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1. 新規採用医薬品のお知らせ 

2020年 5月 25日に開催された 2020年度第 1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 

免疫抑制剤 ネオーラル内用液 10%(50mL)※１ シクロスポリン ノバルティス 35,985円／1本 

子宮頸管熟化剤 
(プロスタグランジン E2製剤) プロウペス腟用剤 10mg※2 ジノプロストン フェリング 

参考価格 

20,000円／1個 

抗ウイルス化学療法剤 ○後ラバミコム配合錠「アメル」 
ラミブジン・ 
アバカビル硫酸塩 共和薬品 1,217.2円／1錠 

抗悪性腫瘍剤 

ヨンデリス点滴静注用 0.25mg トラベクテジン 大鵬薬品 49,522円／1V 

○後 トラスツズマブ BS 

点滴静注用 150mg※3 

トラスツズマブ  
（遺伝子組換え） 
［トラスツズマブ後続］ 

［後続 1］ 

セルトリオン/日本化薬 
28,468円／1V 

［後続 3］ 

ファイザー 

狭心症治療剤 ○後ニコランジル錠 5mg「トーワ」 ニコランジル 東和 5.9円／1錠 

※1 小児科の【川崎病治療】限定とします。 ※2 産婦人科限定とします。 ※3 入札により販売会社を決定します。 

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。 

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、6月 16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、7 月 27 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 

アクアチム軟膏 1%(10g) ナジフロキサシン 

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 

エンブレル皮下注用 25mg 
エタネルセプト 
(遺伝子組換え) 

サリベートエアゾール 
リン酸二カリウム・ 
無機塩類 

サラジェン錠 5mg ピロカルピン塩酸塩 

製品名 一般名 

ニコランジル錠 5mg「日医工」※ ニコランジル 

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 

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 

メトトレキサートカプセル 2mg「サワイ」 メトトレキサート 

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 

※供給停止  

薬効 製品名 一般名 備考 

G-CSF製剤 ノイトロジン注 50µg レノグラスチム(遺伝子組換え) 『ネオーラル内用液 10%』採用のため 

性腺刺激ホルモン製剤 ゴナトロピン筋注用 3000単位 ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 『プロウペス腟用剤 10mg』採用のため 

抗悪性腫瘍剤 

スプリセル錠 20mg ダサチニブ水和物 『ヨンデリス点滴静注用 0.25mg』採用のため 

トラスツズマブ BS 点滴静注用
150mg「第一三共」 

トラスツズマブ（遺伝子組換え） 

［トラスツズマブ後続 2］ 

『トラスツズマブ BS点滴静注用 150mg 
（後続 1,3）』採用のため 

抗ウイルス化学療法剤 エプジコム配合錠 
ラミブジン・ 
アバカビル硫酸塩 『ラバミコム配合錠「アメル」』採用のため 
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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 

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 を第一推奨薬としています 

 

 

参考 当院の院内フォーミュラリ（推奨薬リスト）一覧 

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」 タケプロン静注用 30mg  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 ノボラピッド注フレックスタッチ 

 デバイス以外に有効性・安全性に差はない 

G-CSF 

製剤 
フィルグラスチム BS 注シリンジ 「モチダ」 ノイトロジン注  

BP 経口剤 アレンドロン酸ナトリウム錠 35mg「ﾌｧｲｻﾞｰ」   ミノドロン酸錠 50mg｢サワイ｣  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 

BP 注射剤 アレンドロン酸点滴静注 900μg｢HK｣ ボンビバ静注 1mg 

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

ラベプラゾール Na塩錠10mg「オーハラ」 

オメプラゾール腸溶錠 20mg 「マイラン」

タケキャブ錠 10mg    

ネキシウムカプセル 20mg      

ネキシウム懸濁用顆粒分包 10mg（小児科用）           

 経管投与の場合ランソプラゾールOD錠

の使用を推奨 

 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あり 

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」 

   

フィニバックス点滴静注用 0.5g 

チエペネム点滴静注用 0.5g 

 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」         フルマリン静注用 1g  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」  

ロキソプロフェン Na 錠 60mg 「OHA」 

セレコックス錠 100mg  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」 

オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5mg「明治」 

ベポタスチンベシル酸塩 OD 錠 10mg「トーワ」   

 

ザイザル錠 5mg     

ルパフィン錠 10mg    

ビラノア錠 20mg 

デザレックス錠 5mg 

 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 

インフルエンザ 

治療薬 

オセルタミビルカプセル 75mg リレンザ 

ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg 

 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、ゾ

フルーザは耐性に関する十分なデータがな

いため掲載していない 

多価不飽和脂

肪酸製剤 

イ コ サ ペ ン ト 酸エ チル 粒状 カプ セ ル

600mg｢日医工｣ 

ロトリガ粒状カプセル 2g 

 

 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 

スタチン系 ロスバスタチン OD 錠 2.5mg「サワイ」 

 

 

ピタバスタチン Ca・OD 錠 1mg「トーワ」 

アトルバスタチン錠 5mg「KN」 

 ロスバスタチンは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 

 プラバスタチンはスタンダートスタチンである 

ため管理目標によって使い分ける 

持効型 

インスリン製剤 

インスリングラルギン BS 注 

ミリオペン「リリー」 

 

トレシーバ注フレックスタッチ 

レベミル注フレックスペン 

 インスリングラルギン BS 注は使用実績も 

多く、標準的な持効型インスリン製剤で、

薬価も最も低い 

ARB テルミサルタン OD 錠 20mg「サワイ」 

オルメサルタン OD 錠 10mg「DSEP」 

カンデサルタン OD 錠 4mg「サワイ」 

アジルバ錠 20mg  アジルバは他の ARB と比較して降圧効果

に優れているため、重症高血圧患者等に

使用が推奨される 

麻薬性オピオイド

経口剤 

オキシコドン製剤 

オキシコドン徐放カプセル 

5mg・20mg「テルモ」 

オキシコドン錠 2.5mg・5mg 

「第一三共」 

モルヒネ製剤 

MS コンチン錠 10mg 

モルペス細粒 2％、オプソ内用液 5mg 

ヒドロモルフォン製剤 

ナルサス錠 2mg、ナルラピド錠 1mg 

 3 剤で効果等に差はないため、最も薬価が

低いオキシコドン製剤を推奨 

 オピオイドスイッチを行う場合はこの限りでは

ない 


