
1/4 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. 新規採用医薬品のお知らせ 
2019 年 9 月 30 日に開催された 2019 年度第 3 回薬事委員会において、次の医薬品の採用が決定されました。 

薬効 製品名 一般名 会社 薬価 

線状型 MRI 用肝臓造影剤 EOB・プリモビスト注シリンジ（10mL） ガドキセト酸ナトリウム バイエル 21,304 円／1 本 

癌疼痛治療用注射剤 ○後 オキシコドン注射液 10mg「第一三共」 オキシコドン塩酸塩水和物 
第一三共 

162 円／1 A 
ナルベイン注 2mg ヒドロモルフォン塩酸塩 738 円／1 A 

経口腸管洗浄剤 ピコプレップ配合内用剤 ※1 ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ水和物・ 
酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ・無水ｸｴﾝ酸 日本ケミファ 1,014.3円／1 包 

経皮吸収型・β1遮断剤 ビソノテープ 2mg ビソプロロール トーアエイヨー 57.9円／1 枚 
ビタミン E 剤 ユベラ錠 50mg ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ エーザイ 5.7円／1 錠 
生理的腸管機能改善剤 
高アンモニア血症用剤 ラグノス NF 経口ゼリー分包 12g ラクツロース 三和化学 45.5円／1 包 

腹膜透析液 

エクストラニール腹膜透析液 ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ・機器専用 
1500mL 

バクスター 
753 円／1 袋 

2000mL 1,042 円／1 袋 
レギュニール Lca1.5 腹膜透析液 ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ・機器専用 5000mL 2,329 円／1 袋 
ミッドペリック L135 腹膜透析液（排液バッグあり） 1500mL 

テルモ 

1,556 円／1 袋 

○後 ニコペリック腹膜透析液（排液バッグあり） 
1500mL 

1,227 円／1 袋 

○後 ニコペリック腹膜透析液（排液バッグなし） 693 円／1 袋 

○後 ニコペリック腹膜透析液（排液バッグあり） 
2000mL 

1,343 円／1 袋 

○後 ニコペリック腹膜透析液（排液バッグなし） 830 円／1 袋 

完全ﾋﾄ型可溶性  
TNFα／LTα ﾚｾﾌﾟﾀｰ製剤 ○後 エタネルセプﾄ BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL※2,3 エタネルセプト 

（遺伝子組換え）［後続品］ 
［後続 1］あゆみ 17,246 円／1 本 
［後続 2］ 帝人 17,246 円／1 本 

アレルギー性鼻炎治療剤  ○後モメタゾン点鼻液 50µg「杏林」56 噴霧用 
モメタゾンフランカルボン酸 
エステル水和物 杏林 710.5円／1 本 

アルカリ化療法剤 ○後クエンメット配合散（1g／包） 
クエン酸カリウム 
クエン酸ナトリウム水和物 日本薬工 7.7円／1 包 

心身安定剤 ○後クロチアゼパム錠 5mg「トーワ」 クロチアゼパム 東和 5.7円／1 錠 
筋緊張性疼痛疾患治療剤 ○後ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｴｽﾃﾙ錠 125mg※2 ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｴｽﾃﾙ ニプロ／沢井 6.3円／1 錠 
抗めまい剤 ○後ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「JG」 ジフェニドール塩酸塩 日本ジェネリック 5.7円／1 錠 
心・腎疾患治療剤 ○後ジラゼプ塩酸塩錠 50mg※2 ジラゼプ塩酸塩 沢井／日医工 5.7円／1 錠 

微小循環系賦活剤 ○後トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 
  100mg「ﾄｰﾜ」 

ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ 東和 5.5円／1 C 

不整脈治療剤  
虚血性心疾患治療剤  ○後ベラパミル塩酸塩錠 40mg「JG」 ベラパミル塩酸塩 日本ジェネリック 6.4円／1 錠 
催眠鎮静剤 ○後ミダゾラム注射液 10mg「テバ」 ミダゾラム 武田テバ 64 円／1 A 

