
平成 30 年 3 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 30 年 3 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 1 品目 2 種類、院外専

用薬品 4 種類 4 品目，後発医薬品変更薬品（製造中止より変更も含めて）2 種類 2 品目が承認されたの

で報告いたします。3 月 28 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。 

 

【採用薬品（院内＋院外のマスター登録薬品】 

テクフィデラカプセル 120mg,240mg（多発性硬化症治療薬：フマル酸ジメチル）  

本剤の適応は「多発性硬化症の再発予防および身体的障害の進行抑制」であり，1 回 120mg を 1 日 2

回から投与し、1 週間後に 1 回 240mg を 1 日 2 回に増量する。いずれの場合も朝・夕食後に投与する。

主な副作用である潮紅、消化器系副作用などが出現した場合には、患者の状態を慎重に観察しながら 1

カ月程度の期間は 1 回 120mg1 日 2 回投与に減量することもできる。 

1 回 240mg1 日 2 回投与への再増量に対して忍容性が認められない場合は、本剤の投与を中止するこ

とに注意する。投与によりリンパ球数が減少し、6 カ月以上継続した場合に進行性多巣性白質脳症

（PML）の発症が報告されているため、投与開始前および投与中は少なくとも 3 カ月に 1 回、リンパ球

を含む全血球数の測定を実施することになっている。外来導入可能な最新の経口治療薬であるため、患

者負担の軽減が期待できる。ベタフェロンからの切り替えの EBM があり，より高い多発性硬化症の再

発予防及び身体的障害の進行抑制効果が期待できる。現在外来でベタフェロン服用中の患者さまが内服

薬への変更を希望している。また,最近再発が見られた患者さまがおり,切り替える予定より，神経内科

より申請依頼があった。 

備考）在庫はしないが，必要時院内処方での対応ができるようにマスター登録のみする。 

削除医薬品；なし（同効薬；ジレニア Cap，ベタフェロン注）     

メーカー；バイオジェン・ジャパン 薬価；（2,037.20 円/120mg，4,074.40 円/240mg） 

（1 箱 14Cap/120mg,28Cap/240mg 入り包装） 

【院外専用薬品】 

レクタブル 2mg 注腸フォーム 14 回（潰瘍性大腸炎治療薬：ﾌﾞﾃﾞソニド） 

 本剤は、日本初の泡状の注腸製剤（注腸フォーム製剤）である。潰瘍性大腸炎の寛解導入治療におい

て、泡状であるため、直腸及び S 状結腸に到達した薬剤が局所に留まり、投与後に薬剤が漏れにくいと

いう特徴がある。また，立位での投与による投与方法の簡便性の向上が期待できるため，消化器内科よ

り申請依頼があった。 

 ります。また、本剤は局所作用型ステロイド薬であるため、ステロイドに起因する全身性の副作用の

低減が期待できます。 

削除医薬品；なし（同効薬；ステロネマ注腸用） 

メーカー；EA ファーマ 薬価；6,940.60 円/48mg 30.8g 1 瓶（1 箱 4 本包装） 

 



リマチル錠 50ｍｇ（抗リウマチ薬：ブシラミン） 

関節リウマチ患者にリマチルを投与することがあるが、当院採用は 100ｍｇのみである。少量の 50ｍｇ

からかいしする必要があることも多く、腎臓内科より院外専用にて申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；リマチル錠 100ｍｇ） 

メーカー；あゆみ製薬 薬価；37.90 円（1 箱 100 錠入り包装） 

 

