
No. 会 社 名 規格 単位   備           考

1 藤本 100μg 瓶 ☆ 1瓶 1,646.00

2 アストラゼネカ 5g 包 ☆ 1包 1,069.30

3 杏林 2000mg 包 (同)ペンタサ錠５００ｍｇ ☆ 1g 121.00

4 イーエヌ大塚 300g 袋
(同)ラコールＮＦ配合経腸用液（バナナ
味）、
ラコールＮＦ配合経腸用液（ミルク味,院

☆ 1mL 0.67

5 共和薬品 10mg 錠
(類)レニベース錠2.5mg、5mg
＊院外のみ採用

1錠 24.50

6
ノボ　ノルディ

スク
300 単位

(類)トレシーバ注　フレックスタッチ、ラン
タスＸＲ注ソロスター
＊院外採用済み　院内も採用

1キット 2,194.00

7 第一三共 2.5mg 錠 (削)ミネブロ錠２．５ｍｇ ☆ 1錠 91.60

8 久光 200μg 錠
(同)アブストラル舌下錠100μg
＊麻薬製剤 ＊患者限定薬

☆ 1錠 773.90

9
グラクソ・スミ

スクライン

200μ
g/62.5μ
g/25μg

キット （同）テリルジー１００エリプタ３０吸入用 ☆ 1キット 10,043.30

10
ノーベルファー

マ
1g 瓶 ☆ 1瓶 43,310.00

11 第一三共
25mg/8.3
33mg/16.
667mg

錠 ☆ 1錠 5.90

12 武田 100mg 錠 (削)ゼジューラカプセル100mg 1錠 10,370.20

13 中外 28.8mg 瓶 1瓶 163,894.00

14 富士製薬 300mg 錠
＊院外のみ採用
（同）ガバペン錠２００ｍｇ

☆ 1錠 36.40

15 第一三共 50mg 錠
＊長期投与不可（2023年5月1日より可）
＊院外のみ採用

1錠 324.70

16 第一三共 100mg 錠
＊長期投与不可（2023年5月1日より可）
＊院外のみ採用

1錠 570.90

17
アルフレッサ

ファーマ
50mg/g g

＊処方入力不可、処置入力のみ可能
(削)カプトプリル細粒５％「日医工」

☆ 1g 22.90

レイボー錠50mg ラスミジタン５０mg

カプトリル細粒５％ 細粒1g中カプトプリル５０mg

・中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変
性
・糖尿病黄斑浮腫

レイボー錠100mg ラスミジタン１００mg

本態性高血圧症、腎性高血圧症、腎血管性高
血圧症、悪性高血圧

　　　　　　　　　佐世保共済病院薬剤科

　　　　　採用薬及び削除薬、後発切り替え薬のお知らせ
　　　　　　　　　令和4年7月25日の薬事審議委員会において以下の薬品が採用及び削除になりました。

ニラパリブ１００mg
・卵巣癌における初回化学療法後の維持療法
・白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣癌に
おける維持療法等

高血圧症

ザノサー点滴静注用１ｇ ストレプトゾシン1.0g

バビースモ硝子体内注射液120mg/mL ファリシマブ(遺伝子組換え)２８．８mg

偏頭痛

他の抗てんかん薬で十分な効果が認められな
いてんかん患者の部分発作（二次性全般化発
作を含む）に対する抗てんかん薬との併用療法

偏頭痛

ガバペン錠３００ｍｇ ガバペンチン３００mg

ヒダントールＦ配合錠
フェニトイン25mg、フェノバルビタール
8.333mg、安息香酸ナトリウムカフェイン
16.667mg

　第250回　　薬事審議会　　　採用品目（薬品）　　

てんかんのけいれん発作
自律神経発作、精神運動発作

品       　       名 組　　　　　成 薬　　　　　　効

レベミル注　フレックスペン
インスリン デテミル( 遺伝子組換え)300
単位/筒

インスリン療法が適応となる糖尿病

ゼジューラ錠１００ｍｇ

膵・消化管神経内分泌腫瘍

令和4年7月25日

薬　　価

ミネブロOD錠２．５ｍｇ エサキセレノン２．５mg

アブストラル舌下錠２００μｇ フェンタニル２００μg
強オピオイド鎮痛剤を定時投与中の癌患者にお
ける突出痛の鎮痛

テリルジー２００エリプタ３０吸入用
フルチカゾンフランカルボン酸エステル
200μg、ウメクリジニウム62.5μg、ビラ
ンテロール25μg

気管支喘息（吸入ステロイド剤、長時間作用性
吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激
剤の併用が必要な場合）

