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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 27 年 1 月 8 日（木）の薬事委員会において新規採用医薬品 4 種類 5 品目と臨時医薬品（院外）1

品目，院外専用医薬品 1 品目，削除薬品 2 品目が承認されました。 

1 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。 

 後発医薬品は，院内の在庫量など調整しますが，来年度から変更予定です。ご協力をお願いします。 

 

【院内採用医薬品】 

スタレボ配合錠 L50，L100 

（パーキンソン病治療薬；レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン） 

本剤は，ドパミン前駆体のレボドパ，ドパ脱炭酸酵素阻害剤のカルビドパ水和物，末梢カテコール‐

O‐メチル基転移酵素阻害剤のエンタカポンの３成分配合剤。 疾患進行等に伴ってレボドパの薬効が次

の服用時まで続かない“ウェアリング・オフ現象”が認められる症例に対し，エンタカポン単剤を併用

した場合と同等の治療効果を１剤で得られる。 投与錠数を減らして患者の負担を軽減する。服薬コン

プライアンスの向上と経済効果が期待できることより，神経内科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；メネシット錠とコムタン錠の配合剤） 

メーカー；ノバルティス・ファーマ 薬価；213.70 円 L50・L100 共に同薬価（1箱 100 錠包装） 

 

劇）ボシュリフ錠 100ｍｇ（慢性骨髄性白血病治療薬；ボスチニブ） 

本剤は，経口 SRC/ABL チロシンキナーゼ阻害剤で，効能・効果は「前治療薬に抵抗性又は不耐容の

慢性骨髄性白血病」のである。現在 CML に対する 1 次治療の選択肢としては，選択的 BCR-ABL ロシ

ンキナーゼ阻害薬のイマチニブ，ニロチニブ，ダサチニブによる治療，もしくは同種造血細胞移植が行

われている。しかし，1 次治療で十分な治療効果が得られない，または副作用により投与中断を余儀な

くされる患者さんが存在することから，2 次治療および 3 次治療以降におけるメディカルニーズは未だ

高いといえます。海外および国内の臨床試験においてイマチニブ抵抗性または不耐容（2 次治療）の CML

患者に対して，また，イマチニブ治療後のダサチニブまたはニロチニブ抵抗性または不耐容（3 次治療

以降）の CML 患者に対して，有効性が認められ，忍容性も良好であった。本剤は同効能にて希少疾病

用医薬品（オーファンドラッグ）に指定されている。今後使用する患者が出た場合を想定し，血液内科

より申請依頼があった。 

備考）永井医師より早期使用する可能性のある患者がすずらん薬局にてマスター登録前に使用する可

能性あり。 

削除医薬品；なし（同効薬；グリベック，タシグナ，スプリセル） 

メーカー；ファイザー 薬価；3,791.00 円（1箱 50 錠包装） 

 

 



劇）ゼルヤンツ錠 5ｍｇ（関節リウマチの治療薬；トファシチニブクエン酸塩） 

本剤は，細胞外でサイトカインを標的とする生物学的製剤とは異なり，細胞内のシグナル伝達を標的

とする。また，関節リウマチに伴う炎症に重要な役割を果たす細胞内のシグナル伝達経路である JAK（ヤ

ヌスキナーゼ）を阻害する新しい薬剤作用機所を持つ分子標的薬で，国内初に承認された経口関節リウ

マチ治療薬である。例えば，過去の治療においてメトトレキサートをはじめとする少なくとも 1剤の抗

リウマチ薬（DMARD）等による適切な治療を行っても，疾患に起因する明らかな症状が残る場合など既

存治療薬で効果不十分の場合に投与する関節リウマチ治療薬である。有効性は，生物学的製剤と同等の

「高い疾患活動性抑制効果」に加えてその効果発現が約 1週間で認められると言う「即効性」及び「関

節破壊抑制効果」が特徴である。また，安全性については，全例調査中であるものの，懸念されている

2点（重症感染症，悪性腫瘍発現頻度）が既存の生物学的製剤と同等であることがわかってきた。今回，

ＭＴＸ服用が難しい症例，注射剤である生物学的製剤の導入を拒む症例，生物学的製剤が効果不十分な

少量を中心に処方すべく，整形外科から申請依頼があった。 

備考）通常，1回 5mg を 1 日 2回経口投与します。全症例を対象とする製造販売後調査を実施。 

主な有害事象には，結核や帯状疱疹などの重篤または重大な感染症，リンパ腫などの悪性腫瘍，胃腸穿

孔，好中球減少とリンパ球減少および脂質上昇が含まれます。重篤な有害事象として最も多く見られた

ものは，重篤な感染症で上気道感染症，頭痛，鼻咽頭炎と下痢の報告が多かった。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；ファイザー 薬価；2,539.00 円（1箱 28 錠包装） 

 

 

