
佐世保共済病院薬剤科

平成29年6月12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。

No. 会 社 名 　規格　  単位   備           考

1 大日本住友 ０.７５mg キット 院外採用済み、院内でも採用 ☆ １キット 3586.00

2
ブリストル・
マイヤー

ズ・スクイブ
２０mg 錠 ☆ １錠 4008.70

3 ツムラ ２.５ｇ ｇ 院外採用済み、院内でも採用 ☆ １ｇ 8.80

4
ブリストル・
マイヤー

ズ・スクイブ
錠

削）ダクルインザ錠６０mg、スンベプラカ
プセル１００mg
＊院外のみ採用
長期投与不可

１錠 11528.80

5 MSD ５０mg 錠 １錠 26900.50

6 MSD ５０mg 錠 １錠 9607.30

7
日本ベーリ
ンガーイン
ゲルハイム

６０吸入 キット 削）ウルティブロ吸入用カプセル １キット 8401.20

8 MSD １５mg 錠 院外採用済み、院内でも採用 ☆ １錠 89.10

１００mg 44248.00

５００mg 185374.00

10 陽進堂 １０００μ g 管 類）メチコバール注射液５００μ g ☆ １管 101.00

１０００mL 削）エルネオパ１号１０００mL 1387.00

１０００mL 削）エルネオパ２号１０００mL 1492.00

１５００ｍL 削）エルネオパ２号１５００mL 1899.00

12 久光製薬 ２４０mg 枚
類）モーラスパップXR１２０mg
＊院外のみ採用

１枚 61.50

採用薬及び削除薬のお知らせ

トルリシティ皮下注0.75mgアテオス デュラグルチド
２型糖尿病治療薬
(持続性GLP-1受容体作動薬)

