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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 31 年 3 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 3 品目 3 種類、採用薬品

での変更医薬品 1 品目 1 種類、院外専用薬品 1 種類 1 品目が承認されたので報告いたします。3 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。 

 

【採用薬品】 

アミティーザカプセル 12μg（慢性便秘症治療薬：ルビプロストン） 

本剤は、慢性便秘症治療の作用機序としてClC-2 クロライドチャネルを活性化することにより腸管内の水分分

泌を促し、自然な排便を促す薬剤である。『慢性便秘症診療ガイドライン 2017』では、アミティーザを含む上皮機

能変容薬は、推奨の強さ 1（合意率 98%）、エビデンスレベル A と高い評価を得ている。 

現在採用薬は、24μg であるが、高齢者等には効果増強による下痢の問題等もあり、今回 12μg の規格が追加

され、特に高齢の慢性便秘症患者さんへ長期投与する際に用量調整がしやすくなり、副作用の軽減ならびに服

薬アドヒアランスの向上に対する寄与が期待されている。消化器内科より 12μg を採用医薬品とし、24μｇは院

外専用薬品として変更する申請があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；アミティーザカプセル 24μg⇒院外専用薬品に変更） 

メーカー；マイラン EPD 薬価；61.50 円（123.00 円/24μg） （1 箱 100 カプセル入り包装） 

 

ルパフィン 10mg 錠（アレルギー性疾患治療剤：ルパタジンフマル酸塩） 

外来での使用例も増え、安価で服用回数も 1 日 1 回と簡便である。また、必要に応じて増量も可能であり、鼻

副鼻腔の術後の使用に有効と考え、耳鼻咽喉科より申請依頼があった。 

備考：効能・効果は、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

痒である。用法・用量は、通常、12 歳以上の小児及び成人にはルパタジンとして 1 回 10mg を 1 日 1

回経口投与する。なお、症状に応じて、ルパタジンとして 1 回 20mg に増量できる。 

相互作用：グレープフルーツジュース、エリスロマイシン、ケトコナゾール、空腹時投与で血中濃度上

昇より併用に注意すること。 

削除医薬品；なし（同効薬；治療薬ハンドブック 2017 薬剤選択と処方のポイント下記参照） 

メーカー；田辺三菱製薬 薬価；67.50 円 （1 箱 100 錠入り包装） 



 

 

ダフクリア錠 200mg（感染性腸炎治療薬：フィダキソマイシン） 

本剤の適応菌種はクロストリジウム・ディフィシル（以下、CD）に起因する感染性腸炎に用いる。

CD 感染症は下痢、発熱、腹痛等の臨床症状を呈し、また再発率が高いなど治療上の課題が尊大氏、新

たな治療薬の選択肢が求められる。本剤は、細菌 RNA ポリメラーゼ阻害作用を有する新規クラスの抗

菌薬である。抗菌スペクトルが狭いため、正常な腸内細菌叢を攪乱しにくく、C. difficile に対して抗菌

作用を示し、また、芽胞形成及び Toxin 産生を阻害するという特性を持っている。国内ではメトロニダ

ゾール、バンコマイシンといった治療薬があるが、近年は感受性が低下しているとの報告があり、新た

な治療選択肢が求められていた。2018 年 10 月発表の「C. difficile 感染症臨床ガイドライン」のフロー

茶と賭して銃症例では第 2 選択薬、再発例及び軟治例ではそれぞれ第 1 選択薬として記載されている。

用事購入薬品、ICT]届出抗菌薬として使用状況を確認しながら使用していくため、ICT より申請依頼が

あった。 

 備考）通常、成人にはフィダキソマイシンとして 1 回 200mg を 1 日 2 回経口投与する。 

(1)本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認すること。 

(2)本剤の投与期間は原則として 10 日間であり、この期間を超えて使用する場合、ベネフィット・リス

クを考慮して投与の継続を慎重に判断すること。 

削除医薬品；なし（同効薬；メトロニダゾール、バンコマイシン） 

メーカー；アステラス製薬 薬価；3,943.80 円（1 箱 20 錠入り包装） 

 

