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門前薬局 御中 

関西電力病院 

薬剤部長 濱口良彦 

関西電力病院における医薬品採用・削除の通知について 

平成 26 年 11 月 14 日（金）の薬事小委員会において新規採用医薬品 3 種類 3 品目と院外専用医薬品

2 種類 2 品目及び 3 品目の削除薬品と 1 品目の規格変更医薬品が承認されました。 

11 月 28 日（金）から関西電力病院において院外処方のオーダができるようにマスター登録しますの

で，各調剤薬局に置きまして院外処方にて取扱いの実施にご協力お願いいたします。 

 

【院内採用医薬品】 

造血幹細胞移植に伴う医薬品の購入依頼（下記４剤） 

後）アシクロビル錠 200ｍｇ（抗ウイルス化学療法剤；アシクロビル） 

造血幹細胞移植におけるヘルペス発症予防にアシクロビルのみ保険適応があるために，血液内科の井

尾医師より申請依頼があった。 

削除薬品；なし（同効薬；なし） 

製薬メーカー；ファイザー，マイラン（薬価；50.10 円） 

 

劇）セルセプトカプセル 250mg（免疫抑制剤；ミコフェノール酸 モフェチルカプセル） 

本剤は，腎移植後の患者の外来通院加療目的にて使用しており，院外専用医薬品である。今回，造血

幹細胞移植にて必要な医薬品であり，血液内科の井尾医師より申請依頼があった。 

備考） 

●腎移植後の難治性拒絶反応の治療の場合：通常，成人は 1回 6カプセル（主成分として 1,500mg）

を 1 日 2 回 12 時間毎に食後に服用。年齢・症状により適宜増減される。腎移植における拒絶

反応の抑制の場合：通常，成人は 1 回 4 カプセル（1,000mg）を 1 日 2 回 12 時間毎に食後に

服用。年齢・症状により適宜増減されるが，1 日 12 カプセル（3,000mg）が上限である。 

●心移植，肝移植，肺移植，膵移植における拒絶反応の抑制の場合； 通常，成人にはミコフェ

ノール酸 モフェチルとして 1 回 500～1,500mg を 1 日 2 回 12 時間毎に食後経口投与する。

しかし，本剤の耐薬量及び有効量は患者によって異なるので，最適の治療効果を得るために用

量の注意深い増減が必要である。 

DPC においても，出来高で算定できる薬剤であり，医事課に連絡済。 

削除医薬品；なし（同効薬；プログラフ，ネオーラルなど） 

メーカー；中外製薬 薬価；326.20 円 

 

ディレグラ配合錠 30mg 

（アレルギー治療薬：フェキソフェナジン塩酸塩/塩酸プソイドエフェドリン） 

本剤は，第 2 世代抗ヒスタミン薬であるフェキソフェナジン塩酸塩 30mg に血管収縮作用を有する α

交感神経刺激薬の塩酸プソイドエフェドリン 60ｍｇを配合した経口配合剤。中等症以上の鼻閉症状があ

るアレルギー性鼻炎患者に対し，1 剤でアレルギー性鼻炎の 3 大症状（くしゃみ，鼻みず，鼻づまり）



に優れた改善効果を発揮する。また，アレルギー領域における新しい治療の選択肢となりアレルギー患

者の QOL の向上も期待できる。今回は，術後の鼻閉および鼻出血での止血効果に対して使用する予定で

あり，耳鼻咽喉科の和田医師より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；フェキソナジン塩酸塩錠 60mg） 

メーカー；サノフィー 薬価；62.00 円 

 

