
第41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29年 6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
(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

(ﾏﾙﾎ) 3999 1ｷｯﾄ 内科
コセンティクス皮下注150㎎ペン ｾｸｷﾇﾏﾌﾞ その他の代謝性医薬品 ¥73,132.00 大橋

(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

医薬品名

内科
榛葉
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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

(大塚) 1139 1瓶 内科
★ イーケプラ点滴静注用500mg ﾚﾍﾞﾁﾗｾﾀﾑ 抗てんかん剤 ¥1,978.00 大橋

(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) 3929 1錠 内科
★ エクジェイド懸濁用錠125mg ﾃﾞﾌｪﾗｼﾛｸｽ 解毒剤 ¥1,194.80 大橋

(MSD) 6250 1錠 内科
★ エレルサ錠50mg ｴﾚﾊﾞｽﾋﾞﾙ 抗ウイルス剤 ¥26,900.50 鮫島

(ﾌﾞﾘｽﾄﾙ) 3999　他に分類されない 1ｷｯﾄ 内科
オレンシア皮下注 125mg ｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ1mLｱﾊﾞﾀｾﾌﾟﾄ その他の代謝性医薬品 ¥28,233.00 大橋

（MSD） 6250 1錠 内科
★ グラジナ錠50mg ｸﾞﾗｿﾞﾌﾟﾚﾋﾞﾙ 抗ウイルス剤 ¥9,607.30 鮫島

（GSK） 6139 1ｇ 小児科
☆ クラバモックス小児用配合DS ｱﾓｷｼｼﾘﾝ、ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘｳﾑ グラム陽性・陰性菌に作用 ¥219.60 深澤

（ｷｯｾｲ） 3969 1錠 内科
☆ グルベス配合錠 ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞ10mg ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ0.2mg 糖尿病用剤 ¥51.40 榛葉

(ﾘﾘｰ) 1瓶
★ サイラムザ点滴静注液　100mg ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ 4291 ¥75,265.00
用 　　　　　　　　　　　　　　　500mg 抗悪性腫瘍剤 ¥355,450.00

（武田） 3969 1錠 内科
ザファテック錠 100mg ﾄﾚﾗｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 糖尿病用剤 ¥1,045.10 榛葉・高橋

(GSK) 6290 1袋5mL 内科
サムチレール 内用懸濁液 15%(5mL) ｱﾄﾊﾞｺﾝ 化学療法剤 ¥1,727.60 大橋

(ﾄｰﾜ) 2325 1ｇ 小児科
☆ シメチジン細粒20% ｼﾒﾁｼﾞﾝ H2遮断剤 ¥6.20 深澤

(ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) 2259 60吸入1ｷｯﾄ 内科
スピオルトﾚｽﾋﾟﾏｯﾄ 60吸入 ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ・ｵﾛﾀﾞﾃﾛｰﾙ 呼吸器官用薬 ¥8,401.20 穂積

(ﾂﾑﾗ) 5200 1ｇ 脳外科
☆ ﾂﾑﾗ26桂枝加竜骨牡蛎湯 エキス顆粒 漢方製剤 漢方製剤 ¥8.80 北濱

(ﾂﾑﾗ) 5200 1ｇ 脳外科
☆ ﾂﾑﾗ88二朮湯 エキス顆粒 漢方製剤 漢方製剤 ¥11.90 北濱

(大日本住友) 2499　他の分類されない 1ｷｯﾄ 内科
トルリシティ皮下注 0.75mgアテオス ﾃﾞｭﾗｸﾞﾙﾁﾄﾞ ホルモン剤 ¥3,586.00 榛葉・高橋

(ｻﾜｲ) 2123 1錠 内科
ビソプロロール ﾌﾏﾙ酸塩錠 0.625mg ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ ﾌﾏﾙ酸塩 β-遮断剤 ¥9.90 山下

(meiji　Seika) 4490 1錠 耳鼻科
☆ ビラノア錠 20mg ﾋﾞﾗｽﾁﾝ アレルギー用薬 ¥79.70 峯田

(ｻﾉﾌｨ) 1瓶
★ ファブラザイム点滴静注用　5㎎ ｱｶﾞﾙｼﾀﾞｰｾﾞβ 3959 ¥129,964.00

　　　　　　　　　　　　　　　　 35㎎ 酵素製剤 ¥726,768.00
（ｴｰｻﾞｲ） 1132 1瓶 小児科

★ ホストイン静注750mg(10mL) ﾎｽﾌｪﾆﾄｲﾝNa ヒダントイン系製剤 ¥6,361.00 深澤
(久光) 2649 1枚 整形外科

☆ モーラスパップXR 120mg ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 鎮痛･鎮痒･収斂･消炎剤 ¥40.20 花田
（ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ） 2492 1ｷｯﾄ 内科

