
平成 29 年 9 月 5 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 9 月４日（月曜日）の薬事小委員会において，下記の採用医薬品種 6 品目 6 種類，院外

専用薬品 2 品目 2 種類＋漢方製剤（1 日 2 回服用製剤）11 種類が承認されたので報告いたします。9

月 27 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】 

後）劇）ユーパッチテープ18mg〈30.5mm×50.0mm〉（貼付用局所麻酔剤：リドカイン） 

現在，透析用針穿刺時の疼痛緩和としてペンレスを使用しているが，発赤やそう痒感などの副作用が

見られる。その患者に対してユーパッチテープを使用したいので，腎臓内科より申請依頼があった。 

備考）2016年11月から伝染性軟属腫摘除時の疼痛緩和に適応追加  

備考）血液透析室に1箱常備薬品として配置。他科でも処方あり。 

削除医薬品；なし（同効薬；ペンレステープ 18mg) 

メーカー；祐徳 33,80円（1箱50枚入り包装） 

 

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用5％「CEO」 

（耳垢除去薬：ジオクチルソジウムスルホサクシネート） 

耳垢除去薬は，ワックスネート液10mL/本がありましたが，需要の低下と原料の入手困難で発売中止

となり，耳垢水（ていねいすい）を病院内特殊製剤として調製（重層5g，グリセリン25mL，滅菌精製

水100ｍL）していた。ワックスネートの後発品として平成27年7月に発売されたので，薬剤師の調製手

間を考慮し，薬剤部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；セオリア＝武田 542,00円/10mL（1箱10本入り包装） 

 

リフキシマ錠200mg（難吸収性リファマイシン系抗菌薬：リファキシミン） 

本剤は，好気性グラム陽性菌，通性嫌気性グラム陰性菌などに対して抗菌活性（in vitro）を示す難吸

収性リファマイシン系抗菌薬である。主として腸管内のアンモニア産生菌に作用することで、アンモニ

ア産生を抑制し（in vitro）、血中アンモニア濃度を低下させる。難吸収性抗菌薬のなかでは、本邦で初

めて「肝性脳症における高アンモニア血症の改善」を効能・効果を有しており，適正使用を考慮して使

用を検討している。本薬剤を肝性脳症治療薬として使用したく，消化器内科より申請依頼があった。 

備考）4 月に医療事故あり『三条総合病院，肝性脳症治療薬リフキシマ錠の指示に経口 FXa 阻害剤リ

フキシマ錠を処方し患者死亡』リフキシマ錠 200ｍｇのところへ，リクシアナ錠 30mg を処方し，1 日

3 回服用した。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし) メーカー；あすか製薬 201,90 円（1 箱 100 錠入り包装） 



 

【後発医薬品に変更薬品】 

後）オルメサルタンOD錠20mg 

（高親和性AT1レセプターブロッカー：オスメサルタン） 

現在，オルメテックOD錠20mgが採用になっているが，9月初旬に後発医薬品（AG）が発売になる。後

発医薬品使用量率の増加につなげるため，薬剤部より採用申請した。 

削除医薬品；オルメテック OD 錠 20mg を院外専用薬品とする（同効薬；なし) 

メーカー；第一三共エスファ 56,40 円（各 1 箱 140 包装）（先発：112,80 円） 

 

後）セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」 

（経口用セフェム系抗生物質製剤：セフジトレンピボキシル） 

本剤は，経口用セフェム系抗生物質製剤であり，トーワ薬品の後発医薬品を採用している。今回オー

ソライズドジェネリック（AG）を先発医薬品メーカーの Meiji Seika ファルマが販売することより，「メ

イアクト MS 錠 100mg」のオーソライズド・ジェネリックに変更するために，薬剤部より採用申請した。

ICT の了解済み。 

削除医薬品；セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」を削除薬品とする（同効薬；なし) 

メーカー；Meiji Seika ファルマ 35,30 円（各 1 箱 100 包装）（先発：50,60 円） 

 

【供給の再開による採用薬の復活】 

ゼスタッククリーム50g 

（経皮複合消炎薬：ヘパリン類似物質，副腎エキス，日本薬局方サリチル酸） 

製品の主成分の原料が安定供給できずに，製品の調製が出来なくなり，4年前に採用薬ではあるが，

マスター登録をはずしてオーダできない様にした。2015年ごろから再開され，安定供給に目処が付き，

今回は，マスター登録の復活の審議である。一応，整形外科の確認を取り，使用することを確認。マス

ター登録を採用薬品として元に戻す。 

（同効薬；なし)メーカー；三笠製薬 375,00 円/50g〈7.5 円/g〉（各 1 箱 10 本包装） 

 

【院外専用薬品】 

リザベン細粒 10％（抗アレルギー作用・抗炎症薬：トラニラスト） 

ケミカルメディエーターの遊離を抑制することにより，抗アレルギー作用・抗炎症作用を示し，サイ

トカイン（TGF-β1）の遊離抑制により線維芽細胞のコラーゲン合成を抑制する。適応症は，気管支喘

息，アレルギー性鼻炎，アトピー性皮膚炎，ケロイド・肥厚性瘢痕の治療に用いられる。 

今回，外来患者の小児のケロイド・肥厚性瘢痕に対し使用する目的で，院外専用薬品として形成外科

より申請依頼があった。 

備考）小児は 1 日量 0.05g/kg（主成分として 5mg/kg）を 3 回に分けて服用。年齢，症状により適宜増

減。 

削除医薬品；なし（同効薬；トラニラストカプセル） 

メーカー；佐藤製薬 50.40 円/g（1 箱 100g 入り包装）     

 

