
第24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２２年５月２５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
(ゼリア) <処> 2399 1錠 外科

アサコール錠400mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ 潰瘍性大腸炎治療剤 ¥86.50 小泉
(ノバルティス) <処> 3969 1錠 内科

エクア錠50mg ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 糖尿病用剤 ¥104.70 高橋
(塩野義) <劇・麻・処> 8119 1g 麻酔科

オキノーム散0.5%　2g 塩酸ｵｷｼｺﾄﾞﾝ 癌疼痛治療剤 ¥130.40 松井
(明治製菓) <処> 6139 1g 耳鼻科

☆ オラペネム小児用細粒10% ﾃﾋﾞﾍﾟﾈﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ カルバペネム系抗生物質 ¥580.90 峯田
(小野) <処> 3969 1錠 内科

グラクティブ錠50mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 糖尿病用剤 ¥179.30 大橋
(万有) <処> 3969 1錠 内科

ジャヌビア錠25mg ﾘﾝ酸ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 糖尿病用剤 ¥96.10 大橋
(アステラス) <処> 2290 1ｷｯﾄ 内科

シムビコートタービュヘイラー60吸入 ﾌﾞﾃﾞｿﾆﾄﾞ･ﾌﾏﾙ酸ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙ その他の呼吸器官用薬 ¥5,836.40 原田
(塩野義) <劇・処> 3999 1錠 内科

★ ピレスパ錠200mg ﾋﾟﾙﾌｪﾆﾄﾞﾝ 抗繊維化剤 ¥676.40 貝田
(ファイザー) <劇・処> 6179 1錠 内科

ブイフェンド錠50mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ 深在性真菌症治療剤 ¥1,107.60 貝田
(シェリング・プラウ) <処> 3929 1瓶 麻酔科

ブリディオン静注200mg ｽｶﾞﾏﾃﾞｽｸﾅﾄﾘｳﾑ 解毒剤 ¥9,947.00 松井
(丸石) <劇・習・処> 1129 1瓶 麻酔科

プレセデックス静注液200μg「ﾏﾙｲｼ」 塩酸ﾃﾞｽｸﾒﾃﾞﾄﾐｼﾞﾝ α2作動性鎮静剤 ¥5,077.00 松井
(ワイス) <生・劇・処> 6311 小児科

プレベナー水性懸濁皮下注 沈降7価肺炎球菌結合型ﾜｸﾁﾝ 細菌ワクチン類 未収載 松下
(大鵬薬品) 2325 1錠 外科

★ プロテカジン錠10 ﾗﾌﾁｼﾞﾝ Ｈ２ブロッカー ¥45.20 齋藤
(ケミファ) <処> 3969 1錠 薬剤科

ボグリボースOD錠0.3mg「ｹﾐﾌｧ」 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 糖尿病食後過血糖改善剤 ¥29.20 松下
(アステラス) <劇・処> 3999 1錠 内科

☆ ボノテオ錠 ﾐﾉﾄﾞﾛﾝ酸水和物 骨粗鬆症治療剤 ¥133.70 大橋
(科研) 2649 1枚 内科

☆ ヤクバンテープ60mg ﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ 鎮痛･鎮痒･収斂･消炎剤 ¥29.50 大橋
(ノバルティス) <処> 2149 1錠 内科

ラジレス錠150mg ﾌﾏﾙ酸ｱﾘｽｷﾚﾝ 血圧降下剤 ¥161.80 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）

組成 薬効 薬価 申請者
(丸石) 3140 1ｇ 脳外科

アスコルビン酸「ﾏﾙｲｼ」 ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸 ビタミンＣ剤 ¥8.80 横山
(テルモ) <劇・処> 1233 1筒 麻酔

アトワゴリバース静注シリンジ6mL ﾒﾁﾙ硫酸ﾈｵｽﾁｸﾞﾐﾝ･硫酸ｱﾄﾛﾋﾟ 自律神経剤 ¥615.00 松井
(小野) <処> 2391 ｶﾌﾟｾﾙ 外科

イメンドカプセル80mg ｱﾌﾟﾚﾋﾋﾟﾀﾝﾄ その他の消化器官用薬 ¥3,380.90 小泉
(小野) <処> 2391 ｾｯﾄ 外科

イメンドカプセルセット ｱﾌﾟﾚﾋﾋﾟﾀﾝﾄ その他の消化器官用薬 ¥11,707.8 小泉
(大塚製薬) <処> 3215 1管 麻酔

大塚塩カル注2% 塩化ｶﾙｼｳﾑ カルシウム剤 ¥92.00 松井
(ＧＳＫ) <生・劇・処> 6313 婦人科

サーバリックス ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ様粒子ﾜｸﾁﾝ ワクチン類 未収載 佐倉
(アステラス) <劇・処> 1179 1錠 脳外科