【院外専用医薬品】 

ウリアデック錠 20mg（高尿酸血症治療薬；トピロキソスタット） 

本剤は，選択的キサンチンオキシダーゼ（XOD）を阻害することで尿酸生成を阻害する「尿酸生成抑

制薬」である。ただし，キサンチン（XOD の基質）と類似した分子構造を有するアロプリノールとは異

なり，XOD 以外の核酸代謝酵素を阻害しないことから「選択的 XOD 阻害薬」に分類される。治験では，1

日 2回投与で血中尿酸値を治療目標値まで低下させ長期に維持することが可能であること，軽度～中等

症の腎機能低下例においても，用量調節せずに通常用量で有効性と忍容性が認められたことが報告され

ている。承認時までの国内の臨床試験では，35.4％に何らかの副作用（臨床検査値異常を含む）が認め

られている。主な副作用は，痛風関節炎（10.0％），ALT 増加（7.5％），β-N アセチル D グルコサミニ

ダーゼ増加（7.0％），α1ミクログロブリン増加（5.9％），AST 増加（5.1％）などであり，重大な副作

用として肝機能障害（2.9％），多形紅斑（0.5％未満）が報告されている。また併用禁忌の薬剤として

は，フェブキソスタットと同様，XOD 阻害作用により骨髄抑制などの副作用増強が報告されているメル

カプトプリン水和物（商品名ロイケリン）とアザチオプリン（商品名アザニン，イムラン）が挙げられ

ている。院内では，フェブリック錠が在庫していることもあり，院外の患者にて使用したく腎臓内科の

古宮医師から院外専用薬品の申請依頼があった 

備考）用法・用量としては「1回 20mg より開始し，1日 2回朝夕に経口投与。その後，血中尿酸値を確

認しながら必要に応じて増量。維持量として 1 回 60mg で，最大投与量は 1 回 80mg，1 日 2 回」となっ

ている。  

削除薬品；なし（同効薬；アロシトール錠，フェブリック錠） 

製薬メーカー；三和化学（薬価；21.20 円） 

リオナ錠 250mg（高リン酸血症治療薬；クエン酸第二鉄水和物） 

本剤は，クエン酸第二鉄水和物を有効成分とする新規リン吸着剤であり，消化管内で鉄とリン酸が結

合し体内へのリンの吸収を抑制することにより，血清リン濃度を低下させる効果がある。国内で実施し

た，高リン血症を呈している透析中の慢性腎臓病（CKD）患者及び保存期 CKD 患者を対象としたそれぞ

れの第Ⅲ相臨床試験において，本剤の血清リン濃度の低下作用が 1週間で認められ効果継続が確認され

た。また，ｐH 依存することなく，溶解性を唯一示す水溶性金属塩タイプの製剤であるため PPI 服用中

の患者においても効果を示し，長期投与時における安全性に大きな問題は認められなかった。効能・効

果は，慢性腎臓病患者における高リン血症の改善であり，慢性腎臓病患者には，透析中及び保存期の慢

性腎臓病患者が含まれる。新規リン吸着剤を院外の患者にて使用したく腎臓内科の古宮医師から院外専

用薬品の申請依頼があった 

備考）通常，成人には，クエン酸第二鉄として 1 回 500mg を開始用量とし，1 日 3 回食直後に経口投与

する。以後，症状，血清リン濃度の程度により適宜増減するが，最高用量は 1日 6,000mg とする。 

削除薬品；なし（同効薬；ホスレノール顆粒分包，カルタン錠，レナジェル錠） 

製薬メーカー；鳥居薬品（薬価；99.80 円） 



 

【削除薬品（3 品目）と院外専用医薬品への変更（4 品目）について】 

 デカドロンｴﾘｷｼﾙ 0.01％（1本 250ml）（490mL 破棄）院内外処方 1年間使用なし⇒削除薬品 

 ツムラ紫雲膏（1瓶 500g）（480g 破棄）院内外処方 1年間以上なし⇒削除薬品 

 ヘパリンカルシウム皮下注 5千単位/0.2mL シリンジ「モチダ」⇒削除薬品 

理由；旧病院から約 2年間使用されていないこと。同成分のヘパリン Ca 皮下注 2万単位/0.8mL（マ

ルチプルバイアル；後発医薬品）が採用されていること。医療安全の考慮し，2 品目はオーダ間違

いを防止するため削除とした。 

 

【剤形変更の事前説明】 

レルベア 100・200 エリプタ 14 吸入用⇒30 吸入用に変更 

（気管支喘息吸入治療薬；フルチカゾンフランカルボン酸エステル＋ビランテロール） 

本剤は,吸入ステロイド剤（ICS）と長時間作動型吸入β2刺激薬（LABA）の配合剤で，ICS/LABA 配合

剤初の 24 時間効果が持続する１日１回吸入タイプ。今回，12 月より長期投与可能より患者への利便性

を考慮し，14 吸入タイプから 30 吸入タイプのデバイスに変更することとする。 

製薬メーカー；グラクソ・スミスクライン（GSK）（薬価：円/100μg /200μg） 

注意）12 月からの長期投与可能に対しての処置です。マスター登録は，12 月になります。 
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