
平成 30 年 6 月 5 日 

 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 30 年 6 月 4 日（月曜日）の薬事小委員会において，下記の採用医薬品 5 品目 7 種類、院外専用

薬品 4 種類 6 品目，が承認されたので報告いたします。6 月 27 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。 

オキシコンチン錠からオキシコンチン錠ＴＲへの切り替えは、随時実行しますが、院内の切り替えに

あわせてマスター変更しますが、当分の間は、院外処方にて「錠からＴＲ錠へ」「ＴＲ錠から錠へ」の

お互いの変更を認めますが、規格違いは認めません。あらかじめ、患者様への説明を実施して了解を得

てから、院外処方箋（上記変更に対しての疑義）の疑義照会にて「すべて薬剤部に問い合わせ下さい」。 

 

【採用薬品】 

グーフィス錠 5mg（胆汁酸トランスポーター阻害剤：エロビキシバット） 
本剤は、回腸末端部の上皮細胞に発現している胆汁酸トランスポーター（ⅠBAT）を阻害し、胆汁酸

の再吸収を抑制することで、大腸管腔内に流入する胆汁酸の量を増加させる。胆汁酸は、大腸管腔内に

水分を分泌させ、さらに消化管運動を促進させるため（Dual action）、エロビキシバットの便秘治療効

果が発現する。投与方法は 10mg を 1 日 1 回食前経口投与であり、用量の適宜増減（最高用量 15mg/

日）が可能である。既存の慢性便秘治療薬アミティーザが効果不十分の場合に増量できないが、本剤は

増量も可能であり用量調節にも優れている。今回，消化器内科より申請依頼があった。 

備考） 

効能又は効果は、慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く） 

用法及び用量は、通常、成人にはエロビキシバットとして 10mg を 1 日 1 回食前に経口投与する。なお、

症状により適宜増減するが、最高用量は 1 日 15mg とする。用法・用量は，通常、成人にはサリルマブ

（遺伝子組換え）として 1 回 200mg を 2 週間隔で皮下投与する。なお、患者の状態により 1 回 150mg 

に減量すること。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；持田製薬 薬価；105.80 円/5mg（1 箱 100 錠入り包装） 

 

劇）オゼンピック注 2mg（2 型糖尿病治療薬：セマグルチド） 

本剤は、新規の週 1 回投与の持続性 GLP-1 受容体作動薬であり、唯一既に心血管イベントの抑制の

エビデンスを持つ。用法・用量は「週 1 回 0.25mg から開始し、4 週間皮下注射した後、週 1 回 0.5mg

に増量し、維持用量とする。なお患者の状態によって適宜増減するが、週 1 回 0.5mg を 4 週間以上投

与しても効果不十分な場合は週 1 回 1.0mg まで増量可」となっている。 

GLP-1 受容体作動薬の週１回製剤には現在、トルリシティ皮下注（同デュラグルチド（遺伝子組換え））

とビデュリオン皮下注用（エキセナチド）があり、本剤は３剤目となる。 

3 ヶ月ルールを逸脱するが、当院の治験薬で継続的使用目的もあり，糖尿病・代謝・内分泌センター



より申請依頼があった。 

貯法：凍結を避け、2～8℃に遮光して保存する。 

削除医薬品；なし（同効薬；文書内に記載有） 

メーカー；ノボ・ノルディスクファーマ 薬価；未収載 円（1 箱 2 本入り包装） 

 

麻）劇）オキシコンチンTR錠5mg,10mg,20mg 

（持続性癌性疼痛治療薬：オキシコドン塩酸塩水和物） 

がん性疼痛治療において、オピオイド鎮痛薬は重要な役割を果たしており、近年では、地域包括 

ケアの進展により在宅医療の重要性も高まっていることから、オピオイド鎮痛薬の適正使用がこれ 

まで以上に求められることが予想され、当院でも多くの患者に処方されている。米国においては2013 年以

降、米国食品医薬品局（FDA）が乱用防止特性を持つ薬剤の使用を推奨され、本剤はオキシコンチン錠を

改良し、錠剤の硬度を高くすることで粉末まで砕くことが困難であるとともに、水を含むとゲル化する

特徴を有している。現在、8月末日までの製造で、オキシコンチンがすべてTRに変更することもあり、

緩和医療内科より申請依頼があった。 

削除医薬品；オキシコンチン錠 5mg、20mg,40mg を中止薬ヒントする（同効薬：なし）  

メーカー；塩野義製薬 錠剤と TR 錠は同じ薬価；134.70/5mg，251.80 円/10mg，468.80 円/20mg（各

1 箱 100 錠入り包装） 

 

