
第30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２４年９月２１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
(千寿) 1319 1mL 眼科

☆アイファガン点眼液 ﾌﾞﾘﾓﾆｼﾞﾝ酒石酸塩 緑内障･高眼圧症治療剤 ¥438.20 野口
(武田) 2149 1錠 内科

アジルバ錠20mg ｱｼﾞﾙｻﾙﾀﾝ 持続性AT1ﾚｾﾌﾟﾀｰﾌﾞﾛｯｶｰ ¥136.90 大橋

(バイエル) 3339 1錠 内科

イグザレルト錠10mg ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝ
選択的直接作用型第Ⅹa因
子阻害剤 ¥372.40 内山

(バイエル) 3340 1錠 内科

イグザレルト錠15mg ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝ
選択的直接作用型第Ⅹa因
子阻害剤 ¥530.40 内山

(大塚製薬) 3999 1錠 内科
☆エルカルチン錠300mg ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ塩化物 ﾚﾎﾞｶﾙﾆﾁﾝ製剤 ¥239.70 高橋

(塩野義) 8119 外科

オキファスト注10mg ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物 癌疼痛治療用注射剤 ¥352.00 小泉
(塩野義) 8119 外科

オキファスト注50mg ｵｷｼｺﾄﾞﾝ塩酸塩水和物 癌疼痛治療用注射剤 ¥1,609.00 小泉
興和創薬 2190 1錠 内科

カリメート経口液 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 ¥95.60 高橋
(アステラス) 2190 1錠 内科

キックリンカプセル250mg 高ﾘﾝ血症治療剤 ¥29.70 高橋
(小野) 2123 1瓶 内科

コアベータ ﾗﾝｼﾞｵﾛｰﾙ塩酸塩 短時間作用型β1選択的遮断剤 ¥2,634.00 宣原
(ＧＳＫ) 4490 1錠 皮膚科

ザイザル錠5mg ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩 持続性選択H1受容体拮抗剤 ¥111.80 飯田
(大日本住友) 3969 1錠 内科

シュアポスト錠0.5mg ﾚﾊﾟｸﾞﾘﾆﾄﾞ 速攻型ｲﾝｽﾘﾝ分泌促進剤 ¥57.80 高橋
(協和発酵キリン) 3999 1筒 内科

ネスプ注射液180μg ﾀﾞﾙｴﾎﾟｴﾁﾝ 持続型赤血球造血刺激因子製剤 ¥31,841.00 高橋
(リリー) 2499 1ｷｯﾄ 内科

バイエッタ皮下注5μｇﾍﾟﾝ300 ｴｷﾅｾﾁﾄﾞ 2型糖尿病治療剤 ¥9,661.00 大橋

2499 1ｷｯﾄ 内科
バイエッタ皮下注10μｇﾍﾟﾝ300 ｴｷﾅｾﾁﾄﾞ 2型糖尿病治療剤 ¥9,661.00 大橋

(ＧＳＫ) 1179 1錠 脳外科

パキシルCR錠12.5mg ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩水和物 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み阻害剤 ¥105.60 横山
(ブリストル・マイヤーズ) 6250 1錠 内科

バラクルード錠0.5mg ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙ水和物 抗ｳｲﾙｽ化学療法剤 ¥1,032.30 加藤
(アストラゼネカ) 4291 外科

フェソロデックス筋注250mg ﾌﾙﾍﾞｽﾄﾗﾝﾄ 抗ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ剤 ¥49,381.00 小泉
(帝人ファーマ) 3949 1錠 内科

フェブリク錠20mg ﾌｪﾌﾞｷｿｽﾀｯﾄ 高尿酸血症治療剤 ¥56.40 大橋
(持田) 6290 1包 皮膚科

☆ベセルナクリーム5% ｲﾐｷﾓﾄﾞ 角化症治療剤 ¥1,136.00 飯田
(科研) 2190 1錠 内科

ベラサスＬＡ錠60μg ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄﾅﾄﾘｳﾑ ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ誘導体徐放性製剤 ¥235.90 大橋

(バイエル) 2190 内科

ホスレノール顆粒500mg 炭酸ﾗﾝﾀﾝ水和物 高ﾘﾝ血症治療剤 ¥284.80 高橋
(日本ベーリンガー) 2149 1錠 内科

☆ミカムロ配合錠AP 配合剤 AT1ﾌﾞﾛｯｶｰ/持続性Ca拮抗薬 ¥133.20 宣原
(第一三共) 3999 1瓶 外科

ランマーク皮下注120mg ﾃﾞﾉｽﾏﾌﾞ ﾋﾄ型抗RANKLﾓﾉｸﾛﾅｰﾙ抗体製剤 ¥45,155.00 小泉
(武田) 1190 1錠 脳外科

レミニールＯＤ錠4mg ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ臭化水素酸塩 ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療剤 ¥107.70 横山
(武田) 1190 1錠 脳外科

