
平成 30 年 12 月 3 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 30 年 12 月 3 日（月曜日）の薬事小委員会において，下記の採用医薬品 6 品目 9 種類、院外専用

薬品 3 種類 3 品目が承認されたので報告いたします。12 月 27（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。 

 

【採用薬品】 

劇）ローブレナ錠 25mg・100mg（抗悪性腫瘍薬〔ALK 阻害薬〕：ロルラチニブ） 

本剤は、「ALK チロシンキナーゼ阻害剤に抵抗性又は不耐容の 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」の効能・効果である。また、特徴として血液脳関門を通過できるように設計

されていることから、脳転移を有する患者においても治療効果を示すことが期待される。現在、既存の

ALK-TIK 阻害薬にて治療を継続したが、治療効果がなくなり殺細胞性抗がん薬治療で継続している患

者がいるが、骨髄抑制の副作用が強く、治療の継続が困難な状況である。本剤が発売された場合には、

直ぐにでも使用したい患者がいるために、腫瘍内科より申請依頼があった。 

分類 一般名 商品名

第1世代ALK阻害薬 クリゾチニブ ザーコリ

第2世代ALK阻害薬 アレクチニブ アレセンサ

第2世代ALK阻害薬 セリチニブ ジカディア

第3世代ALK阻害薬 ロルラチニブ ローブレナ

第3世代ALK阻害薬 ブリガチニブ ALUNBRIG
 

削除医薬品；なし（同効薬；上記ザーコリ,アレセンサ、ジカディア） 

メーカー；ファイザー 薬価；7,216.40 円/25mg 25,961.00 円/100mg 

（1 箱 25mg 40 錠入り、1 箱 100mg10 入り包装） 

 

ゾフルーザ錠 20mg（抗インフルエンザ治療薬：バロキサビル マルボキシル） 

本剤は、A/B型インフルエンザウイルスのキャップ依存性エンドヌクレアーゼ活性を選択的に阻害し、

mRNA の合成を阻害することによってウイルス増殖抑制作用を発揮する。既存薬とは異なる新しい作

用機序でインフルエンザウイルスの増殖を抑制する。経口の単回投与であることから、利便性が高く、

確実なアドヒアランスが期待できる薬剤とされることより、今インフルエンザシーズンに使用したいた

め、ICT での協議の結果も踏まえ、ICD より申請依頼があった。 

備考）用法・用量は、成人及び 12 歳以上の小児には、「20mg 錠２錠を単回経口投与で用いるが、体重

80kg 以上の患者には 20mg 錠４錠を単回経口投与」する。 

削除医薬品；なし（同効薬；タミフル Cap、イナビル吸入、ラピアクタ注） 

メーカー；塩野義製薬 薬価；2,394.50 円/20mg （1 箱 10 錠入り包装） 



劇）ベージニオ錠 50mg,100mg,150mg（抗悪性腫瘍薬：アベマシクリブ） 

本剤は、ホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性の手術不能または再発乳癌の患者を対象とするサイクリ

ン依存性キナーゼ 4／6（CDK4／6）阻害薬。乳癌診療ガイドラインにおいて、閉経後 HR＋転移・再

発乳がんに対する一次内分泌治療としてアロマターゼ阻害薬と CDK4/6 阻害薬との併用投与、二次内分

泌治療（アロマターゼ阻害薬抵抗性の場合）としてフルベストラントと CDK4/6 阻害薬との併用投与が、

それぞれ推奨の強さ:1、エビデンスの強さ：強」とされている。類似薬として既にパルボシクリブ（イ

ブランス）が発売されているが、骨髄抑制等の副作用で使用が困難な患者さまがいる。本剤は、休薬の

必要性がなく、スケジュール管理がしやすいため使用したく、乳腺外科より申請依頼があった。 

備考）同じ作用機序を持つ類薬には「イブランス」も内分泌療法との併用下で投与する点は共通だが、

ベージニオが 1 回 150mg を 1 日 2 回経口投与するのに対し、イブランスは 1 日 1 回 125mg を 3 週間

連続して食後に経口投与し、その後 1 週間休薬するサイクルを繰り返す 

削除医薬品；なし（同効薬；イブランス錠） 

メーカー；日本イーライリリー 薬価；3,2581.70 円/50mg 5,949.20/100mg 8,640.10 円 150mg（各

1 箱 30 錠入り包装） 

 

トラディアンス配合錠 AP 

（2 型糖尿病治療薬：エンパグリフロジン 10mg／リナグリプチン 5mg ） 

本剤は、DPP-4 阻害薬と SGLT2 阻害薬の配合剤として、3 剤目に市販された薬剤である。本剤は、2

型糖尿病を対象疾患とする、DPP-4 阻害薬の「トラゼンダ」と SGLT2 阻害薬の「ジャディアンス」の

1 日 1 回 1 錠を朝食前または朝食後に投与する配合薬であり、いずれかの単剤による治療の効果が不十

分で、併用治療が適切と判断される場合に用いる。患者のアドヒアランス向上や利便性、経済性にも優

れており、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；カナリア配合錠、スージャヌ配合錠） 

メーカー；日本ベーリンガーインゲルハイム 薬価；283.00 円（1 箱 100 錠入り包装） 

 

