
平成 29 年 1 月 12 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 1 月 12 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，後発医

薬品 1 品目，院外専用薬品 1 品目，添付薬品に変更薬品 1 品目，製造中止薬品 4 品目が承認されたの

で報告いたします。ただし，他科に迷惑がかからなければ､クラリチンレディタブは削除薬品でも可

（耳鼻咽喉科より）。1 月 27 日（金）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】 

劇）グラセプターカプセル 0.5mg，1mg，5mg（免疫抑制薬：タクロリムス） 

造血幹細胞移植においてプログラフ使用内服コンプライアンスの悪い患者には 1日 1回内服の本剤を

使用することが多い。コンプライアンスの良い患者に対しては，今まで通りプログラフを 1 日 2 回内服

する方がコントロール良好なことが多い。今回，入院患者にて本剤を使用したいのでできるだけ早く使

用したく，血液内科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；プログラフカプセル，液） 

メーカー；アステラス 薬価；524.10 円/0.5mg，929.30/1mg，3434.00/5mg（1 箱 100Cap 入り） 

 

劇）ルミセフ皮下注 210mg シリンジ（乾癬治療薬：ブロダルマブ（遺伝子組換え）） 

本剤の効能は，既存治療で効果不十分な乾癬（尋常性，関節症性，膿疱性，紅皮症）患者に適応を持

つヒトインターロイキン（IL）17 受容体 A に選択的に結合し，IL-17A，F,A/F,C の作用を阻害する完

全ヒト型モノクローナル抗体製剤で,高い有効性を有する本剤を是非使用したく,皮膚科より申請依頼が

あった。 

IL-17A は主に Th17 細胞から産生される炎症性サイトカインで、乾癬の病態形成に関与していると考

えられている。IL17 受容体への IL-17A の結合を阻害することで、表皮角化細胞の過剰な増殖・活性化

を抑制し、乾癬に対して有効性を示すと考えられている。 

備考）効果は,１回 210mg を初回、１週後、２週後に皮下投与し、以降は２週間の間隔で皮下投与する。 

貯法）遮光下、2～8℃に保存 

使用上注意点）投与毎に注射部位を変えること。また、皮膚が敏感な部位、皮膚に異常のある部位（傷、

発赤、硬化、肥厚、落屑等の部位）、乾癬の部位には注射しないこと 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；協和発酵キリン 薬価；73,158.00 円/シリンジ（1 箱１シリンジ入り） 

 

劇）ヒュミラ 80mg0.8ｍL シリンジ 

（ヒト型抗ヒト TNFαモノクローナル抗体；アダリムマブ（遺伝子組換え）） 

 ヒュミラは，40mg シリンジのみであったが，平成 28 年 11 月 30 日に 0.8mg シリンジが発売になっ

た。継続的に 80mg を使用している関節リウマチ，尋常性乾癬または関節症性乾癬，潰瘍性大腸炎，強



直性脊椎炎，腸管型ベーチェット病，クローン病などの効果が不十分な場合は 1 回 80mg まで増量して

いる患者は本剤を使用できると 4,016 円薬価が安くなるため経済的負担が少なくなる。また，40mg シ

リンジ 2 本使用している患者はレセプト査定を受ける可能性がある。以上より皮膚科より申請依頼があ

った。 

尋常性乾癬または関節症性乾癬の難治例で体重 100kg を超える患者には 40mg×2 本処方しているので，

レセプト査定で削られることも想定して導入。 

メーカー：エーザイ 薬価 126,272.00 円/80mg シリンジ 薬価 65,144.00 円/40mg シリンジ 

 

