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福島区薬剤師会 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 27 年 6 月 8 日（月）の薬事小委員会において新規採用医薬品 5 種類 7 品目，院外専用医薬品が

1 品目承認されました。6 月 26 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】 

劇）レンビマカプセル 4mg，10mg（抗悪性腫瘍薬；レンバチニブ） 

本剤の適応は根治切除不能な甲状腺癌である。レンバチニブは，血管新生や腫瘍増殖に関与する，血

管上皮増殖因子（VEGFR），繊維芽細胞増殖因子（FGFR），血小板由来増殖因子（PDGFRα），幹細胞

因子（KIT），がん原遺伝子（RET）などの受容体チロシンキナーゼ（RTK）に対する選択的阻害活性

を有する経口投与可能な新規結合型選択的チロシンキナーゼ阻害剤である。既に海外や本邦で試験をさ

れた放射性ヨウ素治療抵抗性・難治性の分化型甲状腺がん，切除不能な甲状腺髄様がん，切除不能な甲

状腺未分化がん患者を対象に有効性を示した薬剤であり，ソラフェニブ耐性の分化型甲状腺がんにも使

用できる薬剤である。今後使用する予定があるので，腫瘍内科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；エーザイ 薬価；3,956.40 円／4mg，9,354.20 円／10mg (1 箱 20Cap 包装)） 

 

後）劇）リスペリドン内用液 0.5mg/0.5mL/包(抗精神病薬；リスペリドン) 

本剤の作用機所は，D2受容体・5-HT2受容体遮断薬（SDA）である。妄想や幻覚，易興奮状態に対する

向精神病薬としてよく使用される。院内・院外採用薬としてリスパダール錠 1mg とリスパダール内用

液 1mg があり，1mg 製剤しか採用されていない。入院患者や外来患者にて微調整を必要とするケース

では，0.5mg の製剤があれば医療安全的にも便利である（看護師の負担や保険薬局，当院薬剤部の負担

軽減になる）。今回，心療内科より採用薬としては，後発医薬品の採用でもかまわないということで申

請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；ファイザー 薬価； 29.30 円 （1 箱 50 包装入り） 

 

後）劇）メトホルミン塩酸塩錠 250mg､500ｍｇＭＴ「ＴＥ」 

(経口糖尿病用薬；日局メトホルミン) 

本剤は，メデット錠 250ｍｇとして採用していたが，今回，用法・用量の変更に伴い薬品名も変更とな

った。新規の用法・用量は，メトグルコ錠 250ｍｇと同様となリ，「通常，成人にはメトホルミン塩酸塩

として 1 日 500mg より開始し，1 日 2～3 回に分割して食直前又は食後に経口投与する。維持量は効果

を観察しながら決めるが，通常 1 日 750～1,500mg とする。なお、患者の状態により適宜増減するが，

1 日最高投与量は 2,250mg までとする。」と変更となった。ただし，10 歳以上の小児にはメトホルミン

塩酸塩として使用実績が無く使用できない。今回，採用薬品の変更として糖尿病・代謝・内分泌センタ



ーより申請依頼があった。6 月末日発売予定。 

備考）メトホルミン塩酸塩錠 250mg，500mgが発売（6月 19 日）され，当院でも 6 月 26日金曜日か

ら院外処方せんにオーダ可能となります。当院では後発医薬品の推進を院内中心におこなっていま

す。ご存知の通り，糖尿病・代謝・内分泌センターでは，治験を多く行っていることより， 

糖尿病用薬は「後発品に変更不可」となっています。しかし，このたび，上記のメトホルミン（ト

ーワエイヨー/アステラス）の製品はメデットの変更より使用可能となりました。ただし，処方内

容は下記の通りです。 

Rpメトホルミン塩酸塩錠 250mg ○錠 分○ ○○○食後 

  「＊他の後発品に変更不可」 

よって，当院の後発品への対応をご理解の上，宜しくお願い致します。 

 

削除医薬品；メデット錠 250mg（同効薬；なし） 

メーカー； 薬価； 9.90 円/250mg 10.40 円/500mg（1 箱 100 錠包装） 

 

麻）劇）オキノーム散 2.5mg/0.5ｇ分包（がん性疼痛治療薬；オキシコドン塩酸塩） 

本剤は，中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛に適応がある麻薬製剤である。現在，5ｍｇ､

10ｍｇ､20ｍｇと種類があるが､高齢者および腎機能低下している患者に対し，5ｍｇを半分で服用して

いるケースも見られる。麻薬製剤の残薬処理は非常に難しく，がん治療患者の増加が認められる当院で

はコントロールし易い剤形が求められることより，緩和医療内科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；オキノーム散 5ｍｇ､10ｍｇ､20ｍｇ） 