劇）メトアナ配合錠「HD」 

（2 型糖尿病治療薬：アナグリプチン 100mg／メトホルミン 500mg ） 

本剤は、2 型糖尿病を対象疾患とする、DPP-4 阻害薬の「スイニー」とメトホルミンの 1 日 2 回投与す

る配合薬であり、いずれかの単剤による治療の効果が不十分で、併用治療が適切と判断される場合に用

いる。患者のアドヒアランス向上や利便性、経済性にも優れており、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；エクメット配合錠、イニシンク配合錠） 

メーカー；三和化学 薬価；62.20 円（1 箱 100 錠入り包装） 

 

レパーサ皮下注 420mg オートミニドーザー（抗 PCSK9 抗体製剤：エボログマブ） 

抗 PCSK9 抗体製剤（レパーサ皮下注 420mg オートミニドーザー）に係る最適使用推進ガイドライン

の一部改正と保険適用上の留意事項について医師会から通知があった。 

 既存品であるレパーサ皮下注 140mg シリンジ及び同 140mg ペンの用法・用量について、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に対しては、140mg を 2 週間に 1 回又は

420mg を 4 週間に 1 回投与することとされている。しかし、4 週間 1 回投与は、140mg 製剤を 3 本投



与する必要があり、2 週間 1 回投与と比較して、1 日当たりの薬価が 1.5 倍となっていたため、これま

では 2 週間 1 回投与が原則とされていた。現在では、レパーサ皮下注 420mg オートミニドーザーが薬

価収載され、その 1 日薬価は 140mg 製剤の 2 週間 1 回投与時を下回る価格とされた。そこで、140mg 製

剤の 2 週間 1 回投与に加え、レパーサ皮下注 420mg オートミニドーザーによる 4 週間 1 回投与の保険

適用が認められることになり、「最適使用推進ガイドライン」や保険適用上の留意事項の改正等が行わ

れた事より、本剤の採用を循環器内科より申請依頼があった。 

特徴）皮下注 420mg を 1 回投与できるように設計されたコンパクトな剤形であり、約 9 分間の注射を

ハンズフリーで歩行中、手を伸ばす、腰を曲げる等の軽い動作中で実施可能な薬品。 

商品 薬価収載日   
 

薬価 採用状況 

レパーサ皮下注140mg シリンジ H28.4.20 22,948 円 × 

レパーサ皮下注140mg ペン H28.4.20 22,948 円 ○ 

レパーサ皮下注420mg オートミニドーザー H29.11.29 44,481 円 今回申請 

削除医薬品；レパーサ皮下注 140mg ペン（同効薬；プラリエント皮下注ペン 75mg、150mg） 

メーカー；アステラス 薬価；上記（1 箱 1 オートミニドーザー入り包装） 

 

〔院外専用医薬品〕 

パルモディア錠0.1mg（高脂血症治療剤：ペマフィブラート） 

  本剤は、遺伝子発現を制御する核内受容体 PPARαを高い選択性をもって、非常に低用量から活性化

することで、血中の中性脂肪（TG 約 46％の低下）低下作用と HDL-コレステロール増加作用等を有す

ることが示されている。また、各種スタチン製剤との薬物相互作用の検討では、双方の薬剤血中濃度に

変化がないことが確認され、複数の試験で優れた忍容性が確認され、 フェノフィブラートとの比較検

証試験でその優越性が認められた。また、薬物動態が既存のフィブラートとは異なり胆汁排泄型である。

新たな作用機序を持つ高脂血症治療薬として中性脂肪治療の選択の幅が広がることが期待できるため、

循環器内科より院外専用薬品として申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；リピディル、ベザトール SR など） 

メーカー；興和創薬 薬価；33.90 円 （1 箱 100 錠入り包装） 

 

トラディアンス配合錠 BP 

（2 型糖尿病治療薬：エンパグリフロジン 25mg／リナグリプチン 5mg ） 

本剤は、DPP-4 阻害薬と SGLT2 阻害薬の配合剤として、3 剤目に市販された薬剤である。本剤は、2

型糖尿病を対象疾患とする、DPP-4 阻害薬の「トラゼンダ」と SGLT2 阻害薬の「ジャディアンス」の

1 日 1 回 1 錠を朝食前または朝食後に投与する配合薬であり、いずれかの単剤による治療の効果が不十

分で、併用治療が適切と判断される場合に用いる。患者のアドヒアランス向上や利便性、経済性にも優

れており、糖尿病・代謝・内分泌センターより院外専用薬品として申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；カナリア配合錠、スージャヌ配合錠） 

メーカー；日本ベーリンガーインゲルハイム 薬価；395.00 円（1 箱 100 錠入り包装） 

 

劇）メトアナ配合錠「LD」 

（2 型糖尿病治療薬：アナグリプチン 100mg／メトホルミン 250mg ） 

本剤は、2 型糖尿病を対象疾患とする、DPP-4 阻害薬の「スイニー」とメトホルミンの 1 日 2 回投与す



る配合薬であり、いずれかの単剤による治療の効果が不十分で、併用治療が適切と判断される場合に用

いる。患者のアドヒアランス向上や利便性、経済性にも優れており、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；エクメット配合錠、イニシンク配合錠） 

