
第35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26年10月15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) 2146 1錠 内科

☆ アテディオ配合錠 バルサルタン・シルニジピン 血圧降下剤 ¥134.20 高橋

(GSK) サルメテロールキシナホ酸塩 2290 1瓶 小児科
☆ アドエア50エアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル呼吸器官用薬 ¥6,662.70 大高

(ｱｽﾃﾗｽ) 2399　他に分類されない 1錠 外科
イリボーＯＤ錠５μｇ ラモセトロン塩酸塩錠 消化器官用薬 ¥144.20 小泉

(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ) インダカテロール・ 2259 1cap 内科

☆ ウルティブロ吸入用カプセル グリコピロニウム 気管支拡張剤 ¥269.80 美甘
(協和発酵ｷﾘﾝ) 3969 1錠 内科

☆ オングリザ錠2.5mg サキサグリプチン 糖尿病用剤 ¥99.10 高橋
(大塚) 3253 1袋 内科

★ キドミン輸液300mL 腎不全用ｱﾐﾉ酸 混合アミノ酸製剤 ¥677.00 高橋

(科研) 6290 1g 皮膚科

☆ クレナフィン爪外用液10% エフィナコナゾール 抗真菌薬 ¥1,657.50 飯田
(ｻﾉﾌｨ)

3399　他に分類されな
い 1錠 内科

☆ コンプラビン配合錠 クロピドグレル・アスピリン 血液・体液用薬 ¥282.70 高橋
(ﾔﾝｾﾝ) 4291 1錠 泌尿器科

ザイティガ錠250mg アビラテロン 抗悪性腫瘍剤 ¥3,690.90 吉村

(ﾌｧｲｻﾞｰ) 2149 1錠 内科
ザクラス配合錠ＨＤ アジルサルタン・アムロジピンベシル血圧降下剤 ¥140.60 大橋

(日本新薬) 1錠
☆ ザルティア錠2.5mg タダラフィル 2590 ¥118.30

　　　　　　　5mg
泌尿生殖器及び肛門用
薬 ¥231.00

(ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ) 6250 1cap 内科
スンベプラカプセル100mg アスナプレビル 抗ウイルス剤 ¥3,280.70 鮫島

(ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ) 6250 1錠 内科
ダクルインザ錠60mg ダクラタスビル 抗ウイルス剤 ¥9,186.00 鮫島

(武田)
3399　他に分類されな
い 1錠 内科

タケルダ配合錠 アスピリン・ランソプラゾール 血液・体液用薬 ¥89.30 大橋
(ﾂﾑﾗ)

ツムラ14半夏瀉心湯エキス顆粒 漢方製剤 5200 1g
　　　　　（医療用） 漢方製剤 ¥24.30

(ﾂﾑﾗ)
ツムラ43六君子湯エキス顆粒 漢方製剤 5200 1g
　　　　　（医療用） 漢方製剤 ¥20.00

(ﾂﾑﾗ)
ツムラ84大黄甘草湯エキス顆粒 漢方製剤 5200 1g
　　　　　（医療用） 漢方製剤 ¥5.30

(ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) 2329 1cap 内科
ネキシウムカプセル10mg エソメプラゾールマグネシウム 消化性潰瘍用剤 ¥91.80 大橋

(大塚)
メプチンスイングヘラー10μg プロカテロール 2259 1ｷｯﾄ
　　　　　　　　　　吸入100回 気管支拡張剤 ¥1,006.80

(味の素) ナトリウム・カリウム・ 7990　他の治療を主目的 1袋 外科
★ モビプレップ配合内用剤 アスコルビン酸配合剤散 としない医薬品 ¥2,371.30 小泉

(大鵬) 1錠
ロンサーフ配合錠T15 トリフルリジン・チピラシル 4299　他に分類されない ¥2,489.60
　　　　　　　　T20 抗悪性腫瘍剤 ¥3,340.90

外科
小泉

外科
小泉

外科
小泉

内科
高橋

医薬品名

外科
小泉

泌尿器科
吉村
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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
(塩野義) 1149 1g 内科

