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1．新規採用薬品一覧 

[院内採用薬品] 
1319:その他の眼科用剤 

ファリシマブ（遺伝子組換え） 

Faricimab（Genetical 

Recombination） 

バビースモ硝子体内注射液
120mg/mL  
Vabysmo 

劇、処 

中外製薬 

[剤] 注射剤 

[組] 1 バイアル(0.24mL)中にフ

ァリシマブ(遺伝子組換え) 

28.8mgを含有 

1 回投与量(0.05mL)中にファリ

シマブ(遺伝子組換え) 6.00mgを

含有 

[効]・中心窩下脈絡膜新生血管を伴

う加齢黄斑変性 

・糖尿病黄斑浮腫 

[用]〈中心窩下脈絡膜新生血管を伴

う加齢黄斑変性〉 

ファリシマブ（遺伝子組換え）とし

て 6.0mg（0.05mL）を 4 週ごとに 1

回、通常、連続 4 回（導入期）硝子

体内投与するが、症状により投与回

数を適宜減じる。その後の維持期に

おいては、通常、16 週ごとに 1 回、

硝子体内投与する。なお、症状によ

り投与間隔を適宜調節するが、8 週以

上あけること。 

〈糖尿病黄斑浮腫〉 

ファリシマブ（遺伝子組換え）とし

て 6.0mg（0.05mL）を 4 週ごとに 1

回、通常、連続 4 回硝子体内投与す

るが、症状により投与回数を適宜減

じる。その後は、投与間隔を徐々に

延長し、通常、16 週ごとに 1 回、硝

子体内投与する。なお、症状により

投与間隔を適宜調節するが、4 週以上

あけること。 

[禁] 本剤の成分に対し過敏症の既往歴

のある患者、眼又は眼周囲に感染のあ

る患者、あるいは感染の疑いのある患

者、眼内に重度の炎症のある患者 

 

[副]重大な副作用 

眼障害、脳卒中 

 

2590:その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 
ビベグロン 

Vibegron 

ベオーバ錠 50㎎ 

Beova  

処 

キッセイ薬品/杏林製薬 

[剤] フィルムコーティング錠 

[組] 1 錠中にビベグロンとして

50mg を含有 

[効] 過活動膀胱における尿意切迫

感、頻尿及び切迫性尿失禁 

 

[用] 通常、成人にはビベグロンとし

て 50mg を 1 日 1 回食後に経口投与す

る。 

[禁] 本剤の成分に対し過敏症の既往歴

のある患者 

 

[副]重大な副作用 
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3319:その他の血液代用剤 
ブドウ糖-電解質液(脱水補給液) 

― 

ソルデム２輸液 (500mL) 

Soldem 

処 

テルモ株式会社 

[剤] 注射剤 

[組] 〈有効成分〉1 袋 500mL 中 

ブドウ糖 7.25g 

塩化ナトリウム 0.85g 

塩化カリウム 1.120g 

L-乳酸ナトリウム液 5.440g 

〈電解質量〉1 袋 500mL 中 

Na+ 38.75mEq 

K+ 15mEq 

Cl- 29.5mEq 

L-Lactate- 24.25mEq 

〈熱量〉1 袋 500mL 中 29kcal 

[効] 脱水症及び手術前後の水分・電

解質の補給・補正 

 

[用] 通常成人、1 回 500〜1000mL を

点滴静注する。投与速度は通常成人 1

時間あたり 300〜500mL、小児の場

合、1 時間あたり 50〜100mL とす

る。なお、年齢、症状、体重により

適宜増減する。 

[禁] 乳酸血症の患者、高カリウム血

症、乏尿、アジソン病、重症熱傷、高

窒素血症のある患者 

 

[副]重大な副作用 

なし 

 

6250:抗ウイルス剤 
レテルモビル 

Letermovir 

プレバイミス錠 240mg  
Prevymis 

劇、処 

MSD 株式会社 

[剤] フィルムコーティング錠 

[組] 1 錠中にレテルモビルとし

て 240mg を含有 

[効] 同種造血幹細胞移植患者におけ

るサイトメガロウイルス感染症の発

症抑制 

 

