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 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 28 年 10 月 6 日（木曜日）の薬事委員会において，下記の採用医薬品種 7 品目 9 種類と院外専

用薬品 1 品目 1 種類が承認されたので報告いたします。10 月 26 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】 

ボノサップパック 400，800（ヘリコバクタピロリ菌除菌薬：ボノプラザンフマル酸塩，

アモキシシリンカプセル，クラリスロマイシン） 

カリウムイオン競合型アシッドブロッカー（Potassium-Competitive Acid Blocker：P-CAB）である

ボノプラザンは，ピロリ除菌における効果が注目されており，本剤を含む Helicobacter pylori除菌用

パック製剤が開発された。また，除菌効果を期待するには，服用上の間違いや薬剤数が合わないといっ

た問題が解決でき，患者様の服薬アドヒアランスの向上もパック製剤の方が期待できる。今回，消化器

内科より申請依頼があった。 

院内削除医薬品；ランサップ 800（同効薬；なし） 

メーカー；武田薬品工業 薬価：733.80 円/400/1 シート，884.00 円/800/1 シート（1 箱 7 シート入り

包装） 

 

フィコンパ錠 2mg，4mg（抗てんかん薬；ペランパネル） 

本剤の適応は「他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の部分発作（二次性全般

化発作を含む）および強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法」である。 

前回は，脳神経外科より他剤併用でてんかん治療に無効な患者様に使用するために臨時購入申請で使

用した。今回は，１日１回，就寝前に服用する薬剤より患者負担が軽減でき，他剤併用にててんかん発

作の抑制が不十分な場合も含めて使用できることが望ましく，神経内科より申請依頼があった。 

備考１）本剤は，てんかん発作が神経伝達物質グルタミン酸に誘導されることから創製された、既存

の薬剤とは異なる新しい作用機序を有した薬剤である。具体的には、グルタミン酸によるシナプス後

AMPA 受容体の活性化を選択的に阻害して、神経の過興奮を抑制する、非競合的 AMPA 受容体拮抗薬

である。臨床第 3 相試験として、難治性部分発作（335 試験）および難治性強直間代発作（332 試験）

を対象にそれぞれ国際共同試験が実施され、有効性と安全性が確認された。臨床試験では約 70％に副作

用が認められ，主な副作用は浮動性めまい，傾眠などであり、重大な副作用として攻撃性などの精神症

状があらわれることが報告されている。なお、ペランパネルは薬物代謝酵素 CYP3A で代謝されること

から、CYP3A 誘導作用を有する抗てんかん薬カルバマゼピン（テグレトール），フェニトイン（アレビ

アチン、ヒダントール）と併用する場合は、ペランパネルの用量を調節する必要がある。 

備考 2）成人および 12 歳以上の小児は、本薬を 1 日 1 回 2mg 就寝前に投与することから始め、1 週

間以上の間隔をあけて 2mg ずつ漸増する。本薬の代謝を促進する抗てんかん薬を併用しない場合は 1



日 1 回 8mg、併用する場合は 1 日 1 回 8～12mg を維持量とし、1 日最高 12mg まで。 

バルプロ酸（セレニカ、デパケン），ラモトリギン（ラミクタール，レベチラセタム（イーケプラ） 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；エーザイ 薬価；189.70 円/2mg 310.20 円/4mg （1 箱 56 錠入り）  

 

