
第44回　薬事委員会結果
１.臨床試用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ　用：用時購入　再：再試用　止：採用中止　保：保留）
　【平成31年 2月 4日よりオーダー入力可能となります。】

組成 薬効 薬価 申請者
(武田) 1169 1錠 薬剤科

☆ アジレクト錠0.5mg ﾗｻｷﾞﾘﾝﾒｼﾙ酸塩錠 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 ¥512.10 松下
(武田) 1169 1錠 薬剤科

☆ アジレクト錠1mg ﾗｻｷﾞﾘﾝﾒｼﾙ酸塩錠 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 ¥948.50 松下
(アボット) 3259 10mL 家庭医療科

☆ エネーボ配合経腸用液 経腸成分栄養剤 経腸栄養剤 ¥7.30 吉野
用 (小野) 4291 1瓶 外科
★ オプジーボ点滴静注240mg ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤 ¥410,580.00 小泉
用 (中外) ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 4291 1瓶 外科
★ カドサイラ点滴静注用100mg ｴﾑﾀﾝｼﾝ（遺伝子組換え） 抗HER2抗体ﾁｭｰﾌﾞﾘﾝ重合阻害複合体¥231,532.00 小泉
用 (中外) ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 4291 1瓶 外科
★ カドサイラ点滴静注用160mg ｴﾑﾀﾝｼﾝ（遺伝子組換え） 抗HER2抗体ﾁｭｰﾌﾞﾘﾝ重合阻害複合体¥368,257.00 小泉

（あゆみ製薬） 1141 1mL 小児科
☆ カロナールシロップ2% ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 小児用解熱鎮痛剤 ¥4.60 深澤

(JCR) 2412 1筒 小児科
★ グロウジェクト皮下注12mg ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ（遺伝子組換え） 遺伝子組換え天然型ﾋﾄ成長ﾎﾙﾓﾝ剤 ¥91,822.00 深澤

（アステラス） 3969 1錠 内科
スーグラ錠50mg ｲﾌﾟﾗｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ　Ｌ－ﾌﾟﾛﾘﾝ 糖尿病治療剤 ¥200.20 榛葉

(田辺三菱) 3969 1錠 内科
テネリア錠40mg ﾃﾈﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ臭化水素酸塩水和物2型糖尿病治療剤 ¥231.00 榛葉

(日本ベーリンガー) 3969 1錠 内科
トラディアンス配合錠AP ｴﾝﾊﾞｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ・ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾞﾁﾝ配合剤2型糖尿病治療剤 ¥283.30 高橋/榛葉

（大塚） 1169 1枚 薬剤科
☆ ニュープロパッチ9mg ﾛﾁｺﾞﾁﾝ ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療剤 ¥634.90 松下

（沢井） 2129 1ｶﾌﾟｾﾙ 内科
ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ25mg｢ｻﾜｲ｣ ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩水和物 不整脈治療剤 ¥21.90 内藤

（マルホ） 2900 1mL 形成外科
ヘマンジオルシロップ小児用0.375% ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉﾛｰﾙ塩酸塩 乳児血管腫治療剤 ¥260.20 山田

(千寿) 1319 1瓶 家庭医療科

☆人工涙液マイティア点眼液 ホウ酸・無機塩類配合剤 点眼液 ¥85.50 吉野
（ニプロ) 1214 1筒 麻酔科

★塩酸ﾒﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ1%｢NP｣ ﾒﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩 局所麻酔剤 ¥180.00 乙咩
保 (EAファーマ) 2359 1包 小児科/内科

モビコール配合内用剤 配合剤 慢性便秘症治療薬 ¥83.90 深澤/高橋

※モビコールは2019.12～可。エネーボとマイティア点眼液は白羽クリニックのみ

医薬品名



2.新規採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ　用：用時購入　保：保留）
組成 薬効 薬価 申請者

(MSD) ｴｾﾞﾁﾆﾌﾞ・ 2189 1錠 内科
☆ アトーゼット錠LD ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ水和物配合剤高脂血症用剤 ¥177.00 榛葉

(GSK) 2160 1錠 神経内科
☆ アマージ錠2.5mg ﾅﾗﾄﾘﾌﾟﾀﾝ塩酸塩 5HT受容体作動型片頭痛治療剤 ¥866.10 小野澤

(武田) 3122 1管 内科
★ アリナミンF100注 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ塩酸塩 ビタミンB1誘導体 ¥122.00 高橋

