
平成 30 年 10 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 10 月４日（木曜日）の薬事委員会において，下記の採用医薬品 3 品目 4 種類、院外専用薬

品 4 種類 5 品目，が承認されたので報告いたします。10 月 26 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】 

ジベクトロ錠200mg（オキサゾリジノン系合成抗菌剤：ジゾリドリン酸エステル） 

本剤は、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）を適応菌種とし、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、

外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染を適応症とする、1 日 1 回投与の新規オ

キサゾリジノン系抗 MRSA 薬である。 

 本剤の特徴は、高い抗菌活性（in vitro）と良好な組織移行を示し、MRSA 感染あるいはその疑いが

ある皮膚・軟部組織感染症患者を対象にした国内第3相試験において、治癒判定時の臨床的治癒率86.2％、

微生物消失率 93.1％であった。また、医師がシベクトロ点滴静注で投与を開始した後、経口投与に変更

可能であると判断した場合は、同じ用量の錠剤に切り替えることができる。 

投与回数が 1 回で使用しやすい点は、患者負担と医療業務の負担を軽減でき、MRSA 治療の選択肢も増

えることは感染治療に有用であり、当科診療においても有用と考え、形成外科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；ザイボックス） 

メーカー；MSD 薬価；20,801.40 円/錠 （1 箱 6 錠入り包装） 

 

オーグメンチン配合錠 250RS 

（ペニシリン系複合抗生物質製剤：クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物錠） 

市中肺炎診療ガイドラインには、肺炎球菌性肺炎等に対しての治療にアモキシシリン 1,500mg/日以上を

推奨している。また、中耳炎や副鼻腔炎のガイドラインにはそれぞれの疾患に対しての治療にアモキシ

シリン 1 日 25～３５mg/kg（体重 50kg 換算 1,250～1,500mg）を推奨している。その他にも多くの疾患

でペニシリン系薬の高用量投与が推奨されている。当院の抗菌剤適正使用を推進するためにも採用が望

ましく、呼吸器内科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；ユナシン配合錠） 

メーカー；GSK 薬価；31.60 円/錠 （1 箱 30 錠入り包装） 

 

アジレクト錠 0.5ｍｇ，1ｍｇ（選択的 MAO-B 阻害剤：ラサギリン） 

非可逆的かつ選択的なモノアミン酸化酵素 B型（MAO-B）阻害薬。MAO-Bに非可逆的に結合することで、

脳内のドーパミンの分解を抑制し、シナプス間隙中のドーパミン濃度を高めることによってパーキンソ

ン病の症状に効果を発揮する。現在市販されている非可逆的選択的 MAO-B阻害薬であるセレギリン塩酸

塩（エフピーOD錠）と異なり、アンフェタミン骨格を有さないため、覚せい剤原料には該当しないこと



より流通上の規制から外れ、薬剤の管理も軽減される。また、投与回数も 1日 1回であり、患者の負担

が軽減される。今回、神経内科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；エフピＯＤ錠） 

メーカー；武田薬品工業 薬価；512.10 円/0.5ｍg 948.50/1mg （1 箱 100 錠入り包装） 

 

【院外専用薬品】 

アレサガテープ 4mg，8mg 

（経皮吸収型アレルギー性鼻炎治療剤：エメダスチンフマル酸塩） 

本剤の特徴は，抗ヒスタミン薬で初めての貼付薬であり、TDDS（Transdermal Drug Delivery System：経皮薬

物送達システム）技術を用いて開発した全身性のテープ剤で、安定した血中薬物濃度を維持し効果を持続させ

ることが期待されている。本製剤は，アレルギー性鼻炎患者様の QOL の向上に期待できるため，耳鼻咽喉科よ

り院外専用の申請依頼があった。 

備考）用法・用量は，通常成人にはエメダスチンフマル酸塩として 1回 4mgを胸部，上腕部，背部又は腹部の

いずれかに貼付し，24 時間毎に貼り替える。な，症状に応じて 8mg に増量できる。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；久光製薬 薬価；67.50 円/4mg 93.10 円/8mg（1 箱 70 入り包装） 

 

