令和2年2月25日

ＤＩニュース
Ｄｒｕｇ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｎｅｗｓ

薬剤部ＤＩ室（2274） Ｎｏ．296
◎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

2
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 取扱い中止医薬品

2
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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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

2
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
該当なし

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
該当なし

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

フィアスプ注１００単位／ｍＬ

フィアスプ注フレックスタッチ／
ペンフィル
ラスビック錠７５ｍｇ

規 格

一 般 名

薬 効 等

1V(10mL):1000単位

ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ
(遺伝子組換え)

超速効型インスリンアナログ注射液

1本(3mL):300単位

ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ
(遺伝子組換え)

超速効型インスリンアナログ注射液

1T:75mg
(ﾗｽｸﾌﾛｷｻｼﾝとして)

ﾗｽｸﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩

キノロン系経口抗菌剤

２） 登録削除院外処方専用医薬品
該当なし
３） 投薬日数制限解除
エプクルーサ配合錠
タリージェ錠２．５ｍｇ／５ｍｇ／１０ｍｇ／１５ｍｇ
デムサーカプセル２５０ｍｇ
ビラフトビカプセル５０ｍｇ
ミネブロ錠１．２５ｍｇ／２．５ｍｇ／５ｍｇ
メクトビ錠１５ｍｇ
レルミナ錠４０ｍｇ
４） 使用期限変更
該当なし
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3-2 最近のお知らせ
・ 「バル筋注１００ｍｇ「第一三共」」のオーダ登録名称の変更について

令和2年1月31日

・ 疑義照会の詳細（令和元年１２月分）

令和2年1月31日

・ 「プレバイミス点滴静注２４０ｍｇ／１２ｍＬ」の安定供給再開について

令和2年2月4日

・ 「糖液注５％「第一三共」２０ｍＬ」のオーダ登録名称の変更について

令和2年2月5日

・ 「アゾルガ配合懸濁性点眼液」の安定供給の再開について

令和2年2月6日

・ 「インタールエアロゾル １ｍｇ」の院外処方一時取扱い中止について

令和2年2月6日

・ 「リルテック錠５０」の院外処方一時取扱い中止について

令和2年2月10日

・ 「ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ」の院外処方一時取扱い中止について

令和2年2月12日

・ 「テトラミド錠１０ｍｇ」の自主回収・出荷停止について

令和2年2月18日

・ 医薬品等安全性情報Ｎｏ．３７０

令和2年2月19日

・ 「デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ ５ｇ」オーダマスタ登録名称変更のお知らせ

令和2年2月21日

4 添付文書改訂情報
Ⅰ．下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。
※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
成分名