(塩野義) 1179 1錠 小児科
☆ インチュニブ錠1mg ｸﾞｱﾝﾌｧｼﾝ 注意欠陥/多動性障害治療剤 ¥407.20 深澤

(塩野義) 1179 1錠 小児科
☆ インチュニブ錠3mg ｸﾞｱﾝﾌｧｼﾝ 注意欠陥/多動性障害治療剤 ¥537.50 深澤

（大塚） 1179 1錠 小児科
☆ エビリファイ錠1mg ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 抗精神病剤 ¥29.50 深澤

(ノバルティス) ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩・ 2259 1ｶﾌﾟｾﾙ 内科
ウルティブロ吸入用カプセル ｸﾞﾘｺﾋﾟﾛﾆｳﾑ臭化物 長時間作用性吸入気管支拡張配合剤 ¥253.50 穂積/内藤

（塩野義) 8119 1錠 外科
☆ オキシコンチンTR錠5mg ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 ¥134.70 小泉

（塩野義) 8119 1錠 外科
☆ オキシコンチンTR錠10mg ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 ¥251.80 小泉

（塩野義) 8119 1錠 外科
☆ オキシコンチンTR錠20mg ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 ¥468.80 小泉

(GSK) 6139 1錠 内科
オーグメンチン配合錠250RS ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物・ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘｳﾑ複合抗生物質 ¥36.10 内藤

(協和発酵キリン) 3999 1錠 内科
オルケディア錠1mg ｴﾎﾞｶﾙｾﾄ 副甲状腺機能亢進症治療薬 ¥280.70 高橋

(協和発酵キリン) 3999 1錠 内科
オルケディア錠2mg ｴﾎﾞｶﾙｾﾄ 副甲状腺機能亢進症治療薬 ¥412.10 高橋

(バイエル) 7290 1筒 画像
★ ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL ｶﾞﾄﾞﾌﾞﾄﾛｰﾙ 環状型非ｲｵﾝ性MRI用造影剤 ¥7,298.00 鈴木

(田辺三菱) ﾃﾈﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ臭化水素酸塩水和物・3969 1錠 内科
☆ カナリア配合錠 ｶﾅｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ水和物配合剤 2型糖尿病治療剤 ¥290.20 榛葉
保 (EAファーマ) 2359 1錠 外科・小泉
☆ グーフィス錠5mg ｴﾛﾋﾞｷｼﾊﾞｯﾄ水和物 消化器官用剤 ¥105.80 内科・高橋

（小野薬品） 3969 1錠 内科
グラクティブ錠100mg ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝﾘﾝ酸塩水和物 糖尿病用剤 ¥197.00 大橋

(旭化成ファーマ) 3999 1筒 内科
ケブザラ皮下注150mg ｻﾘﾙﾏﾌﾞ（遺伝子組換え） ﾋﾄ型抗ﾋﾄIL-6受容体ﾓﾉｸﾛﾅｰﾙ抗体 ¥44,556.00 大橋

(旭化成ファーマ) 3999 1筒 内科
ケブザラ皮下注200mg ｻﾘﾙﾏﾌﾞ（遺伝子組換え） ﾋﾄ型抗ﾋﾄIL-6受容体ﾓﾉｸﾛﾅｰﾙ抗体 ¥59,120.00 大橋

用 （鳥居） 4490 1錠 小児科
シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU ｽｷﾞ花粉ｴｷｽ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ薬 ¥57.70 深澤

用 （鳥居） 4490 1錠 小児科
シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU ｽｷﾞ花粉ｴｷｽ 抗ｱﾚﾙｷﾞｰ薬 ¥144.10 深澤

(アステラス) 3969 1錠 内科
☆ スーグラ錠50mg ｲﾌﾟﾗｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ　L-ﾌﾟﾛﾘﾝ 2型糖尿病治療剤 ¥200.20 榛葉

(アステラス/MSD) ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝﾘﾝ酸塩水和物・ 3969 1錠 内科
☆ スージャヌ配合錠 ｲﾌﾟﾗｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ　L-ﾌﾟﾛﾘﾝ配合剤 2型糖尿病治療剤 ¥263.80 榛葉

(中外) 3999 1筒 整形外科
★ スベニールディスポ関節注25mg 精製ヒアルロン酸ナトリウム 関節機能改善剤 ¥1,082.00 小早川

(塩野義) 6250 1錠 薬剤科
ゾフルーザ錠10mg ﾊﾞﾛｷｻﾋﾞﾙ　ﾏﾙﾎﾞｷｼﾙ酸 抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ薬 ¥1,507.50 松下

(塩野義) 6250 1錠 薬剤科
ゾフルーザ錠20mg ﾊﾞﾛｷｻﾋﾞﾙ　ﾏﾙﾎﾞｷｼﾙ酸 抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ薬 ¥2,394.50 松下