レミニールＯＤ錠8mg ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ臭化水素酸塩 ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療剤 ¥187.10 横山
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(ＭＳＤ) 6313 小児科

ロタテック内容液 5価経口弱毒生ﾛﾀｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ ｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ類 ¥5,700.00 中西

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
(ＧＳＫ) 2290 1瓶 内科

アドエア125エアゾール120吸入用 配合剤 喘息治療配合剤 ¥7,639.50 上原
(サノフィ・アベンティス) 2492 1ｷｯﾄ 内科

アピドラ注ソロスター ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾙﾘｼﾞﾝ(遺伝子組換え超速効型ｲﾝｽﾘﾝｱﾅﾛｸﾞ製剤 ¥2,237.00 高橋
(武田) 2329 1錠 外科

用タケプロンＯＤ錠15 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ ¥104.00 相良
(武田) 2329 1錠 外科

用タケプロンＯＤ錠30 ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ ¥181.50 相良
(協和発酵キリン) 2419 1瓶 内科

用デスモプレシン・スプレー10協和 酢酸ﾃﾞｽﾓﾌﾟﾚｼﾝ 夜尿症用剤 ¥6,830.00 高橋
(旭化成ファーマ) 2439 1瓶 麻酔

テリボン皮下注用56.5μg ﾃﾘﾊﾟﾗﾁﾄﾞ酢酸塩 骨粗鬆症治療剤 ¥12,971.00 松井

(ノボ) 2492 1ｷｯﾄ 内科

ノボラピッド注イノレット ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄ(遺伝子組換え)インスリン製剤 ¥2,150.00 大橋
(あすか製薬) 7790 1筒 外科

ミンクリア内用散布液0.8% l-ﾒﾝﾄｰﾙ製剤 胃蠕動運動抑制剤 ¥858.00 相良

(大塚製薬) 1本 眼科

ムコスタ点眼液ＵＤ2% ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ ﾄﾞﾗｲｱｲ治療剤 ¥27.10 野口
(エーザイ) 2331 1包 外科

リパクレオン顆粒300mg分包 ﾊﾟﾝｸﾚﾘﾊﾟｰｾﾞ製剤 膵消化酵素補充剤 ¥59.00 小泉
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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
(トーアエイヨー) 2129 1錠 内科

アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg｢TE｣塩酸ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 不整脈治療剤 ¥206.90 白木
《アンカロン錠100mgから切り替え》

(中外) 3112 1ｶﾌﾟｾﾙ 内科
エディロールカプセル0.5mg ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙ 活性型ビタミンＤ3製剤 ¥68.50 大橋

《アルファロール散0.5μgから切り替え》
(中外) 3112 1ｶﾌﾟｾﾙ 内科

エディロールカプセル0.75mg ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙ 活性型ビタミンＤ3製剤 ¥98.80 大橋

《アルファロール散0.5μgから切り替え》
(大塚) 3311 1ｷｯﾄ

生理食塩液100mL2ポート 生理食塩液 生理食塩液 ¥185.00
《生食溶解液キットＨから切り替え》

(ＣＳＬベーリング) 7990 1枚

タコシール組織接着用シール 配合剤 生物学的組織接着･閉鎖剤 ¥31,805.10
《タココンブ組織接着用シートから切り替え》

(丸石) 7990 1mL 内科
Ｄ-ソルビトール液65%｢ﾏﾙｲｼ｣ D-ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ液 造影補助剤 ¥1.15 高橋

(協和発酵キリン) 2399 1錠 内科
ナウゼリンＯＤ錠10 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 消化管運動改善剤 ¥18.00 高橋

《ナウゼリン錠10mgから切り替え》
(丸石) 1119 1瓶 麻酔

2%プロポフォール注｢ﾏﾙｲｼ｣ ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ 全身麻酔・鎮静用剤 ¥2,529.00 松井

《1%ディプリバン注500mg　50mLから切り替え》
(吉田製薬) 2344 1g 薬剤科

マグラックス細粒83% 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 制酸・緩下剤 ¥14.20 松下
《酸化マグネシウムから切り替え》

(ミヤリサン) 2316 1g 薬剤科
ミヤＢＭ細粒 酪酸菌製剤 生菌製剤 ¥6.30 松下

《ビオフェルミン散、R散から切り替え》
(ミヤリサン) 2316 1g 薬剤科

ミヤＢＭ錠 酪酸菌製剤 生菌製剤 ¥5.70 松下

(ニプロ) 1枚 内科

リドカインテープ ﾘﾄﾞｶｲﾝ 局所麻酔剤 ¥36.00 高橋
《ペンレステープから切り替え》

(第一三共) 2649 1g 整形外科
ロキソニンゲル1% ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 ¥6.80 花田

