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

品 6 種類 6 品目，が承認されたので報告いたします。7 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。 

 

【採用薬品】 

当帰四逆加呉茱萸生姜湯 38（漢方製剤） 

本剤は、体を温め、熱をつくるのを手助けして、手足など末梢を温めるとともに、体の内部にもはた

らき、冷えによる諸症状を改善する効果があり、末梢の四肢の先端部の冷えに対して効果を示す。成分

は，当帰，桂皮，芍薬，木通，細辛，甘草,呉茱萸，大棗，生姜が調合されている。 

今回，婦人科にて、術後の管理として四肢先端部の冷えに対しての効果に使用したく，婦人科のより

申請依頼があった。前病院にて、術後管理に使用していた漢方薬である。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；ツムラ 薬価；26.75 円/包（2.5g）（1 箱 42 包入り包装：1,123.50 円） 

 

後）エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1.0mL「MA」 

（バイオシミラー：完全ヒト型可溶性 TNFα/LTαレセプター製剤） 

本剤は、国内初のエタネルセプトのバイオ後続品として、関節リウマチおよび若年性特発性関節炎の

患者さんの QOL 向上と、経済的負担の軽減に貢献できると考え、整形外科のより申請依頼があった。 

既存治療で効果不十分な①②関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）と①多関節に活動性を

有する若年性特発性関節炎の適応がある。 

削除医薬品；なし（同効薬；エンブレル皮下注 25mg シリンジ〔院内〕，50mg ペン〔院外〕） 

メーカー；あゆみ製薬 薬価；9,099.00 円/25mg シリンジ，18,190.00 円/50mg ペン  

（各 1 箱 2 本包入り包装） 

備考薬価）15,746 円エンブレル皮下注 25mg シリンジ，31,252 円エンブレル皮下注 50mg ペン 

 

プロセキソール錠 0.5mg（ホルモン製剤：エチニルエストラジオール） 

現在、進行性前立腺癌治療のため複数の患者に使用中である。今回、消化器内科で肝機能加療のため入

院しており持参薬がなくなるため，臨時的な購入依頼と採用申請依頼の両方を泌尿器科より申請依頼があっ

た。 

効能又は効果は、前立腺癌、閉経後の末期乳癌（男性ホルモン療法に抵抗を示す場合）であり、用法及び用

量は、前立腺癌，乳癌には，通常 1 回 1～2 錠を 1 日 3 回経口投与する．ただし，年齢，症状により適宜増減す

る．なお，原体の再評価結果の用法及び用量は，前立腺癌，乳癌にはエチニルエストラジオールとして，通常

成人 1 回 0.05～1.0mg を 1 日 3 回経口投与である． 



削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；あすか製薬 薬価；33.90 円（1 箱 100 錠入り包装） 

 

 

スージャヌ配合錠 

（2型糖尿病治療薬：シタグリプチン 50mg＋イプラグリフロジン 50mg） 

本剤は、DPP-4 阻害薬のシェアは約 7 割といわれており、近年よく使用される SGLT2 阻害薬との配合

剤である。1 日 1 回 1 錠の投与であり、各単剤による併用療法よりも服薬錠数を低減できることから、

服薬アドヒアランスの向上が期待される。今回、糖尿病・代謝・内分泌センターより申請依頼があった。 

ただし、保険適応上の注意は、両薬剤を使用している患者での変更が基本となり、第一選択薬ではな

い。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；アステラス製薬・MSD 薬価；263.80 円（1 箱 100 錠入り包装） 

備考）スーグラ：200.20 円＋ジャヌビア 50mg129.50 円 

 

【院外専用薬品】 

ルトラール2mg錠（経口黄体ホルモン：クロルマジノン酢酸エステル） 

 本剤は，黄体ホルモンの不足やホルモンバランスのくずれで起こるいろいろな症状を改善させるため

に使用する。不正性器出血の止血，消退出血の誘発のために使用する目的で、婦人科より院外専用の申

請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；プロスタール錠，プレマリン錠，ヒスロン H 錠，プロベラ錠，デュファ

ストン錠） 

メーカー；富士製薬 薬価；25.40 円/2mg（1 箱 100 錠入り包装） 

 

ヨクイニンエキス散「コタロー」（漢方製剤 成分：ヨクイニン） 

本剤の効能・効果は，青年性扁平疣贅
ゆうぜい

、尋常性疣贅である。ウイルス性イボの再発予防のため使用する

目的で，婦人科より院外専用の申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；小太郎漢方製薬 薬価；32.20 円/包（2g）（1 箱 42 包入り包装：1,352.40 円） 

 

