
薬品名 規格 分類 申請科 審議結果 備考

ボルベン輸液６％ 代用血漿剤 麻酔科 本採用

ウルティブロ吸入用
長時間作用性吸入気管支拡
張配合剤

呼吸器内科 本採用

シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ
ペグヒト化抗ヒトＴＮＦα モノク
ローナル抗体Ｆａｂ’断片製剤

整形／膠原病
本採用

取り下げ
サムスカ錠７．５ｍｇ　 　 Ｖ２－受容体拮抗剤 肝臓内科 本採用
ビソノテープ４ｍｇ 経皮吸収型・β １遮断剤 循環器科 本採用

ビソノテープ８ｍｇ 経皮吸収型・β １遮断剤 循環器科
本採用

取り下げ

ネオキシテープ７３．５ｍｇ
経皮吸収型過活動膀胱治療
剤

泌尿器科
仮採用
延長

仮採用期間半年延長

トビエース錠４ｍｇ 過活動膀胱治療剤 泌尿器科 本採用
バップフォー錠２０ は移行期間
終了後に削除

ルネスタ錠１ｍｇ 不眠症治療剤 心療内科 本採用

仮採用審議
薬品名 規格 分類 申請科 審議結果 備考

カドサイラ点滴静注用
100mg
160m,g

抗ＨＥＲ２抗体チューブリン重
合阻害剤複合体

外科
仮採用

取り下げ
パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ 抗悪性腫瘍剤 外科 仮採用

ロンサーフ配合錠
T15
T20

抗悪性腫瘍剤 外科
仮採用

取り下げ
エネーボ配合経腸用液 経腸栄養剤 小児外科 仮採用

ザイザルシロップ０．０５％　
持続性選択Ｈ１受容体拮抗・
アレルギー性疾患治療剤

小児科 仮採用
ジルテックドライシロップ１．２
５％削除

プレアミン－Ｐ注射液 　 小児ＴＰＮ用総合アミノ酸製剤 新生児 仮採用
ホスリボン配合顆粒 経口リン酸製剤 新生児 仮採用
レボレード錠１２．５ｍｇ　 経口血小板増加薬 血液内科 仮採用

ザイボックス注射液６００ｍｇ
オキサゾリジノン系合成抗菌
剤

心臓血管外科 取り下げ
限定診療科拡大なし
感染管理委員会運用ルール遵

ザイボックス錠６００ｍｇ
オキサゾリジノン系合成抗菌
剤

心臓血管外科
仮採用

取り下げ

ダットスキャン静注 放射性医薬品・脳疾患診断薬 神経内科
仮採用

取り下げ

エフィエント錠
3.75mg
5mg

抗血小板剤 循環器内科 仮採用

フルティフォーム１２５エアゾール５６吸入用 喘息治療配合剤 呼吸器内科 仮採用
オルベスコ２００μ ｇインヘラー５
６吸入用、アドエア１２５エア
ゾール１２０吸入用 削除

ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ
１５員環マクロライド系抗生物
質製剤

呼吸器内科 仮採用

タクロリムス錠１．５ｍｇ「トーワ」 免疫抑制剤 膠原病リウマチ内科
仮採用

取り下げ
タクロリムス錠３ｍｇ「トーワ」 仮採用 事務局提案
テノゼット錠３００ｍｇ 　 抗ウイルス化学療法剤 肝臓内科 仮採用
アセリオ静注液１０００ｍｇ 解熱鎮痛剤 麻酔科 仮採用

薬品切替
薬品名 規格 分類 申請科 審議結果 備考

アセトアミノフェン「ＪＰ」原末 解熱鎮痛剤（非ピリン系） 切替決定 ピリナジン末より名称変更
ダルテパリンＮａ静注５０００単位／２０ｍＬ
シリンジ「ニプロ」

血液凝固阻止剤 　 腎臓内科 切替決定
リザルミン静注５０００単位／５
ｍＬ 削除

ノボラピッド注フレックスタッチ インスリン製剤 内分泌糖尿病内科 切替決定 ノボラピッド注フレックスペン 削除
メマリーＯＤ錠５ｍｇ、２０ｍｇ アルツハイマー型認知症治療剤 　神経内科 切替決定 メマリー錠５ｍｇ、２０ｍｇ 削除
ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ
／ｍＬ

