
第33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12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
(ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ) 2359 1cap 内科

アミティーザCap24μg ルビプロストン 下剤、浣腸剤 ¥156.60 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 アバタセプト されない代謝性医薬品 ¥27,171.00 大橋

(協和発酵ｷﾘﾝ) 3969 1錠 内科

オングリザ錠5㎎ サキサグリプチン 糖尿病用剤 ¥166.00 高橋
用 (ＭＳＤ) 6119　主としてグラム 1瓶 内科
★キュビシン静注用350㎎ ダプトマイシン 陽性菌に作用するもの ¥13,154.00 大橋

(大塚) 2139 1錠 内科
用サムスカ錠7.5㎎ トルバプタン 利尿剤 ¥1,660.30 高橋

(ＭＳＤ) 3969 1錠 内科
ジャヌビア錠100㎎ シダグリプチン 糖尿病用剤 ¥250.00 大橋

(ﾔﾝｾﾝ) 6250 1cap 内科
ソブリアードCap100㎎ シメプレビル 抗ウイルス剤 ¥13,134.60 鮫島

(中外) 4291 1瓶 外科
★パージェタ点滴静注420㎎ ペルツズマブ 抗悪性腫瘍剤 ¥231,866.00 小泉

(ﾄｰｱｴｲﾖｰ) 2149 1枚 内科
ビソノテープ4㎎ ビソプロロール 血圧降下剤 ¥89.30 高橋

(杏林) 2399　他に分類 1個 外科
用ペンタサ坐剤1g メサラジン されない消化器官用薬 ¥347.80 小泉

(大塚) 3319 1袋 麻酔科
★ボルベン輸液6% ヒドロキシエチルデンプン 血液代用剤 ¥970.00 松井

(三笠) 2649 1枚　10×14 薬剤科
☆ロキソプロフェンNaテープ｢三笠｣ ロキソプロフェンNa 鎮痛消炎剤 ¥30.60 松下

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
(中外) 6399 1本 内科

アクテムラ皮下注162mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ トシリズマブ 生物学的製剤 ¥38,200.00 大橋

(アステラス) 2399　他に分類 1錠 外科
用アコファイド錠100mg アコチアミド塩酸塩 　されない消化器官用薬 ¥36.20 小泉

(味の素) 3999　他に分類 1g 内科

☆アルギU配合顆粒 L-ｱﾙｷﾞﾆﾝ・L-ｱﾙｷﾞﾆﾝ塩酸塩 されない代謝性医薬品 ¥45.40 望月

(バイエル) 7219 1瓶 脳外科

★イソビスト注240　51.26%10mL イオトロラン X線造影剤 ¥6,544.00 南
(ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ) 3339 1錠 内科

エリキュース錠2.5mg アピキサバン 血液凝固阻止剤 ¥144.90 内山
(ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ) 3339 1錠 内科

エリキュース錠5mg アピキサバン 血液凝固阻止剤 ¥265.20 内山
(第一三共) 2149 1錠 内科

オルメテック錠20mg オルメサルタン 血圧降下薬 ¥130.40 高橋
(田辺三菱) 3959 1瓶 脳外科

★グルトパ注600万 アルテプラーゼ 酵素製剤 ¥51,032.00 南
(田辺三菱) 3932 1ml 内科

☆シアナマイド内用液1％「タナベ」 シアナマイド シアナミド製剤 ¥8.10 高橋
(アステラス) 3999　他に分類 1本 内科

シムジア皮下注200mgシリンジ セルトリズマブ　ペゴル されない代謝性医薬品 ¥71,297.00 大橋

★ (バイエル) 4291 1錠 外科
用スチバーガ錠40mg レゴラフェニブ 抗悪性腫瘍剤 ¥5,424.30 小泉

(第一三共)沈降炭酸Ca・ｺﾚｶﾙｼﾌｪﾛｰﾙ 3219 1錠 外科
デノタスチュアブル配合錠 ・炭酸Mg カルシウム剤 ¥20.90 小泉

(ファイザー) 2590 1錠 泌尿器科
☆トビエース錠4mg フェソテロジン 泌尿生殖器官及び肛門用薬 ¥190.90 吉村

(日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) 3969 1錠 内科

トラゼンタ錠5mg リナグリプチン 糖尿病用剤 ¥209.40 大橋

(ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ) 2492 1本 内科
用ノボラピッド50ﾐｯｸｽ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ インスリンアスパルト すい臓ホルモン剤 ¥2,287.00 大橋

