
平成 28 年 12 月 6 日 

 門前薬局 各位 

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 28 年 12 月 5 日（月曜日）の薬事小委員会において，下記の採用医薬品種 4 品目 4 種類，院外

専用薬品 1 品目，内用量変更薬品 1 品目，製造中止薬品 1 品目が承認されたので報告いたします。12

月 21 日（水）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。 

＊PCSK9 阻害薬は，1 年後の長期投与可能後に在宅自己注射使用管理料が診療報酬上認められて

からの院外処方せんでの発行となります。その際には、もう一度お知らせいたします。 

 

【院内採用医薬品】 

レパーサ皮下注 140mg（完全ヒト型抗 PCSK9 阻害薬：エボロクマブ（遺伝子組換え）） 

プラルエント 75mg（完全ヒト型抗 PCSK9 阻害薬：アリクロマブ（遺伝子組換え）） 

＊両薬剤ペン型を採用 

国内初の PCSK9 阻害薬、心血管イベントを発現リスクが高く、HMG-CoA 還元酵素阻害剤（スタチ

ン）で効果不十分な、家族性高コレステロール血症（FH）又は高コレステロール血症を効能・効果と

した皮下注射剤である。本剤は，ヒト IgG2 モノクローナル抗体で、ヒトプロタンパク質転換酵素サブ

チリシン／ケキシン 9 型（PCSK9）を阻害する。PCSK9 に結合し、血中の PCSK9 が低比重リポタン

パク（LDL）受容体（LDLR）と結合するのを阻害する結果、LDLR の分解が抑制され、肝細胞表面で

の LDLR の再利用を可能とする。PCSK9 の LDLR との結合を阻害することで、本剤は血中 LDL を除

去する LDLR 数を増加させ、LDL コレステロール（LDL-C）値を低下させる。 

スタチンによって細胞内コレステロール生合成が抑制されると SREBP（転写因子）が活性化され，

LDL 受容体の合成が更新すると共に PCSK9（LDL 受容体分解蛋白）の合成も促進してしまう為，スタ

チンを増量してもあまり増強されない事が知られている。また，家族性コレステロール血症患者の中に

は PCSK9 機能獲得型が存在しており，多剤併用にも関わらず LDL-C が治療目標値である 100mg/dL

未満に達するケースが少なく，当科でも積極的脂肪低下療法を実施したにも関わらず LDL-C 低下が不

十分な症例が散見される。本剤は，スタチン投与下においても更に LDL-C を 7 割低下させることがで

き，FH を含め多剤併用しても LDL-C が十分下げられないハイリスクな高コレルテロール血症の患者

に非常に有益と考え，循環器内科より申請依頼があった。  

備考）用法・用量；家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体及び高コレステロール血症。 

通常、成人にはエボロクマブとして 140mg を 2 週間に 1 回又は 420mg を 4 週間に 1 回皮下投与。 

備考）用法及び用量：通常、成人にはアリロクマブ（遺伝子組換え）として 75mg を２週に１回皮下投

与する。効果不十分な場合には１回 150mg に増量できる。 

備考）レパーサ皮下注は，キャップにラテックスを使用していることから，添付文書上もラテックスア

レルギー注意の記載あり。カルテに問診にてラテックスアレルギーの旨を記載すること。 

備考）レパーサ皮下注は，当院にて治験を実施中。よって，両薬剤の特徴を十分に理解した上で，患者

さまの投与間隔，アレルギーなどを考慮して使用すること。高薬価より薬剤部との連携を取って患者サ



ービス（在庫管理）に努めることとする。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；アステラス 薬価；22,948 円/140mg（1 箱１ペン入り） 

メーカー；サノフィ 薬価；22,948 円/75mg（1 箱・ペン入り） 

 

