
第38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28年 1月 12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
(MSD) 6250 1錠 ﾘﾊﾋﾞﾘ

★ アイセントレス錠400㎎ ラルテグラビルカリウム 抗ウイルス剤 ¥1,553.60 向井
(GSK) ウメクリジニウム臭化物 2259 １ｷｯﾄ 内科

☆ アノーロエリプタ30吸入用 ビランテロールﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩 気管支拡張剤 ¥8,324.20 穂積
（参天） 1319 1mL 眼科

☆ アレジオン点眼0.05％ エピナスチン塩酸塩 眼科用剤 ¥382.70 鈴木
(ｱｯｳﾞｨ) オムビタスビル水和物・ 6250 1錠 内科

ヴィキラックス配合錠 パリタプレビル水和物・リトナビル錠 抗ウイルス剤 ¥26,801.20 鮫島
(ﾊﾞｲｴﾙ) 1管

★ ウログラフィン注60％　20mL ｱﾐﾄﾞﾄﾘｿﾞ酸Na 7214 ¥503.00
　　　　　　　　　　　　　　100ｍL 配合製剤 ¥2,512.00

(第一三共) 3399　　他に分類されない 1錠
エフィエント錠3.75㎎ プラスグレル塩酸塩 血液・体液用薬 ¥282.70

（ﾀｶﾐﾂ） dl−ｶﾝﾌﾙ l−ﾒﾝﾄｰﾙ 2649 10ｇ 整形外科

MS冷湿布 ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ 鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 ¥9.60 小早川

（佐藤） 1219 1ｇ 形成外科

★ エムラクリーム ﾘﾄﾞｶｲﾝ･ﾌﾟﾛﾋﾟﾄｶｲﾝ 局所麻酔剤 ¥176.80 水上
(田辺三菱) 3969 1錠 内科

カナグル錠100㎎ ｶﾅｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ水和物 糖尿病用剤 ¥205.50 佐藤
（興和） 1319 1mL 眼科

☆ グラナテック点眼液0.4％ ﾘﾊﾟｽｼﾞﾙ塩酸塩水和物 眼科用剤 ¥451.00 堀田
(GSK)

☆ ザガーロカプセル0.1㎎ ﾃﾞｭﾀｽﾃﾘﾄﾞ 2499　他に分類されない 薬価未収載
　　　　　　　　　　　0.5㎎ ホルモン剤

用 （日医工） 2452 1瓶 麻酔科
★ 水溶性ハイドロコートン注射液　100㎎ ヒドロコルチゾン コルチゾン系製剤 ¥425.00 中村

(あゆみ) 3999　他に分類されない 1錠 薬剤科

タクロリムス錠1.5㎎「参天」 タクロリムス その他の代謝性医薬品 ¥725.60 松下
5200 1ｇ 脳外科

☆ ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（12）漢方薬 漢方製剤 ¥22.40 北濱
5200 1ｇ 脳外科

☆ ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（28） 漢方薬 漢方製剤 ¥11.60 北濱
5200 1ｇ 脳外科

☆ ツムラ女神散顆粒エキス（67） 漢方薬 漢方製剤 ¥23.70 北濱
5200 1ｇ 脳外科

☆ ツムラ四物湯エキス顆粒（71） 漢方薬 漢方製剤 ¥8.80 北濱
5200 1ｇ 脳外科

☆ ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（117） 漢方薬 漢方製剤 ¥27.70 北濱
(MSD) 1179 1錠 薬剤科

テトラミド錠10㎎ ﾐｱﾝｾﾘﾝ 精神神経用剤 ¥16.10 松下
（大塚） 1169 1枚 脳外科

☆ ニュープロパッチ2.25㎎ ﾛﾁｺﾞﾁﾝ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 ¥278.00 北濱
(ｷﾞﾘﾔﾄﾞ) 6250 1錠 内科

ハーボニー配合錠 ﾚｼﾞﾊﾟｽﾋﾞﾙ･ｿﾎｽﾌﾞﾋﾞﾙ 抗ウイルス剤 ¥80,171.30 鮫島
（ｷｯｾｲ） 2190 1錠 内科

☆ ピートルチュアブル錠250㎎ ｽｸﾛｵｷｼ水酸化鉄 循環器官用薬 ¥214.20 高橋
用 （武田）

2499　その他に分類されな
い 1ｷｯﾄ 泌尿器科

★ リュープリンPRO注射キット22.5㎎ ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩 ホルモン剤 ¥105,039.00 吉村

皮膚科
飯田

医薬品名

ﾘﾊﾋﾞﾘ
内山

画像
鈴木
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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
(ﾘﾘｰ) 2492 1ｷｯﾄ 内科

インスリングラルギンBS注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ[ﾘﾘｰ」 インスリングラルギン（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤 ¥1,696.00 榛葉
(ｷﾞﾘﾔﾄﾞ) 6250 1錠 内科

