
平成 29 年 7 月 14 日 

 福島区薬剤師会 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 7 月 13 日（木曜日）の薬事委員会において，下記の採用医薬品種 6 品目 8 種類，院外専

用薬品 4 品目 5 種類，規格変更医薬品 1 品目 1 種類が承認されたので報告いたします。8 月 2 日（水）

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】 

ノベルジン錠 50mg（ウィルソン病治療薬・低亜鉛血症治療薬；酢酸亜鉛水和物） 

亜鉛は、多彩な生理作用を有し、酵素などさまざまな機能タンパク質に必須な成分です。また細胞内

でも“亜鉛シグナル”として働くなど、微量元素とはいえ、人の恒常性維持に働いている大切な元素で

す。現代社会において亜鉛不足は決して稀ではなく、多彩な臨床症状を示すことが指摘されています。

消化器内科疾患の肝硬変，炎症性腸疾患，慢性腎臓病において亜鉛欠乏症は高アンモニウム血症（肝性

脳症），下痢性皮疹，エリスロポエチン抵抗性貧血などの症状を引き起こす。このような症状改善に，

亜鉛補充は有用であり，低亜鉛血症で苦しんでおられる患者様の治療上の貢献が期待できる、今回，適

応拡大より低亜鉛血症患者に使用できることより，消化器内科の染田医師より申請依頼があった。 

備考）低亜鉛血症は、血清亜鉛濃度が低下し、生体内の亜鉛が不足した状態である。亜鉛は 300 種類

以上の酵素の活性化に必要な成分であり、細胞分裂や核酸代謝などにも重要な役割を果たして 

いる。亜鉛欠乏によってもたらされる病態として、食欲低下、発育障害、皮膚症状、脱毛、性 

腺機能不全、性腺発育障害、創傷治癒遅延、易感染性、味覚低下、異食症、情緒不安定、運動 

失調、貧血、汎血球減少、低アルブミン血症、慢性下痢、免疫機能障害、神経感覚障害、認知 

機能障害など多彩な症状があること、また、亜鉛欠乏を合併する疾患や状態として、C 型肝炎・ 

肝硬変、糖尿病、腎不全・透析などが報告されている。 

本邦における低亜鉛血症患者数は約 6.8 万人（低身長：約 0.7 万人、味覚障害：約 4 万人、慢 

性肝疾患：約 2.1 万人）と推定される。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；ノーベルファーマ 422.30 円/50mg 錠  備考：269.50 円/25mg（1 箱 100 錠入り） 

 

劇）リザトリプタン OD 錠 10mg 

（5-HT1B/1D受容体作動型片頭痛治療剤；リザトリプタン安息香酸塩） 

現在採用薬品は先発医薬品のマクサルト RPD 錠 10mg である。6 月に後発医薬品が収載され，ファ

イザーとトーワの 2 社から発売されている。ペイン外来にて院外処方ではあるが使用する機会があり，

先発医薬品の薬価が 1 錠 945.10 円と高価なため患者の経済性を考慮すると後発医薬品の薬価が 1 錠

382.20 円と安価である。今回，患者の経済性を考え、麻酔科の田中医師より後発医薬品への変更申請依

頼を受けた。 

削除医薬品；マクサルト RPD 錠 10mg（同効薬；左記) 



メーカー；トーワ 382,20 円（1 箱 6 錠包装） 

 

スインブロイク 0.2mg 錠（オピオイド誘発性便秘症；ナルデメジントシル酸塩） 

本剤は，国内初の末梢性μオピオイド受容体拮抗薬であり，オピオイド鎮痛薬の投与量にかかわらず，

1 日 1 回 1 錠の投与で，いきみや残便感を伴わない自然な排便を促すオピオイド誘発性便秘症

（opioid-induced constipation：OIC）治療薬である。オピオイド鎮痛薬は主に中等度～高度の疼痛管

理に広く用いられ，特にがん疼痛治療では中心的な役割を果たす。さまざまな副作用の出現で疼痛コン

トロールや治療継続の障害となる場合があり，なかでも便秘はオピオイド鎮痛薬の治療を受けている患

者さんの多くに認められ，その影響は小さくなく，QOL にも影響するといわれている。既存の下剤と

はまったく作用機序が異なるため，早期の採用を希望するため緩和医療内科の梶山医師より申請依頼が

あった。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし) 

メーカー；塩野義製薬 272,10 円（1 箱 14 錠包装） 

 