[用] 通常、成人にはレテルモビルと

して 480mg を 1 日 1 回経口投与す

る。シクロスポリンと併用投与する

場合にはレテルモビルとして 240mg

を 1 日 1 回経口投与する。 

[警告] 同種造血幹細胞移植患者の感染

管理に十分な知識・経験を持つ医師の

もとで、本剤の投与が適切と判断され

る症例のみに投与すること。 

[禁] 本剤の成分に対し過敏症の既往歴

のある患者、次の薬剤を投与中の患

者：ピモジド、エルゴタミン酒石酸

塩・無水カフェイン・イソプロピルア

ンチピリン、ジヒドロエルゴタミン、

メチルエルゴメトリン、エルゴメトリ

ン 

[副]重大な副作用 

なし 

 

 

[院外採用薬品] 
2290:その他の呼吸器官用薬 

ゲーファピキサントクエン酸塩 
Gefapixant Citrate 
リフヌア錠 45mg 
Lyfnua 

処 

杏林製薬 

[剤] フィルムコーティング錠 

[組] 1 錠中にゲーファピキサン

トとして 45mg を含有 

[効] 難治性の慢性咳嗽 

 

[用] 通常、成人にはゲーファピキサ

ントとして 1 回 45mg を 1 日 2 回経口

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 

 

[副] 重大な副作用 

なし 
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3334:ヘパリン製剤 
ヘパリンカルシウム 
Heparin Calcium 
ヘパリンカルシウム皮下注 

5 千単位/0.2mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾓﾁﾀﾞ」 

Heparin Calcium 

生物由来、処 

持田製薬 

[剤] 注射剤 

[組] 日局ヘパリンカルシウム

（ブタ腸粘膜由来）1 シリンジ中

に 5,000 単位を含有 

[効] 汎発性血管内血液凝固症候群の

治療 

血栓塞栓症（静脈血栓症、心筋梗塞

症、肺塞栓症、脳塞栓症、四肢動脈

血栓塞栓症、手術中・術後の血栓塞

栓症等）の治療及び予防 

[用] 本剤は通常下記の各投与法によ

って投与されるが、それらは症例又

は適応領域、目的によって決定され

る。通常本剤投与後、全血凝固時間

（Lee-White 法）又は全血活性化部分

トロンボプラスチン時間

（WBAPTT）が正常値の 2～3 倍にな

るように年齢・症状に応じて適宜用

量をコントロールする。 

初回に 15,000～20,000 単位、続いて

維持量として 1 回 10,000～15,000 単

位を 1 日 2 回、12 時間間隔で皮下注

射する。 

手術後又は心筋梗塞等に続発する静

脈血栓症の予防には、5,000 単位を 12

時間ごとに 7～10 日間皮下注射す

る。 

[禁] なし 

 
[副]重大な副作用 

ショック、アナフィラキシー、出血、

血小板減少、HIT 等に伴う血小板減

少・血栓症 

 

 

6241:ピリドンカルボン酸系製剤 
ラスクフロキサシン塩酸塩 
Lascufloxacin Hydrochloride 

ラスビック錠 75mg 
Lasvic  

処 

杏林製薬 

[剤] フィルムコーティング錠 

[組] 1 錠中にラスクフロキサ

シンとして 75mg 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、モラクセラ（ブランハメラ）・

カタラーリス、クレブシエラ属、エ

ンテロバクター属、インフルエンザ

菌、レジオネラ・ニューモフィラ、

プレボテラ属、肺炎マイコプラズマ

（マイコプラズマ・ニューモニエ） 

〈適応症〉咽頭・喉頭炎、扁桃炎

（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含

む）、急性気管支炎、肺炎、慢性呼

吸器病変の二次感染、中耳炎、副鼻

腔炎 

[用] 通常、成人には、ラスクフロキ

サシンとして 1 回 75mg を 1 日 1 回経

口投与する。 

[禁] 本剤の成分又は他のキノロン系抗

菌剤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、小児等 

 

[副]重大な副作用 

ショック、アナフィラキシー、白血球減

少症、間質性肺炎、QT 延長、心室頻拍

（Torsades de pointes を含む）、低血糖、 

偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸

炎、アキレス腱炎、腱断裂等の腱障害、 

肝機能障害、横紋筋融解症、痙攣、錯

乱、せん妄等の精神症状、重症筋無力症

の悪化、大動脈瘤、大動脈解離 

 

 

 

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 

エトドラク錠 200mg「トーワ」 
製造販売中止のため 

→ エトドラク錠 200mg「SW」を採用 
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ゴナトロピン筋注用 1000 単位/A 

