
第31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２５年２月１３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) 2149 1錠 内科

アイミクス配合錠LD ｲﾙﾍﾞﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 配合剤 ¥150.40 大橋

(ＧＳＫ) 2499 1ｶﾌﾟｾﾙ 泌尿器科
☆アボルプカプセル0.5mg ﾃﾞｭﾀｽﾃﾘﾄﾞ 前立腺肥大症治療剤 ¥205.90 吉村

(ノバルティス) 2259 1ｶﾌﾟｾﾙ 内科
☆オンブレス吸入用ｶﾌﾟｾﾙ150μg ｲﾝﾀﾞｶﾃﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 長時間作用性気管支拡張剤 ¥139.60 高橋

(ブリストル・マイヤーズ) 2454 1mL 形成
ｹﾅｺﾙﾄA皮内用関節腔内用水懸注 ﾄﾘｱﾑｼﾉﾘﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ 合成副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ剤 ¥217.00 深水

(健栄) 2357 1個 外科
ケンエーG浣腸液　30mL ｸﾞﾘｾﾘﾝ 便秘治療剤 ¥74.20 大石

(健栄) 2358 1個 外科
ケンエーG浣腸液　60mL ｸﾞﾘｾﾘﾝ 便秘治療剤 ¥117.90 大石

(健栄) 2359 1個 外科
ケンエーG浣腸液　120mL ｸﾞﾘｾﾘﾝ 便秘治療剤 ¥145.80 大石

(シオエ) 2242 1錠 内科

コデインリン酸塩錠5mg ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩 鎮咳剤 ¥10.40 大橋
(アステラス) 2499 1瓶 泌尿器科

ゴナックス皮下注用80mg ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽ酢酸塩 GnRHｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ ¥23,693.00 吉村
(アステラス) 2499 1瓶 泌尿器科

ゴナックス皮下注用120mg ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽ酢酸塩 GnRHｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ ¥29,126.00 吉村
(大正富山) 3999 1錠 内科

コルベット錠25mg ｲｸﾞﾗﾁﾓﾄﾞ 抗ﾘｳﾏﾁ剤 ¥150.50 大橋
(ファイザー) 6149 1瓶 リハビリ

ｼﾞｽﾛﾏｯｸ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 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 ¥2,041.90 松井
(ファイザー) 6149 1瓶 リハビリ

ｼﾞｽﾛﾏｯｸ点滴静注用500mg ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系抗生物質 ¥2,465.00 松井
(リリー) 1179 1錠 脳外科

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠5mg ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ 抗精神病薬 ¥251.30 横山
(マイラン) 2344 1錠 内科

重曹錠500mg 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ 制酸剤 ¥5.60 高橋
(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臭化水素塩 選択的DPP-4阻害剤 ¥207.70 大橋

(田辺三菱) 8114 1錠 外科
★ピーガード錠30mg ﾓﾙﾋﾈ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤 ¥751.00 小泉

(ＡＭＯ) 1319 1筒 眼科
ヒーロン0.85眼粘弾剤1% ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 眼科手術補助剤 ¥7,714.10 野口

(リリー) 2492 1ｷｯﾄ 内科

ﾋｭｰﾏﾛｸﾞﾐｯｸｽ25注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ ｲﾝｽﾘﾝﾘｽﾌﾟﾛ 抗糖尿病薬 ¥1,899.00 大橋

(武田) 3999 内科

ベネット錠75mg ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物 骨粗鬆症･骨ﾍﾞｰｼﾞｪｯﾄ病治療剤 収載予定 大橋
(アステラス) 3999 1錠 内科

ボノテオ1mg ﾐﾉﾄﾞﾛﾝ酸水和物 骨粗鬆症治療剤 ¥132.70 高橋

(ＧＳＫ) 1169 1錠 脳外科
☆レキップCR錠2mg ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ塩酸塩 ドパミンＤ2受容体作動薬 ¥273.60 横山

(ＧＳＫ) 1169 1錠 脳外科
☆レキップCR錠8mg ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ塩酸塩 ドパミンＤ2受容体作動薬 ¥941.40 横山

(第一三共) 2649 1枚 脳外科
ロキソニンテープ100mg ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物 経皮吸収型鎮痛･抗炎症剤 ¥43.70 北浜

医薬品名
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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
(千寿) 1319 1mL 眼科

☆アイファガン点眼液 ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ酒石酸塩 緑内障･高眼圧症治療剤 ¥438.20 野口
(武田) 2149 1錠 内科

アジルバ錠20mg ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ 持続性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞﾛｯｶｰ ¥136.90 大橋

(バイエル) 3339 1錠 内科

イグザレルト錠10mg ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝ
選択的直接作用型第Ⅹa因子阻
害剤 ¥372.40 内山

(バイエル) 3340 1錠 内科

イグザレルト錠15mg ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝ
選択的直接作用型第Ⅹa因子阻
害剤 ¥530.40 内山

(塩野義) 8119 外科
★オキファスト注10mg ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物 癌疼痛治療用注射剤 ¥352.00 小泉