生）ゴナトロビン注用 5,000 単位（ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン） 



ゴナトロピン（ｈCG）は性腺機能低下症の男性における妊孕性を維持するための治療薬として必要

であり，自己注射可能な唯一の薬剤である。この度，汎下垂体機能低下で当該薬剤を使用中の患者が通

院開始となったため必要となり，糖尿病・代謝・内分泌センターより院外専用申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；あすか製薬 573.00 円（1 箱 10 管入り包装）  

         

柴苓湯（KB-114，漢方製剤）1 包 4.05g   薬価 201.29 円 

六君子湯（KB-43 漢方製剤）1 包 3.0g   薬価 60.00 円 

五苓散（KB-17 漢方製剤）1 包 3.0g    薬価 42.00 円 

補中益気湯（KB-41 漢方製剤）1 包 3.75g  薬価 82.13 円 

桂枝茯苓丸（KB-25 漢方製剤）1 包 3.0g    薬価 30.30 円 

十全大補湯（KB-48 漢方製剤）1 包 3.75g   薬価 57.75 円 

加味逍遥散（KB-24 漢方製剤）1 包 3.0g   薬価 58.50 円 

当帰芍薬散（KB-23 漢方製剤）1 包 3.0g   薬価 31.80 円 

防風通聖散（KB-62 漢方製剤）1 包 3.75g  薬価 26.25 円 

半夏厚朴湯（KB-16 漢方製剤）1 包 3.0g   薬価 28.50 円 

人参養栄湯（KB-108 漢方製剤）1 包 3.75g 薬価 89.25 円 

漢方薬は近年，がんの副作用対策や慢性疾患の加療において，ニーズの高まりが見られている。その

一方で，1 日 3 回の内服は患者にとって不便である。クラシエのスティック細粒製剤は 1 日 2 回の剤形

を有し，長期間内服持続時の服薬コンプライアンス向上が期待できる。今回泌尿器科より院外専用薬品

申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；クラシエ 上記（1 箱 28 包入り包装を中心に）  



薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

後）劇）ユーパッチテープ
〈30.5mm×50.0mm〉

（リドカイン）
18mg 祐徳 33.80 貼付用局所麻酔剤 腎臓内科

発赤やそう痒感な
どの副作用が見ら
れる。その患者に
対してユーパッチ

テープを使用

リフキシマ錠200mg（リファキ
シミン）

19mg あすか製薬 201.90
難吸収性

リファマイシン系抗菌薬
消化器内科

肝性脳症における
高アンモニア血症

の改善

ジオクチルソジウムスルホサク
シネート耳科用「CEO」

（ジオクチルソジウムスルホサ
クシネート）

5％
10mＬ

セオリア
（＝武田）

542.00 耳垢除去薬 薬剤部

耳垢水（ていねい
すい）を病院内特
殊製剤薬から市販
の適応症のある医

薬品に変更

後）オルメサルタンOD錠
（オルメサルタン） 20mg

第一三共
エスファ

56.40
高親和性

AT1レセプターブロッカー
薬剤部

9月初旬に後発医薬
品（AG）が発売に
なる。後発医薬品
使用量率の増加に
つなげるため購

入。

後）セフジトレンピボキシル錠
「OK」

（セフジトレンピボキシル）
100mg

Meiji Seika
ファルマ

35.30
経口用セフェム系
抗生物質製剤

薬剤部

AG）を先発医薬品
メーカーのMeiji

Seikaファルマが販
売より東和薬品よ

り変更

ゼスタッククリーム
（ヘパリン類似物質，副腎エキ
ス，日本薬局方サリチル酸）

50g 三笠製薬 375.00 経皮複合消炎薬 整形外科

入院患者の持参薬の

代替薬なしより

（LABA +ICS）

リザベン細粒

（トラニラスト）
10% 佐藤製薬 50.40

抗アレルギー作用・

抗炎症薬
皮膚科

外来患者の小児のケロ

イド・肥厚性瘢痕に対

し使用する目的

生）ゴナトロビン注用 5,000単位 あすか製薬 573.00 ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

糖尿病・代

謝・内分泌

センター

汎下垂体機能低下で当

該薬剤を使用中の患者

が通院開始

柴苓湯（KB-114，漢方製剤）

六君子湯（KB-43　漢方製剤）

五苓散（KB-17　漢方製剤）

補中益気湯（KB-41　漢方製剤）

桂枝茯苓丸（KB-25　漢方製剤）

十全大補湯（KB-48　漢方製剤）

加味逍遥散（KB-24　漢方製剤）

当帰芍薬散（KB-23　漢方製剤）

防風通聖散（KB-62　漢方製剤）

半夏厚朴湯（KB-16　漢方製剤）

人参養栄湯（KB-108　漢方製剤）

1包4.05g

1包3.0g

1包3.0g

1包3.75g

1包3.0g

1包3.75g

1包3.0g

1包3.75g

1包3.0g

1包3.75g

1包3.75g

佐藤製薬

　201.29円

42.00円

60.00円

82.13円

30.30円

57.75円

58.50円

31.80円

26.25円

28.50円

89.25円

漢方配合製剤 泌尿器科
1日2回の剤形のみ院外

専用薬品として採用

【復活医薬品（原薬の供給不可のため一時マスター凍結していた薬品）】

【院外専用医薬品】

関西電力病院　薬剤部

9月　　薬事小委員会　　資料
【新規採用医薬品】

 
以上 


