
平成 28 年 5 月 17 日 
 門前薬局 御中 

関西電力病院 
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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 28 年 5 月 16 日（月曜日）の薬事小委員会において，下記の採用医薬品種 5 品目 5 種類（抗

HIV 薬は院内だけでよいと考えます。また，ジアゾキシド Cap に関しては希少疾患なので，患者様

のかかりつけ薬局のみでも良いと考えます），院外専用医薬品 1 品目 1 種類（6 月以降の発売予定で

す）が承認されたので報告いたします。6 月 9 日（木）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】 
モーラスパップ XR120mg（経皮鎮痛消炎薬；ケトプロフェン） 

本剤は，モーラスパップ 60mg の改良型であり「パップ剤を好む腰痛症患者さんの選択肢を増やすた

めに開発されたのが 1 日 1 回貼付のパップ剤である。非ステロイド性消炎鎮痛剤（NSAIDS）貼付剤の

剤形はパップ剤及びテープ剤がありますが，それぞれの製剤は特徴，使用感，患者の好みにより使い分

けられている。今回，整形外科より申請依頼があった。 

備考）保健調剤薬局の疑義紹介は，薬剤部にてすべて受け付けていますが，パップ剤の一般名処方など

では包装数が 6 枚入りおよび 7 枚入りの問い合わせが多く仕事に支障がでる場合がある。今回，当院で

はモーラスパップ 30mg を中止した場合には疑義紹介が減ることより都合がよい。 

 備考）モーラスパップ 30ｍｇ6 枚入り包装が 7 月を目処に製造中止予定より変更必要。 

    徐々に変更していく予定 
院外専用医薬品；モーラスパップ 30mg（同効薬；モーラステープ 20mg，L40mg） 
メーカー；久光製薬 薬価；305.90 円/袋/7 枚 （10 袋包装） 
 
劇）ツルバダ錠（抗ウイルス化学療法薬；テノホビル＋エムトリシタビン配合剤） 
劇）アイセントレス錠 400mg（HIV インテグラーゼ阻害薬；ラルテグラビル） 

2005 年の米国公衆衛生局ガイドラインに準じて「基本レジメン」（2 剤併用）・「拡大レジメン」（3 剤

併用）のいずれかを選択し、推奨薬剤リストの中から予防内服薬を選択するという方法が取られてきた。

しかし、治療の領域においては 3 剤併用の方が NRTI 2 剤のみの併用より HIV 抑制効果に優れるのは

明らかである。抗 HIV 薬の改良により副作用が軽減されたこともあり、職業的曝露後の PEP において

もあえて基本レジメンを選択する必然性は薄れていた。現在では，HIV 曝露後抗 HIV ウイルス薬［一

般には基本投薬としてレトロビル（AZT），エピビル（3TC）の 2 剤，拡大投薬としてこれらに加えて

カレトラ（LPV/RTV 合剤）］をできるだけ速く内服することで感染リスクを一層減少できるとされて

おり，妊婦など看護師の針刺し事故を中心に服用できる薬剤を考えてきた。「抗 HIV 治療ガイドライン」

(2016 年 3 月発行) の HIV 曝露対策予防投与薬の推奨薬剤は「ラルテグラビル（アイセントレス錠）」

と「テノホビル＋エムトリシタビン（ツルバダ錠）」の組合せと記載された。よって，今回のエピビル

とカレトラが期限切れを起こしたために，ICT の承認を得て変更することとする。 
備考） 



妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には，治療上の有益性が危険性を上回ると判断され

る場合にのみ投与すること。及び本剤服用中は授乳を中止させること。  

1
曝露の報告が遅延した場合
（例えば72時間以上）

遅延した場合には曝露後予防での有効性は不明である。

2
由来源不明の場合
（例えば針捨てボックス内や
洗濯物内の針）

曝露後予防はケースバイケースで使用すること。曝露の重篤
さとHIV曝露の疫学的起こりやすさを勘案して考えること。針や鋭利
物に対してHIV検査を実施することは米国では推奨されていない。