《ボルタレンゲルから切り替え》

《ビオフェルミン錠、R錠から切り替え》

《D-ソルビトール末から切り替え》
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4.その他採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ　用：用時購入）

組成 薬効 薬価
(サノフィ・アベンティス) 3999 1錠

アラバ錠10mg ﾚﾌﾙﾉﾐﾄﾞ 抗ﾘｳﾏﾁ剤 ¥172.80

(沢井) 1129 1錠
ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠5mg ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩 睡眠導入剤 ¥26.90

《マイスリー錠5mgから切り替え》
(沢井) 2590 1錠

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠0.1mg ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩 前立腺肥大症排尿障害改善剤 ¥37.10
《ウロスロールカプセル0.1mgから切り替え》

(ファイザー) 1179 1錠
パロキセチン錠10mg ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩水和物 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み阻害剤 ¥36.20

《パキシル錠10mgから切り替え》

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
(中外)

アルファロール散 ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ ca･骨代謝改善1α-OH-D3製剤

(サイフィ・アベンティス) 2129
アンカロン錠100mg ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩 不整脈治療剤

(日医工) 2590
ウロスロールカプセル0.1mg ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩 前立腺肥大症排尿障害改善剤

(沢井) 1149
ケンタン錠 ﾛｷﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物 鎮痛･抗炎症･解熱剤

2344
酸化マグネシウム 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 制酸･緩下剤

(リリー) 1179
ストラテラカプセル5mg ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ塩酸塩 注意欠陥/多動性障害治療剤

(リリー) 1179
ストラテラカプセル10mg ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ塩酸塩 注意欠陥/多動性障害治療剤

(リリー) 1179
ストラテラカプセル25mg ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ塩酸塩 注意欠陥/多動性障害治療剤

(丸石) 7990
Ｄ-ソルビトール原末 D-ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ 造影補助剤

(ＧＳＫ) 2646
デルモベートスカルフローション ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ 外用合成副腎皮質ホルモン剤

(協和発酵キリン) 2399
ナウゼリン錠10mg ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ 消化管運動改善剤

3211
乳酸カルシウム 乳酸ｶﾙｼｳﾑ水和物 ｶﾙｼｳﾑ剤

(ＧＳＫ) 1179
パキシル錠10mg ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩水和物 選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取り込み阻害剤

(武田) 2316
ビオフェルミン配合散 ﾗｸﾄﾐﾝ 乳酸菌整腸剤

(武田) 2316
ビオフェルミン錠剤 ﾗｸﾄﾐﾝ 乳酸菌整腸剤

(武田) 2316
ビオフェルミンＲ錠 耐性乳酸菌製剤 耐性乳酸菌整腸剤

(武田) 2316
ビオフェルミンＲ散 耐性乳酸菌製剤 耐性乳酸菌整腸剤

(マルホ) 1214
ペンレステープ ﾘﾄﾞｶｲﾝ 局所麻酔剤

(ノバルティス) 2649
ボルタレンゲル ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 経皮鎮痛消炎剤

(アステラス) 1129
マイスリー錠5mg ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩 睡眠導入剤
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6.取扱中止医薬品

医薬品名 組成 薬効
(田辺三菱) 1242

アトロピン硫酸塩注 ｱﾄﾛﾋﾟﾝ硫酸塩 鎮痙剤
(ファイザー) 2133

アルダクトンＡ細粒 ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ 抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ性利尿･降圧剤

(武田) 1214
キシロカインポリアンプ0.5%5mL ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩 局所麻酔剤

(科研) 1319
コンドロン点眼液1% ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ 眼科用ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸製剤

(ニプロファーマ) 3311
生食溶解液キットＨ100mL 生理食塩液 生理食塩液

(三笠) 2649
ゼスタックローション 配合剤 経皮複合消炎剤

(ＣＳＬベーリング) 7990

タココンブ組織接着用シール 配合剤 生物学的組織接着･閉鎖剤

(アストラゼネカ) 1119

ディプリバン注1%50mL ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ 全身麻酔･鎮静用剤

(味の素製薬) 2359
テレミンソフト坐薬10mg ﾋﾞｻｺｼﾞﾙ 排便機能促進剤

1243
パパベリン塩酸塩注射液 ﾊﾟﾊﾟﾍﾞﾘﾝ塩酸塩 血管拡張･鎮痙剤

(Meiji) 6119
ハベカシン注射液100mg ｱﾙﾍﾞｶｼﾝ硫酸塩 アミノグリコシド系抗生物質

(田辺三菱) 8114
ピーガード錠60mg ﾓﾙﾋﾈ硫酸塩水和物 持続性癌疼痛治療剤

(アステラス) 3962
メデット錠250mg ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩 糖尿病剤
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