
第42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30年 2月 6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
(塩野義) 2359 1錠 小泉

ｽｲﾝﾌﾟﾛｲｸ錠0.2mg ﾅﾙﾃﾞﾒｼﾞﾝﾄｼﾙ 下剤・浣腸剤 ¥272.10 北濱
(EAﾌｧｰﾏ) 2399　他に分類されない １缶 小泉

ﾚｸﾀﾌﾞﾙ2mg 注腸ﾌｫｰﾑ14回 ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ 消化器官用薬 ¥6,940.60 北濱
(ﾏﾙﾎ) 2699　他に分類されない 1ｇ 皮膚科

☆ ﾏｰﾃﾞｭｵｯｸｽ軟膏 ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 外皮用薬 ¥231.00 飯田
(ﾏﾙﾎ) 6250 1錠 皮膚科

ｱﾒﾅﾘｰﾌ錠200mg ｱﾒﾅﾒﾋﾞﾙ 抗ウイルス剤 ¥1,469.70 飯田
用 （ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ） 2290 1瓶 皮膚科
★ ｿﾞﾚｱ皮下注150mg ｵﾏﾘｽﾞﾏﾌﾞ 呼吸器官用剤 ¥45,578.00 飯田

（塩野義） 6132 1ｇ 小児科
☆ L-ｹﾌﾚｯｸｽ 小児用顆粒 ｾﾌｧﾚｷｼﾝ セフェム系抗生物質製剤 ¥70.10 深澤

(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) 3969 1錠
☆ ｴｸﾒｯﾄ配合錠HD ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 糖尿病用剤 ¥85.20

(武田) 3969 1錠 内科
☆ ｲﾆｼﾝｸ配合錠 ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ/ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ 糖尿病用剤 ¥174.20 高橋

(大塚) 3999　他に分類されない 1筒 内科
★ ｴﾙｶﾙﾁﾝFF静注 1000mgｼﾘﾝｼﾞ ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ その他の代謝性医薬品 ¥1,035.00 高橋

(ﾌｧｲｻﾞｰ) 1錠
☆ ﾁｬﾝﾋﾟｯｸｽ錠0.5mg 7990　他に分類されない ¥136.40

　　　　　　　　　1mg ﾊﾞﾚﾆｸﾘﾝ 治療を目的としない医薬品 ¥244.20
(GSK) 6139　その他の主として 1錠 家庭医療

☆ ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠 250RS ｱﾓｷｼｼﾘﾝ ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸 グラム陽性・陰性菌に作用 ¥36.10 吉野
(ﾌｧｲｻﾞｰ) 1179 1錠 家庭医療

☆ ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ錠OD錠 25mg ｾﾙﾄﾗﾘﾝ 精神神経用剤 ¥93.50 吉野
(GSK) 3999　他に分類されない 1ｷｯﾄ 内科

☆ ﾍﾞﾝﾘｽﾀ皮下注200mg ｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ ﾍﾞﾘﾑﾏﾌﾞ その他の代謝性医薬品 ¥24,547.00 大橋
(ｱｽﾃﾗｽ) 2189 1ｷｯﾄ 内科

☆ ﾚﾊﾟｰｻ皮下注420mg ｵｰﾄﾐﾆﾄﾞｰｻﾞｰ ｴﾎﾞﾛｸﾏﾌﾞ 高脂血症用剤 ¥44,481.00 大橋
用 (中外) 3999　他に分類されない 1ｷｯﾄ 整形外科
★ ﾎﾞﾝﾋﾞﾊﾞ静注 1mgｼﾘﾝｼﾞ ｲﾊﾞﾝﾄﾞﾛﾝ酸 その他の代謝性医薬品 ¥5,059.00 小早川
用 (旭化成ﾌｧｰﾏ) 3999　他に分類されない 1瓶 内科
★ ﾘｸﾗｽﾄ点滴静注液 5mg/100mL ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝ酸 その他の代謝性医薬品 ¥39,485.00 大橋

(ｲｰﾗｲﾘﾘｰ)
オルミエント錠2㎎ 3999　他に分類されない ¥2,694.40
　　　　　　　　 4㎎ ﾊﾞﾘｼﾁﾆﾌﾞ その他の代謝性医薬品 ¥5,223.00

医薬品名

内科
榛葉

家庭医療
吉野

内科
大橋
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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
(ツムラ) 5200 1ｇ 脳外科

