
No. 会 社 名 規格 単位   備           考

1 サンド 2mg 錠 ＊1例のみ使用、使用後削除 ☆ 1錠 5.70

2 ファイザー 25mg カプセル ＊1例のみ使用、使用後削除 ☆ 1カプセル 11.00

3 持田 1mg 錠
＊院外のみ採用
(類)ユリノーム錠25mg

1錠 54.80

4 エーザイ ４０ｍｇ キット
(削)シムジア皮下注２００ｍｇオートクリッ
クス

☆ 1キット 60,645.00

5 エーザイ ８０ｍｇ キット ☆ 1キット 117,390.00

6 中外 1KE 瓶
＊患者限定薬
(同)ピシバニール注射用５ＫＥ

☆ １瓶 6,422.00

7
ギリアド・サ
イエンシズ

100mg 瓶 ＊患者限定薬 ☆ 1瓶 63,342.00

8 中外 1332mg 瓶
＊患者限定薬
＊薬価未収載

9 田辺三菱 100mg 錠
＊院外のみ採用
(同)テグレトール錠２００ｍｇ

1錠 5.90

10
グラクソ・
スミスクラ

イン
150mg 瓶 ＊患者限定薬 1瓶 8,414.00

11 田辺三菱 1ｇ ｇ (削)チザニジン顆粒０．２％「日医工」 ☆ １ｇ 24.90

12 中外 0.25μg カプセル

＊患者限定薬
(同)アルファカルシドール錠０．２５μｇ「アメ
ル」、アルファロールカプセル１μｇ

☆ １カプセル 12.20

13 ファイザー 25mg 錠 (削)イブランスカプセル２５ｍｇ 1錠 5,679.70

14 ファイザー 125mg 錠 (削)イブランスカプセル1２５ｍｇ 1錠 22,978.10

　第245回　　薬事審議会　　　採用品目（薬品）　　
令和3年8月12日

☆は臨時購入済みです。

※採用品目は、臨時採用分を除き8月23日（月）から取扱い可能となります。

　　至急使用したい場合は薬剤科までご連絡下さい。

アルファカルシドール ０.２５ μg ビタミンD 代謝異常に伴う諸症状、骨粗鬆症

レムデシビル100mg

リンパ管腫等

コリスチン（別名：ポリミキシンE）として
150mg

ポリペプチド系抗菌薬
（多剤耐性緑膿菌等)

イブランス錠１２５ｍｇ
ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不
能又は再発乳癌

テルネリン顆粒０．２％ 1g中チザニジンとして2mg
頸肩腕症候群、腰痛症による筋緊張状態の改
善等

アルファロールカプセル０．２５μｇ

ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不
能又は再発乳癌

パルボシクリブ　125mg

イブランス錠２５ｍｇ パルボシクリブ　25mg

カルバマゼピン200㎎
精神運動発作、てんかん性格及びてんかんに
伴う精神障害、三叉神経痛等

ベクルリー点滴静注用１００ｍｇ

テグレトール錠１００ｍｇ

SARS-CoV-2による感染症

SARS-CoV-2による感染症ロナプリーブ点滴静注セット1332

オルドレブ点滴静注用１５０ｍｇ

うつ病・うつ状態

痛風、高尿酸血症

ピシバニール注射用１ＫＥ 乾燥菌体として１ｍｇ

ユリス錠１ｍｇ

カシリビマブ1332mg、イムデビマブ1332mg

ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ
関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含
む）等

ドチヌラド　1mg

関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含
む）等

　　　　　　　　　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3年8月12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。