セキソビット 100mg 錠（排卵誘発剤：シクロフェニル） 

排卵障害の患者でクロミッド錠不適例に対して使用するために、婦人科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；クロミッド（院外専用）） 

メーカー；あすか製薬 薬価；32.40 円（1 箱 120 錠入り包装） 

 

ヤーズフレックス配合錠（子宮内膜症に伴う疼痛改善剤・月経困難症治療剤：ドロスピレノン・エチ

ニルエストラジオール） 

月経困難症に対する低用量ピル長期間連続投与療法に必要なために、婦人科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；ヤーズ配合錠） 

メーカー；バイエル薬品 薬価；275.00 円（1 箱 28 錠×3 入り包装） 



 

オースギ当帰芍薬散料エキス T 錠（漢方製剤） 

粉薬が服用できない患者に当帰芍薬散を処方するために錠剤を希望する。今回婦人科より申請依頼が

あった。 

削除医薬品；なし（同効薬；ツムラ当帰芍薬散） 

メーカー；オオスギ漢方製薬 薬価；3.40 円/錠 20.40 円/包（1 箱 6 錠×84 包入り包装） 

 

ドボベットゲル 15g 

（尋常性乾癬治療剤：カルシポトリオール水和物 / ベタメタゾンジプロピオン酸エステル） 

本剤は、活性型ビタミン D3 とステロイドを含んだ配合外用薬であり、尋常性乾癬を効能・効果として承認され

た。展延性にまさるゲル製剤は、軟膏では使用できない好発部位の一つとされる頭部の有毛部位以外にも広範

囲に塗布しやすい剤形であることより、利便性の向上とアドヒアランスの改善が期待されており、皮膚科より院外

専用薬品として申請依頼があった。 

注意事項）通常、1 日 1 回、患部に適量塗布できるが、1 週間に 90g を超える使用は行わないこと 

削除医薬品；なし（同効薬；ドボネックス軟膏（院外）） 

メーカー；協和発酵キリン 薬価；247.50 円/g 3,712.50 円/本（1 箱 1 本入り包装） 

 

 

薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

当帰四逆加呉茱萸生姜湯
38

2.5g ツムラ 26.75 漢方製剤 婦人科
術後の管理として四肢先
端部の冷えに対しての効

果に期待して使用

① エタネルセプトBS 「MA」

皮下注

50mg ペ
ン1.0mL

あゆみ製薬 18,190.00
完全ヒト型可溶性

TNFα/LTαレセプター製剤

エタネルセプトのバイオ後

続品であり、在宅自己注
射ができる製剤

プロセキソール錠
（エチニルエストラジオール）

0.5ｍｇ あすか製薬 33.90 ホルモン製剤 泌尿器科
進行性前立腺癌治療の

ため複数の患者に使用中

スージャヌ配合錠
（シタグリプチン50mg

＋イプラグリフロジン50mg）
配合薬 MSD 263.80 2型糖尿病治療薬

糖尿病・代謝・

内分泌セン
ター

服薬錠数を低減できるこ

とから、服薬アドヒアランス
の向上が期待される
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ルトラール錠
（クロルマジノン酢酸エステル）

2mg 富士製薬 25.40 経口黄体ホルモン 整形外科
不正性器出血の止血，消
退出血の誘発のために使

用する目的

ヨクイニンエキス散「コタロー」
（ヨクイニン）

５ｍｇ
小太郎

漢方製薬 32.20 漢方製剤 婦人科

青年性扁平疣贅，尋常性
疣贅の効果を持ち、ウイ
ルス性イボの再発予防の

ため使用する目的

セキソビット錠
（：シクロフェニル）

100mg あすか製薬 32.40 排卵誘発剤 婦人科
排卵障害の患者でクロミッ
ド錠不適例に対して使用

ヤーズフレックス配合錠
（ドロスピレノン・

エチニルエストラジオール）
５ｍｇ バイエル薬品 275.00

子宮内膜症に伴う疼痛改善剤・
月経困難症治療剤：

婦人科
月経困難症に対する低用
量ピル長期間連続投与

療法に必要

オースギ当帰芍薬散料エキスT錠 配合錠
オオスギ
漢方製薬 20.40 漢方製剤 婦人科

粉薬が服用できない患者
に当帰芍薬散を処方する

ために錠剤を希望

ドボベットゲル
（カルシポトリオール水和物

/ ベタメタゾンジプロピオン酸エステル）
１５ｇ

協和発酵
キリン

247.50 尋常性乾癬治療剤 皮膚科

延性にまさるゲル製剤
は、軟膏では使用できな
い好発部位の一つとされ
る頭部の有毛部位以外に
も広範囲に塗布しやすい

【院外専用医薬品】

関西電力病院　薬剤部  

以上 