☆ ﾂﾑﾗ30真武湯ｴｷｽ顆粒 (医療用) 漢方製剤 漢方製剤 ¥9.10 北濱
(ツムラ) 5200 1ｇ 脳外科

☆ ﾂﾑﾗ127麻黄附子細辛湯 ｴｷｽ顆粒(医療用)漢方製剤 漢方製剤 ¥19.30 北濱
(沢井) 1124 1錠 脳外科

トフィソパム錠50mg ﾄﾌｨｿﾊﾟﾑ ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞｱｾﾞﾋﾟﾝ系製剤 ¥5.80 北濱
(MSD) 1錠

☆ マリゼブ錠12.5㎎ 3969 ¥543.30
　　　　　　　25㎎　　　　　 ｵﾏﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 糖尿病用剤 ¥1,015.30

（久光） 2649 1枚 内科
☆ モーラスパップXR240mg ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 ¥61.50 榛葉

（ｻﾉﾌｨ） 3969 1錠 内科
☆ アプルウェイ錠20mg ﾄﾎｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ 糖尿病用剤 ¥203.90 榛葉

（EN大塚製薬） 3259 10ｇ 小児科
ラコールNF配合経腸半固形剤 経腸栄養剤（半固形ﾀｲﾌﾟ） タンパクアミノ酸製剤 ¥10.90 深澤

（小野薬品） 3999 1瓶 内科
★ パーサビブ静注透析用 5mg ｴﾃﾙｶﾙｾﾁﾄﾞ その他の代謝性医薬品 ¥1,283.00 高橋

(ｱｽﾃﾗｽ) 2399 1錠 内科
リンゼス錠0.25㎎ ﾘﾅｸﾛﾁﾄﾞ 消化器官用薬 ¥92.40 鮫島・近藤

(武田) 2189 1包 内科
☆ ロトリガ粒状カプセル　2ｇ EPA・DHA 高脂血症用剤 ¥261.10 鮫島・近藤

(第一三共) 1錠
オキシコドン徐放錠5㎎ ¥101.80 薬剤科
　　　　　　　　　　　　10㎎ 9119 ¥187.20 松下
　　　　　　　　　　　　20㎎ ｵｷｼｺﾄﾞﾝ あへんアルカロイド系麻薬 ¥344.60

(ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) 3399 1瓶 薬剤科
★ ブリズバインド静注液2.5ｇ ｲﾀﾞﾙｼｽﾞﾏﾌﾞ 血液・体液用薬 ¥199,924.00 松下

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
(長生堂) 2139 1錠

アゾセミド錠30mg「JG」 アゾセミド 利尿剤 ¥11.40
《ダイアート錠30㎎から切り替え》

　　　（DSPﾊﾞｲｵ） 2149 1錠
イルベサルタン錠100mg「DSPB」 イルベサルタン 血圧降下剤 ¥56.20

《イルベタン錠100㎎から切り替え》
(岡山大鵬) 1錠

エスワンタイホウ配合OD錠20mg テガフール・ギメラシル 4229 ¥279.60
エスワンタイホウ配合OD錠25mg オテラシルカリウム 代謝拮抗剤 ¥372.50

《ティーエスワンOD錠20㎎・OD錠25㎎から切り替え》
(第一三共ｴｽﾌｧ) 2149 1錠

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 オルメサルタン 血圧降下剤 ¥56.40
《オルメテックOD錠20㎎から切り替え》

(共和) 1139 1錠
カルバマゼピン錠200mg「アメル」 カルバマゼピン 抗てんかん剤 ¥7.20

《テグレトール錠200㎎から切り替え》
(共和) 3112 1錠

カルフィーナ錠0.25μg アルファカルシドール 合成ﾋﾞﾀﾐﾝD製剤 ¥5.80
《ワンアルファ錠0.25μℊから切り替え》

(沢井) 2149 1錠
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 カルベジロール 血圧降下剤 ¥9.90

《アーチスト錠2.5mgから切り替え》
　　　　　　(沢井) 1179 1錠

クロチアゼパム錠5mg 「サワイ」 クロチアゼパム 精神神経用剤 ¥5.60
《リーゼ錠5㎎から切り替え》

　　　　　　(武田ﾃﾊﾞ) 6216 1錠
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「テバ」サラゾスルファピリジン サルファ剤 ¥24.80

