
平成 29 年 6 月 6 日 

 門前薬局 各位 

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 29 年 6 月 5 日（月曜日）の薬事小委員会において，下記の採用医薬品種 2 品目 3 種類，院外

専用薬品 2 品目 4 種類，規格変更医薬品 1 品目 1 種類，後発医薬品 3 品目 3 種類が承認されたので報

告いたします。6 月 23 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】＊デバイス変更 

劇）アボネックス筋注 30μg ペン 

（再発型多発性硬化症治療薬：インターフェロンベータ‐１a 製剤） 

採用薬品はアボネックスシリンジが旧病院から使用患者がいたために採用していた。適応は、多発性硬

化症の再発予防である。ここ 1 年間は使用患者もなくシリンジのままのマスターであった。今回、紹介

された患者がシリンジではなくペンを使用していたためマスター登録の変更が必要なため、神経内科か

ら申請依頼があった。 

貯法：凍結を避け、2～８℃（冷蔵庫内）で保存 

削除医薬品；アボネックス 30μg シリンジ（同効薬；なし） 

メーカー；バイオジャパン  39,266 円/ペン（1 箱１ペン包装） 

 

後）劇）エスワンタイホウ OD 錠 20mg，25mg 

（抗悪性腫瘍薬：テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム） 

現在の採用先発医薬品は、ティーエスワン OD 錠 20mg，25mg があるが、後発医薬品としてオーソ

ライズドジェネリック（AG）が発売された。製造過程，添加物，適応症がまったく同じである。薬価

が安価であり，消化器外科，消化器内科，耳鼻咽喉科，腫瘍内科など主に使用する各科にも確認・了承

いただき，薬剤部より後発医薬品への変更依頼を提出した。 

備考）7 月 1 日より院外処方せんオーダ可能とし，変更推進のため 1 ヶ月間は，先発医薬品の TS-1OD

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「調剤説明と支払い金額の確認」を取った場

合に限り先発医薬品の TS-1OD 錠の調剤も可能とする。 

削除医薬品；ティーエスワン OD 錠 20mg，25mg（同効薬；左記薬品） 

メーカー；岡山大鵬  ,00 円/20mg， ,00 円/25mg（1 箱 56 錠包装） 

 

【院外専用薬品】 

劇）オテズラ錠 10mg，20mg，30mg，（PDE4 阻害：アプレミラスト） 

劇）オテズラ錠スターターパック（10mg×4錠，20mg×4錠，30mg×19錠）×1パック 

＊スターターパック：スターターパックはあくまでも薬価収載された錠剤をひとつにまとめただけであ

って、実際に請求するときは内容物である錠剤を 1つずつ用法毎に入力となる。 

本剤は，世界で初の経口ホスホジエステラーゼ 4（PDE4） 阻害剤で，PDE4 を阻害することで細胞



内の環状アデノシン一リン酸（cAMP）レベルを上昇させ、腫瘍壊死因子-α（TNF-α）、インターロイ

キン（IL）-23、IL-17 及びその他の炎症性サイトカインの産生を抑制し、炎症反応を抑制する従来とは

異なる作用機序を持ち，投与前の手間のかかる検査を必要としない。また，低分子又は生物学的製剤の

疾患修飾性抗リウマチ薬（DMARDs）による治療の有無にかかわらず，圧痛や腫脹などの関節炎症状

が改善し，安全性も忍容可能な範囲内であった。よって，本剤の効能・効果は「局所療法で効果不十分

な尋常性乾癬、関節症性乾癬」ある。今回，乾癬の新しい治療選択肢になる本剤を使用したく，皮膚科

より申請依頼があった。 

備考１）副作用：吐き気や下痢、嘔吐などの消化器症状や、頭痛、鼻咽頭炎（鼻と喉で起こる炎症）や

上気道感染（鼻水、くしゃみ、鼻づまり、喉の痛みなどの風邪症状）などの感染症 

備考 2)通常、成人にはアプレミラストとして以下のとおり経口投与し、6 日目以降はアプレミラストとして 1

回 30mg を 1 日 2 回、朝夕に経口投与する。 

 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；セルジーン 324.20 円/10 ㎎， 648.40 円/20 ㎎，972.60 円/30 ㎎（1 箱 1 キット入り） 

 

