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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 26 年 3 月 10 日（月）の薬事小委員会において新規採用医薬品 3 種類 5 品目，院外専用医薬品 4
種類 5 品目が承認されました。3 月 26 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。 
【院内採用医薬品】 

劇）ヴォトリエント錠 200ｍｇ（悪性腫瘍用薬；ポゾパニブ） 

本剤は，新規抗がん剤のキナーゼ阻害薬であり，悪性軟部腫瘍の効能効果を有する分子標的薬である。「血

管内皮細胞増殖因子受容体（VEGFR）」，「血小板由来増殖因子受容体（PDGFR）」，「幹細胞因子受容体

（c-Kit）」という主に 3 つの標的に作用し，腫瘍の増殖に関与する血管の新生を阻害することなどにより抗腫瘍

効果を発揮する。今回，腫瘍内科より申請依頼があった。 

効能・効果： 悪性軟部腫瘍 

用法・用量： 通常，成人には，パゾパニブとして 1 日 1 回 800mg を食事の 1 時間以上前又は食後 2 時間以降

に経口投与する。なお，患者の状態により適宜減量する。 

削除薬品；なし（同効薬；なし） 

製薬メーカー；グラクソ・スミス・クライン（GSK）（薬価：4027.20円/錠） 

 

麻）劇）メサペイン錠 5mg，10mg（癌疼痛治療薬；メサドン） 

本剤の適応は，「他の強オピオイド鎮痛剤で治療困難な中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛」で

あり，用法・用量は「他の強オピオイド鎮痛剤から切り替えて使用し，成人には初回投与量として使用していた強

オピオイド鎮痛剤の用法・用量を勘案して，1 回 5～15mg を 1 日 3 回経口投与」となっている。中等度から高度

の疼痛を伴う各種癌に使用する鎮痛薬としては，WHO（世界保健機関）による癌性疼痛治療の三段階ラダーに

基づき，強オピオイドのモルヒネ，オキシコドン，フェンタニルが使用される。しかし，これら強オピオイドでも鎮痛

が得られない患者，またはオピオイド耐性が発現した患者などに対しては，日本では有効な薬剤が無い状態で

あった。メサドンの製剤的特徴は，吸収が速やかで，高い生物学的利用率を有し，長い生物学的半減期を持つ

「経口製剤」である。成分的特徴は，モルヒネと同様に μ オピオイド受容体を介して鎮痛作用を示すが，モルヒ

ネなど他の μ オピオイド受容体作動薬との交差耐性が不完全であり，他のオピオイド鎮痛薬で鎮痛が得られな

い症例，耐性発現している症例などでも有効であることが期待されている。主な副作用は，傾眠（52.4％），悪心

（23.8％），嘔吐（19.0％），QT 延長・せん妄・便秘（各 9.5％）であり，重大な副作用は，他のオピオイド鎮痛薬と

同様，依存性，呼吸停止，呼吸抑制などが認められている。今回，緩和医療の他のオピオイドでも緩和できない

患者にて使用したく，緩和医療内科より申請依頼があった。 

備考）本製剤の処方・使用に当たっては，厚生労働省より「医師は製造販売業者の提供する講習を受講するとと

もに，薬剤師は，処方医が講習を終了した医師であることを確認した上で調剤すること」（平成 24 年 9 月 28 日 

薬審査発 0928 第 11 号）とされているので，十分留意しておかなければならない。 

削除薬品；なし（同効薬；なし） 



製薬メーカー；テルモ（薬価；178.30 円/5mg，338.50/10mg） 

注意）メサドン錠を使用する患者が限られているので，取扱われている薬局のみの限定になるかもしれない。 

 

エリキュース錠 2.5mg､5mg（経口抗凝固薬；アピキサバン） 

 本剤は、Ⅹa 阻害薬で非弁膜症性心房細動患者の虚血性脳卒中と全身性塞栓症の発症抑制の適応で昨

年末に日本を含めて世界同時承認となった。虚血性脳卒中の抑制効果でワルファリンに対する優越性が

示されたダビガトラン（300mg/日）は第 II 因子阻害薬，アピキサバンは第 X 因子阻害薬と作用機序の

違いがある。アピキサバンは、虚血性脳卒中の抑制作用においてワルファリンに劣ることなく，大出血

の発現はワルファリンより少なく安全性に優れていることが確認された。ARISTOTLE（アリストテレ

ス）臨床試験では、アピキサバンはワルファリンに対し脳卒中または全身性塞栓症を 21%、大出血の発

現を 31%、全死亡を 11%低下させ，脳卒中発症の抑制と大出血発現率及び全死亡率の低下で優越性が証

明された。今回，本剤を使用したく，循環器内科より申請依頼があった。 

 
 
