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福島区薬剤師会 御中 

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 27 年 2 月 13 日（金）の薬事小委員会において新規採用医薬品 3 種類 4 品目，院外専用医薬品 2

品目，削除薬品 2 品目が承認されました。 

2 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。 

 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】 

劇）カロナール錠 500ｍｇ（解熱・鎮痛薬；アセトアミノフェン） 

比較的弱い効果のイメージがあった本剤ですが，それは日本での用量の少なさのため，2011 年からの

用量拡大により，高用量ではがん性疼痛にも効果を発揮することが知られている。「がん疼痛の薬物療

法に関するガイドライン」では，WHO3 段階除痛ラダー第 1段階に使う非オピオイド製剤として，アセト

アミノフェンを 2400mg～4000mg/日程度が妥当な鎮痛量であり，肝機能障害に注意しながら 4000mg/日

まで増量が可能だと考えられている。また投与は 1日 4回程度に分けて行い，1回投与量が 1000mg を超

えないようにする。今回の適応拡大にて使用可能となったために，緩和医療内科より申請依頼があった。 

備考）アセトアミノフェンの肝機能障害には注意が必要。アセトアミノフェンは CYP4502E1 で代謝を受

け，アセトアミドキノン（N-アセチル p-ベンゾキノンイミン）になる。アセトアミノキドンはグルクロ

ン酸抱合によりメルカプツール酸に無毒化されるが，グルクロン酸抱合が間に合わず，アセトアミドキ

ノンが増加した場合，肝細胞内のたんぱく質や核酸に結合し，ダメージを与える。これがアセトアミノ

フェンによる肝機能障害の原因である。アルコールが併用注意に挙げられているのは，アルコールの常

飲により，CYP2E1 が誘導された状態では，アセトアミノフェンからアセトアミドキノンへの代謝が亢進

してしまい，肝毒性が強くなると考えられるため。 

また，医療用・市販薬の鎮痛解熱剤・総合感冒薬の多くに含まれるアセトアミノフェンは併用してしま

うリスクも高い状態なので，併用などに注意すること。 

当院の配合剤 PL 配合顆粒 APP:150mg/g(包)，600mg/day（4g） 

SG 配合顆粒 APP:250mg/g(包)，最大 1000mg/day（4g） 

トラムセット配合錠 APP:325mg/錠，最大 2600mg/day（8 錠） 

アンヒバ坐剤小児用 200mg 

市販薬（OTC 薬）注意必要。 

削除医薬品；なし（同効薬；カロナール錠 200ｍｇ，細粒 5０％） 

メーカー；昭和製薬 薬価；10.30 円（500mg），8.10 円（200ｍｇ） 

 

ベルソムラ錠 15mg，20mg（不眠治療薬：スボレキサント） 

本剤は，不眠治療において既存の薬剤とは異なる，新しい作用機序を有している。すなわち，覚醒を

維持する神経伝達物質であるオレキシンの受容体への結合をブロックすることで，過剰な覚醒状態を抑



制し，脳を覚醒状態から睡眠状態へと移行させる生理的なプロセスをもたらす，世界初のオレキシン受

容体拮抗薬となっている。 

第 3相国際共同試験（対象：日本人を含む原発性不眠症患者）では，スボレキサントの 3カ月間就寝

前投与により，睡眠維持効果および入眠効果が認められている。さらに，6 カ月間投与における安全性

および忍容性に関しても概ね良好であった。副作用 20.9％が認められ，主な副作用は傾眠（4.7％），頭

痛（3.9％），疲労（2.4％）であった。また薬物相互作用として CYP3A4 を強く阻害する薬剤（イトラコ

ナゾールなど）とは，本薬の代謝が阻害され，作用が増強する可能性があることから併用禁忌となって

いる。なお，食後および食直後の服用では，効果発現が遅れることにも注意しなければならない。立花

医師の外来患者にて 1日 2時間程度の睡眠障害にて，すべてのお薬を使用しても改善がなく，新規作用

機所の本剤を使用したく，神経内科より申請依頼があった。 

備考１）適応は「不眠症」で，1日 1回 20mg，高齢者には 1日 1回 15mg を就寝直前に経口投与。備考 2）

不眠症は日常の生活の質を低下させ，うつ病の危険因子であることが明らかになっている。また，不眠

症患者は健常人と比べて糖尿病や高血圧の有病率が高いことが報告されており，これらの発症を助長す

る危険因子としても注目されている。日本では，成人の 3 人に 1 人が「寝つきが悪い」「睡眠中に何度

も目が覚める」など何らかの不眠症状を有しているといわれている。現在，不眠症治療の中心となる薬

物療法は，バルビツール酸系の依存性の強い睡眠薬，より忍容性の高いトリアゾラムなどのベンゾジア

ゼピン系，ゾルピデムなどの非ベンゾジアゼピン系，ラメルテオンのメラトニン受容体作動系の睡眠薬

に移ってきている。 

削除薬品；なし（同効薬；なし） 

製薬メーカー；MSD（薬価；89.10 円/15ｍｇ 107.90 円/20ｍｇ） 

 

