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 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 

2019 年 7 月 4 日（木曜日）の薬事委員会において，下記の採用医薬品 7 品目 7 種類、院外専用薬品

2 種類 3 品目が承認されたので報告いたします。7 月 24 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。 

 

【採用医薬品】 

劇）アーリーダ錠 60mg（前立腺癌治療薬癌：アパルタミド） 

本剤は、海外の NCCN ガイドライン Ver4.0 2018、AUA ガイドラインにおいて「遠隔転移を有しない去勢抵

抗性前立腺癌」に対する標準治療として推奨されており、本邦において「遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立

腺癌」の適応を持つ初めての薬剤である。作用機序は、エンザルタミドと類似しているが、マウスにおいて脳内

濃度がエンザルタミドと比較して1/4と低い結果であった。このことから、痙攣発作、疲労の熱発の発現がより低く

なることが示唆されている。国際共同第Ⅲ相試験において遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立腺癌患者にお

いて、無転移生存期間（metastasis-free survival；MFS）について、本剤群のプラセボ群に対する優越性が

検証され、遠隔転移又は死亡のリスクにおいて 70.3％の低下が認められた報告がある。並びに 2 次無憎悪生

存期間のリスクを 51%抑制したことから、後治療への影響が少ないことが示唆された。交替療法が選択される去

勢抵抗性前立腺癌治療においてメリットが高いため使用したく、泌尿器科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；イクスタンジ錠 80mg） 

メーカー；日本新薬・ヤンセンファーマ 薬価； 2,281.90 円 1 箱 56 錠入り包装 

 

エルカルチン FF 内容液 10%分包 10mL（カルニチン欠乏症治療薬：レボカルニチン） 

レボカルニチンは、食事による摂取と、生体内での生合成により供給される生体内物質で、欠乏すると、カル

ニチンの機能が不十分となり肝臓、脳、骨格筋、心筋など種々の臓器で異常が生じ、重篤なカルニチン欠乏症

では、低血糖発作による昏睡など生命を脅かす臨床症状を呈し、重篤で不可逆的な臓器障害をきたす。欠乏

症による筋痙攣に対する治療目的に使用し、特に肝硬変時における筋痙攣に効果がある。また、アンモニア低

下効果も併せ持ち、採用の錠剤と比較すると薬価が 2.5 割減となる。利点は、投与量のきめ細かな調整が可能

であること、錠剤が服用困難な小児・乳幼児及び高齢者でも服用しやすいことが挙げられ、消化器内科より申請

依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；エルカルチン FF 錠 100mg：薬価 93.30 円） 

メーカー；大塚製薬 薬価； 697.90 円 1 箱 10 包入り包装 

 

劇）ゴナックス皮下注用 240mg 

（GnRH アンタゴニスト（徐放性）／前立腺癌治療剤：デガレリクス酢酸塩） 

本剤は、通常、成人にはデガレリクスとして、初回は240mgを1 カ所あたり120mgずつ腹部2 カ所に皮下投与

する。2 回目以降は、初回投与4 週間後より、維持用量を投与する。4 週間間隔で投与を繰り返す場合は、デ



ガレリクスとして80mgを維持用量とし、腹部1 カ所に皮下投与する。12週間間隔で投与を繰り返す場合は、デガ

レリクスとして480mgを維持用量とし、1 カ所あたり240mgずつ腹部2 カ所に皮下投与する。維持用量としてゴ

ナックス®皮下注用80 mgを4週間間隔で投与する用法・用量に、維持用量としてゴナックス®皮下注用

480 mgを12週間間隔で投与する用法・用量を加えることで患者の負担を軽減し、医療従事者の業務負

担の軽減も期待できる。また、国内第Ⅲ相試験にて高い去勢率95.1％と長期の持続作用を示し前立腺癌

治療により一層貢献できるものと考え、泌尿器科より申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；ゴナックス皮下注 80mg，120mg） 

メーカー；アステラス製薬 薬価； 57,171.70 円 1 箱 2 バイアル入り包装 

備考）23,233.00 円/80mg  28,637.00 円/120mg 

 

