
第25回　薬事委員会結果

１.臨床試用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ）
　【平成２３年２月２２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
(ＧＳＫ) <処> 1329 1ｷｯﾄ 耳鼻科

アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 ﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ 定量噴霧式アレルギー性鼻炎
治療剤 ¥2,014.70 峯田

(ノバルティス) <劇・処> 2149 1錠 内科

エックスフォージ配合錠
ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩
配合剤

選択的AT1受容体拮抗・持続性
Ca拮抗薬合剤 ¥130.10 大橋

(中外) <生・劇・処> 3999 1筒 泌尿器科
エポジン皮下注シリンジ24000 ｴﾎﾟｴﾁﾝβ(遺伝子組換え) 遺伝子組換えﾋﾄｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ製剤 ¥25,777.00 吉村

(マルホ) <劇・処> 2691 1g 皮膚科
☆ オキサロールローション25μg/g ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ 角化症治療剤 ¥138.00 飯田

(第一三共) <処> 6241 1瓶 内科
クラビット点滴静注500mg ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ ニューキノロン系抗菌剤 ¥5,222.00 妹川

(科研) <生・劇・処> 3339 1筒 麻酔科
クレキサン皮下注キット2000IU ｴﾉｷｻﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 血液凝固阻止剤 ¥1,036.00 松井

(鳥居) 2190 1g 内科
ケイキサレートドライシロップ76% ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 高カリウム血症改善剤 ¥20.00 高橋

(小太郎) 5200 1ｇ 内科
☆ コタロー桔梗石膏エキス細粒 桔梗石膏ｴｷｽ 漢方製剤 ¥8.70 大橋

(参天) <処> 1319 1瓶 眼科
ジクアス点眼液3％ ｼﾞｸｱﾎｿﾙﾅﾄﾘｳﾑ ドライアイ治療剤 ¥623.40 浅井

(参天) <劇・処> 1319 1mL 眼科
タプロス点眼液0.0015% ﾀﾌﾙﾌﾟﾛｽﾄ 緑内障・高眼圧症治療剤 ¥957.80 浅井

(田辺三菱) <処> 4490 1錠 皮膚科

タリオンOD錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ 選択的H1受容体拮抗・アレル
ギー性疾患治療剤 ¥57.90 飯田

(ツムラ) 5200 1ｇ 麻酔科
ツムラ麻黄湯エキス顆粒 麻黄湯ｴｷｽ 漢方製剤 ¥8.40 松井

(ツムラ) 5200 1ｇ 麻酔科
☆ ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒 麻黄附子細辛湯ｴｷｽ 漢方製剤 ¥20.50 松井

(ファイザー) <処> 2590 1ｶﾌﾟｾﾙ 泌尿器科
デトルシトールカプセル2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 過活動膀胱治療剤 ¥114.20 吉村

(日本新薬) <劇・処> 1149 1ｶﾌﾟｾﾙ 外科
トラマールカプセル25mg ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ 癌疼痛治療剤 ¥37.70 小泉

(日本新薬) <劇・処> 1149 1ｶﾌﾟｾﾙ 外科
トラマールカプセル50mg ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ 癌疼痛治療剤 ¥65.90 小泉

(武田) <処> 3969 1錠 内科
再 ネシーナ錠 ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 選択的DPP-4阻害剤 ¥209.40 大橋

(参天) 1319 1瓶 眼科
ヒアレイン点眼液0.3％ ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 角結膜上皮障害治療剤 ¥677.90 浅井

(ノボ) <劇・処> 2499 1ｷｯﾄ 内科
再 ビクトーザ皮下注18mg ﾋﾄGLP-1ｱﾅﾛｸﾞ注射液 ﾋﾄGLP-1ｱﾅﾛｸﾞ注射液 ¥9,960.00 高橋

