
第27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２３年７月１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
(第一三共) <劇・処> 1232 1管 眼科

オビソート注射用0.1g 注射用塩化ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ 副交換神経興奮剤 ¥366.00 野口

(千寿) 1319 1ｷｯﾄ 眼科

オペガードネオキット眼灌流液 ｵｷｼｸﾞﾙﾀﾁｵﾝ
オキシグルタチオン眼灌流・
洗浄液 ¥4,516.90 野口

(参天) 1319 1筒 眼科
オペガンハイ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 ¥8,542.50 野口

(アストラゼネカ) 1214 1mL 眼科
キシロカイン点眼液4% 塩酸ﾘﾄﾞｶｲﾝ 表面麻酔剤 ¥16.20 野口

(アストラゼネカ) <劇・処> 1214 10mL 眼科
キシロカイン注2%エピレナミン含有 配合剤 局所麻酔剤 ¥168.00 野口

(塩野義) <劇・処> 1179 1ｶﾌﾟｾﾙ 麻酔科

サインバルタカプセル20mg ﾃﾞｭﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩
ｾﾛﾄﾆﾝ･ﾉﾙｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ再取り込み阻
害剤 ¥169.30 松井

(小野) <処> 2590 1錠 泌尿器科
ステーブラOD錠0.1mg ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ 過活動膀胱治療剤 ¥96.50 吉村

(日本アルコン) <処> 1319 1mL 眼科
ネバナック懸濁性点眼液0.1% ﾈﾊﾞﾌｪﾅｸ 非ｽﾃﾛｲﾄﾞ性抗炎症点眼剤 ¥186.20 野口

(田辺三菱) <毒> 6250 1錠 内科
バリキサ錠450mg ﾊﾞﾙｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩 抗ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ化学療法剤 ¥2,942.90 澤田

(大塚) <処> 3319 1袋 麻酔科

ビカネイト輸液500mL 重炭酸リンゲル液 ¥254.00 松井
(アルコン) 1319 1筒 眼科

ビスコート0.5眼粘弾剤 配合剤 眼科手術補助剤 ¥6,574.20 野口
(ＡＭＯ) 1319 1筒 眼科

ヒーロンＶ0.6眼粘弾剤2.3% ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 眼科手術補助剤 ¥10,932.30 野口
(リリー) <処> 2439 1ｷｯﾄ 内科

フォルテオ皮下注 ﾃﾘﾊﾊﾟﾗﾁﾄﾞ 骨粗鬆症治療剤 ¥51,871.00 大橋
(日本ベーリンガー) <処> 3339 1ｶﾌﾟｾﾙ 内科

プラザキサカプセル75mg ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝｴﾃｷｼﾗｰﾄﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸直接トロンビン阻害剤 ¥132.60 内山
(日本ベーリンガー) <処> 3339 1ｶﾌﾟｾﾙ 内科

プラザキサカプセル110mg ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝｴﾃｷｼﾗｰﾄﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸直接トロンビン阻害剤 ¥232.70 内山
(アステラス) <処> 2590 1錠 泌尿器科

ベシケアOD錠5mg ｺﾊｸ酸ｿﾘﾌｪﾅｼﾝ 過活動膀胱治療剤 ¥189.80 吉村
(ゼリア) 2329 1錠 外科

マーズレン配合錠1.0ES 配合剤 胃炎・胃潰瘍治療剤 ¥21.10 大石
(沢井) <処> 3999 1錠 内科

ミゾリビン錠50mg ﾐｿﾞﾘﾋﾞﾝ 免疫抑制剤 ¥224.70 大橋
(大日本住友) <劇・処> 3962 1錠 内科

メトグルコ錠250mg ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩 ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ系経口血糖硬化剤 ¥9.90 大橋
(第一三共) <劇・処> 7119 1錠 脳外科

メマリー錠5mg ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩
NMDA受容体拮抗　ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認
知症治療剤 ¥133.90 横山

