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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 27 年 3 月 13 日（金）の薬事小委員会において新規採用医薬品 3 種類 4 品目，院外専用医薬品 2

品目，削除薬品 2 品目が承認されました。 

3 月 27 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】 

タケキャブ錠10ｍｇ，20ｍｇ（酸関連疾患治療剤；ボノプラザンフマル酸塩） 

本剤は，カリウムイオン競合型アシッドブロッカー（Potassium-Competitive Acid Blocker : 

P-CAB）とも呼ばれる新しい作用機序の酸関連疾患治療剤であり、胃壁細胞における酸分泌の最終

段階に位置するH+, K+-ATPase（プロトンポンプ）をカリウムイオンと競合的に阻害することにより、

速やかで強く持続的な酸分泌抑制作用を示す。また，従来のＨ．Pylori除菌効果がより期待できる。

発売後1年間は，長期投与の制限があるが，緊急止血術後や内視鏡手術後の潰瘍からの出血予防が

必要な症例やＨ．Pylori除菌の１st line，2nd lineに使用したく，消化器内科より申請依頼があ

った。 

【効能・効果】 

○胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸

潰瘍の再発抑制、非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制  

○下記におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助  

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃MALT リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡

的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎  

【用法・用量】 

○胃潰瘍、十二指腸潰瘍の場合  

通常、成人にはボノプラザンとして1 回20mg を1 日1 回経口投与する。なお、通常、胃潰瘍では8 

週間まで、十二指腸潰瘍では6 週間までの投与とする。  

○逆流性食道炎の場合  

通常、成人にはボノプラザンとして1 回20mg を1 日1 回経口投与する。なお、通常4 週間までの

投与とし、効果不十分の場合は8 週間まで投与することができる。  

さらに、再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法においては、1 回10mg を1 日1 回経口投

与するが、効果不十分の場合は、1 回20mg を1 日1 回経口投与することができる。  

○低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の場合  

通常、成人にはボノプラザンとして1 回10mg を1 日1 回経口投与する。  

○非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の場合  

通常、成人にはボノプラザンとして1 回10mg を1 日1 回経口投与する。  

○ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助の場合  

通常、成人にはボノプラザンとして1 回20mg、アモキシシリン水和物として1 回750mg （力価）及



びクラリスロマイシンとして1 回200mg（力価）の3 剤を同時に1 日2 回、7 日間経口投与する。

なお、クラリスロマイシンは、必要に応じて適宜増量することができる。ただし、１回400mg（力

価）1 日2 回を上限とする。  

プロトンポンプインヒビター、アモキシシリン水和物及びクラリスロマイシンの3 剤投与によるヘ

リコバクター・ピロリの除菌治療が不成功の場合は、これに代わる治療として、通常、成人にはボ

ノプラザンとして1 回20mg、アモキシシリン水和物として1 回750mg（力価）及びメトロニダゾー

ルとして1 回250mg の3 剤を同時に1 日2 回、7 日間経口投与する。  

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；武田薬品工業 薬価；160.10 円（10mg），240.20 円（20ｍｇ）（100 錠，140 錠包装） 

 

トレリーフＯＤ錠 25mg（パーキンソン病治療剤：ゾニサミド） 

本剤は、「パーキンソン病（レボドパ含有製剤に他の抗パーキンソン病薬を使用しても十分に効果が得

られなかった場合）」を効能・効果として用いられ，追加申請にてパーキンソン病における日内変動

（wearing-off 現象）に対する用法・用量の一部変更し，病治療の選択肢のひとつとして使用されてい

る。今回，パーキンソン病患者に多くみられる症状を考慮し製剤設計を行った口腔内崩壊錠である。口

腔内の唾液により崩壊し、水なしでも、水とともにでも服用することが可能であり、嚥下障害を有する

ことが多いと言われているパーキンソン病患者さんにとって服用しやすい製剤である。また、振戦や固

縮を有するパーキンソン病患者さんにとって、よりつかみやすい製剤とするために、錠剤の大きさを既

存製剤の 6.6mm から 8.0mm に変更し、PTP シートから錠剤を取出し後、転がり落ちることがないよう平

らな形状に変更している。患者の利便性を考慮し，神経内科より申請依頼があった。 

なお，OD 錠に変更推進のためマスター登録後 1 ヶ月間は，OD 錠記載の院外処方せんの対応を保健調

剤薬剤師が患者様へ「錠剤での調剤説明と確認」を取った場合に限り錠剤調剤も可能とする。 

削除医薬品；トレリーフ錠 25ｍｇ（同効薬；なし） 

メーカー；大日本住友製薬 薬価；1,115.90 円（30 錠包装） 

 

