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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 28 年 7 月 7 日（木曜日）の薬事委員会において，下記の採用医薬品種 5 品目 7 種類と院外専

用薬品 4 種類 4 品目と漢方製剤 6 種類 9 品目が承認されたので報告いたします。7 月 29 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】 

トビエース錠 4mg（過活動膀胱治療薬：フェソテロジンフマル酸塩） 

本剤は，膀胱に対する選択性の高いムスカリン受容体拮抗薬で，同種同効薬としてデトルシトールカ

プセル 4mg が採用薬品となっている。本剤は，デトルシトールの活性代謝物のプロドラッグで 

膀胱に対する選択性が高く、唾液腺への移行が少ない抗ムスカリン薬である。よって国内外での診断・治

療が類似していることや、有効成分であるフェロテロジンフマル酸塩が既承認薬のデトルシトールカプ

セル（トルテロジン）の活性代謝物と同一であることから、アジア共同第 II 相試験と米国第 III 相試験

の海外試験データを活用して１日１回の経口投与で過活動膀胱における尿意切迫感や頻尿、切迫性尿失

禁を改善することで承認された薬剤である。今回，泌尿器科より院内採用薬品と院外専用薬品の入れ替

えとして申請依頼があった。 

削除医薬品；デトルシトール Cap 院外専用薬品（同効薬；） 

メーカー；ファイザー 薬価；194.30 円(デトルシトールカプセル 193.30 円)（1 箱 100 錠包装） 

 

劇）エクメット配合錠 LD，HD（2 型糖尿病治療薬配合薬；ビルダグリプチン 50mg/メ

トホルミン塩酸塩：LD250mg，HD500mg） 

本剤は，院外船用医薬品である。選択的 DPP-4 阻害薬/ビグアナイド系薬配合薬で，1 回 1 錠，1 日 2

回朝・夕に投与する。配合錠 LD（ビルダグリプチン 50mg/メトホルミン 250mg）と配合錠 HD（ビル

ダグリプチン 50mg/メトホルミン 500mg）の 2 規格があり，基本的にビルダグリプチンおよびメトホ

ルミンの併用による治療が適切と判断された 2 型糖尿病患者に投与する。なお，薬は他の配合製剤と同

様に，2 型糖尿病治療の第一選択薬としては使用できないことに注意する。    

入院患者では，服薬アドヒアランスの向上と 2 剤使用するより安価であり経済的負担（医療費の削減）

が少なくなることより，対象患者に使用したく糖尿病・代謝・内分泌センター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；ノバルティスファーマ 薬価；87.70 円/LD，HD（1 箱 100 錠包装） 

 

麻）劇）フェントステープ 6mg 

（経皮吸収型持続性がん性疼痛治療薬；フェンタニルクエン酸） 

 現在，フェントステープ 1mg，2mg，4mg，8mg が採用であり，6mg 使用の場合は 2 枚，3 枚など

数枚貼付対応してきた。しかし，6mg での疼痛コントロール患者も増加してきたため，6mg テープを

使用したく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；フェントステープ 1mg，2mg，4mg，8mg） 

メーカー；久光製薬 薬価；2,935.10 円（1 箱 7 枚入り包装） 

 

 

劇）タグリッソ錠 40mg，80mg（抗悪性腫瘍薬；オシメルチニブメシル酸塩錠） 

本剤は，上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害薬（EGFR-TKI）抵抗性の EGFR T790M 変異陽性の

手術不能または再発非小細胞肺癌（NSCLC）の適応で承認された。なお，厚生労働省が発した適正使用

の依頼文（薬剤中止基準の目安となる副作用情報や承認条件などを明示）を，医療従事者に定められた

用法・用量を守るよう呼び掛けている。 

既存の EGFR-TKIによる EGFR遺伝子変異陽性 NSCLC治療では、多くの場合治療開始から 1-1年半ほど

で薬剤耐性が生じる。本剤の特徴は，この EGFR-TKI抵抗性を示す EGFR T790M変異陽性の手術不能また

は再発 NSCLCを効能，効果として承認された。 

適正使用の依頼文には，同薬が全例を対象とした使用成績調査などが承認条件となっているほか，副

作用として間質性肺疾患や肺臓炎，QT 間隔延長などが報告されており、これらの副作用が見られた場

合は症状や重症度に応じて休薬，減量，中止する判断基準の目安を示している。 

本剤は 1 日 1 回 80ｍｇを経口投与し減量時には 40ｍｇを使用する。今後広く使用する機会がある薬

剤であり，腫瘍内科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；アストラゼネカ 薬価；12,482.50 円/40mg（1 箱 28 錠包装），23,932.60 円/40mg（1 箱 14

錠包装） 

 

【採用薬品の変更】 

クレスト－ルＯＤ錠 2.5ｍｇ（HMG-CoA還元酵素阻害薬；ロスバスタチン Ca） 

 今回，院内採用されているクレストール錠 2.5mgを水なしでも服用可能な口腔内崩壊錠の OD 錠への

変更をする。よく処方される糖尿病・代謝・内分泌センターおよび循環器内科などからは了承を得て変

更する。ただし，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；クレストール錠 2.5mg（同効薬；プラバスタチン錠 5mg シンバスタチン錠 10mg,フルバ

