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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 26 年 8 月 15 日（金）の薬事小委員会において新規採用医薬品 5 種類 6 品目（＊今後発売予定も

含む），臨時採用医薬品 1 品目，院外専用医薬品 3 品目が承認されました。8 月 29 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。 
＊今後発売予定医薬品：薬事委員会にて先に承認を得てから，発売と同時に薬品マスター登録が必要。

マスター登録後，内服抗がん剤のレジメンを登録・作成ができるシステムより，事前審査が必要。 
 

【院内採用医薬品】 

エフィエント錠 3.75mg（抗血小板剤；プラスグレル塩酸塩） 

本剤は，国産の経口抗血小板剤で，経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用となる虚血性心疾患患者に対

し，速やかな効果発現により，早期から優れた心血管イベント抑制効果を示すことが国内の臨床試験で

確認されている。現在のクロピトグレル（プラビックス）をしているが，①アレルギーなどの副作用で

使用できない患者，②遺伝子多型があり効果に個人差が大きく存在する患者などの理由で EBMがある虚

血性心疾患領域へ新たな治療の選択肢が増え，代替薬が必要である。今回，循環器内科より申請依頼が

あった。 

備考）効能・効果；経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される下記の虚血性心疾患，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 

用法・用量；通常，成人には，投与開始日にプラスグレルとして 20 mgを 1日 1回経口投与し，その後，

維持用量として 1日 1回 3.75 mgを経口投与する。 

削除薬品；なし（同効薬；パナルジン，プラビックス） 

製薬メーカー；第一三共（薬価；282.80円） 

 

ザイザルシロップ 0.05％ 250mL 

（持続性選択Ｈ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤：レボセチリジン塩酸塩） 

本剤は，経口内服薬が採用である。本剤の特徴は，6 ヶ月より使用できる最も新しい第 2 世代の抗ヒ

スタミン薬であり，薬剤の脳内移行が少なく，国内・海外の臨床試験においては，痙攣の発現も認めら

れないため，他剤のペリアクチンと比較して安全性が高いと考えられる。 

海外における小児患者の安全性を検討した試験では，ザイザルシロップを 18ヶ月間連続投与行っても，

身長・体重・精神運動機能への影響は認められなかった。また，ヒスタミン H1 受容体に対して高い親

和性を示すため，投与早期より優れた効果を発揮し，24時間安定した効果が期待できることから，耳鼻

咽喉科より申請依頼があった。 

削除薬品；なし（同効薬；ザイザル錠，アレグラ錠，クラリチン錠） 

製薬メーカー；グラクソ・スミスクライン（薬価；19.60円/ｍL） 

 



