
 

 

 

1. 新規採用医薬品のお知らせ 

2021年 3月 22日に開催された 2020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 
選択的直接作用型第 Xa因子阻害剤 

リバーロキサバン バイエル 

 

 
イグザレルト OD錠 10mg※1 （10mg） 364.1円／1錠 
イグザレルト OD錠 15mg※1 （15mg） 517円／1錠 

ウイルスワクチン類 組換え沈降 9価ヒトパピローマ 
ウイルス様粒子ワクチン MSD 薬価未収載  シルガード 9水性懸濁筋注シリンジ ※2 

ウイルスワクチン類 
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン GSK 薬価未収載  シングリックス筋注用※2 

血液凝固阻止剤 

ヘパリンナトリウム ニプロ 315円／1本  ヘパリン Na透析用カテーテルロック用 
1,000単位/mL シリンジ 5mL 

パーキンソン症候群治療剤 
トリヘキシフェニジル塩酸塩 ニプロ 8.7円／1錠  ○後トリヘキシフェニジル塩酸塩錠 2mg「ニプロ」 

外用抗生物質製剤 
クリンダマイシン 
リン酸エステル 沢井 171円／1本  ○後クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1%「サワイ」（10g） 

外用抗真菌剤 
ケトコナゾール 岩城 171円／1本  ○後ケトコナゾールクリーム 2%「イワキ」（10g） 

角化症治療剤 
尿素 藤永 107.5円／1本  ○後尿素クリーム 20%「フジナガ」（25g） 

尋常性乾癬等 角化症治療剤 
マキサカルシトール 高田 494円／1本  ○後マキサカルシトール軟膏 25µg／g「タカタ」（10g） 

広範囲抗菌点眼剤 
レボフロキサシン水和物 日本点眼 112.5円／1本  ○後レボフロキサシン点眼液 1.5%「日点」（5mL） 

※1 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。 
※2 必要な患者分のみ在庫することとします。事前に薬剤部薬品管理室（内線 2858）までご連絡ください。 

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、4 月 13 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 24 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 
アーテン錠 2mg 『トリヘキシフェニジル塩酸塩錠 2mg』採用のため 
イグザレルト錠 10mg・15mg 『イグザレルト OD錠 10mg・15mg』採用のため 
オキサロール軟膏 25µg／g 『マキサカルシトール軟膏 25µg／g「タカタ」』採用のため 
ケラチナミンコーワクリーム 20% 『尿素クリーム 20%「フジナガ」』採用のため 
サーバリックス 『シルガード 9水性懸濁筋注シリンジ』採用のため 
スプリセル錠 50mg 『シングリックス筋注用』採用のため 
ダラシン T ゲル 1% 『クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1％「サワイ」』採用のため 
ニゾラールクリーム 2% 『ケトコナゾールクリーム 2%「イワキ」』採用のため 
レボフロキサシン点眼液 1.5%「ファイザー」 『レボフロキサシン点眼液 1.5%「日点」』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 

イクセロンパッチ 9mg 
ゼフィックス錠 100 
デュピクセント皮下注 300mg シリンジ 
トレアキシン点滴静注用 100mg 
ナウゼリン坐剤 10・30 

製品名 

ネリプロクト坐剤 
パーサビブ静注透析用 2.5mg 
ペリアクチン散 1% 
リリカ OD錠 25mg・75mg 
レミッチ OD錠 2.5µg 

 
 

 

 
 

 従来品のガーダシル（4価 HPV ワクチン）に含まれる HPV6/11/16/18型に加え、
HPV31/33/45/52/58 型の VLP（ウイルス様粒子）を含む、9 価のヒトパピローマ 
ウイルス（HPV）ワクチンです。現在は定期接種の対象外で、接種する場合は自費となるので、ご注意ください。 

