
第34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26年5月15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) 1149 1g 内科

ＳＧ配合顆粒  ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ系 解熱鎮痛消炎剤 ¥11.10 鮫島

(ﾃﾙﾓ) 1141 1瓶 麻酔科
★アセリオ静注液  ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ ｱﾆﾘﾝ系製剤 ¥332.00 松井

(協和発酵ｷﾘﾝ) 1錠
アブストラル舌下錠　100μg  ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩 ¥581.80
　　　　　　　　　　200μg ¥811.90

(ｱｽﾃﾗｽ) 4291 1cap 泌尿器科

用 イクスタンジcap40mg  ｴﾝｻﾞﾙﾀﾐﾄﾞ 抗悪性腫瘍用剤 薬価未収載 吉村
(ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) 4291 1錠 泌尿器科

カソデックスOD錠80mg  ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 抗悪性腫瘍用剤 ¥910.40 吉村
(GSK) 4490 1mL 皮膚科

☆ザイザルシロップ0.05％  ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤 ¥19.60 飯田

(ﾌｧｲｻﾞｰ) 6112 1cap 内科
ダラシンcap150mg  ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ ﾘﾝｺｼﾝ系抗生物質製剤 ¥23.40 鮫島

(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 糖尿病用剤 ¥186.80 大橋

(大日本住友) 1169 1錠 脳外科
☆トレリーフ錠100mg  ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 ¥1,115.90 杉山

(ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ) 2492 1ｷｯﾄ 内科
ノボラピッド注フレスタッチ  ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄ すい臓ﾎﾙﾓﾝ剤 ¥2,385.00 大橋

(久光) 1枚
用 ノルスパンテープ 5mg 1149 ¥1,572.80 脳外科

　　　　　　　　10mg  ﾌﾞﾌﾟﾚﾉﾙﾌｨﾝ 解熱鎮痛消炎剤 ¥2,423.70 北浜

　　　　　　　　20mg ¥3,735.10
(ﾏﾙﾎ) 6250 1錠 皮膚科

ファムビル錠250mg  ﾌｧﾑｼｸﾛﾋﾞﾙ 抗ｳｲﾙｽ剤 ¥489.90 飯田

(鳥居) 2190 1錠 透析科

リオナ錠  ｸｴﾝ酸第二鉄 循環器用剤 ¥99.80 高橋
(武田) 1190 1錠 脳外科

☆レミニールOD錠12mg  ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ 中枢神経系用剤 ¥242.50 北浜
(武田) 2189 1包 内科

☆ロトリガ粒状cap2ｇ  ｵﾒｶﾞ-3脂肪酸ｴﾁﾙ 高脂血症用剤 ¥261.30 大橋

(ﾔﾝｾﾝ) 1枚
ワンデュロパッチ0.84mg 8219 ¥580.70 麻酔科
　　　　　　　　1.7mg  ﾌｪﾝﾀﾆﾙ 合成麻薬 ¥1,094.00 松井

　　　　　　　　3.4mg ¥2,039.10

外科
小泉

医薬品名

8219
合成麻薬
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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
(ｱﾎﾞｯﾄ) 2359 1cap 内科

アミティーザCap24μg ﾙﾋﾞﾌﾟﾛｽﾄﾝ 下剤・浣腸剤 ¥161.10 高橋
(ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ) 3999　他に分類 1筒 内科

オレンシア皮下注125mgｼﾘﾝｼﾞ ｱﾊﾞﾀｾﾌﾟﾄ されない代謝性医薬品 ¥27,947.00 大橋

(協和発酵ｷﾘﾝ) 3969 1錠 内科

オングリザ錠5㎎ ｻｷｻｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 糖尿病用剤 ¥149.30 高橋

用 (MSD) 6119　主としてｸﾞﾗﾑ 1瓶 内科

★キュビシン静注用350㎎ ﾀﾞﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ 陽性菌に作用するもの ¥13,530.00 大橋

(大塚) 2139 1錠 内科
用 サムスカ錠7.5㎎ ﾄﾙﾊﾞﾌﾟﾀﾝ 利尿剤 ¥1,707.70 高橋

(MSD) 3969 1錠 内科
ジャヌビア錠100㎎ ｼﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 糖尿病用剤 ¥224.80 大橋

(ﾔﾝｾﾝ) 6250 1cap 内科
用 ソブリアードCap100㎎ ｼﾒﾌﾟﾚﾋﾞﾙ 抗ウイルス剤 ¥13,122.80 鮫島
用 (中外) 4291 1瓶 外科
★パージェタ点滴静注420㎎ ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ 抗悪性腫瘍剤 ¥238,491.00 小泉

(ﾄｰｱｴｲﾖｰ) 2149 1枚 内科
ビソノテープ4㎎ ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙ 血圧降下薬 ¥91.90 高橋

(杏林) 2399　他に分類されない 1個 外科
用 ペンタサ坐剤1g ﾒｻﾗｼﾞﾝ 消化器官用薬 ¥778.90 小泉

(大塚) 3319 1袋 麻酔科
★ボルベン輸液6% ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙﾃﾞﾝﾌﾟﾝ 血液代用剤 ¥970.00 松井

(三笠) 2649 1枚 

ロキソプロフェンNaテープ50mg 鎮痛消炎剤 ¥17.20

　　　　　　　　　　　　100mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa ¥26.60

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
(ｴﾙﾒｯﾄｴｰｻﾞｲ) 1179 1錠 薬剤科

エチゾラム錠0.5mg｢EMEC｣  ｴﾁｿﾞﾗﾑ 精神神経用剤 ¥6.30 松下
《デパス錠0.5mgから切り替え》

(東和) 2362 1錠 薬剤科
ウルソデオキシコール酸錠100mg  ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 胆汁酸製剤 ¥6.50 松下