削除薬品；なし（同効薬；イグザレルト） 

製薬メーカー；ブリストル・マイヤーズ（薬価；144.90/2.5mg，265.20/5mg） 

 

【院外専用医薬品】 

ラベキュアパック 400，ラベキュアパック 800（一次除菌用パック製剤；ラベプラゾールナトリウム＋アモキシシリン

水和物＋クラリスロマイシン） 

適応症は，胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃 MALT リンパ腫・特発性血小板減少性紫斑病・早期胃癌に対する

内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症，ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎である。 

内容成分と用量（400 と 800 の違い；クラリロマイシンの用量のみ） 

パリエット錠 10mg（一般名：ラベプラゾールナトリウム）2 錠（1 錠×2 回分） 

サワシリン錠 250（一般名：アモキシシリン水和物）6 錠（3 錠×2 回分） 

クラリス錠 200（一般名：クラリスロマイシン）2 錠（2 錠×2 回分）【400】，4 錠（2 錠×2 回分）【800】 



削除薬品；なし（同効薬；ランサップパック 400，800） 

製薬メーカー；エーザイ（薬価；544.20 円/400，721.40/800） 

 

ラベファインパック（二次除菌用パック製剤；；ラベプラゾールナトリウム＋アモキシシリン水和物＋メトロニダゾー

ル） 

上記の適応症で，ヘリコバクター・ピロリ感染による２次除菌薬（合剤）として適応あり。 

内容成分と用量（400 と 800 の違い；クラリロマイシンの用量のみ） 

パリエット錠 10mg（一般名：ラベプラゾールナトリウム）2 錠（1 錠×2 回分） 

サワシリン錠 250（一般名：アモキシシリン水和物）6 錠（3 錠×2 回分） 

フラジール内服錠 250mg（一般名：メトロニダゾール）2 錠（1 錠×2 回分） 

削除薬品；なし（同効薬；ランピオンパック） 

製薬メーカー；エーザイ（薬価；438.60 円） 

【上記 2 剤の説明】 

現在一次・二次のピロリ菌除菌用パック製剤は，ランソプラゾールにてランサップ800とランピオンが採用となって

いる。今回，パリエットと抗菌薬 2 種類を併用するヘリコバクター・ピロリ除菌治療では，適正な用法・用量を遵守

した服薬コンプライアンスの維持が，除菌の成否に大きく関わり，飲み忘れや飲み違いは，除菌率の低下をもた

らすのみならず，耐性菌の出現や副作用の増加につながる可能性があります。一次除菌，二次除菌それぞれ

に対しラベプラゾール錠入りのパッケージにした本パック製剤は，より確実かつ適正な除菌治療の促進，服薬コ

ンプライアンスと医療現場での利便性の向上に貢献することが期待されるので，院外専用医薬品として消化器

内科より申請依頼があった。 

 

ソニアス配合錠ＬＤ（2型糖尿病治療薬ピオグリタゾン 15mg＋グルメピリド１mg) 

ソニアス配合錠ＬＤは，すでに販売されているアクトス錠とアマリール錠の 2剤の合剤であり，経済性・

利便性などの向上に寄与するため，糖尿病・代謝・内分泌センターから申請依頼があった（事後報告）。

2月末日に外来患者にて使用予定より院外専用医薬品としてマスター登録を行った。 

削除薬品；なし（同効薬；） 

製薬メーカー；武田薬品工業（薬価：84.60円/錠） 

採用条件 配合成分 薬価 差額

LD 院外専用
ピオグリタゾン15mg

メトホルミン塩酸塩500mg
84.60 19.20

HD －
ピオグリタゾン30mg

メトホルミン塩酸塩500mg
158.00 19.20

LD －
ピオグリタゾン15mg
グリメピリド1mg

84.60 22.30

HD －
ピオグリタゾン30mg
グリメピリド3mg

158.00 51.90

グルベス 院外専用
ミチグリニド10mｇ
ボグリボース0.2mg

59.80 43.50

ＬＤ 院外専用
ピオグリタゾン15mg
アログリプチン25mg

235.20 55.80

ＨＤ 院外専用
ピオグリタゾン30mg
アログリプチン25mg

293.90 73.50

リオベル配合錠

糖尿病治療薬の配合剤一覧表
薬品名

メタクト配合錠

ソニアス配合錠

 
 