【採用薬品の変更の案内】 

ラグノス NF 経口ゼリー分包 12g 

（生理的腸管機能改善剤・高アンモニア血症用剤：ラクツロース） 

現在の採用薬品は、ラグノスゼリー分包 16.05g であり、効能・効果が「生理的腸管機能改善剤・高アンモニア

血症用剤として高アンモニア血症に伴う下記症候の改善（精神神経障害、手指振戦、脳波異常）、産婦人科術

後の排ガス・排便の促進のみであった。本剤は、上記の疾患にプラス慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除

く）の適応が追加され、慢性便秘症に対する新たな治療選択肢として期待されており、消化器内科の了承



を取り、変更に至った。 

備考）用法・用量：通常、成人には本剤 24 g（本剤 2 包）を 1 日 2 回経口投与する。症状により適宜増減する

が、1 日最高用量は 72 g（ 本剤 6 包）までとする。 

削除医薬品；ラグノスゼリー分包 16.05g（同効薬；ラクツロース Syr） 

メーカー；三和化学 薬価；48.20 円/包 （1 箱 84 包入り包装） 

 

【院外専用医薬品】 

エイベリス点眼液 0.002％2.5mL 

（緑内障・高眼圧症治療剤：オミデネパグ イソプロピル） 

本剤は、緑内障・高眼圧症の治療を目的として、参天製薬と宇部興産が開発した点眼液であ

る。本剤は眼圧下降効果においてラタノプロスト点眼液 0.005％に対する非劣性が検証されて

おり、世界初の選択的 EP2 受容体作用薬で、眼圧下降作用を示す新規作用機序の化合物であ

る。FP 受容体作動薬、β遮断薬に特徴的な副作用の懸念が無く、既存の治療薬に抵抗性を示

す症例への選択肢なりうることより、院外専用医薬品として使用目的で眼科より申請依頼があ

った。  

備考）用法用量は、1 回 1 滴、1 日 1 回点眼する。貯法は、気密容器、遮光、2～8℃保存。  

削除医薬品；なし（同効薬；キサラタン点眼液、ミケラン点眼駅など） 

メーカー；参天製薬 薬価；2,363.25 円（945.30 円 /mL） （1 箱 5 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

アミティーザカプセル
（ルビプロストン）

12μg マイランEPD 61.50 慢性便秘症治療薬 消化器内科

齢の慢性便秘症患者さん
へ長期投与する際に用量
調整がしやすくなり、副作
用（下痢）の軽減ならびに
服薬アドヒアランスの向上
に対する寄与が期待

ルパフィン錠
（ルパタジンフマル酸塩）

10mg 田辺三菱製薬 67.50 アレルギー性疾患治療剤 耳鼻咽喉科

来での使用例も増え、安
価で服用回数も1日1回と
簡便で、鼻副鼻腔の術後

の使用に有効

タフクリア錠
（フィダキソマイシン）

200mg アステラス製薬 3,943.80 感染性（CD）腸炎治療薬
ICT

（外科）

適応菌種はクロストリジウ
ム・ディフィシル（以下、
CD）に起因する感染性腸

炎に用いる

ラグノスNF経口ゼリー分包
（ラクツロース）

12g
/包

三和化学 48.20
生理的腸管機能改善剤
・高アンモニア血症用剤：

薬剤部
消化器内科

了承

慢性便秘症（器質的疾患
による便秘を除く）の適応

が追加された

エイベリス点眼液
（オミデネパグ　イソプロピル）

0.002％
2.5mL

参天製薬 2,363.25 緑内障・高眼圧症治療剤 眼科

世界初の選択的EP2受容
体作用薬で、眼圧下降作
用を示す新規作用機序の

化合物である

3月　　薬事委員会　　資料
【新規採用医薬品】

【院内採用変更医薬品】

【院外専用医薬品】

関西電力病院　薬剤部  

 

 以上 