ルパフィン錠 10ｍｇ（三環系ヒスタミンＨ１受容体拮抗薬：ルパタジンフマル酸） 

本剤は、選択的ヒスタミン H1受容体拮抗作用を有するピペリジニル構造と血小板活性化因子 

（PAF）の受容体への拮抗作用を有するルチジニル構造を併せ持つ、新しい経口アレルギー性疾患治療

薬である。ケミカルメディエーターを抑えることにより、血管拡張や血管透過性の亢進、知覚神経刺激

等の即時型アレルギー症状を抑制するとともに、白血球の遊走活性化も抑えることから、遅延型アレル

ギー症状の抑制も期待できる薬剤。既存の抗ヒスタミン薬に抵抗であった蕁麻疹、湿疹、皮膚炎、皮膚

そう痒症において効果が期待できるため、皮膚科（耳鼻咽喉科も使用予定）より院外専用にて申請依頼

があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；別紙参照） 

メーカー；田辺三菱製薬 薬価；69.40 円（1 箱 100 錠入り包装） 

分類 商品名 一般名
系統別
骨格

タベジール フマル酸クレマスチン

レスタミン ジフェンヒドラミン

ポララミン マレイン酸クロルフェニラミン

ヒベルナ/ピレチア プロメタジン

アタラックス（P） （パモ酸）ヒドロキシジン

ホモクロミン ホモクロルシクリジン

ペリアクチン シプロヘプタジン

アゼプチン アゼラスチン アゼパン骨格

ゼスラン/ニポラジン メキタジン フェノチアジン骨格

セルテクト オキサトミド ピペラジン骨格

ザジテン フマル酸ケトチフェン 三環系/ピペリジン骨格

ダレン・レミカット フマル酸エメダスチン ジアゼパン骨格

アレグラ フェキソフェナジン ピペリジン骨格

ディレグラ フェキソフェナジン＋プソイドエフェドリン ピペリジン骨格

アレジオン エピナスチン 三環系

アレロック オロパタジン 三環系

クラリチン ロラタジン 三環系

デザレックス デスロラタジン 三環系

ルパフィン ルパタジン(活性代謝物：デスロラタジン) 三環系

エバステル エバスチン ピペリジン骨格

ジルテック セチリジン ピペラジン骨格

タリオン ベシル酸ベポタスチン ピペリジン骨格

ザイザル レボセチリジン ピペラジン骨格

ビラノア　 ビラスチン ピペリジン骨格

第二世代（Ⅱ類）

第一世代

第二世代（Ⅰ類）

 

コタロー桔梗石膏エキス細粒 2.0g（漢方製剤） 

適応症は、咳嗽あるいは化膿するものであり、外来患者の症状コントロール目的でペインクリニックよ

り院外申請があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；小太郎漢方製薬 薬価；（17.00 円/包）（1 箱 42 包装） 

 

 

 

 



【後発医薬品への変更】 

後）ベポタスチンベシル酸塩 OD 錠 10mg「タナベ」 

（選択的ヒスタミン H1 受容体拮抗・アレルギー性疾患治療薬） 

本剤は、タリオン®OD 錠のオーソライズドジェネリック（AG）が 3 月 1 日に発売された。後発医薬

品使用率 85％以上を確保するためにも，変更することとする。 

メーカー；ニプロ ES ファーマ 薬価；（AG：23.20 円，先発：46.40 円）（1 箱 100 錠包装） 

 

【薬品販売中止に伴う購入メーカーの変更】 

後）ベラプロスト Na 錠 20μg「オオハラ」 

（経口プロスタサイクリン(PGI2)誘導体製薬） 

→ベラプロスト Na 錠 20μg「F」が販売中止より変更 薬価 21.6 円（同一薬価） 

薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

120mg 2,037.20

240mg 4,074.40

レクタブル注腸フォーム14回
（ﾌﾞﾃﾞソニド）

2mg ＥＡファーマ 6,940.60 潰瘍性大腸炎治療薬 消化器内科

泡状であるため、

直腸及びS状結腸に到達

した薬剤が局所に留ま
り、投与後に薬剤が漏

れにくいという特徴

リマチル錠
（ブシラミン）

５０mg あゆみ製薬 37.90 抗リウマチ薬 腎臓内科
少量の50ｍｇからかい
しする必要があること

も多く新規剤形追加

ルパフィン錠
（ルパタジンフマル酸）

１０mg
田辺三菱
製薬

69.40
三環系

ヒスタミンＨ１受容体拮抗薬
皮膚科

選択的ヒスタミンH1受
容体拮抗作用と血小板

活性化因子（PAF）の受
容体への拮抗作用を有

する新しい経口アレル
ギー性疾患治療薬

コタロー桔梗石膏エキス細粒
（漢方製剤）

2.0g 小太郎 17.00 漢方製剤 皮膚科

適応症は、咳嗽あるい
は化膿するものであ

り、外来患者の症状コ
ントロール目的

後）ベポタスチンベシル酸塩
OD錠「タナベ」

１０ｍｇ
ニプロＥＡ
ファーマ

23.20
選択的ヒスタミンH1受容体拮
抗・アレルギー性疾患治療薬

薬剤部
タリオン®OD錠の

オーソライズドジェ
ネリック（AG）

後）ベラプロストNa錠
「オオハラ」

20μg 大原薬品 21.60
経口プロスタサイクリン
(PGI2)誘導体製薬）

薬剤部
ベラプロストNa錠

20μg「F」製造中止
より変更

神経内科
多発性硬化症の再発
予防および身体的障

害の進行抑制

【製造中止による変更薬品（後発医薬品から後発医薬品へ】

関西電力病院　薬剤部

【院外専用医薬品】

【後発医薬品へ変更】

3月　　薬事小委員会　　資料
【新規採用医薬品】

テクフィデラカプセル
（フマル酸ジメチル）

バイオジェン

・ジャパン
多発性硬化症治療薬

  

 

以上 