アレジオン点眼液 0.005％ 5mL/瓶（眼科用抗アレルギー薬；エピナスチン塩酸塩） 
本剤は，ヒスタミンH1受容体拮抗薬に分類される薬剤で，適応症は「アレルギー性結膜炎」である。『アレルギ

ー性結膜疾患治療ガイドライン（第 2 版）』（2010 年）によると，アレルギー性結膜炎の治療の中心は薬物療法と

され，第一選択薬は抗アレルギー点眼薬となっている。ヒスタミン H1 受容体拮抗作用を主作用とし，さらに肥満

細胞からのメディエーター遊離を抑制する作用も有する。エピナスチンは，既に内服製剤で有効性や安全性が

確認されており，点眼製剤においては第 3相臨床試験（抗原誘発試験）では，プラセボに対する優越性とオロパ

タジン点眼液と同程度の有効性が示されている。主な副作用は，眼刺激感（1.5％），眼の異物感・羞明（各

0.8％）などであった。今回，眼科から申請依頼があった。 

備考）用法・用量は「1 回 1 滴，1 日 4 回（朝，昼，夕方及び就寝前）点眼」である。なお，他の一部の点眼薬と同

様に，添加物としてベンザルコニウム塩化物が含有されており，コンタクトレンズ内に吸着される可能性があるこ

とから，含水性ソフトコンタクトレンズ装着時の点眼は避けることを患者に指導する。 

削除薬品；なし（同効薬；インタール点眼液，ザジテン点眼液，パタノール点眼液，リボスチン点眼液） 

製薬メーカー；参天製薬（薬価；385.80 円/ｍL 1929.00 円/瓶） 

 
次回の予告 
2 型糖尿病用薬の SGLT2 阻害薬が発売されます。 
当院でも直ぐに採用ということがあるのでお知らせいたします。 



薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

劇）ヴォトリエント錠
（ポゾパニブ）

２００ｍｇ
グラクソ・
スミス・
クライン

4,027.20 悪性腫瘍用薬 腫瘍内科 悪性軟部腫瘍の効能効果

５ｍｇ 178.30

10mg 338.50

2.5mg 144.90

5mg 265.20

アレジオン点眼液0.005％
（エピナスチン塩酸塩）

5mL/瓶 参天製薬 385.8
眼科用抗アレル

ギー薬
眼科

『アレルギー性結膜疾患
治療ガイドライン（第2
版）』（2010年）による
と，アレルギー性結膜炎
の治療の中心は薬物療法

とされ，第一選択薬

ソニアス配合錠ＬＤ
（ピオグリタゾン＋グルメピリ

ド）

15mg
＋

1mg

武田薬品
工業

84.60 2型糖尿病治療薬
糖尿病・代謝・
内分泌センター

経済性・利便性
コンプライアンス向上

400 544.20

800 721.40

ラベファインパック
（ラベプラゾールナトリウム＋アモキ
シシリン水和物＋メトロニダゾール）

250mg エーザイ 438.60
二次除菌用
パック製剤

消化器内科
ピロリ菌の除菌の

コンプライアンス向上

ピロリ菌の除菌の
コンプライアンス向上

麻）劇）メサペイン錠
（メサドン）

エーザイ

関西電力病院　薬剤部

【院外専用医薬品】

癌疼痛治療薬 緩和医療内科

強オピオイド鎮痛剤で治療
困難な中等度から高度の疼
痛を伴う各種癌における鎮

痛

エリキュース錠
（アピキサバン）

ラベキュアパック
（ラベプラゾールナトリウム＋アモキシシ

リン水和物＋クラリスロマイシン）

エーザイ
一次除菌用
パック製剤

消化器内科

3月　　薬事委員会　　資料

【新規採用医薬品】

ブリストル
マイヤーズ 経口抗凝固薬 循環器内科

Ⅹa阻害薬で非弁膜症性心
房細動患者の虚血性脳卒
中と全身性塞栓症の発症抑

制

 

 
以上 