リクシアナ 60mg 錠（経口 FXa 阻害剤；エドキサバントシル酸塩水和物） 

本剤は，血管内で血液凝固に関与する FXa (活性化血液凝固第 X 因子) を選択的、可逆的かつ直接的

に阻害する。今回「非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制」及び

「静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制」の両適応症で効能追加承

認を得て，30mg と 60mg の規格が発売された。30mg と 60mg で薬価差がなく，60mg 錠を院内採用

にて適応拡大された疾患に使用する目的で，循環器内科より申請依頼があった。 

備考）用法・用量は下記の通りである 

 ○非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制 

 ○静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制 

 通常、成人には、エドキサバンとして以下の用量を 1 日 1 回経口投与する。体重 60kg 以下には，1

回 30mg，体重 60kg 超には 1 回 60mg。 なお、腎機能、併用薬に応じて 1 日 1 回 30mg に減量す

る。 

削除医薬品；なし（同効薬；リクシアナ，イグザレルト，エリキュース） 

メーカー；第一三共 薬価；758.10 円/60mg 錠（748.10 円/30mg 錠） 

 

【臨時購入薬品】 

アメパロモカプセル（抗生物質；パロモマイシン硫酸塩） 

本剤は，国内外のガイドライン等において腸管アメーバ症の標準治療薬のひとつとして位置づけられ

ており，海外では，欧州を含む 18 の国と地域で承認されている。腸管アメーバ症の治療に使用される

薬剤として，腸管から吸収されにくい特長を有しており，腸管腔内の赤痢アメーバ（栄養型およびシス



ト（嚢子））に高濃度で作用する。現在，国内ではこのように腸管内で高濃度を維持し腸管アメーバに

効果を発揮する薬剤はない。現在は，2013 年 12 月より社団法人日本感染症学会および熱帯病治療薬研

究班から厚生労働省に対して国内における腸管アメーバ症を適応としたパロモマイシンの開発要望が

提出され製造販売されている。今回外来患者にて腸管アメーバ症の患者に 2度フラジール錠による治療

を行うも改善が認められない（下血が継続）ため院外にて臨時購入薬品として消化器内科より申請依頼

があった。 

備考）この患者のみ使用することと，患者への投与を考え，門前薬局のファーコスふくしま店に在庫を

依頼し，患者様への処方をお願いした。用法・用量は，通常，成人にはパロモマイシン硫酸塩 1500mg

（力価）を 1日 3回に分けて 10 日間，食後に経口投与する。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；ファイザー 薬価；431.90 円（100 錠包装） 

 

【院外専用医薬品】 

リクシアナ 30mg 錠（経口 FXa 阻害剤；エドキサバントシル酸塩水和物） 

院内採用は 15mg と 60mg があり，30mg の場合は半錠にすることで DPC での経済的貢献をする方向で行

うが，外来での対応は 30mg 錠でもオーダーできる様に，院外専用医薬品として循環器内科より申請依

頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；リクシアナ，イグザレルト，エリキュース） 

メーカー；第一三共 薬価；748.10 円/30mg 錠（758.10 円/60mg 錠） 

 

【削除薬品】 

ケアラム 25mg 錠⇒削除薬品 神経内科了承済み 

リレンザ（４BR）⇒削除へ             



薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

（L50）
50mg
5.4mg
100mg

（L100）
100mg
10.8mg
100mg

劇）ボシュリフ錠
（ボスチニブ）

100mg ファイザー 3,791.00 慢性骨髄性白血病治療薬 血液内科

経口SRC/ABLチロシ
ンキナーゼ阻害剤で，
効能・効果は「前治療
薬に抵抗性又は不耐
容の慢性骨髄性白血

病」

劇）ゼルヤンツ錠
（トファシチニブクエン酸

塩）
５ｍｇ ファイザー 2,539.00 関節リウマチの治療薬 整形外科

細胞外でサイトカイ
ン
を標的とする生物学
的製剤とは異なり，
細胞内のシグナル伝
達を標的とする。

リクシアナ錠
（エドキサバントシル

酸塩水和物）
６０ｍｇ 第一三共 758.10 経口FXa阻害剤 循環器内科

経口FXa阻害剤
非弁膜症性心房細動
患者における虚血性
脳卒中及び全身性塞

栓症の発症抑制

アメパロモカプセル
（パロモマイシン硫酸塩）

２５０ｍｇ ファイザー 431.90 抗生物質 消化器内科

外来患者にて腸管ア
メーバ症の治療に使
用される薬剤として

限定
腸管から吸収されに
くい特長を有してお
り，腸管腔内の赤痢
アメーバ（栄養型お

よびシスト（嚢
子））に高濃度で作

リクシアナ錠
（エドキサバントシル

酸塩水和物）
3０ｍｇ 第一三共 758.10 経口FXa阻害剤 循環器内科

経口FXa阻害剤
非弁膜症性心房細動
患者における虚血性
脳卒中及び全身性塞

栓症の発症抑制

1月　　薬事小委員会　　資料
【新規採用医薬品】

ノバルティス 217.30 パーキンソン病治療薬 神経内科

スタレボ配合錠
レボドパ

カルビドパ水和物
エンタカポン

３成分配合剤。 疾患
進行等に伴ってレボド
パの薬効が次の服用
時まで続かない“ウェ
アリング・オフ現象”が
認められる症 投与錠
数を減らして患者の負
担を軽減する。服薬コ
ンプライアンスの向上
と経済効果が期待で

きる

関西電力病院　薬剤部

【臨時採用医薬品】

【院外専用医薬品】

 
以上 