スピオルトレスピマット 60 吸入用（慢性閉塞性肺疾患治療薬：吸入配合薬） 

本剤は，院外専用薬品として扱っており,新薬の吸入薬にて長期投与不可より 28 吸入の規格のみしか

なかった。本剤の特徴は,長時間作用するムスカリン受容体拮抗薬（チオトロピウム臭化物水和物）と長

時間作用する β2受容体刺激薬（オロダテロール塩酸塩）の配合薬で、用法は 1 回 2 吸入を 1 日 1 回吸

入するだけで，コンプライアンスの向上が期待できる。特徴は，レスピマット吸入デバイスでドライパ

ウダー製剤では吸入不十分な症例に使用できる。また，スピリーバーレスピマット使用中で労作時呼吸

困難の改善不十分な患者に同一デバイスで処方変更可能となる。今回，発売後 1 年経過し投薬期間制限

が解除されたため，患者様への利便性と経済的負担軽減も考慮し 28 回吸入から 60 吸入に変更すること

とで，呼吸器内科より申請依頼があった。 

＊2016 年 12 月より長期投与可能となったことより院外専用のスピオルト 28 吸入は中止し，60 吸入に

変更する。 

削除医薬品；院外専用スピオルト 28 吸入はオーダ削除（同効薬；なし） 

メーカー；日本ベーリンガーインゲルハイム  

薬価；8,401.20 円/瓶/60 吸入 4,176.40 円/瓶/28 吸入（1 箱 1 瓶入り）  

 

麻）劇）オプソ内服液 10mg/5mL(癌性疼痛治療薬：モルヒネ塩酸塩水和物液) 

本剤の適応症は，中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛である。採用薬は 5mg/2.5mL の小

包装であり，患者により 1 回量 30mg 服用する患者もいることより，大包装のニーズもあることと患者

の利便性を考慮すると服用回数も減ることより緩和医療内科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；オプソ 5mg/2.5mL） 

メーカー：大日本住友 薬価 219.30 円/錠 1 箱 20 包包装 

 

ラコールNF配合経腸用半固形剤300g（経腸栄養剤：半消化態経腸栄養剤） 

 本剤は、形状をあらかじめ半固形とすることで、調製時の微生物による汚染の機会を減らし、性状を

はじめ一定の品質を確保している。また、胃瘻患者での瘻孔周囲からの漏れ，胃食道逆流，下痢症状な

どを防ぐ利点があり，液剤の経腸栄養剤より短時間での投与が可能であり、「ラコール®NF 配合経腸用

液」と同様の有効性及び安全性を有している。経腸栄養剤の投与にかかる時間を短縮することで、胃瘻

を有する患者さんの拘束時間短縮につながり、リハビリテーションの時間確保などを可能にするのみな

らず、入院及び外来在宅患者の看護及び介護する方の負担の軽減も期待できる。今回､糖尿病・代謝・

内分泌センター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；大塚製薬 薬価；252.00 円/300g ，8.40 円/10g （1 箱 18Bag 入り）  



 

デザレックス 5mg 錠（抗アレルギー薬：デスロラタジン） 

本剤は眠気の少ない抗アレルギー薬クラリチンの活性代謝物で､ヒスタミンＨ１受容体をブロックす

るとともに、肥満細胞からヒスタミンやロイコトリエンといった化学伝達物質が放出されるのを抑える

ことで、鼻水や皮膚の痒みを軽減する。クラリチン（ロラタジン）は、吸収された後は主に肝臓の代謝

酵素「CYP3A4」や「CYP2D6」による代謝を受けて「デスロラタジン」となって初めて、薬としての

作用を発揮する。本剤の特徴は、クラリチンに比べてより高い効果､個人差が少なく安定して効果を発

揮、食事の影響をほとんど受けないこと、代謝が必要ないのも特徴である。本剤は、眠気の副作用が少

なく、機械の操作に影響を与えないためパイロットでも服用できることもあり添付文書に記載がない。

今回､耳鼻咽喉科より申請依頼があった。 

備考）他科に迷惑がかからなければ､クラリチンレディタブは削除薬品でも可（耳鼻咽喉科より）。 

用法・用量：通常 12 歳以上の小児及び成人にはデスロラタジンとして 1 回 5mg を 1 日 1 回経口投与 

削除医薬品；なし（同効薬；クラリチンレディタブ） 

メーカー；杏林製薬 薬価；69.40 円（1 箱 100 錠入り）（備考：クラリチン 10mg：86.70円） 

 

