGFR が 60mL/min/1.73m2 以上：
20mg 

eGFR が 60mL/min/1.73m2 未満：

10mg から投与を開始し、血清カリウ

ム値、eGFR に応じて、投与開始から

4 週間後を目安に 20mg へ増量する。 

[禁] 本剤の成分に対し過敏症の既往歴

のある患者、イトラコナゾール、リト

ナビルを含有する製剤、アタザナビ

ル、ダルナビル、ホスアンプレナビ

ル、コビシスタットを含有する製剤、

クラリスロマイシンを投与中の患者、

本剤投与開始時に血清カリウム値が

5.5mEq/L を超えている患者、重度の肝

機能障害（Child-Pugh 分類 C）のある患

者、アジソン病の患者 

 [副]重大な副作用 

高カリウム血症 

 

2399：他に分類されない消化器官用薬 
カロテグラストメチル 
Carotegrast Methyl 
カログラ錠 120mg  
Carogra 

劇、処 

キッセイ薬品 

[剤] フィルムコーティング錠 

[組] 1 錠中にカロテグラストメ

チルとして 120 mgを含有 

[効] 中等症の潰瘍性大腸炎（5-アミ

ノサリチル酸製剤による治療で効果

不十分な場合に限る） 

 

[用] 通常、成人にはカロテグラスト

メチルとして 1 回 960 mg を 1 日 3 回

食後経口投与する。 

[禁] 本剤の成分に対し過敏症の既往歴

のある患者、妊婦又は妊娠している可

能性のある女性、重度の肝機能障害

（Child-Pugh 分類 C）を有する患者 

 

[副]重大な副作用 

進行性多巣性白質脳症（PML） 

 

2499：他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。) 
テデュグルチド(遺伝子組換え) 
Teduglutide (Genetical 

Recombination) 
レベスティブ皮下注用 3.8mg 
Revestive 

劇、処 

武田薬品 

[剤] 注射剤（バイアル） 

[組] 1 バイアル中にテデュグル

チド（遺伝子組換え）として

5mg を含有 

[効] 短腸症候群 

 

 [用] 通常、テデュグルチド（遺伝子

組換え）として 1 日 1 回 0.05mg/kg

を皮下注射する。 

[禁] 本剤の成分に対して過敏症の既往

歴のある患者、胃腸、肝胆道系又は膵

臓に悪性腫瘍を有する患者、過去 5 年

以内に胃腸、肝胆道系又は膵臓に悪性

腫瘍の既往歴のある患者 

 

[副]重大な副作用 

腸ポリープ、腸閉塞、消化管ストーマ

の閉塞、胆嚢・胆道障害、膵疾患、体

液貯留 

 

2699：他に分類されない外皮用薬 

ジファミラスト 

Difamilast 

モイゼルト軟膏 0.3% / 1% 

Moizerto 

処 

大塚製薬 

[剤] 軟膏剤 

[効] アトピー性皮膚炎 

 

[用] 通常、成人には 1%製剤を 1 日 2

回、適量を患部に塗布する。 

通常、小児には 0.3%製剤を 1 日 2

回、適量を患部に塗布する。症状に

応じて、1%製剤を 1 日 2 回、適量を

[禁] 本剤の成分に対して過敏症の既

往歴のある患者 

 

[副]重大な副作用 

なし 
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[組] モイゼルト軟膏 0.3％：1g 

中にジファミラストとして 3mg

を含有 

モイゼルト軟膏 1％：1g 中にジ

ファミラストとして 10mg を含

有 

患部に塗布することができる。 

 

