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1． 八尾市立病院の医薬品採用状況（平成 27年 4月薬事委員会承認分） 

2． 医薬品・医療機器安全性情報（No.321 平成 27年 3月）の概要 

【詳細は医薬品医療機器情報提供 HP（http://www.info.pmda.go.jp/）から参照可能です】 

3． 効能等追加承認情報（2015年） 

 

1． 八尾市立病院の医薬品採用状況（平成 27 年 4月薬事委員会承認分） 

（1） 採用医薬品：院内・院外ともに処方可能な医薬品です。 

○ イーケプラ錠 500mg （※特定患者用からの区分変更です。） 

○ カロナール錠 500 

○ セファレキシン錠 250「日医工」 

○ タケキャブ錠 20mg 

○ エルシトニン注 40 単位 （※特定患者用からの区分変更です。） 

○ パーヒューザミン注（148MBq） 

○ ミダフレッサ静注 0.1％ 

○ アドエア 250 ディスカス 60 吸入用（※院外処方専用からの区分変更です。） 

（2） 特定患者用医薬品：処方時、事前に薬剤部への連絡が必要な医薬品です。 

○ ジャカビ錠 5mg 

○ パシーフカプセル 120mg 

○ アクテムラ皮下注 162mg オートインジェクター 

○ ビーエスエスプラス 500 眼潅流液 0.0184％ 

（3） 院外処方専用医薬品：院外処方せんでのみ処方可能な医薬品です。 

○ クラシエ小青竜湯エキス錠 （院外かつ特定患者用です。） 

○ クラバモックス小児用配合ドライシロップ （院外かつ特定患者用です。） 

○ ディアコミットドライシロップ分包 250mg・500mg （院外かつ特定患者用です。） 

○ トピナ細粒 10％（院外かつ特定患者用です。） 

（4） 院外処方専用へ採用区分を変更します。 

○ ジスロマック細粒小児用 10％ 

○ アドエア 100 ディスカス 60 吸入用 

○ 点眼・点鼻用リンデロンＡ液 

（5） 採用を取り消します。 

○ エポジン皮下注シリンジ 12000 

○ 0.02W/V％マスキン水 

（6） 取り扱いメーカーを変更します。 

○ 注射用マキシピーム 1g   ⇒ セフェピム塩酸塩静注用 1g「ｻﾝﾄﾞ」 

○ ポビドンヨードｽｸﾗﾌﾞ液 7.5％「JJKK」 ⇒ イオダインｽｸﾗﾌﾞ液 7.5％ 

○ オキシドールＦＭ   ⇒ オキシドール消毒用液「ﾏﾙｲｼ」 

○ オリブ油    ⇒ オリブ油（丸石） 

○ グリセリンＦＭ   ⇒ グリセリン「ﾏﾙｲｼ」 
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2． 医薬品・医療機器安全性情報（No.321 平成 27 年 3 月）の概要 

（1） ラモトリギンによる重篤な皮膚障害について 

国内において、平成 26年 9 月から 12 月までの間にラミクタール錠との因果関係が否定できない重篤な皮膚障害が発生し、 

死亡に至った症例が 4 例報告されており、これらはいずれも用法・用量が不遵守であったため、使用上の注意の改訂及び 

安全性速報による注意喚起を行うよう指示されております。 

本項では、その内容等について紹介しています。 

 

（2） アビラテロン酢酸エステルによる低カリウム血症について 

ザイティガ錠投与後に重篤な低カリウム血症の症例が複数報告されたため、使用上の注意を改訂し、注意喚起を行うよう指示

されております。 

本項では、その内容等について紹介しています。 

 

（3） MIHARI Project について 

医薬品医療機器総合機構では、安全対策業務の強化・充実策の一環として MIHARI Project を実施し、電子診療情報等

を安全対策へ活用するための体制構築を進めてきました。 

本項では、その概要等について紹介しています。 

 

（4） 重要な副作用等に関する情報：商品名は当院採用薬で掲載しております。 

1． アビラテロン酢酸エステル：ザイティガ錠 250mg 

2． ラモトリギン：ラミクタール錠 25mg、ラミクタール錠小児用 2mg・5mg 

3． アピキサバン：エリキュース錠 2.5mg・5mg 

4． メマンチン塩酸塩：メマリーＯＤ錠 5mg・20mg 

 

（5） 使用上の注意の改訂について（その 263）：商品名は当院採用薬で掲載しております。 

1． ＜その他のアレルギー用薬＞モンテルカストナトリウム：シングレア細粒 4mg、シングレアチュアブル錠 5mg、 

シングレア錠 10mg 

2． ＜抗ウイルス剤＞テラプレビル：テラビック錠 250mg 

 

（6） 市販直後調査の対象品目一覧（省略） 
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3． 効能等追加承認情報（2015 年） 

製品名 会社名 一般名 備考 承認日 

スンベプラカプセル 100mg 
ブリストル・マイ

ヤーズ 
アスナプレビル 

IFN治療適格で未治療及び IFN 治

療後に再燃の C 型肝炎患者に対す

る適応拡大 

2015/3/20 

ダクルインザ錠 60mg 
ブリストル・マイ

ヤーズ 

ダクラタスビル塩酸

塩 

IFN治療適格で未治療及び IFN 治

療後に再燃の C 型肝炎患者に対す

る適応拡大 

2015/3/20 

エルプラット点滴静注液

50mg 

同点滴静注液 100mg 

同点滴静注液 200mg 

ヤクルト オキサリプラチン 
治癒切除不能な進行・再発の胃癌

の効能等追加 
2015/3/20 

ロンサーフ配合錠 T15 

同配合錠 T20 
大鵬 

トリフルリジン・チピラ

シル塩酸塩 

治癒切除不能な進行・再発の結腸・

直腸癌へ効能拡大 
2015/3/20 

ドプラム注射液 400mg キッセイ 
ドキサプラム塩酸塩

水和物 
未熟児無呼吸発作の効能等追加 2015/3/20 

ジェイゾロフト錠 25mg、同

錠 50mg、同錠 100mg 

同OD錠25mg、同OD錠

50mg、同 OD 錠 100mg 

ファイザー 塩酸セルトラリン 
外傷後ストレス障害（PTSD）の効能

追加 
2015/3/20 

ペントシリン注射用 1g、同

注射用 2g 

同静注用1gバッグ、同静注

用 2gバッグ 

富山化学＝大

正富山 

ピペラシリンナトリウ

ム 

難治性・重症感染症に対する高用量

投与の用法等追加 
2015/3/20 

コペガス錠 200mg 中外 リバビリン 
ソホスブビルとの併用に関する効能等

追加 
2015/3/26 

 

 


