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1. 新規採用医薬品のお知らせ 
 2020 年 7 月 27 日に開催された 2020 年度第 2 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 

眼科用 VEGF 阻害剤 
ベオビュ硝子体内注射用キット 
120mg／mL 

ブロルシズマブ 
（遺伝子組換え） ノバルティス 142,784 円／1 本 

不眠症治療薬 デエビゴ錠 5mg※1,2 レンボレキサント エーザイ 90.8円／1 錠 

セロトニン再取り込み阻害・ 
セロトニン受容体調節剤 トリンテリックス錠 10mg※1,2 ボルチオキセチン 

臭化水素酸塩 武田 168.9円／1 錠 

抗精神病薬 
ラツーダ錠 20mg※1,2 ルラシドン塩酸塩 大日本住友 178.7円／1 錠 

○後 リスペリドン内用液 1mg/mL「ヨシトミ」 
  （0.5mL/包） 

リスペリドン 吉富 22.3円／1 包 

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

高尿酸血症治療剤 ユリス錠 1mg※1,2 ドチヌラド 持田 54.8円／1 錠 

抗糖尿病剤 ○後 インスリン リスプロ BS 注ソロスターHU
「サノフィ」 

インスリン リスプロ 
(遺伝子組換え) 
〔インスリン リスプロ後続 1〕 

サノフィ 1,258 円／1 本 

高脂血症治療剤 ○後 エゼチミブ錠 10mg※3 エゼチミブ 東和/小林化工/
日本ケミファ 63.1円／1 錠 

非ステロイド性消炎・鎮痛剤 ○後 セレコキシブ錠 100mg「KN」 セレコキシブ 小林化工 19.6円／1 錠 

抗てんかん剤 ビムパット点滴静注 100mg ラコサミド 第一三共 2,459 円／1V 

蛋白リン酸化酵素阻害剤 ○後 ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg
「KCC」 

ファスジル塩酸塩 
水和物 共和クリティケア 1,194 円／1A 

NMDA 受容体拮抗 
アルツハイマー型認知症治療剤 ○後 メマンチン塩酸塩 OD 錠 5mg※3 メマンチン塩酸塩 東和/小林化工  51.1円／1 錠 

アレルギー性疾患治療剤 ○後レボセチリジン塩酸塩 OD 錠 5mg※3 レボセチリジン塩酸塩 高田/沢井 33 円／1 錠 

非イオン性造影剤 オムニパーク 240 注 10mL イオヘキソール GE ヘルスケア 599 円／1V 

生理食塩液 生理食塩液「ヒカリ」250mL 生理食塩液 光製薬 159 円／1 本 

切迫流・早産治療剤 
○後 リトドリン塩酸塩錠 5mg「F」 

リトドリン塩酸塩 富士製薬 
14 円／1 錠 

○後 リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「F」 212 円／1A 

※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 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。 

  

薬剤部発 20025 号 

2020 年 7 月 28 日 

横浜市立大学附属病院 

薬事委員長  戸谷 義幸 

編集 薬剤部医薬品情報管理室 

No.92  
 速報  

http://www.yokohama-cu.ac.jp/character/introduction/index.html
http://www.yokohama-cu.ac.jp/character/introduction/index.html
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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、8 月 18 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、9 月 28 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
 

 
  

薬効 製品名 一般名 備考 

屈折能検査点眼剤 サイプレジン 1%点眼液 シクロペントラート塩酸塩 
『ベオビュ硝子体内注射用キット 120mg/mL』
採用のため 

睡眠剤 ユーロジン 2mg 錠 エスタゾラム 『デエビゴ錠 5mg』採用のため 

四環系抗うつ薬 ルジオミール錠 10mg マプロチリン塩酸塩 『トリンテリックス錠 10mg』採用のため 

抗精神病薬 
リスペリドン OD 錠 1mg「サワイ」 

リスペリドン 

『ラツーダ錠 20mg』採用のため 
☆『リスペリドン OD 錠 0.5mg「サワイ」』の採用あり 

リスペリドン内用液 1mg/mL 
「ヨシトミ」(1mL/包) 

『リスペリドン内用液 1mg/mL（0.5mL/包）』 
採用のため 

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) 
『ヌーカラ皮下注 100mg ペン』採用のため 

持続性 Ca 拮抗降圧剤 シルニジピン錠 5mg「サワイ」 シルニジピン 『ユリス錠 1mg』採用のため 

抗糖尿病剤 ヒューマログ注ミリオペン インスリン リスプロ 
(遺伝子組換え) 

『インスリン リスプロ BS 注ソロスターHU 
「サノフィ」』採用のため 

高脂血症治療剤 ゼチーア錠 10mg エゼチミブ 『エゼチミブ錠 10mg』採用のため 

非ステロイド性消炎・ 
鎮痛剤 セレコックス錠 100mg セレコキシブ 『セレコキシブ錠 100mg「KN」』採用のため 

抗てんかん剤 ビムパット点滴静注 200mg ラコサミド 『ビムパット点滴静注 100mg』採用のため 

蛋白リン酸化酵素阻害剤 エリル点滴静注液 30mg ファスジル塩酸塩水和物 『ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg
「KCC」』採用のため 