3259：その他のたん白アミノ酸製剤 
経腸成分栄養剤 

 ― 

イノラス配合経腸用液 

(コーヒーフレーバー)  
Enoras  

大塚製薬工場 

[剤] 液剤  

[組] 1 袋 187.5mL(300kcal)中に、

下記の配合成分を含有する。本

剤の 1mL当たりの熱量は 1.6kcal

である。  

配合成分：濃縮乳たん白質、カゼイン

ナトリウム、トリカプリリン、コーン油、シ

ソ油、魚油、部分加水分解デンプン、

イヌリン、クエン酸ナトリウム水和物、ク

エン酸カリウム、乳酸カルシウム水和

物、塩化カルシウム水和物、塩化マ

グネシウム、リン酸二カリウム、グルコ

ン酸第一鉄、硫酸亜鉛水和物、硫酸

マンガン(II)五水和物、硫酸銅、ヨウ

化カリウム、セレン酸ナトリウム、塩化

クロム六水和物、モリブデン酸ナトリウ

ム二水和物、ビタミンA油、コレカルシ

フェロール、トコフェロール酢酸エステ

ル、メナテトレノン、フルスルチアミン

塩酸塩、リボフラビンリン酸エステル

ナトリウム、ピリドキシン塩酸塩、シアノ

コバラミン、L-アスコルビン酸 2-グル

コシド、ニコチン酸アミド、パントテン

酸カルシウム、葉酸、ビオチン、L-カ

ルニチン、コリン塩化物 

[効] 一般に、手術後患者の栄養保持

に用いることができるが、特に長期

にわたり、経口的食事摂取が困難な

場合の経管栄養補給に使用する。 

 

[用] 通常、成人標準量として 1 日

562.5～937.5mL（900～1,500kcal）を

経管又は経口投与する。経管投与の

投与速度は 50～400mL/時間とし、持

続的又は 1 日数回に分けて投与す

る。経口投与は 1 日 1 回又は数回に

分けて投与する。なお、年齢、体

重、症状により投与量、投与速度を

適宜増減する。 

[禁] 本剤の成分に対し過敏症の既往歴

のある患者。牛乳たん白アレルギーを

有する患者。イレウスのある患者。腸

管の機能が残存していない患者。高度

の肝・腎障害のある患者。重症糖尿病

などの糖代謝異常のある患者。先天性

アミノ酸代謝異常の患者 

 

[副]重大な副作用 

ショック、アナフィラキシー 
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2．採用中止薬品  

当院採用の下記薬品について、製造販売中止および採用薬整備のため採用中止となる。 

中止医薬品 中止理由 

アスコルビン酸注射液 500mg「ｻﾜｲ」 
製造設備の老朽化による製造販売中止 

→ビタミン C注「ﾌｿｰ」500mgに切替え 

パセトシン細粒 10％ 製造販売中止のため 

フィルグラスチム BS 注 75μg ｼﾘﾝｼﾞ

「ﾓﾁﾀﾞ」、150μg ｼﾘﾝｼﾞ「ﾓﾁﾀﾞ」 

フィルグラスチム BS 注 75μgシリンジ「F」、

150μgシリンジ「F」に切換え 

ポビドンヨードゲル 10％「明治」 

4ｇ/本、90ｇ/個 

製造販売中止。4ｇ/個は中止。90g製品

は、 

ポビドンヨードゲル 10％「VTRS」90ｇ/個を

採用 

ミルラクト細粒 50％ 原材料の入手が困難となり製造販売中止 

 

 

3．販売名称変更薬品  

当院採用の下記薬品について名称変更となり、順次切換えとなる。 

変更前医薬品名 変更後医薬品名 

レボフロキサシン点眼液 1.5％「ﾌｧｲｻﾞｰ」 
レボフロキサシン点眼液 1.5％「VTRS」 

（ヴィアトリス） 

 

 

4．医薬品の出荷停止および出荷調整  

①ワンクリノン膣用ゲル 90mg（メルクバイオファーマ）の出荷停止 

製造承認書との齟齬が確認されたため、一時出荷停止となる。流通在庫を確認し、処方停止

の際に再度診療科へ案内をする。 

 

②アモキサンカプセル 25mg（ファイザー）の処方停止 

発がん性の可能性のあるニトロソアミン類が検出されたため自主回収となり、処方停止とな

る。2022 年 9 月 9 日に院内外処方停止となった。 

 

③サクコルチン配合錠（日医工）の処方停止 

承認規格に合致しない製品が検出されたため、製造停止となっている。2022 年 10 月 1 日よ

り処方停止となる。 

 

④カロナール細粒 20％（あゆみ製薬）の処方停止 

新型コロナ感染治療による需要増加のため、カロナール細粒 20％が出荷調整となり、一時処

方停止となった。 

 

