
第23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２２年１月２９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
(丸石) 3140 1ｇ 脳外科

アスコルビン酸「ﾏﾙｲｼ」 ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸 ビタミンＣ剤 ¥8.80 横山
(テルモ) <劇・処> 1233 1筒 麻酔

アトワゴリバース静注シリンジ6mL ﾒﾁﾙ硫酸ﾈｵｽﾁｸﾞﾐﾝ･硫酸ｱﾄﾛﾋﾟ 自律神経剤 ¥615.00 松井
(大塚製薬) <処> 3253 1袋 内科

アミノレバン点滴静注500mL 肝不全用ｱﾐﾉ酸製剤 たん白アミノ酸製剤 ¥925.00 高橋
(小野) <処> 2391 ｶﾌﾟｾﾙ 外科

イメンドカプセル80mg ｱﾌﾟﾚﾋﾋﾟﾀﾝﾄ その他の消化器官用薬 ¥3,380.90 小泉
(小野) <処> 2391 ｾｯﾄ 外科

イメンドカプセルセット ｱﾌﾟﾚﾋﾋﾟﾀﾝﾄ その他の消化器官用薬 ¥11,707.8 小泉
(大塚製薬) <処> 3259 ｷｯﾄ 内科

エルネオパ1号輸液1000mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝ たん白アミノ酸製剤 ¥1,672.00 高橋
(大塚製薬) <処> 3259 ｷｯﾄ 内科

エルネオパ1号輸液1500mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝ たん白アミノ酸製剤 ¥2,119.00 高橋
(大塚製薬) <処> 3259 ｷｯﾄ 内科

エルネオパ2号輸液1000mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝ たん白アミノ酸製剤 ¥1,801.00 高橋
(大塚製薬) <処> 3259 ｷｯﾄ 内科

エルネオパ2号輸液1500mL ｱﾐﾉ酸･糖･電解質･ﾋﾞﾀﾐﾝ たん白アミノ酸製剤 ¥2,293.00 高橋
(大塚製薬) <処> 3215 1管 麻酔

大塚塩カル注2% 塩化ｶﾙｼｳﾑ カルシウム剤 ¥92.00 松井
(第一三共) <処> 7219 1筒 内科

オムニパーク350注シリンジ100mL ｲｵﾍｷｿｰﾙ Ｘ線造影剤 ¥13,782.00 内山
(ファイザー) <処> 6149 1瓶 内科

ジスロマック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 抗生物質 ¥2,103.00 原田
(GSK) <生・劇・処> 6313 婦人科

サーバリックス ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ様粒子ﾜｸﾁﾝ ワクチン類 未収載 佐倉
(アステラス) <劇・処> 1179 1錠 脳外科

★ セロクエル25mg錠 ﾌﾏﾙ酸ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ 精神神経用剤 ¥47.40 横山
(ツムラ) 5200 1g 外科

ツムラ茵蔯蒿湯エキス顆粒 茵蔯蒿湯ｴｷｽ 漢方製剤 ¥9.50 小泉
(アストラゼネカ) <劇・習・処> 1119 1筒 麻酔

1%ディプリバン注-キット500mg ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ 全身麻酔剤 ¥2,569.00 松井
(興和創薬) <劇・処> 2160 1管 麻酔