3
曝露者に妊娠が明確または
疑われる場合

専門家への相談のために曝露後予防が遅れてはならない。

4 曝露者における授乳 専門家への相談のために曝露後予防が遅れてはならない。

5
由来ウイルスの薬剤耐性が
明確または疑われる場合

由来患者ウイルスが曝露後予防で使用される薬剤の1剤以上
への耐性が明確であるまたは疑われる場合には、由来患者ウイル
スが耐性がないであろう薬剤を選択することが推奨される。また、
由来患者ウイルスの耐性検査を待つために曝露後予防が遅れて
はならない。

6
初回曝露後予防開始後の
毒性

症状（例えば消化器症状やその他症状）の多くは曝露後予防
の薬剤を変更することなく対応可能である。症状はしばしば不安に
より悪化するため、副作用への対応に関するカウンセリングとサ
ポートは非常に重要である。

7 曝露者における重篤な疾患
背景に重篤な疾患がある場合や曝露者が既に複数の薬剤を
内服している場合には薬剤毒性や薬剤相互作用が増える可能性
を考慮しなければならない。

HIV曝露後予防時に専門家に相談することが推奨される状況

 
削除医薬品；カレトラ，エピビル，レトロビル（同効薬；なし） 
メーカー；鳥居薬品 薬価；3,863.60 円；ツルバダ錠 （1 瓶 30 錠包装） 
メーカー；MSD 薬価；1,553.60 円；アンセントレス錠 （1 瓶 60 錠包装） 
 
ウチダの八味丸 M 20 丸/包（漢方製剤） 
八味地黄丸製剤の中で唯一の丸剤で，原典にならない生薬末と蜂蜜を練り合わせて製造されている。

生薬末をそのまま使用しているため熱水抽出では得られない揮発性成分や脂溶性成分などが損失せず

保持されている。また蜂蜜を配合することや乾地黄のかわりに熱地黄を使用することにより胃への負担

が軽減すると考えられている。以上より，他社の同一薬効エキス製剤よりも優れた効果と副作用軽減が

期待できるため使用したく，泌尿器科より申請依頼があった。 
備考）体の弱った機能をおぎない元気をつけます。ことに、足腰や泌尿器など下半身の衰えに最適（足

腰の痛みやしびれ、腎機能低下にともなう夜間頻尿、性機能低下、乾燥肌のカユミや湿疹などに用いる）。 
削除医薬品；なし（同効薬；ツムラ八味地黄丸 2.5g/包） 
メーカー；クラシエ薬品 薬価；22.00 円/包 （1 箱 20 丸/包×42 包装） 
 
ジアゾキシド Cap25mg「MSD」（高インスリン血性低血糖症治療薬；ジアゾキシド） 
高インスリン血性低血糖症は，膵臓のインスリン分泌が適切に制御されず、過剰にインスリンが分泌

されることで低血糖症状が出現する疾患であり，主に新生児や乳幼児に発症する。発症頻度は日本で年



間 30 人程度，継続治療を行っている患者は 200～250 人ほど。早期に適切な治療が行われないと死に

至るほか，発育遅延、知能障害、運動障害が残ることもある重篤な疾患である。これまでの治療は，「急

性期は血糖値維持のために大量のグルコース投与」，「グルカゴン，ソマトスタチンアナログ製剤，各種

ステロイド製剤などの長期間継続使用が困難であった。 
本剤は，膵 β 細胞の ATP 感受性 K＋チャネルを活性化することでインスリン分泌を抑制し，血糖上

昇作用を示す薬剤である。長期使用が可能な唯一の高インスリン血性低血糖症治療薬として，第 1 選択

薬に位置付けられている。主な副作用は、嘔吐、不快感、血小板増多などであり，重大な副作用として，

重篤な体液貯留，うっ血性心不全，ケトアシドーシス，高浸透圧性昏睡，急性膵炎，膵壊死などが報告

されている。投与時には、患者にこれら副作用の初期症状や対処法などを事前に説明しておく必要があ

る。5 月 12 日入院の患者さまが「高インスリン血性低血糖症」の精査入院目的であるが，まず間違い

なく治療する必要があるので，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）用法・用量は、患者の年齢によって異なるが、1 歳以上の幼小児と成人では「投与開始時は 1 日