エレルサ錠 50mg（エルバスビル） 

グラジナ錠 50mg（グラゾプレビル水和物） 

いずれも内服薬で、「セログループ 1（ジェノタイプ 1）の C 型慢性肝炎または C 型代償性肝硬変に

おけるウイルス血症の改善」を目的としている。薬価はである。グラジナは HCV の複製に関わる HCV 

NS3/4A プロテアーゼを阻害し、HCV の増殖を抑制する。エレルサは HCV の複製に関わる HCV NS5A

を阻害し、HCV の増殖を抑制する。今回収載された両薬剤を併用して治療する。ジェノタイプ 1 型の

日本人 C 型肝炎患者を対象とした国内第 2／3 相臨床試験において、有効性および安全性が示された。

この結果は、前治療歴・性別・IL28B の遺伝子型・耐性変異といった患者背景を問わないものである。

重度腎機能障害合併の C 型肝炎患者にも使用可能な併用療法となっている。今回，消化器内科より申請

依頼があった。 

用法・用量：グラジナは 100mg（2 錠）を１日１回経口投与，エレルサは、50mg を１日１回経口投

与して、投与期間は 12 週間である。今回収載された両薬剤を併用する。 

削除医薬品；なし（同効薬；ソバルデー，ハーボニーなど 最終ページの引用資料参照） 

メーカー；MSD 薬価；グラジナ 9607.30 円/１錠，エレルサ 26,900.50 円/１錠 

 

【院外専用医薬品】 

マイスタン錠５mg（抗てんかん薬：クロバザム 5mg） 

前回の薬事委員会にて長期間マイスタン錠にててんかん加療中の入院患者であり，持参薬であり他剤

への変更にあたっては，発作のリスクがある。今回は 11 月 28 日に外来患者にて院外処方せん発行する

ために神経内科より院外専用薬品の申請依頼もあった。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；大日本住友製薬 薬価；21.60 円 （1 箱 100 枚入り）  

 

テルシガンエロゾル 100μg 

（慢性閉塞性気管支炎，気管支喘息吸入治療薬：オキシトロピウム臭化物） 

本剤の吸入薬は，短時間作用性抗コリン薬（SAMA：Short-Acting Muscarinic Antagonist）の pMDI

である。以前薬事委員会でも販売中止のアナウンスされている。院外専用薬品であり，最近は呼吸器内

科のみ処方発行していた。今回，院外薬局より処方に対して購入できなくなったので院外専用薬品も削

除とする。 

メーカー：日本ベーリンガーインゲルハイム 薬価 918.50 円/瓶 

 

【新製剤への販売変更のおしらせと変更】 

ヒュミラ皮下注シリンジ 40mg/0.8mL⇒40mg/0.4mL への変更 

（ヒト型抗ヒト TNFαモノクローナル抗体製剤：アダリムマブ） 

 理由は､添加物のフリーによる内容量の減量が新規承認され､今後は0.4mLのみの販売となる。薬価の



変更なく、患者への投与量の変更による侵襲の軽減の期待より､12月中旬発売だが､マスター登録の関係

上来年1月上旬の変更を予定している。 

備考）関節リウマチ、乾癬、強直性脊椎炎、若年性特発性関節炎、クローン病、潰瘍性大腸炎などの主

要な原因物質の一つと考えられている TNF（腫瘍壊死因子）-αの働きを抑える。 

メーカー：エーザイ 薬価65,144.00円/シリンジ（変更なし） 

 

C 型慢性肝炎または C 型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善薬一覧表（添付資料） 



一般名・開発コード HCV 国内開発

〔　〕内は英語表示 遺伝子型 ステージ

シメプレビル シメプレビル +PEG-l FNα-2a+リパビリン ジェノタイプ 発売

商品名：ソブリアード シメプレビル +PEG-l FNα-2b+リパビリン 1型 (2013/11)

バニプレビル ジェノタイプ 承認(2014/9)

商品名：バニヘップ 1型 発売(2014/11)

ダクラタスビル（DSV） ジェノタイプ

〔Daclatasvir〕 1型

一般名・開発コード HCV 国内開発

〔　〕内は英語表示 遺伝子型 ステージ

ダクラタスビル（DCV） ジェノタイプ

〔Daclatasvir〕 1型（*注1）

商品名：ダクルインザ

アスナプレビル（ASV）

〔Asunaprevir〕

商品名：スンベプラ

ソフォスブビル〔Sofosbuvir〕 ジェノタイプ 承認(2015/3)