(アステラス) <劇・処> 2149 1錠 脳外科

ミカムロ配合錠AP
ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩
配合剤

胆汁排泄型選択的AT1受容体拮
抗・持続性Ca拮抗薬配合剤 ¥143.80 横山

(塩野義) <処> 6250 1袋 内科
ラピアクタ点滴用バッグ300mg ﾋﾟﾗﾐﾋﾞﾙ 抗インフルエンザウイルス剤 ¥5,634.00 妹川

(第一三共) <処> 1錠 内科

レザルタス配合錠HD
ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ/ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟ
ﾝ配合剤

高親和性ARB・持続性Ca拮抗薬
配合剤 ¥170.10 高橋

医薬品名
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2.新規採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ）

組成 薬効 薬価 申請者
(ブリストル・マイヤーズ) <劇・処> 4291 1瓶 外科

アービタックス注射液100mg ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ（遺伝子組換え） 抗悪性腫瘍剤 ¥35,894.00 齋藤
(ＧＳＫ) <処> 3339 1筒 外科

アリクストラ皮下注2.5mg ﾌｫﾝﾀﾞﾊﾟﾘﾇｸｽﾅﾄﾘｳﾑ 合成Ⅹa阻害剤 ¥2,146.00 齋藤
(エーザイ) <劇・処> 1190 1錠 脳外科

アリセプトD錠10mg 塩酸ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ アルツハイマー型認知症治療剤 ¥764.00 横山
(東和薬品) <向・処> 1124 1錠 内科

★ アルプラゾラム錠0.4mg｢ﾄｰﾜ｣ ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ マイナートランキライザー ¥5.60 大橋
(大鵬) <処> 2391 1瓶 外科

アロキシ静注0.75mg ﾊﾞﾛﾉｾﾄﾛﾝ ５－ＨＴ3受容体拮抗型制吐剤 ¥14,522.00 小泉
(日本化薬) <劇・処> 4291 1錠 泌尿器科

オダイン錠125mg ﾌﾙﾀﾐﾄﾞ 前立腺癌治療剤 ¥336.30 吉村
(ブリストル・マイヤーズ) <生・劇・処> 3999 1錠 内科

オレンシア点滴静注用250mg ｱﾊﾞﾀｾﾌﾟﾄ（遺伝子組換え） T細胞選択的共刺激調節剤 ¥53,467.00 大橋
(沢井) <処> 6241 1錠 外科

キサフロール錠100 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 広範囲抗菌剤 ¥6.20 大石
(リリー) <劇・処> 1179 1ｶﾌﾟｾﾙ 小児科

ストラテラカプセル5mg 塩酸ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 注意欠陥/多動性障害治療剤 ¥264.90 平野
(リリー) <劇・処> 1179 1ｶﾌﾟｾﾙ 小児科

ストラテラカプセル10mg 塩酸ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 注意欠陥/多動性障害治療剤 ¥315.70 平野
(リリー) <劇・処> 1179 1ｶﾌﾟｾﾙ 小児科

ストラテラカプセル25mg 塩酸ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 注意欠陥/多動性障害治療剤 ¥398.10 平野
(マイラン) <処> 2459 1錠 内科

★ セレスターナ配合錠 配合剤 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ・抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤配合剤 ¥5.60 大橋
(大鵬薬品) <劇・処> 4229 1包 外科

ティーエスワン配合顆粒T20 配合剤 代謝拮抗剤 ¥858.20 小泉
(大鵬薬品) <劇・処> 1239 1錠 内科

ティーエスワン配合顆粒T25 配合剤 代謝拮抗剤 ¥1,032.10 小泉
(アステラス) <劇・向・習・処> 1239 1錠 内科

トランコロンＰ配合錠 配合剤 過敏性大腸症治療剤 ¥5.90 大橋
(ゾンネボード) 3132 1g 皮膚科

☆ ニコチン酸アミド散10% ｢ｿﾞﾝﾈ｣ ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ ニコチン酸アミド製剤 ¥12.70 飯田
(ヤンセン) 2655 1g 皮膚科

ニゾラールローション2% ｹﾄｺﾅｿﾞｰﾙ 抗真菌剤 ¥46.50 飯田
(協和発酵ｷﾘﾝ) <生・劇・処> 3999 1筒 内科

ネスプ静注用120μg/0.6mLﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝα(遺伝子組換え) 持続型赤血球造血刺激因子製剤 ¥24,865.00 高橋
(参天) <生・劇・処> 1319 1個 眼科