★ セロクエル25mg錠 ﾌﾏﾙ酸ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 精神神経用剤 ¥47.40 横山
(ツムラ) 5200 1g 外科

ツムラ茵蔯蒿湯エキス顆粒 茵蔯蒿湯ｴｷｽ 漢方製剤 ¥9.50 小泉
(アストラゼネカ) <劇・習・処> 1119 1筒 麻酔

1%ディプリバン注-キット500mg ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ 全身麻酔剤 ¥2,569.00 松井
(興和創薬) <劇・処> 2160 1管 麻酔

ネオシネジンコーワ注1mg 塩酸ﾌｪﾆﾚﾌﾘﾝ 血管収縮剤 ¥63.00 松井
(ツムラ) <劇・指> 5900 1g 麻酔

☆ ブシ末（調剤用）｢ﾂﾑﾗ｣ 修治ﾌﾞｼ 漢方製剤 ¥14.10 松井
(日本化薬) <劇・処> 4234 1瓶 泌尿器科

ブレオ注射用30mg 塩酸ﾌﾞﾚｵﾏｲｼﾝ 抗腫瘍性抗生物質製剤 ¥11,450.00 吉村
(日本化薬) <劇・処> 4240 1ｶﾌﾟｾﾙ 内科

★ ラステットSカプセル50mg ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 抗腫瘍性植物成分製剤 ¥1,874.70 内山
(ＧＳＫ) <劇・処> 1169 1錠 脳外科

☆ レキップ錠1mg 塩酸ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ 抗パーキンソン剤 ¥198.80 横山
(鳥居) <劇・処> 1190 1ｶﾌﾟｾﾙ 内科

レミッチカプセル2.5μg 塩酸ﾅﾙﾌﾗﾌｨﾝ その他の中枢神経系用薬 ¥1,745.10 高橋

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
(大塚製薬) <処> 3253 1袋 内科

アミノレバン点滴静注500mL 肝不全用ｱﾐﾉ酸製剤 たん白アミノ酸製剤 ¥925.00 高橋

(大塚製薬) <処> 3259 ｷｯﾄ 内科
エルネオパ1号輸液1000mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝ たん白アミノ酸製剤 ¥1,672.00 高橋

(大塚製薬) <処> 3259 ｷｯﾄ 内科
エルネオパ1号輸液1500mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝ たん白アミノ酸製剤 ¥2,119.00 高橋

《ネオパレン1号輸液1500mLから切り替え》
(大塚製薬) <処> 3259 ｷｯﾄ 内科

エルネオパ2号輸液1000mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝ たん白アミノ酸製剤 ¥1,801.00 高橋

(大塚製薬) <処> 3259 ｷｯﾄ 内科
エルネオパ2号輸液1500mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝ たん白アミノ酸製剤 ¥2,293.00 高橋

(第一三共) <処> 7219 1筒 内科
オムニパーク350注シリンジ100mL ｲｵﾍｷｿｰﾙ Ｘ線造影剤 ¥13,782.00 内山

《イオパミロン注370シリンジから切り替え》
(ファイザー) <処> 6149 1瓶 内科

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 抗生物質 ¥2,103.00 原田
《ジスロマック錠250mgから切り替え》

