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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 12 月 4 日（金曜日）の薬事小委員会において新規採用医薬品 5 品目 9 種類，削除薬品 2

種類が承認されました。12 月 25 日（金曜日）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）イクセロンパッチ 4.5m，9mg，13.5mg，18mg（院外専用薬品⇒院内採用薬品へ） 

（経皮吸収型アルツハイマー型認知症治療薬；リバスチグミン） 
本剤は，軽度・中等度のアルツハイマー型認知症の症状の進行抑制（脳内の伝達物質の分解を防ぐ効

果があり，症状の進行を抑えることができる）を効能・効果とする。アルツハイマー型認知症治療薬で

初の貼付剤。薬がのみ込めない患者や，薬をのむことを嫌がる患者も使うことができる。ここ数回の薬

事（小）委員会の報告より，外来で投与・使用中の患者が入院する率が高く，使用頻度が多くなってき

ている。今回は，臨時医薬品でなく採用医薬品として神経内科より申請依頼があった。基本，入院中の

患者に使用する際は，緊急性ではない為，用事購入採用薬品としてマスター登録のみ実施。入院中に増

量になる可能性もあることより全種類を申請。（事後報告）。 

削除医薬品；なし（同効薬；アリセプト，メマリー，レミニール） 

メーカー；ノバルティスファーマ 薬価；（337.20 円，379.70 円，407.00 円，427.50 円）（14 枚入り） 

 

劇）ライゾデグ配合注フレックスタッチ 3mL/筒（糖尿病治療薬：インスリン デグルデク

210 単位とインスリン アスパルト 90 単位の配合注射薬） 

本剤は、超速効型インスリン（インスリン アスパルト）と持効型インスリン（インスリン デグルデ

ク）を 3：7 のモル比で含有する溶解インスリン製剤である。持効性を示す機序は、投与後、皮下組織

において可溶性で安定な 6 量体が多数連なった構造（マルチヘキサマー）を形成して一時的に留まり、

その後モノマーへと徐々に解離するため、投与部位から緩徐にかつ持続的に血中に吸収されることによ

る。また、皮下注射部位及び血中で脂肪酸側鎖を介してアルブミンと結合することも持効性に寄与して

いる。基礎分泌補充分画が持効型溶解インスリンであるため，従来の混合型インスリン製剤と比較して

優れた血糖降下作用だけでなく低血糖リスクの発現頻度も低下させることが期待できる。混合型使用中

のインスリン製剤，ベーサル・ボーラス療法などから切り替えのほか，新規インスリン導入患者への対

応など幅広い使用が見込まれるため，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）。 

備考）通常、成人では、初期は 1 回 4～20 単位を 1 日 1～2 回皮下注射する。1 日 1 回投与のときは、

主たる食事の直前に投与し、毎日一定とする。1 日 2 回投与のときは、朝食直前と夕食直前に投与する。

投与量は症状及び検査所見に応じて適宜増減するが、維持量は通常 1 日 4～80 単位である。但し、必要

により上記用量を超えて使用することがある。 

貯法；2～8℃ 冷蔵庫保存 

発売日；2015 年 12 月 1 日よりマスター登録は左記以後となる。 



削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；ノボ・ノルディスク・ファーマ 薬価；（2,322.00 円）（1 箱 2 筒入り） 

 

劇）アレセンサ錠150mg（抗悪性腫瘍薬；アレクチニブ塩酸塩） 

本剤の効能・効果は「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」である。当院で

も採用され使用患者がいる。問題点は，通常、成人にはアレクチニブとして 1回 300mg を 1 日 2 回経口

投与することより，従来の規格では 1回に 8Cap（20mg1Cap＋40mg7Cap）×2回を服用しなければならな

かったが，今規格より 2Cap×2 回の服用となる。患者の服薬の利便性を上げる為に，今回呼吸器内科よ

り申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；アレセンサ 20mg，40mg） 

メーカー；中外製薬 薬価；（6,614.60 円）（1箱 28Cap 入り） 

 