【採用薬の剤形変更】 

リリカ OD 錠 25mg，75mg，150mg（疼痛治療薬：プレガバリン） 

 採用薬はカプセルであるが，新規剤形として口腔内の唾液で速やかに崩壊する口腔内崩壊錠が 6 月発

売された。適応症の一つである神経障害性疼痛は、さまざまな原因により神経が圧迫、障害されること

で生じる痛みで，帯状疱疹後神経痛，糖尿病性神経障害に伴う痛み，坐骨神経痛，脊髄損傷後疼痛など

があり，高齢者も多く服用時の利便性向上が期待できることより薬剤部より申請し変更する。 

備考１）整形外科，腫瘍内科，緩和医療内科の承諾済み。 

備考２）変更推進のため 1 ヶ月間は，リリカ 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「調剤説明（カプセルで継続的にお願いし，次回から OD 錠に変更説明と支払い金額は変わりない

ことの確認」を取った場合に限りカプセルの調剤も可能とする。 

削除医薬品；リリカカプセル 25mg，75mg，150mg 時期を見て変更削除（同効薬；左記薬品） 

メーカー；ファイザー  67,80 円/25mg，112,90 円/75mg，155.00 円/150mg（1 箱 100 錠包装） 

 

レミッチ OD 錠 2.5μg（経口そう痒症改善薬：ナルフラフィン） 

本剤は、軟カプセル剤の服用性を改善するために、高伸度性、速溶解性、高遮光性をフィルムコーテ

ィングしたＯＤ錠で小型化されている。高齢者などの嚥下機能が低下した患者や水分摂取量が制限され

る患者の利便性向上が期待できることより薬剤部より申請し変更する。 

備考１）消化器内科，消化器外科，腎臓内科の承諾済み。 

備考２）変更推進のため 1 ヶ月間は，レミッチ 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「調剤説明（カプセルで継続的にお願いし，次回から OD 錠に変更説明と支払い金額は変わりな

いことの確認」を取った場合に限りカプセルの調剤も可能とする。 

削除医薬品；レミッチカプセル（同効薬；左記薬品） 

メーカー；鳥居薬品・大日本住友製薬 1,346.30 円/錠（1 箱 14 錠入り包装） 

 

レパミピド錠 100mg（AG）（胃炎・胃潰瘍治療剤；レパミピド） 

現在の採用薬は，後発医薬品のレパミピド「明治」は，後発医薬品変更時に口腔内崩壊錠の OD 錠に



変更したが、原薬の味が苦いため OD 錠としてレモンエッセンスを加えるなどの工夫で，高齢化や簡易

懸濁などしやすいとこを考え採用としたが，先発医薬品メーカーが後発医薬品としてオーソライズドジ

ェネリック（AG）を発売した。特徴は、苦味がなく，簡易懸抱くも出来るので患者様の服用アドヒア

ランスを考慮して薬剤部より後発医薬品 AG への変更依頼を提出した。 

備考 1）AG は，製造過程，添加物，適応症がまったく同じである。薬価が他の後発医薬品同様に安価

である。 

備考 2）AG は，一包化の利便性でバラ錠の発売もあるので購入して対応する。  

備考 3）院外処方せんオーダ可能となった場合の対応は，変更推進のため 1 ヶ月間に OD 錠をレパミピ

ド AG 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「説明と確認」を取った場合に限りど

ちらを調剤しても可能とする。 

削除医薬品；レパミピド OD 錠「明治」時期を見て変更削除（同効薬；左記薬品） 

メーカー；大塚製薬工場・大塚製薬 9.90 円（1 箱 500 錠包装とバラ錠 500 錠包装）  

 

【院外専用薬品】 

ウリアデック錠40mg（非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害作用高尿酸血症治療薬

－: トピロキソスタット） 

本剤は，院外作用として 20mg 錠がマスター登録されている。しかし，本剤は尿酸値低下作用には用量

依存性が認められており通常用量は 1 回 60mg の 1 日 2 回の 120mg である。現在，20mg 錠では尿酸

値 6.0mg/dL 以下を目指し増量した際に錠数が多くなり患者の利便性や負担を考えると 40mg 規格の錠

剤が必要であり，泌尿器科の青山医師より院外申請依頼があった。 

備考）キサンチン酸化還元酵素に競合的に阻害し、尿酸生成を抑制する。他のプリン・ピリミジン代謝

酵素に阻害作用を示さず、キサンチン酸化還元酵素に対して選択的に阻害する。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；三和科学 39.80 円/40mg 錠  備考：21.20 円/20mg（1 箱 100 錠入り） 

 

ネリプロクト軟膏2g（痔疾用剤・ジフルコルトロン吉草酸エステル, リドカイン） 

本剤は，1993 年 9 月から発売されている「痔疾患治療薬」であり，多数の医療機関にて採用されて

いる。ネリプロクトは強いステロイド（ジフロコルトロン吉草酸エステル）を含み、痔の炎症をしっか

りと抑え、麻酔薬リドカインを含むため痛みも抑える作用があり、高い効果が期待できる。用法は、通

常成人には 1 日 2 回適量を肛門内に注入する。外科の小倉医師より申請依頼あった。 

ネリプロクト軟膏＞プロクトセディル軟膏＞強力ポステリザン軟膏＞ボラザ G軟膏 

削除医薬品；なし（同効薬；ヘモポリゾン軟膏，強力ポステリザン軟膏，ボラザ G 軟膏） 

メーカー；バイエル薬品 33.10 円/個  備考：（1 箱 14 個入り） 

 