ＳＧ配合顆粒  ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ系 解熱鎮痛消炎剤 ¥11.10 鮫島

(ﾃﾙﾓ) 1141 1瓶 麻酔科
★ アセリオ静注液  ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ ｱﾆﾘﾝ系製剤 ¥332.00 松井

(協和発酵ｷﾘﾝ) 1錠
アブストラル舌下錠　100μg  ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸塩 ¥581.80
　　　　　　　　　　200μg ¥811.90

(ｱｽﾃﾗｽ) 4291 1cap 泌尿器科

用 イクスタンジcap40mg  ｴﾝｻﾞﾙﾀﾐﾄﾞ 抗悪性腫瘍用剤 ¥3,138.80 吉村
(ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) 4291 1錠 泌尿器科

カソデックスOD錠80㎎ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 抗悪性腫瘍用剤 ¥910.40 吉村
(GSK) 4490 1mL 皮膚科

☆ ザイザルシロップ0.05％  ﾚﾎﾞｾﾁﾘｼﾞﾝ ｱﾚﾙｷﾞｰ用剤 ¥19.60 飯田

(ﾌｧｲｻﾞｰ) 6112 1cap 内科
ダラシンcap150mg  ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ ﾘﾝｺｼﾝ系抗生物質製剤 ¥23.40 鮫島

(田辺三菱) 3969 1錠 内科
テネリア錠20mg  ﾃﾈﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ 糖尿病用剤 ¥186.80 大橋

(大日本住友) 1169 1錠 脳外科
☆ トレリーフ錠100mg  ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤 ¥1,115.90 杉山

(ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ) 2492 1ｷｯﾄ 内科
ノボラピッド注フレスタッチ  ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄ すい臓ﾎﾙﾓﾝ剤 ¥2,385.00 大橋

(久光) 1枚
用 ノルスパンテープ 5mg 1149 ¥1,572.80 脳外科

　　　　　　　　10mg  ﾌﾞﾌﾟﾚﾉﾙﾌｨﾝ 解熱鎮痛消炎剤 ¥2,423.70 北浜
　　　　　　　　20mg ¥3,735.10

(ﾏﾙﾎ) 6250 1錠 皮膚科
ファムビル錠250mg  ﾌｧﾑｼｸﾛﾋﾞﾙ 抗ｳｲﾙｽ剤 ¥489.90 飯田

(鳥居) 2190 1錠 透析科
リオナ錠  ｸｴﾝ酸第二鉄 循環器用剤 ¥99.80 高橋

(武田) 1190 1錠 脳外科
☆ レミニールOD錠12mg  ｶﾞﾗﾝﾀﾐﾝ 中枢神経系用剤 ¥242.50 北浜

(武田) 2189 1包 内科
☆ ロトリガ粒状cap2ｇ  ｵﾒｶﾞ-3脂肪酸ｴﾁﾙ 高脂血症用剤 ¥261.30 大橋

(ﾔﾝｾﾝ) 1枚
☆ ワンデュロパッチ0.84mg 8219 ¥580.70 麻酔科

　　　　　　　　1.7mg  ﾌｪﾝﾀﾆﾙ 合成麻薬 ¥1,094.00 松井
　　　　　　　　3.4mg ¥2,039.10

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
(全星薬品) 2239 1錠 薬剤科

アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45｢ZE｣ ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 去痰剤 ¥38.60 松下
《ムコソルバンL45㎎Capから切り替え》

(あすか) 2149 1錠 薬剤科
カンデサルタン錠4㎎｢あすか｣ ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ 血圧降下剤 ¥41.90 松下

(あすか) 2149 1錠 薬剤科
カンデサルタン錠8㎎｢あすか｣ ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ 血圧降下剤 ¥81.40 松下

《ブロプレス錠4㎎・8㎎から切り替え》
(東和薬品) 2149 1個 薬剤科

バルサルタンOD錠80㎎｢トーワ｣ ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ 血圧降下剤 ¥145.80 松下
《ディオバン錠80㎎から切り替え》

