
第36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27年3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
(日本化薬) 2390 1瓶 内科

★ インフリキシマブBS点滴静注用100㎎[NK」インフリキシマブ 消化器官用薬 ¥59,814.00 大橋
(沢井) 6141 1錠 外科

エリスロマイシン錠200㎎ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ エリスロマイシン製剤 ¥8.60 大石
(ｷｯｾｲ) 3929 1瓶 外科

★ サビーン点滴静注用　500㎎ ﾃﾞｸｽﾗｿﾞｷｻﾝ 解毒剤 ¥45,593.00 小泉
(ｷｯｾｲ) 2390 1包

☆ サラジェン顆粒0.5%　5㎎（包） ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ 消化器官用薬 ¥133.70
(協和発酵ｷﾘﾝ)

3399　他に分類されな
い 1筒

★ ジーラスタ皮下注3.6㎎（0.36mL） ﾍﾟｸﾞﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ 血液・体液用薬 ¥106,660.00

(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) 1169　その他 1錠

☆ スタレボ配合錠L50 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ・ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ・ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ 抗パーキンソン剤 ¥217.30
　　　　　　　　　　L100 ¥217.30

(ﾘﾘｰ) 1179 1mL 小児科

☆ ストラテラ内用液　0.4% ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 精神神経用剤 ¥209.20 福田
(ｸﾗｼｴ) 6429 1本 皮膚科

用 スミスリンローション５％　３０ｇ ﾌｪﾉﾄﾘﾝ 駆虫剤 ¥2,319.00 飯田
(武田) 2329　その他の 1錠

タケキャブ錠10㎎ ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ 消化性潰瘍用剤 ¥160.10
　　　　　　　　20㎎ ¥240.20

(協和発酵ｷﾘﾝ)
2699　他に分類されな
い 1g 皮膚科

☆ ドボベット軟膏（１５ｇ、３０ｇ） ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 外皮用剤 ¥276.40 飯田
(協和発酵ｷﾘﾝ) 1319 1瓶 眼科

パタノール点眼液　0.1%　5mL ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ その他の眼科用剤 ¥987.50 堀田
(協和発酵ｷﾘﾝ) 8219 1枚

フェントステープ　8mg ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸 合成麻薬 ¥3,800.00
(杏林) 2290 1ｷｯﾄ 内科

☆ フルティフォーム125エアゾル120吸入用 ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ 呼吸器官用薬 ¥6,759.10 穂積

(第一三共) 3339 1錠 内科
リクシアナ錠60㎎ ｴﾄﾞｷｻﾊﾞﾝ 血液凝固阻止剤 ¥758.10 大橋

(日本新薬) 2482　卵胞ホルモン 1錠 婦人科
☆ルナベル配合錠LD ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 黄体ホルモン混合製剤 ¥336.60 佐倉

(GSK) 2290 1ｷｯﾄ 内科
☆ レルベア100エリプタ　30吸入用 ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ 呼吸器官用薬 ¥5,987.20 穂積
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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
(持田) 2146 1錠 内科

☆ アテディオ配合錠 バルサルタン・シルニジピン 血圧降下剤 ¥134.20 高橋

(GSK) サルメテロールキシナホ酸塩 2290 1瓶 小児科
☆ アドエア50エアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル呼吸器官用薬 ¥6,662.70 大高

(ｱｽﾃﾗｽ) 2399　他に分類されない 1錠 外科
☆ イリボーＯＤ錠５μｇ ラモセトロン塩酸塩錠 消化器官用薬 ¥144.20 小泉

(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ) インダカテロール・ 2259 1cap 内科

☆ ウルティブロ吸入用カプセル グリコピロニウム 気管支拡張剤 ¥269.80 美甘
(協和発酵ｷﾘﾝ) 3969 1錠 内科

☆ オングリザ錠2.5mg サキサグリプチン 糖尿病用剤 ¥99.10 高橋
(大塚) 3253 1袋 内科

★ キドミン輸液300mL 腎不全用ｱﾐﾉ酸 混合アミノ酸製剤 ¥677.00 高橋

(科研) 6290 1g 皮膚科

☆ クレナフィン爪外用液10% エフィナコナゾール 抗真菌薬 ¥1,657.50 飯田
(ｻﾉﾌｨ)

