
 

 

1. 新規採⽤医薬品のお知らせ 

2020 年 11 ⽉ 30 ⽇に開催された 2020 年度第 4 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 
全⾝⿇酔剤 

レミマゾラムベシル酸塩 ムンディファーマ 2,218 円／1 V  アネレム静注⽤ 50mg 

⾼カリウム⾎症改善剤 ジルコニウムシクロケイ酸 
ナトリウム⽔和物 アストラゼネカ 1,095.2 円／1 包  ロケルマ懸濁⽤散分包 5g※1,2 

持続性 GLP-1 受容体作動薬 セマグルチド 
(遺伝⼦組換え) ノボ ノルディスク 1,547 円／1 本  オゼンピック⽪下注 0.25mgSD※1,2 

鉄⽋乏性貧⾎治療剤 
カルボキシマルトース第⼆鉄 ゼリア新薬 6,078 円／1 V  フェインジェクト静注 500mg※3 

外⽪⽤殺菌消毒剤 
オラネキシジングルコン酸塩 ⼤塚⼯場 1,000 円／1 本 

(参考価格)  オラネジン消毒液 1.5%（アプリケータ 25mL）※4 

※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 可能な限り外来での使⽤にご協⼒ください。（類似薬と⽐較して⾼額かつ⼊院患者は DPC 内であるため） 
   また、希釈は⽣理⾷塩液となりますので、ご留意ください。 
※4 前回 200mL ボトルで採⽤となりましたが、再審議の結果アプリケータ 25mL での採⽤となりました。（詳細は下記参照） 

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。 
 

 

 

 

本剤は新規成分の「⼿術部位（⼿術野）の⽪膚の消毒」の適応を有する外⽪⽤消毒薬です。前回、ボトル製剤を採⽤としま
したが、無⾊透明のため清潔野での薬剤取り違えのリスクがあるため、アプリケータの採⽤となりました。また、既存のポビドンヨード・
アルコール含有クロルヘキシジンと⽐較して、⾼額であることから、下記の患者に限定し採⽤することとします。 

⾼額な薬剤であるため、適正使⽤にご協⼒をお願いします。 
 

 

 

  

 ポビドンヨードとアルコールがいずれも禁忌の患者 
 術野に透明の消毒薬を塗布することが望ましい場合（形成外科等） 
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外⽪⽤殺菌消毒剤 
オラネジン消毒液 1.5%（アプリケータ 25mL） 適正使⽤のお願い 



 

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、12 ⽉ 16 ⽇までに薬事委員⻑または薬剤部まで「異議申⽴書」および根拠とな
る資料を提出すると共に、1 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。 

製品名 理由 
テモカプリル塩酸塩錠 2mg「タナベ」 『ロケルマ懸濁⽤散分包 5g』採⽤のため 
マーカイン注 0.125% 『アネレム静注⽤ 50mg』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 

アスペノン静注⽤ 100※1 
アボルブカプセル 0.5mg 
エディロールカプセル 0.75µg 
オメプラゾール腸溶錠 20mg「マイラン」※2 
ザルティア錠 5mg 
シーブリ吸⼊⽤カプセル 50µg 
シプロキサン錠 100mg 
ジャドニュ顆粒分包 90mg 
シュアポスト錠 0.25mg 
ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「CH」 
ステーブラ錠 0.1mg 
ダルベポエチン アルファ注 20µg シリンジ「KKF」 

製品名 

注射⽤マキシピーム 1g 
ノイトロジン注 250µg 
ノボラピッド 70 ミックス注フレックスペン※3 
ハーセプチン注射⽤ 150 
ビソルボン注 4mg 
ファンガード点滴⽤ 50mg・75mg 
プランルカスト錠 112.5「EK」 
マイロターグ点滴静注⽤ 5mg 
ラステット S カプセル 25mg 
レミニール OD 錠 4mg 
レルベア 100 エリプタ 14 吸⼊⽤ 

※1 販売中⽌ 
※2 販売中⽌のため「フェインジェクト静注 500mg」の代替削除品とします。 
※3 販売中⽌のため「オゼンピック⽪下注 0.25mgSD」の代替削除品とします。 
  



 

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 

  当院採⽤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 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 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 
 

BP 経⼝剤 アレンドロン酸ナトリウム錠 35mg   ミノドロン酸錠 50mg  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 ボンビバ静注 1mg 
PPI 経⼝剤 ランソプラゾール OD 錠 15mg       

ラベプラゾール Na 塩錠 10mg 
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 推奨の使⽤を考慮する 

 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 
   

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、エビデンスの多さからメロペネムを推奨
（メロペネムには FN の適応あり） 

消炎・鎮痛剤 
（経⼝剤） 

アセトアミノフェン錠 200mg・500mg  
ロキソプロフェン Na 錠 60mg 

セレコキシブ錠 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 
オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5mg 
ベポタスチンベシル酸塩 OD 錠 10mg 
レボセチリジン塩酸塩 OD 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・DS3％ 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 

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 

 
 

ピタバスタチン Ca・OD 錠 1mg 
アトルバスタチン錠 5mg 

 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 
 

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 
オルメサルタン OD 錠 10mg 
カンデサルタン OD 錠 4mg 

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 
オキシコドン錠 2.5mg・5mg 

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  有効性・安全性で差はない 

キャンディン系 
抗真菌薬 

ミカファンギンＮａ点滴静注⽤ 
50mg・75mg 

カンサイダス点滴静注⽤ 50mg  カンサイダスは冷所保存かつ、溶解・調製⽅法が
煩雑である 

 ２剤間で抗真菌薬の効果としては差がない 
グリニド系 
糖尿病薬 

レパグリニド錠 0.25mg ナテグリニド錠 30mg 
ミチグリニド Ca・OD 錠 5mg 

 ミチグリニドとボグリボースの配合剤（グルベス配
合錠）を持参した患者はこの限りではない 



 