オンブレス吸入カプセル 150μg 

（長時間作用性吸入気管支拡張薬：インダカテロールマレイン酸塩） 

外来にて継続処方されている薬剤であり、入院中も継続する患者が多く、毎月、臨時申請書が各科か

ら申請されることより呼吸器内科より採用申請依頼を提出していただいた。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；ノバルティスファーマ 薬価；（143.20 円/Cap）（1 箱 14Cap 包装） 

 

劇）イクスタンジ錠 80ｍｇ（前立腺癌治療薬：エンザルタミド） 

本剤は、去勢抵抗性前立腺癌の効能・効果で 40mg カプセルが採用されており、錠剤に変更したいが、使用

患者がいないためカプセルのままである。用法用量は、通常は、160mg を投与することより、40mg から 80mg へ

変更することが望ましい。 

この度、剤形追加が 2018 年 2 月 23 日付け公表され、大阪泌尿器科のレセプト審査は厳格であり、120mg の

場合においても、80mgと 40mgの組合せで使用しないと返礼されることもあり、（一社）大阪泌尿器科臨床医会ホ

ームページには、大阪社保・国保審査委員名で厚生労働省の指導の通り、「高含有規格を有する製剤は、薬価

の安い規格を含む必要がある」と公表された。剤形追加より外来患者の服用性向上と経済性を目的に 80mg が

発売された。使用状況を確認して、直ぐに採用・対応の必要性があり、泌尿器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；アステラス製薬 薬価；（未収載 円/80ｍｇ2,354.10 円/40ｍｇ）（1 箱 28 錠包装） 

 

【院外専用薬品】 

劇）オルミエント 4mg 錠（ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤：バリシチニブ） 

 本剤は，既存の治療で効果不十分な関節リウマチで適応を取得しているので、従来の csDMARDs や



bDMARDs 等で検査値や自覚症状の改善がみられない症例に対して効果が期待できる可能性がある。

EULAR レコメンデーションにおいても，メトトレキサート（MTX）または他の csDMARD 後に、Phase

Ⅱで使用する薬剤として推奨されている。 

先行品のゼルヤンツ錠と比べて 1 日 2 回経口投与，肝代謝，ヤヌスキナーゼ（JAK）1.3 阻害が主で

あり，適応に「関節の構造的損傷の防止を含まない」の記載があるが，本剤は，1 日 1 回経口投与，腎

排泄，ヤヌスキナーゼ（JAK）1.2 阻害が主であり，適応に「関節の構造的損傷の防止を含む」と患者

の病態により利便性が優れル場合があり，院外専用薬品として整形外科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；ゼルヤンツ 5mg 錠） 

メーカー；日本イーライリリー 薬価；5,223.00 円/20mg（1 箱 30 錠入り包装） 

 

ルセフィ 5mg 錠（2 型糖尿病治療薬：ルセオグリフロジン） 

 本剤は、SGLT2 阻害剤であり、採用薬品は 2.5mg のみであり、院外の患者様で 5mg 使用

する患者も増えており、患者への経済的負担も考慮し、糖尿病代謝内分泌センターより院外専

用での申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；ルセフィ 2.5mg 錠） 

メーカー；大正富山 薬価；283.50 円/5mg （189.00 円/2.5mg）（1 箱 100 錠入り包装） 

 

タフィンラーＣａｐ50ｍｇ，75ｍｇ（抗悪性腫瘍薬〔BRAF阻害薬〕：ダブラフェニブ） 

本剤は、BRAF 阻害作用を持った薬剤で BRAF 遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫および BRAF

遺伝子変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺がんに対して MEK 阻害薬であるトラメチニブとの併

用より、悪性黒色腫においては生存期間の延長を認め、非小細胞肺がんにおいては腫瘍縮小効果が得られて

いる薬剤であり、悪性黒色腫および非小細胞肺がん治療の治療戦略に付け加えられる薬剤であり、当院でも早

期の使用が望ましく、腫瘍内科より院外専用の依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；ノバルティスファーマ 薬価；（4,860.60 円/50ｍｇ，7,156.50 円/75ｍｇ） 

