平成28年11月29日

ＤＩニュース
Ｄｒｕｇ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｎｅｗｓ

薬剤部ＤＩ室（2274） Ｎｏ．257
◎本情報は以下のＵＲＬでも参照できます。
http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/

掲載内容（目次）
1 新規採用医薬品
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2 取扱い中止医薬品
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

2-2 販売中止による取扱い中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

3 今月のトピックス
3-1 医薬品に関する事項
1） 新規登録院外処方専用医薬品

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

2） 登録削除院外処方専用医薬品

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

3） 投薬日数制限解除
4） 使用期限変更
3-2 最近のお知らせ
4 添付文書改訂情報

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4

1

1 新規採用医薬品
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始
薬 品 名

グルファストＯＤ錠１０ｍｇ

一 般 名

薬 効 等

開 始 日

ミチグリニドカルシウム水
和物

速効型インスリン分泌促進薬

平成28年11月18日(金)

2 取扱い中止医薬品
取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。
掲載場所 ： 院内情報Ｗebシステム → ライブラリ → 薬剤部 → ＤＩ室

2-1薬事委員会の決定による取扱い中止
薬 品 名

エポジン皮下注シリンジ
１２０００単位／０．５ｍＬ

備

考

中 止 日

薬事委員会の決定による中止

平成28年10月27日(木)

薬事委員会の決定による中止

平成28年10月27日(木)

ペグイントロン皮下注用
５０μｇ／０．５ｍＬ用

年度末中止薬品のため

平成28年11月1日(火)

ダイアニール－Ｎ ＰＤ－４
１．５腹膜透析液ツインバッグ２Ｌ

薬事委員会の決定による中止

平成28年11月1日(火)

※ ゼビアックスローション２％ １０ｇ

薬事委員会の決定による中止

平成28年11月10日(木)

※ グルファスト錠１０ｍｇ

グルファストＯＤ錠１０ｍｇの採用に伴う中止

平成28年11月17日(木)

※ ポンタールシロップ３．２５％

シダトレンスギ花粉舌下液２００ＪＡＵ／ｍＬボトルの
採用に伴う中止

平成28年11月21日(月)

※ テノゼット錠３００ｍｇ

※

※

ノボラピッド７０ミックス注フレックスペン
（３００単位／３ｍＬ）

薬事委員会の決定による中止

平成28年11月22日(火)

※

ヒューマログミックス５０注ミリオペン
（３００単位／３ｍＬ）

薬事委員会の決定による中止

平成28年11月25日(金)

プロゲホルモン筋注用２５ｍｇ／１ｍＬ

年度末中止薬品のため

平成28年11月28日(月)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止
該当なし

3 今月のトピックス
3-1 医薬品に関する事項
１) 新規登録院外処方専用医薬品
薬 品 名

規 格

一 般 名

薬 効 等

エレルサ錠５０ｍｇ

1T:50mg

ｴﾙﾊﾞｽﾋﾞﾙ

抗ウイルス剤

グラジナ錠５０ｍｇ

1T:50mg

ｸﾞﾗｿﾞﾌﾟﾚﾋﾞﾙ水和物

抗ウイルス剤

1CP:100mg

ﾎﾞﾘﾉｽﾀｯﾄ

抗悪性腫瘍剤
ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤

1A(1mL):10μg

ｲﾛﾌﾟﾛｽﾄ

プロスタグランジンI2誘導体製剤

1g:1g

ﾖｳ化ｶﾘｳﾑ

ヨウ素剤

ゾリンザカプセル１００ｍｇ
ベンテイビス吸入液１０μｇ
ヨウ化カリウム「ホエイ」

２） 登録削除院外処方専用医薬品
該当なし
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３） 投薬日数制限解除
12月1日（木）より、1回14日分までの制限が解除される医薬品
イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ／７５ｍｇ
ヴィキラックス配合錠
コパキソン皮下注２０ｍｇシリンジ
スピオルト レスピマット ２８吸入
ゼビアックスローション２％ １０ｇ
ピートルチュアブル錠２５０ｍｇ／５００ｍｇ
マリゼブ錠１２．５ｍｇ／２５ｍｇ
ミティキュアダニ舌下錠３３００ＪＡＵ／１００００ＪＡＵ
ライゾデグ配合注フレックスタッチ（３００単位／３ｍＬ）
ロコアテープ （７枚／袋）

