
平成 29 年 2 月 7 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 2 月 6 日（月曜日）の薬事小委員会において，下記の採用医薬品種 3 品目 3 種類，後発

医薬品 1 品目，院外専用薬品 3 品目，先発医薬品に変更薬品 1 品目，（外来患者の使用状況を確認し

ながら）製造中止薬品 1 品目が承認されたので報告いたします。2 月 24 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】 

ウルティブロ吸入用カプセル（慢性閉塞性肺疾患治療薬；グリコピロニウム臭化物・イン

ダカテロールマレイン酸塩） 

本剤は，日本で初となるLAMAとLABAの配合剤であり，院外専用薬品として使用されている。COPD

患者への吸入指導もしやすく，単剤では労作時の息切れなどをコントロールできない患者に有用であり，

吸入操作が 1 回で済むため，患者の負担軽減やコンプライアンス向上が期待できる。使用患者も多くな

り，院内採用薬品として呼吸器内科より申請依頼があった。 

削除薬品；パルミコート 200μg タビューへラーを削除（同効薬；なし） 

製薬メーカー；ノバルティスファーマ（268.50 円/Cap）1 箱 14 カプセル入り 

 

ビムパット錠 100mg（抗てんかん薬：ラコサミド） 

本剤は既存の抗てんかん薬とは異なり、電位依存性ナトリウムチャネルの緩徐な不活性化を選択的に

促進することで、過興奮状態にある神経細胞膜を安定化させる薬剤である。また臨床的に重要な薬物相

互作用が認められないこと、薬物動態プロファイル、服薬継続率などの観点から多くの利点がある。て

んかんは、脳内の神経細胞の異常な電気的興奮に伴って痙攣や意識障害などが発作的に起こる慢性疾患

である。発作のタイプにより、てんかん全体の約 6 割を占める部分てんかんと約 4 割を占める全般てん

かんに大別される。このうち、部分てんかんは脳の電気信号の異常が一部分に限定されているが、中に

は異常が二次的に脳全体に広がり、全般性の発作になる場合がある（二次性全般化発作）。 

備考）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）に対する抗てんかん薬との併用療法」。1日 100mgを 2回分割より投与開始し、1週間以上

の間隔をあけて増量し、維持用量は 1 日 200mg、2 回分割とする。なお、症状により 1 日 400mg を超え

ない範囲で適宜増減するが、増量する場合は 1週間以上の間隔を空けて 1日用量として 100mg以下ずつ

行う。部分発作を有する 16 歳以上の成人患者を対象にて日本及び中国での臨床試験では 59.4%に副作

用（臨床検査値以上を含む）が認められ、主な副作用としては、浮動性めまい（27.5%）、傾眠（10.4%）、

頭痛、嘔吐（それぞれ 5.9%）、悪心（5.5%）、白血球減少（3.4%）などがあり、重大なものは房室ブロ

ック、徐脈、失神、中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、薬剤性過敏症症候群、無顆粒球症が報

告されている。 

 腎機能障害患者（Ccr 30mL/min 以下の重症および末期腎機能障害）および軽度・中等度の肝機能障

害患者（Child-Pugh 分類 A および B）では 1 日最高用量を 300mg までとし慎重な投与が必要になる。



また血液透析を受けている患者には、1 日用量に加えて血液透析後に最大で 1 回用量の半量を追加投与

するなど、臨機応変な対応が求められる。 

今回、神経内科より申請依頼があった。 

 てんかんの薬物治療では、バルプロ酸ナトリウム（デパケン他）、ラモトリギン（ラミクタール）、レ

ベチラセタム（イーケプラ）などが臨床使用されている。また、今年 2016 年 8 月には新しい作用機序

を有する AMPA 受容体拮抗薬ペランパネル（フィコンパ）が臨床使用されるようになった。 

削除薬品；なし（同効薬；バルプロ酸ナトリウム（デパケン他），ラモトリギン（ラミクタール），レベ

チラセタム（イーケプラ），ペランパネル（フィコンパ）） 

製薬メーカー；第一三共 352.00 円/100mg  （1 箱 100 錠包装） 

 

