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1. 新規採用医薬品のお知らせ 

2020 年 3 月 23 日に開催された 2019 年度第 6 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 

HCN チャネル遮断薬 コララン錠 2.5mg※1,2 イバブラジン塩酸塩 小野 82.9 円／1 錠 

外皮用非ステロイド剤 ○後 ロキソプロフェン Na テープ 50mg「ユートク」 
(7 枚/1 袋) 

ロキソプロフェンナトリウム
水和物 祐徳 86.1 円／1 袋 

外用局所麻酔剤 エムラパッチ※3 リドカイン・プロピトカイン 佐藤製薬 345.3 円／1 枚 

抗リウマチ剤 ケアラム錠 25mg※2 イグラチモド エーザイ 157.7 円／1 錠 

オキサゾリジノン系 
合成抗菌剤 

シベクトロ錠 200mg※２,４ 
テジゾリドリン酸エステル MSD 

20,914.1 円／1 錠 

シベクトロ点滴静注用 200mg※2,４ 27,851 円／1V 
ヒト型抗ヒト IL-23p19 
モノクローナル抗体製剤 トレムフィア皮下注 100mg シリンジ  

グセルクマブ 
(遺伝子組換え) 

大鵬 325,040 円／1 本 

ヒト化抗 IL-5 
モノクローナル抗体 ヌーカラ皮下注用 100mg  メポリズマブ(遺伝子組換え) GSK 179,269 円／1V 

皮下注用人免疫 
グロブリン製剤 ハイゼントラ 20%皮下注 2g/10mL※2 

pH4 処理酸性 
人免疫グロブリン 

CSL 17,449 円／1V 

双極性障害のうつ症状
治療薬 ビプレッソ徐放錠 50mg※2 クエチアピンフマル酸塩 共和 67.1 円／1 錠 

完全ヒト型抗 BLyS  
モノクローナル抗体製剤 ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクター※2  ベリムマブ(遺伝子組換え) GSK 25,002 円／1 本 

抗リウマチ剤 ○後 メトトレキサート錠 2mg「トーワ」  メトトレキサート 東和 85.7 円／1 錠 

循環障害改善剤 ○後 カリジノゲナーゼ錠 25 単位「トーワ」 カリジノゲナーゼ 東和 5.7 円／1 錠 

※1 新薬のため処方は 14 日分までとなります。 
※2 入院での処方は院内に限ります。外来処方は全て院外処方となります。 
※3 院外処方は出来ませんので、ご留意ください。 
※4 本薬は抗菌薬初回届対象薬です。 

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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慢性⼼不全治療薬 

 コララン錠 2.5mg 

⼼臓のペースメーカーの洞結節の HCN（過分極活性化環状ヌクレオチド依存性）チャネルを阻害する、新規作⽤機序
の慢性⼼不全治療薬です。⼼拍数を決定する電気信号の⼀つ「If 電流」を抑制することで、⼼筋や⾎圧に影響を与えず
に⼼拍数を下げます。主な副作⽤に⼼拍数減少、徐脈、光視症などがあります。また併⽤禁忌薬もあります。（下記） 
 
適応︓洞調律かつ投与開始時の安静時⼼拍数が 75 回／分以上の慢性⼼不全。 

ただし、β 遮断薬を含む慢性⼼不全の標準的な治療を受けている患者に限る。 
⽤法・⽤量︓初回は 1 回 2.5mg を 1 ⽇ 2 回経⼝投与。開始後は忍容性をみながら、⽬標とする安静時⼼拍数が 

維持できるように、必要に応じ 2 週間以上の間隔で段階的に増減する。 

ＮＥＷ  

併⽤禁忌 リトナビル含有製剤、ジョサマイシン、イトラコナゾール、クラリスロマイシン、コビシスタット含有製剤、
インジナビル、ボリコナゾール、ネルフィナビル、サキナビル、テラプレビル、ジルチアゼム、ベラパミル 

2019 年 9 ⽉承認 
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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、4 月 14 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、5 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。 

