
DI ニュース☂ 2022.6.30 発行 

明理会中央総合病院  

 薬剤部  DI 室  

【概要】 

１． 新規採用薬：①本採用    ： サムタス 

新規採用薬：②限定採用 ： エクロックゲル / ポピドンヨードゲル 4ｇ / カルケンス / ノボラピッド  

           エイフスチラ / ヌーイック / イロクテイト / クロスエイト / イスパロクト / ヘムライブラ 

２． 供給状況(出荷調整解除) ： 別紙参照 

３． 採用変更    ： アザルフィジン / アストミン / アスペノン / グラケー / ザルティア / スピロペント 

            ニトロール R / プログラフ / ヘルベッサー / ボルタレン / ボリコナゾール / 

            レキソタン / ロペミン / アクアチム / アンテベート軟膏・ローション / イソジンゲル 90ｇ  

            インテバン / デルモベート軟膏・Cr・スカルプローション / ニゾラールローション・Cr 

            マイザー軟膏・Cr / ラミシール Cr / アイファガン点眼 / ヒアレイン点眼 / ミケラン LA 

            チモプトール XE点眼 / フルナーゼ点鼻 / モーラスパップ XR / 水溶性ハイドロコートン 

            セレネース注 / ワソラン注 / エルシトニン注 

４． 添付文書変更 ： アドセトリス / オプジーボ / タゴシット 

５． 添付資料 

 

 

1. 新規採用 

①本採用 

V2-受容体拮抗剤 

サムタス点滴静注用 8mg  1160円/瓶(大塚製薬) 

【診療科名】 循環器内科 

【申請医師名】 屋形智之 

【申請理由】 

急性心筋梗塞による心原生ショック、両心不全のために入院中。高用量のループ利尿薬に加えてサムスカ 15mg/

日で服用中にも関わらず、無尿状態が持続し CHDFで治療中。低心機能による影響の他に腸管浮腫による内服の吸

収不良も予想されるため、内服からの変更で投与を検討しています。 

【組成】 トルバプタンリン酸エステルナトリウム 

【禁忌】 

2.2 無尿の患者［本剤の効果が期待できない。］ 

2.3 高ナトリウム血症の患者［本剤の水利尿作用により高ナトリウム血症が増悪するおそれがある。］ 

2.4 妊婦又は妊娠している可能性のある女性［9.5参照］ 

【効能効果】 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 

【用法用量】 16mgを 1日 1回 1時間かけて点滴静注 

 

②患者限定採用 

【院外限定】 原発性腋窩多汗症治療剤 

エクロックゲル 5％ 40g    242.6円/ｇ 

【診療科名】 形成外科 

【申請医師名】 下元麻梨子 

【申請理由】 

外来時に多汗症治療希望の方が多く受診されるが、採用がないため治療介入できず他院へ紹介している状態です。

また、ボトックスよりも侵襲が少なく介入しやすいため採用をお願いします。 

【効能効果】 原発性腋窩多汗症 

 

【院外処置薬として使用】 外用消毒剤 

ポビドンヨードゲル 10％「明治」    37.4円/10g 

【診療科名】 形成外科 

【申請医師名】 下元麻梨子 

【申請理由】 

既存の採用薬は 90ｇと用量が多く、粉瘤など切開後の処置には創内に直接注入できる４ｇタイプのものが向いていま

す。また、患者さんへの処置もしやすいため採用をお願いします。 



 

【患者限定】 抗悪性腫瘍剤（ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤） 

カルケンスカプセル 100mg   15202.2円/Cap 

【診療科名】 血液内科 

【申請医師名】 高原忍 

【申請理由】 

慢性リンパ性白血病に対してイブルチニブにて治療抵抗性のためカルケンスへの返上を検討。他の薬剤、例えばベ

ネトレクスはリツキシマブ、ガザイバとの併用が保険上認められていない。 

【効能効果】 再発又は難治性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む） 

 

【患者限定】 超速効型インスリンアナログ注射液 

ノボラピッド注 100単位／mL  292円/バイアル 

【診療科名】 糖尿病内科 

【申請医師名】 竹宮聖一 

【申請理由】 CSII用 

【効能効果】 インスリン療法が適応となる糖尿病 

 

