
平成 31 年 4 月 12 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 31 年 4 月 11 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 6 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。4 月 24 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】 

タリージェ錠 5mg，10mg，15mg  

（末梢性神経障害性疼痛治療薬：ミロガバリンベシル酸塩） 

本剤は、電位依存性カルシウムチャネル α2δ-1 サブユニットに強力かつ持続的に結合し鎮痛効果を発

揮する、国産・新規の末梢性神経障害性疼痛（PNP）治療剤である。日本を含むアジアにおいて実施し

た糖尿病性末梢神経障害性疼痛（DPNP）患者を対象とした第 3 相臨床試験および帯状疱疹後神経痛

（PHN）患者を対象とした第 3 相臨床試験の結果に基づき、52 週にわたり鎮痛効果が維持されたこと

が確認された。 

1. 同種同効薬のリリカは鎮痛効果を得るために薬剤を増量した場合、治療継続が困難になる例が多く

散見される。 

2. 中枢神経系障害への関与が示唆される α2δ-2 サブユニットに比べて鎮痛効果に関与する α2δ-1 サブ

ユニットに持続適に結合するため、増量の効果が期待できる。 

3. 長期試験では、8 割の患者で 30mg まで増量が認められたことはリリカとの違いである。 

脊椎外科・手外科・整形外科、緩和の観点から麻酔科より申請依頼があった。4 月中旬発売の新薬で疼

痛緩和の観点から待ち望んでいることより、検討し採用することにした。 

備考）通常、成人には、ミロガバリンとして初期用量 1 回 5mg を 1 日 2 回経口投与し、その後 1 回用

量として 5mg ずつ 1 週間以上の間隔をあけて漸増し、1 回 15mg を 1 日 2 回経口投与する。なお、年

齢、症状により 1 回 10mg から 15mg の範囲で適宜増減し、1 日 2 回投与する。 

 

削除医薬品；なし（同効薬；リリカ 25mg、75mg、150mg） 

メーカー；第一三共 薬価； 107.70 円/5mg，148.70 円/10mg，179.60 円/15mg 

（1 箱 100 錠入り包装） 



 

劇）レボレード錠 25mg 

（経口造血刺激薬/トロンボポエチン受容体作動薬：エルトロンボパグ） 

本剤は、採用されているが 12.5mg の規格しかない。適応症は、慢性特発性血小板減少性紫斑病であ

り、2017 年 8 月より再生不良性貧血が適応追加となった。適応追加に伴い、既存治療で効果不十分な

場合、エルトロンボパグとして初回投与量 25mg を 1 日 1 回から開始するが、患者の状態に応じて適宜

増減することが可能であり、現在も 1 日最大投与量は 100mg を投与している患者もいることより、

12.5mg8 錠から 25mg4 錠に患者の服薬負担が減少することもあり、血液内科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；レボレード 12.5mg） 

メーカー；ノバルティスファーマ 薬価； 4,912.00 円/25mg，2,493.40/12.5mg 

（1 箱 70 錠入り包装） 

 

モビコール配合内用剤（慢性便秘症治療薬：ポリエチレングリコール） 

本剤は、既に海外で承認されており、慢性便秘症の治療薬として豊富な使用実績を有している。海外

のガイドラインでは、小児・成人の慢性便秘症に対し、主成分であるポリエチレングリコール製剤の使

用が推奨されており、日本国内の学会から小児慢性便秘症に対する開発要望があり、小児および成人の

慢性便秘症を適応として開発された。本邦では、小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン（2013 年）