《アザルフィジンEN錠500㎎から切り替え》

医薬品名

医薬品名

内科
榛葉
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(東和) 1cap
シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」 3999　他に分類されない ¥94.20
　　　　　　　　　　　50mg「トーワ」 シクロスポリン 代謝性医薬品 ¥173.40

《ネオーラルcap25㎎・50㎎から切り替え》
(沢井) 2171 1錠

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg ジルチアゼム 冠血管拡張剤 ¥13.30
《ヘルベッサーRcap100㎎から切り替え》

(武田ﾃﾊﾞ) 2133 1錠
スピロノラクトン錠25mg「テバ」 スピロノラクトン 抗アルドステロン製剤 ¥5.60

《アルダクトンA錠25㎎から切り替え》
(鶴原) スルファメトキサゾール 6290 1錠

ダイフェン配合錠 トリメトプリム 化学療法剤 ¥14.90
《バクタ配合錠から切り替え》

(日医工) 1249 1錠
チザニジン錠1mg 「日医工」 チザニジン 鎮けい剤 ¥5.80

《テルネリン錠1㎎から切り替え》
(日医工) 1169 1錠

ドパコール配合錠L100 レボドパ/カルビドパ 抗パーキンソン剤 ¥11.60
《ネオドパストン配合錠L100㎎から切り替え》

(東和) 1139 1錠
バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」 バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん剤 ¥11.40

《デパケンR錠200㎎から切り替え》
(帝人) 3949 1錠

フェブリク錠10㎎ フェブキソスタット 痛風治療剤 ¥32.00
《フェブリク錠20㎎規格追加》

(日医工) 4420 1錠
ブシラミン錠100mg「日医工」 ブシラミン 刺激療法剤 ¥24.70

《リマチル錠100㎎切り替え》
(共和) 1124 1錠

フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 フルニトラゼパム ベンゾジアゼピン系製剤 ¥5.60
《ロヒプノール錠1㎎から切り替え》

(武田ﾃﾊﾞ) 2171 1錠
ベラパミル塩酸塩錠40mg 「ﾀｲﾖｰ」 ベラパミル 冠血管拡張剤 ¥6.30

《ワソラン錠40㎎から切り替え》
(ﾌｧｲｻﾞｰ) 2190 1錠

ボセンタン錠62.5mg「ファイザー」 ボセンタン 循環器管用薬 ¥2,045.40
《トラクリア錠62.5㎎から切り替え》

(岡山大鵬) 3929 1錠
ホリナート錠 25mg 「タイホウ」 ホリナートカルシウム 解毒剤 ¥925.60

《ユーゼル錠25㎎から切り替え》
(沢井) 3969 1錠

ミグリトールOD錠50mg 「サワイ」 ミグリトール 糖尿病用剤 ¥21.10
《セイブル錠50㎎から切り替え》

(ﾌｧｲｻﾞｰ) 3999　他に分類されない 1cap
ミコフェノール酸モフェチルCap250mg「ファイザー」ミコフェノール酸モフェチル 代謝性医薬品 ¥148.70

《セルセプトCap250㎎から切り替え》
(第一三共) 3339 1錠

リクシアナOD錠60㎎ エドキサバントシル酸塩 血液凝固阻止剤 ¥545.60
《リクシアナ錠60㎎から切り替え》

(ﾌｧｲｻﾞｰ) １錠
リリカOD錠25㎎ 1190 ¥67.80
リリカOD錠75㎎ プレガバリン 中枢神経系用剤 ¥112.90

《リリカCap25㎎・75㎎から切り替え》
(鳥居) 1190 1錠

レミッチOD錠2.5μg ナルフラフィン 中枢神経系用剤 ¥1,346.30
《レミッチCap2.5μgから切り替え》

(ｹﾐﾌｧ) 2189 1錠
ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」 ロスバスタチン 高脂血症用剤 ¥25.20

《クレストール錠2.5㎎から切り替え》
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(富士製薬) 2634 1ｇ
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」 ゲンタマイシン硫酸塩 外用抗生物質製剤 ¥7.60

《ゲンタシン軟膏から切り替え》
　　(日東ﾒﾃﾞｨｯｸ) 1319 1mL

チモロールXE点眼液0.5% 「ニットー」 チモロール 眼科用剤 ¥296.00
《チモプトールXE点眼液0.5％から切り替え》

(ﾌｧｲｻﾞｰ) 1mL
ヒアルロン酸Na点眼液0.1％ 1319 ¥168.00
ヒアルロン酸Na点眼液0.3％ ヒアルロン酸ナトリウム 眼科用剤 ¥226.60