【患者限定】遺伝子組換え単鎖血液凝固第 VIII因子製剤 

エイフスチラ静注用 3000  207,407円/瓶 

【診療科名】 血液内科 

【申請医師名】 川杉和夫 

【申請理由】 血友病治療継続のため 

【効能効果】血液凝固第 VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制 

 

【患者限定】遺伝子組換え型血液凝固第 VIII因子製剤 

ヌーイック静注用 3000  207,405円/瓶 

【診療科名】 血液内科 

【申請医師名】 川杉和夫 

【申請理由】 血友病治療継続のため 

【効能効果】血液凝固第 VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制 

 

【患者限定】遺伝子組換え血液凝固第 VIII因子 Fc領域融合タンパク質製剤 

イロクテイト静注用 1000 79,892円/瓶 

【診療科名】 血液内科 

【申請医師名】 川杉和夫 

【申請理由】 血友病治療継続のため  

【効能効果】血液凝固第 VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制 

 

【患者限定】血漿分画製剤 

クロスエイト MC静注用 500単位 34,938円/瓶 

【診療科名】 血液内科 

【申請医師名】 川杉和夫 

【申請理由】 血友病治療継続のため 

【効能効果】血液凝固第 VIII 因子欠乏患者に対し、血漿中の血液凝固第 VIII 因子を補い、その出血傾向を抑制す

る。 

 

【患者限定】ペグ化遺伝子組換え型血液凝固第 VIII因子製剤 

イスパロクト静注用 2000  230,339 円/瓶 

【診療科名】 血液内科 

【申請医師名】 川杉和夫 

【申請理由】 血友病治療継続のため  

【効能効果】血液凝固第 VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制 

 

 



【患者限定】抗血液凝固第 IXa／X因子ヒト化二重特異性モノクローナル抗体 

ヘムライブラ皮下注 60mg 599,582 円/瓶 

ヘムライブラ皮下注 90mg 857,075円/瓶 

ヘムライブラ皮下注 150mg 1,344,343円/瓶 

【診療科名】 血液内科 

【申請医師名】 川杉和夫 

【申請理由】 血友病治療継続のため  

【効能効果】先天性血液凝固第 VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制 

 

 

2. 供給 

１） 出荷調整  (別紙参照) 

 

２） 販売中止  当院在庫消尽次第、マスタを閉鎖致します 

 ・ネリプロクト軟膏 

 ・ネリプロクト坐剤 

 ・トランコロン錠 7.5㎎  

 ・トランコロン P配合錠  

 

3. 採用変更   

 

①内服 

・アザルフィジン EＮ錠 500mg (37円/錠) → サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg「日医工」 (17.6円/錠) 

・アストミン錠 10mg (5.7円/錠) → ジメモルファンリン酸塩錠 10mg「TCK」 (5.70円/錠) 

・アスペノンカプセル 10 (29.6円/Cap) → アプリンジン塩酸塩カプセル 10mg「NP」 (14.10円/Cap) 

・グラケーカプセル 15mg (21.6円/Cap) → メナテトレノンカプセル 15mg「日医工」 (12.8円/Cap) 

・ザルティア錠 5mg (150.5円/錠) → タダラフィル OD錠 5mgZA「トーワ」 (58.9円/錠) 

・スピロペント錠 10μｇ （10.4円/錠） → クレンブテロール錠 10μg「ハラサワ」 (5.8円/錠) 

・ニトロール R カプセル 20mg (11.5円/Cap) → 硝酸イソソルビド徐放カプセル 20mg「St」 (5.9円/Caｐ) 

・プログラフカプセル 0．5mg  (266.8円/Cap) → タクロリムスカプセル 0.5mg「ファイザー」 (114.4円/Cap) 

・ヘルベッサー錠 30 (9.5円/錠) → ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「日医工」 (5.7円/錠) 

・ボルタレン錠 25mｇ (9.2円/錠) → ジクロフェナク Na錠 25mg「トーワ」  (5.7円/錠) 

・レキソタン錠 2mg  (5.9円/錠) → ブロマゼパム錠 2mg「サンド」 (5.7円/錠) 

・ロペミンカプセル１㎎ （16円/Cap） → ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」 (6.2円/Cap) 

 

※一時的な採用変更 

・ボリコナゾール錠 50ｍｇ「日医工」 (205.8円/錠) → ブイフェンド錠 50ｍｇ (542.9円/錠)  

 

②外用薬 

・アクアチムクリーム 1％10g（26.6円/ｇ）  → ナジフロキサシンクリーム 1％「SUN」 (24.0円/ｇ) 