 
※1 外来に定数配置は行いません。 
※2 入札により販売会社を決定します。 
※3 院内での処方は入院患者に限ります。外来患者は院外処方となります。 

採用薬の使用開始までには入札等の購入手続きの関係上、1 ヶ月程度かかります。納入時期に関しては薬剤部薬品管理室
（内線 2858）までお問い合わせください。 
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2．医薬品削除公示のお知らせ 

次の医薬品を削除します。異議のある方は、10 月 22 日までに薬事委員長または薬剤部まで「異議申立書」および根拠
となる資料を提出すると共に、11 月 25 日に行われる薬事委員会に出席し、その旨を説明してください。なお、出席のない
場合、原則として異議申立は却下とさせていただきます。なお、「異議申立書」は薬剤部 DI 室（内線 2863）にあります。 
削除決定後、原則として内服・外用剤は院外処方用としてオーダリング登録をします。 

薬効 製品名 一般名 備考 

線状型 MRI 用 
肝臓造影剤 EOB・プリモビスト注シリンジ（5mL） ガドキセト酸ナトリウム 

『EOB・プリモビスト注シリンジ（10mL）』 
採用のため 

癌疼痛治療用剤 
オキファスト注 10mg オキシコドン塩酸塩 

水和物 

『オキシコドン注射液 10mg「第一三共」』 
採用のため 

ｵｷｼｺﾄﾞﾝ徐放ｶﾌﾟｾﾙ 40mg「ﾃﾙﾓ」 『ナルベイン注 2mg』採用のため 

抗血小板剤 バファリン配合錠 A81 ｱｽﾋﾟﾘﾝ・ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ 『ビソノテープ 2mg』採用のため 
生理的腸管機能改善剤・ 
高アンモニア血症用剤 カロリールゼリー40.496% ラクツロース 『ラグノス NF 経口ゼリー分包 12g』採用のため 
完全ﾋﾄ型可溶性 TNFα
／LTα ﾚｾﾌﾟﾀｰ製剤 エンブレル皮下注 50mg ペン 1.0mL エタネルセプト 

（遺伝子組換え） 
『ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ BS 皮下注 50mg ﾍﾟﾝ 1.0mL』 
採用のため 

ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎治療剤 ナゾネックス点鼻液 50µg56 噴霧用 ﾓﾒﾀｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸 
ｴｽﾃﾙ水和物 

『モメタゾン点鼻液 50µg「杏林」56 噴霧用』 
採用のため 

アルカリ化療法剤 ウラリット-U 配合散（1g／包） ｸｴﾝ酸ｶﾘｳﾑ  
ｸｴﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物 『クエンメット配合散（1g／包）』採用のため 

心身安定剤 リーゼ錠 5mg クロチアゼパム 『クロチアゼパム錠 5mg「トーワ」』採用のため 
筋緊張性疼痛疾患 
治療剤 リンラキサー錠 125mg ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸

ｴｽﾃﾙ 
『ｸﾛﾙﾌｪﾈｼﾝｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｴｽﾃﾙ錠 125mg』 
採用のため 

抗めまい剤 セファドール錠 25mg ジフェニドール塩酸塩 『ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「JG」』採用 
のため 

心・腎疾患治療剤 コメリアンコーワ錠 50 ジラゼプ塩酸塩 『ジラゼプ塩酸塩錠 50mg』採用のため 
不整脈治療剤 
虚血性心疾患治療剤 ワソラン錠 40mg ベラパミル塩酸塩 『ベラパミル塩酸塩錠 40mg「JG」』採用のため 