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 

イオプロミド 300 注 100mL「FRI」 イオプロミド 

イメンドカプセル 125mg 
アプレピタント 

イメンドカプセル 80mg 
インタール吸入液 1% クロモグリク酸ナトリウム 

カリジノゲナーゼ錠 25 単位「NP」※1 カリジノゲナーゼ 

ケトチフェンドライシロップ 0.1%「タイヨー」 ケトチフェンフマル酸塩 

サムスカ錠 7.5mg トルバプタン 

ジェニナック錠 200mg 
メシル酸ガレノキサシン
水和物 

スーテントカプセル 12.5mg スニチニブリンゴ酸塩

デノシン点滴静注用 500mg ガンシクロビル 

テトラミド錠 10mg※2 ミアンセリン塩酸塩 

製品名 一般名 

テリボン皮下注 56.5µg（溶解液付） テリパラチド酢酸塩 

フォルテオ皮下注キット 600µg 
テリパラチド 
(遺伝子組換え) 

ノイトロジン注 100μg 
レノグラスチム 
(遺伝子組換え) 

パルミコート吸入液 0.25mg ブデソニド 

フルマリンキット静注用 1g フロモキセフナトリウム 

フロジン外用液 5%（30mL） カルプロニウム塩化物 

ブイフェンド錠 50mg ボリコナゾール 

ホスレノール OD 錠 250mg 炭酸ランタン水和物 

※１ 販売中止 ※2 供給停止

 

薬効 製品名 一般名 備考 

HMG-CoA 還元酵素阻害剤 
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 『コララン錠 2.5mg』採用のため 

経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 
ロキソプロフェン Na ゲル 1%
「NP」 

ロキソプロフェンナトリウム 
水和物 

『ロキソプロフェン Na テープ 50mg 
「ユートク」』採用のため 

完全ヒト型可溶性 TNFα／LTα 
レセプター製剤 エンブレル皮下注用 25mg エタネルセプト(遺伝子組換え) 『エムラパッチ』採用のため 

人工唾液 サリベートエアゾール リン酸二カリウム・無機塩類 『ケアラム錠 25mg』採用のため 

キノロン系外用抗菌剤 アクアチム軟膏 1%(10g) ナジフロキサシン 
『トレムフィア皮下注 100mg シリンジ』 
採用のため 
★「アクアチムクリーム 1％」の採用あり 

口腔乾燥症状改善薬 サラジェン錠 5mg ピロカルピン塩酸塩 
『ハイゼントラ 20%皮下注 2g/10mL』 
採用のため 

粉末噴霧式 
アレルギー性鼻炎治療剤 

エリザス点鼻粉末 200μg28 噴霧用 デキサメタゾンシペシル酸
エステル 

『ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクター』 
採用のため 

抗リウマチ剤 メトトレキサートカプセル 2mg「サワイ」 メトトレキサート 『メトトレキサート錠 2mg「トーワ」』採用のため 

抗炎・抗菌痔疾（外用）治療剤 ヘモレックス軟膏（2g） ヒドロコルチゾン・ 
フラジオマイシン 『ヌーカラ皮下注用 100mg』採用のため 

 
 
院内フォーミュラリ導⼊に伴う医薬品費削減効果について 

当院では 2018 年 4 ⽉から院内フォーミュラリ*を開始し、現在 16 種類の薬効群を導⼊しています。 
先⽣⽅にご協⼒いただいたおかげで、1 年間に約 1,000 万円の医薬品費を削減することが出来ました。 
引き続き、経済性も含めた医薬品の適正使⽤推進にご協⼒お願い致します。 
 
 
 
 
院内フォーミュラリを導⼊している薬効群 

PPI（経⼝・注射）、インスリン製剤（超即効型、持効型）G-CSF 製剤、BP 製剤（経⼝・注射）、 
カルバペネム系抗菌剤、第２世代セフェム系抗菌剤、消炎鎮痛剤（経⼝）、第 2 世代抗ヒスタミン剤、インフルエンザ治療薬、 
多価不飽和脂肪酸製剤、スタチン系、ARB、⿇薬性オピオイド経⼝剤 

*院内フォーミュラリとは・・・ 
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です。 
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選択薬として推奨します。 