《ヒアレイン点眼液0.1％・0.3％から切り替え》
　　(日医工) 大腸菌死菌浮遊液 2559 1ｇ

ヘモポリゾン軟膏 ヒドロコルチゾンン 痔疾用剤 ¥16.10
《強力ポステリザン軟膏から切り替え》

(日新製薬) 1214 1mL
リドカイン塩酸塩ビスカス2% 「日新」 リドカイン塩酸塩 キシリジン系製剤 ¥4.40

《キシロカインビスカス2％から切り替え》
(千寿) 1319 1mL

レボカバスチン点眼液0.025%「TS」 レボカバスチン 眼科用剤 ¥87.50
《リボスチン点眼液0.025％から切り替え》

(大塚) 3999　他に分類されない 1管
エルカルチンFF静注用1000㎎シリンジ レボカルニチン 代謝性医薬品 ¥1,035.00

《エルカルチンFF静注用1000㎎から切り替え》
(沢井) 2190 1管

オザグレルNa注射液40mgシリンジ「サワイ」オザグレルナトリウム 循環器管用薬 ¥856.00
《キサンボンS注射液40mgから切り替え》

(沢井) 2133 1管
カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」カンレノ酸カリウム 抗アルドステロン製剤 ¥138.00

《ソルダクトン静注100㎎から切り替え》
(沢井) 2171 1管

ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」ジルチアゼム塩酸塩 冠血管拡張剤 ¥430.00
《ヘルベッサー注50㎎から切り替え》

(Meiji) 1瓶
スルバシリン静注用1.5g アンピシリンナトリウム 6139　主としてグラム陽性・ ¥335.00
スルバシリン静注用3g スルバクタムナトリウム 陰性菌に作用するもの ¥391.00

《ユナシンS静注用1.5ｇﾊﾞｲｱﾙ・3ｇバッグから切り替え》
(日興製薬) 1119 1mL

セボフルラン吸入麻酔液 「ニッコー」 セボフルラン 全身麻酔剤 ¥44.40
《セボフレン吸入麻酔液から切り替え》

(日医工) 2171 1瓶
ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」 ニコランジル 冠血管拡張剤 ¥2,089.00

《シグマート点滴静注用48㎎から切り替え》
(小野) 3999　他に分類されない 1瓶

パーサビブ静注透析用2.5㎎ エテルカルセチド 代謝性医薬品 ¥873.00
《パーサビブ静注透析用５㎎に規格追加》

(丸石) 1149 1管
ソセゴン注射液15㎎ ペンタゾシン 解熱鎮痛消炎剤 ¥65.00

《ペンタジン注射液15㎎から切り替え》
(武田ﾃﾊﾞ) 1124 1管

ミダゾラム注射液10mg「テバ」 ミダゾラム ベンゾジアゼピン系製剤 ¥69.00
《ドルミカム注射液10㎎から切り替え》

(丸石) 1229 1瓶
ロクロニウム臭化物静注液50mg「マルイシ」 ロクロニウム臭化物 骨格筋弛緩剤 ¥437.00

《エスラックス静注50㎎から切り替え》
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4.院外のみへ採用移行医薬品