(第一三共) <劇・処> 7119 1錠 脳外科

メマリー錠20mg ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩
NMDA受容体拮抗　ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認
知症治療剤 ¥427.50 横山

(旭化成ファーマ) <生・処> 3339 1瓶 内科
リコモジュリン点滴静注用12800 ﾄﾛﾝﾎﾞﾓｼﾞｭﾘﾝｱﾙﾌｧ製剤 血液凝固阻止剤 ¥38,352.00 大橋

(東和薬品) <劇・処> 1179 1錠 薬剤科
リスペリドンOD錠1mg ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 抗精神病剤 ¥25.00 松下

(Meiji Seika) <劇・処> 1179 1錠 脳外科

リフレックス錠15mg ﾐﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝ 抗うつ剤 ¥169.30 横山
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(Meiji Seika) 2329 1錠 薬剤科
レバミピドOD錠100mg ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ 胃炎・胃潰瘍治療剤 ¥11.70 松下

(中外) <向・習・処> 1124 1管 外科
ロヒプノール静注用2mg ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ 麻酔導入剤 ¥150.00 小泉

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
(ノバルティス) <劇・処> 2149 1錠 内科

再 エックスフォージ配合錠
ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩
配合剤

選択的AT1受容体拮抗・持続性
Ca拮抗薬合剤 ¥130.10 大橋

(マルホ) <劇・処> 2691 1g 皮膚科
☆ オキサロールローション25μg/g ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ 角化症治療剤 ¥138.00 飯田

(第一三共) <処> 6241 1瓶 内科
クラビット点滴静注500mg ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ ニューキノロン系抗菌剤 ¥5,222.00 妹川

(科研) <生・劇・処> 3339 1筒 麻酔科
クレキサン皮下注キット2000IU ｴﾉｷｻﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 血液凝固阻止剤 ¥1,036.00 松井

(小太郎) 5200 1ｇ 内科
☆ コタロー桔梗石膏エキス細粒 桔梗石膏ｴｷｽ 漢方製剤 ¥8.70 大橋

(参天) <処> 1319 1瓶 眼科
ジクアス点眼液3％ ｼﾞｸｱﾎｿﾙﾅﾄﾘｳﾑ ドライアイ治療剤 ¥623.40 浅井

(参天) <劇・処> 1319 1mL 眼科
タプロス点眼液0.0015% ﾀﾌﾙﾌﾟﾛｽﾄ 緑内障・高眼圧症治療剤 ¥957.80 浅井

(ツムラ) 5200 1ｇ 麻酔科
ツムラ麻黄湯エキス顆粒 麻黄湯ｴｷｽ 漢方製剤 ¥8.40 松井

(ツムラ) 5200 1ｇ 麻酔科
☆ ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒 麻黄附子細辛湯ｴｷｽ 漢方製剤 ¥20.50 松井

(ファイザー) <処> 2590 1ｶﾌﾟｾﾙ 泌尿器科
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 ¥114.20 吉村

(日本新薬) <劇・処> 1149 1ｶﾌﾟｾﾙ 外科
再 トラマールカプセル25mg ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ 癌疼痛治療剤 ¥37.70 小泉

(日本新薬) <劇・処> 1149 1ｶﾌﾟｾﾙ 外科
再 トラマールカプセル50mg ﾄﾗﾏﾄﾞｰﾙ 癌疼痛治療剤 ¥65.90 小泉

(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

(参天) 1319 1瓶 眼科
ヒアレイン点眼液0.3％ ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 角結膜上皮障害治療剤 ¥677.90 浅井

(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

(アステラス) <劇・処> 2149 1錠 脳外科

再 ミカムロ配合錠AP
ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ/ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩
配合剤

