
平成 26 年 5 月 19 日 
門前薬局 御中 

関西電力病院 
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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 5 月 16 日（金）の薬事小委員会において新規採用医薬品 6 種類 8 品目，院外専用医薬品 1
品目，放送追加変更医薬品 1 品目，後発医薬品変更 1 品目が承認されました。5 月 30 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。 
【院内採用医薬品】 

スーグラ錠 50mg（2型糖尿病治療薬 SGLT2阻害薬；イプラグロフロジン） 

SGLTは，細胞表面に存在する膜タンパク質で，ブドウ糖の細胞内への輸送をつかさどっている。SGLT-2

は，SGLTのサブタイプの一つで腎臓近位尿細管に局在し，ブドウ糖の再取り込みにおいて重要な役割を

担っている。本剤は，この SGLT-2 を選択的に阻害することで，ブドウ糖の再取り込みを抑制し，糖の

尿中排泄を促進することで，血糖値を低下させる。腎臓に作用し，インスリン非依存性に血糖降下作用

を発揮することから，インスリンの直接作用による副作用が発現しにくいことが期待されている。また，

国内で実施された第 3相試験（単独療法ならびに他の経口糖尿病との併用療法）などでは，1日 1回（朝

食前または朝食後）の投与で，長期（52週）にわたり優れた HbA1c低下作用を示すことが確認されてい

る。2 型糖尿病で食事・運動療法を実施しても尚血糖コントロール不良で，やや肥満傾向で，過食傾向

の強い患者に使用して血糖コントロールが得られる可能性や，他剤を使用しても尚十分なコントロール

が得られない患者に使用して効果が得られる可能性がある。今回上記の条件を満たす患者に使用するた

めに，糖尿病・代謝・内分泌センターより申請依頼があった（事後報告）。 
削除薬品；なし（同効薬；なし） 

製薬メーカー；アステラス製薬（寿・MSD）（薬価；205.50円/錠） 

 

オレンシア皮下注 125mgシリンジ 1mL（関節リウマチ治療薬；アバタセプト） 

本剤は，抗原提示細胞と T細胞間の共刺激シグナルを阻害し T細胞活性化を抑制する。他の生物学製

剤と全く異なる作用機所を持ち，免疫原性の影響が少なく効果の減弱が少ない。また，MTX 併用なしで

も効果が期待できることから，高齢者，MTX 使用できない，CCP 抗体が強陽性，シェーグレン症候群合

併しているような患者に是非とも使用したい。今回，整形外科の医師の補充も整い抗リウマチ患者への

分子標的薬の使用も増加することを考え，1 月から整形外科から申請依頼があったのを今回の審議とし

た。 

備考）用法・用量は，投与初日に負荷投与としてアバタセプト点滴静注用製剤の点滴静注を行った後，

同日中に皮下注製剤 125mgを投与し，その後週１回皮下注射する。 

皮下注製剤にて自己注射加算算定できる⇒14日間縛り（新薬より）  

削除薬品；オレンシア点滴静注用 500mg（同効薬；レミケード点滴静注用，アクテムラ点滴静注用，エ

ンブレル皮下注，ヒュミラ皮下注，シンポニー皮下注，シムジア皮下注，アクテムラ皮下注） 
製薬メーカー；小野薬品（薬価；27,947.00円） 

 



ミヤＢＭ細粒（生菌製剤；酪酸菌製剤） 

当院採用薬は，錠剤のみ。今回は，錠剤粉砕の指示が多い製剤であり，新規に細粒製剤を購入し返品時

の再利用と薬剤調剤の利便性に期待し薬剤部より申請依頼があった。 

削除薬品；なし（同効薬；ミヤＢＭ錠，ビオフェルミン配合散，ヒオフェルミンＲ錠・散分包） 

製薬メーカー；ミヤリサン（薬価；6.20円/ｇ） 

 

劇）ジオトリフ錠 20ｍｇ,30ｍｇ,40ｍｇ（抗悪性腫瘍薬；アファチニブマレイン酸塩） 

本剤の適応症は「EGFR 遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌」であり，用法・用量は「成