3．医薬品採用削除のお知らせ 
下記医薬品については削除が決定しました。薬剤部の在庫がなくなり次第、院内処方ができなくなります。 

なお内服・外用剤は原則として院外処方用オーダリング登録をします。 
製品名 一般名 

アルファロール内用液 0.5µg/mL アルファカルシドール 

ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ OD 錠 50mg「ｵｰﾊﾗ」 イルベサルタン 
エンシュア・H（バナナ味） 経腸成分栄養剤 
ｸﾗｼｴ人参養栄湯ｴｷｽ細粒 人参養栄湯 

ｸﾗｼｴ八味地黄丸料ｴｷｽ細粒 八味地黄丸料 

ザイボックス錠 600mg「F」 
リネゾリド 

ザイボックス注射液 600mg 
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸ Na 錠 25mg「ｻﾜｲ」 ジクロフェナクナトリウム 
ジピリダモール散 12.5%「JG」 ジピリダモール 
小児用ムコソルバン DS1.5% アンブロキソール塩酸塩 
セレキノン錠 100mg トリメブチンマレイン酸塩 
セレネース錠 0.75mg, 同錠 3mg ハロペリドール 
ゾレア皮下注用 150mg オマリズマブ（遺伝子組換え） 
ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ
100mg「NP」※1 

トコフェロールニコチン酸 
エステル 

トビエース錠 4mg フェソテロジンフマル酸塩 

製品名 一般名 

ネルボン散 1% ニトラゼパム 

ビタミン E 錠 50mg「NP」※1 トコフェロール酢酸エステル 

ﾌﾙﾀｲﾄﾞ 50µg ｴｱｿﾞｰﾙ 120 吸入用 ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ 
ミダゾラム注 10mg「サンド」※2 ミダゾラム 
ユリーフ錠 4mg シロドシン 
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙｺﾝｽﾀ筋注用 37.5mg リスペリドン 

リンデロン錠 0.5mg ベタメタゾン 
ロナセン錠 4mg ブロナンセリン 

腹
膜
透
析
液 

ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-4 1.5 腹膜透析液 ｼｽﾃﾑⅡｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ 2500mL 
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-4 1.5 腹膜透析液 UV ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 1500mL 
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-4 1.5 腹膜透析液 ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 2000mL 
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-4 2.5 腹膜透析液 UV ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 2000mL 
ﾀﾞｲｱﾆｰﾙ-N PD-4 2.5 腹膜透析液 ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 2000mL 
ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液 ｼｽﾃﾑⅡｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ 2000mL 
ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液 ﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ 2000mL 
ｴｸｽﾄﾗﾆｰﾙ腹膜透析液 ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞｯｸﾞ 2000mL 

※1 販売中止  ※2 出荷中止 
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    お知らせ 院内フォーミュラリ（推奨薬リスト） 

 フォーミュラリ・・・医療機関における患者に対して最も有効で経済的な医薬品の使用における方針 
高額な先発品と安価な後発品（GE）の効果が科学的に同等と判断される場合は、GE を第１推奨薬としています。 

    

 
第 1推奨 第 2推奨 

【後】オセルタミビルカプセル 75mg 
《DSの採用もあり》 
（オセルタミビルリン酸塩） 

リレンザ 
（ザナミビル水和物） 

ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg 
（ぺラミビル水和物） 

  インフルエンザの標準治療薬で 
エビデンスも多い 

 院内の予防投与は 
オセルタミビルを使用すること 

 オセルタミビル耐性ウィルスに有
効であるとの報告あり 
 確実に吸入出来る患者に使用
を推奨 

 内服・吸入不可若しくは重症
患者への使用を推奨 

 薬価：129.7円／１C 
 1治療あたり：1,297円［1回 1C 1日 2回 5日間］ 

薬価：2,890円／20ブリスター 
1治療あたり：2,890円 

薬価：6,331円／1袋 
1治療あたり：6,331円［1袋の場合］ 

 
 ラニナビル（イナビル ®）はオセルタミビルとの比較試験でオセルタミビルに劣性との報告もあること、バロキサビル 
（ゾフルーザ ®）は耐性の問題において、現時点では十分なデータがないため、フォーミュラリに掲載していない。 