⑤スキサメトニウム注 40「マルイシ」（丸石製薬）の出荷停止 

原薬製造所が行政処分を受けたため、製造停止となっている。流通在庫しか使用できるもの

がなく、11 月頃には在庫が無くなり欠品となる見込みである。 
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⑥カルベジロール錠 2.5mg、10mg、20mg「DSEP」の採用について 

  東和薬品のカルベジロール錠 2.5mg、10mg、20mg「トーワ」安定供給の状況を鑑みて、カル

ベジロール製剤について、同錠 2.5mg、10mg、20mg「DSEP」（第一三共）に切換えとなる。 

 

⑦-1）出荷調整医薬品（院内外採用）について 
〇アスベリン錠 20mg、散 10％、シロップ 0.5％（ニプロ）アンヒバ坐薬小児用 100mg、200mg（マ

イラン EPD）、カロナール錠 300mg（あゆみ）、ソランタール錠 100mg（LTL ファーマ）、ブル

フェン錠 100（科研） ･･･新型コロナ感染による需要増加による影響のため 

〇アスパラカリウム錠 300mg（ニプロ） ･･･製造委託先からの遅延による影響のため 

〇ガニレスト皮下注 0.25mg シリンジ（オルガノン）、テグレトール錠 100mg、同細粒 50％（サン

ファーマ）、リザベンカプセル 100mg、同細粒 10%（キッセイ） ･･･他社製品に出荷調整によ

る需要増加のため 

〇ツムラ 1 葛根湯、ツムラ 7 八味地黄丸、ツムラ 9 小柴胡湯、ツムラ 19 小青竜湯、ツムラ 27 麻黄

湯、ツムラ 28 越婢加朮湯、ツムラ 29 麦門冬湯、ツムラ 107 牛車腎気丸、ツムラ 109 小柴胡湯加

桔梗石膏、ツムラ 127 麻黄附子細辛湯 ･･･ 需要増加による影響のため 

 

⑦-2）出荷調整医薬品（院外採用）について 
〇カロナール錠 500mg（あゆみ） ･･･新型コロナ感染による需要増加による影響のため 

〇テグレトール錠 200mg（サンファーマ） ･･･他社製品に出荷調整による需要増加のため 

〇デュファストン錠 5mg（マイラン EPD） ･･･需要増加と製造遅延による影響のため 

〇ツムラ 10 柴胡桂枝湯、ツムラ 12 柴胡加竜骨牡蛎湯、ツムラ 20 防已黄耆湯、ツムラ 26 桂枝加竜

骨牡蛎湯、ツムラ 37 半夏白朮天麻湯、ツムラ 45 桂枝湯、ツムラ 51 潤腸湯、ツムラ 55 麻杏甘石

湯、ツムラ 62 防風通聖散、ツムラ 66 参蘇飲エキス顆粒、ツムラ 73 柴陥湯、ツムラ 87 六味丸、

ツムラ 90 清肺湯、ツムラ 95 五虎湯、ツムラ 126 麻子仁丸、ツムラ 136 清暑益気湯、ツムラ 138

桔梗湯 ･･･需要増加による影響のため 

 

⑦-3）出荷調整医薬品（院内採用）について 
〇セファメジン α注射用 0.5g（LTL ファーマ）、セフメタゾール Na 静注用 0.25g「NP」、 

1g「NP」（ニプロ） ･･･他社製品の出荷調整と同効薬の一時供給停止による影響のため 

 

 

5．医薬品の供給再開  

下記 4 薬剤で出荷調整がかかっていたが、この度通常流通が可能となった。 

・アネレム静注用 50mg（ムンディファーマ） 

・クレキサン皮下注 2000IU（サノフィ） 

・リュープリン注射用 1.88mg（武田薬品） 

・リュープリン PRO 注射用キット 22.5mg（武田薬品） 
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6．その他 

トレーシングレポートの運用について 

疑義照会以外の患者情報で主治医に報告する必要性がある内容について、服薬情報提供書（トレー

シングレポート）が主治医宛に届いているケースがある。この度、秋田大学医学部附属病院としての

トレーシングレポートの原本を設定した。保険薬局側からのこれら患者情報に関するトレーシングレ

ポートが届いた際には確認をお願いしたい。 

 

 


