
No. 会 社 名 規格 単位   備           考

1 ヤクルト 43㎎ 管 1管 128,131.00

20㎎ 1錠 8,007.60

60㎎ 1錠 22,333.00

3 アステラス 5μg 錠 ＊院外採用済み　院内も採用 ☆ 1錠 146.40

4 太陽ファルマ 5mL 管 ☆ 1管 476.00

5 日本ジェネリック 50mg 錠
＊患者限定
（同）スピロノラクトン錠25mg

1錠 6.40

6 大塚製薬工場 187.5 mL
＊院外のみ採用
(同)イノラス配合経腸用液（りんごフレー
バー、ヨーグルトフレーバー）

1mL 1.57

7 日本製薬
1500単

位
瓶 （削)献血ノンスロン５００注射用 ☆ 1瓶 57,293.00

8 バイエル 300㎎ 錠 ＊長期投与不可（2021年5月1日より可) 1錠 2,311.00

9 アステラス 25mg 錠 （同）ベタニス錠50mg 1錠 107.10

10 キッセイ 50μg 錠
＊長期投与不可（2020年10月1日より可)
＊院外のみ採用

1錠 96.60

11 日医工 1ｇ ｇ (同)ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ☆ 1ｇ 11.00

12 太陽ファルマ 25㎎ カプセル
＊院外のみ採用
(同)チガソンカプセル１０

1カプセル 735.20

13 ツムラ 3ｇ 包 ＊院外のみ採用 1ｇ 18.00

14
ブリストル・マ
イヤーズスク

イブ

100㎎
/mL

mL （削)ハリゾンシロップ ☆ 1mL 54.60

15 光
600mg/
300mL

袋 （削)リネゾリド注射液６００ｍｇ「サワイ」 ☆ 1袋 7730.00

7.5㎎ 錠 （削)サムスカ錠　7.5㎎　　　　     1錠 1,084.70

15㎎ 錠 （削)サムスカ錠　15㎎　　　　     1錠 1,650.10

　第239回　　薬事審議会　　　採用品目（薬品）　　 令和2年8月13日

品       　       名 組　　　　　成 薬　　　　　　効 薬　　価

ベタニス錠25mg ミラベグロン25mg 過活動膀胱における頻尿など

ミニリンメルトOD錠50μg
デスモプレシン酢酸塩水和物55μg(デ
スモプレシンとして50μg)

男性における夜間多尿による夜間頻尿

ロキソプロフェンナトリウム細粒10%「日医工」
1ｇ中　ロキソプロフェンナトリウム水和物
113.4㎎(無水物として100㎎)

下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛
関節リウマチ，変形性関節症，腰痛症，肩関節周
囲炎，頸肩腕症候群，歯痛

チガソンカプセル25  25mg エトレチナート25㎎
諸治療が無効かつ重症な下記疾患
乾癬群、魚鱗癬群、掌蹠角化症、ダリエー病、
口腔白板症、口腔乳頭腫及び口腔扁平菩癬

ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用)

本品9.0g中、下記の割合の混合生薬の乾
燥エキス5.0ｇを含有する。 日局セッコウ
15.0g　日局カンゾウ2.0g  日局コウベイ8.0g
日局ニンジン1.5g　日局チモ5.0g

のどの渇きとほてりのあるもの

ファンギゾンシロップ100㎎/mL
1mL中　アムホテリシンB 100㎎（力価)
24mL/瓶

消化管におけるカンジダ異常増殖

リネゾリド点滴静注600mg/300mL「ＨＫ」 １袋（300mL）中リネゾリド　600mg MRSA、VREによる各種感染症

サムスカOD錠　7.5㎎ トルバプタン7.5㎎ 心不全、肝硬変における体液貯留　他

＊長期投与不可（2021年6月1日より可)

　　　　　　　　　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2年8月13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。

イリノテカン塩酸塩水和物50㎎(イリノテ
カンとして43㎎)/10mL

がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な
膵癌

武田 錠

オニバイド点滴静注43㎎

2

カボザンチニブリンゴ酸塩として  25.34
㎎ （カボザンチニブとして20㎎)

根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

カリニ肺炎

スピロノラクトン錠５０ｍｇ「ＣＨ」 スピロノラクトン50mg
高血圧症、 各疾患による浮腫、原発性アルド
ステロン症の診断及び症状の改善

カボメティクス錠20㎎

カボメティクス錠60㎎

イリボーＯＤ錠５μｇ ラモセトロン塩酸塩5μg 下痢型過敏性腸症候群

献血ノンスロン１５００注射用 人アンチトロンビンⅢ1500単位

イノラス配合経腸用液(コーヒーフレー
バー、いちごフレーバー)

各種栄養成分（1パウチ＝300kcal）

バクトラミン注
トリメトプリム80mg ・ スルファメトキサ
ゾール400mg/5mL

ニュベクオ錠300㎎ ダロルタミド300㎎ 遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立腺癌

サムスカOD錠　15㎎ トルバプタン15mg 心不全における体液貯留　他

カボザンチニブリンゴ酸塩として  76.03
㎎ （カボザンチニブとして60㎎)

経口的食事摂取が困難な場合の経管栄養補
給

・先天性ATⅢ欠乏に基づく血栓形成傾向
・ATⅢ低下を伴う汎発性血管内凝固症候群（DIC）
・ATⅢ低下を伴う門脈血栓症
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30㎎ 錠 （削)サムスカ錠　30㎎　　　　　     1錠 2,505.90

☆は臨時購入済みです。

No

2

3

4

5

6

No メーカー名 薬価 薬価

1 アステラス 69.00 19.60

2
グラクソ・

スミスクライン 214.00 59.30

3 旭化成ファーマ 74.70 19.10

4 旭化成ファーマ 104.20 28.30

※採用品目は、臨時採用分を除き8月24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。

削除品目（薬品）

品　　　　　　名 備　　　　　　考 残数

サムスカ錠　30㎎　　 販売中止のため　　　サムスカOD錠30㎎に切り替え 18

ハリゾンシロップ100㎎/mL 入荷困難の為　　　ファンギゾンシロップ100㎎/mLに切り替え 0

リネゾリド注射液６００ｍｇ「サワイ」 入荷困難の為　　　リネゾリド点滴静注６００ｍｇ／３００ｍＬ「ＨＫ」に切り替え 0

献血ノンスロン５００注射用 献血ノンスロン1５００注射用に切り替え 12

インタール細粒１０％ 販売中止のため 100包

ピシバニール注射用１ＫＥ 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

フリバス錠50mg ナフトピジルOD錠50mg「サワイ」 OD錠に切替　　　KKR共同購入品を選択

※削除品目は、在庫が無くなり次第削除となります。

40

サムスカ錠　15㎎ 販売中止のため　　　サムスカOD錠15㎎に切り替え 53

アボルブカプセル0.5mg デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 KKR共同購入品を選択

1

サムスカ錠　7.5㎎ 販売中止のため　　　サムスカOD錠7.5㎎に切り替え

先発品

後発品切り替え品目（薬品）

セレコキシブ錠100mg「KN」 KKR共同購入品を選択

フリバス錠75mg ナフトピジルOD錠75mg「サワイ」 OD錠に切替　　　KKR共同購入品を選択　　　　院外のみ採用に変更

後発薬品名　（メーカー名） 備　　考

セレコックス錠100mg
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サムスカOD錠　30㎎ トルバプタン30mg 常染色体優性多発性のう胞腎