   

   
第 1推奨 第 2推奨  

 ロトリガ ®は 1日 1回投与である
ため、アドヒアランスを考慮して 
選択は可能である 

 既存の EPA・DHA製剤で効果が
得られている患者にはこの限りでは
ない 

【後】イコサペント酸エチル粒状カプセル 600mg
｢日医工｣（イコサペント酸エチル） 

ロトリガ粒状カプセル 2g 
（オメガ-3脂肪酸エチル） 

 

    

 薬価：27.1円／１包 
 1日薬価：81.3円［1回 1包 1日 3回］ 

薬価：238.9円／1包 
1日薬価：238.9円［1回 1包 1日 1回 ］ 

 

    
 

第 1推奨 第 2推奨 
【後】ロスバスタチン OD錠 

2.5mg「サワイ」 
（ロスバスタチンカルシウム） 

【後】ピタバスタチン Ca・OD錠
1mg「トーワ」 

（ピタバスタチンカルシウム） 

【後】アトルバスタチン錠
5mg「KN」 

（アトルバスタチンカルシウム） 

【後】プラバスタチン Na錠
5mg「オーハラ」 

（プラバスタチンナトリウム） 
     

 ストロングスタチンの中で相互作用が 
少なく、1日薬価が最も低い 
 シクロスポリンは併用禁忌 

シクロスポリンは併用禁忌 
 

糸球体濾過量保持作用が 
示唆されている 

 スタンダードスタチンであるため
管理目標によって使い分ける 

 1日 2回投与可 
 薬価：12.9円／１錠 
 1日薬価：12.9円 
［1日 2.5mg（2.5mg 1錠）］ 

薬価：16.3円／１錠 
1日薬価：32.6円 
［1日 2mg（1mg 2錠）］ 

薬価：15.8円／１錠 
1日薬価：31.6円 
［1日 10mg（5mg 2錠）］ 

薬価：13円／１錠 
1日薬価：26円 
［1日 10mg（5mg 2錠）］ 

LDL-C低下作用の比較目安（1日量）※肝・腎機能、アレルギー、併用薬を確認すること※ 

2.5mg 2mg 10mg － 

 フルバスタチン錠 10mg「サワイ」は他の同効薬と比較して使用量が少ないため、フォーミュラリには記載していない。 

 

インフルエンザ治療剤 

HMG-CoA還元酵素阻害剤 推奨薬リスト 

推奨薬リスト 

多価不飽和脂肪酸製剤 推奨薬リスト 

https://www.safe-di.jp/service/medicine/show?params_yj_cd=2189012F1038
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上記はあくまで推奨薬リストであり、医師の処方権を制限するものではありませんので、ご留意ください 

    

 
第 1推奨 第 2推奨 

【後】インスリングラルギン BS注 
ミリオペン「リリー」 

（インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［後続１］） 

トレシーバ注フレックスタッチ 
（インスリン デグルデク（遺伝子組換え）） 

レベミル注フレックスペン 
（インスリン デテミル（遺伝子組換え）） 

   

 使用実績も多く、標準的な持効型インスリン 
製剤で、薬価も最も低い 
 薬価：1,422円／1本 

 半減期が長い 
 薬価：2,465円／1本 

 半減期が最も短い（1日 2回投与可） 
 薬価：2,450円／1本 

 ランタス XR ソロスターは、内分泌・糖尿病内科限定で採用しているためフォーミュラリには記載していない 
 

参考 当院の院内フォーミュラリ（推奨薬リスト）一覧 
下線あり：先発品 

薬効群 第 1推奨 第 2推奨 備考 

PPI注射剤 オメプラゾール注射用 20mg「日医工」 
                235円／V 

タケプロン静注用 30mg 
                421円／V 

 オメプラゾールはワルファリン・クロピドグレル
との相互作用に注意して使用する 

超速効型 
インスリン製剤 

ヒューマログ注ミリオペン 
 1,425円／本 

ノボラピッド注フレックスタッチ 
 1,918円／本 

 