劇）アレセンサカプセル 20ｍｇ，40ｍｇ（抗悪性腫瘍剤：アレクチニブ塩酸塩） 

本剤は，ALK（Anaplastic Lymphoma Kinase）阻害剤であり，ＡＬＫ融合遺伝子陽性の切除不能な進

行・再発の非小細胞肺癌の治療薬として承認を取得した。ALK融合遺伝子は非小細胞肺癌患者の 2－5％

に発現するとの報告があり，キナーゼ活性の上昇に関連し細胞の腫瘍化を促しているとされる。このキ

ナーゼ活性を選択的に阻害して腫瘍細胞の増殖を抑制，アポトーシスを誘導することで抗腫瘍効果を発

揮する。先行するクリゾチニブ耐性のＡＬＫ融合遺伝子陽性非小細胞肺癌患者様に対する一次あるいは

クリゾニチブ耐性の二次治療薬として期待できる内服抗がん剤である。今回，腫瘍内科から申請依頼が

あった。 

備考）「アレクチニブ製剤（商品名アレセンサカプセル 20mg，40mg）」に関する適正使用の留意事項 

同薬には致死的な間質性肺炎など重篤な副作用リスクの可能性が報告されているため，厚生労働省が関

係学会や都道府県などに使用上の注意を呼び掛けている。アレクチニブ製剤使用の医師要件は，肺癌化

学療法に十分な経験があり，日本臨床腫瘍学会や日本肺癌学会，日本呼吸器学会などに所属しているこ

と，医療情報担当者（MR）の定期訪問が可能であることなどが含まれている。施設要件では医師要件を

満たす医師が在籍し，患者からの連絡を 24 時間受け付け，自施設や提携施設で救急対応が可能である

ことなどが定められている。初回処方時には，患者に医療機関の緊急時連絡先などを記した連絡カード

を渡さなければならない（関西電力病院は条件を満たしている）。 

また，安全性については，治療関連死や日本臨床腫瘍グループで規定した有害事象共通用語規準（CTCAE）

グレード 4以上の重篤な副作用は認められず，本臨床試験で，承認用量である 300mgを 1日 2回投与さ

れた 58 例で最も多く認められた CTCAE グレード 3 以上の副作用は好中球数減少であり，頻度は 4 例

（6.9%）であった。 

削除薬品；なし（同効薬；ザーコリーカプセル 250ｍｇ） 

製薬メーカー；中外製薬（薬価；薬価収載承認後まで未定； .00円） 

 

 

 

 



トリテレン・カプセル 50ｍｇ（利尿・血圧降下剤；トリアムテレン） 

抗アルドステロン薬が非反応性の低カリウム血症の入院患者で，Liddle症候群の診断にトリアムテレ

ンを使用したいことより，臨時購入医薬品として腎臓内科より申請依頼があった（事後報告）。今後，

腎臓内科において使用することがあるので，安価の薬剤でもあるので採用をお願いがあった。 

備考）リドル症候群は，まれな遺伝性障害であり，腎は Kを排泄するが，Naと水分を過剰に保持するた

め高血圧に至る。症状は，高血圧，水分貯留と代謝性アルカローシスである。診断は，尿の電解質の測

定によって行う。カリウム保持性利尿薬による治療が最良である。 リドル症候群は，腎上皮輸送のま

れな常染色体優性障害で，臨床的には原発性アルドステロン症に類似し，高血圧と低カリウム性代謝性

アルカローシスを伴うが血漿レニンまたはアルドステロン濃度の上昇は伴わない。この症候群は管腔膜

Na チャネルの活動性が固有に上昇する結果発症し，尿細管における Na 再吸収と K 分泌を促進する。リ

ドル症候群の患者は，35歳未満で発症する。低カリウム血症と代謝性アルカローシスの徴候と症状とし

て高血圧が存在する。診断は，高血圧，尿中 Na 低値（20mEq 未満），血漿レニンとアルドステロン濃度

正常，家族歴，および経験的な治療に対する反応によって示唆される。確定診断は遺伝子検査により可

能となるが，実施されるのはまれである。 

トリアムテレン（100〜200mg，経口にて 1日 2回）またはアミロライド（5〜20mg，経口にて 1日 1回）

は Naチャネルを閉鎖するため有効である。スピロノラクトンは無効である 

トリアムテレンの効能又は効果は，高血圧症（本態性，腎性等） 心性浮腫（うっ血性心不全），腎性浮

腫，肝性浮腫  

用法及び用量は，トリアムテレンとして，通常成人１日 90～200mg（２～４カプセル）を２～３回に分

割経口投与する。なお，年齢，症状により適宜増減する。  

削除薬品；なし（同効薬；アルダクトンＡ錠） 

製薬メーカー；大日本住友製薬（薬価；10.40円） 

 