(塩野義) 8119 外科
★オキファスト注50mg ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物 癌疼痛治療用注射剤 ¥1,609.00 小泉

(アステラス) 2190 1錠 内科
キックリンカプセル250mg 高ﾘﾝ血症治療剤 ¥29.70 高橋

(小野) 2123 1瓶 内科

コアベータ静注用12.5mg ﾗﾝｼﾞｵﾛｰﾙ塩酸塩 短時間作用型β1選択的遮断剤 ¥2,634.00 宣原
(協和発酵キリン) 3999 1筒 内科

ネスプ注射液180μg ﾀﾞﾙｴﾎﾟｴﾁﾝ 持続型赤血球造血刺激因子製剤 ¥31,841.00 高橋
(リリー) 2499 1ｷｯﾄ 内科

バイエッタ皮下注5μｇﾍﾟﾝ300 ｴｷﾅｾﾁﾄﾞ 2型糖尿病治療剤 ¥9,661.00 大橋

2499 1ｷｯﾄ 内科
バイエッタ皮下注10μｇﾍﾟﾝ300 ｴｷﾅｾﾁﾄﾞ 2型糖尿病治療剤 ¥9,661.00 大橋

(ＧＳＫ) 1179 1錠 脳外科

パキシルCR錠12.5mg ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩水和物 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み阻害剤 ¥105.60 横山
(ブリストル・マイヤーズ) 6250 1錠 内科

バラクルード錠0.5mg ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙ水和物 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 ¥1,032.30 加藤
(アストラゼネカ) 4291 1筒 外科

フェソロデックス筋注250mg ﾌﾙﾍﾞｽﾄﾗﾝﾄ 抗ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ剤 ¥49,381.00 小泉
(帝人ファーマ) 3949 1錠 内科

フェブリク錠20mg ﾌｪﾌﾞｷｿｽﾀｯﾄ 高尿酸血症治療剤 ¥56.40 大橋
(持田) 6290 1包 皮膚科

☆ベセルナクリーム5% ｲﾐｷﾓﾄﾞ 角化症治療剤 ¥1,136.00 飯田
(科研) 2190 1錠 内科

ベラサスＬＡ錠60μg ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ誘導体徐放性製剤 ¥235.90 大橋

(日本ベーリンガー) 2149 1錠 内科
☆ミカムロ配合錠AP 配合剤 AT1ﾌﾞﾛｯｶｰ/持続性Ca拮抗薬 ¥133.20 宣原

(第一三共) 3999 1瓶 外科
ランマーク皮下注120mg ﾃﾞﾉｽﾏﾌﾞ ﾋﾄ型抗RANKLﾓﾉｸﾛﾅｰﾙ抗体製剤 ¥45,155.00 小泉

(武田) 1190 1錠 脳外科
☆レミニールＯＤ錠4mg ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ臭化水素酸塩 ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療剤 ¥107.70 横山

(武田) 1190 1錠 脳外科
☆レミニールＯＤ錠8mg ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ臭化水素酸塩 ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療剤 ¥187.10 横山

(ＭＳＤ) 6313 小児科

★ロタテック内容液 5価経口弱毒生ﾛﾀｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ ｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ類 中西
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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
(大塚製薬) 3999 1錠 内科

☆エルカルチン錠300mg ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ塩化物 ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ製剤 ¥239.70 高橋
《エルカルチン錠100mgから切り替え》

(興和創薬) 2190 1錠 内科
カリメート経口液 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 血清ｶﾘｳﾑ抑制剤 ¥95.60 高橋

《カリメート散5ｇから切り替え》
(ＧＳＫ) 4490 1錠 皮膚科

ザイザル錠5mg ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩 持続性選択H1受容体拮抗剤 ¥111.80 飯田
《ジルテック錠10mgから切り替え》

(大日本住友) 3969 1錠 内科
シュアポスト錠0.5mg ﾚﾊﾟｸﾞﾘﾆﾄﾞ 速攻型ｲﾝｽﾘﾝ分泌促進剤 ¥57.80 高橋

《ファスティック錠90mgから切り替え》
(バイエル) 2190 内科

ホスレノール顆粒500mg 炭酸ﾗﾝﾀﾝ水和物 高ﾘﾝ血症治療剤 ¥284.80 高橋
《ホスレノールチュアブル錠500mgから切り替え》

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
(サノフィ・アベンティス) 3961 1錠

アマリールＯＤ錠0.5mg ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ スルホニルウレア系血糖降下剤 ¥11.30
《規格追加》