劇）スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL 

（ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤：リサンキズマブ） 

本剤は，インターロイキン（IL）-23に対するヒト化 IgG1 モノクローナル抗体であり，IL-23の p19 サブユニット

に結合し，IL-23 の作用を中和する。既存治療で効果不十分な尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬，乾

癬性紅皮症の適応がある。難渋する乾癬治療に患者に使用したく、皮膚科より申請依頼があった、備考）1 回

75mg×2 本を初回、4 週間後、以降 12 週間隔で皮下投与。 

削除医薬品；なし（同効薬；下図参照） 

メーカー；アッヴィ合同 薬価； 239,374 円 1 箱 2 シリンジ入り包装 

投与経路 種類 成分名 商品名
アダリムマブ ヒュミラ
インフリキシマブ レミケード

抗インターロイキン（IL）-12/23p40抗体 ウステキヌマブ ステラーラ
セクキヌマブ コセンティクス
イキセキズマブ トルツ

抗IL-17受容体A抗体 ブロダルマブ ルミセフ
グセルクマブ トレムフィア
リサンキズマブ スキリージ

経口剤 ホスホジエステラーゼ4（PDE4）阻害薬 アプレミラスト オテズラ

抗TNFα 抗体

皮下注 抗IL-17A抗体

抗IL-23p19モノクローナル抗体

 

 

ルセフィー5mg（2 型糖尿病治療薬：ルセオグリフロジン） 

本剤は、2 型糖尿病治療薬であり、2.5mg が採用されている。最近、2.5mg 錠を 2 錠処方するケース

もあり、患者の経済的負担とアドヒアランスを考慮して期待しており、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；ルセフィ 2.5mg） 

メーカー；大正ファーマ 薬価；283.50 円/5mg 備考 189.00 円/2.5mg（1 箱 100 錠入り包装） 

 

【剤形変更】 

劇）シンポニー皮下注50mgオートインジェクター 

（ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤：ゴリムマブ） 

本剤の採用剤形は、皮下注シリンジである。本剤は、2018年4月に関節リウマチ治療における在宅自己注射が

保険適用されたが、潰瘍性大腸炎治療における在宅自己注射の保険適用は認められいない。しかし、在宅自

己注射を必要とする患者さんの利便性を高めるために設計され、当院でも対象患者に使用したいため、皮下注



シリンジから皮下注オートインジェクターへ徐々に変更していく予定である。 

今回、オートインジェクターの整形外科の変更同意を得て申請依頼があった。 

削除医薬品；なし（同効薬；下記表参照 ） 

メーカー；田辺三菱製薬 薬価；  121,539.00 円  1 箱１オートインジェクター入り包装 

関節リウマチ　分子標的薬
投与経路 種類 成分名 商品名

点滴静注 インフリキシマブ レミケード

アダリムマブ ヒュミラ
ゴリムマブ シンポニー
セルトリズマブ・ペゴルシムジア

抗TNFα 抗体　,LTα 　（中和） エタネルセプト エンブレル

IL-6（中和） トシリズマブ アクテムラ

T細胞　（活性阻害） アバタセプト オレンシア

皮下注
点滴静注

皮下注

抗TNFα 抗体（中和）

 

 

【採用薬品で後発医薬品に変更】 

モメタゾン点鼻薬50μg「杏林」112噴霧用（定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療薬：AG） 

現在採用しているナゾネックス点鼻薬50μg 112噴霧用のAGであり、発売と同時に変更したい。 

耳鼻咽喉科では、クリニカル・パスに組み込まれているため、耳鼻咽喉科の変更同意を得て申請依頼があった。

8月下旬に発売されるため、薬剤部の在庫とパス変更を同時に検討し変更する。 

削除医薬品；ナゾネックス（パスの変更と共に薬剤の変更） 

メーカー；杏林製薬 薬価；  1,492.20 円 （備考：先発 3,602.30 円）1 箱 5 容器入り包装 

 