【後発医薬品の採用・切り替え】 

ホリナート錠 25mg「タイホウ」（還元型葉酸製剤：ホリナートカルシウム） 

本剤の効能・効果は，ホリナート・テガフール・ウラシル療法であり，結腸・直腸癌に対するテガフー

ル・ウラシルの抗腫瘍効果の増強である。ユーゼル錠 25mg と同成分で原薬・添加物、および製剤の製

造所、製造工程ならびに個装ケース等全てが同一である AG（オーソライズドジェネリック）である（刻

印および表示は異なる）。岡山大鵬薬品は、大鵬薬品工業と連携して、患者及び医療従事者への医薬品

情報活動を実施しより一層貢献を確認した。今回，後発医薬品に化学療法委員会の了解を得て変更する

ことにする。ただし，化学療法委員会から 3 月からの変更依頼と後発医薬品変更のためマスター登録後

2 ヶ月間は，後発医薬品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「先発医薬品での調剤

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；ユーゼル錠 25mg（同効薬；なし） 

メーカー：岡山大鵬薬品 薬価 925.60 円/錠 1 箱 42 錠包装（先発薬価：2,264.90 円/錠） 

 

【院外専用医薬品】 

リアルダ錠 1200mg（潰瘍性大腸炎治療薬：メサラジン） 

本剤は，活動期の潰瘍性大腸炎において最高用量である4,800mg/日（1日1回）投与を唯一できる製剤である。

リアルダ錠の製剤学的特性は、メサラジンを親水性基剤及び親油性基剤からなるマトリックス中に分散させ

た素錠部に、pH応答性の高分子フィルムをコーティングすることで、メサラジンを標的部位である大腸に送

達し、大腸全域へ持続的に放出させることである。  

また，本剤は，潰瘍性大腸炎の活動期から寛解期を通して「1 日 1 回」の投与が可能であり、複数回服用に

てコンプライアンス低下している患者への投与，さらには直腸の炎症が強いが局所製剤の使用を拒否する患

者などへ投与を予定している。今回，消化器内科より院外専用の申請があった。発売 1 年経過していないた

め長期投与は不可である（最大 14日間投与）。 

削除医薬品；なし（同効薬；メサラジン錠，ペンタサ錠，ペンタサ顆粒） 

メーカー：持田製薬 薬価 212.00 円/錠 1 箱 56 錠包装 



 

【医薬品のデバイスの変更の案内】 

劇）ゴナックス皮下注用 80mg，120mg（前立腺癌治療薬：デガレリクス酢酸塩） 

本剤は，GnRH（性腺刺激ホルモン放出ホルモン）アンタゴニストである。今回，ゴナックス皮下注

用 80mg・120mg 専用溶解液添付製品が発売され，日本薬局方注射用水が充填されたシリンジが添付さ

れている。今後は，誤調製のリスクを解消するとともに調製時間を短縮する期待できる。随時，既存の

薬品から変更予定であるための先行で変更することにする。 

備考）用法・用量は「初回 240mg を 1 カ所あたり 120mg ずつ腹部 2 カ所に皮下投与。2 回目以降は、

初回投与 4 週間後より 80mg を維持量として、腹部 1 カ所に皮下投与し、4 週間間隔で投与を繰り返す」

となっている。今回，化学療法委員会及び泌尿器科の了承を得て，早急に採用することとした。 

 

メーカー：アステラス ゴナックス®皮下注用 80mg 専用溶解液添付製品 薬価 24,370.00 円/瓶 

ゴナックス®皮下注用 120mg 専用溶解液添付製品 薬価 29,958.00 円/瓶（薬価の変更なし） 

 