メーカー；塩野義 薬価；67.10 円/2.5mg（1 箱 30 包装） 

備考）134.10 円/5mg 268.30 円/10mg 536.50 円/20mg 

 
劇）コセンティクス皮下注 150mg シリンジ（乾癬治療分子標的薬；セクキヌマブ） 
今回承認されたセクキヌマブは、世界初のヒト型抗ヒト IL-17A モノクローナル抗体である。IL-17A

に選択的に結合し、その生物活性を中和することで、皮膚および関節の炎症を抑制する。本剤は、中等

症～重症の局面型皮疹を有する乾癬患者を対象とした、日本を含む 6つの国際共同試験で、皮膚症状お

よび QOL の改善などの有効性や安全性が確認された。今回､皮膚科の三谷医師より申請依頼があった（必

要事の購入薬品としてマスター登録）。 

備考）適応は「既存の治療で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬」で、1回 300mg を初回、1週後、

2 週後、3 週後、4 週後に皮下投与し、以降 4 週間間隔で皮下投与する。なお体重 60kg 以下の患者では

1回 150mg の投与を考慮する。 

治療法としては、活性型ビタミン D3製剤のカルシポトリオール水和物（商品名ドボネックス）やステロ

イドなどの外用療法、光線療法（紫外線照射）、免疫抑制剤を用いた内服療法がある。近年、重症例に

対しては皮下注射製剤のアダリムマブ（商品名ヒュミラ）やウステキヌマブ（商品名ステラーラ）、点

滴静注製剤のインフリキシマブ（商品名レミケード）といった生物学的製剤による抗体療法も可能とな

り、治療選択肢が広がっている。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；マルホ 薬価；73,132.00 円/1 シリンジ（1 シリンジ包装） 

 



 [院外専用医薬品] 

ベピオゲル 2.5％ 15g/本（尋常性ざ瘡治療薬；過酸化ベンゾイル） 
本剤は、分解により生成したラジカルが、尋常性ざ瘡の病態に関与している P.acnes、表皮ブドウ球

菌および黄色ブドウ球菌に対し、抗菌作用を発揮する。欧米などでは、耐性菌の懸念がない過酸化ベン

ゾイル含有製剤の使用が治療ガイドラインなどで推奨され、標準治療となっており､日本では耐性菌増

加の問題を回避するため日本皮膚科学会が厚生労働省に早期承認して収載されて医薬品である。当院で

も外来患者に使用したく、皮膚科の三谷医師から申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；マルホ 薬価；120.90 円/g  備考 1,813.50 円/15g（1 箱 10 本包装） 

薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

4ｍｇ 3,956.40

10ｍｇ 9,354.20

劇）ソバルディ錠
（ソホスブビル）

400mg
ギリｱﾄﾞ・

サイエンシズ
61,799.30 慢性Ｃ型肝炎治療薬 消化器内科

当分の間院内調剤
にて患者へ渡す。
NS5Bポリメラーゼ

を阻害

後）劇）リスペリドン内用液
(リスペリドン)

0.5mg
/0.5mL
/包

ファイザー 29.30 抗精神病薬； 心療内科

妄想や幻覚，易興
奮状態に対する向

精神病薬

250mg 9.60

500ｍ

劇）コセンティクス皮下注シリンジ
（セクキヌマブ）

150mg マルホ 73,132.00 乾癬治療分子標的薬 皮膚科
ヒト型抗ヒトIL-17Aモ
ノクローナル抗体

麻）劇）オキノーム散
（オキシコドン塩酸塩）

2.5mg
/0.5ｇ

塩野義 67.10 がん性疼痛治療薬 緩和医療内科

中等度から高度の
疼痛を伴う各種癌
における鎮痛

ザファテック錠
（トレラグリプチンコハク酸塩）

100mg 武田薬品工業 1,045.10 2型糖尿病治療薬
糖尿病・代謝

内分泌

センター

週1回投与の持続性
のDPP-4阻害薬

ベピオゲル2.5％
（過酸化ベンゾイル）

12mg マルホ 1,813.50 尋常性ざ瘡治療薬 皮膚科 にきび治療

メデット錠
メトグルコ錠
の後発医薬品

糖尿病・代謝

内分泌

センター
経口糖尿病用薬トーアエイヨー

後）劇）メトホルミン
塩酸塩錠ＭＴ「ＴＥ」
(日局メトホルミン)

劇）レンビマカプセル
（レンバチニブ）

エーザイ 抗悪性腫瘍薬 腫瘍内科
適応は根治切除

不能な甲状腺癌

[院外専用医薬品]

関西電力病院　薬剤部

６月　　薬事小委員会　　資料

【新規採用医薬品】

 
備考１）表のグレー部分は，5 月 28 日にお知らせした新規採用医薬品です。 

備考２）同じ後発医薬品の方が，患者様の対応と信頼もスムーズと考えます。参考に情報提供いた

します。 

＊プラビックス 25mg，50mg錠は，後発品医薬品の中で AG（オーソライズ）の日医工の薬品を採用。 

＊フリバス OD25mg（院内採用）は，情報提供が期待できるエルメットエーザイの薬品を採用。 


