
第39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28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
(ﾏﾙﾎ) 2699 1ｇ

アクトシン軟膏３％ ﾌﾞｸﾗﾃﾞｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 分類されない外皮用剤 ¥48.30
(ﾊﾞｲｴﾙ) 7290 1筒

★ ガドビスト静注1.0mol/Lｼﾘﾝｼﾞ5mL ｶﾞﾄﾞﾌﾞﾄﾛｰﾙ 診断用薬 ¥5,114.00
(ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ) 1錠

ジャディアンス錠10㎎ ｴﾝﾊﾟｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝ 3969 ¥208.40
　　　　　　　　　　 25㎎ 糖尿病用剤 ¥356.00

(ｻﾉﾌｨ) 4490 1錠
☆ ディレグラ配合錠 ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ・ｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ アレルギー用剤 ¥62.30

（ｱﾙｺﾝ） 1319 1mL
☆ ベガモックス点眼液0.5％ ﾓｻﾌﾛｷｼﾝ 眼科用剤 ¥130.50

（武田） ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ・ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 6199 1ｼｰﾄ
ボノサップパック400 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 分類されない抗生物質製剤 ¥733.80

(協和発酵ｷﾘﾝ) 2419 1錠
☆ ミニリンメルトOD錠120μｇ ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ 脳下垂体ホルモン剤 ¥202.70

（ｻﾉﾌｨ） 2492 1ｷｯﾄ
ランタスXR注ソロスター450単位 ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ すい臓ホルモン剤 ¥3,102.00

（大正） 2649 1枚
ロコアテープ10cm×14cm ｴｽﾌﾙﾙﾋﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ･ﾊｯｶ油 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ¥44.80

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
(MSD) 6250 1錠

★ アイセントレス錠400㎎ ラルテグラビルカリウム 抗ウイルス剤 ¥1,553.60
(GSK) ウメクリジニウム臭化物 2259 １ｷｯﾄ

☆ アノーロエリプタ30吸入用 ビランテロールﾄﾘﾌｪﾆﾙ酢酸塩 気管支拡張剤 ¥8,324.20
（参天） 1319 1mL

☆ アレジオン点眼0.05％ エピナスチン塩酸塩 眼科用剤 ¥382.50
(ｱｯｳﾞｨ) オムビタスビル水和物・ 6250 1錠

ヴィキラックス配合錠 パリタプレビル水和物・リトナビル錠 抗ウイルス剤 ¥23,057.50
(ﾊﾞｲｴﾙ) 1管

★ ウログラフィン注60％　20mL ｱﾐﾄﾞﾄﾘｿﾞ酸Na 7214 ¥479.00
　　　　　　　　　　　　　　100ｍL 配合製剤 ¥2,396.00

(第一三共) 3399　　他に分類されない 1錠
エフィエント錠3.75㎎ プラスグレル塩酸塩 血液・体液用薬 ¥282.70

（ﾀｶﾐﾂ） dl−ｶﾝﾌﾙ l−ﾒﾝﾄｰﾙ 2649 10ｇ
MS冷湿布 ｻﾘﾁﾙ酸ﾒﾁﾙ 鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 ¥9.20

（佐藤） 1219 1ｇ
★ エムラクリーム ﾘﾄﾞｶｲﾝ･ﾌﾟﾛﾋﾟﾄｶｲﾝ 局所麻酔剤 ¥190.10

（興和） 1319 1mL
☆ グラナテック点眼液0.4％ ﾘﾊﾟｽｼﾞﾙ塩酸塩水和物 眼科用剤 ¥451.00

(GSK)
☆ ザガーロカプセル0.1㎎ ﾃﾞｭﾀｽﾃﾘﾄﾞ 2499　他に分類されない 薬価未収載

　　　　　　　　　　　0.5㎎ ホルモン剤

用 （日医工） 2452 1瓶
★ 水溶性ハイドロコートン注射液　100㎎ ヒドロコルチゾン コルチゾン系製剤 ¥403.00

(あゆみ) 3999　他に分類されない 1錠
タクロリムス錠1.5㎎「参天」 タクロリムス その他の代謝性医薬品 ¥615.60

5200 1ｇ
☆ ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（12）漢方薬 漢方製剤 ¥21.70