4.その他採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ　用：用時購入）

医薬品名

8219
合成麻薬

外科
小泉

医薬品名
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組成 薬効 薬価
(沢井) 2189 1包

イコサペント酸エチル粒状cap900mg  ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ 高脂血症用剤 ¥48.40
《ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙS900に追加》

(日本ｹﾐﾌｧ) 2329 1錠
ラベプラゾールNa錠10mg  ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 消化性潰瘍用剤 ¥89.10

《パリエット錠10mgに追加》

5.院外のみへ採用移行医薬品

医薬品名 組成 薬効
(ﾊﾞｲｴﾙ) 3339

イグザレルト錠15㎎ ﾘﾊﾞｰﾛｷｻﾊﾞﾝ 血液凝固阻止剤
(田辺三菱) 1190

セレジストOD錠 ﾀﾙﾁﾚﾘﾝ水和物 中枢神経系用剤

(ﾂﾑﾗ) 5200
ツムラ29麦門冬湯 漢方製剤 漢方製剤

(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) 2149
ディオバン錠80㎎ ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ 血圧降下剤

(GSK) 1179
パキシルCR12.5㎎ ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ塩酸塩 精神神経用剤

(協和発酵ｷﾘﾝ) 2190
フォスブロック錠250㎎ ｾﾍﾞﾗﾏｰ塩酸塩 循環器官用剤

(武田) 2149
ブロプレス錠4㎎ ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ 血圧降下剤

(武田) 2149
ブロプレス錠8㎎ ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ 血圧降下剤

(協和発酵ｷﾘﾝ) 1169
ぺルマックス錠50㎎ ﾍﾟﾙｺﾞﾘﾄﾞﾒｼﾙ酸塩 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤

(帝人ﾌｧｰﾏ) 2239

ムコソルバンL45㎎Cap ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 去痰剤

(大塚) 2251
ユニフィル錠200㎎ ﾃｵﾌｨﾘﾝ ｷｻﾝﾁﾝ系製剤

(ｻﾉﾌｨ) 1190
リルテック錠 ﾘﾙｿﾞｰﾙ 中枢神経系用剤

(ｴｰｻﾞｲ) 1129
ルネスタ錠3㎎ ｴｽｿﾞﾋﾟｸﾛﾝ 催眠鎮静剤、抗不安剤

(帝人) 2290
オルベスコ吸入100 ｼｸﾚｿﾆﾄﾞ 呼吸器官用剤

(ﾊﾞｲｴﾙ) 2655
マイコスポールクリーム ﾋﾞﾎﾅｿﾞｰﾙ ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ系製剤

(MSD) 1319
チモプトール点眼0.25% ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 眼科用剤

(ﾔﾝｾﾝ) 8219
デュロテップMTパッチ2.1～8.4㎎ ﾌｪﾝﾀﾆﾙ 合成麻薬

(日本ｱﾙｺﾝ) 1319
ネバナック懸濁性点眼液 ﾈﾊﾟﾌｪﾅｸ 眼科用剤

(参天) 1313
ラクリミン点眼液 ｵｷｼﾌﾞﾌﾟﾛｶｲﾝ塩酸塩 眼科用局所麻酔剤

(ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ) 2492
ノボラピッド注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ  ｲﾝｽﾘﾝｱｽﾊﾟﾙﾄ すい臓ﾎﾙﾓﾝ剤

6.取扱中止医薬品

医薬品名
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医薬品名 組成 薬効
(ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) 4291

カソデックス錠80㎎ ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ 抗悪性腫瘍剤
(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) 2391

ナボバンCap ﾄﾛﾋﾟｾﾄﾛﾝ塩酸塩 鎮吐剤
(MSD) 4419

ポララミンシロップ0.04% ｄ-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩 抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤
(日本ｱﾙｺﾝ) 1319

ベガモックス点眼液 ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩 眼科用剤
(ﾌｧｲｻﾞｰ) 2412

ジェノトロピンゴークイック ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ（遺伝子組換え） 脳下垂体前葉ホルモン剤
(ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ) 2412

ノルディトロピン ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝ（遺伝子組換え） 脳下垂体前葉ホルモン剤
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