
第22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２１年１０月１６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
(東和薬品) <劇・指・処> 2171 1錠 薬剤科

アムロジピンＯＤ2.5mg ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 血管拡張剤 ¥28.40 松下
(東和薬品) <劇・指・処> 2171 1錠 薬剤科

アムロジピンＯＤ5mg ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 血管拡張剤 ¥52.90 松下
(ﾘﾘｰ) <劇・指・処> 4229 1瓶 内科

アリムタ注射用500mg ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞﾅﾄﾘｳﾑ 代謝拮抗剤 ¥240,300 匂坂
(ｻﾉﾌｨ･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ) <毒・指・処> 2129 1A 内科

アンカロン注150 塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 不整脈用剤 ¥3,066 内山
(塩野義) <指・処> 2149 1錠 内科

イルベタン錠100mg ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ 血圧降下剤 ¥154.20 高橋
(小野) <劇・指・処> 2123 1瓶 外科

オノアクト注50 塩酸ﾗﾝｼﾞｵﾛｰﾙ 不整脈用剤 ¥6,546.00 小泉
(第一三共) <処> 6241 1錠 内科

クラビット錠500mg ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 合成抗菌剤 ¥547.20 大橋
(ｴｰｻﾞｲ) <生・処> 3959 1瓶 内科

クリアクター静注用80万 ﾓﾝﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ 酵素製剤 ¥101,576.00 内山
(第一三共) <劇・指・処> 2129 1A 内科

サンリズム注射液50 塩酸ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ 不整脈用剤 ¥878.00 内山
(三和化学) 2190 1錠 内科

沈降炭酸カルシウム錠500mg 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ その他循環器官用剤 ¥6.10 高橋
(ﾏｲﾗﾝ) 2611 10g 看護師

テキサント消毒液6% 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ液 外皮用殺菌消毒剤 ¥3.70 石田
(武田) 3179 1g 内科

パンビタン末 ﾚﾁﾉｰﾙ･ｶﾙｼﾌｪﾛｰﾙ配合剤 混合ビタミン剤 ¥6.30 匂坂
(ｱﾎﾞｯﾄ) <指・処> 2259 1枚 内科

ホクナリンテープ2mg ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ 気管支拡張剤 ¥101.20 匂坂
(ﾊﾞｲｴﾙ) <指・処> 2190 1錠 内科

ホスレノールチュアブル錠500mg 炭酸ﾗﾝﾀﾝ その他循環器官用剤 ¥286.60 高橋
(ﾄｰｱｴｲﾖｰ) <劇・指・処> 2171 1袋 内科

ミオコール点滴静注50mg ﾆﾄﾛｸﾞﾘｾﾘﾝ 血管拡張剤 ¥3,189.00 内山
(沢井) <指・処> 2329 1錠 薬剤科

ラソプランＯＤ錠15mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 消化性潰瘍用剤 ¥73.80 松下
(沢井) <指・処> 2329 1錠 薬剤科

ラソプランＯＤ錠30mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 消化性潰瘍用剤 ¥138.00 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）
　【平成２１年１０月１６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
(武田) <指・処> 2149 1錠 内科

☆ エカード配合錠ＨＤ ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ･ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 血圧降下剤 ¥163.70 大橋
(ｷｯｾｲ) <劇・処> 1149 1A 脳外科

カピステン筋注50mg ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ 解熱鎮痛消炎剤 ¥139.00 北浜
(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) <指・処> 2149 1錠 内科

☆ コディオ配合錠ＨＤ ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ･ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ 血圧降下剤 ¥137.80 大橋
(帝人ﾌｧｰﾏ) <指> 2259 1錠 泌尿器科

☆ スピロペント錠25mg 塩酸ｸﾚﾝﾌﾞﾃﾛｰﾙ 気管支拡張剤 ¥18.60 吉村
(ｼｪﾘﾝｸﾞ･ﾌﾟﾗｳ) <指・処> 1329 1筒 リハビリ

☆ ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸 耳鼻科用剤 ¥1,947.40 宇城
(協和発酵ｷﾘﾝ) <生・劇・指・処> 3999 1筒 内科