胆汁排泄型選択的AT1受容体拮
抗・持続性Ca拮抗薬配合剤 ¥143.80 横山

(塩野義) <処> 6250 1袋 内科
ラピアクタ点滴用バッグ300mg ﾋﾟﾗﾐﾋﾞﾙ 抗インフルエンザウイルス剤 ¥5,634.00 妹川

(第一三共) <処> 1錠 内科

再 レザルタス配合錠HD
ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ/ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟ
ﾝ配合剤

高親和性ARB・持続性Ca拮抗薬
配合剤 ¥170.10 高橋
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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
(ＧＳＫ) <処> 1329 1ｷｯﾄ 耳鼻科

アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 ﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ
定量噴霧式アレルギー性鼻炎
治療剤 ¥2,014.70 峯田

(中外) <生・劇・処> 3999 1筒 泌尿器科
エポジン皮下注シリンジ24000 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 ¥25,777.00 吉村

(鳥居) 2190 1g 内科
ケイキサレートドライシロップ76% ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 高カリウム血症改善剤 ¥20.00 高橋

(田辺三菱) <処> 4490 1錠 皮膚科

タリオンOD錠10mg ﾍﾞｼﾙ酸ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝ
選択的H1受容体拮抗・アレル
ギー性疾患治療剤 ¥57.90 飯田

(扶桑) <生・処> 3334 1筒 内科
ミニヘパ透析用150単位/mLｼﾘﾝｼﾞ ﾊﾟﾙﾅﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 血液凝固阻止剤 ¥810.00 高橋

(ＢＤ)
BDマイクロファインプラス32G

4.その他採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ）

組成 薬効 薬価
(協和発酵キリン) <劇・処> 4223 1瓶

５ＦＵ注1g ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ 抗悪性腫瘍剤 ¥1,400.00
《規格追加》

(ＧＳＫ) <生・毒・処> 1229 1瓶
ボトックス注100 A型ﾎﾞﾂﾘﾇｽ毒素 A型ﾎﾞﾂﾘﾇｽ毒素製剤 ¥92,249.00

《規格追加》
(丸石) 2619 10mL

0.02%マスキン水 ｸﾞﾙｺﾝ酸ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ 殺菌消毒剤 ¥5.70

(サノフィ・アベンティス) <処> 2139 1錠
ラシックス錠10mg ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 利尿降圧剤 ¥9.10

《カリメート散から切り替え》

《ローヘパ透析用150単位/mLｼﾘﾝｼﾞから切り替え》

《BDマイクロファインプラス31Gから切り替え》

《タリオン錠10mgから切り替え》

医薬品名

《エポジン注6000シリンジから切り替え》

《フルナーゼ点鼻液から切り替え》

医薬品名

《規格追加》

《規格追加》
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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
(鳥居) <劇> 2646

アンテベート軟膏 酪酸ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 外用副腎皮質ホルモン剤

(日本新薬) <処> 1149
オークル錠 ｱｸﾀﾘｯﾄ 抗リウマチ剤

(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

(第一三共) 3929
クレメジン細粒 球形吸着炭 慢性腎不全用剤

(田辺三菱) <劇・処> 2119
タナドーパ細粒 ﾄﾞｶﾙﾊﾟﾐﾝ ドパミンプロドラッグ

(ＧＳＫ) 1329
フルナーゼ点鼻液 ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ 定量噴霧式鼻過敏症治療剤

(丸石) 2612
プレポダインスクラブ ﾖｳ素 殺菌消毒剤

6.取扱中止医薬品

医薬品名 組成 薬効
(中外) <生・劇・処> 3999

エポジン注シリンジ6000 ｴﾎﾟｴﾁﾝβ 遺伝子組換えﾋﾄｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ製剤

(旭化成ファーマ) <劇・処> 2190
エリル点滴静注用 塩酸ﾌｧｽｼﾞﾙ水和物 蛋白リン酸化酵素阻害剤

(塩野義) <劇・処> 1233
ワゴスチグミン注0.5mg ﾒﾁﾙ硫酸ﾈｵｽﾁｸﾞﾐﾝ注射液 副交感神経興奮剤

4 / 4 ページ