【2 月後半に発売予定の SGLT2 阻害薬，即購入より審議対象薬品】 

ジャディアンス錠 10mg（2 型糖尿病治療薬；エンパグリフロジン） 

本剤は，市場 7 番目（6 成分）の SGLT2 阻害薬である。用法・用量は，10mg 錠を 1 日 1 回経口投与し，

効果不十分な場合は 25mg1 日 1 回に増量できる。今回，糖尿病・代謝・内分泌センターより申請依頼が

あった。 

削除医薬品；なし（同効薬；下記） 

1. イプリグラフロジン（アステラス製薬/寿製薬/MSD，商品名：スーグラ） 

2. ダパグリフロジン（ブリストル/アストラゼネカ/小野薬品，商品名：フォシーガ） 

3. ルセオグリフリジン（大正製薬/ノバルティスファーマ，商品名：ルセフィ） 

4. トホグリフロジン（興和/サノフィ，商品名：デベルザ/アプルウェイ） 

5. カナグリフロジン（田辺三菱製薬/第一三共，商品名：カナグル） 

メーカー；日本ベーリンガーインゲルハイム 薬価；.00 円（10mg）.00 円（25mg） 

 

【院外専用医薬品】 

グラナテック点眼液 0.4％（緑内障・高眼圧治療薬；リパスジル塩酸塩水和物） 

本剤は，世界初の Rho キナーゼ（ROCK：Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase） 

を阻害することにより，線維柱帯-シュレム管を介する主流出路からの房水流出を促進することで眼圧を

下降が期待できる。また，国内で実施した原発開放隅角緑内障および高眼圧症の患者を対象とした臨床

試験において，単独での使用および既存の緑内障・高眼圧症治療薬と併用での使用のいずれの場合でも，



眼圧下降効果（作用機所が異なることの相乗効果）を示すことが確認されている。今回，緑内障で眼圧

コントロールが不十分の患者或いは，他剤が使用できない患者に使用する目的で，眼科より申請依頼が

あった。 

削除医薬品；なし（同効薬；キサラタン点眼液） 

メーカー；興和創薬 薬価；2,255.00 円（5ｍＬ/１瓶） 

 

ボナロン経口ゼリー35mg（骨粗鬆症治療剤；アレンドロン酸ナトリウム水和物） 

本剤は，世界初となる骨粗鬆症治療剤で週 1回投与の特徴を活かした経口ゼリー剤である。高齢化社会

による，嚥下機能の低下や骨折リスクの増加に伴いゼリーの特徴を活かし，食道通過速度が速くなるこ

とより食道壁での接触時間が短くなり，上部消化管での副作用（滞留による潰瘍など）の低減が期待で

きる。また，食道通過性に優れるため，患者の服用継続率が上がることより治療効果の向上が期待でき

ることより，院外専用医薬品として使用を試みるために整形外科より申請依頼があった。 

一般名 商品名 適応症（用量）

エチドロン酸二ナトリウム ダイドロネル錠

骨粗鬆症
下記状態における初期及び進行期の
異所性骨化の抑制
脊髄損傷後、股関節形成術後
骨ページェット病

アレンドロン酸ナトリウム水和物 ボナロン錠，フォサマック錠（院外） 骨粗鬆症 （35mg錠）

ミノドロン酸水和物 リカルボン錠 骨粗鬆症 (50mg錠）

リセドロン酸ナトリウム水和物 アクトネル錠
骨粗鬆症 (2.5mg錠、17.5mg錠)
骨ページェット病 (17.5mg錠)

ゾレドロン酸水和物 ゾレドロン酸水和物点滴静注用
悪性腫瘍による高カルシウム血症
多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌
骨転移による骨病変

イバンドロン酸ナトリウム水和物 ボンビバ静注1mgシリンジ 骨粗鬆症  

削除医薬品；なし（同効薬；ボナロン錠 35mg，） 

メーカー；帝人ファーマ 薬価；1,262.80 円（1 包） 

 

【削除薬品】 

アミュー顆粒 2.5ｇ（171 包破棄）⇒削除（腎臓内科確認済み） 

イリコロンＭ錠（44 錠破棄）⇒現在製造中止。2015 年夏までに品切れより。 

院外でのオーダがなくなり次第削除へ 

 



薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

劇）カロナール錠
（アセトアミノフェン）

500mg 昭和製薬 10.30 解熱・鎮痛薬 緩和医療内科

がん疼痛の薬物療法
に関するガイドライン
では，アセトアミノフェ

ンを2400mg～
4000mg/日程度が妥

当な鎮痛量

１５ｍｇ 81.10

２０ｍｇ 107.90

ジャディアンス錠
（エンパグリフロジン）

１０ｍｇ
日本ベーリン
ガー・インゲ

ルハイム
2型糖尿病治療薬

糖尿病・
代謝内分泌

センター
SGLT2阻害薬

グラナテック点眼液
（リパスジル塩酸塩水和物）

0.4％
５ｍL

興和創薬 2,255.00 緑内障・高眼圧治療薬 眼科

Rhoキナーゼ
を阻害することによ
り，線維柱帯-シュ
レム管を介する主流
出路からの房水流出
を促進することで眼

圧を下降

ボナロン経口ゼリー
（アレンドロン酸ナトリウム

水和物）
35mg 帝人ファーマ 1,262.80 骨粗鬆症治療剤 整形外科

世界初となる骨粗鬆
症治療剤で週1回投
与の特徴を活かした

経口ゼリー剤

不眠治療において既
存の薬剤とは異な
る，新しい作用機

序。
オレキシンの受容体
への結合をブロック
することで，過剰な
覚醒状態を抑制し，
脳を覚醒状態から睡

眠状態へと移行

【院外専用医薬品】

関西電力病院　薬剤部

MSD
ベルソムラ錠

（スボレキサント）
不眠治療薬 神経内科

2月　　薬事小委員会　　資料
【新規採用医薬品】

 
以上 