眼科用ＶＥＧＦ阻害剤 　 眼科 切替決定
ルセンティス硝子体内注射液
２．３ｍｇ／０．２３ｍＬ  削除

規格追加
薬品名 規格 分類 申請科 審議結果 備考

エンシュア・Ｈ（メロン味） 経腸栄養剤 救急部 規格追加

飯塚病院　9月4日薬事委員会　審議結果一覧  （公表日：2014年9月19日）

表中で青で表示される薬品は新規に購入するもの、 赤で表示されるものは削除対象となった ものです。

本採用審議  [本採用：仮採用(試用開始)より6ヶ月経過した薬品。院内での取り扱いに変更は無し。]



後発品への切替薬品審議　　表中で青で表示される薬品は新規に購入するもの、 赤で表示されるものは削除対象となったものです。

分類 切替対象薬（先発品） 切替薬品（後発品） 備考

1 鎮痛・抗炎症剤（外用） ロキソニンゲル１％ ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＪＧ」

2 定型抗精神病薬（内服） ロドピン錠２５ｍｇ メジャピン錠２５ｍｇ

3 PG類末梢血管拡張剤（内服） ドルナー錠２０μ ｇ ベラプロストＮａ錠２０μ ｇ「サワイ」

4 Ca拮抗薬（内服） コニール錠４ ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 

5 尿酸生成抑制薬（内服） ザイロリック錠１００ アロプリノール錠１００ｍｇ「アメル」

6 BZP系抗不安薬（内服） ワイパックス錠1．０ ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」

7 BZP系抗不安薬（内服） ワイパックス錠０．５ ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 

8 筋緊張改善剤（内服） ミオナール錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「ＮＰ」

9 第二世代抗ヒスタミン薬（内服） アレグラ錠６０ｍｇ フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＮＰ」 VHJ推奨

10 第二世代抗ヒスタミン薬（内服） アレグラ錠３０ｍｇ フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「ＮＰ」 VHJ推奨

11 Ca拮抗薬（内服） アテレック錠１０ シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」

12 BZP超短時間催眠鎮静薬（内服） ハルシオン０．２５ｍｇ錠 トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 

13 アゾール系抗真菌薬（内服） ジフルカンカプセル５０ｍｇ フルコナゾールカプセル５０ｍｇ「Ｆ」 VHJ推奨

14 SU薬（内服） アマリール１ｍｇ錠 グリメピリド錠１ｍｇ「ＮＰ」 VHJ推奨

15 SU薬（内服） アマリール３ｍｇ錠 グリメピリド錠３ｍｇ「ＮＰ」 VHJ推奨

16 冠血管拡張薬（内服） アイトロール錠２０ｍｇ 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」

17 BZP系抗不安薬（内服） コンスタン０．４ｍｇ錠 アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」

18 抗精神病薬（内服） グラマリール錠２５ｍｇ チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」

19 消化管運動改善剤（内服） ナウゼリン錠１０ ドンペリドン錠１０ｍｇ「日医工」

20 前立腺肥大治療薬（内服） ハルナールＤ錠０．２ｍｇ タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「日医工」 VHJ推奨

21 ロイコトリエン拮抗薬（内服） オノンカプセル１１２．５ｍｇ プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「サワイ」

22 ベンゾチアゼピン系Ca拮抗薬（注射） ヘルベッサー注射用５０ ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」

23 HMG-CoA阻害高脂血症剤（内服） メバロチン錠１０ プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 VHJ推奨
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