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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 4 月 13 日（木曜日）の薬事委員会において，下記の採用医薬品種 2 品目 2 種類，院外専

用薬品 3 品目 4 種類が承認されたので報告いたします。4 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】 

リンゼス錠 0.25mg（便秘型過敏性腸症候群（IBS-C）治療薬：リナクロチド） 

本剤は，新規作用機序のグアニル酸シクラーゼ C 受容体作動薬である。腸粘膜上皮細胞に発現している

グアニル酸シクラーゼ受容体に局所的に結合し、同受容体を活性化することで腸管分泌及び腸管輸送能

を促進し、加えて内臓痛覚過敏を改善する。 

過敏性腸症候群（IBS）は便秘型、下痢型、混合型、分類不能型 4 つのタイプに分類される。日本消化

器病学会の診療ガイドラインでは、治療は段階的に行うことが推奨されており、便秘型ではまず食事と

生活習慣改善の指導を行い、必要に応じて薬物治療を単剤あるいは併用で行う。本剤の使用上の注意で

も、「食事指導及び生活指導を行った上で、症状の改善が得られない患者に対して本剤の適用を考慮す

ること」とされている。本剤は，ほぼ吸収されずに薬物特性から全身暴露が少なく，安全性に対しても

期待できることより，消化器内科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；トリメブチンマレイン酸塩，ポリカルボフィルカルシウム） 

メーカー；アステラス製薬  92.40 円（1 箱 100 錠入り） 

 

【院外専用薬品】 

劇）イフェクサーSR37.5mg，75mg カプセル 

（セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬（SNRI）：ベンラファキシン） 

イフェクサーSR カプセルは漸増が必要なうつ病・うつ状態の治療薬である。既存の SNRI とは違い，

本剤は低用量でセロトニン作用を，高用量でノルアドレナリン作用を有し，これまでの SSRI と SNRI

を併用していたケースを単剤治療も出来るケースが増え，抗うつ薬に対し治療抵抗性であった症例で有

効であるケースが見られている。今回，2016 年 12 月より投薬期間制限が解除されたこともあり，心療

内科の垣見医師より院外専用薬の申請依頼があった（4 月 18 日から院外で使用したい患者がいること

より事後報告）。 

備考）開始用量は 37.5 mg/日である。これは、国内臨床試験において、開始用量が 75 mg/日の集団で

は高度の有害事象及び投与中止に至った事象の発現割合が高くなる可能性が示唆されたため。イフェク

サーSR カプセル及び主要代謝物の消失半減期（7.6～9.7 時間及び 11.1～12.3 時間）を踏まえ、4 日

間の反復投与で定常状態に達すると考えられている。 

削除医薬品；なし（同効薬；サインバルタ Cap，トレドミン錠） 

メーカー；ファイザー 薬価；157.90円/37.5mg，265.90円/75mg    1箱100錠包装 



 

毒）プラケニル錠 200mg（免疫調整剤：ヒドロキシクロロキン硫酸塩） 

本剤はクロロキン（chloroquine：CQ）とともに、皮膚エリテマトーデス（cutaneous lupus 

erythematosus：CLE）及び SLE に対する世界的な標準的治療薬と位置付けられており、標準的な教

科書や治療ガイドラインで第一選択薬として推奨されている。しかし、本邦では、過去に CQ で高用量

の服用など適切でない使用によるクロロキン網膜症問題が起きて以降、CQ は使用されなくなるととも

に本剤は国内での開発は行われずに、現在に至っている。 

本剤は「医療上の必要性の高い未承認薬･適応外薬検討会議」にて、医療上の必要性が高い薬剤と 

評価され、早期に国内で製造販売承認を取得し、医療現場で使用することができるようなった。 

2012 年 3 月より活動性皮膚病変を有する CLE と診断された日本人患者（SLE 合併患者を含む）を対

象に国内第Ⅲ相試験を実施した。その結果、本剤の安全性に関して最も重要な眼障害（網膜症）のリス

クが非常に少ないとされる用法・用量において、エリテマトーデス患者の活動性皮膚病変及び SLE 患

者の皮膚病変以外の全身症状及び筋骨格系症状に対する改善効果が確認され、忍容性も良好であること

が示された。今回，外来患者にて 4 月 5 日より本剤を使用した意患者がこられたため，腎臓内科の古宮

医師より院外専用薬品として申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；サノフィ 薬価 418.90 円（1 箱 84 錠入り） 

 

モーラスパップXR240mg（経皮鎮痛消炎薬：ケトプロフェン） 

採用薬品は，モーラスパップXR120ｍｇであり，それより倍の大判サイズのパップ剤で唯一「腰痛症」

「関節リウマチにおける関節局所の鎮痛」に効能・効果がある。従来のサイズより2倍の大きさだが，

薬価は1.5倍と患者の経済的負担が少なくなることもあり，整形外科の藤尾医師より院外専用薬品として

申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；モーラステープ・120mgXR，ロキソニンテープ・シップ，セルタッチ，

アドフィールド） 

メーカー；久光製薬 薬価 61.50 円/240mg1 枚（40.20 円/120mg1 枚）（1 箱 7 枚×10 袋入り） 

 