ヒュミラ皮下注８０ｍｇペン０．８ｍＬ

アダリムマブ（遺伝子組換え）４０ｍｇ

アダリムマブ（遺伝子組換え）８０ｍｇ

アモキサピン　25mgアモキサンカプセル２５ｍｇ

品       　       名 組　　　　　成 薬　　　　　　効 薬　　価

神経症における不安・緊張・抑うつ及び強迫・恐怖
等

ブロマゼパム錠２ｍｇ「サンド」 ブロマゼパム２ｍｇ



No

1

2

3

4

5

6

※削除品目は、在庫が無くなり次第削除となります。

チザニジン顆粒０．２％「日医工」 出荷停止の為先発品のテルネリン顆粒０．２％に切り替え 30ｇ

アモキサンカプセル２５ｍｇ 1例のみ使用のため採用していたが、使用していた患者が治療終了したため

イブランスカプセル２５ｍｇ イブランス錠２５ｍｇに変更 0

イブランスカプセル1２５ｍｇ イブランス錠1２５ｍｇに変更 0

0

シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス 1例のみ使用のため採用していたが、使用していた患者が治療終了したため 0

品　　　　　　名 備　　　　　　考

削除品目（薬品）

残　　数

ブロマゼパム錠２ｍｇ「サンド」 1例のみ使用のため採用していたが、使用していた患者が治療終了したため 0



No メーカー名 薬価 薬価

1 日医工 19.30 19.30

2 日医工 10.50 10.50

3 沢井 8,571.00 8,571.00

4 沢井 15.10 12.80

No メーカー名 薬価 薬価

1 杏林 6.1 2.6

2 杏林 21.40 9.40

3
日本イー
ライリリー

150.40 28.90

4 マイランEPD 67.40 36.10

5 第一三共 127.80 29.20

6 第一三共 227.50 51.90

7 小野薬品 2,394.00 1,125.00

8 小野薬品 3,536.60 1,659.40

9 中外 223.30 94.20

10 ヤクルト 18,655.00 4,833.00

11 ヤクルト 33,890.00 9,406.00

12 中外製薬 795.00 248.00

13 中外製薬 1,041.00 333.00

 エルプラット点滴静注液50ｍｇ
オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ／１０ｍＬ「ホスピーラ」
（ファイザー）

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」は削除

 オキサロール注5μｇ
マキサカルシトール静注透析用５μｇ「ニプロ」
（ニプロ）

 エルプラット点滴静注液100ｍｇ
オキサリプラチン点滴静注液100ｍｇ／2０ｍＬ「ホスピーラ」
（ファイザー）

オキサリプラチン点滴静注液100ｍｇ「ＮＫ」は削除

 オキサロール注２．５μｇ

イメンドカプセル１２５ｍｇ
アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「ＮＫ」
（日本化薬）

ゼローダ錠３００
カペシタビン錠３００ｍｇ「ヤクルト」
(ヤクルト）

マキサカルシトール静注透析用２．５μｇ「ニプロ」
（ニプロ）

メマリーＯＤ錠１０ｍｇ
メマンチン塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ケミファ」
（日本ケミファ）

イメンドカプセル８０ｍｇ
アプレピタントカプセル80ｍｇ「ＮＫ」
（日本化薬）

クラリシッド・ドライシロップ１０％小児用
クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「トーワ」
（東和薬品）

クラリシッド・ドライシロップ１０％小児用は販売中止

メマリーＯＤ錠５ｍｇ
メマンチン塩酸塩ＯＤ錠5ｍｇ「ケミファ」
(日本ケミファ）

ムコダインＤＳ５０％
カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」
（高田製薬）

ジプレキサザイディス錠５ｍｇ
オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」
（第一三共エスファ）

ムコダインシロップ５％
カルボシステインシロップ５％「タカタ」
（高田製薬)

備　　考先発品 後発薬品名　（メーカー名）

ロキソプロフェンナトリウム細粒１０％「日医工」 ロキソプロフェンＮａ細粒１０％(陽進堂) 出荷停止の為切り替え(先発品：ロキソニン錠)

後発品切り替え品目（薬品）

ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／５ｍＬ「サワイ」 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ(サンド) 出荷停止の為切り替え(先発品：ゾメタ点滴静注)

後発薬品名　（メーカー名）

ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 ランソプラゾールOD錠15mg（武田テバファーマ） 出荷停止の為切り替え(先発品：タケプロンＯＤ錠)

備　　考

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ(陽進堂)フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「サワイ」 出荷停止の為切り替え(先発品：アレグラ錠６０ｍｇ)

後発品販売中止薬品名