(第一三共) 3999　他に分類 1本 内科
★プラリア皮下注60mgシリンジ デノスマブ されない代謝性医薬品 ¥28,482.00 大橋

(中外) 3999　他に分類 1本 内科
★ミルセラ注シリンジ200μg0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ されない代謝性医薬品 ¥40,281.00 高橋

(中外) 3999　他に分類 1本 内科
★ミルセラ注シリンジ50μg0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ されない代謝性医薬品 ¥12,507.00 高橋

(中外) 3999　他に分類 1本 内科
★ミルセラ注シリンジ75μg0.3mL ｴﾎﾟｴﾁﾝ ﾍﾞｰﾀ ﾍﾟｺﾞﾙ されない代謝性医薬品 ¥17,608.00 高橋

(武田) 3969 1錠 内科

リオベル配合錠LD ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ・ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ 糖尿病用剤 ¥227.20 大橋

★ （協和発酵ｷﾘﾝ） 3999　他に分類 1瓶 内科

ロミプレート皮下注250μg調製用 ロミプロスチム されない代謝性医薬品 ¥67,972.00 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　用：用時購入）

組成 薬効 薬価 申請者
(大塚) 3999　他に分類 1A 内科

★エルカルチンFF静注1000㎎/5ml レボカルニチン されない代謝性医薬品 ¥934.00 高橋
《エルカルチン錠300mgから切り替え》

(ファイザー) 3999　他に分類 1錠 内科
タクロリムスカプセル1mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ」 タクロリムス されない代謝性医薬品 ¥575.30 大橋

《プログラフ1mgCAPから切り替え》
(ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ) 2492 1本 内科

トレシーバ注フレックスタッチ インスリン　デグルデク すい臓ホルモン剤 ¥2,546.00 大橋
《レベミル注フレックスペンから切り替え》

（エーザイ） 1129 1錠 内科

ルネスタ錠2mg エスゾピクロン 催眠鎮静剤、抗不安剤 ¥78.70 大橋

（エーザイ） 1129 1錠 内科

ルネスタ錠3mg エスゾピクロン 催眠鎮静剤、抗不安剤 ¥99.80 大橋

《アモバン7.5mg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
(東和) 2144　ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ 1錠

エナラプリルマレイン酸塩錠5㎎ エナラプリルマレイン酸塩  変換酵素阻害剤 ¥29.30
《レニベース5ｍｇ錠から切り替え》

(ファイザー) 2149 1錠
カルデナリンOD錠2mg ドキサゾシンメシル酸塩 血圧降下剤 薬価未収載

《カルデナリン錠2mgから切り替え》
(沢井) 2233 1錠

カルボシスティン錠500㎎ カルボシスティン ｼｽﾃｨﾝ系製剤 ¥7.90
《ムコダイン500ｍｇ錠から切り替え》

(小野) 3969 1錠
グラクティブ12.5㎎錠 シタグリプチン 糖尿病用剤 ¥73.20

《グラクティブ50㎎錠に規格追加》

医薬品名

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
(ｻﾉﾌｨ) 3961

アマリール1㎎錠・3mg錠 グリメピリド ｽﾙﾌｫﾆﾙ尿素系製剤
(ｻﾉﾌｨ) 1129

アモバン錠7.5㎎ ゾピクロン 催眠鎮静剤、抗不安剤
(ｻﾉﾌｨ) 4490

アレグラ錠60㎎ フェキソフェナジン塩酸塩 アレルギー用剤

(日本新薬)ｵｵｳﾒｶﾞｻｿｳｴｷｽ、ﾊｺﾔﾅｷﾞｴｷｽ等 2590
エビプロスタット配合錠DB 生薬配合剤 泌尿生殖器官及び肛門用薬

(ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ) 6149　主としてグラム
クラリシッドDS小児用・200mg錠 クラリスロマイシン 陽性菌、ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏに作用

(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ) 3229

スローケー錠600㎎ 塩化カリウム 無機質製剤

(扶桑薬品) 2590
セルニルトン錠 セルニチンT-60、-GBX 泌尿生殖器官及び肛門用薬

(ｱｽﾃﾗｽ) 1179
セロクエル25㎎錠 クエチアピンフマル酸 精神神経用剤

(ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ) 1231
チアトンcap10㎎ チキジウム臭化物 四級ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩製剤