バイアル製剤への切替えのため 

→ ゴナトロピン筋注用 1000 単位/バ

イアルに切替え 

ゴナトロピン注用 5000 単位/A 

バイアル製剤への切替えのため 

→ ゴナトロピン注用 5000 単位/バイ

アルに切替え 

セレキノン錠 100mg 製造販売中止のため 

ノルモナール錠 15mg  製造販売中止のため 

 

 

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 

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1％

「タイヨー」 

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1％

「NIG」 

 

 

4．医薬品の出荷停止および出荷調整 

①ナサニール点鼻液 0.2％（ファイザー）の出荷停止 

Gn-RH 誘導体製剤：ナサニール点鼻液 0.2％において、出荷遅延が生じたため一時出荷停止と

なる。代替薬としてブセレリン点鼻液 0.15％「F」（富士製薬）を採用する。 

 

②ヒューマトロープ注射用 12mg（日本イーライリリー）の出荷停止 

ヒト成長ホルモン製剤：ヒューマトロープ注射用 12mg において、委託製造会社で GMP 上の指

摘を受け、出荷停止となる。市場流通在庫は 11 月までしかないため、それ以降で影響が考えられ

る。グロウジェクト皮下注 12mg 等での代替対応が必要となる。 

 

③HMG 注射用 75IU「フェリング」の出荷停止 

ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン剤：HMG 注射用 75IU「フェリング」において、原薬供給元で

製造工程の一部変更があり出荷停止となる。現時点で約半年分の在庫があるが、それ以上の長期

となった場合に影響が出る可能性がある。 

 

④デノシン点滴静注用 500mg（田辺三菱）の出荷調整と供給再開 

抗サイトメガロウイルス化学療法剤：デノシン点滴静注用において、一時出荷調整がかかって

いた。この度、2022 年 11 月末で出荷調整解除となり、供給再開となる。 

 

⑤ルティナス膣錠 100mg（フェリング）の出荷調整 

黄体ホルモン製剤：ルティナス膣錠において、同種同効薬ワンクリノンゲルにおける出荷調整

の影響で、その代替需要が増大し出荷調整の上、割り当て供給となる。 

 

⑥アドソルビン原末（アルフレッサ）の出荷調整 

消化管用吸着剤：アドソルビン原末において、製造遅延が生じたため出荷調整がかかっている。 
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5．医薬品の供給再開 

①下記 6 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。 

・ツムラ 10 柴胡桂枝湯、ツムラ 66 参蘇飲、ツムラ 73 柴陥湯（ツムラ） 

・ハルシオン 0.125mg 錠（ファイザー） 

・ヒト CRH 静注用 100μg「タナベ」（ニプロ ES） 

・ベンザリン細粒 1％（共和薬品） 

 

②ワンクリノン膣用ゲル 90mg（メルクバイオファーマ） 

 黄体ホルモン製剤：ワンクリノン膣用ゲルは 2022 年 8 月より出荷停止となっていた。2022 年

10 月末で出荷調整解除となったものの、順次製品が出荷となり、割り当て供給が続いている。 

 

6．後発医薬品への変更   (○：採用後発医薬品) 

下記採用 5 薬剤が、後発医薬品に変更となる。 
 

 
ケアラム錠 25mg 

（院内外） 

 

 
〇イグラチモド錠 

25mg「あゆみ」 

 

 
トラマール塩酸塩OD錠 

25mg（院内外） 

 

 
〇トラマドール塩酸塩 

OD錠 25mg「KO」 

 

 
ネキシウムカプセル 20mg 

（院内外） 

 

 
〇エソメプラゾール 

カプセル 20mg「ニプロ」 

 

 
リピトール錠 5mg 

（院外） 

 

 
〇アトルバスタチン錠 

5mg 「VTRS」 
 

 
リピトール錠 10mg 

（院内外） 

 

 
〇アトルバスタチン錠 

10mg 「VTRS」 

 

 

 

 

 

 

 

7.その他 

廣貫堂製造の医薬品における出荷調整 

医薬品製造メーカー廣貫堂が富山県から業務停止の行政処分を受け、以下の院内外採用 2 薬剤、 

院外採用 3 薬剤に出荷調整がかかっている。 

<院内外> 

2mg セルシン錠、ボグリボース OD 錠 0.3mg｢武田テバ｣、 

<院外> 

コランチル配合顆粒、ボグリボース OD 錠 0.2mg｢武田テバ｣、ランソプラゾール OD 錠 30mg｢武田

テバ｣ 

 