スタチン錠 20mgアトルバスタチン OD錠 10mg錠,ピタバスタチン OD錠 1mg） 

メーカー；塩野義製薬 薬価；63.10円(1箱 100錠包装)） 

 

【院外専用薬品】 

ノルディトロピンフレックスプロ注 10mg（ヒト成長ホルモン：ソマトロピン） 

下垂体前葉ホルモンの一つである成長ホルモンで、身体成長促進作用を示す。通常、成人成長ホルモ

ン分泌不全症（重症に限る）の治療に使用される。今回，内分泌検査の結果，重症型成人成長ホルモン

分泌不全が確定診断された患者の治療に至急必要なため糖尿病・代謝・内分泌センターより申請依頼が

あった（事後報告）。今後も外来にて継続受診することより，院外専用薬品としてマスター登録を実施

する。ただし，希少疾患によりかかりつけ薬局に予め在庫をお願いすることが望ましいと考える。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；ノボ・ノルディスクファーマ 薬価；90,097.00m 円 (1 箱 1 キット） 



 

ヒューマトロープ注射用 6mg（ヒト成長ホルモン：ソマトロピン） 

重症成人成長ホルモン分泌不全の治療のために使用するために, 患者の治療に至急必要なため糖尿

病・代謝・内分泌センターより申請依頼があった（事後報告）。今後も外来にて継続受診することより，

院外専用薬品としてマスター登録を実施する。ただし，希少疾患によりかかりつけ薬局に予め在庫をお

願いすることが望ましいと考える。 

削除医薬品；なし（同効薬；ノルディトロピンフレックスプロ注 10mg） 

メーカー；日本イーライリリー 薬価；44,507.00m 円 (1 箱 1 瓶） 

 

ゼビアックスローション 2％10mL（キノロン系外用抗菌薬：オゼノキサシン） 

本剤の最も大きな特徴は，1 日 1 回の使用で化膿性炎症を伴うざ瘡および表在性皮膚感染症に対して効

果を示すキノロン系抗菌剤である。院外専用医薬品として皮膚科より申請依頼があった。（アクアチム

とダラシン Tはいずれも 1日 2回）。 

削除医薬品；なし（同効薬；アクアチムクリーム，ダラシン T 軟膏） 

メーカー；マルホ 薬価；80.50 円/g 805.00 円/10mL (1 瓶 10mL＝805.00 円（10 瓶包装） 

 

ジュンコウ・クラシエ五苓散料 FCエキス細粒  医療用（漢方製剤） 

ジュンコウ・クラシエ補中益気湯 FCエキス細粒 医療用（漢方製剤） 

ジュンコウ・クラシエ十全大補湯 FCエキス細粒 医療用（漢方製剤） 

クラシエ人参養栄湯 医療用（漢方製剤） 

クラシエ紫苓湯 医療用（漢方製剤）   旧病院のマスターを新たに登録 

クラシエ猪苓湯 医療用（漢方製剤） 

細粒製剤のため常温の水でも速やかに溶解する。口に薬剤が残ったり,入れ歯と歯茎の間に薬剤が挟ま

ることによる不快感がない。賦形剤が少ないため服用しやすい。漢方薬が飲みにくい方にも勧められる

ことより,泌尿器科より申請依頼があった。 

しかし,元々はクラシエ（元カネボウ）の漢方製剤が採用され MR活動（現状も継続）を実施しているこ

とよりクラシエ製剤の採用を第一優先しなければ MR会との整合性が取れない。 

上記の内容を一部戻すことにする。 

 

ロコアテープ（経皮吸収型鎮痛消炎薬；エスフルルビプロフェン／ハッカ油製剤） 

本剤の適応は「変形性関節症における鎮痛・消炎」で、1 日 1 回患部に貼付する。同時に 2 枚を超えて

貼付してはならない。変形性関節症に対しては、症状軽減を目的として主に非ステロイド性抗炎症薬

（NSAIDs）が用いられている。本剤は、既存の NSAIDs の外用剤フルルビプロフェンの活性本体（光学

異性体；S体）であるエスフルルビプロフェンとハッカ油を配合した経皮吸収型 NSAIDsである。本剤の

特徴は，活性本体であるためシクロオキシゲナーゼ活性をより強力に阻害し消炎・鎮痛効果を示す。さ

らにハッカ油については、開発当初はエスフルルビプロフェンの添加物（溶解補助剤）として有効性を

期待せずに配合されていたが、関節痛などに一般用医薬品の有効成分として承認されているハッカ油の

薬用量に近似しており、基剤を工夫することでエスフルルビプロフェンを膏体中に溶解状態で高濃度か

つ均一に分散させ、経皮吸収や標的組織への移行性を高めた製剤である。国内臨床試験（プラセボとの

比較試験、長期投与試験）で有効性と安全性が確認されている。なお本薬は、経皮吸収を高めたことで、



2 枚を同時に貼付すると全身曝露量がフルルビプロフェン経口製剤の通常投与量と同程度に達するため

1 日に貼付可能な枚数の上限が 2 枚となっているので注意が必要である。今回，外来にて使用する対象

患者がいることより，整形外科より申請依頼があった。 

本剤は，発売後 1年が経過していないため長期投与が不可（14日間投与）である。 

削除医薬品；なし（同効薬；アドフィード） 

メーカー；帝人ファーマ 薬価；45.90 円/枚 321.30 円/袋（1 箱 10 袋包装） 

 