5200 1ｇ
☆ ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（28） 漢方薬 漢方製剤 ¥11.30

5200 1ｇ
☆ ツムラ女神散顆粒エキス（67） 漢方薬 漢方製剤 ¥23.00

5200 1ｇ
☆ ツムラ四物湯エキス顆粒（71） 漢方薬 漢方製剤 ¥19.40

5200 1ｇ
☆ ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（117） 漢方薬 漢方製剤 ¥26.90

(MSD) 1179 1錠
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テトラミド錠10㎎ ﾐｱﾝｾﾘﾝ 精神神経用剤 ¥15.30
（大塚） 1169 1枚

☆ ニュープロパッチ2.25㎎ ﾛﾁｺﾞﾁﾝ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 ¥278.00
(ｷﾞﾘﾔﾄﾞ) 6250 1錠

ハーボニー配合錠 ﾚｼﾞﾊﾟｽﾋﾞﾙ･ｿﾎｽﾌﾞﾋﾞﾙ 抗ウイルス剤 ¥54,796.90
（ｷｯｾｲ） 2190 1錠

☆ ピートルチュアブル錠250㎎ ｽｸﾛｵｷｼ水酸化鉄 循環器官用薬 ¥182.10
用 （武田）

2499　その他に分類されな
い 1ｷｯﾄ

★ リュープリンPRO注射キット22.5㎎ ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩 ホルモン剤 ¥102,414.00

3.切替および規格追加採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ　用：用時購入）

組成 薬効 薬価
（第一三共） 2149 1錠

オルメテックOD錠20㎎ オルメサルタンメドキソミル 血圧降下剤 ¥112.80
《オルメテック錠20㎎から切り替え》

(沢井) 2149 1錠
カルベジロール錠10㎎「ｻﾜｲ」 カルベジロール 血圧降下剤 ¥22.90

《アーチスト錠10㎎から切り替え》
(塩野義) 2189 1錠

クレストールOD錠2.5㎎ ロスバスタチンカルシウム 高脂血症用剤 ¥63.10
《クレストール錠2.5㎎から切り替え》

(日医工) 1個
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5㎎ 1147 ¥19.30
ジクロフェナクナトリウム坐剤25㎎ ジクロフェナクナトリウム フェニル酢酸系製剤 ¥19.90

《ボルタレンサポ12.5㎎・25㎎から切り替え》
(あゆみ) 3999　他に分類されない 1錠

タクロリムス錠3㎎「あゆみ」 タクロリムス 代謝性医薬品 ¥1,080.30
《タクロリムス錠1.5㎎「あゆみ」から規格追加》

(ﾌｧｲｻﾞｰ) タゾバクタム 6139　主としてグラム陽性・1ｷｯﾄ
★ タゾピペ配合点滴静注用4.5ｇ ピペラシリン 陰性菌に作用するもの ¥1,692.00
《ゾシン配合点滴静注用4.5ｇバッグから切り替え》

(ｶﾞﾙﾃﾞﾙﾏ) 2699 1ｇ
☆ ディフェリンゲル0.1%　30ｇ アダパレン 他に分類されない外皮用剤 ¥120.90
《ディフェリンゲル0.1%15ｇから切り替え》

(東和) 2123 1錠
ビソプロロールフマル酸錠5㎎「ﾄｰﾜ」 ビソプロロール β-遮断剤 ¥34.00

《メインテート錠5㎎から切り替え》
(東和) 1瓶

★ フルオロウラシル注250㎎｢ﾄｰﾜ｣ 4223 ¥194.00
★ フルオロウラシル注1000㎎｢ﾄｰﾜ｣ フルオロウラシル フルオロウラシル系製剤 ¥725.00
《5-FU注250㎎・1000㎎から切り替え》