ライゾデグ配合注 ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ ﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸﾞ(70%) ｱｽﾊﾟﾙﾄ(30%) すい臓ホルモン剤 ¥2,294.00 榛葉
（持田） 2399　他に分類されない 1錠

外科
小泉

リアルダ錠1200㎎ ﾒｻﾗｼﾞﾝ腸溶錠 消化器官用薬 ¥212.00 小泉
（MSD） 1179 1錠 内科

☆ レスリン錠 25mg ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ 精神神経用剤 ¥16.50 吉野
（ｱｽﾃﾗｽ） 2189 1ｷｯﾄ 内科

★ レパーサ皮下注140㎎ペン ｴﾎﾞﾛｸﾏﾌﾞ 高脂血症用剤 ¥22,978.00 坂本

外科
小泉

内科
坂本

医薬品名
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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
(沢井) 2123 1錠

アテノロール錠25mg「サワイ」 アテノロール β-遮断薬 ¥5.80
《テノーミン錠25㎎から切り替え》

イフェンプロジル　　　　（沢井） 2190 1錠
　　　　　酒石酸塩錠20mg「サワイ」 イフェンプロジル酒石酸塩 循環器官用薬 ¥5.80

《セロクラール錠20㎎から切り替え》
(ﾌｧｲｻﾞｰ) 2144 1錠

イミダプリル塩酸塩錠5mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 イミダプリル塩酸塩錠 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻害剤 ¥24.50
《タナトリル錠5㎎から切り替え》

(武田薬品) カンデサルタン 2149 1錠
カムシア配合錠HD「あすか」 アムロジピン 血圧降下剤 ¥62.10

《ユニシアHDから切り替え》
(武田薬品) 2491 1錠

カリジノゲナーゼ錠50単位「テバ」 カリジノゲナーゼ 循環ホルモン剤 ¥5.80
《カルナクリン錠50から切り替え》
カルバゾクロム　　　　　　　　(日医工) カルバゾクロム 3321 1錠
　スルホン酸ナトリウム錠30mg｢日医工｣ 　　スルホン酸ナトリウム カルバゾクロム系製剤 ¥5.60

《アドナ錠30㎎から切り替え》
(東和) 1錠

グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」 3961 ¥9.60
グリメピリドOD錠1mg「トーワ」 グリメピリド スルフォニル尿素系製剤 ¥9.90

《アマリールOD錠0.5㎎・1㎎から切り替え》
(共和薬品) 1139 1錠

ゾニサミド錠100mg「アメル」 ゾニサミド錠100mg「アメル」抗てんかん剤 ¥18.10
《エクセグラン錠100㎎から切り替え》

(沢井) 4490 1Cap
プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」プランルカス アレルギー用剤 ¥28.70

《オノンカプセル112.5㎎から切り替え》
(持田) 3160 1錠

メナテトレノンカプセル15mg「KTB」 メナテトレノン ビタミン剤 ¥17.50
《グラケーカプセル15㎎から切り替え》

(meijiSeika) 4490 1錠
モンテルカストOD錠10mg「明治」 モンテルカスト アレルギー用剤 ¥81.40

《キプレス錠10㎎から切り替え》
(わかもと) 1319 1mL

プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」プラノプロフェン 眼科用剤 ¥21.30
《二フラン点眼液0.1％から切り替え》

(杏林) 1315 1mL
フルオロメトロン0.1%点眼液T フルオロメトロン 眼科用コルチゾン製剤 ¥17.60

《フルメトロン点眼液0.1％から切り替え》
(meijiSeika) 2260 1mL

ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 ポビドンヨード 含嗽剤 ¥2.30
《イソジンガーグル液7％から切り替え》

(meijiSeika) 2612 10ｇ
ポビドンヨードゲル10%「明治」 ポビドンヨード ヨウ素化合物 ¥41.40

《イソジンゲル10％から切り替え》
(meijiSeika) 2612 10ｍL

ポビドンヨード外用液10%「明治」 ポビドンヨード ヨウ素化合物 ¥11.80
《イソジン液10％から切り替え》

(日本点眼薬) 1319 1mL
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」 レボフロキサシン 眼科用剤 ¥26.60

《クラビット点眼液1.5％から切り替え》
カルバゾクロムスルホン酸　　(日医工) カルバゾクロム 3321 1管
　ナトリウム静注液100mg「日医工」 　　スルホン酸ナトリウム カルバゾクロム系製剤 ¥56.00