効能・効果 
ヒトパピローマウイルス 6、11、16、18、31、33、45、52及び 58型の感染に起因する以下の疾患の予防 
子宮頸癌（扁平上皮細胞癌及び腺癌）及びその前駆病変（子宮頸部上皮内腫瘍（CIN）1、2 及び 3 並びに上
皮内腺癌（AIS）） 
外陰上皮内腫瘍（VIN）1、2及び 3並びに腟上皮内腫瘍（VaIN）1、2及び 3 
尖圭コンジローマ 

用法・用量 
9歳以上の女性に、1回 0.5mL を合計 3回、筋肉内に注射する。通常、2回目は初回接種の 2 ヵ月後、 
3回目は 6 ヵ月後に同様の用法で接種する 

  

 

ウイルスワクチン類 
シルガード 9水性懸濁筋注シリンジ 



 

 
  新規の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。 
なお、院内で承認されているフォーミュラリは「マニュアル等一覧」から閲覧可能です。 

 神経障害性疼痛治療薬（Ca2+チャネルα2δリガンド） 

1：Efficacy and safety of mirogabalin treatment in patients with diabetic peripheral neuropathic pain: A systematic review  
  and meta-analysis of randomised controlled trials（PMID: 32991782） 

 
 テリパラチド製剤 

• テリパラチド BSの先行品であるフォルテオは世界で発売されているのに対し、テリボンは日本でのみ発売されている。 
そのため、各種ガイドライン １における推奨度はフォルテオの方が高い。 

• テリパラチド BSはフォルテオとの同等性が確認されている。 

• 外来導入の際もテリパラチド BSを使用した場合、バイオ後続品導入初期加算（月 1回 150点、3 ヶ月まで）の算定が可能である。 

1：骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2015年版、ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療 ガイドライン：2014年改訂版 
  

推奨 製品名／一般名 薬価／１日薬価 写真 

１ 

【後】プレガバリン OD錠 
    25mg・75mg「ケミファ」 
   プレガバリン 

25mg：21.8円／1錠  75mg：36.3円／1錠 
 
 
 
 

［300mg／日使用した場合］145.2円 

２ 

タリージェ錠 2.5mg・5mg 
   ミロガバリン 

2.5mg：74.9円／1錠 5mg：103.3円／1錠 
 

［30mg／日使用した場合］619.8円 

• 神経障害性疼痛薬物療法ガイドライン 2016年第 2版では Ca2＋チャネルα2δリガンドとしてプレガバリンが第 1選択薬として記載され
ており、その後の 2019年追補版では末梢神経障害性疼痛治療にはミロガバリンはプレガバリンと同様に使用できると考えていると記載さ
れている。 

• 糖尿病診療ガイドライン 2019において中等症以上の有痛性糖尿病性神経障害に対して近年ではプレガバリン、ミロガバリン、デュロキ
セチンが並列して推奨されている。 

• 糖尿病性末梢神経障害性疼痛を対象としたメタ解析では、プレガバリン 300mg群に対し、ミロガバリン 10～30mg群の方が、治療
開始後 3～5週間後のベースラインからの平均疼痛スコアの減量割合が高かったとの報告もある 1。そのため、糖尿病性末梢神経障害
性疼痛に使用する場合はこの限りではない。 

推奨 製品名／一般名 薬価／28日あたりの薬価 

１ 
【BS】テリパラチド BS皮下注キット 600µg「モチダ」 
   テリパラチド（遺伝子組換え）〔テリパラチド後続 1〕 

23,746円／1本（1本：28日分） 

［1日 1回 20μgを 28日間投与］
23,746円 

２ 

テリボン皮下注 28.2µg オートインジェクター 
   テリパラチド酢酸塩 

6,018円／1本（1回使い切り） 

［1回 28.2μg を週 2回、4週間投与］ 
48,144円 

 

 

http://www.josteo.com/ja/guideline/doc/15_1.pdf


 

  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 

ジヒドロピリジン系
カルシウム拮抗薬
（経口剤） 

アムロジピンOD錠 2.5mg 
 

ニフェジピンCR錠 20mg 
ベニジピン塩酸塩錠 4mg 
アゼルニジピン錠 8mg 

 ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬（経口剤） 

医師の処方権を制限するものではありません 