商品名：ソバルディ 2型 発売(2015/5)

ソフォスブビル〔Sofosbuvir〕 ジェノタイプ 承認(2015/7)

商品名：ソバルディ 1b型 発売(2015/8)

レディパスビル〔Ledipasvir〕

合剤商品名：ハーボニー

バリタブレビル/リトナビル バリタブレビル/リトナビル ジェノタイプ 承認(2015/9)

オムビタスビル +オムビタスビル 1b型 発売(2015/11)

合剤商品名：ヴィキラックス

グラゾプレビル(grazoprevir) ジェノタイプ 承認（2016/10)

エルバスビル(elbasvir) 1b型

発売（2016/11）

ダクラタスビル ダクラタスビル+アスナプレビル ジェノタイプ

アスナプレビル +べクラブビル 1b型（*注2）

べクラブビル

バリタブレビル/リトナビル バリタブレビル/リトナビル ジェノタイプ 承認(2016/9/9)

オムビタスビル +オムビタスビル  +リバビリン 2型(*注3）

合剤商品名：ヴィキラックス 発売（2016/10）

ソホスブビル＋レディパスビル  ジェノタイプ  第3相治験中

合剤商品名：ハーボニー 2型(*注3） 2型用として治験中

経口内服薬/インターフェロンフリー療法

引用資料：千葉肝臓友の会　インターネットホームページより引用

承認（2016/11） ブリストル・マイヤーズ

アッヴィ合同会社

 ソホスブビル＋レディパスビル  ギリアド・サイエンシズ

 ABT493＋ABT530  ABT493＋ABT530  1型、2型～6型(*注4）  第3相治験中  アッヴィ合同会社

ソフォスブビル +リバビリン ギリアド・サイエンシズ

ソフォスブビル +レディパスビル ギリアド・サイエンシズ

アッヴィ合同会社

グラゾプレビル+エルバスビル MSD

インターフェロン併用療法

レジメン（薬剤適用組合せ） 発売元

ダクラタスビル+アスナプレビル 発売(2014/9) ブリストル・マイヤーズ

レジメン（薬剤適用組合せ） 発売元

ヤンセンファーマ

バニプレビル +PEG-1FNα-2b+リパビリン MSD

ダクラタスビル+PEG-lFN-λ+リバビリン 第3相治験 ブリストル・マイヤーズ

 



薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

レパーサ皮下注ペン型 140mg アステラス製薬

プラルエント皮下注ペン型 75mg サノフィー

エレルサ錠
（エルバスビル）

50mg 9,607.30

グラジナ錠
（グラゾプレビル水和物）

50mg 26,900.50

マイスタン錠
（クロバザム）

5mg
大日本
住友製薬

21.60 抗てんかん薬 神経内科
紹介元より継続指示
入院持参薬継続のため
院外発行も継続のため

ヒュミラ皮下注シリンジ
（アダリムマブ）

40mg
/0.4mg

エーザイ 65,144.00
ヒト型抗ヒトTNFα

モノクローナル抗体製剤
薬剤部

ヒュミラ皮下注シリンジ
40mg/0.8mLより変更
添加物フリーより侵襲の

軽減期待

テルシガンエロゾル
（オキシトロピウム臭化物） 100μg

日本ベーリン
ガーインゲルハ

イム
918.50

慢性閉塞性気管支炎
気管支喘息吸入治療薬

薬剤部 削除

【院外専用薬品】

【新製剤への販売変更のおしらせと変更】＊薬価変わらず

【販売中止に伴い変更薬品　院内採用中止薬】

関西電力病院　薬剤部

MSD 抗ウイルス薬 消化器内科

セログループ1

（ジェノタイプ1）のC

型慢性肝炎またはC型

代償性肝硬変における

ウイルス血症の改善

12月　　薬事小委員会　　資料

【新規採用医薬品】

22,948.00 完全ヒト型抗PCSK9阻害薬 循環器内科

両薬剤を採用とした。

在庫は最小限とし，継続

的に使用する患者の分の

みあらかじめの処方オー

ダーで確認することにす

る。

 

 

以上 