劇）麻）フェントステープ 0.5mg（経皮吸収型持続性疼痛治療薬フェンタニルクエン酸塩） 

本剤は，鎮痛効果の高い合成麻薬のフェンタニルクエン酸塩を、久光の経皮薬物伝送システム（TDDS）技術を

用いてテープ剤として開発した医療用麻薬製剤であり、当院でもよく使用されている。効能・効果は，「中等度か

ら高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛」と「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」がある。現在は１mg 単

位でしか用量調整できないが、0.5mg 製剤を投入することで、低用量の他のオピオイド製剤からの切り替え時の

用量選択や、用量増減時のより細かな用量調整が可能になる。また、オピオイド特有の副作用の低減が期待で

きる。ペインクリニックにて対象患者も存在することもあり，ペインクリニックより院外専用として申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；下記表参照）メーカー；久光製薬 薬価下記（1 箱 5 枚入り包装） 

 

種類 薬価（円） 採用条件 

フェントステープ 0.5mg 11 月発売予定 院外採用のみ 

フェントステープ 1mg 567.7 院内外採用 

フェントステープ 2mg 1056.8 院内外採用 

フェントステープ 4mg 1970.9 院内外採用 

フェントステープ 6mg 2845.8 院内外採用 

フェントステープ 8mg 3677.1 院内外採用 

 

ヒルドイドフォーム 0.3％92g（血行促進・皮膚保湿薬：ヘパリン類似物質） 

当院では、ヒルドイドは後発医薬品に変更され、ヘパリン類似物質スプレー0.3％、泡状スプレーも院

外採用している。泡状スプレーの違いは、使用感（さっぱりしている感触）が違うことより院外専用医

薬品として皮膚科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；ヘパリン類似物質スプレー、クリーム 院外；泡状スプレー） 

メーカー；マルホ 2,042.40 円/92g （22.2/g）（1 箱 10 本入り包装） 



ネイリンカプセル 100mg 

（経口投与爪白癬治療薬：ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物） 

本剤は、20 年ぶりに承認された、経口爪白癬治療薬であり、活性本体のラブコナゾールの水溶性を高

め、私物額的利用率を 100％としたプロドラッグである。食事に関係なく、1 日 1 回 1 カプセルを 12

週間経口投与で 48 週後の完全治癒率 59.8％、菌陰性化率 82.0％、著効率 83.1％，有効率 94.4％を示

し、きわめて有望であるため院外で使用したく、皮膚科より院外採用申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；イトラコナゾール，ラミシール他） 

メーカー；エーザイ 薬価；804.60 円（1 箱 84Cap 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

ジベクトロ錠
（ジゾリドリン酸エステル）

200mg MSD 20,801.40 オキサゾリジノン系合成抗菌剤 形成外科
1日1回投与の新規オキサ
ゾリジノン系抗MRSA薬

オーグメンチン配合錠250RS
（クラブラン酸カリウム/アモキシシ

リン水和物錠）

125mg/
250mg

GSK 31.60 ペニシリン系複合抗生物質製剤 呼吸器内科
ペニシリン系配合抗生剤
（βラクタマーゼ阻害薬）

0.5ｍｇ 512.10

1ｍｇ 948.50

アレサガテープ
（エメダスチンフマル酸塩）

4mg 67.50

アレサガテープ
（エメダスチンフマル酸塩）

8mg 93.10

劇）麻）フェントステープ
（フェンタニルクエン酸塩）

0.5mg 久光製薬 11月発売
経皮吸収型持続性

疼痛治療薬
婦人科

低用量の他のオピオイド
製剤からの切り替え時の
用量選択や、用量増減時
のより細かな用量調整が

可能

ヒルドイドフォーム
（ヘパリン類似物質）

0.3％
92g

マルホ 2,042.40 血行促進・皮膚保湿薬 皮膚科
使用感がさっぱりしている
ヘパリン類似物質泡状ス
プレーが後発医薬品

ネイリンカプセル
（ホスラブコナゾールL-リシンエタノール

付加物）
100mg エーザイ 804.60 経口投与爪白癬治療薬 皮膚科 経口爪白癬治療薬

抗ヒスタミン薬で初めての
貼付薬

アジレクト錠
（ラサギリン）

武田薬品工業 選択的MAO-B阻害剤 神経内科
アンフェタミン骨格を有さ
ないため、覚せい剤原料

には該当しない
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久光製薬
経皮吸収型アレルギー性

鼻炎治療剤
耳鼻咽喉科

 

以上 