薬品名

フィコンパ錠２ｍｇ／４ｍｇ

ペランパネル水和物

Ⅱ．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

成分名

重要度*

オルメサルタンOD錠「DSEP」（第一三共エスファ）

オルメサルタンメドキソミル

副

オルメテックOD錠（第一三共）

オルメサルタンメドキソミル

副

コセンティクス皮下注ペン・シリンジ
（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）

副

スーグラ錠（アステラス製薬＝寿製薬）

イプラグリフロジンL-プロリン

副

スージャヌ配合錠（MSD＝アステラス製薬）

シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジンL-プロリン

副

スタレボ配合錠L（ノバルティスファーマ）

レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン

注意

ドパストン散（大原薬品工業）

レボドパ

注意

ドパストン静注（大原薬品工業）

レボドパ

注意

ネオドパストン配合錠L（第一三共）

レボドパ・カルビドパ水和物

注意

ネオドパゾール配合錠（アルフレッサファーマ）

レボドパ・ベンセラジド塩酸塩

注意

*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

3

薬品名

成分名

重要度*

マドパー配合錠（太陽ファルマ）

レボドパ・ベンセラジド塩酸塩

注意

メネシット配合錠（MSD）

レボドパ・カルビドパ水和物

注意

レザルタス配合錠LD・HD（第一三共）

オルメサルタンメドキソミル・アゼルニジピン

レプリントン配合錠L100
（辰巳化学＝ファイザー＝日本ジェネリック）

レボドパ・カルビドパ水和物

イブランスカプセル（ファイザー）

パルボシクリブ

その他

インライタ錠（ファイザー）

アキシチニブ

その他

エスワンタイホウ配合OD錠（岡山大鵬）

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

その他

エリキュース錠
（ブリストル・マイヤーズスクイブ＝ファイザー）

アピキサバン

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

オルケディア錠（協和キリン）

エボカルセト

その他

キイトルーダ点滴静注（MSD）

ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）

その他

クロピドグレル錠「SANIK」（日医工サノフィ＝日医工）

クロピドグレル硫酸塩

その他

クロピドグレル錠「ファイザー」（マイラン製薬＝ファイザー） クロピドグレル硫酸塩

その他

コセンティクス皮下注ペン・シリンジ
（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）

その他

コンプラビン配合錠（サノフィ）

クロピドグレル硫酸塩・アスピリン

その他

ザバクサ配合点滴静注用（MSD）

タゾバクタムナトリウム・セフトロザン硫酸塩

その他

スタレボ配合錠L（ノバルティスファーマ）

レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン

その他

タフィンラーカプセル（ノバルティスファーマ）

ダブラフェニブメシル酸塩

その他

ツルバダ配合錠（ギリアド・サイエンシズ）

エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシルフマル酸塩

その他

ティーエスワン配合OD錠（大鵬薬品）

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

その他

ティーエスワン配合カプセル・配合顆粒（大鵬薬品）

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

その他

ティーエスワン配合OD錠（大鵬薬品）

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

その他

ティーエスワン配合カプセル・配合顆粒（大鵬薬品）

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

その他

テオドール錠100mg（田辺三菱製薬）

テオフィリン（小児の用法・用量を有する製剤）

その他

テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」（沢井製薬）

テオフィリン（小児の用法・用量を有する製剤）

その他

テオロング錠100mg（エーザイ）

テオフィリン（小児の用法・用量を有する製剤）

その他

デシコビ配合錠LT・HT（ギリアド・サイエンシズ）

エムトリシタビン・テノホビルアラフェナミドフマル酸塩

その他

テセントリク点滴静注（中外製薬）

アテゾリズマブ（遺伝子組換え）

その他

トルツ皮下注オートインジェクター・シリンジ
（日本イーライリリー＝鳥居薬品）

イキセキズマブ（遺伝子組換え）

その他

ネオフィリン注（エーザイ）

アミノフィリン水和物（注射剤）
（気管支喘息の効能を有する製剤）

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

薬品名

成分名

重要度*

パルモディア錠（興和）

ペマフィブラート

その他

ハンプ注射用（第一三共）

カルペリチド（遺伝子組換え）

その他

プラビックス錠（サノフィ）

クロピドグレル硫酸塩

その他

フルティフォームエアゾール（杏林製薬）

フルチカゾンプロピオン酸エステル・
ホルモテロールフマル酸塩水和物

その他

プレセデックス静注液シリンジ「ファイザー」（ファイザー）

デクスメデトミジン塩酸塩

その他

ベルソムラ錠（MSD）

スボレキサント

その他

ホリナート錠「タイホウ」（岡山大鵬）

ホリナートカルシウム（経口剤25mg）

その他

マキュエイド眼注用（わかもと）

トリアムシノロンアセトニド（眼科用注射剤）

その他

メキニスト錠（ノバルティスファーマ）

トラメチニブジメチルスルホキシド付加物

その他

ユーエフティ配合カプセル（大鵬薬品）

テガフール・ウラシル

その他

ユーゼル錠（大鵬薬品）

ホリナートカルシウム（経口剤25mg）

その他

リクシアナOD錠（第一三共）

エドキサバントシル酸塩水和物

その他

リクシアナ錠（第一三共）

エドキサバントシル酸塩水和物

その他

レスピア静注・経口液（ノーベルファーマ）

無水カフェイン（静注・経口液）

その他

献血ヴェノグロブリンIH10%静注（日本血液製剤機構）

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

その他

献血ベニロン-I静注用
（KMバイオロジクス＝帝人ファーマ）

乾燥スルホ化人免疫グロブリン

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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