  当院採⽤のバイオシミラー 

 2020 年 11 ⽉時点での当院採⽤バイオシミラーの⼀覧です。積極的な使⽤にご協⼒お願いします。 

 

院内採⽤薬・薬価 先⾏品・薬価 1 ヶ⽉あたりの医薬品費と差額（試算） 備考 

抗悪性腫瘍剤 
トラスツズマブ BS 点滴静注⽤ 
150mg「CTH」 
28,468 円／V 

ハーセプチン注射⽤ 150 
42,543 円／V 

乳癌の患者に 
1 回 2V（300mg）を 
3 週間間隔で 
⽉ 2 回投与した場合 

先⾏品︓約 17 万円 
BS︓約 11 万円 
差額︓約 6 万円 

適応症は同じ 

抗悪性腫瘍剤 
リツキシマブ BS 点滴静注⽤「KHK」
100mg︓20,887 円／V 
500mg︓102,362 円／V 

リツキサン点滴静注 
100mg︓30,441 円／V 
500mg︓148,996 円／V 

リンパ腫に対し、600mg を 
1 週間間隔で⽉ 4 回投与
した場合 

先⾏品︓約 71 万円 
BS︓約 49 万円 
差額︓約 22 万円 

適応症違いあり 

抗悪性腫瘍剤 
ベバシズマブ BS 点滴静注「第⼀三共」
100mg︓22,283 円／V 
400mg︓84,858 円／V 

アバスチン点滴静注⽤
100mg/4mL︓35,877 円／V 
400mg/16mL︓136,293／V 

⼤腸癌に対し、500mg を 
2 週間間隔で⽉ 2 回投与
した場合 

先⾏品︓約 34 万円 
BS︓約 21 万円 
差額︓約 13 万円 

適応症違いあり 

抗ヒト TNFα モノクローナル抗体製剤 
インフリキシマブ BS 点滴静注⽤ 100mg
「⽇医⼯」 
43,229 円／V 

レミケード点滴静注⽤ 100 
75,009 円／V 

関節リウマチに対し、
180mg を 8 週間隔で 
投与した場合 

先⾏品︓約 15 万円 
BS︓約 9 万円 
差額︓約 6 万円 

  （8 週間あたり） 

適応症違いあり 

TNFα/LTα レセプター製剤 
エタネルセプト BS ⽪下注 50mg ペン
「TY」 
17,025 円／本 

〔院内採⽤なし・院外登録〕 
エンブレル⽪下注 50mg ペン
1.0mL 
25,171 円／本 

関節リウマチに対し、 
50mg を 1 週間隔で 
投与した場合 

先⾏品︓約 10 万円 
BS︓約 7 万円 
差額︓約 3 万円 

バイオ後続品 
導⼊初期加算 
対象 

⾻粗鬆症治療剤 
テリパラチド BS ⽪下注キット 600μg 
「モチダ」 
25,643 円／本 

〔院内採⽤なし・院外登録〕 
フォルテオ⽪下注キット 600μg 
36,555 円／本 

⾻粗鬆症に対し、 
20μg を連⽇⽪下注射 
した場合 

先⾏品︓36,555 円 
BS︓25,643 円 
差額︓約 1 万円 

バイオ後続品 
導⼊初期加算 
対象 

インスリンアナログ製剤 
インスリングラルギン BS 注ミリオペン
「リリー」 
1,399 円／本 

〔院内採⽤なし・院外登録〕 
ランタス注ソロスター 
1,825 円／本 

糖尿病に対し、 
10 単位を連⽇⽪下注射 
した場合 

先⾏品︓1,825 円 
BS︓1,399 円 
差額︓約 400 円 

バイオ後続品 
導⼊初期加算 
対象 

インスリンアナログ製剤 
インスリン リスプロ BS 注ソロスター 
HU「サノフィ」 
1,258 円／本 

〔院内採⽤なし・院外登録〕 
ヒューマログ注ミリオペン 
1,400 円／本 

糖尿病に対し、 
5 単位を 1 ⽇ 3 回 
連⽇⽪下注射した場合 

先⾏品︓2,800 円 
BS︓2,516 円 
差額︓約 250 円 

バイオ後続品 
導⼊初期加算 
対象 

G-CSF 製剤 
フィルグラスチム BS 注シリンジ「モチダ」 
75μg・150μg・300μg 

〔院内採⽤なし〕 
グランシリンジ ― 

遺伝⼦組換えヒトエリスロポエチン製剤 
エポエチンアルファ BS 注 750 
シリンジ「JCR」 

〔院内採⽤なし〕 
エスポー注射液 750 シリンジ ― 

持続型⾚⾎球造⾎刺激因⼦製剤 
ダルベポエチンアルファ注シリンジ「KKF」 
30μg・60μg・120μg・180μg  

〔院内採⽤なし〕 
ネスプ注射液 ― 

【新規適応追加薬剤】 
 ベバシズマブ BS 点滴静注「第⼀三共」（2020 年 9 ⽉〜） 

扁平上⽪癌を除く切除不能な進⾏・再発の⾮⼩細胞肺癌 
 リツキシマブ BS 点滴静注「KHK」（2020 年 11 ⽉〜） 

後天性⾎栓性⾎⼩板減少性紫斑病 

⽤法⽤量等の 
詳細は 

添付⽂書を 
ご覧ください。 