人 1 日 1 回 40mg を空腹時に経口投与。1 日 1 回 50mg まで増量可」となっている。肺癌の 80％以上

が「非小細胞肺癌」であり，発見時には既に遠隔転移を来している症例も少なくない。かつて，この非

小細胞肺癌の化学療法ではプラチナ（CDDP）製剤が主流であったが，その後，癌細胞の増殖に関与す

る上皮成長因子受容体（EGFR）のチロシンキナーゼを選択的に阻害するゲフィチニブ（商品名イレッ

サ），エルロチニブ（商品名タルセバ）が臨床使用されるようになり，治療成績も飛躍的に向上した。

今回，承認された本剤も，上記のゲフィチニブなどと同様に，EGFR に対するチロシンキナーゼ阻害作

用を有する薬剤である。しかし，既存薬がチロシンキナーゼに対して可逆的な阻害作用を示すのとは異

なり，アファチニブは不可逆的な阻害作用を示すのが特徴である。具体的には，EGFR のチロシンキナ

ーゼドメインの ATP 結合部位に共有結合して不可逆的に阻害することで，癌細胞の増殖を抑制すると

ともにアポトーシスも誘導し，抗腫瘍効果を発揮する。海外での臨床試験［国際共同第 III 相臨床試験

（1200.32 試験）；標準治療をペメトレキセド（商品名アリムタ）＋CDDP として比較検討］で，無増

悪生存期間中央値が標準治療群6.9カ月に対してアファチニブ群11.1カ月と有意に延長したことが報告

されている。また，アファチニブは，エルロチニブと同様，20mg 錠，30mg 錠の低用量規格が用意さ

れており，副作用発現時に減量が可能であることも特徴の一つとなっている。本剤は，ゲフィチニブや

エルロチニブでコントロールしづらかった，19del や L858R 以外のマイナーな EGFR 変異陽性の患者

に推奨されている薬剤である。今回，EGFR 変異陽性の患者への一次治療やゲフィチニブやエルロチニ

ブで獲得耐性を来していると考えられる患者に対して使用したく，腫瘍内科より申請依頼があった。備

考）海外においては，米国や EU など 40 以上の国と地域で承認されている。薬剤使用に際しては，承

認時までの臨床試験において，ほとんどの症例で副作用が認められていることに十分な注意が必要で，

50％以上に認められるのは下痢，発疹，爪囲炎，口内炎などであり，重大な副作用としては，間質性肺

炎，重度の下痢，重度の皮膚障害，肝不全，肝機能障害，心障害，皮膚粘膜眼症候群，消化管潰瘍，消

化管出血が報告されている。 

削除薬品；なし（同効薬；イレッサ錠，タルセバ錠） 

製薬メーカー；日本ベーリンガーインゲルハイム 

（薬価；5,840.70円/20mg，8,547.40円/30mg，11,198.50円/40mg） 

 

劇）テノゼット錠 300mg（抗ウイルス薬；テノホビルジソプロキシフマル酸塩） 

本剤は，B 型肝炎に対する核酸アナログ剤で B 型肝炎ウイルス増殖抑制剤である。特徴は，①核酸アナ

ログ製剤未治療の B 型慢性肝疾患患者を対象とした国内臨床試験の結果、48 週時でのウイルス陰性化

率は 77％であった。②核酸アナログ製剤未治療の B 型慢性肝疾患患者を対象とした国内臨床試験の結

果、48 週の観察期間中において HBs 抗原が減少した。③核酸アナログ製剤未治療の B 型慢性肝疾患患

者を対象とした海外第Ⅲ相臨床試験のフォローアップ期間中において 6 年間、本剤に対する薬剤耐性に



ついて観察している。④重大な副作用として、腎不全または重度の腎機能障害、乳酸アシドーシスおよ

び脂肪沈着による重度の肝腫大（脂肪肝）、膵炎が報告されている。薬効も高いが，核酸アナログ剤の

問題点である薬剤耐性変異株の出現が少ないことより，核酸アナログ製剤未治療の患者への第一選択薬

として推奨されると共に，既存の核酸アナログ剤に耐性を示す患者にも，既存薬と併用して適用できる。

今回，適応患者がいることより，3 ヶ月ルールに逸脱するが，早急に使用したく消化器内科より申請依

頼があった。 
備考）本剤は体内でジエステルの加水分解によりテノホビルに代謝され、さらに細胞内でテノホビル二

リン酸に代謝されます。テノホビル二リン酸は天然基質であるデオキシアデノシン 5’-三リン酸（dATP）

と競合的に働き HBV-DNA ポリメラーゼを阻害し、DNA に取り込まれた後は、チェーンターミネーターと

して HBV-DNA複製を阻害します。テノホビル二リン酸は、哺乳類 DNAポリメラーゼα、β及びミトコン

ドリアの DNAポリメラーゼγに対して弱い阻害作用を示す。 

用法・用量；通常、成人には 1 回 300 mg を 1 日 1 回経口投与。5 月 23 日発売予定。 
削除薬品；なし（同効薬；ゼフィックス錠，バラクルード錠） 

製薬メーカー；グラクソ・スミスクライン（薬価；996.50円） 

 

イクスタンジカプセル 40mg（前立腺がん治療薬；エンザルタミド） 

本剤は，経口アンドロゲン受容体シグナル伝達阻害剤である。効能・効果は，去勢抵抗性前立腺癌に適

応。用法・用量は，通常、成人にはエンザルタミドとして 160mg を 1 日 1 回投与の経口剤で、前立腺

癌の成長に重要なアンドロゲン受容体シグナル伝達を、複数の作用で阻害する。去勢抵抗性前立腺癌に

対するし，新たな治療選択肢を提供できることを期待されている。当院においても，従来のホルモン剤，

抗がん剤に抵抗性の前立腺癌患者に早期に使用したく，泌尿器科より申請依頼を提出があった。5 月 23
日発売予定で 6 月 1 日来院患者にて使用予定。 
備考）本剤の化学療法未治療の前立腺癌における有効性及び安全性は確立していない。用法・用量に関