劇）オブスミット錠 10mg（肺動脈性肺高血圧症（PAH）治療剤：マシテンタン） 

本剤は、エンドセリン受容体拮抗薬に分類され，海外で実施された国際共同第Ⅲ相臨床試験

（SERAPHIN試験）において、本剤1日1回10㎎投与により、プラセボと比較してmorbidity / mortality

複合エンドポイントの発現リスクを 45%減少させた（p <0.0001）。また，国内臨床試験においても肺血

管抵抗、6 分間歩行距離及び WHO 機能分類クラスの改善が認められた。現在，トラクリアが採用され

ているが，本剤の方が副作用で懸念されている肝機能障害関連と肺動脈性肺高血圧症において合併症が

多い膠原病治療に使用される免疫抑制薬（シクロスポリン，タクロリムス）併用において薬物相互作用

がなく、用量調製の必要がない。難治性の疾患である PAH に対する薬物治療の選択肢が広がることよ

り，循環器内科より申請依頼があった。 

ただし，トラクリア錠（4,495 円/錠）の在庫が 52 錠あり，使いきりで変更することとする。 

削除医薬品；なし（同効薬；トラクリア錠 62.5mg） 

メーカー；アクテリオンファーマ 薬価；14,594.00 円/錠（1 箱 30 錠入り） 

 

アドシルカ錠 20mg 

（肺動脈性肺高血圧症ホスホジエステラーゼ 5 阻害薬；タダラフィル） 

本剤は，PDE5 阻害薬で用法用量は 1 日 1 回、1 回 2 錠（40mg）を投与する。 

当院では，肺動脈性肺高血圧症（PAH）に適応を持つシルデナフィルクエン酸塩（商品名：レバチオ）

が採用されている。PDE5 は、陰茎海綿体だけでなく、肺動脈平滑筋にも多く存在している。PDE5 阻

害薬は、この PDE5 の活性を阻害することで、平滑筋弛緩作用をもつサイクリック GMP の分解を抑制

し、結果として肺動脈圧および肺血管抵抗を低下させる。 

 本剤の特徴は，①平均消失半減期が 17.5 時間と長く 1 日 1 回投与であること，②薬物動態に関して

食事の影響を受けないことが明らかになっている，③不整脈治療薬のアミオダロンと併用可能な点があ

る。多剤併用の面でも利便性が高く，今回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；レバチオ 20mg） 

メーカー；日本新薬 薬価；1,770 円/錠（1 箱 60 錠入り） 

 

【販売中止に伴う医薬品の変更】 

テラナス錠 5mg（MSD；片頭痛治療薬）→ミグシス錠 5mg（ファイザー：片頭痛） 

成分名：塩酸ロメリジン 上記薬品は併売品。9 月末日にマスター登録を実施（事後報告）。 

薬価：27.80 円/錠 （1 箱：140 錠入り） 備考）テラナス錠 27.30 円/錠 

 

後）ラグノスゼリー分包 16.05g 生理的腸管機能改善薬・高アンモニウム血症） 

ピアーレ DS6.8％が製造中止より，現在も外来患者にて数名使用中より，院外専用で更新することと

した。ラグノスゼリー分包 16.05g は、1g 中「日局」ラクツロース 404.96mg（ラクツロースとして）

を含有する。〔本剤 1 包（16.05g）中ラクツロース 6.500g（液 10mL 相当）を含有する。〕 



院内削除医薬品；ピアーレ DS6.8％→なくなり次第中止（同効薬；ピアーレシロップ） 

メーカー；三和化学 薬価；3.3 円/g⇒52.97 円/16.05g/１包 （1 箱 84 包入り）  

備考）先発）モニラック原末 6.5g 分包（中外製薬）先発医薬品 1 箱：84 包（薬価：6.4 円/g） 

 

後）ポピヨドンゲル 10％90g（外用殺菌消毒薬：ポピドンヨード） 

 Meiji Seika ファルマのポピドンヨードゲル 10％90g が製造発売中止（11 月頃より）より変更するこ

とが望ましく，吉田製薬のポピヨドンゲル 10％90g 及びファイザーのポピドンヨードゲル 10％90g の

み市場にあり，発注数が吉田は 1 本 1 箱単位でファイザーが 5 本 1 箱単位であるため，院内処方数は 8

月 2 本，9 月 9 本であった。よって，吉田製薬のポピヨドンゲル 10％90g を講習したいと考える。 

院内削除医薬品；ポピドンヨードゲル 10％90g→なくなり次第中止（同効薬；イソジンゲル 4g） 

メーカー；吉田製薬 薬価；41.40 円/10g （1 箱１本入り）  

 

