
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２２年１０月２８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
(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
(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
(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
(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
(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
(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 小児科

キサフロール錠100 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 広範囲抗菌剤 ¥6.20 松下
(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
(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

★ セレスターナ配合剤 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
(アステラス) <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

医薬品名
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(武田) <処> 3969 1錠 内科
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

(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

(ノボ) <劇・処> 2499 1ｷｯﾄ 内科
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

(日医工=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

(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

(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

(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

(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
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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
(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
(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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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
(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

4.その他採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ）

組成 薬効 薬価
(中外) <劇> 3112 1g

アルファロール散 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 1α-ＯＨ-Ｄ3製剤 ¥98.50

(日本新薬) 2590 1錠
エビプロスタット配合錠DG 配合剤 前立腺肥大症治療剤 ¥51.00

(大原) 2329 1g
トロキシン細粒 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 胃炎・胃潰瘍治療剤 ¥12.50

(大日本住友) <処> 6139 1瓶
メロペン点滴用バイアル0.5ｇ ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ三水和物 カルバペネム系抗生物質 ¥1,438.00

《規格追加》

医薬品名

《ベイスンOD錠0.3mgから切り替え》

医薬品名

《トロキシン錠より剤型変更》

《代わりにアルファロールカプセル0.5μg採用中止》

《エビプロスタット配合錠SGより規格変更》
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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
(大塚製薬) <処> 2639

アクアチムローション ﾅｼﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 新キノロン系外用抗菌剤

(ゼリア) 2325
アシノン錠75mg ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ Ｈ２受容体拮抗剤

(ザイダスファーマ) <処> 2145
アルドメット錠250 ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ 血圧降下剤

(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

(久光) <習・処> 1123
エスクレ坐剤｢500｣ 抱水ｸﾛﾗｰﾙ 催眠鎮静剤

(参天) <劇> 1312
サンピロ点眼液2% 塩酸ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ 緑内障治療剤

(中外) <劇・処> 2113
ジゴシン散0.1% ｼﾞｺﾞｷｼﾝ ジギタリス配糖体製剤

(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

(大鵬薬品) <処> 2590
バップフォー錠10 塩酸ﾌﾟﾛﾋﾟﾍﾞﾘﾝ 尿失禁・頻尿治療剤

(ファイザー) <劇・処> 6179
ブイフェンド錠200mg ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ 深在性真菌症治療剤

(武田) <処> 3969
ベイスンＯＤ錠0.3 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ 食後過血糖改善剤

(明治製菓) <処> 6132
メイアクトＭＳ小児用細粒 ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾘ セフェム系抗生物質

(大正製薬) <処> 3929
メタルカプターゼカプセル100mg D-ﾍﾟﾆｼﾗﾐﾝ 抗ﾘｳﾏﾁ･ｳｲﾙｿﾝ病治療・金属解毒剤

(サノフィ・アベンティス) <処> 2139
ラシックス細粒 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 利尿降圧剤

(塩野義) <処> 1319
リンデロンＡ液 配合剤 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ・抗生物質配合剤

(日本ベーリンガー) <向・習・処> 1124
レンドルミンＤ錠0.25mg ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ 睡眠導入剤

(リードケミカル) 2649
ロキソニンテープ50mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 経皮吸収型鎮痛･抗炎症剤

(ヤンセン) <> 2319
ロペミンカプセル1mg 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ 止瀉剤

5 / 6 ページ



6.取扱中止医薬品

医薬品名 組成 薬効
(帝國製薬) 2649

アンダーム軟膏 ﾌﾞﾌｪｷｻﾏｸ 非ステロイド性抗炎症外用剤

(帝國製薬) 2649
アンダームクリーム ﾌﾞﾌｪｷｻﾏｸ 非ステロイド性抗炎症外用剤

(塩野義) <劇・麻・処> 8114
ＭＳコンチン錠30mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 持続性癌疼痛治療剤

(塩野義) <劇・麻・処> 8114
ＭＳコンチン錠60mg 硫酸ﾓﾙﾋﾈ 持続性癌疼痛治療剤

(シェリング・プラウ) <毒・処> 1229
マスキュラックス静注用4mg 臭化ﾍﾞｸﾛﾆｳﾑ 非脱分極性麻酔用筋弛緩剤

(日医工) <処> 6123
硫酸アミカシン注射液｢萬有｣ 硫酸ｱﾐｶｼﾝ アミノグリコシド系抗生物質
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