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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 6 月 13 日（金）の薬事小委員会において新規採用医薬品 7 種類 8 品目，院外専用医薬品 1
品目，後発医薬品変更 6 品目が承認されました。6 月 27 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】 

劇）ロンサーフ錠 15ｍｇ，20ｍｇ（抗悪性腫瘍剤；トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合錠） 

本剤は，フェーズ２試験（P2）の結果を基に「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん（標準的

な治療が困難な場合に限る）」の適応症にて世界で初めて承認された薬剤である。新規作用機序のヌク

レオシド系抗がん剤。がん細胞の増殖に必要なさまざまな DNA機能を抑制するトリフルリジンと，トリ

フルリジンの代謝を抑制して有効血中濃度を維持するチピラシルを組み合わせた経口配合剤。P2で全生

存期間の延長（9.0カ月に対してプラセボ群 6.6カ月）が認められ，「抗悪性腫瘍薬の臨床評価方法に関

するガイドライン」に収載予定である。今後，2 種類以上の標準的な抗がん薬治療が施行後の結腸・直

腸癌患者に対して使用する機会が増えるものと考え，腫瘍内科より申請依頼があった。 

備考；「ロンサーフ適正使用アドバイザリー・ボード」がまとめた施設要件（下記 4点） 

1. 使用患者の全例事前登録の協力または使用成績調査の契約 

2. 緊急時に対応可能な体制 

3. 重篤な有害事象に対して院内の関連診療科との連携で対応可能 

4. がん診療連携拠点病院などの指定を受けているか，大腸癌研究会に在籍または関連学会で専門医な

どの資格を有する 

また，投与開始後は頻回に血液検査を行い，特に骨髄抑制に起因した感染症に注意するよう注意喚起し

ている。 

削除薬品；なし（同効薬；ＵＦＴ，ＴＳ-１，ゼローダなど） 

製薬メーカー；大鵬薬品工業（薬価；2,489.60円/15mg，3,340.90円/20mg） 

 

ビソノテープ 4mg（経皮貼付用β1ブロッカー；ビソプロロール） 

本剤は，世界初となる内因性交感刺激作用（ISA）を有さない選択的β1遮断薬のテープ製剤であり，

嚥下困難などにより経口投与が不可能な患者にも使用できるほか，経口製剤からの切り替えにより服薬

コンプライアンスの向上も期待できる。国内の臨床試験では，本態性高血圧症（I度・II度；投与直前

の坐位拡張期血圧が 95～109mmHg）の患者において，安定した血中薬物濃度が持続され，24時間の血圧

コントロールが可能となることが報告されている。なお，本薬の開発に当たっては，降圧薬の中で比較

的経皮吸収性が良好であるβ1遮断薬のうち，特に貼付時の経皮吸収量と貼付部位の皮膚安全性のバラ

ンスがよいビソプロロールが選択された。今回，アドヒアランスの改善に使用したく，循環器内科より

申請依頼があった。 

今回は，6 月初旬の外科系手術を実施するため，内服治療が困難なことより至急必要となり購入し使



用している（マスター登録済み；事後報告）。 

備考）適応症は「本態性高血圧症（軽症～中等症）」で，用法・用量は「成人，1日 1回 1枚，胸部，上

腕部または背部のいずれかに貼付し，貼付後 24 時間毎に貼りかえる。年齢，症状により 1 日 1 回 4mg

より開始し，1日最大量 8mg」となっている。『高血圧治療ガイドライン 2009』（日本高血圧学会）では，

高血圧治療には，Ca 拮抗薬，ARB，ACE 阻害薬，β 遮断薬といった降圧薬を，それぞれの患者の病態や

合併症に応じて使い分けることが推奨されている。また降圧目標の達成には，24時間にわたる降圧，多

剤併用療法，アドヒアランスの改善が必要と記載されている。承認時までの臨床試験では，本薬使用者

の 29.5％に何らかの副作用が認められている。主な副作用は，適用部位そう痒感（7.1％），適用部位皮

膚炎（3.7％），適用部位紅斑（2.2％）などであり，重大な副作用としては，心不全，完全房室ブロッ

ク，高度徐脈，洞不全症候群に注意が必要である。なお，使用する患者には，皮膚症状などの副作用を

軽減する観点から，貼付部位を毎回変更することを指導する必要がある。 

削除薬品；なし（同効薬；内服では，メインテート，テノーミン，ケルロング，ロプレソール） 

製薬メーカー；トーアエーヨー（薬価；91.90円/4mg/枚；1箱＝70枚入り） 

 

フォシーガ錠 5mg（2型糖尿病治療薬 SGLT2阻害薬；ダバグリフロジン） 

ルセフィ錠 2.5mg（2型糖尿病治療薬 SGLT2阻害薬；ルセオグリフロジン） 

デベルガ錠 20mg（2型糖尿病治療薬 SGLT2阻害薬；トホグリリフロジン） 

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。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；小野薬品工業（フォシーガ錠 5mg 薬価；205.50円/錠） 

大正富山薬品（ルセフィ錠 5mg 薬価；205.50円/錠） 

興和製薬（デベルガ錠 20mg 薬価；205.50円/錠） 

 

コンプラビン配合錠（抗血小板薬；クロピドグレル硫酸塩 75mg・アスピリン 100mg配合薬） 

本剤の適応症は「経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される次の虚血性心疾患。急性冠症候群（不安定