４） 使用期限変更
該当なし

3-2 最近のお知らせ
・ 「エポジン皮下注シリンジ１２０００単位／０．５ｍＬ」取扱い中止について

平成28年10月27日

・ 「テノゼット錠３００ｍｇ」取扱い中止について

平成28年10月27日

・ 疑義照会の詳細（平成２８年９月分）

平成28年10月28日

・ 「ビームゲン注１０μｇ／０．５ｍＬ」の品薄状態について

平成28年10月31日

・ ペグイントロン皮下注用５０μｇ／０．５ｍＬ用」取扱い中止について

平成28年11月1日

・ 「ダイアニールＮ
止について

平成28年11月1日

ＰＤ―４

・ 「ゼビアックスローション２％

１．５

腹膜透析液

ツインバッグ

２Ｌ」取扱い中

１０ｇ」取扱い中止について

平成28年11月10日

・ 「グルファストＯＤ錠１０ｍｇ」取扱い開始および「グルファスト錠１０ｍｇ」取扱
い中止について

平成28年11月17日

・ 「ポンタールシロップ３．２５％」取扱い中止について

平成28年11月21日

・ 「ノボラピッド７０ミックス注フレックスペン（３００単位／３ｍＬ）」取扱い中止
について

平成28年11月22日

・ 「ヒューマログミックス５０注ミリオペン（３００単位／３ｍＬ）」取扱い中止につ
いて

平成28年11月25日

・ 「プロゲホルモン筋注用２５ｍｇ／１ｍＬ」取扱い中止について

平成28年11月28日
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4 添付文書改訂情報
使用上の注意の改訂
※詳細については医療情報端末に掲載しています。
掲載場所：院内情報Ｗebシステム → ライブラリ → 薬剤部 → ＤＩ室 → 添付文書の改訂情報
薬品名

