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 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 4 月 14 日（木曜日）の薬事委員会において，下記の採用医薬品種 5 品目 7 種類，院外専

用医薬品 3 品目 4 種類が承認されたので報告いたします。5 月 11 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】 
シダトレンスギ花粉舌下錠 200，2,000JAU/mL ボトル 2,000JAU/mL バッグ 
（減感作療法[アレルゲン免疫療法]薬） 
本邦初のスギ花粉症に対する舌下投与によるアレルゲン免疫療法薬であり，スギ花粉症患者

の症状の改善・寛解及び QOL の改善が期待できるため，耳鼻咽喉科のより申請依頼があった。 
＜減感作療法（アレルゲン免疫療法）について＞ 
減感作療法とは、アレルギー疾患の原因となるアレルゲンを、低濃度、少量から投与し、徐々に増量、

高濃度へ移行させ、アレルゲンに対する過敏性を減少させる治療法で、下記のような特徴があります。 

1） アレルギー症状を軽減したり、長期にわたり症状をおさえる可能性のある治療法です。 

2） 治療前に、症状がアレルゲンによるものかの確定診断が必要です。 

3） 治療は長期間（3～5年）かかります。 

4） すべての患者さんに効果が期待できるわけではありません。 
備考）承認条件 
舌下投与による減感作療法に関する十分な知識・経験を持つ医師によってのみ処方・使用されるととも

に、本剤のリスク等について十分に管理・説明できる医師・医療機関のもとでのみ用いられ、薬局にお

いては調剤前に当該医師・医療機関を確認した上で調剤がなされるよう、製造販売にあたって必要な措

置を講じること。貯法 2～8℃保存（冷蔵庫保存）。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 
メーカー；鳥居薬品  
シダトレン®スギ花粉舌下液 200JAU/mL ボトル 10mL ；421.10 円（ディスペンサー付属） 

シダトレン®スギ花粉舌下液 2,000JAU/mL ボトル 10mL；1,006.60 円（ディスペンサー付属） 

シダトレン®スギ花粉舌下液 2,000JAU/mL パック 1mL ;100.80 円 （14 包入り） 

 
重曹錠 500mg「マイラン」（制酸薬；炭酸水素ナトリウム） 
 慢性腎不全の診療において炭酸水素ナトリウムは，アシドーシスの改善・高カリウム血症の予防・腎

機能悪化の進行抑制目的に処方される機会が多い。しかし，採用薬品は散薬のみであり，患者様から「飲

みにくい」との声をよく聞く。錠剤は，携帯しやすさから服薬コンプライアンスの向上に繋がると考え

る。今回，重曹錠の採用に血液浄化センターより申請依頼があった。 
削除医薬品；なし（同効薬；炭酸水素ナトリウム散） 
メーカー；ファイザー 薬価；5.60 円 （PTP 包装 120 錠（12 錠×10）1200 錠（12 錠×100））  



 
リオナ錠 250mg（高リン血症治療薬；クエン酸第二鉄水和物） 
本剤は，リン結合能が高いクエン酸第二鉄水和物を主成分とする新規リン吸着薬であり，消化管内で

鉄とリン酸が結合し体内へのリンの吸収を抑制することにより，血清リン濃度を低下させる効果がある。

また，少量の鉄が吸収されるという特徴を持つ。血液浄化センターでは，開院後に慢性維持透析患者の

合併症入院が増加しているが，透析クリニックで本剤を処方されていることが多く，持参薬継続に使用

することができない状態であり，今回，本剤を院外採用から院内採用に変更のために，血液浄化センタ

ーより申請依頼があった。 

備考） 

吸着能は炭酸ランタン＞炭酸カルシウム≒クエン酸第二鉄＞セベラマー塩酸塩≒ビキサロマー 
リン吸着力＝ 3：1.5：1  

削除医薬品；なし（同効薬；レナジェル錠 250mg，カルタン 250/500mg，ホスレノール 250/500mg） 
メーカー；鳥居薬品 薬価；99.80 円 （1 箱 100 錠包装） 
 
ツムラ真武湯 30（漢方製剤） 
冷感をともなう重症心不全患者に対して，全身を温めて循環を改善する効果を期待して，循環器内科

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；ツムラ 薬価；23.50 円 （1 箱 42 包装入り＝987.00 円） 
 
劇）レトロゾール錠 2.5mg「NK」 

（アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤[乳がん治療薬]；レトロゾール） 
本剤は，フェマーラのジェネリック薬品であり，主に閉経後乳がん患者のホルモン療法に使用する予

定である。薬価に関しては，対先発品の約 39％となっているため患者様の経済的負担が大幅な軽減が期

待できることより，乳腺外科より申請依頼があった。 
削除医薬品；フェマーラ錠（同効薬；なし） 
メーカー；日本化薬 薬価；292.60 円 （備考フェマーラ薬価；674.10 円）（1 箱 100 錠包装） 
 