3399　他に分類されな
い 1錠 内科

☆ コンプラビン配合錠 クロピドグレル・アスピリン 血液・体液用薬 ¥282.70 高橋
(ﾔﾝｾﾝ) 4291 1錠 泌尿器科

ザイティガ錠250mg アビラテロン 抗悪性腫瘍剤 ¥3,690.90 吉村

(ﾌｧｲｻﾞｰ) 2149 1錠 内科
ザクラス配合錠ＨＤ アジルサルタン・アムロジピンベシル血圧降下剤 ¥140.60 大橋

(日本新薬) 1錠
☆ ザルティア錠2.5mg タダラフィル 2590 ¥118.30

　　　　　　　5mg
泌尿生殖器及び肛門用
薬 ¥231.00

(ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ) 6250 1cap 内科
スンベプラカプセル100mg アスナプレビル 抗ウイルス剤 ¥3,280.70 鮫島

(ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ) 6250 1錠 内科
ダクルインザ錠60mg ダクラタスビル 抗ウイルス剤 ¥9,186.00 鮫島

(武田)
3399　他に分類されな
い 1錠 内科

タケルダ配合錠 アスピリン・ランソプラゾール 血液・体液用薬 ¥89.30 大橋
(ﾂﾑﾗ)

ツムラ14半夏瀉心湯エキス顆粒 漢方製剤 5200 1g
　　　　　（医療用） 漢方製剤 ¥24.30

(ﾂﾑﾗ)
ツムラ43六君子湯エキス顆粒 漢方製剤 5200 1g
　　　　　（医療用） 漢方製剤 ¥20.00

(ﾂﾑﾗ)
ツムラ84大黄甘草湯エキス顆粒 漢方製剤 5200 1g
　　　　　（医療用） 漢方製剤 ¥5.30

(ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) 2329 1cap 内科
ネキシウムカプセル10mg エソメプラゾールマグネシウム 消化性潰瘍用剤 ¥91.80 大橋

(大塚)
メプチンスイングヘラー10μg プロカテロール 2259 1ｷｯﾄ
　　　　　　　　　　吸入100回 気管支拡張剤 ¥1,006.80

(味の素) ナトリウム・カリウム・ 7990　他の治療を主目的 1袋 外科
★ モビプレップ配合内用剤 アスコルビン酸配合剤散 としない医薬品 ¥2,371.30 小泉

(大鵬) 1錠
ロンサーフ配合錠T15 トリフルリジン・チピラシル 4299　他に分類されない ¥2,489.60
　　　　　　　　T20 抗悪性腫瘍剤 ¥3,340.90
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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
(大日本住友) 1170 1錠 薬剤科

アマンタジン塩酸塩50㎎「サワイ」 ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ 精神神経用剤 ¥5.80 松下
《シンメトレル錠50㎎から切り替え》

(全星薬品) 2399　他に分類されない 1錠 外科
イリボー錠OD５㎎ ラモセトロン塩酸塩錠 消化器用薬 ¥144.20 小泉

《イリボー錠５㎎から切り替え》
(東和薬品) 3999　他に分類されない 1錠 薬剤科

エパルレスタット錠50㎎「ﾌｧｲｻﾞｰ」 ｴﾊﾟﾙﾚｽﾀｯﾄ 代謝性医薬品 ¥30.90 松下
《キネダック錠50㎎から切り替え》

(東和薬品) 2329 1cap 薬剤科
スルピリド50㎎「サワイ」 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ 消化性潰瘍用剤 ¥6.30 松下

《ドグマチール錠50㎎から切り替え》
(東和薬品) 2329 1cap 薬剤科

テプレノンcap50㎎「トーワ」 ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ 消化性潰瘍用剤 ¥6.80 松下
《セルベックス50㎎capから切り替え》

(日本新薬) 1149 1錠 薬剤科
トラマールOD錠25㎎ ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩 解熱鎮痛消炎剤 ¥38.60 松下

(日本新薬) 1149 1錠 薬剤科
☆ トラマールOD錠50㎎ ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ塩酸塩 解熱鎮痛消炎剤 ¥67.80 松下
《トラマールカプセル25㎎、50㎎から切り替え》