メーカー；三和化学 薬価；62.20 円（1 箱 100 錠入り包装） 

 

【製造販売承認の後発医薬品で 12 月以降販売見込みより随時変更・購入のお知らせ】 

後）劇）シロドシン OD 錠 4mg「DSEP」（ユリーフ OD 錠 4mg）のオーソライズドジェネリック（AG）

適応症：前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬 薬価： （先発薬価：72.10 円） 

後）劇）ゲフィチニブ錠 250mg「DSEP」（イレッサ錠 250mg）のオーソライズドジェネリック（AG）

適応症：抗悪性腫瘍薬（EGFR-TKI）  薬価： （先発薬価：5,323.90 円） 

後）劇）ミルタザピン OD 錠 15mg「DSEP」（リフレックス錠 15mg）の後発医薬品 

（ほとんど AG）適応症： 薬価： （先発薬価：159.80 円） 

後）劇）トアラセット配合錠（トラムセット配合錠）の後発医薬品は各製薬メーカーあり 

 Meiji ファルマ,大原薬品、日医工、ケミファでケミファ（ほとんど AG）、第一三共エスファ、東和薬

品 

 適応症：慢性疼痛/抜歯後疼痛治療薬 薬価： （先発薬価：69.80 円） 

 

【発売予定の採用医薬品として審議していた薬品が発売中止となったのでお知らせ】 

劇）オゼンピック注 2mg（2 型糖尿病治療薬：セマグルチド） 

⇒薬価の問題等で PMDA など新規薬剤検討する部会にて折り合いつかず、中止より採用せず。 

 

後）炭酸ランタン OD 錠 250mg「ケミファ」 

⇒高リン血症治療薬の炭酸ランタン製剤（ホスレノール OD 錠 250mg）からの切り替えは発売するケ

ミファから中止の案内があった。安定供給不可能と判断し変更中止とする。 

 



薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

25mg 7,216.40

１０0mg 25,961.00

ゾフルーザ錠

（バロキサビル マルボキシル）
20mg 塩野義製薬 2,394.50 抗インフルエンザ治療薬

ICT

（外科）

A/B型インフルエンザウイ

ルスのキャップ依存性エ

ンドヌクレアーゼ活性を選

択的に阻害し、mRNAの

合成を阻害することによっ

てウイルス増殖抑制作用

50mg 32,581.70

100mg 5,949.20

150mg 8,640.10

トラディアンス配合錠AP

エンパグリフロジン／リナグリプチン　）
10mg

／5mg

日本ベーリン

ガーインゲルハ

イム
283.00 2型糖尿病治療薬

闘病病・代謝・

内分泌セン

ター

DPP-4阻害薬とSGLT2阻

害薬の配合剤で、3剤目

に市販された薬剤

劇）メトアナ配合錠「HD」

（アナグリプチン／メトホルミン　）

100mg／

500mg
三和化学 62.20 2型糖尿病治療薬

闘病病・代謝・

内分泌セン

ター

DPP-4阻害薬とメトホルミ

ンの配合剤で、3剤目に市

販された薬剤

レパーサ皮下注オートミニドーザー

（エボログマブ）
420mg アステラス製薬 44,481.00 抗PCSK9抗体製剤 循環器内科

皮下注420mgを1回投与

できるように設計されたコ

ンパクトな剤形

パルモディア錠

（ペマフィブラート）
0.1mg 興和創薬 33.90 高脂血症治療剤 循環器内科

高脂血症治療薬として中

性脂肪治療。既存のフィ

ブラートとは異なり胆汁排

泄型

トラディアンス配合錠BP

エンパグリフロジン／リナグリプチン　）
25mg

／5mg

日本ベーリン

ガーインゲルハ

イム
395.00 2型糖尿病治療薬

闘病病・代謝・

内分泌セン

ター

DPP-4阻害薬とSGLT2阻

害薬の配合剤で、3剤目

に市販された薬剤

劇）メトアナ配合錠「LD」

（アナグリプチン／メトホルミン　）

100mg／

250mg
三和化学 62.20 2型糖尿病治療薬

闘病病・代謝・

内分泌セン

ター

DPP-4阻害薬とメトホルミ

ンの配合剤で、3剤目に市

販された薬剤
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劇）ローブレナ錠

（ロルラチニブ）
ファイザー

抗悪性腫瘍薬

〔ALK阻害薬〕
腫瘍内科

ALKチロシンキナーゼ阻

害剤に抵抗性又は不耐

容の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

【院外専用医薬品】

関西電力病院　薬剤部

劇）ベージニオ錠

（アベマシクリブ）

日本イーライ

リリー
抗悪性腫瘍薬 耳鼻咽喉科

ホルモン受容体陽性かつ

HER2陰性の手術不能ま

たは再発乳癌の患者を対

象とするサイクリン依存性

キナーゼ4／6（CDK4／

6）阻害薬

 

  以上 