3～5mg/kg を 2～3 回分割で、その後は 1 日 3～8mg/kg を 2～3 回分割で、8 時間あるいは 12 時間毎に

投与する。1 日最大投与量は 20mg/kg まで」となっている。 
削除医薬品；なし（同効薬；なし） 
メーカー；MSD 薬価；259.00 円 （1 箱 40Cap 包装） 

【長期投与可能な院外専用医薬品で規格の変更】 

エクリラ 400μg ジェヌエア 30 吸入用（COPD 治療剤：アクリジニウム臭化物） 
⇒エクリラ 400μg ジェヌエア 60 吸入用に変更 
本剤は，院外専用薬品であり，新規長時間作用性吸入抗コリン薬である。操作性に優れた新規ドライ

パウダー吸入器（ジェヌエア）を使用し，１日２回投与で終日呼吸機能を改善する。6 月 1 日より長期

投与が認められたことより，患者の利便性を考慮して使用回数の多いエクリラ 400μg ジェヌエア 60
吸入用に変更し採用することとする（6 月以降の発売と同時にマスター登録の変更）。 
削除医薬品；エクリラ 400μg ジェヌエア 30 吸入用（薬価；3,150.90 円） 
メーカー；杏林製薬 薬価；未収載円 （1 箱 個入り包装） 
   

院外の薬剤師会へのお知らせ（当院の後発医薬品検討予定） 
＊ペンレステープ⇒ユーロパッチ（腎臓内科など確認必要） 
＊ジプレキサザイディス 5mg⇒オランザピン OD 錠 5mg（神経内科，心療内科など確認必要） 
＊双極性障害における躁症及びうつ症状の改善」の効能取得（－） 

＊ブイフェンド錠 200mg⇒ボリコナゾール錠 200mg（ICT，血液内科に確認必要） 
＊「造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防」の効能取得（－） 

＊エビスタ錠 60mg⇒ラロキシフェン錠 60mg（婦人科など確認必要） 
グリベック錠 100mg⇒イマニチブ錠 100mg（血液内科など確認必要） 
＊「KIT（CD117）陽性消化管間質腫瘍」「FIP1L1-PDGFRα陽性の疾患（好酸球増多症候群、 

慢性好酸球性白血病）」の効能取得（－） 
＊キプレス錠 5mg，シングレア OD 錠 10mg⇒モンテルカスト錠 5mg，10mg（AG 製品） 
⇒9 月発売予定より呼吸器内科，耳鼻咽喉科に確認必要 
＊6 月以降に変更予定で検討中であり，各科との相談の上変更していく予定である。 



薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

モーラスパップXR
（ケトプロフェン）

120mg 久光製薬 305.90 経皮鎮痛消炎薬 整形外科
モーラス湿布

製造中止を受けて

劇）ツルバダ錠

（テノホビル＋

エムトリシタビン配合剤）

配合 鳥居薬品 3,863.60 抗ウイルス化学療法薬
ICT

薬剤部

HIV針刺し事故

予防投与薬

劇）アイセントレス錠

（ラルテグラビル）
400mg MSD 1,553.60 HIVインテグラーゼ阻害薬

ICT

薬剤部

HIV針刺し事故

予防投与薬

ウチダの八味丸M
（漢方製剤）

20丸/包 クラシエ薬品 22.00 漢方製剤 泌尿器科
粉末製剤より

服用しやすい丸剤

ジアゾキシドカプセル
「MSD」（ジアゾキシド）

25mg MSD 259.00
高インスリン血性
低血糖症治療薬

糖尿病・代謝・

内分泌セン

ター

高インスリン血性低血糖

症治療薬の内服治療薬

エクリラ400μg
ジェヌエア60吸入用

（アクリジニウム臭化物）
400μg 杏林 未収載 COPD治療剤 呼吸器内科

長期投与が認められた

ことより，患者の利便性

を考慮して発売時に変

更

【院外専用医薬品】

関西電力病院　薬剤部

5月　　薬事委員会　　資料

【新規採用医薬品】
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