
平成 28 年 1 月 15 日 

門前薬局 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 1 月 14 日（木曜日）の薬事委員会において新規採用医薬品 3 品目 4 種類，OD 錠に変更薬

品 3 種類，因果伊勢引用医薬品 2 品目 3 種類が承認されました。1 月 29 日（金曜日）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】 
キプレス錠 5mg（気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療薬；モンテルカスト） 
本剤は，ロイコトリエン受容体拮抗薬にてシングレア錠 10mg が採用となっている。耳鼻咽喉科外来

で使用しているキプレス錠 5mg は，院外専用薬品で登録され，入院中のアレルギー性鼻炎患者に対し

てはシングレア錠 10mgをやむなしに使用しているが，DPCの観点から経営上も安価なキプレス錠 5mg

を使用することを考えている。また，持参薬にて持込の場合の対応も考慮し，耳鼻咽喉科より申請依頼

があった（事後報告）。 

削除医薬品；なし（同効薬；シングレア錠 10ｍｇ） 

メーカー；杏林製薬 薬価；166.20 円 

 
劇）ヴィキラックス配合錠（C型肝炎治療配合剤；オムビタスビル水和物・パリタプレビ

ル水和物・リトナビル） 
本剤は，抗ウイルス治療剤であり第 2 世代の INF フリーC 型肝炎経口治療薬である。第 1 世代の

NS3+NS5A 阻害薬（ダグルインザ・スンベプラ）に比べ，薬剤耐性による無効例が少ない。NS5A＋

NS5B 領域阻害薬（ソバルディ）は腎障害患者には使用できないが，本剤は使用可能である。臨床治験

段階では，慢性肝炎，代償性肝硬変患者において 1 日 1 回，12 週間投与で約 95％の著効率が得られて

いる。従来の INF 治療が困難であった C 型慢性肝疾患患者，特に高齢の患者において有効と考え，消

化器内科より申請依頼があった。 

備考）添付文書の重大な副作用の項の肝機能障害に関する記載で，肝不全を追記。また，禁忌の項に，

チャイルドピュー分類 B の肝機能障害のある患者を追記した。PTP 包装である。  

削除医薬品；なし（同効薬；ダグルインザ・スンベプラ，ソバルディ錠，ハーボニー錠） 

メーカー；アッヴィ 薬価；26,801.20 円（1 箱 28 錠入り） 

 

【ＯＤ錠への変更薬品】 
（院内採用薬） 
オルメテックＯＤ錠20ｍｇ（高親和性ＡＴ1レセプターブロッカー：オルメサルタン） 
シングレアＯＤ錠10ｍｇ（気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療薬；モンテルカスト） 
（院外専用薬） 
オルメテックＯＤ錠40ｍｇ（高親和性ＡＴ1レセプターブロッカー：オルメサルタン） 

高齢者に対し，水なしで服用できる利便性がある口腔内崩壊錠に切換えを実施する。 



なお，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；オルメチック錠 20mg，40mg，シングレア錠 10mg 

メーカー；第一三共製薬，MSD 薬価；錠剤同様薬価で変わりなし 

 
ペンタサ顆粒1,000mg，2,000mg（炎症性腸疾患治療薬；メサラジン） 
現在，潰瘍性大腸炎及びクローン病に対し，ペンタサ錠 250mg，500mg の採用がある。経口メサラ

ジン製剤の錠剤が大きいことや、服用錠数が多いことに起因する服薬困難等を改善するため開発した顆

粒剤が発売された。今回，患者さんの服薬アドヒアランスの向上に貢献できると期待し，消化器内科の

より申請依頼があった。 

＜潰瘍性大腸炎＞ 

通常、成人にはメサラジンとして 1 日 1,500mg を 3 回に分けて食後経口投与するが、寛解期に 

は、必要に応じて１日１回の投与とすることができる。なお、年齢、症状により適宜増減するが、１ 

日 2,250ｍｇを上限とする。ただし、活動期には、必要に応じて１日 4,000mg を 2 回に分けて投与する

ことができる。通常、小児にはメサラジンとして１日 30～60mg/kg を 3 回に分けて食後経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減するが、１日 2,250mg を上限とする。 