(ｷｯｾｲ) 2590 1錠
ユリーフOD錠4㎎ シロドシン 泌尿生殖器官及び肛門用薬 ¥75.50

《ユリーフ錠4㎎から切り替え》
(日新) 1214 1mL

★ リドカイン塩酸塩ビスカス2％｢日新｣ リドカイン キシリジン系製剤 ¥4.40
《キシロカインビスカス2％から切り替え》

4.院外のみへ採用移行医薬品

医薬品名 組成 薬効
（第一三共） 2149

アーチスト錠10㎎ カルベジロール 血圧降下剤

（ｻﾉﾌｨ） 3961

アマリールOD錠3㎎ グリメピリド スルフォニル尿素系製剤

（沢井） 2149

オルメテック錠20㎎ オルメサルタンメドキソミル 血圧降下剤

(塩野義) 2189

クレストール錠2.5㎎ ロスバスタチンカルシウム 高脂血症用剤

（ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ） 1169

コムタン錠100㎎ エンタカポン 抗パーキンソン剤

（小野） 3969

グラクティブ錠12.5㎎ シダグリプチン 糖尿病用剤
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（沢井） 2171

硝酸イソソルビド徐放錠20㎎「ｻﾜｲ」 一硝酸イソソルビド 冠血管拡張剤

（ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ） 6250

スンベプラcap100㎎ アスタプレビル 抗ウイルス剤

（ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ） 6250

ダクルインザ錠60㎎ ダクラタスビル 抗ウイルス剤

（田辺三菱ﾞ） 2123

メインテート錠5㎎ ビソプロロール β-遮断剤

(ｷｯｾｲ) 2590

ユリーフ錠4㎎ シロドシン 泌尿生殖器官及び肛門用薬

（ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ） 1214

キシロカインビスカス2％ リドカイン キシリジン系製剤

（参天） 1319

クラビット点眼液0.5％ レボフロキサシン 眼科用剤

（ｶﾞﾙﾃﾞﾙﾏ） 2659

ペキロンクリーム アモロルフィン 寄生性皮膚疾患用剤

（ｶﾞﾙﾃﾞﾙﾏ）
ボルタレンサポ12.5㎎ 1147

ボルタレンサポ25㎎ ジクロフェナクナトリウム フェニル酢酸系製剤

（武田） ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ・ｱﾓｷｼｼﾘﾝ 6199

ランサップ800 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 分類されない抗生物質製剤

（ｻﾉﾌｨ） 2492

ランタス注ソロスター ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ すい臓ホルモン剤

5.取扱中止医薬品

医薬品名 組成 薬効
（MSD） 1319

アイビナール点眼液 イブジラスト 眼科用剤

（参天） 1312

サンピロ点眼液1％ ピロカルピン塩酸塩 縮瞳剤；ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ等

（長生堂） 1319

タチオン点眼液2％ グルタチオン 眼科用剤

（参天） 1319

チモプトール点眼液0.5％ チモロールマレイン酸塩 眼科用剤

(ｶﾞﾙﾃﾞﾙﾏ) 2699

ディフェリンゲル0.1%　15ｇ アダパレン 他に分類されない外皮用剤

（大塚） 1319

ミケラン点眼液2％ カルテオロール塩酸塩 眼科用剤

（杏林） 1319

ミロル点眼液0.5％ レボブノロール塩酸塩 眼科用剤

（参天） 1319

ムコゾーム点眼液0.5％ リゾチーム塩酸塩 眼科用剤

（ｷｯｾｲ） 1319

リズモンTG点眼液0.5％ チモロールマレイン酸塩 眼科用剤

（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-遮断剤

（大塚） 3215

大塚塩カル注20ｍL 塩化カルシウム ハロゲン化カルシウム製剤
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