スプリセル錠２０mg ダサチニブ水和物 慢性骨髄性白血病治療薬

　第220回　　薬事審議会　　　採用品目（薬品）　　

スピオルトレスピマット６０吸入
チオトロピウム2.5μ g
オロダテロール2.5μ g

COPD治療薬

ベルソムラ錠１５mg スボレキサント 不眠症治療薬（オレキシン受容体拮抗薬）

11

エルネオパNF１号１０００mL

大塚製薬
工場

キット
ブドウ糖、電解質、アミノ酸、微量元素
（ビタミン１３種類、・微量元素５種類）

高カロリー輸液

平成29年6月12日

品       　       名 組　　　　　成 薬　　　　　　効 薬　　価

＊院外のみ採用
長期投与不可
エレルサ錠とグラジナ錠は併用

グラジナ錠５０mg グラゾプレビル水和物

ツムラ防風通聖散エキス顆粒 防風通聖散 高血圧の随伴症状、肥満症、むくみ、便秘

ジメンシ―配合錠
ダグラタスビル塩酸塩15mg
アスナプレビル100mg
べクラブビル塩酸塩37.5mg

セログループ１のC型慢性肝炎又はC型代償
性肝硬変におけるウイルス血症の改善

エレルサ錠５０mg エルバスビル
セログループ１のC型慢性肝炎又はC型代償
性肝硬変におけるウイルス血症の改善

9

アリムタ注射用１００mg
日本イーラ

イリリー
瓶 ペメトレキセドナトリウム

悪性胸膜中皮腫
切除不能な振興・再発の非小細胞肺癌

１キットエルネオパNF２号１０００mL

エルネオパNF２号１５００mL

１瓶

アリムタ注射用５００mg

ケトプロフェン 鎮痛、消炎剤

フレスミンS注射液１０００μ g ヒドロキソコバラミン酢酸塩 ビタミンB１２製剤

モーラスパップXR２４０mg



13 ファイザー ２５mg 筒 ☆ １筒 15746.00

２５mg 削）リリカカプセル２５mg 67.80

７５mg 削）リリカカプセル７５mg 112.90

15 ノバルティス ５００mg 錠 ☆ １錠 4756.40

16
共和薬品

工業 １００mg ｇ 削）トミロン細粒小児用１０％ 1ｇ 43.50

２０mg 75100.00

１００mg 364925.00

18
グラクソ・ス
ミスクライン ３mg 管 ☆ １管 3100.00

19 丸石製薬 ２５０mg 袋 削）アナペイン注２mg/mL １袋 1703.00

20
Meiji Seika
ファルマ １ｇ 瓶

類）ビクシリン注射用0.5ｇ
削）ビクシリン注射用２ｇ

1瓶 353.00

21
大塚製薬工

場
５００mL 瓶 削）大塚蒸留水５００mL（細口開栓） １瓶 163.00

22 鳥居薬品 HT 錠
職員の針刺し事故後のHIV曝露対策用
削）ツルバダ配合錠

☆ １錠 3934.30

23
カイゲン
ファーマ 5% ｍL

削）アルクレイン内用液５％
製造販売中止のため切り替え

１ｍL 1.71

24 陽進堂 瓶
削）ネオラミン・マルチV注射用
製造販売中止のため切り替え

１瓶 203.00

25 ファイザー ０.５g 瓶

削）バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5
ｇ、１ｇ「MEEK」
類）バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1ｇ
「ファイザー」

１瓶 971.00

既存治療で効果不十分な関節リウマチ

14

リリカOD錠２５mg

ファイザー 錠 プレガバリン 神経障害性疼痛

エンブレル皮下注２５mgシリンジ0.5mL エタネルセプト

エクジェイド懸濁用錠５００mg デフェラシロクス 輸血による慢性鉄過剰症

ケフラール細粒小児用１００mg セファクロル 第二世代セフェム系抗生剤

１錠

リリカOD錠７５mg

１瓶

オプジーボ点滴静注１００mg

17

オプジーボ点滴静注２０mg
小野薬品工

業
瓶 ニボルマブ

根治切除不能な悪性黒色腫、
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
根治切除不能な転移性の頭頚部癌など

ビクシリン注射用１ｇ アンピシリンナトリウム ペニシリン系抗生剤

大塚蒸留水５００mL（広口開栓） 注射用蒸留水 注射剤の溶解希釈剤、注射剤の製剤

イミグラン注３mg スマトリプタンコハク酸塩 片頭痛、群発頭痛

ポプスカイン0.25％注バッグ２５０mg/１００mL レボブピバカイン塩酸塩 術後の鎮痛

マルタミン注射用 １３種類のビタミン 高カロリー輸液用総合ビタミン剤

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5ｇ
　　　　　　　　　　　　　　　　「ファイザー」

バンコマイシン塩酸塩 グリコペプチド系抗生剤

デシコビ配合錠HT
エムトリシタビン
テノホビルアラフェナミドフマル酸塩

HIV－１感染症治療薬

アルロイドG内用液５％ アルギン酸ナトリウム
胃・十二指腸潰瘍、びらん性胃炎、逆流性食
道炎における自覚症状の改善
胃生検の出血時の止血

☆は臨時購入済みです。

　　　　※採用品目は、臨時採用分を除き6月26日（月）から取扱い可能となります。



No
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11

12

13 アナペイン注２mg/ｍL ポプスカイン0.25％注バッグ２５０ｍｇ/１００ｍLを採用 １０箱

※削除品目は、在庫が無くなり次第削除となります。

ダクルインザ錠６０mg

削除品目（薬品）
品　　　　　　名 備　　　　　　考 残数

0
ジメンシー配合錠、グラジナ錠５０mg、エレルサ錠５０mgを採用

スンベプラカプセル１００mg

ネオラミン・マルチV注射用 製造販売中止　　　マルタミン注射用へ切り替え ７瓶

ビクシリン注射用２ｇ ビクシリン注射用１ｇを採用 ５瓶

大塚蒸留水５００mL（細口開栓）

リリカカプセル２５mg リリカOD錠２５mgへ切り替え ６４CAP

トミロン細粒小児用１０％ ケフラール細粒小児用１００mgを採用 0

大塚蒸留水５００mL（広口開栓）へ切り替え ６本

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5ｇ「MEEK」 ７瓶

エルネオパ１号１０００mL エルネオパNF１号１０００mLへ切り替え ８袋

製造販売中止　　　アルロイドG内用液５％へ切り替え

ウルティブロ吸入用カプセル スピオルトレスピマット６０吸入を採用 0

ツルバダ配合錠 デシコビ配合錠HTを採用 0

0

10

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用１ｇ「MEEK」 0
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5ｇ「ファイザー」を採用し、ファイザー製品に統一

4

リリカカプセル７５mg リリカOD錠７５mgへ切り替え
６９CAP

５００mL

8 エルネオパ２号１０００mL

エルネオパ２号１５００mL

エルネオパNF２号１０００mLへ切り替え

エルネオパNF２号１５００mLへ切り替え

７袋

４袋

アルクレイン内用液５％