☆ パピロックミニ点眼液 ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ 春季カタル治療剤 ¥203.10 東芝
(持田) 3339 1g 皮膚科

ビーソフテン外用スプレー ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 血行促進・皮膚保湿剤 ¥22.40 飯田
(武田) <生・劇・処> 4291 1瓶 外科

ベクティビックス点滴静注100mg ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ(遺伝子組換え) 抗悪性腫瘍剤 ¥75,567.00 小泉
(武田) <劇・処> 2149 1錠 内科

ユニシア配合錠HD ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ配合錠 配合剤 ¥150.30 大橋
(田辺三菱) <劇・習・処> 1115 1管 内科

ラボナール注射用0.5g ﾁｵﾍﾟﾝﾀｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 全身麻酔剤 ¥1,122.00 池谷
(ファイザー) <処> 1190 1ｶﾌﾟｾﾙ 麻酔科

リリカカプセル75mg ﾌﾟﾚｶﾞﾊﾞﾘﾝ 帯状疱疹後神経痛治療剤 ¥167.10 松井
(武田) <処> 1190 1錠 麻酔科

☆ ロゼレム錠8mg ﾗﾒﾙﾃｵﾝ メラトン受容体アゴニスト ¥82.60 松井

医薬品名
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3.切替採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ）

組成 薬効 薬価 申請者
(ファイザー) <処> 1179 1ｶﾌﾟｾﾙ 皮膚科

アタラックス-Ｐカプセル25mg ﾊﾟﾓ酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 抗アレリギー性緩和精神安定剤 ¥7.00 飯田

(キッセイ) <生・劇・処> 3999 1筒 内科
エポエチンアルファBS注750ｼﾘﾝｼﾞ ｴﾎﾟｴﾁﾝｶｯﾊﾟ製剤 遺伝子組換えﾋﾄｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ製剤 ¥848.00 高橋

(キッセイ) <生・劇・処> 3999 1筒 内科
エポエチンアルファBS注1500ｼﾘﾝｼﾞ ｴﾎﾟｴﾁﾝｶｯﾊﾟ製剤 遺伝子組換えﾋﾄｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ製剤 ¥1,491.00 高橋

(中外) <生・劇・処> 3999 1筒 内科
エポジン注シリンジ12000 ｴﾎﾟｴﾁﾝβ(遺伝子組換え) 遺伝子組換えﾋﾄｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ製剤 ¥16,109.00 高橋

(沢井) <処> 2329 1錠 内科
オメプラゾール錠10｢SW｣ ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ プロトンポンプ・インヒビター ¥58.10 大橋

(東豊) 2652 10g 皮膚科
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 ｻﾘﾁﾙ酸 寄生性皮膚疾患剤 ¥27.50 飯田

(鳥居) 2649 1g 皮膚科
スタデルムクリーム5% ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝﾋﾟｺﾉｰﾙ 非ステロイド系消炎・鎮痛剤 ¥20.90 飯田

(鳥居) 2649 1g 皮膚科
スタデルム軟膏5% ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝﾋﾟｺﾉｰﾙ 非ステロイド系消炎・鎮痛剤 ¥20.90 飯田

(協和発酵ｷﾘﾝ) <劇・麻・処> 8219 1枚 外科
★ フェントステープ1mg ｸｴﾝ酸ﾌｪﾝﾀﾆﾙ 経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤 ¥570.60 小泉

(協和発酵ｷﾘﾝ) <劇・麻・処> 8219 1枚 外科
★ フェントステープ2mg ｸｴﾝ酸ﾌｪﾝﾀﾆﾙ 経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤 ¥1,063.60 小泉

(協和発酵ｷﾘﾝ) <劇・麻・処> 8219 1枚 外科
★ フェントステープ6mg ｸｴﾝ酸ﾌｪﾝﾀﾆﾙ 経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤 ¥2,853.60 小泉