劇）ザイティガ錠 250mg（去勢抵抗性前立腺癌；アビラテロン酢酸エステル） 

去勢抵抗性前立腺癌（CRPC）での標準療法としてドセタキセル，エンザルタミドがある。エンザルタ

ミドは，抗がん剤既治療症例にしか使用できない保険上の制約（問題）がある。本剤は，制約がなく，

抗がん剤を使用できない高齢者，リスクの高い患者にも新たな選択肢として期待されるので，早期の導

入を希望することより，泌尿器科より申請依頼があった。 

前立腺がんの治療では，外科的あるいは内科的に前立腺がんの増殖を刺激するホルモンであるアンド

ロゲンを除去する，アンドロゲン除去療法と呼ばれる内分泌療法が広く行われている。しかし，アンド

ロゲン除去療法による去勢状態であっても，いずれ病勢の進行や再発が認められ，CRPCとなる。その理

由のひとつに，精巣以外の臓器（副腎や前立腺がん組織内）でも微量のアンドロゲンが生成されている

ことが挙げられる。本剤は，CRPCを適応とし，アンドロゲンの生合成に必要な酵素である CYP17を，精

巣のみならず，副腎や前立腺がん組織内でも選択的に阻害することで抗腫瘍効果を示す CYP17阻害剤で

ある。これにより，がん細胞に作用するアンドロゲンレベルをさらに抑制する。 

備考）用法・用量は，プレドニゾロンとの併用において，通常，成人にはアビラテロン酢酸エステルと

して 1日 1回 1,000mgを空腹時に経口投与する。 

削除薬品；なし（同効薬；イクスタンジ 40mgCap） 

製薬メーカー；ヤンセンファーマ（発売時に薬価収載予定 薬価；.円） 

 



【臨時採用医薬品】 

ラジレス錠 150mg（直接的レニン阻害剤：アリスキレンフマル酸塩） 

心不全治療に対して有効であるために，院外処方として使用している患者が入院したために，臨時医

薬品として患者限定で調剤が必要となったために，循環器内科より申請依頼があった（事後報告）。退

院にて 65日分（65錠）必要であり，ご自宅が遠方であるので，急遽取り寄せて対応した。 

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（薬価；144.90円） 

 

【院外専用薬品】 

タケルダ配合錠（抗血小板剤＋PPI：アスピリン 100ｍｇ・ランソプラゾール 15ｍｇ） 

本剤の適応は「次の疾患または術後における血栓・塞栓形成の抑制：（1）狭心症（慢性安定狭心症，

不安定狭心症），心筋梗塞，虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作，脳梗塞），（2）冠動脈バイパス術（CABG）

あるいは経皮経管冠動脈形成術（PTCA）施行後」であり，用法・用量は「成人，1日 1回 1錠経口投与」

となっている。現在，虚血性の心・脳血管系疾患での血栓・塞栓形成抑制には，アスピリンなどの抗血

小板薬投与が一般に行われており，国内外のガイドラインでも推奨されている。抗血小板薬の中でアス

ピリンは，費用対効果が最も良い薬剤とされ，日本でも高い頻度で使用されている。ただしアスピリン

は，優れた抗血小板作用を有する一方で，胃・十二指腸潰瘍の副作用を惹起する欠点も指摘されている。

そのため，通常のアスピリン使用時には，PPI などの消化性潰瘍治療薬を併用される。今回，承認され

たタケルダは，低用量アスピリンとランソプラゾールの合剤であり，1剤にすることで副作用（胃潰瘍・

十二指腸潰瘍）の低減，患者の服薬負担の軽減に貢献することが期待されている。すなわち,本剤の活

用は,医療従事者側からの PPI未投与リスクを軽減し，患者のアドヒアランス向上にも繋がることより,

循環器内科より申請依頼があった。 

備考）本剤の使用は，「低用量アスピリンの投与が必要で，胃潰瘍薬又は十二指腸潰瘍の既往歴がある

患者」に限定されていることを留意。 

削除薬品；なし（同効薬；バイアスピリン,ランソプラゾール） 

製薬メーカー；武田薬品工業（薬価；89.30円） 

 