および慢性便秘症診療ガイドライン（2017 年）に、ポリエチレングリコール製剤の記載が存在する。

慢性便秘症に対する治療の選択肢が増えている中、酸化マグネシウムには高齢者の高 Mg 血症が問題に

なり、刺激性下剤では安全性、長期使用に課題がある。本字は、主成分ポリエチレングリコールの浸透

圧効果により、腸管内の水分量を増加させ、その結果、便中水分量が増加、便が軟化、便容積が増大す

ることで、生理的に大腸の蠕動に運動が活発化し、排便が促されることを期待した薬剤である。また、

水に溶解して服用するため、適切な硬さの便がみられるまで適宜増減が可能なことも特徴である。高齢

者の慢性便秘症治療の選択肢として期待されているので、消化器･胆肝膵内科より申請依頼があった。 

備考）2019 年 11 月末日までは、投薬期間は 1 回 14 日分を限度とされている。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；持田製薬 薬価； 83.90 円/包（1 箱 100 包入り包装） 

 

劇）アセトアミノフェン錠 500mg「マルイシ」（解熱鎮痛薬：アセトアミノフェン） 

当院で採用しているアセトアミノフェン 500mg 錠はカロナール 500mg 錠であるが、錠剤の大きさが

服用しづらいぐらい大きく、緩和医療が対象となる患者さまでは内服困難な患者もおり、剤形の大きさ

が問題視されている。今回、アセトアミノフェン錠を発売する製薬メーカーにおいて、剤形の大きさに

工夫を加え、小型化されているものがあり服薬困難の軽減に期待ができるため、緩和医療内科の梶山医

師より採用薬品の変更として申請依頼があった。 

削除医薬品；カロナール錠 500mg を院外専用薬品に変更（同効薬；カロナール 500mg、200mg） 

メーカー；丸石製薬 薬価； 9.20 円（1 箱 100 錠入り包装） 

 

【院外専用医薬品】 

タリージェ錠 2.5mg（末梢性神経障害性疼痛治療薬：ミロガバリンベシル酸塩） 

院内採用と同時に院外においても必要であり、外来通院患者の疼痛緩和に関しては、より低用量から



慎重に用量調節が望まれることより、麻酔科の田中医師より院外専用申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；リリカ 25mg、75mg、150mg） 

メーカー；第一三共 薬価； 78.00 円/2.5mg（1 箱 100 錠入り包装） 

薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

5mg 107.70

10mg 148.70

15mg 179.60

劇）レボレード錠
（エルトロンボパグ） 25mg

ﾉバルティス
ファーマ

4,912.00
経口造血刺激薬/

トロンボポエチン受容体作動薬
血液内科

1日最大投与量は100mg
を投与している患者もいる
ことより、12.5mg8錠から

25mg4錠に患者の服薬負
担が減少する

モビコール配合内用剤
（ポリエチレングリコール）

1包 持田製薬 83.90 慢性便秘症治療薬
消化器･

胆肝膵内科

1包（6.8523g）中

　マクロゴール4000　　　　6.5625g

　塩化ナトリウム　　　　　0.1754g

　炭酸水素ナトリウム　　　0.0893g

　塩化カリウム　　　　　　0.0251g

劇）アセトアミノフェン錠「マルイシ」
（アセトアミノフェン）

500mg 布像薬品工業 9.20 解熱鎮痛薬 緩和医療科
小型化されているものが
あり、服薬困難の軽減に

期待

タリージェ錠，，
（ミロガバリンベシル酸塩） 2.5mg 第一三共 78.00 末梢性神経障害性疼痛治療薬

脊椎外科・手
外科・整形外

科

麻酔科

外来通院患者の疼痛緩
和に関しては、より低用量
から慎重に用量調節が望

まれることより

【院外専用医薬品】

関西電力病院　薬剤部

4月　　薬事委員会　　資料
【新規採用医薬品】

タリージェ錠，，
（ミロガバリンベシル酸塩） 第一三共 末梢性神経障害性疼痛治療薬

脊椎外科・手
外科・整形外

科

麻酔科

電位依存性カルシウム
チャネルα2δ-1 サブユ
ニットに強力かつ持続的
に結合し鎮痛効果を発揮
する、国産・新規の末梢

性神経障害性疼痛
（PNP）治療剤

 

 

 以上 