G-CSF 
製剤 

フィルグラスチム BS注シリンジ 「モチダ」 
   75μg：3,624円／本 

150μg：5,683円／本 
   300μg：9,149円／本 

ノイトロジン注 
 50μg：3,879円／V 
100μg：6,909円／V 

250μg：16,897円／V 

 がん化学療法による好中球減少症に 
対する有効性は同じ 
 

BP経口剤 アレンドロン酸ナトリウム錠 35mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」  
  177.7円／錠 

ミノドロン酸錠 50mg｢サワイ｣ 
1,069.7円／錠 

 

BP注射剤 アレンドロン酸点滴静注900μg｢HK｣ 
  1,290円／袋 

ボンビバ静注 1mg 
4,729円／本 

 経口投与、立位・座位保持可能患者に
は経口剤を推奨する 

 入院中はアレンドロン酸点滴静注の使用
を優先 

PPI経口剤 ランソプラゾール OD錠 15mg「トーワ」       
25.1円／錠 

ラベプラゾール Na塩錠 10mg「オーハラ」 
     48.3円／錠 

オメプラゾール腸溶錠 20mg 「マイラン」 
     38.7円／錠 

タケキャブ錠 10mg    131.4円／錠 
ネキシウムカプセル 20mg      116.2円／C 
ネキシウム懸濁用顆粒分包 10mg（小児科用）          

78.5円／包  

 経管投与の場合はランソプラゾールOD
錠の使用を推奨 

 オメプラゾール錠は相互作用に注意する 
 タケキャブ錠は H.pylori除菌、ネキシウム 
は難治性GERDに使用する場合を除き、
第 1選択の使用を考慮する 

 ネキシウムは小児適応を有する唯一の PPI 
カルバペネム系
抗菌薬 
（注射剤） 

メロペネム点滴静注用「明治」 
  0.5g：540円／V 

1g：866円／V 

フィニバックス点滴静注用 0.5g 
1,457円／V 

チエペネム点滴静注用 0.5g 
881円／V 

 適応症、エビデンスかの多さからメロペネム
を推奨（メロペネムには発熱性好中球減
少症の適応あり） 

第 2世代 
ｾﾌｪﾑ系抗菌薬 

セフメタゾール Na静注用 1g「NP」         
243円／V 

フルマリンキット静注用 1g 
1,616円／袋 

 2剤で有用性・安全性に差はない 

消炎・鎮痛剤 
（内用剤） 

アセトアミノフェン錠「マルイシ」  
200mg：6.9円／錠 500mg ：9円／錠 
ロキソプロフェン Na錠 60mg 「OHA」 

       9.8円／錠 

セレコックス錠 100mg 
69円／錠 

 効果発現時間が速く、頻用されている 
ロキソプロフェン錠を第１推奨 

 高齢者や腎障害のある患者に対しては 
アセトアミノフェン錠を推奨 

第２世代 
抗ヒスタミン剤 

フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「KN」 
    19.2円／錠 

オロパタジン塩酸塩OD 錠 5mg「明治」 
    14.5円／錠 

ベポタスチンベシル酸塩 OD錠 10mg「トーワ」   
18.4円／錠 

ザイザル錠 5mg     83.6円／錠 
ルパフィン錠 10mg   65.4円／錠 
ビラノア錠 20mg    72.5円／錠 

 抗ヒスタミン剤は個人差が大きいため、既
存薬で効果が得られている場合はこの限
りではない 

 フェキソフェナジンは眠気の注意喚起の記
載もなく、腎・肝障害にも使用しやすい 

 
 

推奨薬リスト 持効型インスリン製剤 