(ﾂﾑﾗ) 5200
ﾂﾑﾗ114柴苓湯エキス顆粒 生薬乾燥エキス配合剤 漢方製剤

(ﾂﾑﾗ) 5200
ﾂﾑﾗ23当帰芍薬散エキス顆粒 生薬乾燥エキス配合剤 漢方製剤

(ﾂﾑﾗ) 5200
ﾂﾑﾗ24加味逍遥散エキス顆粒 生薬乾燥エキス配合剤 漢方製剤

(ﾂﾑﾗ) 5200
ﾂﾑﾗ43六君子湯エキス顆粒 生薬乾燥エキス配合剤 漢方製剤

(大洋) 2454　フッ素付加
デキサメタゾン錠0.5㎎ デキサメタゾン 　副腎皮質ホルモン製剤

(協和発酵ｷﾘﾝ) 1139
デパケンシロップ バルプロ酸ナトリウム 抗てんかん剤

(MSD) 2190
テラナス錠5㎎ ロメリジン塩酸塩 循環器官用剤

(日本新薬) 1149
トラマールcap50㎎ トラマドール塩酸塩 解熱鎮痛消炎剤

(武田) 3969
ネシーナ錠25㎎ アログリプチン安息香酸塩 糖尿病用剤

(あすか) 1149
パラミヂンcap300㎎ ブコローム 解熱鎮痛消炎剤

(ｱｽﾃﾗｽ) 3999　他に分類
プログラフcap1㎎ タクロリムス されない代謝性医薬品

(武田) 3999　他に分類
ベネット錠17.5㎎ リセドロン酸Na水和物 されない代謝性医薬品

(meiji seikaﾌｧﾙﾏ) 6132
メイアクトＭＳ錠100㎎ セフジトレンピボキシル ｾﾌｪﾑ系抗生物質

(ｷｯｾｲ) 4490
リザベン細粒 トラニスト アレルギー用剤

(ﾆﾁﾊﾞﾝ) 2661

スピール膏Ｍ サリチル酸 有機酸製剤

(ﾊﾞｲｴﾙ) 2655

マイコスポールクリーム ビホナゾール ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ系製剤

(ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ) 2492

イノレット30Ｒ注 ヒトインスリン すい臓ホルモン剤

(ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ) 2492

レベミル注フレックスペン インスリンデテミル すい臓ホルモン剤
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6.取扱中止医薬品

医薬品名 組成 薬効
(ﾊﾞｲｴﾙ) 2171

アダラートL錠20㎎ ニフェジピン 冠血管拡張剤
(大塚) 3999

エルカルチン錠300mg レボカルニチン塩化物 ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ製剤
(ｻﾉﾌｨ) 3961

ダオニール錠1.25㎎ グリベンクラミド ｽﾙﾌｫﾆﾙ尿素製剤
(ﾂﾑﾗ) 5200

ﾂﾑﾗ135茵蔯蒿湯エキス顆粒 生薬乾燥エキス配合剤 漢方製剤
（大鵬) 4229

ティーエスワン配合ｶﾌﾟｾﾙT20・T25 ﾃｶﾞﾌｰﾙ、ｷﾞﾒﾗｼﾙ、ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ 代謝拮抗剤
（大鵬) 4229

ティーエスワン配合顆粒T20・T25 ﾃｶﾞﾌｰﾙ、ｷﾞﾒﾗｼﾙ、ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ 代謝拮抗剤
(ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ) 2149

ハイトラシン錠0.5㎎ テラゾシン塩酸塩水和物 血圧降下剤
(大洋) 2139

フロセミド20㎎｢ﾀｲﾖｰ｣ フロセミド 利尿剤
(田辺三菱) 3332

ワルファリンK錠0.5mg｢HD｣ ワルファリンカリウム ｼﾞｸﾏﾛｰﾙ系製剤

(日医工) び

注射用アイオナールNa セコバルビタールNa ﾁｵﾊﾞﾙﾋﾞﾂｰﾙ酸系製剤

(沢井) 2190

ｱﾙﾌﾟﾛｽﾀｼﾞﾙ注10μg「ｻﾜｲ」 アルプロスタジル 循環器用剤

(大鵬) 2391

アロキシ静注0.75mg パロノセトロン塩酸塩 鎮吐剤

(ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) 2123

インデラル注 プロプラノロール塩酸塩 β-遮断薬

(第一三共) 7219

オムニパーク注240 イオヘキソール X線造影剤

(田辺三菱) 1171

コントミン筋注１０㎎ クロルプロマジン塩酸塩 ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ製剤

(富山化学) 6241

パシル点滴静注液300mg パズフロキサシンメシル酸塩 ﾋﾟﾘﾄﾞﾝｶﾙボン酸系製剤

(興和) 2119

プロタノール-Ｌ注0.2mg ｌ-イソプレナリン塩酸塩 強心剤

(大塚) 1149

レペタン注０．２㎎ ブプレノルフィン塩酸塩 解熱鎮痛消炎剤
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