(大日本住友) 1169 1錠 脳外科
☆ トレリーフ錠OD25㎎ ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 ¥1,115.90 横山
《トレリーフ錠25㎎から切り替え》

(第一三共) 1190 1錠 薬剤科
メマリーOD錠20㎎ ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩 中枢神経系薬 ¥439.70 松下

《メマリー錠20㎎から切り替え》
(第一三共) ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝ水和物 6139　ｸﾞﾗﾑ陽性菌 1ｷｯﾄ 薬剤科

★ ゾシン配合点滴静注用バック4.5ｇ ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑ 陰性菌に作用 薬価未収載 松下
《ゾシン点滴静注4.5ｇから切り替え》

医薬品名
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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
(田辺三菱)

3399　他に分類されな
い

アンプラーグ錠100㎎ ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩 血液・体液用薬
(全星薬品) 2399　他に分類されない

イリボー錠5㎎ ラモセトロン塩酸塩錠 消化器用薬
(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) 3969

エクア錠50㎎ ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 糖尿病用薬

(ｼｵｴ) 2242
コデインリン酸塩錠5㎎「ｼｵｴ」 コデインリン酸塩水和物 コデイン系製剤

(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) 2149
ディオバン錠80㎎ ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ 血圧降下剤

(大日本住友) 1169
トレリーフ錠25㎎ ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤

(旭化成ﾌｧｰﾏ) 2590　その他の泌尿
フリバスOD錠25㎎ ﾅﾌﾄﾋﾟｼﾞﾙ 生殖器官及び肛門用薬

(武田) 2149
ブロプレス錠4㎎ ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ 血圧降下剤

(武田) 2149
ブロプレス錠8㎎ ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ 血圧降下剤

(武田) ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ　ｼﾚｷｾﾁﾙ 2149
ユニシア配合錠HD ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 血圧降下剤

(帝人ﾌｧｰﾏ) 2239

ムコソルバンL45㎎Cap ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 去痰剤

(武田) ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ安息香酸塩 3969
リオベル配合錠LD ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ塩酸塩 糖尿病用薬

(ﾄｰｱｴｲﾖｰ) ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾞ 1319
フラビタン眼軟膏 ﾅﾄﾘｳﾑ 眼科用剤

(大塚) 1319
ムコスタ点眼液UD2％ ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 眼科用剤

(大塚) 2259
メプチンクリックヘラー ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ塩酸塩水和物 気管支拡張剤

(ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ) 2492
ノボリン30R注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ ﾋﾄｲﾝｽﾘﾝ すい臓ﾎﾙﾓﾝ剤
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5.取扱中止医薬品

医薬品名 組成 薬効
(大日本住友) 2329

ゲファニールcap50㎎ ｹﾞﾌｧﾙﾅｰﾄ 消化性潰瘍用剤
(ｷｯｾｲ) 2390

サラジェン錠5㎎ ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ 消化器官用薬
(大日本住友) 1169

ドプスCap100㎎ ﾄﾞﾛｷｼﾄﾞﾊﾟ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤
(あすか) 2420

パロチン錠10㎎ 唾液腺ﾎﾙﾓﾝ 唾液腺ﾎﾙﾓﾝ剤
(第一三共) 1190

メマリー錠20㎎ ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩 中枢神経系用薬
(旭化成) 6149　ｸﾞﾗﾑ陽性菌

リカマイシンドライシロップ200 ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ ・ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏに作用
(大日本住友) 2619

ヒビディール消毒液0.05％/25mL ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩液 外皮用殺菌消毒剤
(ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) ﾘﾄﾞｶｲﾝ 1214

キシロカイン注射用2％ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ含有 ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ ｷｼﾘｼﾞﾝ系製剤
ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝ水和物 6139　ｸﾞﾗﾑ陽性菌

ゾシン配合点滴静注4.5ｇ ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑ 陰性菌に作用
(ｴｲﾜｲﾌｧｰﾏ) 3253

ネオアミュー輸液200mL 混合アミノ酸製剤 混合アミノ酸製剤
(ﾏｲﾗﾝ) 1219

ネオペルカミンS注脊麻用 ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ塩酸塩 局所麻酔剤
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