★ ソバルディ錠400㎎ ソホスブビル 抗ウイルス剤 ¥61,799.30 鮫島

(ﾔﾝｾﾝ) 1錠

タペンタ錠　25㎎ 8219 ¥108.70
　　　　　　　100㎎ タペンタドール塩酸塩 合成麻薬 ¥391.70

(東亜薬工) 2316 1錠 内科
ビオスリー配合錠 酪酸菌配合剤 活性生菌製剤 ¥5.60 佐藤

(小野薬品) 1錠
フォシーガ5㎎ ダパグリフロジンプロピレン 3969 ¥205.50
　　　　　　10㎎ 　　　　　　　　　　　　　　グリコール 糖尿病用剤 ¥308.30

(マルホ) 2699 1g 皮膚科

☆ ベピオゲル2.5％ 過酸化ベンゾイル 他に分類されない外皮用薬 ¥120.90 飯田
(MSD) 1190 1錠

ベルソムラ錠15㎎ スボレキサント 中枢神経用薬 ¥89.10

3.その他新規採用または、採用区分変更医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ　用：用時購入）

組成 薬効 薬価 申請者
(ｿﾞﾝﾈﾎﾞｰﾄﾞ) 3132 1g 皮膚科

ニコチン酸アミド10％「ｿﾞﾝﾈ」 ニコチン酸アミド ニコチン酸系製剤 ¥11.90 飯田
(第一三共) 沈降百日せきジフテリア破傷風 6361 薬剤科

★ スクエアキッズ皮下注シリンジ 不活化ポリオ（ｿｰｸﾜｸﾁﾝ）混合 ﾜｸﾁﾝ・ﾄｷｿｲﾄﾞ混合ﾜｸﾁﾝ 薬価なし 松下

4.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
(日本ｹﾐﾌｧ) 2149 1錠

アゼルニジピン錠16mg「ｹﾐﾌｧ」 アゼルニジピン 血圧降下剤 ¥34.50
《カルブロック錠16㎎から切り替え》

(沢井) 2171 1錠
一硝酸イソソルビド錠20㎎「サワイ」一硝酸イソソルビド 冠血管拡張剤 ¥7.60

《アイトロール錠20㎎から切り替え》
(ｻﾉﾌｨ・ｾﾞﾝﾃｨﾊﾞ) 3399　他に分類されない 1錠

クロピドグレル錠75mg「SANIK」 クロピドグレル硫酸塩 血液・体液用薬 ¥121.30
《プラビックス錠75㎎から切り替え》

(東和) 1147 1Cap
ジクロフェナクNa徐放Cap37.5mg「ﾄｰﾜ」ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ フェニル酢酸系製剤 ¥7.60

《ボルタレンSRカプセル37.5㎎から切り替え》
(ﾌｧｲｻﾞｰ) セフカペンピボキシル塩酸塩 6132 1錠

セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」水和物 セフェム系抗生物質 ¥34.60
《フロモックス錠100㎎から切り替え》

(ﾌｧｲｻﾞｰ) 6132 1Cap
セフジニルCap100mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」 セフジニル セフェム系抗生物質 ¥39.20

《セフゾンCap100㎎から切り替え》
(東和) 3327 1錠

トラネキサム酸Cap250mg「ﾄｰﾜ」 トラネキサム酸 抗プラスミン剤 ¥9.90
《トランサミンCap250㎎から切り替え》

(日医工) 2171 1錠
ニコランジル錠5mg「日医工」 ニコランジル 冠血管拡張剤 ¥5.80

《シグマート錠5㎎から切り替え》
(ﾃﾊﾞ) 3133 1ｇ

パンテチン散20%「ﾃﾊﾞ」 パンテチン パントテン酸系製剤 ¥6.20
《パントシン散20％から切り替え》

(東和) 1339 1錠
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「ﾄｰﾜ」ベタヒスチンメシル酸塩 鎮暈剤 ¥6.00

《メリスロン錠6㎎から切り替え》

内科
大橋

医薬品名

医薬品名

外科
小泉

内科
高橋

医薬品名
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2179 1錠
ベニジピン塩酸塩錠4mg「ﾃﾊﾞ」 ベニジピン塩酸塩 血管拡張剤 ¥22.80

《コニール錠4㎎から切り替え》
(沢井) 2329 1錠

ポラプレジンクOD錠75mg「ｻﾜｲ」 ポラプレジンク 消化性潰瘍用剤 ¥22.50
《プロマック錠75㎎から切り替え》

(沢井) 6152 1ｇ
ミノサイクリン塩酸塩顆粒2％「サワイ」ミノサイクリン塩酸塩 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製剤 ¥11.80

