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 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 

2019 年 8 月 5 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、院外専用薬

品 4 種類 4 品目、製造中止に伴う採用薬品の変更 1 種類、1 品目が承認されたので報告いたします。8

月 28 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。 

 

【採用医薬品】 

劇）エムラクリーム 5g（外用局所麻酔剤：リドカイン, プロピトカイン） 

 透析時の穿刺の痛みを緩和する目的で使用。従来のペンレス、リドカインテープなどより疼痛軽減効

果が強いとされている。他院でエムラクリームを使用していた患者が入院した際に使用したく、腎臓内

科より申請依頼があった。ほとんど院内の処置に使用するとは思いますが、お知らせいたします。 

削除医薬品；なし（同効薬；ペンレス、リドカインテープ） 

メーカー；佐藤製薬 薬価； 935.00 円 1 箱 5 本入り包装 

 

劇）ゾスパタ錠 40mg（抗悪性腫瘍剤（FLT3 阻害剤）：ギルテリチニブフマル酸塩） 
急性骨髄性白血病の中で、FLT3 遺伝子の変異は 40％で認められ、かなりの強度の予後不良因子とな

っている。FLT3－ITD（－）VS FLT3－ITD（＋）PFS では 41％VS16％、OS42％VS15％と

FLT3mutation 陽性の AML においる再燃、再発例は化学療法抵抗性であることが多く極端に予後が悪

い。そのため FLT3 に対する分子標的薬が治療選択肢と上げられ、これまで他領域の悪性腫瘍で適応が

認められているチロシンキナーゼの中でも FLT3の阻害効果が高いものが保険適応外にて使用されてい

ることも他院ではしばしばあった。昨年末に FLT3 をターゲットにした白血病治療薬（ギルテキチニブ

が発売された・今回投薬適応患者がいるため、臨時購入で使用したく、血液内科より申請依頼があった。

8 月初旬に使用したい。 

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； 19,409.10 円 1 箱 42 錠入り包装 

 

ミネプロ錠 1.25 ㎎（選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー：エサキセレノン） 

本剤は、本態性高血圧症の適応症があり、従来の K 保持性利尿薬とは異なり、非ステロイド型でホル

モンへの影響は少なく、半減期も 18 時間と長いため、24 時間にわたる強い降圧効果が期待できる。難

治性高血圧症の中にアルドステロン関連性高血圧に加え、非アルドステロン依存性高血圧があり、ミネ

ラルコルチコイド受容体を直接ブロックすることで、JSH2019 で求められる降圧レベルに達する患者

が増え、心血管イベント抑制が期待でき、患者のメリットは大きい。また、腎機能低下例や DM 性腎臓

合併症にも期待でき、循環器内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；第一三共 薬価； 46.90 円 1 箱 100 錠入り包装 



【院外専用医薬品】 

アラミスト点鼻液 27.5μg120 噴霧用 

（定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療薬：フルチカゾンフランカルボン酸エステル） 

本剤は、噴霧回数が 2 倍になることから、患者さんの利便性の向上が期待できる。デバイスの大きさも同じな

ため、省スペースの面からも有用と考え、耳鼻咽喉科より院外専用申請があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；アラミスト 27.5μg56 噴霧用） 

メーカー；GSK 薬価；3,958.10 円/キット （1 箱 1 キット入り包装） 

 

ピートル顆粒分包 250mg（高リン血症治療薬：スクロオキシ水酸化鉄） 

現在、ピートルチュアブルを採用していたが、剤形が飲みにくいため顆粒分包が発売されている。顆

粒分包の方が市場シェアも大きくなっており鉄含有のリン吸着薬として、チュアブルからの変更を希望

し、腎臓内科より申請依頼があった。 

削除医薬品；ピートルチュアブルとの切り替え（同効薬；） 

メーカー；キッセイ薬品 薬価； 176.10 円 1 箱 84 包入り包装 

 

イノラス配合経腸用液 187.5mL(300kcal)（たん白アミノ酸製剤） 

 従来の経口経腸栄養剤に比べて、1mL あたりのカロリーが（1.6kCal）高く、高蛋白であるため、水

分制限を必要とする食欲が低下した患者に対する経腸栄養補助剤として有効と考える。また、透析患者

に不足しがちなカルニチンなどの微量元素も含まれるため、微量元素欠乏症の加療にも治療可能であり

在宅で使用したく、腎臓内科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；エンシュアリキッド H） 

メーカー；大塚製薬 薬価；468.00 円/300mL/パウチ （1 箱 24 パウチ入り包装） 

 