劇）オフェブ Cap100mg，150mg（抗線維化薬；ニンテダニブエタンスルホン酸塩） 

特発性肺線維症（IPF）とは、肺胞壁の線維化が進行することにより、不可逆性の蜂巣肺（高分解能

CT で肺が蜂の巣様に写る状態）を形成する疾患である。無症状の場合もあるが、乾性咳嗽や労作時呼

吸困難を主症状とする。予後は不良であり、IPF 診断確定後の平均生存期間は 2.5～5 年で、急性増悪

後の平均生存期間は 2 カ月以内と報告されている。また高確率で肺癌を合併することが知られている。

IPF 患者数は世界で 10 万人あたり 14～43 人と推定されている。日本では、IPF を含む特発性間質性肺

炎を医療費助成の対象となる難病（指定難病）として、公費助成を実施している。治療としては、鎮咳

薬などを使用した対症療法のほか、以前は線維化の進行を抑制する目的でステロイド薬や免疫抑制薬が

使用されていたが、近年の研究でその有効性が疑問視されている。2008 年からは IPF に唯一適応を有

したピルフェニドン（ピレスパ）が使用されているが、副作用などの面から使用できない患者もおり、

いまだ治療選択肢が限られているのが現状であった。 

本剤は、血小板由来増殖因子受容体（PDGFR）および線維芽細胞増殖因子受容体（FGFR）、血管内

皮増殖因子受容体（VEGFR）を標的とする低分子チロシンキナーゼ阻害薬である。IPF に適応を有す

る薬剤としては初の分子標的薬であり、病態に関与する線維芽細胞の増殖、遊走および形質転換に関わ

るシグナル伝達を阻害することで、肺線維化の進行を抑制することが期待されている。IPF 患者を対象

とした第 3 相国際共同試験（INPULSIS 試験）で、本薬は IPF 患者の呼吸機能低下（努力肺活量[FVC]

の年間減少率）をプラセボに対し有意に抑制することが示された。 INPULSIS 試験では、主な副作用

として下痢（53.6％）、悪心（19.1％）、肝酵素上昇（10.5％）、腹痛（10.2％）が報告された。重大な副

作用としては重度の下痢、肝機能障害、血栓塞栓症、消化管穿孔、間質性肺炎が認められている。 

本薬使用においては、国内での治験症例が限られていることから、全症例を対象とした使用成績調査を

一定期間実施することに留意する。  

今回使用する患者がいる事より，呼吸器内科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；日本ベーリンガーインゲルハイム 薬価；4,382.90 円/100mg，6,574.40 円/150mg 

（1 箱 28Cap 入り包装） 

マリゼブ錠25ｍｇ（持続性選択的DPP-4阻害薬；オマリグリプチン） 

本剤は、今年 5 月に発売されたトレラグリプチン（ザファテック）に次ぐ、2 番目の週 1 回投与の持

続性選択的 DPP-4 阻害薬である。 



 本剤の特徴は、肝臓での代謝をほとんど受けず、さらに腎臓での受動的な再吸収機構により体内循環

を繰り返すことで、週 1 回投与が可能となっている。国内第 3 相試験において、週 1 回 25mg で良好な

HbA1c 低下作用を示し、シタグリプチンに対して非劣性が認められた。臨床試験では副作用が 6.7％で

認められている。主な副作用は低血糖症（1.5％）、便秘（0.7％）であり、重大な副作用は低血糖が報告

されている。薬剤使用に際しては事前に、日本糖尿病学会の「インクレチン（GLP1 受容体作動薬と

DPP4 阻害薬）の適正使用に関する委員会」による Recommendation を熟読しておく必要がある。 

 服用患者には、週 1 回服用する薬剤であることから「同一曜日に服用すること、万が一、服用を忘れ

た場合には気が付いた時点で 1回分を服用し、その後はあらかじめ定められた曜日に 1回分を服用する」

ことを指導しておく。このカテゴリーの薬剤が普及すると予想される。特に，夜勤などシフト勤務の方，

生活リズムが不規則な方，内服に家族や医療従事者の介助を要する方，認定症，うつ病などを合併して

いる方、視力障害や麻痺など糖尿病合併症が振興している方，出張が多くいつも自宅に帰宅しない方，

薬の飲む回数を減らしたい方など患者のニーズに対応できるものと考え，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；ザファテック錠 50ｍｇ） 

メーカー；MSD 薬価；（1,045.10 円 1 日薬価 149.30 円）（1 箱 10 錠入り） 

 

【削除薬品】 
ドパストン散 98.5％（100ｇ）⇒1 箱破棄より削除薬品（神経内科確認済み） 

ヒビディール消毒液 0.05％⇒経過処置薬品（使用実績 1 年間 0 件）より削除薬品 
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【新規採用医薬品】
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 以上 