《ミノマイシン顆粒2％から切り替え》
(ﾃﾊﾞ) 2399　他に分類されない 1錠

メトクロプラミド錠5mg「ﾃﾊﾞ」 メトクロプラミド 消化器官用薬 ¥5.60
《プリンペラン錠20㎎から切り替え》

(日本ｹﾐﾌｧ) 1149 1錠
メロキシカム錠10mg「ｹﾐﾌｧ」 メロキシカム 解熱鎮痛消炎剤 ¥34.90

《モービック錠10㎎から切り替え》
(ｻﾝﾄﾞ) 6164 1Cap

リファンピシンCap150mg「ｻﾝﾄﾞ」 リファンピシン ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ製剤 ¥17.60
《リファジンCap150㎎から切り替え》

(GSK) 1錠
レキップCR錠2㎎ 1169 ¥281.40
レキップCR錠8㎎ ロピニロール塩酸塩 抗パーキンソン剤 ¥968.30

《レキップ錠0.25㎎及びレキップ錠１㎎から切り替え》
(沢井) 6241 1錠

レボフロキサシン錠250mg「サワイ」 レボフロキサシン ピリドンカルボン酸系製剤 ¥126.80
《レボフロキサシン錠100㎎から切り替え》

(ｴﾙﾒｯﾄﾞｴ-ｻﾞｲ) 1149 1錠
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 ロキソプロフェンNa水和物 解熱鎮痛消炎剤 ¥7.80

《ロキソプロフェンNa錠60㎎から切り替え》
(日新) 1個

ドンペリドン坐剤10mg「日新」 2399　他に分類されない ¥34.30
ドンペリドン坐剤30mg「日新」 ドンペリドン 消化器官用剤 ¥58.90

《ナウゼリン坐剤10㎎及びナウゼリン坐剤30㎎から切り替え》
(富士) 2655 1ｇ

ビホナゾールクリーム1％「F」 ビホナゾール イミダゾール系製剤 ¥11.10
《ゼルスクリーム1％「ファイザー」から切り替え》

(大鵬) 1瓶
★ イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ﾀｲﾎｳ」40㎎ 4240 ¥3,499.00
★ イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ﾀｲﾎｳ」100㎎イリノテカン塩酸塩水和物 抗腫瘍性植物成分製剤 ¥7,847.00
《トポテシン注から切り替え》

(持田) 1瓶
★ オキサリプラチン注「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」50㎎ 4291 ¥18,279.00
★ オキサリプラチン注「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」100㎎ オキサリプラチン 抗悪性腫瘍剤 ¥33,683.00
《エルプラット点滴静注液50㎎及びエルプラット点滴静注液100㎎から切り替え》

(持田) 1瓶
★ ゲムシタビン点滴静注用「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」200㎎ 4224 ¥1,825.00
★ ゲムシタビン点滴静注用「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」1ｇ ゲムシタビン塩酸塩 シトシン系製剤 ¥12,649.00
《ジェムザール注射用200㎎及びジェムザール注射用1ｇから切り替え》

(ﾔｸﾙﾄ) 1瓶
★ ドセタキセル点滴静注液「ヤクルト」20㎎ 4240 ¥10,997.00
★ ドセタキセル点滴静注液「ヤクルト」80㎎ ドセタキセル 抗腫瘍性植物成分製剤 ¥38,480.00
《タキソテール点滴静注20㎎及びタキソテール点滴静注80㎎から切り替え》

(武田) 8211 1管
★ ペチジン塩酸塩注射液35㎎「タケダ」ペチジン塩酸塩 フェニルピペリジン系製剤 ¥340.00
《オピスタン注35㎎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
（塩野義） 8114

MSコンチン錠(10) モルヒネ硫酸水和物 モルヒネ系製剤

（ﾄｰｱｴｲﾖｰ） 2171

アイトロール錠20㎎ 一硝酸イソソルビド 冠血管拡張剤

（沢井） 2144

アラセプリル錠25mg「ｻﾜｲ」 アラセプリル ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ変換酵素阻害剤