スピール膏M（25m2）（皮膚軟化薬：サリチル酸） 

効能効果は、疣贅（ゆうぜい）、鶏眼（けいがん）、胼胝腫（べんちしゅ）の角質剥離（うおの目、た

こ、いぼ）である。本品を患部より少し小さめに切って貼り、ズレないように固定用テープでしっかり

とめ、2～5日毎に新しい薬剤と交換する。外来患者に対して使用するため、院外専用薬品として形成外

科の松本医師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；ニチバン 87.50 円/25m21 枚（1 箱 6 枚入り） 

 

アニュイテイ エリプタ100μg，200μg 30吸入用 

（気管支喘息治療薬：フルチカゾンフランカルボン酸エステル） 

本剤は，すでに採用されている「レルベアエリプタ（ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカ

ゾンフラカルボン酸エステル配合剤）」と同様のデバイスで 1 日 1 回吸入タイプである。 外来にて，レ

ルベアエリプタからステップダウンが可能であり，患者さまのアドヒアランス維持に繋がるため，呼吸

器内科の稲田医師より院外専用薬品として申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；フルタイド 50・200 ディスカス，キュバール 100 エアゾール， 

アズマックスツイストへラー100μg，オルベスコ 100・200μg インへラー，パルミコート 100μ

g タービュヘラー，吸入液 0.5mg）黒字は院外専用薬品，赤字は採用薬品 

メーカー；GSK 1,979.80 円/100μg 2,554.80 円/200μg（1 箱 1 個入り） 



薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

ノベルジン錠50mg
（酢酸亜鉛水和物）

50mg
ノーベル
ファーマ

422.30
ウィルソン病治療薬
低亜鉛血症治療薬

消化器内科

肝硬変，炎症性腸
疾患，慢性腎臓病
において亜鉛欠乏
症に使用し効果期

待

劇）リザトリプタンOD錠
（リザトリプタン安息香酸塩）

10mg
ファイザーor

トーア
382,20

5-HT1B/1D受容体作動型
片頭痛治療剤

麻酔科
安価で患者の経済
的負担軽減のため

スインブロイク錠
（ナルデメジントシル酸塩）

0.2mg 塩野義製薬 272,10 オピオイド誘発性便秘症
緩和医療
内科

国内初の末梢性μ
オピオイド受容体
拮抗薬の便秘症治

療薬

25mg 67,80

75mg 112,90

150mg 155

レミッチOD錠
（ナルフラフィン）

2.5μg
鳥居薬品・大
日本住友製薬

1,346.30 経口そう痒症改善薬
口腔内崩壊錠に変

更

レパミピド錠（AG）
（レパミピド）

100mg
大塚製薬工場
大塚製薬

9.9 胃炎・胃潰瘍治療剤
口腔内崩壊錠は苦
味があり普通錠に

変更

ブドウ糖「コザカイ・Ｍ」 コザカイ 9.1円/ｇ ブドウ糖 薬剤部
現行のブドウ糖「ヨシ

ダ」発売中止より変更

ウリアデック錠
（トピロキソスタット）

49mg 三和科学 39.80
非プリン型選択的

キサンチンオキシダーゼ阻害

作用高尿酸血症治療薬

泌尿器科
キサンチン酸化還元酵
素に競合的に阻害し、

尿酸生成を抑制

ネリプロクト軟膏
（ジフルコルトロン吉草酸エステル,

リドカイン）
2g バイエル薬品 33.10 痔疾用剤 外科

麻酔薬リドカインを含

むため痛みも抑える作
用があり、高い効果が

期待

スピール膏M

（サリチル酸）
50mg ニチバン 87.50 皮膚軟化薬 形成外科

疣贅（ゆうぜい）、鶏
眼（けいがん）、胼胝

腫（べんちしゅ）の角
質剥離（うおの目、た
こ、いぼ）に効果

100μg

30吸入用
1,979.80

200μg

30吸入用
2,554.80

関西電力病院　薬剤部

【変更薬品】

【院外専用医薬品】

アニュイテイ　エリプタ

（フルチカゾンフラン
カルボン酸エステル）

GSK 気管支喘息治療薬 呼吸器内科

レルベアエリプタから

ステップダウンが可能
であり，患者さまのア
ドヒアランス維持に繋

がる
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【新規採用医薬品】

リリカOD錠
（プレガバリン）

ファイザー 疼痛治療薬

薬剤部

口腔内崩壊錠に変
更
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