連する使用上の注意として，外科的又は内科的去勢術と併用しない場合の有効性及び安全性は確立して

いない。 
削除薬品；なし（同効薬；カソデックスＯＤ錠，プロスタール錠，オダイン錠） 

製薬メーカー；アステラス製薬（薬価；薬価は発売同時） 

 

【院外専用医薬品】 

ウルティブロ吸入用カプセル 

（慢性閉塞性肺疾患治療薬；グリコピロニウム臭化物・インダカテロールマレイン酸塩） 

本剤は，日本で初となる LAMA と LABA の配合剤である。LAMA のグリコピロニウムと LABA の

インダカテロールを配合する。単剤では労作時の息切れなどをコントロールできない患者に有用であり，

吸入操作が 1 回で済むため，患者の負担軽減やコンプライアンス向上が期待できる。   
適応は，「慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎，肺気腫）の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解（長

時間作用性吸入抗コリン薬及び長時間作用性吸入β2刺激薬の併用が必要な場合）」である。用法・用量

は「成人，1 回 1 カプセルを 1 日 1 回，専用の吸入用器具（ブリーズヘラー）を用いて吸入」となって

いる。COPD の薬物治療では，気管支拡張薬（特に吸入製剤）が主に使用される。具体的には，インダ

カテロールなどの長時間作用型吸入β2刺激薬（LABA）のほか，1 日 1 回投与で気管支拡張作用が 24
時間持続するグリコピロニウムなどの長時間作用性吸入抗コリン薬（LAMA）が使用されている。投与



に当たっては，各薬剤で単独投与時に確認されている副作用に注意するとともに，特に過度の使用によ

り不整脈や心停止などの重大な副作用の発現があることを患者に十分理解させ，1 日 1 回を超えて使用

しないように指導する必要がある。今回，院外専用医薬品として呼吸器内科より申請依頼があった。 
備考）2014 年 11 月末日までは 14 日間投与まで。 
削除薬品；なし（同効薬；なし） 

製薬メーカー；ノバルティスファーマ（269.80円/Cap） 

【包装追加変更薬品】 

ビオフェルミン配合散（乳酸菌整腸剤；ビフィズス菌製剤）1kgのバラ⇒1g分包品を購入 

（理由；返品時の再利用と薬剤調剤の利便性） 

製薬メーカー；ビオフェルミン（薬価；6.20円/ｇ） 

【発売中止より削除薬品】 

アコレート錠 20mg；院外専用医薬品（現在,2名に対し処方オーダあり,変更するので削除 OK） 

【後発医薬品変更医薬品】 

薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」  10ｇ テパ製薬 7.80
アミノグルコシド系抗生物質

（1本10ｇ；薬価78円）
 



薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

スーグラ錠
（イプラグロフロジン）

50ｍｇ
アステラス

製薬
205.50 2型糖尿病治療薬

糖尿病・代謝・
内分泌センター

SGLT2阻害薬

オレンシア皮下注1シリンジ
（アバタセプト）

１２５ｍｇ
/ｍＬ

小野薬品 27,947.00 関節リウマチ治療薬 整形外科

T細胞間の共刺
激シグナルを阻
害しT細胞活性化

を抑制

ミヤＢＭ細粒
（酪酸菌製剤）

１ｇ ミヤリサン 6.20 生菌製剤 薬剤部 調剤の利便性

20ｍｇ 5,840.70

30ｍｇ 8,547.40

40ｍｇ 11,198.50

劇）テノゼット錠
（テノホビルジソプロキシ

フマル酸塩）
300ｍｇ

グラクソ・
スミスクライン

996.50 抗ウイルス薬 消化器内科 Ｂ型肝炎治療薬

イクスタジンカプセル
（エンザルタミド）

40ｍｇ
アステラス製

薬
3,138.80 前立腺癌治療薬 泌尿器科

経口アンドロゲン
受容体シグナル
伝達阻害剤

ウルティブロ吸入用カプセル
（グリコピロニウム臭化物/

インダカテロールマレイン酸塩）

５０μg
/

１１０μg

ノバルティス
ファーマ

269.80 慢性閉塞性肺疾患治療薬 呼吸器内科
日本で初となる
LAMAとLABAの

配合剤

ビオフェルミン配合散
（ビフィズス菌製剤）

１ｇ/包
ビオフェル

ミン
6.20 乳酸菌整腸剤 呼吸器内科

配合散のバラか
ら包装品への変

更
調剤の利便性よ

り

【包装追加変更医薬品】

関西電力病院　薬剤部
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以上 


