
第32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）
　【平成２５年8月 2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
(中外) 6399 1本 内科

アクテムラ皮下注162mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ トシリズマブ 生物学的製剤 ¥38,200.00 大橋

(アステラス) 2399　他に分類 1錠 外科
アコファイド錠100mg アコチアミド塩酸塩 　されない消化器官用薬 ¥36.20 小泉

(味の素) 3999　他に分類 1g 内科
☆アルギU配合顆粒 L-ｱﾙｷﾞﾆﾝ・L-ｱﾙｷﾞﾆﾝ塩酸塩 されない代謝性医薬品 ¥45.40 望月

(バイエル) 7219 1瓶 脳外科
★イソビスト注240　51.26%10mL イオトロラン X線造影剤 ¥6,544.00 南

(ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ) 3339 1錠 内科
エリキュース錠2.5mg アピキサバン 血液凝固阻止剤 ¥144.90 内山

(ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ) 3339 1錠 内科
エリキュース錠5mg アピキサバン 血液凝固阻止剤 ¥265.20 内山

(大塚) 3999　他に分類 1A 内科
★エルカルチンFF静注1000㎎/5ml レボカルニチン されない代謝性医薬品 ¥934.00 高橋

(第一三共) 2149 1錠 内科

オルメテック錠20mg オルメサルタン 血圧降下薬 ¥130.40 高橋
(田辺三菱) 3959 1瓶 脳外科

★グルトパ注600万 アルテプラーゼ 酵素製剤 ¥51,032.00 南
(田辺三菱) 3932 1ml 内科

☆シアナマイド内用液1％「タナベ」 シアナマイド シアナミド製剤 ¥8.10 高橋
(アステラス) 3999　他に分類 1本 内科

シムジア皮下注200mgシリンジ セルトリズマブ　ペゴル されない代謝性医薬品 ¥71,297.00 大橋

★ (バイエル) 4291 1錠 外科
用スチバーガ錠40mg レゴラフェニブ 抗悪性腫瘍剤 ¥5,424.30 小泉

(ファイザー) 3999　他に分類 1錠 内科
タクロリムスカプセル1mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ」 タクロリムス されない代謝性医薬品 ¥575.30 高橋

(第一三共)沈降炭酸Ca・ｺﾚｶﾙｼﾌｪﾛｰﾙ 3219 1錠 外科
デノタスチュアブル配合錠 ・炭酸Mg カルシウム剤 ¥20.90 小泉

(ファイザー) 2590 1錠 泌尿器科
☆トビエース錠4mg フェソテロジン 泌尿生殖器官及び肛門用薬 ¥190.90 吉村

(日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) 3969 1錠 内科

トラゼンタ錠5mg リナグリプチン 糖尿病用剤 ¥209.40 大橋

(ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ) 2492 1本 内科

トレシーバ注フレックスタッチ インスリン　デグルデク すい臓ホルモン剤 ¥2,546.00 大橋
(ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ) 2492 1本 内科

用ノボラピッド50ﾐｯｸｽ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ インスリンアスパルト すい臓ホルモン剤 ¥2,287.00 大橋

(第一三共) 3999　他に分類 1本 内科
★プラリア皮下注60mgシリンジ デノスマブ されない代謝性医薬品 ¥28,482.00 大橋

(中外) 3999　他に分類 1本 内科
★ミルセラ注シリンジ200μg0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ されない代謝性医薬品 ¥40,281.00 高橋

(中外) 3999　他に分類 1本 内科
★ミルセラ注シリンジ50μg0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ されない代謝性医薬品 ¥12,507.00 高橋

(中外) 3999　他に分類 1本 内科
★ミルセラ注シリンジ75μg0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ されない代謝性医薬品 ¥17,608.00 高橋

(武田) 3969 1錠 内科

リオベル配合錠LD ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ・ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 糖尿病用剤 ¥227.20 大橋