【薬価収載削除薬品（平成 29 年 3 月 31 日までの薬価収載品）と変更のお知らせ】 

 院内採用医薬品 

プロへパール錠⇒市販薬品（OTC）販売（代替なし） 

使用患者さまが 10 人弱いるため，早急に医師より薬価削除になることを説明の上，他のお薬に変更す

るか，市販薬品（OTC）で販売されているので個人で購入して服用するかを決定してください。なお，

3 月中旬には医薬品マスターを削除します。よろしくお願いします。 

 下記の薬品は 1 月末日で医薬品マスターを削除します。 

院内採用医薬品 

劇）ヒューマログ N 注ミリオペン（300 単位）⇒ノボリン N（代替薬） 

劇）ヒューマログ N 注カート（300 単位） 

院外専用医薬品 

ヒデルギン錠⇒代替なし 



薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

0.5mg 524.10

1mg 929.30

5mg 3,434.00

劇）ルミセフ皮下注シリンジ

（ブロダルマブ（遺伝子組換え））
210mg

協和発酵
キリン

73,158.00 乾癬治療薬 皮膚科

ヒトインターロイキン

（IL）17受容体Aに選

択的に結合し，IL-

17A，F,A/F,Cの作用を

阻害する完全ヒト型モ

ノクローナル抗体製剤

劇）ヒュミラシリンジ

（アダリムマブ（遺伝子組換え））

80mg/
0.8ｍL

エーザイ 126,272.00
ヒト型抗ヒトTNFα
モノクローナル抗体

皮膚科

4,016円薬価が安くな

るため経済的負担が少

なくなる。レセプト査

定を受ける可能性

スピオルトレスピマット
（吸入配合薬）

60吸入用
日本ベーリン

ガーインゲルハ

イム
8,401.20 慢性閉塞性肺疾患治療薬 呼吸器内科

長時間作用するムスカ

リン受容体拮抗薬と長

時間作用するβ2受容

体刺激薬の配合薬

オプソ内服液
(モルヒネ塩酸塩水和物液)

10mg
/5mL

大日本住友 219.30 癌性疼痛治療薬 緩和医療内科
服用量の多い患者の

利便性の対応

ラコールNF配合
経腸用半固形剤

（半消化態経腸栄養剤）

300g 大塚製薬 252.00 経腸栄養剤
糖尿病・代謝・

内分泌セン

ター

形状を半固形とするこ

とで、感染対策，胃食

道逆流，下痢症状など

を防ぐ利点があり，短

時間での投与が可能

デザレックス錠
（デスロラタジン）

5mg 杏林製薬 69.40 抗アレルギー薬 耳鼻咽喉科

クラリチンの活性代謝

物で，個人差が少なく

安定して効果を発揮、

食事の影響をほとんど

受けないこと、代謝が

必要ないのも特徴

ホリナート錠「タイホウ」

（ホリナートカルシウム）
25mg

岡山大鵬薬品

大鵬薬品工業
926.50 還元型葉酸製剤

消化器外科

薬剤部

オーソライズドジェネリッ

ク（AG）添加物も含めて

製造先発と同様

リアルダ錠

（メサラジン）
1200mg 持田製薬 212.00 潰瘍性大腸炎治療薬 消化器内科

潰瘍性大腸炎の活動期

から寛解期を通して「1日

1回」の投与が可能

80mg 24,370.00

120mg 29,958.00
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【新規採用医薬品】

劇）グラセプターカプセル
（タクロリムス）

アステラス製薬 免疫抑制薬 血液内科

造血幹細胞移植において

プログラフ使用内服コンプ

ライアンスの悪い患者には

1日1回内服の本剤を使用

することが多い。

関西電力病院　薬剤部

【後発医薬品への変更】＊薬価変わらず

【院外専用医薬品】

【新製剤への販売変更のおしらせと変更】＊薬価変わらず

劇）ゴナックス皮下注用

（デガレリクス酢酸塩）
アステラス製薬 前立腺癌治療薬

泌尿器科

薬剤部

日本薬局方注射用水が

充填されたシリンジが添

付されている。誤調製の

リスクを解消するとともに

調製時間を短縮

 

以上 