劇）トルツ皮下注 80mg オートインジェクター 

（ヒト化抗ヒト IL-17A モノクローナル抗体製剤：イキセキズマブ） 

本剤の適応は，既存治療で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症であ

る。乾癬及び関節症性乾癬の病態に深く関与しているインターロイキン‐17A（IL-17A）に高い親和性

で結合し、病態カスケードをより下流で遮断する（その活性を中和）モノクローナル抗体である。是非

採用したく皮膚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；日本イーライリリー 薬価；146,244.00 円 1 箱 1 オートインジェクター包装 

 

【後発医薬品への切り替え】 

リルゾール錠 50mg「タナベ」（筋萎縮性側索硬化症用薬：リルゾール） 

筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療，筋萎縮性側索硬化症(ALS)の病勢進展の抑制 

用法及び用量通常，成人には本剤を1回1錠，1日2回(朝及び夕食前)，リルゾールとして1日量100mg(本

剤 2 錠)を経口投与する。神経内科より了解を得て変更となる。 

院外は先にマスター登録を実施して，院内は先発医薬品を使用後変更とする。 

削除医薬品；リルテック 50mg を院外専用薬品へ変更（同効薬；リルテック 50mg） 

メーカー；田辺製薬 薬価；763.10 円 1 箱 56 錠包装（先発：1,522.50 円） 

 

【院外専用薬品】 

ビオスリー配合錠（整腸剤〈活性生菌製剤：酪酸菌〉：ラクトミン） 

処方希望患者への対応目的で消化器内科より申請依頼あり。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；東亜薬品工業 薬価；5.60 円 1 箱 630 錠包装 

 

劇）ボンビバ錠 100mg（骨粗鬆症治療薬；イバンドロン酸ナトリウム水和物） 

本剤は，月 1 回 100mg を起床時に十分量（約 180mL）の水とともに経口投与する。国内の無作為化二

重盲検群間比較試験（骨粗鬆症患者の腰椎骨密度変化率を評価）において、イバンドロン酸注射製剤（静

注 1mg）に対する内服製剤（錠 100mg）の非劣性が確認された。本成分は、既に 2013 年 8 月より月 1

回の静注製剤（商品名ボンビバ静注 1mg シリンジ）が臨床使用されている。従来の経口ビスフォスネ

ート製剤における効果不十分症例に使用する目的で整形外科より申請依頼があった。 

備考）重大な副作用は食道穿孔や食道狭窄などの上部消化管障害、アナフィラキシーショック、アナフ

ィラキシー反応、顎骨壊死・顎骨骨髄炎、大腿骨転子下および近位大腿骨骨幹部の非定型骨折が挙げら

れている。また他のビスホスホネート製剤において、低カルシウム血症の発現が報告されていることに



も注意する 

削除医薬品；なし（同効薬；リカルボン錠[月 1 回製剤]） 

メーカー；中外製薬 薬価；2,790.00 円 1 箱 3 錠包装 

 

2015 年版では改められ、骨密度上昇効果と骨折発生抑制効果に関して治療薬の有効性を A～C の 3 段階で評価していま

す。骨密度上昇効果（評価 A；上昇効果がある 評価 B：上昇するとの報告がある 評価 C：上昇するとの報告はない）

骨折発生抑制効果（評価 A：抑制する 評価 B：抑制するとの報告がある 評価 C：抑制するとの報告はない）YA 研究

会引用 https://yakuza-14.blogspot.jp/2015/07/2015.html. 