【アスタット軟膏供給の再開より臨時対応の専用薬ルリコン軟膏を院外専用に変更】 

2015年 10月 27日より抗真菌剤｢アスタット軟膏１％｣の出荷を停止していたが，供給再開の目処が整

ったので，臨時対応していたルリコン軟膏は皮膚科に頼んで使いきり次第，院外専用に変更する。 

院外専用医薬品に変更；ルリコン軟膏（同効薬；なし） 

メーカー；マルホ 薬価；37.70 円/g⇒377.00 円/10g/1 本 （1 箱 10 本入り） 

備考）ルリコン軟膏 薬価：54.90 円/g⇒549.00 円/10g/1 本 （1 箱 10 本入り）  

 

【院外専用医薬品】 

ソラナックス錠 0.4mg（抗不安薬：アルプラゾラム） 

本剤を患者が希望したために，院外処方せんに手書きで記入して対応した。今後も使用することより

院外専用薬品として消化器内科の医師より申請依頼があった。本来は，先発医薬品としてコンスタン錠

0.4mgが院外専用薬品として入力できるのであるが，患者希望にどこまで応えるのかは，問題である。 

削除医薬品；なし（同効薬；後）アルプラゾラム錠，院外）コンスタン錠） 

メーカー；GSK 薬価；8.50 円 （1 箱 1 個包装入り）  

 

【製造販売の中止薬品】 

ワッサーV（水溶性ビタミン複合薬） 

2017 年 3 月末日を持ってレセプト上算定できません。現在は，製造後在庫分で処方終了となります。

代替薬は，パンビタン末，ビタノイリン Cap となります。ご了承ください。 

ワッサーV の成分；チアミン硝化物 3mg，リボフラビン 3mg， ピリドキシン塩酸塩 5mg， 

  ニコチン酸アミド 30mg，パントテン酸カルシウム 30mg， アスコルビン酸 200mg 



薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

400 733.80

800 884.00

2ｍｇ 189.70

4mg 310.20

劇）オブスミット錠
（マシテンタン）

10mg
アクテリオン
ファーマ

14,594.00
肺動脈性肺高血圧症
（PAH）治療剤

循環器内科
トラクリア錠からの変更

副作用・相互作用が

少ない

アドシルカ錠

（タダラフィル）
20mg 日本新薬 1,770.00

肺動脈性肺高血圧症
ホスホジエステラーゼ5阻害薬

循環器内科
レパチオからの変更

服用回数が減少

ミグシス錠
（塩酸ロメリジン）

5mg ファイザー 27.80 片頭痛治療薬 薬剤部
テラナス錠5mgの

製造中止より

後）ラグノスゼリー分包
（ラクツロース）

16.05g 三和化学 1,774.00
生理的腸管機能改善薬・
高アンモニウム血症

薬剤部
ピアーレDSが

製造中止より変更

後）ポピヨドンゲル
（ポピドンヨード）

10％
10g

吉田製薬 41.40 外用殺菌消毒薬 薬剤部
ポピドンヨードゲル10％

90gが製造中止より変更

ソラナックス錠
（アルプラゾラム）

0.4mg GSK 8.50 抗不安薬 消化器内科
後）アルプラゾラム錠
院外）コンスタン錠
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【新規採用医薬品】

ボノサップパック
（ボノプラザンフマル酸塩，ア
モキシシリンカプセル，クラリ

スロマイシン）

武田薬品工業 ヘリコバクタピロリ菌除菌薬 消化器内科
PPIがタケキャブ

に変更

ランサップ削除

【院外専用薬品】

関西電力病院　薬剤部

フィコンパ錠
（ペランパネル）

エーザイ 抗てんかん薬 神経内科
他剤併用にててんかん

発作の抑制が不十分な

場合も含めて使用可能

 

以上 


