平成29年3月27日
保険薬局 各位
盛岡赤十字病院長 松田 壯正
平成29年3月14日に行われました薬品管理委員会において、下記の通り決定しましたので連絡いたします。

常備購入薬品一覧
薬

品

名

一

般

名

規

格

製薬会社

薬 価

備

考

【内 服 薬】
結核化学療法剤

イソニアジド

イスコチン錠１００mg

100mg/錠 第一三共

9.60 イスコチン原末と切替

経口腸管洗浄剤
ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ水和物・

ピコプレップ配合内用剤

1包 フェリング・ファーマ

酸化マグネシウム・
無水クエン酸

抗ウイルス化学療法剤
アシクロビル錠２００ｍｇ「ファイザー」 アシクロビル
カルシウム受容体作動薬

レグパラ錠２５mg

1,032.70 モビプレップ配合内用剤と切替

200mg/錠 ファイザー

42.40 臨時 → 常備へ

25mg/錠 協和発酵キリン

シナカルセト塩酸塩

549.80 臨時 → 常備へ

抗血小板剤

75mg/錠 日医工サノフィ

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 クロピドグレル
抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、片頭痛治療剤
バルプロ酸Naシロップ５％「フジナガ」 バルプロ酸ナトリウム
ニューキノロン系経口抗菌製剤

50mg/mL 藤永製薬

トスフロキサシントシル酸塩小児 トスフロキサシントシル
用細粒15%「明治」
酸塩水和物

150mg/ｇ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ

90.90 プラビックス錠７５ｍｇと切替
6.70（ｍL) デパケンシロップ５％と切替
255.80 オゼックス細粒小児用15%と切替

【注 射 薬】
高カロリー輸液用 糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エルネオパNF１号輸液
エルネオパＮＦ2号輸液

アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

1000mL/キット 大塚製薬工場

1,387.00 エルネオパ1号輸液・２号輸液と
1,492.00 切替え

持続性ソマトスタチンアナログ製剤
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg
オクトレオチド酢酸塩
「サンド」
プロスタグランジンE1製剤

アルプロスタジル注10μg
シリンジ「F」

100μg/ 1mL/Ａ サンド

10μg /2mL/筒 富士製薬

アルプロスタジル

1,400.00

1,648.00

サンドスタチン皮下注用100μgと
切替
アルプロスタジル注10μgシリンジ
「MED」と切替え

抗悪性腫瘍剤

トレアキシン点滴静注用２５mg

ベンダムスチン塩酸塩

25mg/Ｖ エーザイ

29,295.00 規格追加

アミノ酸加総合電解質液

アミカリック輸液

200ｍL/袋 テルモ

アミノ酸・糖・電解質注射液

413.00 臨時 → 常備

β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

タゾピペ配合静注用４．５「明治」

タゾバクタム・ピペラシリ （1V中）ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑ：0.5g ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝ水和物：4.0g
ン水和物

1,231.00

ゾシン静注用2.25、ゾシン配合点滴
静注用バッグ4.5と切替え

※新規薬品については、2017年4月3日（切替薬品は従来品終了後）から使用可能となります。

臨時購入薬品一覧
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品
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製薬会社

薬 価

備

考

【内 服 薬】
クロライドチャネルアクチベーター 腸液分泌増加性下剤

アミティーザカプセル24μg

24μg/カプセル スキャンポファーマ

161.10 緩和ケア 緊急→臨時

モルヒネ硫酸塩水和物

20mg/ｇ 藤本製薬

405.60 緩和ケア 緊急→臨時

スクロオキシ水酸化鉄

500mg/錠 キッセイ薬品

267.20 泌尿器科

100g/本 コーアイセイ

16.5（ｇ） 泌尿器科

ルビプロストン

モルヒネ持続性癌痛治療剤

モルペス細粒2%
高リン血症治療剤

ピートルチュアブル錠５００ｍｇ
【外 用 薬】
血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質外用スプレー
0.3%「PP」

ヘパリン類似物質

抗悪性腫瘍剤 乾燥BCG膀胱内用（日本株）

イムノブラダー膀注用８０ｍｇ

カルメット・ゲラン菌（BCG)

80mg/瓶 日本ビーシージー
(溶解液付) 製造

【注 射 薬】
持続性GLP-1受容体作動薬
トルリシティ皮下注０.７５ｍｇアテオス ﾃﾞｭﾗｸﾞﾙﾁﾄﾞ（遺伝子組換え） 0.75ｍｇ/0.5ｍL/キット 大日本住友
放射性医薬品・脳疾患診断薬

ダットスキャン静注

イオフルパン（１２３Ⅰ）

167MBｑ/筒 日本メジフィジックス

※新規薬品については、2017年4月3日から使用可能となります。

16,644.70 泌尿器科 緊急→臨時

3,586.00 臨時継続
56,636.00 臨時継続

院外処方専用薬品一覧
薬

品

名

一

般

名

【内 服 薬】
漢方製剤
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） 配合剤
子宮内膜症・乳腺症治療剤