(アステラス) <処> 2149 1錠 内科
☆ ミカルディス錠40mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 持続性AT1受容体ブロッカー ¥142.40 内山

(持田) <生・処> 3999 1管 麻酔科
ミラクリッド注射液10万単位 ｳﾘﾅｽﾀﾁﾝ 多価・酵素阻害剤 ¥2,711.00 松井

《アンダーム軟膏から切り替え》

《デュロテップパッチMTパッチ16.8mgから切り替え》

《デュロテップパッチMTパッチ16.8mgから切り替え》

《デュロテップパッチMTパッチ16.8mgから切り替え》

《ミカルディス錠20mgより規格変更》

《ミラクリッド注射液5万単位より規格変更》

《アンダームクリームから切り替え》

医薬品名

《5％サリチル酸ワセリン軟膏から切り替え》

《エスポー皮下用12000シリンジから切り替え》

《アタラックス錠10mgから切り替え》

《エポジン注シリンジ750から切り替え》

《エポジン注シリンジ1500から切り替え》

《オメプラール錠10mgから切り替え》
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4.その他採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ）

組成 薬効 薬価
(沢井) <劇・処> 2190 1筒

アルプロスタジル注10μgシリンジ｢ｻﾜｲ｣ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ ＰＧＥ１製剤 ¥2,201.00

(協和発酵ｷﾘﾝ) 4490 1錠
アレロックOD錠5mg 塩酸ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ アレルギー性疾患治療剤 ¥63.90

(ファイザー) <処> 2412 1錠

ジェノトロピンゴークイック注用12mg ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ
遺伝子組換え天然型ヒト成長
ホルモン製剤 ¥110,185.00

(大正富山) <処> 6241 1ｷｯﾄ
パシル点滴静注液300mg ﾒｼﾙ酸ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄ ニューキノロン系抗菌剤 ¥1,368.00

(大正富山) <処> 6241 1ｷｯﾄ
パシル点滴静注液500mg ﾒｼﾙ酸ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄ ニューキノロン系抗菌剤 ¥1,838.00

(テルモ) <処> 3179 1ｷｯﾄ

ビタジェクト注キット 配合剤 高カロリー輸液用総合ビタミ
ン剤 ¥309.00

(味の素製薬) <処> 3136 1管
フレスミンS注射液 酢酸ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ ビタミンB12製剤 ¥100.00

(エーザイ) 3399 1錠
バファリン配合錠A81 配合剤 抗血小板剤 ¥5.80

《田辺三菱のリプル注10μgから変更》

《田辺三菱のパズクロス注300から変更》

医薬品名

《ジェノトロピンTC注用12mgより剤型変更》

《Ｍ.Ｖ.Ｉ.-１２キットが製造中止により変更》

《アリムタ注射用を使用するため臨時採用》

《アレロック錠5mgより剤型変更》

《簡易懸濁法導入のため採用》

《田辺三菱のパズクロス注500から変更》
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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
(ファイザー) <処> 1179

アタラックス錠10mg 塩酸ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 抗アレルギｰ性緩和精神安定剤

(アステラス) <劇・処> 2399
イリボー錠5mg 塩酸ﾗﾓｾﾄﾛﾝ 下痢型過敏性腸症候群治療剤

(サンド) 2559
エスベリベン錠 配合剤 痔疾患治療剤

(アストラゼネカ) <処> 2329
オメプラール錠10mg ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ プロトンポンプ・インヒビタｰ

(アステラス) <劇・処> 1169
カバサール錠1mg ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ ドパミン作動薬

(ファイザー) <処> 6149
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 15員環マクロライド系抗生剤

(東和薬品) <処> 6241
シプキサノン錠100mg 塩酸ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 広範囲抗菌剤

(あすか製薬) <処> 2482
ソフィアA配合錠 配合剤 黄体・卵胞ホルモン混合製剤

(あすか製薬) <処> 2482
ソフィアC配合錠 配合剤 黄体・卵胞ホルモン混合製剤

(アステラス) <処> 1319
タチオン点眼用 ｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ グルタチオン製剤