（エーザイ） 1129 1錠 内科

ルネスタ錠2mg エスゾピクロン 催眠鎮静剤、抗不安剤 ¥78.70 大橋

（エーザイ） 1129 1錠 内科

ルネスタ錠3mg エスゾピクロン 催眠鎮静剤、抗不安剤 ¥99.80 大橋

★ （協和発酵ｷﾘﾝ） 3999　他に分類 1瓶 内科
用ロミプレート皮下注250μg調製用 ロミプロスチム されない代謝性医薬品 ¥67,972.00 大橋

医薬品名
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2.新規採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ　用：用時購入）

組成 薬効 薬価 申請者
(塩野義) 2149 1錠 内科

アイミクス配合錠LD ｲﾙﾍﾞﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 配合剤 ¥150.40 大橋

(ＧＳＫ) 2499 1ｶﾌﾟｾﾙ 泌尿器科
☆アボルプカプセル0.5mg ﾃﾞｭﾀｽﾃﾘﾄﾞ 前立腺肥大症治療剤 ¥205.90 吉村

(ノバルティス) 2259 1ｶﾌﾟｾﾙ 内科

☆オンブレス吸入用ｶﾌﾟｾﾙ150μg ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 長時間作用性気管支拡張剤 ¥139.60 高橋

(ブリストル・マイヤーズ) 2454 1mL 形成

★ ｹﾅｺﾙﾄA皮内用関節腔内用水懸注 ﾄﾘｱﾑｼﾉﾘﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 ¥217.00 深水
(シオエ) 2242 1錠 内科

コデインリン酸塩錠5mg ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩 鎮咳剤 ¥10.40 大橋
(アステラス) 2499 1瓶 泌尿器科

★ゴナックス皮下注用80mg ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽ酢酸塩 GnRHｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ ¥23,693.00 吉村
(大正富山) 3999 1錠 内科

コルベット錠25mg ｲｸﾞﾗﾁﾓﾄﾞ 抗ﾘｳﾏﾁ剤 ¥150.50 大橋
(ファイザー) 6149 1瓶 リハビリ

ジスロマックSR成人用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 ¥2,041.90 松井
(マイラン) 2344 1錠 内科

☆重曹錠500mg 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ 制酸剤 ¥5.60 高橋
(田辺三菱) 3969 1錠 内科

☆テネリア錠20mg ﾃﾈﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ臭化水素塩 選択的DPP-4阻害剤 ¥207.70 大橋

(田辺三菱) 8114 1錠 外科
★ピーガード錠30mg ﾓﾙﾋﾈ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 ¥751.00 小泉

(リリー) 2492 1ｷｯﾄ 内科

ﾋｭｰﾏﾛｸﾞﾐｯｸｽ25注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾛ 抗糖尿病薬 ¥1,899.00 大橋

(武田) 3999 1錠 内科

ベネット錠75mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物 骨粗鬆症治療剤 ¥2,945.50 大橋
(アステラス) 3999 1錠 内科

☆ボノテオ1mg ﾐﾉﾄﾞﾛﾝ酸水和物 骨粗鬆症治療剤 ¥132.70 高橋

(ＧＳＫ) 1169 1錠 脳外科
☆レキップCR錠2mg ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ塩酸塩 ドパミンＤ2受容体作動薬 ¥273.60 横山

(ＧＳＫ) 1169 1錠 脳外科
☆レキップCR錠8mg ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ塩酸塩 ドパミンＤ2受容体作動薬 ¥941.40 横山

(第一三共) 2649 1枚 脳外科
ロキソニンテープ100mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物 経皮吸収型鎮痛･抗炎症剤 ¥43.70 北浜

医薬品名
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3.切替採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ　用：用時購入）

組成 薬効 薬価 申請者
(健栄) 2357 1個 外科

ケンエーG浣腸液　30mL ｸﾞﾘｾﾘﾝ 便秘治療剤 ¥74.20 大石
(健栄) 2358 1個 外科

ケンエーG浣腸液　60mL ｸﾞﾘｾﾘﾝ 便秘治療剤 ¥117.90 大石
(健栄) 2359 1個 外科

ケンエーG浣腸液　120mL ｸﾞﾘｾﾘﾝ 便秘治療剤 ¥145.80 大石
《グリセリン浣腸「オヲタ」30・60・120mlから切り替え》

(リリー) 1179 1錠 脳外科

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠5mg ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ 抗精神病薬 ¥251.30 横山
《ジプレキササイディス錠5㎎から切り替え》

(ｴｲｴﾑｵｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ) 1319 １筒 眼科
★ヒーロン0.85眼粘弾剤１％ ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 眼科用剤 ¥7,714.10 野口
《オペガンハイ0.85眼粘弾剤1％から切り替え》

4.その他採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ　用：用時購入）

組成 薬効 薬価
(ｻﾉﾌｨ) 3961 1錠

アマリールOD錠1mg ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ ｽﾙﾌｫﾆﾙ尿素系製剤 ¥19.20
(ｻﾉﾌｨ) 3961 1錠

アマリールOD錠３mg ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ ｽﾙﾌｫﾆﾙ尿素系製剤 ¥44.80
《アマリール1㎎錠、3㎎錠から切り替え》

(沢井) 2190 １筒
★アルプロスタジル注10μgｼﾘﾝｼﾞ｢ｻﾜｲ｣ ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ 循環器官用剤 ¥1,942.00
《アルプロスタジル注10μg｢ｻﾜｲ｣から切り替え》

(大鵬) 2391 1ﾊﾞｯｸﾞ
★ アロキシ点滴静注バッグ0.75㎎ ﾊﾟﾛｾﾄﾛﾝ塩酸塩 鎮吐剤 ¥14,632.00
《アロキシ静注0.75㎎から切り替え》

(共和) 1179 1錠
クエチアピン錠12.5㎎「アメル」 ｸｴﾁｱﾋﾟﾝﾌﾏﾙ酸 精神神経用剤 ¥13.70

《セロクエル25ｍｇ錠から切り替え》
(大鵬) 4229 1錠

★ティーエスワン配合OD錠T20 ﾃｶﾞﾌｰﾙ、ｷﾞﾒﾗｼﾙ、ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ 代謝拮抗剤 ¥675.60
(大鵬) 4229 1錠

★ティーエスワン配合OD錠T25 ﾃｶﾞﾌｰﾙ、ｷﾞﾒﾗｼﾙ、ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ 代謝拮抗剤 ¥812.80
《ティーエスワン配合カプセルT２０、T２５から切り替え》

(テバ製薬) 4490 1錠
フェキソフェナジン塩酸塩錠60㎎｢SANIK」ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩 アレルギー用剤 ¥45.40

《アレグラ錠60㎎から切り替え》
(ｻﾉﾌｨ) 2139 1錠

ラシックス錠20㎎ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 利尿剤 ¥9.60
《フロセミド20㎎から切り替え》

(武田) 2149 1錠

ブロプレス錠4㎎ ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ ｼﾚｷｾﾁﾙ 血圧降下剤 ¥72.30
《規格追加》

(ｴｰｻﾞｲ) 3332 1錠

ワーファリン錠0.5㎎ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ ｼﾞｸﾏﾛｰﾙ系製剤 ¥9.60
《ワルファリンカリウム錠0.5㎎｢HD｣から切り替え》

医薬品名

医薬品名
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5.院外のみへ採用移行医薬品

医薬品名 組成 薬効
（日本化薬） 6250

アストリックドライシロップ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 抗ｳｲﾙｽ剤
(ｻﾉﾌｨ) 3961

アマリール1㎎錠・3mg錠 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ ｽﾙﾌｫﾆﾙ尿素系製剤
(ｻﾉﾌｨ) 1129

アモバン錠7.5㎎ ｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 催眠鎮静剤、抗不安剤
(ｻﾉﾌｨ) 4490

アレグラ錠60㎎ ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩 アレルギー用剤

(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) 1190
イクセロンパッチ4.5～18mg ﾘﾊﾞｽﾁｸﾞﾐﾝ 中枢神経系用薬

(日本化薬) 4291
オダイン錠125mg ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ 抗悪性腫瘍用薬

(ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ) 2399　他に分類
ガナトン錠50㎎ ｲﾄﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩 　されない消化器官用薬

(中外) 4223
ゼローダ錠300mg ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ フルオロウラシル系製剤

(ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ) 2329
トロキシン錠100㎎ ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 消化性潰瘍用剤

(ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) 4291
ノルバデックスD錠20mg ﾀﾓｷｼﾌｪﾝｸｴﾝ酸塩 抗悪性腫瘍用薬

(協和発酵ｷﾘﾝ) 2190
フォスブロック錠250㎎ ｾﾍﾞﾗﾏｰ塩酸塩 循環器官用薬

(ＧＳＫ) 2290
フルタイド200ﾃﾞｨｽｶｽ60ﾌﾞﾘｽﾀｰ ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ 呼吸器官用薬

(参天) 1315
フルメトロン点眼液0.02％ ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ 眼科用ｺﾙﾁｿﾞﾝ製剤；点眼

(ｱｽﾃﾗｽ) 3999　他に分類
プログラフカプセル1㎎ タクロリムス されない代謝性医薬品

(丸石) 7121
プロペト 白色ワセリン 油脂性基剤

(ｴｰｻﾞｲ) 1231
ベサコリン散５％ ﾍﾞﾀﾈｺｰﾙ塩化物 4級ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩製剤

(ｱｽﾃﾗｽ) 2590
ベタニス錠50㎎ ﾐﾗﾍﾞｸﾞﾛﾝ 泌尿生殖器及び肛門用薬

(協和発酵ｷﾘﾝ) 1169
ペルマックス錠50μg ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞﾒｼﾙ酸塩 パーキンソン剤

(ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ) 2259
ホクナリンテープ1㎎ ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 気管支拡張剤

(第一三共) 1190
メマリー錠5mg ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩 中枢神経系用薬

(ＧＳＫ) 1139
ラミクタール錠25㎎ ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 抗てんかん剤

(中外) 1139
リボトリール細粒0.1% ｸﾛﾅｾﾞﾊﾟﾑ 抗てんかん剤

(ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ) 2492
レベミル注フレックスペン 持効型溶解ｲﾝｽﾘﾝｱﾅﾛｸﾞ製剤 抗糖尿病薬

(武田) 1190

レミニールOD錠4mg・8mg ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ臭化水素酸塩 中枢神経系用薬
(ﾃﾊﾞ) 2399　他に分類

ワプロン口腔用貼付剤 ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ されない消化器官用薬
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6.取扱中止医薬品

医薬品名 組成 薬効
（沢井） 2190

アルプロスタジル注10μg｢ｻﾜｲ｣ ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ 循環器官用剤
(大鵬) 2391

アロキシ静注0.75㎎　瓶 ﾊﾟﾛｾﾄﾛﾝ塩酸塩 鎮吐剤
（ｷｯｾｲ） 3999

エポエチンαBS注1500［ＪＣＲ」 ｴﾎﾟｴﾁﾝ　ｶｯﾊﾟ その他の代謝性医薬品
(大塚製薬) 3999

エルカルチン錠300mg ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ塩化物 ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ製剤
(第一三共) 7219

オムニパーク240　10ml ｲｵﾍｷｿｰﾙ X線造影剤
(ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) 2329

オメプラール錠10㎎・20mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 消化性潰瘍用剤
(参天) 1319

オペガンハイ0.85眼粘弾剤1% 精製ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 眼科用剤
(ｱｽﾃﾗｽ) 1179

グラマリール錠25㎎ ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩 精神神経用剤
(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) 1170

シンメトレル細粒10％ ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩 精神神経用剤
(沢井) 1179

チアプリム細粒 ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩 精神神経用剤
(大正富山) 2339

つくしAM散 配合剤 健胃消化剤
（大鵬) 4229

ティーエスワン配合ｶﾌﾟｾﾙT20・T25 ﾃｶﾞﾌｰﾙ、ｷﾞﾒﾗｼﾙ、ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ 代謝拮抗剤
（大鵬) 4229

ティーエスワン配合顆粒T20・T25 ﾃｶﾞﾌｰﾙ、ｷﾞﾒﾗｼﾙ、ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ 代謝拮抗剤
(日医工) 3339

ビーソフテンスプレー ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 血液凝固阻止剤
(大洋) 2139

フロセミド20mg錠｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 利尿剤

(田辺三菱) 3332
ワルファリンカリウム錠0.5㎎｢HD｣ ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ ｼﾞｸﾏﾛｰﾙ系製剤
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