アトルバスタチン錠「DSEP」（第一三共エスファ）

成分名

アトルバスタチンカルシウム水和物

重要度*

注意・副

イトラコナゾールカプセル「SW」（沢井製薬＝日本ケミファ） イトラコナゾール

慎重・注意

イトリゾールカプセル（ヤンセンファーマ）

イトラコナゾール

慎重・注意

イトリゾール内用液（ヤンセンファーマ）

イトラコナゾール

慎重・注意

オプジーボ点滴静注
（小野薬品＝ブリストル・マイヤーズスクイブ）

ニボルマブ（遺伝子組換え）

注意・副

カデュエット配合錠（ファイザー）

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

注意・副

キュビシン静注用（MSD）

ダプトマイシン

クレストール錠・OD錠（アストラゼネカ＝塩野義製薬）

ロスバスタチンカルシウム

ジフルカンカプセル（ファイザー）

フルコナゾール

ステラーラ皮下注シリンジ（ヤンセンファーマ）

ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

副

ピタバスタチンCa・OD錠「トーワ」（東和薬品）

ピタバスタチンカルシウム水和物

注意・副

ブイフェンド錠（ファイザー）

ボリコナゾール

慎重・注意

ブイフェンド静注用（ファイザー）

ボリコナゾール

慎重・注意

プラバスタチンNa錠「フソー」（扶桑薬品）

プラバスタチンナトリウム

フルコナゾールカプセル「アメル」（共和薬品工業）

フルコナゾール

慎重・注意

フルコナゾールカプセル「タカタ」
（高田製薬＝塩野義製薬）

フルコナゾール

慎重・注意

フロリードゲル経口用（持田製薬＝昭和薬化）

ミコナゾール

メバロチン錠（第一三共）

プラバスタチンナトリウム

ラピアクタ点滴静注液バッグ（塩野義製薬）

ペラミビル水和物

リバロ錠・OD錠（興和＝興和創薬）

ピタバスタチンカルシウム水和物

注意・副

リピトール錠（アステラス製薬）

アトルバスタチンカルシウム水和物

注意・副

リポバス錠（MSD）

シンバスタチン

注意・副

ローコール錠（ノバルティスファーマ）

フルバスタチンナトリウム

注意・副

ワーファリン錠（エーザイ）

ワルファリンカリウム

禁忌

ワルファリンＫ細粒「YD」（陽進堂）

ワルファリンカリウム

禁忌

ワルファリンＫ錠「NP」（ニプロ）

ワルファリンカリウム

禁忌

アーチスト錠（第一三共）

カルベジロール

その他

アクトス錠（武田薬品）

ピオグリタゾン塩酸塩

その他

アサコール錠（ゼリア＝協和発酵キリン）

メサラジン（腸溶錠）

その他

*重要度 ： 最重要、重要な改訂は項目を表示
（ 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用､ 注意-重要な基本的注意・その他の注意 ）
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示
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副
注意・副
慎重・注意

注意・副

禁忌
注意・副
副

薬品名

成分名

重要度*

アダラートCR錠（バイエル薬品）

ニフェジピン

その他

アダラートL錠（バイエル薬品）

ニフェジピン

その他

アダラートカプセル（バイエル薬品）

ニフェジピン

その他

アトルバスタチン錠「DSEP」（第一三共エスファ）

アトルバスタチンカルシウム水和物

その他

アプルウェイ錠（サノフィ）

トホグリフロジン水和物

その他

アルチバ静注用（ヤンセンファーマ）

レミフェンタニル塩酸塩（小児の用法・用量を有する製剤）

その他

イトラコナゾールカプセル「SW」（沢井製薬＝日本ケミファ） イトラコナゾール

その他

イトリゾールカプセル（ヤンセンファーマ）

イトラコナゾール

その他

イトリゾール内用液（ヤンセンファーマ）

イトラコナゾール

その他

ヴィキラックス配合錠（アッヴィ）

オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル

その他

エビリファイOD錠（大塚製薬）

アリピプラゾール（OD錠）

その他

エビリファイ錠・散（大塚製薬）

アリピプラゾール（普通錠・散剤、液剤）

その他

エビリファイ内用液（大塚製薬）

アリピプラゾール（普通錠・散剤、液剤）

その他

エルプラット点滴静注液（ヤクルト）

オキサリプラチン

その他

オプジーボ点滴静注
（小野薬品＝ブリストル・マイヤーズスクイブ）

ニボルマブ（遺伝子組換え）

その他

カデュエット配合錠（ファイザー）

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

その他

クレストール錠・OD錠（アストラゼネカ＝塩野義製薬）

ロスバスタチンカルシウム

その他

ケーサプライ錠（佐藤薬品＝アルフレッサファーマ）

塩化カリウム（錠剤）

その他

コセンティクス皮下注シリンジ
セ テ ク 皮下注 リ ジ
（ノバルティスファーマ＝マルホ）

セクキヌマブ（遺伝子組換え）（ペン・シリンジ）

その他

コルヒチン錠「タカタ」（高田製薬）

コルヒチン

その他

ジェブタナ点滴静注（サノフィ）

カバジタキセルアセトン付加物

その他

ジフルカンカプセル（ファイザー）

フルコナゾール

その他

セチリジン塩酸塩（ドライシロップ剤）

その他

セチリジン塩酸塩（錠剤）

その他

スローケー錠（ノバルティスファーマ）

塩化カリウム（錠剤）

その他

セパミット-Rカプセル（日本ジェネリック）

ニフェジピン

その他

ソル・コーテフ注射用100mg（ファイザー）

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム

その他

ソル・メドロール静注用40mg・125mg・500mg・1000mg
（ファイザー）

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

その他

デュロテップMTパッチ（ヤンセンファーマ）

フェンタニル（3日貼付型製剤）

その他

ドセタキセル点滴静注「ヤクルト」（ヤクルト）

ドセタキセル

その他

トレシーバ注フレックスタッチ（ノボノルディスクファーマ）

インスリンデグルデク（遺伝子組換え）

その他

トレシーバ注ペンフィル（ノボノルディスクファーマ）

インスリンデグルデク（遺伝子組換え）

その他

ジルテックドライシロップ
（ユーシービージャパン＝グラクソ・スミスクライン＝第一三共）

ジルテック錠
（ユーシービージャパン＝グラクソ・スミスクライン＝第一三共）

*重要度 ： 最重要、重要な改訂は項目を表示
（ 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用､ 注意-重要な基本的注意・その他の注意 ）
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示
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薬品名