・アンテベート軟膏 0.05％5ｇ （18.7円/ｇ）  

→ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏 0.05％「MYK」 (10.4円/ｇ) 

・アンテベートローション 0.05％10ｇ （18.7円/ｇ）  

→ ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション 0.05％「MYK」 (10.4円/ｇ) 

・イソジンゲル 10％ (49.5円/ｇ) → ポピドンヨードゲル 10％「明治」(37.4円/ｇ) 

・インテバンクリーム 1％ （4.6円/ｇ） → インドメタシンクリーム 1％「日医工」 (2.2円/ｇ) 

・デルモベートクリーム 0.05％5ｇ （17.2円/ｇ）→クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05％「MYK」(8.5円

/ｇ) 

・デルモベート軟膏 0.05％5ｇ （17.2円/ｇ） →クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05％「MYK」(8.5円/ｇ) 

・デルモベートスカルプローション 0.05％10ｇ （17.2円/ｇ） → グリジールスカルプローション 0.05％ (9.2円/ｇ) 

・ニゾラールクリーム 2％10ｇ （24.1円/ｇ）    → ケトコナゾールクリーム 2％「MYK」 (16.0円/ｇ) 

・ニゾラールローション 2％10ｇ （24.1円/ｇ）   → ケトコナゾールローション 2％「MYK」 (16.0円/ｇ) 

・マイザークリーム 0.05％5g （14.2円/ｇ） → ジフルプレドナートクリーム 0.05％「イワキ」 (10.5円/ｇ) 

・マイザー軟膏 0.05％5g （14.2円/ｇ）   → ジフルプレドナート軟膏 0.05％「イワキ」 (10.5円/ｇ) 



 

 

・ラミシールクリーム 1％10ｇ （25.9円/ｇ） → テルビナフィン塩酸塩クリーム 1％「イワキ」 (11.4円/ｇ) 

・アイファガン点眼液 0.1％5ml （346.1円/ｍｌ） → ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1％「日新」 (155.1円/ｍｌ) 

・ヒアレイン点眼液 0．1％5ｍＬ （294.1円/瓶） → ヒアルロン酸ナトリウム点眼液 0.1％「TS」 (115.2円/ｍｌ) 

・ミケランＬA点眼液 2％2.5ｍｌ （386.5円/ｍｌ）→カルテオロール塩酸塩 LA点眼液 2％「わかもと」 (209.1円/ｍｌ) 

・チモプトールＸE点眼液 0．5％2．5ｍＬ （497.6円/ｍｌ） → チモロール XE点眼液 0.5%「杏林」(273.0円/ｍｌ) 

・フルナーゼ点鼻液50μｇ56噴霧用（912.6円/本）→フルチカゾン点鼻液50μg「サワイ」56噴霧用(586.8円/瓶) 

・モーラスパップ XR 120mg  (32.4円/枚) ： 在庫消尽次第院内採用中止致します 

 

③注射薬 

・水溶性ハイドロコートン注射液100mg（347円/瓶）→ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」 (194

円/菅) 

・セレネース注 5㎎ (91円/管) → ハロペリドール注 5mg「ヨシトミ」 (57円/菅) 

・ワソラン静注用 5㎎ (232円/管) → ベラパミル塩酸塩静注 5mg「タイヨー」 (167円/菅) 

・エルシトニン注 40単位 (484円/管) → エルカトニン注 40単位「武田ﾃﾊﾞ」(235円/菅)  

・エルシトニン注 20S (189円/管) → エルカトニン筋注 20単位「武田ﾃﾊﾞ」 (90円/菅)  

 

4. 添付文書改訂 

・アドセトリス点滴静注用 50mg 

用法・用量 未治療の CD30陽性のホジキンリンパ腫における小児の用法・用量 を追加。 

 

・オプジーボ点滴静注 20mg,100mg,120mg,240mg 

効能・効果 下記下線部変更。 

がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌 →根治切除不能な進行・再発の食道癌 

 
・注射用タゴシッド 200mg 

副作用（重大な副作用） 急性汎発性発疹性膿疱症 を追加。 

 

5. 添付資料 

院内採用薬の供給停止・出荷調整薬について(2022年 6月 30日更新) 

医療安全情報 No.187 

医薬品医療機器等安全性情報 No.392 

DSU No.308 