劇）ザクラス配合錠ＬＤ・ＨＤ  

（アジルサルタン 20ｍｇ・アムロジピンベシル酸塩ＬＤ＝2.5ｍｇ,ＨＤ＝5ｍｇ配合剤） 

国内外の高血圧治療ガイドラインでは食生活の改善とともに薬物治療が高血圧治療の中心となって

おり，特に近年，高血圧症には複数の成因が存在することから，作用機序の異なる薬剤を組み合わせた

併用療法が推奨されている。中でもアンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬やアンジオテンシン II 受

容体拮抗薬（ARB）など，昇圧に深く関与しているレニン・アンジオテンシン系（RAS）を強く抑制す

る薬剤と，Ca チャネル拮抗作用を有する Ca 拮抗薬の併用は，優れた降圧効果を示すことから年々使用

頻度が高まっている。配合剤の利点は,アドヒアランスの向上や患者さんの経済的負担軽減（アムロジピ

ン分薬価）の観点から意義があり,院外専用医薬品として循環器内科から申請依頼があった。 

備考）他の降圧薬の配合剤と同様に，「本薬を高血圧治療の第一選択薬として使用しないこと」 



商品名 配合成分名（ＡＲＢ＋Ｃａ拮抗薬）

レザルタス オルメサルタン・アゼルニジピン配合製剤

エックスフォージ バルサルタン・アムロジピン配合製剤

ミカムロ テルミサルタン・アムロジピン配合製剤

アイミクス イルベサルタン・アムロジピン配合製剤

ザクラス アジルサルタン・アムロジピン配合製剤

ユニシア カンデサルタン・アムロジピン配合製剤

未採用 アテディオ バルサルタン・シルニジピン配合製剤

院内採用薬品

院外専用薬品

 
削除薬品；なし（同効薬；なし） 

製薬メーカー；武田薬品工業（薬価；140.60円） 

薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

エフィエント錠
（プラスグレル塩酸塩）

3.75mg 第一三共 282.80 抗血小板剤 循環器内科

新規の経皮的冠動脈
形成術（PCI）が適応さ
れる心疾患の抗血小

板療法に用いる

ザイザルシロップ
（レボセチリジン塩酸塩）

0.05% GSK 19.60 アレルギー性疾患治療剤 耳鼻咽喉科
持続性選択Ｈ１
受容体拮抗

トリテレン・カプセル
（トリアムテレン）

５０ｍｇ 大日本住友 10.40 利尿・血圧降下剤 腎臓内科

抗アルドステロン薬が
非反応性の低カリウ
ム血症のLiddle症候

群の診断

20mg

４０ｍｇ

劇）ザイティガ錠
（アビラテロン酢酸エステ

ル）
2５０ｍｇ

ヤンセン
ファーマ

薬価未収載 去勢抵抗性前立腺癌 泌尿器科

抗がん剤を使用でき
ない高齢者，リスクの
高い患者にも新たな
選択肢として期待

薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

ラジレス錠
（アリスキレンフマル酸塩）

150mg
ノバルテス・

ファーマ 144.90 直接的レニン阻害剤 循環器内科
院外処方で使用
している患者が
入院したため

薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

タケルダ配合錠
（アスピリン・ランソプラゾー

ル）

100mg
・

15mg
武田薬品 89.30 抗血小板剤

消化器外科
薬剤部

合剤での利便
性・経済性を重

視

劇）ザクラス配合錠ＬＤ
（アジルサルタン・

アムロジピンベシル配合剤）

20mg・
2.5mg

劇）ザクラス配合錠ＨＤ
（アジルサルタン・

アムロジピンベシル配合剤）

20mg・
5mg

循環器内科
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劇）アレセンサカプセル
（アレクチニブ塩酸塩）

中外製薬 薬価未収載

関西電力病院　薬剤部

9月上旬に発売予定
レジメン作成上薬事委
員会の承認後マス
ター登録が必要のた

め

【院外専用医薬品】

抗悪性腫瘍剤 腫瘍内科

合剤での利便
性・経済性を重

視
140.60武田薬品 高血圧治療薬

 

以上 