《ウルソ錠100㎎から切り替え》
(沢井) 2354 1錠 薬剤科

センノシド錠12mg｢サワイ｣  ｾﾝﾉｼﾄﾞ 植物性製剤;ｾﾝﾅ等 ¥5.00 松下
《プルゼニド錠12㎎から切り替え》

(日医工) 2454　ﾌｯ素付加 1錠 薬剤科
デキサメサゾン錠0.5㎎「日医工」 ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤 ¥5.60 松下

《デキサメサゾン錠0.5㎎「ﾀｲﾖｰ」から切り替え》
(日医工) 3925 1瓶 薬剤科

★デトキソール静注液2ｇ/瓶 ﾁｵ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物 ﾁｵ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ製剤 ¥483.00 松下
《デトキソール静注液2ｇ/管から切り替え》

(旭化成ﾌｧｰﾏ) 2439 1瓶 薬剤科
★テリボン皮下注56.5μg(溶解液付) ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ酢酸塩 甲状腺･副甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 ¥13,342.00 松下
《テリボン皮下注用56.5μgから切り替え》

医薬品名

医薬品名

薬剤科
松下
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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
(沢井) 2189 1包

イコサペント酸エチル粒状cap900mg  ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 高脂血症用剤 ¥48.40
《ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙS900に追加》

(日本ｹﾐﾌｧ) 2329 1錠

ラベプラゾールNa錠10mg  ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 消化性潰瘍用剤 ¥89.10
《パリエット錠10mgに追加》

(ﾃﾊﾞ) 6132 1瓶
★セファゾリンNa注射用1g「ﾀｲﾖｰ」 ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ ｾﾌｪﾑ系抗生物質 ¥133.00
《ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa1ｇﾊﾞｯｸに規格追加》

5.院外のみへ採用移行医薬品

医薬品名 組成 薬効
(武田) 6131

アモリン細粒10％ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系抗生物質
(田辺三菱) 2362

ウルソ錠100mg  ｳﾙｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸 胆汁酸製剤
(小野) 4490

オノンDS10％ ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ水和物 ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤
(ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) 4291

カソデックス錠80mg ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 抗悪性腫瘍用剤
(大日本住友) 3961

グリミクロンHA錠20㎎ ｸﾞﾘｸﾗｼﾞﾄﾞ ｽﾙﾌｫﾆﾙ尿素系製剤
(MSD) 3969

ジャヌビア錠25mg ｼﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 糖尿病用剤
(ｱｽﾃﾗｽ) 6132

セフゾン細粒小児用10% ｾﾌｼﾞﾆﾙ ｾﾌｪﾑ系抗生物質

(田辺三菱) 1179
デパス錠0.5mg  ｴﾁｿﾞﾗﾑ 精神神経用剤

(田辺三菱) 2251
テオドールDS20％ ﾃｵﾌｨﾘﾝ ｷｻﾝﾁﾝ系製剤

(旭化成ﾌｧｰﾏ) 1179
トレドミン錠25mg ﾐﾙﾅｼﾌﾟﾗﾝ塩酸塩 精神神経用剤

(塩野義) 6290

バクタ配合顆粒 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ・ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ 化学療法剤

(ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝｴﾃｷｼﾗｰﾄ 3339
プラザキサCap 75mg ﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸塩 血液凝固阻止剤

(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) 2354
プルゼニド錠12mg  ｾﾝﾉｼﾄﾞ 植物性製剤;ｾﾝﾅ等

(ｱｽﾃﾗｽ) 2149
ペルジピンLA Cap40mg ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩 血圧降下剤

(ゼリア) 2329
マーズレン配合錠 1.0ES ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物etc 消化性潰瘍用剤

(杏林) 2233
ムコダイン錠500mg L-ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ ｼｽﾃｲﾝ系製剤

(第一三共) ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝ ﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ 2149
レザルタス配合錠HD ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ 血圧降下剤

(MSD) 2144
レニベース錠５ ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻害剤

(ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ) 2492
ノボラピッド注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ  ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄ すい臓ﾎﾙﾓﾝ剤

医薬品名
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6.取扱中止医薬品

医薬品名 組成 薬効
(第一三共) 2343

アドソルビン原末 天然ｹｲ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ ｱﾙﾐﾆｳﾑ化合物製剤
(ｴｰｻﾞｲ) 1249

コスパノン錠８０㎎ ﾌﾛﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 鎮けい剤
(ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) 2259

スピリーバ吸入用Cap18μg ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ臭化物水和物 気管支拡張剤
4419

ポララミンシロップ0.04% ｄ-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤
(ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ) 4420

リドーラ錠3mg ｵｰﾗﾉﾌｨﾝ 刺激療法剤
(東和) 6241

レボフロキサシン液25mg/mL ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 ﾋﾟﾘﾄﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸製剤
(千寿) 1319

ｵﾍﾟｶﾞｰﾄﾞﾈｵｷｯﾄ眼灌流液0.0184% ｵｷｼｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ 眼科用材
(ｴｲｴﾑｵｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ) 1319

ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3% ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 眼科用材
(ｴｲｴﾑｵｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ) 1319

ヒーロン0.85眼粘弾剤1% ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 眼科用材
(日本ｱﾙｺﾝ) 1319

ビスコート0.5眼粘弾剤 ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 眼科用材
（ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ) 1242

ブスコパン注20mg/1mL ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物 ｱﾄﾛﾋﾟﾝ製剤
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