ネスプ静注用10μg ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ 他の代謝性医薬品 ¥3,128.00 高橋
(協和発酵ｷﾘﾝ) <生・劇・指・処> 3999 1筒 内科

ネスプ静注用15μg ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ 他の代謝性医薬品 ¥4,416.00 高橋
(協和発酵ｷﾘﾝ) <生・劇・指・処> 3999 1筒 内科

ネスプ静注用20μg ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ 他の代謝性医薬品 ¥5,641.00 高橋
(協和発酵ｷﾘﾝ) <生・劇・指・処> 3999 1筒 内科

ネスプ静注用30μg ﾀﾞﾙﾍﾞﾎﾟｴﾁﾝｱﾙﾌｧ 他の代謝性医薬品 ¥7,946.00 高橋
(ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝ) <劇・処> 1139 1錠 小児科

ラミクタール錠2mg ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 抗てんかん剤 ¥16.60 佐野
(ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝ) <劇・処> 1139 1錠 小児科

ラミクタール錠25mg ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 抗てんかん剤 ¥99.80 佐野
(ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝ) <劇・処> 1139 1錠 小児科

ラミクタール錠100mg ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ 抗てんかん剤 ¥267.40 佐野
(協和発酵ｷﾘﾝ) <処> 3999 1A 内科

レグパラ錠25mg ｼﾅｶﾙｾﾄﾞ塩酸塩 他の代謝性医薬品 ¥139.00 高橋
(沢井) <処> 6241 1g リハビリ

レボフロキサシン細粒10%｢ｻﾜｲ｣ ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 合成抗菌剤 ¥153.60 宇城
(大洋) <処> 6241 1錠 リハビリ

レボフロキサシン錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣ ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 合成抗菌剤 ¥121.60 宇城
(ﾜｲｽ) <向・指・処> 1124 1錠 外科

ワイパックス錠1mg ﾛﾗｾﾞﾊﾟﾑ 催眠鎮静剤,抗不安剤 ¥13.00 小泉

3.切替採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ）
　【平成２１年１０月１６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
(持田) 3399 1錠 内科

エパデールＳ900 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ その他血液･体液用剤 ¥81.80 内山

(第一三共) <指・処> 1139 1錠 外科
ジルテック錠10 ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸 抗てんかん剤 ¥135.80 小泉

(大塚製薬) <処> 1139 1筒 看護師
生食注ｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣10mL 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 抗てんかん剤 ¥136.00 石田

(ﾄｰｱｴｲﾖｰ) <指・処> 1139 1錠 内科
ピモベンダン錠1.25mg ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 抗てんかん剤 ¥81.80 内山

(塩野義) <指> 2132 1錠 内科
フルイトラン錠1mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 利尿剤 ¥6.30 高橋

医薬品名

医薬品名

《セルテクト錠30mgから切り替え》

《アカルディカプセル1.25mgから切り替え》

《フルイトラン錠2mgから切り替え》

《エパデールＳ600から切り替え》

《ﾍﾟﾐﾛｯｸﾍﾊﾟﾘﾝﾛｯｸ用10単位ｼﾘﾝｼﾞから一部切り替え》
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4.その他採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ）
　【平成２１年１０月１６日よりオーダー入力可能となります。】

組成 薬効 薬価
(沢井) <指・処> 6123 1管

アミカシン硫酸塩注射液100mg「ｻﾜｲ」硫酸ｱﾐｶｼﾝ 抗生物質 ¥118.00

(ﾔｸﾙﾄ) <毒・処> 4291 1瓶
エルプラット注射用50mg ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ その他腫瘍用剤 ¥38,200.00