ミケルナ配合点眼液 

（緑内障・高眼圧症治療剤:カルテオロール塩酸塩/ラタノプロスト配合点眼液） 

ミケルナ配合点眼液は、カルテオロール塩酸塩 2%とラタノプロスト 0.005%を有効成分とする緑内障・高眼

圧症治療剤である。本剤はカルテオロールの持続化剤としてアルギン酸を含有・添加して眼圧下降作用を持

続化させて 1 日 1 回点眼を可能とし、保存剤（ベンザルコニウム塩化物）を含まずかつ室温保存が可能とな

った。本配合点眼薬は、患者への利便性を向上させ、多剤併用点眼療法の際のアドヒアランスや患者 QOL

も向上することを期待し、眼科より院外専用医薬品の申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；大塚製薬 1,832.00 円/2.5mL（1 瓶）（1 箱 10 瓶入り） 

 

【削除薬品】 

化学療法委員会にて内服の制吐薬を削除決まる（事後報告）。 

カイトリル錠，シンセロン錠の削除し、ナゼアOD錠の一本化となった。 

 

【出荷停止による規格変更薬品】 

ラニラピッド錠 0.05mg（強心配糖体製剤：メチルジゴキシン） 

 原薬代替したラニラピット錠 0.1mg の製造出荷を予定していた所、安定性試験において経時的な溶出

率が低下する傾向が認められたために 7 月より出荷停止の見込みとなる。ラニラピッド錠 0.1mg 錠の代

替薬としてラニラピッド錠 005mg に変更する。 

削除医薬品；なし（同効薬；ジゴシン錠） 

メーカー；中外製薬 5.60 円/錠（1 箱 100 錠入り包装）備考）8.80 円/0.1mg 錠 

 

【削除薬品】 



麻）劇）アブストラル400μg（114錠：大阪府庁薬務課にて廃棄）⇒削除（緩和チーム確認済み） 

 

【6月以降の後発医薬品収載の採用】 

●ミカルディス錠40mg（アステラス製薬/日本ベーリンガー・インゲルハイム）薬価：115.00円 

後）テルミサルタン錠40mg（第一三共エスファ）⇒オーソライズドジェネリック（AG） 

●バラクルード錠0.5mg（ブリストルマイヤーズ）薬価：1,061.80円 

後）エンテカビルOD錠0.5mg（沢井製薬）⇒唯一の口腔内崩壊錠 

●イミグラン錠50mg（GSK）薬価：763.90円  

後）スマトリプチン錠50mg（アスペン）⇒オーソライズドジェネリック（AG）（薬価：529.80） 

 

上記の3医薬品を採用した場合の現状の先発医薬品のオーダについては、外来での継続処方が出来るよ

うに医薬品マスター登録は現状のままとし、院内は時期を見て変更して行く。 

 

 



薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

劇）アボネックス筋注ペン
（インターフェロンベータ‐１a製剤）

30μg
バイオ
ジャパン

39,266.00 再発型多発性硬化症 神経内科 デバイスの変更

20mg 未収載

25mg 未収載

10mg 324.20

20mg 648.40

３0mg 972.60

ミケルナ配合点眼液
（カルテオロール塩酸塩/ラタ

ノプロスト配合点眼液）
2.5mL 大塚製薬 1,832.00 緑内障・高眼圧症治療剤 皮膚科

患者への利便性を
向上、多剤併用点
眼療法の際のアド
ヒアランスや患者
QOLも向上すること

を期待

ラニラピッド錠
（メチルジゴキシン）

0.05mg 中外製薬 5.60 強心配糖体製剤 薬剤部 7月より出荷停止より

後）テルミサルタン錠

（薬価：115.00円）
49mg

第一三共

エスファ
未収載 高血圧治療薬 薬剤部

オーソライズドジェネ

リック（AG）

後）エンテカビルOD錠

（薬価：1,061.80円）
0.5mg 沢井製薬 未収載

B型肝炎治療薬

（抗ウイルス薬）
薬剤部 唯一の口腔内崩壊錠

後）スマトリプチン錠

（薬価：529.80）
50mg アスペン 未収載 片頭痛治療薬 薬剤部

オーソライズドジェネ

リック（AG）
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後）劇）
　　エスワンタイホウOD錠
　（テガフール・ギメラシル・
　　オテラシルカリウム）

岡山大鵬 抗悪性腫瘍薬 薬剤部

外来化学療法委員
会外科，消化器内
科，耳鼻咽喉科な
どの了承確認済み

【出荷停止による規格変更薬品】

【採用後発医薬品】

関西電力病院　薬剤部

【院外専用医薬品】

劇）オテズラ錠
（アプレミラスト）

セルジーン PDE4阻害薬 皮膚科

効能・効果は「局
所療法で効果不十
分な尋常性乾癬、
関節症性乾癬」

 

以上 