【デバイスの変更（採用薬品）】 

コセンティスク皮下注ペン型に変更（薬価変更なし） 

重症乾癬にコセンティスク皮下注150mgシリンジを採用しているが，在宅自己注射に利便性の高いペ

ン型への切り替えを皮膚科の三谷医師より申請依頼があった。薬価の変更なく，マスター登録のみの変

更となる。（薬価：73,123円 変更なし） 

 

【6月以降の後発医薬品収載の採用について】（予定） 

●ミカルディス錠40mg（アステラス製薬/日本ベーリンガー・インゲルハイム）薬価：115.00円 

後）テルミサルタン錠40mg（第一三共エスファ）⇒オーソライズドジェネリック（AG） 

●バラクルード錠0.5mg（ブリストルマイヤーズ）薬価：1,061.80円 

後）エンテカビルOD錠0.5mg（沢井製薬）⇒唯一の口腔内崩壊錠 

●イミグラン錠50mg（GSK）薬価：763.90円 

後）スマトリプチン錠50mg（アスペン）⇒オーソライズドジェネリック（AG）（薬価：529.80） 



 

平成 29 年 4 月 13 日 

 

医療安全上、特に注意が必要な新医療用配合剤の 

電子カルテ表示名称 変更について 

 

2005 年 3 月 の規 制 緩 和 以 降 、発 売 された医 療 用 配 合 剤 （新 医 療 配 合 剤 ）のうち、 

医療安全上、特に注意が必要な成分「アスピリン」、「メトホルミン」を含有する配合剤について、 

注意喚起のため、電子カルテ表示名称を以下の通り変更する。 

なお、処方箋への印字および既に知られている「バファリン配合錠Ａ３３０」については変更を行わず、 

従来通りとする。 

 

「アスピリンまたはメトホルミン」含有の採用薬 と 変更後の電子カルテ表示名称 

 電子カルテ表示（変更前） 電子カルテ表示（変更後） 

アスピリン含有製剤 アスピリン                                    アスピリン                                    

ｺﾝﾌﾟﾗﾋﾞﾝ配合錠                                ｺﾝﾌﾟﾗﾋﾞﾝ配合錠※ｱｽﾋﾟﾘﾝ含有  

ﾀｹﾙﾀﾞ配合錠                                   ﾀｹﾙﾀﾞ配合錠※ｱｽﾋﾟﾘﾝ含有     

バイアスピリン錠１００ｍｇ                    バイアスピリン錠１００ｍｇ 

バファリン配合錠Ａ３３０                      バファリン配合錠Ａ３３０ 

メトホルミン含有製剤 【糖】イニシンク配合錠 【糖】イニシンク配合錠※ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ含有 

【糖】エクメット配合錠ＨＤ 【糖】エクメット配合錠ＨＤ※ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ含有 

【糖】エクメット配合錠ＬＤ 【糖】エクメット配合錠ＬＤ※ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ含有 

【糖】メタクト配合錠ＬＤ                      【糖】メタクト配合錠ＬＤ※ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ含有  

【糖】メトグルコ錠２５０ｍｇ                  【糖】メトグルコ錠２５０ｍｇ   

【糖】メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇMT｢TE｣  【糖】メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇMT｢TE｣  

【糖】メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇMT｢TE｣  【糖】メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇMT｢TE｣  

 

例）「イニシンク配合錠」の電子カルテ表示、院外処方せん印字 イメージ 

電子カルテ表示 薬品名称の後に「※ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ含有」と表示されます 

① 

② 

院外処方せん印字 従来通り、「【糖】イニシンク配合錠」と印字されます    



薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

リンゼス錠
（リナクロチド）

0.25mg
アステラス

製薬
92.40

便秘型過敏性腸症候群
（IBS-C）治療薬

消化器内科

新規作用機序のグアニ
ル酸シクラーゼC受容
体作動薬。ほぼ吸収さ
れずに薬物特性から全
身暴露が少なく，安全
性に対しても期待

コセンティスク皮下注ペン型
（セクキヌマブ (遺伝子組換え )）

150mg サノフィー 73,123.00
ヒト型抗ヒトイＩＬ-17A

モノクロナール抗体 製剤
皮膚科

在宅自己注射に利
便性の高いペン型
へシリンジより切

り替え

37.5mg 157.90

75mg 265.90

毒）プラケニル錠
（ヒドロキシクロロキン硫酸塩）

200mg サノフィー 50.80 免疫調整剤 腎臓内科

皮膚エリテマトーデス
（CLE）及び全身性エ

リテマトーデス
（SLE） に対する世界
的な標準的治療薬

モーラスパップXR
（ケトプロフェン）

240mg 久光製薬 50.80 経皮鎮痛消炎薬 整形外科

大判サイズパップ剤で
唯一「腰痛症」「関節
リウマチにおける関節
局所の鎮痛」に効能・
効果がある。サイズ2
倍だが，薬価は1.5倍
と患者の経済的負担が

少なくなる
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劇）イフェクサーSRCap

（ベンラファキシン）
ファイザー

セロトニン・ノルアドレナリン
再取り込み阻害薬（SNRI）

心療内科
投薬期間制限が解除さ
れ，外来患者にて使用
したい患者がいる
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