(日医工) 2454 1錠 外科
デカドロン錠4mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 副腎皮質ホルモン剤 ¥33.60 小泉

(協和発酵キリン) ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ水和物・ 2699 1g 皮膚科
☆ ドボベットゲル ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙｹﾞﾙ 尋常性乾癬治療剤 ¥247.50 飯田

(興和創薬) 2183 1錠 内科
パルモディア錠0.1mg ﾍﾟﾏﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ 高脂血症用剤 ¥33.90 榛葉

医薬品名



(Abbi) 3999 1ｷｯﾄ 内科
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL ｱﾀﾞﾘﾑﾏﾌﾞ（遺伝子組換え） 生物学的製剤　TNFα阻害剤 ¥62,596.00 大橋

用 （鳥居） 4490 1錠 小児科
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ 抗アレルギー薬 ¥62.70 深澤

用 （鳥居） 4490 1錠 小児科
ミティキュアダニ舌下錠3300JAU ｱﾚﾙｹﾞﾝｴｷｽ 抗アレルギー薬 ¥189.40 深澤

(ノーベル) 2482 1錠 家庭
☆ルナベル配合錠ULD ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 月経困難症治療剤 ¥314.10 井上

(田辺三菱) 4490 1錠 皮膚科
☆ルパフィン錠10mg ﾙﾊﾟﾀｼﾞﾝﾌﾏﾙ酸塩 アレルギー性疾患治療剤 ¥67.50 飯田

※グーフィスは2019.05～、パルモディア錠は2019.06～可、スペニールディスポは白羽クリニックのみ



3.切替および規格追加採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ　用：用時購入）
組成 薬効 薬価

(JCR) 3959 1瓶
★ ｱｶﾞﾙｼﾀﾞｰｾﾞﾍﾞｰﾀBS点滴静注5mg｢JCR｣ ｱｶﾞﾙｼﾀﾞｰｾﾞﾍﾞｰﾀ（遺伝子組換え）遺伝子組換えﾌｧﾌﾞﾘｰ病治療剤 ¥83,921.00
《ファブラザイム点滴静注用5mgから切り替え》

(JCR) 3959 1瓶
★ ｱｶﾞﾙｼﾀﾞｰｾﾞﾍﾞｰﾀBS点滴静注35mg｢JCR｣ ｱｶﾞﾙｼﾀﾞｰｾﾞﾍﾞｰﾀ（遺伝子組換え）遺伝子組換えﾌｧﾌﾞﾘｰ病治療剤¥469,292.00
《ファブラザイム点滴静注用35mgから切り替え》

（トーアエイヨー) 2129 1管
★ アミオダロン塩酸塩静注150mg｢TE｣ ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩 不整脈治療剤 ¥1,249.00
《アンカロン注150mg㎎から切り替え》

（カイゲンファーマ) 2329 10mL
★ アルロイドG内用液5% ｱﾙｷﾞﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 消化性潰瘍用剤 ¥16.10
《サンメール内用液5%から切り替え》

(武田テバ) 2233 1mL
カルボシステインシロップ小児用5%｢ﾃﾊﾞ｣L-ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 気道粘液調整･粘膜正常化剤 ¥2.60

《ムコダインシロップ5%から切り替え》
(旭化成ファーマ) 3999 1ｷｯﾄ

ケブザラ皮下注150mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ ｻﾘﾙﾏﾌﾞ（遺伝子組換え） ﾋﾄ型抗ﾋﾄIL-6受容体ﾓﾉｸﾛﾅｰﾙ抗体 ¥44,945.00
《ケブザラ皮下注200mgシリンジから切り替え》

(旭化成ファーマ) 3999 1ｷｯﾄ
ケブザラ皮下注200mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ ｻﾘﾙﾏﾌﾞ（遺伝子組換え） ﾋﾄ型抗ﾋﾄIL-6受容体ﾓﾉｸﾛﾅｰﾙ抗体 ¥59,509.00

《ケブザラ皮下注200mgシリンジから切り替え》
(ノバルティス) 3929 1包

ジャドニュ顆粒分包360mg ﾃﾞﾌｪﾗｼﾛｸｽ 鉄キレート剤 ¥5,707.00
《エクジェイド懸濁用錠125mgから切り替え》

(第一三共エスファ) 2590 1錠
シロドシンOD錠4mg｢DSEP｣ ｼﾛﾄﾞｼﾝ 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬 ¥35.00

《ユリーフOD錠4mgから切り替え》
(アルフレッサファーマ) 3229 1錠

ケーサプライ錠600mg 塩化ｶﾘｳﾑ 徐放性カリウム剤 ¥5.60
《スローケー錠600mgから切り替え》

(ニプロ) 6132 1瓶
セフメタゾールNa静注用1g｢NP｣ ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ ｾﾌｧﾏｲｼﾝ系抗生物質 ¥246.00