アセレンド注１００μｇ セレン１００μg 低セレン血症

ロケルマ懸濁用散分包５ｇ
1包中ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウ
ム水和物5g

高カリウム血症

ペンタサ顆粒９４％ メサラジン２０００mg 潰瘍性大腸炎（重症を除く）、クローン病

ロンゲス錠１０ｍｇ リシノプリル１０mg

・高血圧症
・慢性心不全（軽症～中等症）で，ジギタリス製剤，利尿
剤等の基礎治療剤を投与しても十分な効果が認められ
ない場合

ラコールＮＦ配合経腸用液（コーン味） 各種栄養成分
一般に、手術後患者の栄養保持に用いることが
できるが、特に長期にわたり、経口的食事摂取
が困難な場合の経管栄養補給に使用する。



18
グラクソ・スミ

スクライン
10mg 錠 ＊院外採用済み　院内も採用 ☆ 1錠 59.30

19 ニプロ 4.5g キット (同)タゾピペ配合静注用４．５「明治」 ☆ 1キット 1,201.00

No

1

2

3

4

No メーカー名 薬価 薬価

1 日医工 417.00 417.00

2 ファイザー 3.56 3.56

3 高田 197.20 197.20

No メーカー名 薬価 薬価

1 帝人ファーマ 27.00 7.60

2 帝人ファーマ 49.50 13.90

3
ブリストル・マ
イヤーズ・ス

クイブ
432.00 369.00

4
ヤンセン
ファーマ

51.00 17.70

5 三和化学 15.00 10.10

各種感染症

ミネブロ錠２．５ｍｇ OD錠に切り替え

パキシル錠１０ｍｇ パロキセチン１０mg

アルファカルシドール錠０．２５μｇ「アメル」が入荷困難のため患者限定で採用していたが流通改善した為削除

タゾバクタム０．５g/ピペラシリン４g

備　　考

ゼジューラカプセル100mg

　　至急使用したい場合は薬剤科までご連絡下さい。

フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「タカタ」

後発品販売中止薬品名 後発薬品名　（メーカー名）

フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「F」 (富士製薬)
先発品:ジフルカンカプセル
供給不安定のため切り替え

※採用品目は、臨時採用分を除き8月8日（月）から取扱い可能となります。

※削除品目は、在庫が無くなり次第削除となります。

残　　数備　　　　　　考

規格が500gしかないため100g規格がある先発品に変更 0

ゼジューラカプセルは冷所保存であり、室温保存であるゼジューラ錠100mgに切り替えのため 0

カプトプリル細粒５％「日医工」

0

アルファロールカプセル０．２５μｇ

備　　考

後発品切り替え品目（薬品）

先発品:ゾビラックス点滴静注
供給不安定のため切り替え

アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「トーワ」 (東和薬品)

セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」　(サンド)

先発品

注射用マキシピーム１ｇ

使用頻度が少ないため500g規格から100g規格へ変更
100g規格があるのは吉田製薬のみ

販売中止のため切り替え

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ

後発薬品名　（メーカー名）

フェブキソスタット錠20mg「DSEP」(第一三共エスファ)

フェブキソスタット錠10mg「DSEP」(第一三共エスファ)

アシクロビル点滴静注液２５０ｍｇ「日医
工」

ダイアート錠３０ｍｇ アゾセミド錠30mg「DSEP」 (第一三共エスファ)

リスペリドン内用液分包０．５ｍｇ「アメル」 (共和薬品)
0.5mgでの使用が多かったため後発品に切り替えと同時に0.5mg規格
に切り替え

フェブリク錠１０ｍｇ

フェブリク錠２０ｍｇ

アスピリン「ホエイ」 アスピリン「ヨシダ」 (吉田製薬)

0

☆は臨時購入済みです。

うつ病・うつ状態、パニック障害、強迫性障害
、社会不安障害、外傷後ストレス障害

タゾピペ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプ
ロ」

品　　　　　　名

削除品目（薬品）



6 サノフィ 12.80 6.60

7 オルガノン 17.30 10.10

8 オルガノン 20.20 10.10

レニベース錠２．５ エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ケミファ」 (日本薬品)

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」 (日本薬品)レニベース錠５

ビソルボン吸入液０．２％ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 (武田)