《アドナ注（静脈用）100㎎から切り替え》
(ﾃﾙﾓ) 微量元素（鉄、亜鉛、銅、 3229 1管

エレジェクト注シリンジ 　マンガン、ヨウ素） 無機質製剤 ¥193.00
《エレメンミック注キットから切り替え》

(ﾆﾌﾟﾛ) 2329 1瓶
オメプラゾール注用20mg「NP」 オメプラゾール 消化性潰瘍用剤 ¥265.00

《オメプラール注20㎎から切り替え》

医薬品名
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(日新) 3327 1管
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 トラネキサム酸 抗プラスミン剤 ¥68.00

《トランサミン注10％/10ｍLから切り替え》
(東和) ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ、ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩酸塩3179 1管

リメファー3B注射液 ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ酢酸塩 混合ビタミン剤 ¥57.00
《ネオラミン3B液（静注用）から切り替え》

(東和) 8219 1瓶
レミフェンタニル静注用5㎎ レミフェンタニル塩酸塩 合成麻薬 ¥2,684.00

《アルチバ静注用5㎎から切り替え》

4.院外のみへ採用移行医薬品

医薬品名 組成 薬効
（ﾊﾞｲｴﾙ） 2129

アスペノンカプセル10㎎ アプリジン塩酸塩 不整脈用剤

（田辺三菱） カルバゾクロム 3321

アドナ錠30㎎ 　　スルホン酸ナトリウム カルバゾクロム系製剤

（ｱｽﾃﾗｽ） 3961

アマリール錠OD　0.5㎎・1㎎ グリメピリド スルフォニル尿素系製剤

（日本新薬） 2590　泌尿生殖器官

ウロカルン錠225㎎ ウラジロガシエキス 　および肛門用薬

（大日本住友） 1139

エクセグラン錠100㎎ ゾニサミド 抗てんかん剤

（小野） 4490

オノンカプセル112.5㎎ プランルカス アレルギー用剤

（三和化学） 2491

カルナクリン錠50 カリジノゲナーゼ 循環ホルモン剤

（杏林） 4490

キプレス錠10㎎ モンテルカスト アレルギー用剤

（ｴｰｻﾞｲ） 3160

グラケーカプセル15㎎ メナテトレノン ビタミン剤

（大塚） 2139

サムスカ錠15㎎ トルバプタン 利尿剤

（ｻﾉﾌｨ） 2190

セロクラール錠20㎎ イフェンプロジル酒石酸塩 循環器官用薬

（武田） アスピリン 3399

タケルダ配合錠 ランソプラゾール 血液・体液用薬

（田辺三菱） 2144

タナトリル錠5㎎ イミダプリル塩酸塩錠 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻害剤

（沢井） 2590　泌尿生殖器官

タムスロシンOD錠0.1㎎ タムスロシン 　および肛門用薬

（ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ） 2123

テノーミン錠25㎎ アテノロール β-遮断薬

（ｱﾙﾌﾚｯｻﾌｧｰﾏ） 1174

トフラニール錠10㎎ イミプラミン イミプラミン系製剤

（武田） カンデサルタン 2149

ユニシア配合錠HD アムロジピン 血圧降下剤

（三和化学） 2649

ＭＳ冷湿布 サリチル酸　etc 鎮痛･鎮痒･収斂･消炎剤

（ﾑﾝﾃﾞｨﾌｧｰﾏ） 2612

イソジン液10％ ポビドンヨード ヨウ素化合物

（ﾑﾝﾃﾞｨﾌｧｰﾏ） 2612

イソジンガーグル液7％ ポビドンヨード ヨウ素化合物

（ﾑﾝﾃﾞｨﾌｧｰﾏ） 2612

イソジンゲル10％ ポビドンヨード ヨウ素化合物

（第一三共） 1319

クラビット点眼液1.5％ レボフロキサシン 眼科用剤

（千寿） 1319

ニフラン点眼液0.1％ プラノプロフェン 眼科用剤

（参天） 1315

フルメトロン点眼液0.1％ フルオロメトロン 眼科用コルチゾン製剤

（ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ） 2492

レベミル注イノレット インスリン　デテミル すい臓ホルモン

4 / 5 ページ



5.取扱中止医薬品

医薬品名 組成 薬効
（田辺三菱） 8114

ピーガード錠20㎎ モルヒネ硫酸塩 モルヒネ系製剤

（田辺三菱） カルバゾクロム 3321

アドナ注（静脈用）100㎎ 　　スルホン酸ナトリウム カルバゾクロム系製剤

（ｴｲﾜｲﾌｧｰﾏ） 微量元素（鉄、亜鉛、銅、 3229

エレメンミック注キット 　マンガン、ヨウ素） 無機質製剤

（ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ） 2329

オメプラール注20㎎ オメプラゾール 消化性潰瘍用剤

（第一三共） 3327

トランサミン注10％　10ｍL トラネキサム酸 抗プラスミン剤

（日本化薬） ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ、ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩酸塩3179

ネオラミンスリービー液（静注用） ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ酢酸塩 混合ビタミン剤
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