ネオシネジンコーワ注1mg 塩酸ﾌｪﾆﾚﾌﾘﾝ 血管収縮剤 ¥63.00 松井
(ヤンセン) <劇・麻・処> 8219 1管 麻酔

フェンタニル注射液0.1mg「ﾔﾝｾﾝ」 ｸｴﾝ酸ﾌｪﾝﾀﾆﾙ 合成麻薬 ¥245.00 松井
(ヤンセン) <劇・麻・処> 8219 1管 麻酔

フェンタニル注射液0.25mg「ﾔﾝｾﾝ」 ｸｴﾝ酸ﾌｪﾝﾀﾆﾙ 合成麻薬 ¥584.00 松井
(ツムラ) <劇・指> 5900 1g 麻酔

☆ ブシ末（調剤用）「ツムラ」 修治ﾌﾞｼ 漢方製剤 ¥14.10 松井
(日本化薬) <劇・処> 4234 1瓶 泌尿器科

ブレオ注射用30mg 塩酸ﾌﾞﾚｵﾏｲｼﾝ 抗腫瘍性抗生物質製剤 ¥11,450.00 吉村
(杏林) <処> 2399 1錠 外科

ペンタサ錠500 ﾒｻﾗｼﾞﾝ その他の消化器官用薬 ¥118.80 小泉
(アステラス) <特・処> 7990 4瓶1組 外科

ボルヒール組織接着用1mL ﾌｨﾌﾞﾘﾝ加第Ⅷ因子 他の医薬品 ¥15,970.10 小泉
(アステラス) <特・処> 7990 4瓶1組 外科

ボルヒール組織接着用3mL ﾌｨﾌﾞﾘﾝ加第Ⅷ因子 他の医薬品 ¥45,092.80 小泉
(杏林) 2233 1錠 耳鼻科

ムコダイン錠500mg ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ 去たん剤 ¥19.60 峯田

医薬品名
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(日本化薬) <劇・処> 4240 1ｶﾌﾟｾﾙ 内科
★ ラステットSカプセル50mg ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ 抗腫瘍性植物成分製剤 ¥1,874.70 内山

(GSK) <劇・処> 1169 1錠 脳外科
☆ レキップ錠1mg 塩酸ﾛﾋﾟﾆﾛｰﾙ 抗パーキンソン剤 ¥198.80 横山

(ノボ) <劇・処> 2492 1ｷｯﾄ 内科
レベミル注イノレット ｲﾝｽﾘﾝ ﾃﾞﾃﾞﾐﾙ その他のホルモン剤 ¥2,334.00 高橋

(東和) <処> 6241 1mL 外科
レボフロキサシン内用液25mg/mL「ﾄｰﾜﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 合成抗菌剤 ¥40.40 大石

(鳥居) <劇・処> 1190 1ｶﾌﾟｾﾙ 内科
レミッチカプセル2.5μg 塩酸ﾅﾙﾌﾗﾌｨﾝ その他の中枢神経系用薬 ¥1,745.10 高橋

2.新規採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ）
　【平成２２年１月２９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
(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 ¥240,300.00 匂坂
(ﾄｰｱｴｲﾖｰ) <劇・指・処> 2171 1袋 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
(第一三共) <劇・指・処> 2129 1A 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 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
(三和化学) 2190 1錠 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 内山
(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
(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

医薬品名
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3.切替採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ）
　【平成２２年１月２９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

(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

《タンボコール注から切り替え》
(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
《カルタン500mgから切り替え》

(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

(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

《セキナリンテープ2mgから切り替え》
(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 内山
《ミリスロール注50mgから切り替え》

(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

《タケプロンOD15mgから切り替え》
(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
《タケプロンOD30mgから切り替え》

4.その他採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ）
　【平成２２年１月２９日よりオーダー入力可能となります。】

組成 薬効 薬価
(日本新薬) <指・処> 1149 1錠

オークル錠100mg 解熱鎮痛消炎剤 ¥85.20

(小野) <処> 2590 1錠
ステーブラ錠 ｲﾐﾀﾞﾌｪﾅｼﾝ その他の泌尿生殖器官用薬 ¥97.40

(田辺三菱) 1190 1錠
セレジストＯＤ錠5 ﾀﾙﾁﾚﾘﾝ水和物 その他の中枢神経系用薬 ¥1,179

(日本ベーリンガー) 1169 1錠
ビ・シフロール錠0.125mg 塩酸ﾌﾟﾗﾐﾍﾟｷｿｰﾙ 抗パーキンソン剤 ¥54.50

医薬品名

《類似名称品による薬剤誤入力防止のためモーバー100mgから切り替え》

《院外のみから院内も可に変更》

《セレジスト錠5から切り替え》

《ビ・シフロール錠0.5mgに規格追加》

医薬品名

《アムロジンOD2.5mgから切り替え》

《ノルバスクOD5mgから切り替え》

《ピューラックスから切り替え》
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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
(大日本住友) <劇・指・処> 2171