（各 1 箱 28Cap 包装） 

 

メキニスト錠0.5ｍｇ，2ｍｇ（抗悪性腫瘍薬〔MEK阻害薬〕：トラメチニブ） 

本剤は、MEK 阻害作用を持った薬剤で BRAF 遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫および BRAF

遺伝子変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺がんに対して BRAF 阻害薬のダブラフェニブとの併

用により悪性黒色腫においては生存期間の延長を認め、非小細胞肺がんにおいては腫瘍縮小効果が得られて

いる薬剤であり、悪性黒色腫および非小細胞肺がん治療の治療腺ラクに付け加えられる薬剤であり、当院でも

早期の使用が望ましく、腫瘍内科より院外専用の依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；ノバルティスファーマ 薬価；（7,731.70 円/0.5ｍｇ，29,021.00 円/2ｍｇ） 

（各 1 箱 7 錠プラスチック包装） 

 

 

【採用薬品から院外専用薬品へ】 

1. バルトレックス課粒 50％⇒院外専用医薬品に変更 



2. アクトネル 2.5mg 錠⇒院外専用医薬品に変更。 

3. ジスロマック小児用細粒⇒院外専用医薬品に変更（耳鼻咽喉科で使用予定）。 

4. セルテクト錠 30mg が 8 月末日で販売中止により⇒中止薬品（削除）とする。 

 

 

薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

グーフィス錠

（エロビキシバット）
5mg 持田製薬 105.80

胆汁酸トランスポーター

阻害剤
薬剤部

胆汁酸の再吸収を抑制

することで、大腸管腔
内に流入する胆汁酸の

量を増加させ消化管運
動を促進させる

劇）オゼンピック注
（セマグルチド）

2mg
ノボ・ノルディス

クファーマ
未収載 2型糖尿病治療薬

糖尿病・代
謝・内分泌セ

ンター

GLP-1受容体作動薬の
週１回製剤

5mg 134.7

１0mg 251.80

20mg 468.80

オンブレス吸入カプセル
（インダカテロールマレイン酸塩） 150μg

ノバルティス
ファーマ

143.20
長時間作用性

吸入気管支拡張薬
呼吸器内科

入院持参する
患者が多い吸入

気管支拡張薬

劇）イクスタンジ錠
（エンザルタミド）

80ｍｇ アステラス製薬 未収載 前立腺癌治療薬 泌尿器科

大阪社保・国保審査委

員の指摘より「高含有
規格を有する製剤は、

薬価の安い規格を含む
必要がある」

劇）オルミエント錠
（バリシチニブ）

４ｍｇ
日本イーライ

リリー
5,223.00 ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤 整形外科

既存の治療で効果不十

分な関節リウマチで適

応

ルセフィ錠

（ルセオグリフロジン）
５ｍｇ 大正富山 283.50 2型糖尿病治療薬

糖尿病・代

謝・内分泌セ
ンター

患者によっては2.5ｍｇ

の倍の5ｍｇ使用する場
合も多い

50ｍｇ 4,860.60

75ｍｇ 7,156.50

0.5ｍｇ 7,731.70

2ｍｇ 29,021.00

関西電力病院　薬剤部
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【新規採用医薬品】

メキニスト錠

（トラメチニブ）

ノバルティス

ファーマ
抗悪性腫瘍薬〔MEK阻害薬〕 腫瘍内科

【院外専用医薬品】

持続性癌性疼痛治療薬
緩和医療

内科
塩野義製薬

麻）劇）オキシコンチンTR錠

（オキシコドン塩酸塩水和物）
乱用防止の特性を

持つ薬剤

ノバルティス
ファーマ

タフィンラーＣａｐ
（ダブラフェニブ）

抗悪性腫瘍薬〔BRAF阻害薬〕 腫瘍内科
有する根治切除不能な
悪性黒色腫およびBRAF

遺伝子変異を有する切除
不能な進行・再発の非小

細胞肺がんに対してMEK
阻害薬であるトラメチニブ

との併用で効果を示す

  

 

以上 