NMDA 受容体拮抗 
アルツハイマー型認知症治療剤 メマリーOD 錠 5mg メマンチン塩酸塩 『メマンチン塩酸塩 OD 錠 5mg』採用のため 

アレルギー性疾患治療剤 ザイザル錠 5mg レボセチリジン塩酸塩 『レボセチリジン塩酸塩 OD 錠 5mg』 
採用のため 

製品名 一般名 

イオベリン 240 注 10mL※ イオヘキソール 

エプジコム配合錠 ラミブジン・アバカビル硫酸塩 

大塚生食注 250mL プラボトル※ 生理食塩液 

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 

スプリセル錠 20mg ダサチニブ水和物 

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］ 

ノイトロジン注 50µg レノグラスチム(遺伝子組換え) 

リトドリン錠 5mg「PP」※ 

リトドリン塩酸塩 
リトドリン点滴静注 50mg「PP」※ 

※販売中止  
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    お知らせ 院内フォーミュラリ（推奨薬リスト）について 

 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。 

 
 

 
 ボグリボースは「耐糖能異常における 2 型糖尿病の発症抑制」の適応を唯⼀取得している。 
 有効性と安全性において 3剤で差は報告されていない。 
★換算の目安★（持参薬から切替えた場合、患者により効果は異なるため、血糖値をモニタリングしてください。） 
【アカルボース 100mg】≒【ボグリボース 0.2mg】≒【ミグリトール 50mg】 

※ザイザル錠 5mg→【GE】レボセチリジン塩酸塩OD錠 5mg、ヒューマログ注ミリオペン→【BS】インスリン リスプロ BS注 
ソロスターHU「サノフィ」への切替えに伴い、「第 2世代抗ヒスタミン剤」、「超速効型インスリン製剤」のフォーミュラリも 
改訂なりました。詳細は次ページを確認してください。 

 
 

 

 

 

日本で 2番目のオレキシン受容体拮抗薬です。既存のベルソムラ（スボレキサント）と比較してオレキシン 2受容体への 
親和性が高く、薬物代謝酵素 CYPの影響を受けにくい薬剤です。また、一包化、経管投与も可能です。 
効能・効果：不眠症 
用法・用量：通常、成人にはレンボレキサントとして 1日 1回 5mg を就寝直前に経口投与する。 
        なお、症状により適宜増減するが、1日 1回 10mg を超えないこととする。 
   【注意】 CYP3A阻害剤（イトラコナゾール、クラリスロマイシン、エリスロマイシン、フルコナゾール、ベラパミル等）との 
        併用時は 1日 1回 2.5mg とする。 
禁忌：重篤な肝障害    

●スボレキサントとの比較● 

なお、デエビゴ錠は 2021年 5月まで新薬のため 14日までの処方制限がありますので、ご留意ください。 
  

 製品名（⼀般名） 薬価／１日薬価 写真 

第
１
推
奨 

ボグリボース OD錠 
0.2mg、0.3mg「武田テバ」 
（ボグリボース） 

0.2mg：10.6円／１錠 
0.3mg：14.7円／１錠 

 

 
［0.6mg／日：0.2mg錠 1回 1錠］ 

31.8円 

ミグリトール OD錠 50mg「サワイ」 
（ミグリトール） 

14.6円／1錠  
［150mg／日：50mg錠 1回 1錠］ 

43.8円 
第
２
推
奨 

アカルボース OD錠 50mg｢テバ｣ 
（アカルボース） 

10円／1錠  
［300mg／日：50mg錠 1回 2錠］ 

60円 

薬剤名 用量 CYP3A阻害剤併用 ⼀包化 経管投与 

ベルソムラ錠 成人：20mg 
65歳以上：15mg 禁忌 不可 適 2 

（直前粉砕で可能） 
デエビゴ錠  上記参照 併用注意 可 適 1 

不眠症治療薬 

デエビゴ錠 5mg（レンボレキサント） NEW  
2020年 1月承認 

推奨薬リスト α-グルコシダーゼ阻害薬 
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参考 当院の院内フォーミュラリ（推奨薬リスト）一覧                 （黄色、赤字が改訂箇所） 
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 

インスリン リスプロ BS注ソロスター 
【BSに切替えとなりました】 

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」 

セレコキシブ錠 100mg「KN」  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」   
レボセチリジン塩酸塩 OD錠 5mg 
【GE の切替えに伴い、第 2 推奨から第
1推奨に改訂となりました】 

ルパフィン錠 10mg    
ビラノア錠 20mg 
デザレックス錠 5mg 

 抗ヒスタミン剤は有効性・副作用で個人差
が大きいため、1日薬価を考慮して作成 

 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 

 オロパタジンは肝障害に注意 
 オロパタジン、レボセチリジンは自動車運転
等が禁止 

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 

αグルコシダーゼ
阻害薬 

ボグリボースOD錠 0.2mg、0.3mg 
ミグリトール OD錠 50mg 

アカルボース OD錠 50mg  安全性について 3剤で特徴的な副作用の
差はない 