(アステラス) <向・習・処> 1124
ハルシオン錠0.25mg ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ 睡眠導入剤

(アストラゼネカ) <処> 2290

パルミコート200μgﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ ドライパウダー吸入式ステロ
イド剤

(小野) <処> 3999
フオイパン錠100mg ﾒｼﾙ酸ｶﾓｽﾀｯﾄ 蛋白分解酵素阻害剤

(大鵬薬品) <劇・処> 4223
フトラフール坐剤750mg ﾃｶﾞﾌｰﾙ 代謝拮抗剤

(トーアエイヨー) 1319
フラビタン点眼液 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾞ 補酵素型ビタミンB2製剤

(ＧＳＫ) <処> 2290
フルタイド100ロタディスク ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ 吸入ステロイド喘息治療剤

(帝人ファーマ) <劇・処> 2691
ボンアルファハイ軟膏 ﾀｶﾙｼﾄｰﾙ 活性型VD3尋常性乾癬治療剤

(大鵬薬品) <劇> 2646
メサデルムローション ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 外用副腎皮質ホルモン剤

(ヤンセン) <劇・処> 1179
リスパダール内用液1mL ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 抗精神病剤
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6.取扱中止医薬品

医薬品名 組成 薬効
(テルモ) <劇・処> 1233

アトワゴリバース静注シリンジ 配合剤 副交感神経興奮剤

(中外) <劇> 3112

アルファロールカプセル0.5μg ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1α-ＯＨ-Ｄ３製剤

(日医工) 2649

アンダームクリーム5% ﾌﾞﾌｪｷｻﾏｸ 非ステロイド性抗炎症外用剤

(日医工) 2649

アンダーム軟膏5% ﾌﾞﾌｪｷｻﾏｸ 非ステロイド性抗炎症外用剤

(協和発酵ｷﾘﾝ) <生・劇・処> 3999
エスポー皮下用12000 ｴﾎﾟｴﾁﾝα(遺伝子組換え) ヒトエリスロポエチン製剤

(中外) <生・劇・処> 3999
エポジン注シリンジ750 ｴﾎﾟｴﾁﾝβ(遺伝子組換え) ヒトエリスロポエチン製剤

(中外) <生・劇・処> 3999
エポジン注シリンジ1500 ｴﾎﾟｴﾁﾝβ(遺伝子組換え) ヒトエリスロポエチン製剤

(中外) <生・劇・処> 3999
エポジン注シリンジ6000 ｴﾎﾟｴﾁﾝβ(遺伝子組換え) ヒトエリスロポエチン製剤

(第一三共) <処> 6241
クラビット錠100mg ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 広範囲経口抗菌製剤

(科研) <処> 1319
コリマイC点眼液 配合剤 眼科用抗生物質

(東豊) 2652
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 ｻﾘﾁﾙ酸 寄生性皮膚疾患剤

(参天) <劇・指・処> 1317
サンテマイシン点眼液 硫酸ﾐｸﾛﾉﾏｲｼﾝ アミノ糖系抗生物質点眼剤

(ヤンセン) <劇・麻・処> 8219
デュロテップMTパッチ16.8mg ﾌｪﾝﾀﾆﾙ 桂皮吸収型持続性疼痛治療剤

(中外) <劇・指> 1149
チルコチル錠20mg ﾃﾉｷｼｶﾑ 持続性消炎・鎮痛剤

(協和発酵ｷﾘﾝ) <指・処> 1164
ドパール細粒99.5% ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ 抗パーキンソン剤

(第一三共) 2241
フスタギン末 ｼｬｾﾞﾝｿｳｴｷｽ 鎮咳去たん剤

(アステラス) <処> 2149
ミカルディス錠20mg ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 持続性AT1受容体ブロッカー

(持田) <生・処> 3999
ミラクリッド注射液5万単位 ｳﾘﾅｽﾀﾁﾝ 多価・酵素阻害剤

(大塚製薬) <処> 7290

ユービット顆粒分包100mg 尿素(13C) ヘリコバクター・ピロリ感染
診断用材
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