アノーロエリプタ７吸入用（慢性閉塞性肺疾患治療薬；ウメクリジニウム臭化物/ビランテ

ロールトリフェニル酢酸塩） 

本剤は、慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、肺気腫）の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解。単一

操作で作動する定量式粉末吸入器が採用されており、1日 1回 1吸入する。当院での院外専用医薬品は，

ウルティブロ吸入用カプセルがある。本剤もLAMA/LABA配合剤であり，LAMAとしてウメクリジニウムを、

LABA としてビランテロールを配合する。 

今回，CODP 治療配合剤としても使用するが，特に低肺機能患者の術前呼吸リハビリと併用して肺手術

リスク軽減に使用する目的で呼吸器外科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；ウルテブロ吸入用カプセル） 

メーカー；グラクソ・スミスクライン 薬価；1,997.20 円（1個包装） 

 
【院外専用医薬品】 
リーバクト配合経口ゼリー20g 
（分岐鎖アミノ酸製剤 L－イソロイシン，L－ロイシン，L－バリン） 
非代償性肝硬変患者の低アルブミン血症の改善を効能・効果とする医療用医薬品で、従来の顆粒剤は



１回の服用量が多いことや、顆粒のざらつきなど、服薬上の課題があった。経口ゼリー剤の追加で服薬

アドヒアランスの向上を目指ために，今回消化器内科より院外専用医薬品にて申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；リーバクト配合顆粒） 

メーカー；味の素製薬 薬価；243.00 円 

 

タプコム配合点眼液 0.0015％ 2.5mL 
（緑内障・高眼圧症治療剤；タフルプロスト/チモロールマレイン酸塩） 
本剤は，眼圧上昇の原因となる房水の流出を促進する成分であるプロスタグランジン F2α誘導体，

産生を抑制する成分であるβ遮断剤の 2 剤が配合されており，１製剤で優れた眼圧下降効果を発揮する

ことができる。配合点眼薬において国内初の併用療法と同等の眼圧効果が期待できる。これにより，薬

剤数・点眼回数が減少することによる患者への利便性が向上することが期待できるため院外専用医薬品

として眼科から申請依頼があった。 

備考；用法･用量 1回 1滴、1日 1回点眼する 

削除医薬品；なし（同効薬；下記の通り） 

製品名 ザラカムR配合点眼液 デュオトラバR配合点眼液 タプコム配合点眼液 コソプトR配合点眼液

製品写真

製品名/薬効

分類 ラタノプロスト トラボプロスト タフルプロスト
炭酸脱水酵素阻害薬

／ドルゾラミド塩酸塩

（製品名） （キサラタン点眼液） （トラバタンズ点眼液） (タプロス点眼液） （トルソプト点眼液 ）

用法・用量 1回1滴・1日2回点眼

関西電力病院採用条件 院外専用薬品 院外専用薬品 院外専用薬品 院外専用薬品

β遮断薬／チモロールマレイン酸塩（チモロール点眼液等）

プロスタグランジン製剤

1回1滴・1日1回点眼

 

メーカー；参天製薬 薬価；1,060.00 円 

 
【削除薬品】 
パロチン錠 10mg⇒製造中止（2015 年 3 月末日まで） 

 



薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

10mg 160.10

20mg 240.20

トレリーフＯＤ錠
（ゾニサミド）

25mg 大日本住友 1,115.90 パーキンソン病治療剤 神経内科 口腔内崩壊錠

アノーロエリプタ
（ウメクリジニウム臭化物/ビランテ

ロールトリフェニル酢酸塩）

７吸入用
グラクソ・ス

ミスクライン
1,997.20 慢性閉塞性肺疾患治療薬 呼吸器外科

LAMA/LABA
配合吸入剤

リーバクト配合経口ゼリー
（L－イソロイシン，L－ロイシン，

L－バリン）

２０ｇ 味の素製薬 243.00 分岐鎖アミノ酸製剤 消化器内科 ゼリータイプ

タプコム配合点眼液
（タフルプロスト/

チモロールマレイン酸塩）

0.0015％

2.5mL
参天製薬 1,060.00 緑内障・高眼圧症治療剤 眼科

プロスタグランジンF2

α誘導体とβ遮断剤

配合剤

1日1回の点眼
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