
No. 品       　       名 会 社 名 　規格　  単位 組　　　　　成 薬　　　　　　効     　  備           考

1 アリナミンF100注 武田薬品 20mL 管 フルスルチアミン ビタミンB1誘導体製剤
＊患者限定で臨時採用 （残15A)
(同)アリナミンF50注

☆ 1管 129.00

2 セイブルOD錠50mg 三和化学 50㎎ 錠 ミグリトール 糖尿病食後過血糖改善剤 (削)セイブル錠50mg 1錠 52.90

3 ペンタサ坐剤1ｇ 杏林 1ｇ 個 メサラジン 潰瘍性大腸炎治療剤 (同)ペンタサ錠500mg, ペンタサ注腸1g 1個 345.10

4 ヒュミラ皮下注40㎎シリンジ0.8mL エーザイ 0.8mL 筒 アダリムマブ(遺伝子組み換え) 抗ヒトTNFα モノクローナル抗体製剤 ＊必要時購入 1筒 65144.00

5 レミケード点滴静注用100 田辺三菱 100㎎ 瓶 インフリキシマブ 抗ヒトTNFα モノクローナル抗体製剤 ＊必要時購入 1瓶 89536.00

6 フォシーガ錠5㎎ 小野薬品 5㎎ 錠 ダパグリフロジン 選択的SGLT2阻害薬 1錠 205.50

7
ヘパリンNa透析用
250単位/mLシリンジ20mL「ニプ
ロ」

ニプロ 20mL 筒 ヘパリンナトリウム 血液凝固阻止剤
(削)ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ
20mL

1筒 209.00

8
ヘパリンNa透析用
500単位/mLシリンジ20mL「ニプ
ロ」

ニプロ 20mL 筒 ヘパリンナトリウム 血液凝固阻止剤 1筒 305.00

9 リドカインテープ18㎎「NP」 ニプロ 18㎎ 枚 リドカイン 貼付用局所麻酔剤 (削)ペンレステープ18㎎ 1枚 35.00

10 アキリデン錠1㎎ 共和薬品 1㎎ 錠 ビペリデン 抗パーキンソン剤 ＊患者限定で臨時採用 ☆ 1錠 5.60

11 ジプレキサ錠2.5㎎ イーライリリー 2.5㎎ 錠 オランザピン 多元受容体作用 抗精神病薬
＊患者限定で臨時採用
(同)ジプレキサザイディス錠(5mg)

☆ 1錠 138.30

12 フィナステリド錠1mg ファイザー 1mg 錠 フィナステリド ５α -還元酵素Ⅱ型阻害薬 (削)プロペシア錠1mg

13 オプチレイ240注シリンジ100mL 富士製薬 100mL 筒 イオベルソール 非イオン性造影剤 1筒 8307.00

14 ロゼックスゲル0.75％ ガルデルマ 50g 本 メトロニダゾール がん性皮膚潰瘍臭改善薬 (同)メトロニダゾール軟膏(院内製剤) 1g 101.40

15 ドパストン静注50㎎ 大原薬品 20mL 管 レボドパ パーキンソニズム治療剤 ＊患者限定で臨時採用 （残7A) 1管 282.00

　　　　　　　　　佐世保共済病院薬剤科

　　　　　採用薬及び削除薬のお知らせ
　　　　　　　　　平成27年6月11日の薬事審議委員会において以下の薬品が採用になりました。

　第208回　　薬事審議会　　　採用品目（薬品）　　

薬　　価

平成27年6月11日



16 イクスタンジカプセル40㎎ アステラス 40㎎ C エンザルタミド
前立腺癌治療剤、抗アンドロゲン 抗悪性腫瘍
剤

＊院外処方のみ→院内処方追加 1C 3138.80

17 ジェブタナ点滴静注用60㎎ サノフィ 1.5mL 瓶 カバジタキセル 微小管阻害 抗悪性腫瘍剤 ＊必要時購入 1瓶 593069.00

18 ノルレボ錠0.75㎎ あすか製薬 0.75㎎ 錠 レボノルゲストレル 緊急避妊薬

19 アセリオ静注液1000mg テルモ 100mL 瓶 アセトアミノフェン 解熱鎮痛剤 (同)カロナール錠200、カロナール細粒20% ☆ 1瓶 332.00

20 KCｌ注20mEqキット「テルモ」 テルモ 20mL 筒 塩化カリウム 補正用 塩化カリウム液 (削)KCL補正液1mEq/mL 20mL 1筒 187.00

21 コペガス錠200㎎ 中外 200㎎ 錠 リバビリン 抗HCV薬 ＊院外処方のみで採用 1錠 789.20

22 ソバルディ錠400㎎
ギリアド・サイエ
ンシズ

400㎎ 錠 ソホスブビル 抗HCV薬
＊院外処方のみで採用
2015.5に薬価収載だが処方日数を28日までとし
て扱える

1錠 61799.30

23 セパミットR細粒2% MSD 20㎎ g ニフェジピン カルシウム拮抗剤、ニフェジピン持効性製剤

＊院外処方のみで採用
(同)ニフェジピンカプセル(5)「サワイ」、ニフェジ
ピンL錠(10)(20)「トーワ」、ニフェジピンCR(20)
「日医工」

1g 37.50

24 ノルスパンテープ10㎎ 久光 10㎎ 枚 ブプレノルフィン 経皮吸収型 持続性疼痛治療剤
＊院外処方のみで採用
(同)ノルスパンテープ(5mg)

1枚 2423.70

25 ザルティア錠5㎎ 日本新薬 5㎎ 錠 タダラフィル
前立腺肥大症に伴う排尿障害治療剤
ホスホジエステラーゼ-５阻害薬

＊院外処方のみで採用 1錠 230.60

26 アレグラ錠30㎎ サノフィ 30㎎ 錠 フェキソフェナジン アレルギー性疾患治療剤
＊院外処方のみで採用
(同)アレグラ錠60mg

1錠 56.40

27 アレグラドライシロップ5％ サノフィ 0.3g 包 フェキソフェナジン アレルギー性疾患治療剤
＊院外処方のみで採用
(同)アレグラ錠60mg

1g 130.90

☆は臨時購入済みです。

　　※採用品目は、臨時採用分を除き6月22日（月）から処方可能となります。(但し、緊急で使用する場合は除く)
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　　※削除品目は、在庫が無くなり次第削除となります。

削除品目（薬品）

品　　　　　　名 備　　　　　　考 残数

セイブル錠50mg セイブルOD錠50mgと切り替え 47錠

(先)プロペシア錠1mg フィナステリド錠1mg「ファイザー」と切り替え 56錠

ヘパフィルド透析用250単位/ｍＬシリンジ20ｍＬ ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」と切り替え

(先)ペンレステープ18㎎ リドカインテープ18㎎「NP」と切り替え 58枚

KCL補正液1mEq/mL 20mL KCｌ注20mEqキット「テルモ」と切り替え 100A

エストリールデポー注10mg 製造中止に伴い、削除 11A

プロパデルム軟膏0.025% 製造中止に伴い、削除 3本

オイラックスHクリーム(10g) オイラックスHクリーム (5g) と切り替え 36本