（第一三共） 2149

カルブロック錠16㎎ アゼルニジピン 血圧降下剤

（杏林） 4490

ケタスCap 100mg イブジラスト アレルギー用剤

（協和発酵） 2179

コニール錠4㎎ ベニジピン塩酸塩 血管拡張剤

（興和） 2171

コメリアンコーワ錠 ジラゼプ塩酸塩水和物 冠血管拡張剤

（ﾌｧｲｻﾞｰ） 2329

サイトテック錠200mg ミソプロストール 消化性潰瘍用剤

（中外） 2171

シグマート錠5㎎ ニコランジル 冠血管拡張剤

（ﾌｧｲｻﾞｰ） 6290

ジフルカンCap100mg フルコナゾール 化学療法剤

（東和） 6132

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠 セフジトレンピボキシル セフェム系抗生物質製剤

（ｱｽﾃﾗｽ） 6132

セフゾンCap100㎎ セフジニル セフェム系抗生物質製剤

（第一三共） 3327

トランサミンCap250㎎ トラネキサム酸 抗プラスミン剤

（GSK） 1179

パキシルCR錠12.5㎎ パロキセチン塩酸塩水和物 精神神経用剤

（第一三共） 3133

パントシン散20％ パンテチン パントテン酸系製剤

（ｻﾉﾌｨ） 3399　他に分類されない

プラビックス錠75㎎ クロピドグレル硫酸塩 血液・体液用薬

（ｱｽﾃﾗｽ） 2399　他に分類されない

プリンペラン錠5㎎ メトクロプラミド 消化器官用薬

（ｾﾞﾘｱ新薬） 2329

プロマックD錠75㎎ ポラプレジンク 消化性潰瘍用剤

（塩野義） セフカペンピボキシル塩酸塩 6132

フロモックス錠100㎎ 水和物 セフェム系抗生物質

（ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ） 2171

ペルサンチン錠25mg ジピリダモール 冠血管拡張剤

（田辺三菱） 2171

ヘルベッサー錠30mg ジルチアゼム塩酸塩 冠血管拡張剤

（ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ） 1147

ボルタレンSRCap37.5㎎ ジクロフェナクNa フェニル酢酸系製剤

（堀井） 7213

マグコロールP50 クエン酸マグネシウム 造影補助剤

（ﾌｧｲｻﾞｰ） 6152

ミノマイシン顆粒2％ ミノサイクリン塩酸塩 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製剤

（ｴｰｻﾞｲ） 1339

メリスロン錠6㎎ ベタヒスチンメシル酸塩 鎮暈剤

（ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ） 1149

モービック錠10㎎ メロキシカム 解熱鎮痛消炎剤

（ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ） 2149

ラジレス錠 アリスキレンフマル酸塩 血圧降下剤

（ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ） 2331

リパクリオン顆粒300㎎分包 パンクレリパーゼ 消化酵素製剤
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（第一三共） 6164

リファジンCap150㎎ リファンピシン ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ製剤

(ﾃﾊﾞ) 6241

レボフロキサシン錠100mg「ﾀｲﾖｰ」 レボフロキサシン ピリドンカルボン酸系製剤

1169

レキップ錠0.25㎎・1㎎ ロピニロール塩酸塩 抗パーキンソン剤

（ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ） 2189

ローコール錠30mg フルバスタチンナトリウム 高脂血症用剤

（参天） 1319

アレギサール点眼液 ペミロラストカリウム 眼科用剤

（ﾌｧｲｻﾞｰ） 1319

キサラタン点眼液 ラタノプロスト 眼科用剤

（参天） 1319

デタントール0.01％点眼液 ブナゾシン塩酸塩 眼科用剤

（協和発酵） 2399　他に分類されない

ナウゼリン坐剤10㎎・30㎎ ドンペリドン 消化器官用剤

（千寿） 1319

ブロナック点眼液 ブロムフェナクNa水和物 眼科用剤

（杏林） 2171

ミニトロテープ ニトログリセリン 冠血管拡張剤

（第一三共）
ロキソニンテープ50㎎ 2649

　　　　　　　　100㎎ ロキソプロフェンNa水和物 鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

（ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸ） 2492

ノボリン30Rフレックスペン インスリン　ヒト すい臓ホルモン剤

（ｲｰﾗｲﾘﾘｰ） 2492

ヒューマログmix25ﾐﾘｵﾍﾟﾝ インスリン　リスプロ すい臓ホルモン剤

5.取扱中止医薬品

医薬品名 組成 薬効
（ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ） 6250

ソブリアードCap シメプレビルナトリウム 抗ウイルス剤

(興和) 2316

ラックビー錠 ビフィズス菌製剤 活性生菌製剤

(沢井) 1149

ロキソプロフェンNa錠60㎎ ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa水和物 解熱鎮痛消炎剤

（参天） 1319

アゾテシン点眼液 アズレンスルホン酸Na 眼科用剤

(ﾌｧｲｻﾞｰ) 2655

ゼルスクリーム ビホナゾール イミダゾール系製剤

（ﾔﾝｾﾝ） 8219

アルチバ注2mg レミフェンタニル塩酸塩 合成麻薬

(田辺三菱) 8211

オピスタン注射液35㎎ ペチジン塩酸塩 フェニルピペリジン系製剤

（第一三共） 1119

ケタラール静注用200mg ケタミン塩酸塩 全身麻酔剤

（ﾔﾝｾﾝ） 8219

フェンタニル注(0.25mg) フェンタニルクエン酸塩 合成麻薬

（扶桑薬品）
ベラブ注射用10mg ナファモスタットメシル酸塩 3999　他に分類されない

　　　　　　100mg その他の代謝性医薬品
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