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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 9 月 12 日（金）の薬事小委員会において新規採用医薬品 6 種類 6 品目と後発医薬品が 6
種類 8 品目が承認されました。9 月 26 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。一部の医薬品は 9 月上旬に薬価収載された際に情報提供しています。 
 

【院内採用医薬品】 

劇）ダクルインザ錠 60mg（C型肝炎治療剤；ダクラタスビル塩酸塩/DCV） 

劇）スンベプラカプセル 100mg（C型肝炎治療剤；アスナプレビル/ASV） 

HCVのゲノム解析などが進む中で，HCVの増殖過程で特異的なたんぱく質が発見され，HCV特有の分子

を標的とする薬剤，DAAs（Direct-acting Antiviral Agents：直接作用型抗ウイルス薬）が開発された。

現在，開発中の DAAsには，①NS3/4Aセリンプロテアーゼ阻害剤②NS5A複製複合体阻害剤③NS5Bポリメ

ラーゼ阻害剤がある。①NS3/4A セリンプロテアーゼ阻害剤は，テラプレビル/TVR やシメプレビル/SMV

が含まれる。今回承認された 2 つの DAAs，スンベプラは HCV NS3/4A セリンプロテアーゼ阻害剤で，ダ

クルインザは国内初となる HCV NS5A 複製複合体阻害剤である。今回，この 2 剤の併用療法が認められ

たことで，ついにインターフェロンフリー，つまり IFNを用いない C型慢性肝炎治療が保険適応となっ

た。単独ではすぐに耐性を身に着けてしまう HCV ですが，複数を組み合わせることで耐性化を抑制し，

治療を行うことが可能となった。これにより，IFN 療法を行えない高齢者，血球減少症のある患者や効

果を発揮しなかった（INF 無効な C 型肝炎）患者にとってきわめて有効で期待できる薬物療法より，消

化器内科より申請依頼があった。現在，発売を期待している患者がおられることより，3 ヶ月ルールを

逸脱するが早急に購入とする。 

備考）服用期間は 24週間。HCV-SVR達成率が約 85％。 

削除薬品；なし（同効薬；テラビック錠） 

製薬メーカー；ブリストル・マイヤーズ（ダクルインザ錠   薬価；9,186.00円） 14錠入り 

ブリストル・マイヤーズ（スンペプラカプセル 薬価；3,280.70円） 28Ｃ入り 

 

カナグル錠 100mg（SGLT2阻害剤 2型糖尿病治療罪；カナグリフロジン） 

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。 
削除薬品；なし（同効薬；スーグラ錠,フォシーガ錠,ルセフィ錠,デベルガ錠） 



製薬メーカー；田辺三菱製薬（薬価；205.50円） 

 

エフィエント錠 5mg（抗血小板剤；プラスグレル塩酸塩） 

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。初回にローディングドーズするために 5ｍｇ錠が必

要であり,循環器内科から申請依頼あり。 

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；359.80円） 

 

劇）ジャカビ錠 5mg（骨髄繊維症治療剤；ルキソリチニブリン酸塩） 

骨髄線維症は，造血組織である骨髄が線維化することで，正常な血液の産生が妨げられる進行性の血液

がんです。国内での発症率は 10 万人あたり約 0.2 人で，現在の有病者数は約 1,500 人と推測されてお

り，厚生労働省の難治性疾患克服研究事業の対象にも指定されている希少疾患。現在数人の，骨髄繊維

症患者を少数ではあるが現在受診しており，使用することもあり血液内科より申請依頼があった。 
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；3,706.80円） 

 