医薬品名 組成 薬効
（第一三共） 2149

アーチスト錠2.5mg カルベジロール 血圧降下剤

（ﾌｧｲｻﾞｰ） 6216

アザルフィジンEN錠500mg サラゾスルファピリジン サルファ剤

（ﾌｧｲｻﾞｰ） 2133

アルダクトンA錠25mg スピロノラクトン 抗アルドステロン製剤

（塩野義） 2149

イルベタン錠100mg イルベサルタン 血圧降下剤

（高田） 2634

ｹﾞﾝﾀｼﾝ軟膏 ゲンタマイシン硫酸塩 外用抗生物質製剤

（第一三共） 2149

オルメテックOD錠20mg オルメサルタン 血圧降下剤

（吉田） 2344

酸化マグネシウム細粒0.6g 酸化マグネシウム 無機塩製剤

（第一三共） 2129

サンリズムCap25mg ピルシカイニド 抗不整脈剤

（三和化学） 3969

セイブル錠50mg ミグリトール 糖尿病用剤

（中外） 3999　他に分類されない

セルセプトカプセル250 ミコフェノール酸モフェチル 代謝性医薬品

（三和化学） 2139

ダイアート錠30mg アゾセミド 利尿剤

（三和化学） 2134

ダイアモックス錠250mg アセタゾラミド 炭酸脱水素酵素阻害剤

（参天） 1319

チモプトールXE点眼0.5% チモロール 眼科用剤

（参天） テガフール・ギメラシル 4229

ティーエスワン配合OD錠20・OD25 オテラシルカリウム 代謝拮抗剤

（田辺三菱） 1139

テグレトール錠200mg カルバマゼピン 抗てんかん剤

（協和発酵ｷﾘﾝ） 1139

デパケンR錠200mg バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん剤

（Meiji） 1179

デプロメール錠25mg フルボキサミン 精神神経用剤

（田辺三菱） 1249

テルネリン錠1mg チザニジン 鎮けい剤

（ｱｸﾃﾘｵﾝ） 2190

トラクリア錠 ボセンタン 循環器官用薬

（武田ﾃﾊﾞ） 1124

トリアゾラム錠0.125mg トリアゾラム ベンゾジアゼピン系製剤

（ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ）
ネオーラル25mgカプセル 3999　他に分類されない

　　　　　50mgカプセル シクロスポリン 代謝性医薬品

（第一三共） 1169

ネオドパストン錠100mg レボドパ/カルビドパ 抗パーキンソン剤

（塩野義） スルファメトキサゾール 6290

バクタ錠配合錠 トリメトプリム 化学療法剤

（参天） 1319

ヒアレイン点眼0.1％・0.3％ ヒアルロン酸ナトリウム 眼科用剤

（ﾌｧｲｻﾞｰ） 3112

ヒポテリオールCap0.25μg カルシトリオール 合成ﾋﾞﾀﾐﾝD製剤

（藤永） 1134

フェノバールエリキシル フェノバルビタール バルビツール酸系製剤

（ｴｰｻﾞｲ） 3222

フェロミア顆粒 クエン酸第一鉄ナトリウム 鉄化合物製剤
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（ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ） 3969

フォシーガ錠10mg ダパグリフロジン 糖尿病用剤

（三和化学） 2189

ペリシット錠250mg ニセリトロール 高脂血症用剤

（大鵬） 3929

ユーゼル錠25mg ホリナートカルシウム 解毒剤

（ｸﾞﾗｸｿ） 1139

ラミクタール錠100mg ラモトリギン 抗てんかん剤

（田辺三菱） 1179

リーゼ錠5mg クロチアゼパム 精神神経用剤

（参天） 1319

リボスチン点眼液0.025% レボカバスチン 眼科用剤

（あゆみ） 4420

リマチル錠100mg ブシラミン 刺激療法剤

（ｴｰｻﾞｲ） 1124

ロヒプノール錠１㎎ フルニトラゼパム ベンゾジアゼピン系製剤

（ｴｰｻﾞｲ） 2171

ワソラン錠40㎎ ベラパミル 冠血管拡張剤

（帝人） 3112

ワンアルファ錠0.25μｇ アルファカルシドール 合成ﾋﾞﾀﾐﾝD製剤

5.取扱中止医薬品

医薬品名 組成 薬効
（MSD） 1229

エスラックス ロクロニウム臭化物「マルイシ」骨格筋弛緩剤

（大日本住友） 8114

オプソ内服液5mg・10㎎ 塩酸モルヒネ モルヒネ系製剤

（塩野義） 8119

オキファスト注10㎎・50㎎ オキシコドン あへんアルカロイド系麻薬

（ｷｯｾｲ） 2190

キサンボンS注射液40mg オザグレルナトリウム 循環器管用薬

（ｱｽﾍﾟﾝ） 1214

キシロカインビスカス2％ リドカイン塩酸塩 キシリジン系製剤

（中外） 2171

シグマート注48mg ニコランジル 冠血管拡張剤

（丸石） 1119

セボフレン吸入麻酔液 セボフルラン 全身麻酔剤

（ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ） 2133

ソルダクトン静注用100mg カンレノ酸カリウム 抗アルドステロン製剤

（第一三共） 1124

ドルミカム注射液10mg ミタゾラム ベンゾジアゼピン系製剤

（日本化薬） 6139　主としてグラム陽性・

ユナシン-S静注用1.5g・3ｇﾊﾞｯｸﾞ アンピシリン/スルバクタム 陰性菌に作用するもの
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