 

ビラノア錠 20mg（アレルギー用薬：ビラスチン） 

本剤は，アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒 

国内臨床試験において、675 例中 16 例（2.4%）に副作用が報告された。主な副作用は、眠気 4 例（0.6%）、

口渇及び頭痛が各 2 例（0.3%）であった（承認時）。中等度腎機能障害又は重度腎機能障害患者に使用

する際は、本剤の血漿中濃度が上昇する恐れがあるので注意が必要である。 

非鎮静製の 1 日 1 回タイプの経口抗ヒスタミン薬で，脳 PET 画像で大脳皮質のヒスタミン受容体へ

の占拠は認められず，精神運動能に対し安全性が高く，皮膚科より院外専用薬品として申請依頼があっ

た。 

備考）用法・用量の注意点は，1 日 1 回空腹時に 1 錠 20mg を経口投与する。 

削除医薬品；なし（同効薬；下図参照） 

メーカー；大鵬薬品工業 薬価；79.70 円 1 箱 100 錠包装 



 

医師と学ぶ心のサプリインターネットより参照（下記）

http://mentalsupli.com/medication/antiallergic-agent/bilastine/bilanoa-effect/  

【薬価収載削除薬品（平成 30 年 3 月 31 日までの薬価収載品）で製造中止薬品】 

アリクレイン内服液⇒原料の安定供給ができないため先発医薬品に戻す 

アリクレイン内服液の原料が安定供給できないことともう一社の後発医薬品メーカーもこれ以上需

要を伸ばすことができないため，カイゲンファーマのアルロイド G 内服液（先発医薬品）の再採用に変

更する。アリクレイン内服液自体は年末までは安定供給できるので，後発医薬品の使用量計数加算に該

当が外れることを確認した上で，薬品の変更を実施する。 

アルロイド G 内服液の採用薬剤部にて時期を見て変更することの了承を申請した。 

削除医薬品；後発医薬品のアリクレイン（同効薬；なし） 

メーカー：カイゲンファーマ 薬価 17.10 円/10mL 1 瓶 600mL で 1 箱 5 瓶包装 

 

【販売中止薬品より院外専用薬品とし処方なくなり次第削除薬品とする医薬品】 

エンシュアリキッド 500mL バッグ：2017 年 4 月下旬に最終出荷で 2018 年 3 月末日の薬価収載 

在庫なくなり次第，マスター登録を削除する（NST にメーカーからお知らせ済み）。 



薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

ウルティブロ吸入用カプセル

（グリコピロニウム臭化物・

インダカテロールマレイン酸塩）
１Cap

ノバルティス

ファーマ
268.50 慢性閉塞性肺疾患治療薬 呼吸器内科

吸入操作が1回で済む

ため，患者の負担軽減

やコンプライアンス向

上が期待

ビムパット錠
（ラコサミド）

１００ｍｇ 第一三共 352.00 抗てんかん薬 神経内科

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）に

対する抗てんかん薬と

の併用療法

劇）トルツ皮下注80mgオー
トインジェクター

（イキセキズマブ）
80mg

日本イーライ

リリー
146,244.00

ヒト化抗ヒトIL-17A
モノクローナル抗体製剤

皮膚科

適応は，既存治療で効

果不十分な尋常性乾

癬、関節症性乾癬、膿

疱性乾癬、乾癬性紅皮

症である

リルゾール錠50mg「タナベ」

（リルゾール）
25mg 田辺製薬 763.10 筋萎縮性側索硬化症用薬

消化器外科

薬剤部

薬価が半分以下

759.4円安価

ビオスリー錠

（ラクトミン）
1200mg 東亜薬品工業 5.60

整腸剤
〈活性生菌製剤：酪酸菌〉

消化器内科 外来患者の希望にて

劇）ボンビバ錠
（イバンドロン酸ナトリウム水和物）

１００ｍｇ 中外製薬 2,790.00 骨粗鬆症治療薬 消化器内科

経口ビスフォスネート製

剤における効果不十分

症例に使用する目的

ビラノア錠

（ビラスチン）
20mg 大鵬薬品工業 79.70 アレルギー用薬 皮膚科 眠気が一番低い

アルロイドG内用液

（アルギン酸Na）
１０ｍL

カイゲン

ファーマ
17.10 消化性潰瘍用薬 薬剤部

アルクレイン内用液

製造中止のため
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       以上 