【院外専用医薬品】 

アメパロモカプセル 250mg（腸管アメーバ症治療剤：パロモマイシン） 

アメーバ腸炎に対してフラジール錠 10 日間を 2 クール服用するも内視鏡的改善得られず、2 次治療

として使用したく、消化器内科より院外専用の申請依頼があった。 

備考）適応症は腸管アメーバ症で効能又は効果に関連する使用上の注意として、腸内原虫及びシスト（嚢

子）に対してのみ活性を有するため、本剤を腸管外アメーバ症の治療に使用しないこと。 

削除医薬品；なし（同効薬；なし） 

メーカー；ファイザー 薬価；444.20 円/包 （1 箱 12CAP/瓶入り包装） 

 

ロスーゼット配合錠LD,HD 

（高脂血症用薬：エゼチミブ10mg／ロスバスタチンカルシウム2.5mg,5mg） 

本剤は、小腸からコレステロールの吸収を阻害するゼチーア錠の有効成分であるエゼチミブと、コレ

ステロールの生合成を阻害するロスバスタチンカルシウムの配合剤である。昨年の ACC/AHA 脂質管理

ガイドラインが改訂され、二次予防でスタチンへの追加薬としてゼチーアが推奨され、日本でも動脈硬

化性疾患予防ガイドライン 2017 では併用療法が「推奨レベル B」となっている。患者の経済的負担の

軽減とアドヒアランス向上を期待して、循環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；MSD・バイエル薬品 薬価；177.00 円/LD・HD （1 箱 100 錠入り包装） 

【医薬品のメーカー変更】 



1. ジフラールクリーム 5g よりダイアコートクリーム 5g（ファイザー）に変更（製造中止より） 

薬品名
（一般名）

規格 メーカー
薬価
（円）

分類 科名 備考

劇）アーリーダ錠

（アパルタミド）
60mg

日本新薬・ヤン

センファーマ
2,281.90 前立腺癌治療薬癌 泌尿器科

AUAガイドラインにおい

て「遠隔転移を有しな

い去勢抵抗性前立腺

癌」に対する標準治療

として推奨

エルカルチンFF内容液

（レボカルニチン）

10%分包

/10mL
大塚製薬 697.90 カルニチン欠乏症治療薬 消化器内科

採用の錠剤とは違い、

利点は、投与量のきめ

細かな調整が可能であ

ること、錠剤が服用困

難な高齢者でも服用し

やすい

劇）ゴナックス皮下注用240mg

（デガレリクス酢酸塩） 240mg アステラス製薬 57,171.70 前立腺癌治療剤 泌尿器科
GnRHアンタゴニスト

（徐放性）

劇）スキリージ皮下注シリンジ

（リサンキズマブ）

75mg/

0.83mL
アッヴィ合同 239,374.00

ヒト化抗ヒトIL-23p19

モノクローナル抗体製剤
皮膚科

難渋する乾癬治療に

患者に使用

モメタゾン点鼻薬「杏林」

50μ

g/112噴

霧

杏林製薬 未収載
定量噴霧式

アレルギー性鼻炎治療薬
薬剤部

ナゾネックス点鼻薬50μg

112噴霧用のAG

ルセフィー

（ルセオグリフロジン）
5mg 大正ファーマ 283.50 2型糖尿病治療薬

糖尿病・代謝・

内分泌セン

ター

患者の経済的負担とアド

ヒアランスを考慮して期待

劇）シンポニー皮下注

オートインジェクター

（ゴリムマブ）

50mg 田辺三菱 121,539.00
ヒト型　抗ヒトTNFα

モノクローナル抗体製剤：
薬剤部

在宅自己注射を必要とす

る患者さんの利便性を高

めるために設計された

アメパロモカプセル

（パロモマイシン）
250mg ファイザー 444.20 腸管アメーバ症治療剤 消化器内科

アメーバ腸炎に対してフラ

ジール錠10日間を2クー
ル服用するも内視鏡的改

善得られず、2次治療とし

て使用

10mg／

2.5mg

10mg／

5mg

ロスーゼット配合錠LD,HD

（エゼチミブ/ロスバスタチンカルシウム）

患者の経済的負担の軽

減とアドヒアランス向上を

期待
177.00
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関西電力病院　薬剤部

【院外専用医薬品】

MSD・

バイエル薬品
高脂血症用薬 循環器内科
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