ネバナック懸濁性点眼液 0.1%5ｍＬ（非ステロイド性抗炎症点眼薬；ネパフェナク） 

本剤の適応は「内眼部手術における術後炎症」で，用時によく振り混ぜた後，1 回 1 滴，1 日 3 回点

眼する。点眼は手術前日より開始し，手術当日は術前 3 回，術後 1 回点眼する。眼科手術後に生じる炎

症の治療には，従来から，ステロイド点眼液と非ステロイド性抗炎症剤（NSAIDs）の点眼液が，併用

もしくは単独で使用される。このうち NSAIDs 点眼薬は，ステロイド点眼薬に比べると抗炎症作用は弱

いものの，ステロイド緑内障や感染症の誘発などリスクが少ないことから，特に軽症から中等症の術後

炎症にはステロイド点眼薬に優先して使用されることが多くなっている。ネパフェナクは，眼内の加水

分解酵素によって活性代謝物のアンフェナクに変換されるプロドラックである。プロドラック化するこ

とで角膜透過性を高め，より速やかに眼内への移行を可能としている。非臨床試験では，優れた角膜透

過性，強力なプロスタグランジン生合成阻害作用，血液房水関門損傷の抑制作用が確認されている。本

剤は，国内でのステロイド点眼液（フルオロメトロン点眼液）を対照とする第３相比較試験で，白内障

手術後の嚢胞様黄斑浮腫（CME）発症を著しく低下させることが確認されている。また，海外において，

CME のリスクファクターである糖尿病合併症例における CME 抑制効果も検討されている。今回，眼

科より申請依頼があった。 
備考）主な副作用は，眼の異物感，アレルギー性結膜炎（各 0.4％）で，重大な副作用として角膜潰瘍，

角膜穿孔が発現したとの報告がある。 
削除薬品；ゼペリン点眼液を院外専用薬品へ変更（同効薬；ニフラン点眼液，ブロナック点眼液） 

製薬メーカー；日本アルコン（薬価；956.50円/5mL〔1瓶〕） 

 
【ジェネリック医薬品】 

12月に約 6品目のジェネリック医薬品が発売されるため,後発医薬品使用量ベース 60％以上維持するた

めに下記の薬品を対象にジェネリック医薬品への変更を行う。ただし，カルベジロール錠 1.25ｍｇ錠は

確認してからの採用とする。 



先発医薬品名 規格 先発メーカー名 薬価 後発医薬品名 後発医薬品メーカー名 差額 薬価

シグマート錠５ｍｇ 5mg 中外製薬 23.2円 ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」 日医工 17.4円 5.8円

アルダクトンＡ錠２５ｍｇ 25mg ファイザー 21.8円 スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 東和薬品 16.2円 5.6円

プロマックＤ錠７５ 75mg ゼリア 35.4円 ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 12.9円 22.5円

アイトロール錠２０ｍｇ 20mg トーアエイヨー 15.7円 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 8.1円 7.6円

ユベラNカプセル 100mg エーザイ 5.8円
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル
１００ｍｇ「ＮＰ」 

ニプロ 0.4円 5.4円

アーチスト 10mg 第一三共 62.4円 カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 35.6円 26.8円

アーチスト 2.5mg 第一三共 28.6円 カルベジロール錠２.５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 18.7円 9.9円

アーチスト 1.25mg 第一三共 17.3円 カルベジロール錠１.２５ｍｇ「サワイ」 沢井製薬 7.4円 9.9円
 

 

備考）カルベジロールに関しては，1.25ｍｇを採用するかどうかを循環器内科に問合せ確認後，決定す

る。 
 

●ウルソデキシコール酸錠「ＮＰ」の発売中止を受けて 

他メーカーのウルソデキシコール酸錠「トーワ」（薬価；6.5円）に変更します。 

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）

5mg 第一三共 359.80 抗血小板剤 循環器内科

初回ローディング
ドーズに使用必須

のため追加申請あり

カナグル錠
（カナグリフロジン）

100mg 田辺三菱 205.50
SGLT2阻害剤

2型糖尿病治療剤

糖尿病・代謝・
内分泌セン

ター

5剤目のSGLT2阻害
剤

劇）ダクルインザ錠
（ダクラタスビル塩酸塩

/DCV）
60mg 9,186.00

国内初となるHCV
NS5A複製複合体

阻害剤

インタフェロンフリー

劇）スンベプラカプセル
（アスナプレビル/ASV）

１００ｍｇ 3,280.70

HCV NS3/4Aセリン
プロテアーゼ阻害剤

インタフェロンフリー

劇）ジャカビ錠
（ルキソリチニブリン酸塩）

5mg
ノバルティス

ファーマ
3,706.80 骨髄繊維症治療剤 血液内科

難治性疾患克服研究
事業の対象にも指定
されている希少疾患

ネバナック懸濁性点眼液
（ネパフェナク）

0.1%
/

5ｍＬ
日本アルコン

956.50
（5mL）

非ステロイド性抗炎症点眼
薬 眼科

白内障手術後の嚢胞
様黄斑浮腫（CME）発
症を著しく低下させる

ことが確認
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