(扶桑) <処> 3410 1袋
サブラッドＢＳＧ2020mL 人工腎臓透析用剤 ¥1,305.00

《サブラッドＢＳから切り替え》
(沢井) <処> 2233 1錠

★ サワテン錠250mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 去たん剤 ¥6.10

(田辺三菱) <生・劇・指・処> 6313 1瓶
ジェービックＶ 不活化日本脳炎ｳｲﾙｽ ワクチン類 ¥3,250.00

《日本脳炎ワクチン「ビケン」から切り替え》
(健栄) 2619 10mL

ステリクロンＢエタノール液0.5 ｸﾞﾙｺﾝ酸ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞﾝ 外皮用殺菌消毒剤 ¥6.30
《マスキンＷエタノール液から切り替え》

(ｴｰｻﾞｲ) 3222 1g
フェロミア顆粒8.3% ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 鉄化合物製剤 ¥19.00

(大日本住友) <生・劇・指・処> 3959 1瓶
リプレガル点滴静注用3.5mg ｱｶﾞﾙｼﾀﾞｰｾﾞｱﾙﾌｧ 酵素製剤 ¥355,725.00

《患者限定で用時購入》

《後発品採用率向上のため（硫酸アミカシン注射液「萬有」100mgの後発品）》

《エルプラット100mgに規格追加》

《後発品採用率向上のため（ムコダイン錠250mgの後発品）》

《フェロミア錠50mgに剤型追加》

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
(日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) <処> 2119

アカルディカプセル1.25 ﾋﾟﾓﾍﾞﾝﾀﾞﾝ 強心剤
(ﾊﾞｲｴﾙ) 1319

アダプチノール ﾍﾚﾆｴﾝ 眼科用剤
(ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝ) <指・処> 2290

アドエア250ﾃﾞｨｽｶｽ28ﾌﾞﾘｽﾀｰ ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙ･ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ その他呼吸器官用剤
(ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝ) <指・処> 2291

アドエア500ﾃﾞｨｽｶｽ28ﾌﾞﾘｽﾀｰ ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙ･ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ その他呼吸器官用剤
(大日本住友) <指・処> 2123

アルマール錠10 塩酸ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ 不整脈用剤
(大日本住友) 2123

エパデールＳ600 ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ その他血液･体液用剤
(田辺三菱) <指> 2119

カルグート錠10 ﾃﾞﾉﾊﾟﾐﾝ 強心剤
(杏林) 4490

キプレスチュアブル錠5mg ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ その他ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤
(ﾌｧｲｻﾞｰ) <処> 6149

ジスロマックカプセル小児用100mg ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 抗生物質
(ﾌｧｲｻﾞｰ) <指・処> 6150

ジスロマック細粒小児用 ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 抗生物質
(協和発酵ｷﾘﾝ) 4490

セルテクト錠30 ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ その他ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤
(ﾌｧｲｻﾞｰ) <指> 2646

ダイアコート軟膏 酢酸ｼﾞﾌﾛﾗｿﾞﾝ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤
(ﾂﾑﾗ) 5200

ツムラ真武湯エキス顆粒 真武湯ｴｷｽ 漢方製剤
(ﾂﾑﾗ) 5201

ツムラ釣藤散エキス顆粒 釣藤散ｴｷｽ 漢方製剤
(ﾂﾑﾗ) 5202

ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒 猪苓湯合四物湯ｴｷｽ 漢方製剤
(ｴｰｻﾞｲ) 2129

ノイキノン錠10mg ﾕﾋﾞﾃﾞｶﾚﾉﾝ 不整脈用剤
(塩野義) <指> 2132

フルイトラン錠2mg ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 利尿剤
(参天) 1317

ムコゾーム点眼液0.5% 塩化ﾘｿﾞﾁｰﾑ 眼科用剤

6.取扱中止医薬品

(協和発酵ｷﾘﾝ) <生・劇・指・処> 3999
エスポー注射液3000シリンジ ｴﾎﾟｴﾁﾝα（遺伝子組換え） 他の代謝性医薬品

(田辺三菱) <生・指・処> 3959
グルトパ注600万 ｱﾙﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ 酵素製剤

(武田) <特生・指・処> 6343
ＰＰＳＢ-ＨＴ｢ﾆﾁﾔｸ｣ 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子 血液製剤類
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