ミネプロ錠 2.5 ㎎（選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー：エサキセレノン） 

本剤は、本態性高血圧症の適応症があり、従来の K 保持性利尿薬とは異なり、非ステロイド型でホル

モンへの影響は少なく、半減期も 18 時間と長いため、24 時間にわたる強い降圧効果が期待できる。難

治性高血圧症の中にアルドステロン関連性高血圧に加え、非アルドステロン依存性高血圧があり、ミネ

ラルコルチコイド受容体を直接ブロックすることで、JSH2019 で求められる降圧レベルに達する患者

が増え、心血管イベント抑制が期待でき、患者のメリットは大きい。また、腎機能低下例や DM 性腎臓

合併症にも期待でき、循環器内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；第一三共 薬価； 89.90 円 1 箱 100 錠入り包装 

 

【製造中止により医薬品の変更】 

トプス OD 錠 100mg 

（ノルアドレナリン作動性神経機能改善薬：ドロキシドパ口腔内崩壊錠） 

後発医薬品推進のために採用した、ドロキシドパカプセル 100mg「マイラン」が原薬の入手ができな

い状態となり、製造中止となるために本剤に変更となる。脳神経内科の同意を得て、薬剤部の在庫調整

を確認しながら変更する。 

削除医薬品；ドロキシドパカプセル 100mg「マイラン」（同効薬；なし） 



メーカー；大日本住友製薬 薬価；59.20 円 （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

劇）エムラクリーム

（リドカイン, プロピトカイン）
5g 佐藤製薬 935.00 外用局所麻酔剤 腎臓内科

従来のペンレス、リド
カインテープなどより

疼痛軽減効果が強いと
されている

劇）ゾスパタ錠
（ギルテリチニブフマル酸塩）

40mg アステラス製薬 19,409.10
抗悪性腫瘍剤
（FLT3阻害剤）

血液内科

FLT3mutation陽性のAML

においる再燃、再発例
は化学療法抵抗性であ

る急性骨髄性白血病

ミネプロ錠
（エサキセレノン）

1.25㎎ 第一三共 46.90
選択的ミネラルコルチコイド

受容体ブロッカー
循環器内科

本態性高血圧症の適応
症があり、従来のK保持性

利尿薬とは異なり、非ステ
ロイド型でホルモンへの影

響は少なく、半減期も18
時間と長いため、24時間

にわたる強い降圧効果が
期待できる。

アラミスト点鼻液

（フルチカゾンフラン
カルボン酸エステル）

27.5μg

120

噴霧用

GSK 3,958.10
定量噴霧式

アレルギー性鼻炎治療薬
耳鼻咽喉科

噴霧回数が2 倍になるこ

とから、患者さんの利便性
の向上が期待できる

ピートル顆粒分包

（スクロオキシ水酸化鉄）
250mg キッセイ薬品 176.10 高リン血症治療薬 腎臓内科

顆粒分包の方が市場シェ
アも大きくなっており鉄含

有のリン吸着薬として、
チュアブルからの変更

イノラス配合経腸用液

（たん白アミノ酸製剤）

187.5mL
(300kcal)

300mL/
パウチ

大塚製薬 468.00 経腸栄養剤 腎臓内科

１mLあたりのカロリーが
（1.6kCal）高く、高蛋白で

あるため、水分制限を必
要とする食欲が低下した

患者に対する経腸栄養補
助剤として有効であり、微

量元素欠乏症の加療にも
治療可能

ミネプロ錠
（エサキセレノン）

2．5㎎ 第一三共 89.90
選択的ミネラルコルチコイド

受容体ブロッカー
循環器内科

本態性高血圧症の適応
症があり、従来のK保持性

利尿薬とは異なり、非ステ
ロイド型でホルモンへの影

響は少なく、半減期も18
時間と長いため、24時間

にわたる強い降圧効果が
期待できる。

トプスOD錠

（ドロキシドパ口腔内崩壊錠） 100mg
大日本

住友製薬
59.20

ノルアドレナリン作動性
神経機能改善薬

脳神経内科 後発医薬品の製造中止
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