＜クローン病＞ 

通常、成人にはメサラジンとして 1 日 1,500～3,000mg を 3 回に分けて食後経口投与する。な 

お、年齢、症状により適宜減量する。通常、小児にはメサラジンとして１日 40～60mg/kg を 3 回に分

けて食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 

削除医薬品；なし（同効薬；ペンタサ錠 250，坐薬，注腸用，メサラジン錠 500mg，） 

メーカー；杏林製薬 薬価；164.90 円/g （各 100 包装入り） 

備考）ペンタサ錠 250mg 50.20 円/錠，500mg 98.40 円/錠 

 
 
【院外専用医薬品】 
コントミン糖衣錠 12.5mg，25mg（精神神経安定剤；クロルプロマジン塩酸塩） 
これまで院内/院外採用されているウインタミン細粒は，院外薬局にて患者希望により錠剤に変更する

ことがあった。しかし，平成 27 年 4 月よりウインタミン錠の発売中止に伴い細粒のみの取り扱いにな

り剤形変更が困難となった。煩雑さを避け，患者の利便性を図るため心療内科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；ウインタミン細粒） 

メーカー；田辺三菱製薬 薬価；9.20 円/12.5mg，25mg（1 箱 100 錠包装） 

 
フリウェル（月経困難治療薬；配合薬ノルエチステロン 1mg・ 

エチニルエストラジオール 0.035mg） 
 本剤は，ルナベル LD の後発医薬品より，患者の経済的負担を軽減することおよび治療である月経

困難症に使用するために，院外専用薬品として婦人科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；ルナベル配合錠 LD：336.60 円） 

メーカー；持田製薬 薬価；173.30 円 

 



薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

キプレス錠

（モンテルカスト）
5mg 杏林製薬 166.20

気管支喘息・
アレルギー性鼻炎治療薬

耳鼻咽喉科

入院中のアレルギー性

鼻炎患者に対してはシ

ングレアOD錠10mgをや
むなしに使用している

が，DPCの観点から経

営上も安価なキプレス

錠5mgを使用・持参薬

にも考慮

劇）ヴィキラックス配合錠
（オムビタスビル水和物・

パリタプレビル水和物・

リトナビル）

配合錠 アッヴィ 26,801.20 C型肝炎治療配合剤 消化器内科

抗ウイルス治療剤であり

第2世代のINFフリーC型

肝炎経口治療薬

腎障害患者にも使用可

能

オルメテックＯＤ錠

（オルメサルタン）
２0ｍｇ 第一三共 123.30

高親和性ＡＴ1レセプター
ブロッカー

シングレアＯＤ錠10ｍｇ
（モンテルカスト）

10mg MSD 222.00
気管支喘息・

アレルギー性鼻炎治療薬

1,000mg 164.90

2,000mg 329.80

オルメテックＯＤ錠

（オルメサルタン）
40ｍｇ 第一三共 187.70

高親和性ＡＴ1レセプター
ブロッカー

薬事委員会

高齢者に対し，水なし

で服用できる利便性が

ある口腔内崩壊錠に切

換えを実施する。

12.5mg

25ｍｇ

フリウェル配合錠
（ノルエチステロン1mg・
エチニルエストラジオール

0.035mg）

配合薬 持田製薬 173.30 月経困難治療薬 婦人科 後発医薬品より安価

関西電力病院　薬剤部

【院外専用医薬品】

コントミン糖衣錠

（クロルプロマジン塩酸塩）

田辺三菱
製薬

9.20 精神神経安定剤 心療内科

ウインタミン細粒は，

院外薬局にて患者希望

により錠剤に変更する

ことが多いことより

１月　　薬事委員会　　資料

【新規採用医薬品】

薬事委員会

高齢者に対し，水なしで

服用できる利便性があ

る口腔内崩壊錠に切換

えを実施する。

ペンタサ顆粒94％

（メサラジン）
杏林製薬 炎症性腸疾患治療薬 消化器内科

経口メサラジン製剤の錠

剤が大きいことや、服用

錠数が多いことに起因す

る服薬困難等を改善を

期待

 

 以上 