(ヤンセン) <劇・麻・処> 8219 1管 麻酔
フェンタニル注射液0.1mg「ﾔﾝｾﾝ」 ｸｴﾝ酸ﾌｪﾝﾀﾆﾙ 合成麻薬 ¥245.00 松井

《第一三共から切り替え》
(ヤンセン) <劇・麻・処> 8219 1管 麻酔

フェンタニル注射液0.25mg「ﾔﾝｾﾝ」 ｸｴﾝ酸ﾌｪﾝﾀﾆﾙ 合成麻薬 ¥584.00 松井
《第一三共から切り替え》

(杏林) <処> 2399 1錠 外科
ペンタサ錠500mg ﾒｻﾗｼﾞﾝ その他の消化器官用薬 ¥118.80 小泉

《ペンタサ錠250mgから切り替え》
(アステラス) <特・処> 7990 4瓶1組 外科

ボルヒール組織接着用1mL ﾌｨﾌﾞﾘﾝ加第Ⅷ因子 他の医薬品 ¥15,970.10 小泉
《ペリプラストPコンビセット1mLから切り替え》

(アステラス) <特・処> 7990 4瓶1組 外科
ボルヒール組織接着用3mL ﾌｨﾌﾞﾘﾝ加第Ⅷ因子 他の医薬品 ¥45,092.80 小泉

《ペリプラストPコンビセット3mLから切り替え》
(杏林) 2233 1錠 耳鼻科

ムコダイン錠500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 去たん剤 ¥19.60 峯田
《ムコダイン錠250mgから切り替え》

(ノボ) <劇・処> 2492 1ｷｯﾄ 内科
レベミル注イノレット ｲﾝｽﾘﾝ ﾃﾞﾃﾞﾐﾙ その他のホルモン剤 ¥2,334.00 高橋

《イノレットN注から切り替え》
(東和) <処> 6241 1mL 外科

レボフロキサシン内用液25mg/mL「ﾄｰﾜ」ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 合成抗菌剤 ¥40.40 大石
《レボフロキサシン細粒から切り替え》

《ネオパレン1号輸液1000mLから切り替え》

《ネオパレン2号輸液1500mLから切り替え》

《ネオパレン2号輸液1000mLから切り替え》

医薬品名

《モリヘパミン点滴静注から切り替え》
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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
(メルクセローノ) <生・劇・処> 4291 1瓶

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

(日本ベーリンガー) <処> 2259 1g
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 臭化ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ水和物 長時間作用型吸入気管支拡張剤 ¥374.20

(ノボ) <処> 2412 1ｷｯﾄ
ノルディトロピンノルディフレックス注10mgｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ(遺伝子組換え) ヒト成長ホルモン製剤 ¥103,013

(協和発酵キリン) <劇・処> 4223 1g
★ ５－ＦＵ軟膏5%協和 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 抗腫瘍剤 ¥374.20

(沢井) 2325 1錠
ファモチジンＤ錠10mg｢ｻﾜｲ｣ ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ Ｈ２受容体拮抗剤 ¥12.40

(第一三共) <生・劇・処> 6399 1瓶
フェロン注射用300万 ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝﾍﾞｰﾀ 天然型インターフェロンβ製剤 ¥23,938.00

(大塚製薬) 3399 1錠
プレタールＯＤ錠100mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 抗血症版剤 ¥189.50

(日医工) <劇・処> 1147 1個
メリカット坐剤50mg ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 鎮痛・解熱・抗炎症剤 ¥24.50

(田辺三菱) <処> 1190 1ｷｯﾄ
ラジカット点滴静注バッグ30mg ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ 脳保護剤 ¥8,228.00

《IFNβモチダ注射用300万単位から切り替え》

医薬品名

《メクロフェン50mgから切り替え》

《患者限定》

《プレタール錠100mgから切り替え》

《用時購入》

《スピリーバ吸入用カプセル18μgから切り替え》

《患者限定》

《ガスポートＤ錠10mgから切り替え》

《ラジカット30mgから切り替え》
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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
(ノボ) <劇・処> 2492

イノレットN注 ﾋﾄｲﾝｽﾘﾝ(遺伝子組換え) その他のホルモン剤
(中外) <劇・処> 3961

オイグルコン錠2.5mg ｸﾞﾘﾍﾟﾝｸﾗﾐﾄﾞ 糖尿病用剤
(大洋) 2325

ガスポートＤ錠10mg ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ Ｈ２受容体拮抗剤
(ファイザー) <処> 6149

ジスロマック250mg ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 抗生物質
(日本ベーリンガー) <処> 2259

スピリーバ吸入用カプセル18μg 臭化ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ水和物 長時間作用型吸入気管支拡張剤

(ケミファ) <処> 6132
セクロダン細粒200 ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 抗生物質

(シェリング・プラウ) <処> 2459
セレスタミン錠 ﾍﾞﾒﾀｿﾞﾝ･d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 副腎ホルモン剤