(日本ＢＣＧ) 6391 1瓶
イムノブラダー膀注用80mg 乾燥BCG膀胱内用(日本株) 抗悪性腫瘍剤 ¥18,158.10

《イムシスト膀注用81mgが製造中止のため切り替え》
(持田) 3954 1瓶

ウロナーゼ静注用6万単位｢持田｣ ｳﾛｷﾅｰｾﾞ 繊維素溶解酵素剤 ¥3,142.00
《ウロキナーゼ静注用6万単位｢ﾍﾞﾈｼｽ｣が製造中止のため切り替え》

(持田) 3954 1瓶
ウロナーゼ静注用24万単位｢持田｣ ｳﾛｷﾅｰｾﾞ 繊維素溶解酵素剤 ¥9,048.00

《ウロキナーゼ静注用24万単位｢ﾍﾞﾈｼｽ｣が製造中止のため切り替え》
2559 1g

ネリプロクト軟膏2g 配合剤 痔疾用剤 ¥37.00
《ネリプロクト軟膏10gより切り替え》

(ファイザー) 1179 1錠
パロキセチン錠5mg ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩水和物 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み阻害剤 ¥36.20

《規格追加》
(テバ製薬) 2399 1錠

モサプリドクエン酸塩錠5mg ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩 消化管運動機能改善剤 ¥11.50
《ガスモチンより切り替え》

3319 1管
リン酸Na補正液 補正用電解質液 ¥132.00

《リン酸二カリウム補正液が製造中止のため切り替え》
(ＧＳＫ) 3999 1錠

レボレード錠12.5mg ｴﾙﾄﾛﾝﾎﾞﾊﾟｸﾞｵﾗﾐﾝ 経口血小板増加薬 ¥2,610.00
《臨時採用》

医薬品名
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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
1143

アスピリン原末 ｱｽﾋﾟﾘﾝ 解熱鎮痛消炎剤
(大塚製薬) 3999

エルカルチン錠100mg ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ塩化物 レボカルニチン製剤
(大日本住友) 2399

ガスモチン錠5mg ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩 消化管運動機能改善剤

(興和) 2190
カリメート散 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ 血清カリウム抑制剤

(塩野義) 4490
クラリチンドライシロップ ﾛﾗﾀｼﾞﾝ アレルギー性疾患治療剤

(ＧＳＫ) 4490
ジルテック錠10mg ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩 アレルギー性疾患治療剤

(ＧＳＫ) 2259
セレベント50ディスカス ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩 長時間作動型気管支拡張剤

(ファイザー) 2590
デトルシトールカプセル2mg 酒石酸ﾄﾙﾃﾛｼﾞﾝ 過活動膀胱治療剤

2559
ネリプロクト軟膏10g 配合剤 痔疾用剤

(ＧＳＫ) 1179
パキシル錠10mg ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩水和物 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み阻害剤

(持田) 3969
ファスティック錠90mg ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 速攻型食後血糖硬化剤

(アステラス) 2699
プロトピック軟膏 ﾀｸﾛﾘﾑｽ水和物 アトピー性皮膚炎治療剤

(武田) 1325
ベストロン耳鼻科用 ｾﾌﾒﾉｷｼﾑ塩酸塩 セフェム系抗生物質

(バイエル) 2190
ホスレノールチュアブル錠500mg 炭酸ﾗﾝﾀﾝ水和物 高リン血症治療剤

(ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａ) 1124
メイラックス錠2mg ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ 持続性心身安定剤

(大塚製薬) 1319
ミケラン点眼液 ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ塩酸塩 緑内障･高眼圧症治療剤

(ファイザー) 2456
メドロール錠4mg ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 合成副腎皮質ホルモン剤

(ＭＳＤ) 1169
メネシット錠100mg 配合剤 抗パーキンソン剤

(ＧＳＫ) 1139
ラミクタール小児用2mg ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 抗てんかん剤
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6.取扱中止医薬品

医薬品名 組成 薬効
（日医工） 2590

ウロスロールカプセル0.1mg ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩 前立腺肥大症改善剤
(塩野義) 8114

MSコンチン錠30mg ﾓﾙﾋﾈ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
(塩野義) 8114

MSコンチン錠60mg ﾓﾙﾋﾈ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤
(武田) 3999

オステン錠200mg ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ 骨粗鬆症治療剤
(第一三共) 7219

オムニパーク300注10mL ｲｵﾍｷｿｰﾙ 非イオン性造影剤
(沢井) 6241

キサフロール錠100mg ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 広範囲抗菌剤
(田辺三菱) 2189

コレバイン錠 ｺﾚｽﾁﾐﾄﾞ 高コレステロール血症治療剤

(テバ製薬) 6139
スルバクシン静注用1.5g 配合剤 抗生物質製剤

(テバ製薬) 6132
セファゾリンNa注射用1g ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ セフェム系抗生物質

(第一三共) 3327
トランサミン注5mL ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 抗プラスミン剤

(マイラン) 2329
トロキシン細粒 ﾄﾛｷｼﾋﾟﾄﾞ 胃炎･胃潰瘍治療剤

(ニプロファーマ) 6132
パセトクール静注用1g ｾﾌｫﾁｱﾑ塩酸塩 セフェム系抗生物質

(ゼリア) 7990
ビジクリア 配合剤 経口腸管洗浄剤

(日本ベーリンガー) 2234
ビソルボン細粒 ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼ塩酸塩 気道粘膜溶解剤

(東和薬品) 6131
プランジン注用1g ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 合成ペニシリン製剤

(エルメッドエーザイ) 2139
フロセミド細粒 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 利尿降圧剤
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