狭心症，非 ST 上昇心筋梗塞，ST 上昇心筋梗塞），安定狭心症，陳旧性心筋梗塞」で，1 日 1 回 1 錠を

経口投与する薬剤である。近年，心筋梗塞などの冠動脈狭窄例には，血管拡張を目的としてバルーン血

管形成術やステント留置などの PCI が広く施行されるようになっている。PCI 後には血栓性合併症の予

防を目的に抗血小板薬が使用される。国内外のガイドラインでは，PCI 施行時や施行後にクロピドグレ

ル（商品名プラビックス）などのチエノピリジン系抗血小板薬とアスピリンを投与する二剤抗血小板療

法（DAPT）が推奨されている。また，いずれか 1 成分の未服薬が心血管イベントを更に増加させるこ

とが報告されている。患者のコンプライアンス向上を期待し，循環器内科より申請依頼があった。 



備考）主な副作用は，皮下出血（5.7％）などの出血傾向の副作用，ALT 上昇（7.9％）・AST 上昇（5.6％）・

γ-GTP（5.1％）などの肝機能異常，好中球減少（0.9％）などの血液障害である。また重大な副作用と

して，出血（頭蓋内出血，胃腸出血など），胃・十二指腸潰瘍，肝機能障害などが報告されているので，

投与前には最新の添付文書を確認しておくことが肝要である。 

削除薬品；なし（同効薬；配合薬としてはなし） 

製薬メーカー；サノフィ（薬価；275.00円，備考：クロピドグレルと同薬価） 

 

ザルティア錠 5mg（前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤；タダラフィル） 

本剤は、新規作用機序（ホスホジエステラーゼ 5阻害作用）を有する前立腺肥大症に伴う排尿障害改

善剤である。 ホスホジエステラーゼ 5阻害作用により、血管平滑筋弛緩による血流改善作用、尿道・

前立腺・膀胱頸部の平滑筋弛緩作用、求心性神経活動の抑制作用を有すると考えられており、前立腺肥

大症に伴う下部尿路症状を改善することが期待される。成分のタダラフィルは、既に 2007 年 9 月から

勃起不全治療薬（商品名シアリス）として、2009 年 12 月からは肺動脈性肺高血圧症治療薬（商品名ア

ドシルカ）として、臨床使用されている。今回承認されたザルティアは「前立腺肥大症に伴う排尿障害」

に使用した場合のみ、保険適用できることに留意しておかなければならない。 
前立腺肥大症における排尿障害の治療に新たな薬剤の選択肢ができ，患者さんの QOL改善に貢献でき

るものと期待し，泌尿器科より申請依頼があった。  

削除薬品；なし（同効薬；ベシケア錠 5mg） 

製薬メーカー；日本新薬（薬価；230.60円/5mg） 

 

【院外専用薬品】 

フェルムカプセル 100mg（徐放性鉄剤；フマル酸第一鉄） 

既採用の鉄剤（フェロミア錠 50mg）では消化器症状の副作用が強く内服できず，徐放性鉄剤の使用が必

要な外来患者がいることより，糖尿病・代謝・内分泌センターより院外専用医薬品にて申請依頼があっ

た。 

削除薬品；なし（同効薬；フェロミア錠 50mg） 

製薬メーカー；日医工（薬価；9.40円） 

 

【後発医薬品変更医薬品】決定資料はエクセルで表示 

 



薬品名 規格 メーカー
薬価
（円）

備考
先発医薬品名
（メーカー名）

バルサルタンＯＤ錠「トーワ」 80mg 東和薬品 未定
6月中に発売予定

OD錠より利便性重視
ディオバン錠
（ノバルティス）

フェロチーム錠５０  50mg 沢井製薬  5.6
門前の

後発変更率が高い
フェロミア錠
(エーザイ）

エチゾラム錠「トーワ」  0.5mg 東和薬品  6.0
経済性より
一番安い薬価

デパス錠
（田辺三菱）

アロシトール錠  100mg
田辺製薬

販売 
18.60

昔より発売している
薬でDI活動を考慮

ザイロリック錠
（ＧＳＫ）

ファモチジンＤ錠「日医工」 20mg 日医工  12.7 安定供給を重視
ガスターＤ錠
（アステラス）

フェキソフェナジン塩酸塩錠「ＳＡＮＩＫ」  60mg 日医工  41.4
先発と同等の製造過程

と添加物など考慮
アレグラ錠
（サノフィ）

【後発医薬品の採用薬品】
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皮膚科医師より；アレグラの後発品は病院採用後発品メーカーのみ使用可能（理由；備考より）。 

薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名

15mg 2,489.60

20mg 3,340.90

ビソノテープ
（ビソプロロール）

40ｍｇ
トーア

エーヨー
91.90 経皮貼付用β1ブロッカー 循環器内科

フォシーガ錠
（ダバグリフロジン）

5ｍｇ 小野薬品工業

ルセフィ錠
（ルセオグリフロジン）

2.5ｍｇ 大正富山薬品

デベルガ錠
（トホグリリフロジン）

20ｍｇ 興和製薬

コンプラビン配合錠
（クロピドグレル硫酸塩・

アスピリン配合薬）

75ｍｇ
・

100ｍｇ
サノフィ 275.00 抗血小板剤 循環器内科

ザルティア錠
（タダラフィル）

5ｍｇ 日本新薬 230.60
排尿障害改善剤

（前立腺肥大症に伴う）
泌尿器科

フェルムカプセル
（フマル酸第一鉄）

100ｍｇ 日医工 9.40 徐放性鉄剤
糖尿病・代

謝・内分泌セ
ンター

劇）ロンサーフ錠
（トリフルリジン・

チピラシル塩酸塩配合錠）
抗悪性腫瘍剤

205.50

関西電力病院　薬剤部
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【新規採用医薬品】

【院外専用医薬品】

腫瘍内科

糖尿病・代謝・
内分泌センター

2型糖尿病治療薬
SGLT2阻害薬

大鵬薬品工業

 

以上 