《セフメタゾールNa点滴静注用バッグ1gに規格追加》
(東和薬品) 2160 1錠

ゾルミトリプタンOD錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣ ｿﾞﾙﾐﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 片頭痛治療剤 ¥294.10

《ゾーミックRM錠2.5mgから切り替え》
(東和薬品) 2223 1錠

ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩錠15mg｢ﾄｰﾜ｣ ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩水和物 鎮咳剤 ¥5.60
《メジコン錠15mgから切り替え》

(三笠) ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩･ 1149 1錠
トアラセット配合錠「三笠」 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ配合剤 慢性疼痛抜歯後疼痛治療剤 ¥22.80

《トラムセット配合錠から切り替え》
（トーアエイヨー) 2139 1錠

トラセミドOD錠4mg｢TE｣ ﾄﾗｾﾐﾄﾞ ﾙｰﾌﾟ利尿剤 ¥11.00
《ルプラック錠4㎎から切り替え》

(沢井) 2129 1ｶﾌﾟｾﾙ
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg｢ｻﾜｲ｣ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩水和物 不整脈治療剤 ¥21.90

《サンリズムカプセル25㎎から切り替え》
(日医工) 2139 1管

フロセミド注射液20mg｢日医工｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 利尿降圧剤 ¥57.00
《ラシックス注20mgから切り替え》

(meijiseika) 1179 1錠
ミルタザピン錠15mg｢明治｣ ﾐﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝ ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ･ｾﾛﾄﾆﾝ作動性抗うつ剤 ¥51.50

《リフレックス錠15mgから切り替え》
(第一三共エスファ) 6241 1ｷｯﾄ

レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg｢DSEP｣ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 ニューキノロン系抗生物質 ¥2,237.00
《クラビット点滴静注500mgから切り替え》

医薬品名



4.院外のみへ採用移行医薬品

医薬品名 組成 薬効
（大日本住友） 2259

キュバール100エアゾール ﾍﾞｸﾛﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ 吸入ｽﾃﾛｲﾄﾞ喘息治療剤

5.取扱中止医薬品

医薬品名 組成 薬効
（武田テバ） 3122

アリナミンF10注 ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ塩酸塩 ﾋﾞﾀﾐﾝＢ1誘導体

（アッヴィ） ｵﾑﾋﾞﾀｽﾋﾞﾙ水和物･ 6250

ヴィキラックス配合錠 ﾊﾞﾘﾀﾌﾟﾚﾋﾞﾙ水和物･ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤

（MSD） 6250

エレルサ錠50mg ｴﾙﾊﾞｽﾋﾞﾙ 抗ｳｲﾙｽ剤

（日新製薬） 1214

カルボカインアンプル注1%5mL ﾒﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ塩酸塩 局所麻酔剤

（ＭＳＤ） 6250

グラジナ錠50mg ｸﾞﾗｿﾞﾌﾟﾚﾋﾞﾙ水和物 抗ｳｲﾙｽ剤

（ＭＳＤ） 3969

ジャヌビア錠100mg ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝﾘﾝ酸塩水和物 糖尿病用剤

（ギリアド） 6250

ソバルディ錠400mg ｿﾎﾌﾌﾞﾋﾞﾙ 抗ｳｲﾙｽ剤

（ファイザー） 2452

ソル・コーテフ静注用500mg ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤

（東和薬品） 6123

トブラシン注60mg ﾄﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ ｱﾐﾉｷﾞﾘｺｼﾄﾞ系抗生物質

（meijiseika） 6119

ハベカシン注射液100mg ｱﾙﾍﾞｶｼﾝ硫酸塩 ｱﾐﾉｷﾞﾘｺｼﾄﾞ系抗生物質

（塩野義） 6133

フルマリン静注用0.5g ﾌﾛﾓｷｾﾌﾅﾄﾘｳm ｵｷｻｾﾌｪﾑ系抗生物質

（塩野義） 6133

フルマリンキット静注用1g ﾌﾛﾓｷｾﾌﾅﾄﾘｳm ｵｷｻｾﾌｪﾑ系抗生物質

（中外） 3999

ミルセラ注シリンジ250µg ｴﾎﾟｴﾁﾝﾍﾞｰﾀﾍﾟｺﾞﾙ（遺伝子組換え） 持続型赤血球造血刺激因子製剤

（協和発酵キリン） 3999

レグパラ錠25mg ｼﾅｶﾙｾﾄ塩酸塩 ｶﾙｼｳﾑ受容体作動薬