(ツムラ) 5200
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 八味地黄丸ｴｷｽ 漢方製剤

(ツムラ) 5200
ツムラ桂枝茯芩丸エキス顆粒 桂枝茯芩丸ｴｷｽ 漢方製剤

(ツムラ) 5200
ツムラ温清飲エキス顆粒 温清飲ｴｷｽ 漢方製剤

(ツムラ) 5200
ツムラ柴朴湯エキス顆粒 柴朴湯ｴｷｽ 漢方製剤

(インテンディス) <劇> 2559
ネリプロクト坐剤 吉草酸ｼﾞﾌﾙｺﾙﾄﾛﾝ･ﾘﾄﾞｶｲﾝ 痔疾用剤

(日医工) <処> 6241
ノフロキサン錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 合成抗菌剤

(GSK) <処> 6119
バクトロバン鼻腔用軟膏2% ﾑﾋﾟﾛｼﾝｶﾙｼｳﾑ水和物 抗生物質

(ファイザー) <劇・処> 2129
ピメノールカプセル50mg 塩酸ﾋﾟﾙﾒﾉｰﾙ 不整脈用剤

(GSK) <処> 2290
フルタイド５０ロタディスク ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ その他の呼吸器官用薬

(中外) <劇・処> 4223
フルツロンカプセル200 ﾄﾞｷｼﾌﾙﾘｼﾞﾝ 代謝拮抗剤

(大塚製薬) 3399
プレタール100mg ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 抗血症版剤

(杏林) <処> 2399
ペンタサ錠250 ﾒｻﾗｼﾞﾝ その他の消化器官用薬

(杏林) 2233
ムコダイン錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 去たん剤

(沢井) <処> 6241
レボフロキサシン細粒｢ｻﾜｲ｣ ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 合成抗菌剤
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6.取扱中止医薬品

医薬品名 組成 薬効
(持田) <生・劇・処> 6399

IFNβモチダ注射用300万単位 ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝﾍﾞｰﾀ 天然型インターフェロンβ製剤

(バイエル) <処> 7219
イオパミロン注370シリンジ ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ Ⅹ線造影剤

(協和発酵ｷﾘﾝ) <劇・処> 2119
イノバン注100mg 塩酸ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ 強心剤

(アステラス) <毒・処> 1224
スキサメトニウム注40｢AS｣ 塩化ｽｷｻﾒﾄﾆｳﾑ 筋弛緩剤

(塩野義) <劇・処> 2119
ドプロレックス注射液100mg 塩酸ﾄﾞﾌﾞﾀﾐﾝ 強心剤

(大塚製薬) <処> 3259
ネオパレン1号輸液1000mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝ たん白アミノ酸製剤

(大塚製薬) <処> 3259
ネオパレン1号輸液1500mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝ たん白アミノ酸製剤

(大塚製薬) <処> 3259
ネオパレン2号輸液1000mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝ たん白アミノ酸製剤

(大塚製薬) <処> 3259
ネオパレン2号輸液1500mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝ たん白アミノ酸製剤

(第一三共) <麻・劇・処> 8219
フェンタニル注射液0.1mg｢三共｣ ｸｴﾝ酸ﾌｪﾝﾀﾆﾙ 合成麻薬

(第一三共) <麻・劇・処> 8219
フェンタニル注射液0.25mg｢三共｣ ｸｴﾝ酸ﾌｪﾝﾀﾆﾙ 合成麻薬

(CSLベーリング) <処> 7990
ベリプラストPコンビセット1mL ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ加第Ⅷ因子 他の医薬品

(CSLベーリング) <処> 7990
ベリプラストPコンビセット3mL ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ加第Ⅷ因子 他の医薬品

(日医工) <劇・処> 1147
メクロフェン坐剤50 ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸ｣ﾅﾄﾘｳﾑ 鎮痛・解熱・抗炎症剤

(味の素製薬) <処> 3253
モリヘパミン点滴静注500mL 配合剤 肝不全用アミノ酸製剤

(田辺三菱) <処> 1190
ラジカット注30mg ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ 脳保護剤

(万有) <処> 6123
硫酸ｱﾐｶｼﾝ注射液100mg「萬有」 硫酸ｱﾐｶｼﾝ 抗生物質
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