アムロジンOD2.5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 血管拡張剤
(鳥居) <劇・指> 2646

アンテベートクリーム 酢酸ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤
(吉田製薬) 2115

カフェイン水和物「吉田」 ｶﾌｪｲﾝ カフェイン系製剤
(ﾏｲﾗﾝ) 2190

カルタン錠500 沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ その他循環器官用薬
(第一三共) <処> 6241

クラビット錠100mg ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 合成抗菌剤
(協和発酵ｷﾘﾝ) <指・処> 2144

コバシル錠4mg ﾍﾟﾘﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ 血圧降下剤
(ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ) <指・処> 2259

セキナリンテープ2mg ﾂﾌﾞﾃﾛｰﾙ 気管支拡張剤
(田辺三菱) 1190

セレジスト錠5 ﾀﾙﾁﾚﾘﾝ水和物 その他の中枢神経系用薬

(武田) <処> 2329
タケプロンOD15mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 消化性潰瘍用剤

(武田) <処> 2329
タケプロンOD30mg ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 消化性潰瘍用剤

(大日本住友) 2646

ドレニゾンテープ4μg/㎝
2

ﾌﾙｵｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ製剤
(ﾌｧｲｻﾞｰ) <劇・処> 2171

ノルバスクOD5mg ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 血管拡張剤
(第一三共) 2241

フスタギン末 ｼｬｾﾞﾝｿｳｴｷｽ 鎮咳去たん剤
(興和) <劇・指> 2119

プロタノールS錠15mg dl-塩酸ｲｿﾌﾟﾛﾃﾚﾉｰﾙ 強心剤
(大塚製薬) <指・処> 2259

メプチン吸入液0.01% 塩酸ﾌﾟﾛｶﾃﾛｰﾙ 気管支拡張剤
(参天) 1313

ラクリミン点眼液0.05% 塩酸ｵｷｼﾌﾞﾌﾟﾛｶｲﾝ 眼科用局所麻酔剤
(日産化学) <劇・処> 2149

ランデル錠20 塩酸ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ 血圧降下剤
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6.取扱中止医薬品

医薬品名 組成 薬効
(日医工) <劇・習・指・処> 1115

イソゾール注射用0.5ｇ ﾁｱﾐﾗｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 全身麻酔剤
(旭化成ﾌｧｰﾏ) <劇・処> 3999

エルシトニン注10単位 ｴﾙｶﾄﾆﾝ 他の代謝性医薬品
（日医工） <劇・処> 2171

カルジオルフトL10mg ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ 血管拡張剤
(ｼｪﾘﾝｸﾞ･ﾌﾟﾗｳ) <劇・指・処> 6134

ゲンタシン注60 硫酸ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ 抗生物質
(エーザイ) <劇・処> 2129

タンボコール静注50mg 酢酸ﾌﾚｶｲﾆﾄﾞ 不整脈用剤
(オーヤラックス)

ピューラックス 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 殺菌消毒剤
(大塚) <処> 3319

フィジオ140 酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ液（ﾌﾞﾄﾞｳ糖加） リンゲル製剤
(日本化薬) <劇・処> 2171

ミリスロール注50mg ｱﾙﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ 冠血管拡張剤
(田辺三菱) <処> 1149

モーバー錠100mg ｱｸﾀﾘｯﾄ 解熱鎮痛消炎剤
(明治製菓) <処> 6169

硫酸ｶﾅﾏｲｼﾝ注射液1000mg「明治」 硫酸ｶﾅﾏｲｼﾝ 抗生物質
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