成分名

重要度*

ニフェジピンCR錠「トーワ」（東和薬品）

ニフェジピン

その他

ニフェジピンカプセル「サワイ」（沢井製薬）

ニフェジピン

その他

ビームゲン注（化血研＝アステラス製薬＝第一三共）

組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）（ビームゲン）

その他

ピタバスタチンCa・OD錠「トーワ」（東和薬品）

ピタバスタチンカルシウム水和物

その他

ヒュミラ皮下注シリンジ（アッヴィ＝エーザイ）

アダリムマブ（遺伝子組換え）

その他

ブイフェンド錠（ファイザー）

ボリコナゾール

その他

ブイフェンド静注用（ファイザー）

ボリコナゾール

その他

プラバスタチンNa錠「フソー」（扶桑薬品）

プラバスタチンナトリウム

その他

フリウェル配合錠LD（持田製薬販売＝持田製薬）

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
（月経困難症の効能を有する製剤）

その他

フルコナゾールカプセル「アメル」（共和薬品工業）

フルコナゾール

その他

フルコナゾールカプセル「タカタ」
（高田製薬＝塩野義製薬）

フルコナゾール

その他

プロジフ静注液（ファイザー）

ホスフルコナゾール

その他

フロリードDクリーム（持田製薬）

ミコナゾール硝酸塩（クリーム）

その他

フロリードゲル経口用（持田製薬＝昭和薬化）

ミコナゾール（経口剤）

その他

メサラジン腸溶錠「ファイザー」
（マイラン製薬＝ファイザー）

メサラジン（腸溶錠）

その他

メタクト配合錠LD（武田薬品）

ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩

その他

メドロール錠（ファイザー）

メチルプレドニゾロン

その他

メバロチン錠（第一三共）

プラバスタチンナトリウム

その他

ラピアクタ点滴静注液バッグ（塩野義製薬）

ペラミビル水和物

その他

リオベル配合錠LD・HD（武田薬品）

アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩

その他

リバロ錠・OD錠（興和＝興和創薬）

ピタバスタチンカルシウム水和物

その他

リピトール錠（アステラス製薬）

アトルバスタチンカルシウム水和物

その他

リポバス錠（MSD）

シンバスタチン

その他

リュープリンPRO注射用キット（武田薬品）

リュープロレリン酢酸塩（22.5mg）

その他

リュープリンSR注射用キット（武田薬品）

リュープロレリン酢酸塩（11.25mg）

その他

リュープリン注射用・キット（武田薬品）

リュープロレリン酢酸塩（1.88mg・3.75mg）

その他

ルナベル配合錠LD・ULD
（ノーベルファーマ＝日本新薬＝富士製薬工業）

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール
（月経困難症の効能を有する製剤）

その他

レベトールカプセル（MSD）

リバビリン（カプセル剤）

その他

ローコール錠（ノバルティスファーマ）

フルバスタチンナトリウム

その他

ワーファリン錠（エーザイ）

ワルファリンカリウム

その他

ワルファリンＫ細粒「YD」（陽進堂）

ワルファリンカリウム

その他

ワルファリンＫ錠「NP」（ニプロ）

ワルファリンカリウム

その他

献血グロベニン－I静注用（日本製薬＝武田薬品）

乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

その他

*重要度 ： 最重要、重要な改訂は項目を表示
（ 慎重-慎重投与、相互-相互作用、副-副作用､ 注意-重要な基本的注意・その他の注意 ）
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示
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