【製造中止の医薬品のお知らせ：院内在庫なくなり次第対応】 

劇）ベゲタミンＡ・Ｂ配合錠 

ベゲタミンＡ・Ｂ配合錠ともに，2016年 12月 31日に日本精神神経科学会より「薬物乱用防止の観点

から発売中止」となる。診療報酬上，2017年 3月 31日をもって終了となる。 

 

テルシガンエロゾル 100μg 

製造・発売の中止より 2017 年 3 月 31 日までが経過措置期間となります。院外にて使用中の患者さま

が終わり次第,マスターを削除いたします。 

 

ピナトスカプセル 10ｍｇ（後発：武田テパ製薬）（薬価：8.70 円/Cap） 

⇒ケタスカプセル 10ｍｇ（先発：杏林製薬）（薬価：22.60 円/Cap） 

 製造の難易度が高く，生産能力が需要の増加に対して継続することが困難より製造中止となる。2017

年 3 月 31 日までが経過措置期間となるが，採用薬品がなくなり次第，代替薬品の「ケタスカプセル 10

ｍｇ」先発医薬品に戻すこととする。 

薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

トビエース錠
（フェソテロジンフマル酸塩）

4mg ファイザー 194.30 過活動膀胱治療薬 泌尿器内科

デトルシトールの活性
代謝物のプロドラッグ
で膀胱に対する選択性
が高く、唾液腺への移

行が少ない

LD
50ｍｇ/
250ｍｇ

ＨD
50ｍｇ/
500ｍｇ

麻）劇）フェントステープ
（フェンタニルクエン酸）

6ｍｇ 久光製薬 2,935.10
経皮吸収型持続性
がん性疼痛治療薬

緩和医療内科 規格の追加

40mg 12,482.50

80mg 23,932.60

クレスト－ルＯＤ錠
（ロスバスタチンCa）

2.5ｍｇ 塩野義 63.10 HMG-CoA還元酵素阻害薬 薬剤部 口腔内崩壊錠に変更
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【新規採用医薬品】

エクメット配合錠

（ビルダグリプチン/
メトホルミン塩酸塩）

ノバルティス
ファーマ

87.70 2型糖尿病治療薬配合薬
糖尿病・代謝・

内分泌セン
ター

服薬アドヒアランスの向
上と2剤使用するより安

価であり経済的負担（医
療費の削減）が少なくな

る

劇）タグリッソ錠
（オシメルチニブメシル酸塩錠）

アストラゼネカ 抗悪性腫瘍薬 腫瘍内科

上皮成長因子受容体チ
ロシンキナーゼ阻害薬
（EGFR-TKI）抵抗性の
EGFR T790M変異陽性
の手術不能または再発
非小細胞肺癌（NSCLC）

の適応

 

 



ノルディトロピンフレックスプロ注
（ソマトロピン）

10ｍｇ
ノボ・ノルディス

クファーマ
90,097.00

ヒューマトロープ注射用
（ソマトロピン）

6ｍｇ
日本イーライ

リリー
44,507.00

ゼビアックスローション
（オゼノキサシン）

2％10mL マルホ 80.50 キノロン系外用抗菌薬 皮膚科
ざ瘡および表在性皮膚

感染症の治療

五苓散料FCエキス細粒医療用
補中益気湯FCエキス細粒医療用
十全大補湯FCエキス細粒医療用

150μg ジュンコウ 漢方製剤 泌尿器科

五苓散料FCエキス細粒医療用
補中益気湯FCエキス細粒医療用
十全大補湯FCエキス細粒医療用

人参養栄湯医療用
紫苓湯医療用

150μg クラシエ 漢方製剤 薬剤部

ロコアテープ
（エスフルルビプロフェン／

ハッカ油製剤）

40mg 帝人ファーマ 45.90 経皮吸収型鎮痛消炎薬 整形外科
変形性関節症における
鎮痛・消炎で、1日1回患

部に貼付

別紙参照

細粒にて高齢者も服用
しやすいこと溶解がス
ムーズで服用しやすく

PEGにも使用可能

関西電力病院　薬剤部

ヒト成長ホルモン
糖尿病・代謝・

内分泌セン
ター

希少疾患の重症成人成
長ホルモン分泌不全の

治療
外来通院にて継続的に

自己注射実施

【院外専用医薬品】

 

 以上 