【院外専用医薬品】 

MS 冷シップ「タイホウ」20ｇ，40ｇ 
（鎮痛・消炎冷感パップ薬；サリチル酸，dl-カンフル，l-メントール配合薬） 

気管支喘息患者の一部にNSAIDs含有の経皮鎮痛消炎薬使用時に喘息増悪を認めること

がある。また，アスピリン喘息患者には，NSAIDs 含有の経皮鎮痛消炎薬は禁忌とされて

いる。本剤は，アスピリン喘息患者へ使用禁忌とされておらず，上記患者が経皮鎮痛消炎

薬の外用パップを使用する際の選択肢に加えるため，呼吸器内科より院外専用での申請依

頼があった。 
削除医薬品；なし（同効薬；なし） 
メーカー；大鵬薬品 薬価；9.60 円/10g 19.20 円/(20g)   38.4 円/枚（40g） 

 



スピオルトレスピマット（COPD 治療配合薬；チオトロピウム＋オロダテロール） 
 本剤は，チオトロピウム（長時間作用性抗コリン薬/LAMA：Long-Acting Muscarinic Antagonist）とオロ

ダテロール（長時間作用性 β2 受容体作動薬/LABA ：Long -acting β2-agonist）の配合剤である。 
当院でも LAMA/LABA 配合剤はあるがドライパウダー型があるが，薬剤は呼吸機能が低下しているとうま

く吸入できず，エアゾール型の薬剤は吸入器の操作と呼吸を同調しないとうまく吸入できない。本剤は、ソ

フトミフト型の薬剤をゆっくり、長く噴霧するので、ネブライザーほどではありませんが、同調がうまくで

きなくても吸入しやすいというメリットがあり治療の選択肢が増え，またドライパウダーが使用困難な患者

様に対して非常に有効と考え耳鼻咽喉科より申請依頼があった。 
スピオルトレスピマット 28吸入：吸入用器具レスピマット 1個及びカートリッジ 1本（0.5mL：28噴霧

［14回投与分］） 

削除医薬品；なし（同効薬；アノーロエリプタ 30 吸入用（院外）ウルティブロ吸入用カプセル） 
メーカー；日本ベーリンガーインゲルハイム 薬価；4256.20 円 （1 箱 1 個包装入り）  
 
劇）向）ラボナ錠 50mg（催眠・鎮静薬；ペントバルビタールカルシウム） 
ひどい不眠症では，ベンゾジアゼピンを複数併用したりヒルナミンを追加することがあるが，

それでも眠れない患者がいる。鎮静作用と強力な睡眠作用を持つ本剤は，副作用や大量な衣服

の問題など使いにくい印象もあるが，多剤併用を制限する診療報酬改訂の制限の影響もあり，

増量が難しいときに薬剤数を減量しながら睡眠を確保できる薬剤として注目されるようにな

ってきた。適用症例は，注意しながらの書法が必要であるが，心療内科より院外専用での申請

依頼があった。 
削除医薬品；なし（同効薬；なし） 
メーカー；田辺三菱 薬価；9.10 円 （1 箱 100 錠入り包装） 
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ボトル

10mL

421.10

2000

JAU/mL

ボトル

10mL

1,006.60

2000

JAU/mL

バッグ1mL

100.80

重曹錠「マイラン」
（炭酸水素ナトリウム）

500mg ファイザー 5.60 制酸薬 腎臓内科

アシドーシスの改善・高

カリウム血症の予防・腎

機能悪化の進行抑制目

的に処方散薬より服用し

やすい

リオナ錠
（クエン酸第二鉄水和物）

250mg 鳥居薬品 99.80 高リン血症治療薬 腎臓内科

透析クリニックで本剤を

処方されていることが多

く，持参薬継続に使用

目的に採用

ツムラ真武湯30 2.5g/包 ツムラ 23.50 漢方製剤 循環器内科

冷感をともなう重症心不

全患者に対して，全身を

温めて循環を改善する

効果を期待

劇）レトロゾール錠「NK」
（レトロゾール） 2.5mg 日本化薬 292.60

アロマターゼ阻害剤／
閉経後乳癌治療剤
[乳がん治療薬]

乳腺外科

ジェネリック薬品

患者様の経済的負担が

大幅な軽減が期待でき

る

20g 19.20

40g 38.40

スピオルトレスピマット
（チオトロピウム

＋オロダテロール）

28吸入

日本ベーリン

ガーインゲル

ハイム

4,256.20 COPD治療配合薬 耳鼻咽喉科

同調がうまくでき

なくても吸入しやすい

というメリットがあり

治療の選択肢が増え，

またドライパウダーが

使用困難な患者様に対

して非常に有効

劇）向）ラボナ錠
（ペントバルビタールカルシウム）

50mg 田辺三菱 9.10 催眠・鎮静薬 心療内科

増量が難しいときに薬剤

数を減量しながら睡眠を

確保できる薬剤として注

目される

MS冷シップ「タイホウ」
（サリチル酸，dl-カンフル，

l-メントール配合薬）
大鵬薬品 鎮痛・消炎冷感パップ薬 呼吸器内科

本剤は，アスピリン喘息

患者へ使用禁忌とされ

ておらず，上記患者が

経皮鎮痛消炎薬の外用

パップを使用する際の

選択肢に加えるため
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【新規採用医薬品】

関西電力病院　薬剤部

鳥居薬品
シダトレン®スギ花粉

舌下液
減感作療法薬

[アレルゲン免疫療法]薬
耳鼻咽喉科

本邦初のスギ花粉症に

対する舌下投与による

アレルゲン免疫療法薬

であり，スギ花粉症患者

の症状の改善・寛解及

びQOLの改善が期待で

きる

【院外専用医薬品】
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