ボンゾール錠１００ｍｇ

ダナゾール

規

格

製薬会社

2.5ｇ/包 ツムラ
100mg/錠 田辺三菱製薬

薬

価

備

考/申請科

14.60（ｇ） 泌尿器科
195.50 血液内科

速効型インスリン分泌促進薬／食後過血糖改善薬配合剤

（1錠中）
グルベス配合錠

ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和物・ ﾐﾁｸﾞﾘﾆﾄﾞｶﾙｼｳﾑ水和物：

ボグリボース

10mg キッセイ薬品
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ：0.2mg

51.40 総合内科

アレルギー性疾患治療剤、ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤

リザベン細粒１０％

トラニラスト

100mg/ｇ キッセイ薬品

50.40 常備 → 院外専用

抗てんかん剤

ビムパット錠５０ｍｇ
ビムパット錠１００ｍｇ

ラコサミド

50mg/錠 ユーシービー
100mg/錠 ジャパン

215.60
脳神経外科
352.00

抗血小板剤

プラビックス錠７５ｍｇ

クロピドグレル

75mg/錠 サノフィ

201.20

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」
と切替

抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、片頭痛治療剤

デパケンシロップ５％

バルプロ酸ナトリウム

50mg/mL 協和発酵キリン

トスフロキサシントシル
酸塩水和物

150mg/ｇ 富山化学

7.60（ｍL)

バルプロ酸Naシロップ５％
「フジナガ」と切替

ニューキノロン系経口抗菌製剤

オゼックス細粒小児用15%

486.50

トスフロキサシントシル酸塩小児用
細粒15%「明治」と切替

【外 用 薬】
緑内障・高眼圧症治療剤
(1mL中)

ミケルナ配合点眼液

カルテオロール塩酸塩
・ラタノプロスト

ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ塩酸塩：20mg

ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ：50μg

大塚製薬

729.20（mL） 眼科

2.5mL/本

中枢性尿崩症用剤

デスモプレシン・スプレー２.５協和

デスモプレシン酢酸塩水和物

125μg/瓶 協和発酵キリン

4,643.80 小児科

駆虫剤

スミスリンローション５％

フェノトリン

50mg/ｇ，30ｇ/本 クラシエ

77.30（ｇ） 皮膚科

尋常性ざ瘡治療剤

エピデュオゲル

アダパレン・
過酸化ベンゾイル

（1ｇ中）
アダパレン：1mg
過酸化ﾍﾞﾝｿﾞｲﾙ：25mg

マルホ

159.60（ｇ） 皮膚科

マルホ

231.00（ｇ） 皮膚科

15ｇ/本
尋常性乾癬治療剤

マーデュオックス軟膏

マキサカルシトール・
ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛ
ﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ

(1g中)
ﾏｷｻｶﾙｼﾄｰﾙ：25μg
ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟ
ｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ：0.5mg

10ｇ/本

爪白癬治療剤

ルコナック爪外用液５％

ルリコナゾール

50mg/g，3.5ｇ/本 佐藤製薬

※新規院外処方専用薬品は2017年4月3日から使用可能となります。

997.80（ｇ） 皮膚科

緊急採用（患者限定）薬品一覧
薬

品

名

一

般

名

規

格

製薬会社

薬 価

備

【内 服 薬】
活性型ビタミンD3製剤

ホーネル錠０．３

0.3μg/錠 大正富山医薬品

ファレカルシトリオール

539.90 常備→緊急

免疫抑制剤

イムラン錠５０mg

アザチオプリン

50mg/錠 アスペンジャパン

139.90 呼吸器科

抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター

アイクルシグ錠１５mg

ポナチニブ塩酸塩

15mg/錠 大塚製薬

6,318.30 血液内科

パーキンソンニズム治療剤

マドパー配合錠

レボドパ・ベンセラジド
塩酸塩

レボドパ：100mg
中外製薬
ﾍﾞﾝｾﾗｼﾞﾄﾞ：25mg

29.60 外科

抗精神病剤

インヴェガ錠６mg

6mg/錠 ヤンセンファーマ

パリペリドン

465.70 外科

【注 射 薬】
ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤

ヒュミラ皮下注４０mgシリンジ０.４mL

アダリムマブ
（遺伝子組換え）

40mg/0.4mL/筒 エーザイ

65,144.00 消化器科

抗糖尿病剤

ヒューマログ注１００単位/ｍＬ

インスリン リスプロ
（遺伝子組換え）

100単位/1mL 日本イーライリ
10mL/V リー

389.00（mL） 総合内科

アナフィラキシー補助治療剤

エピペン注射液０.３mg

アドレナリン

0.3mg/筒 ファイザー

10,894.00 呼吸器科

遺伝子組換え血液凝固第IX因子アルブミン融合タンパク質製剤

アルブトレペノナコグ
1,000国際単位/V
ＣＳＬベーリング
ｱﾙﾌｧ（遺伝子組換え）
（溶解液付）
※緊急採用薬品は、症例毎（患者毎）に申請書が必要です。
※一定期間処方されない薬品については症例限定終了とみなし自動的に採用中止とします。
イデルビオン静注用１０００

342,833.00 小児科

考/申請科

採用中止薬品一覧
薬

品

名

一

般

名

規

格

備

製薬会社

考

【内 服 薬】
結核化学療法剤

イスコチン原末

イソニアジド

1g 第一三共

8.60/ｇ イスコチン錠１００mgと切替

経口腸管洗浄剤

モビプレップ配合内用剤

ﾅﾄﾘｳﾑ･塩化ｶﾘｳﾑ･無
水硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ･ﾏｸﾛｺﾞｰ
ﾙ4000･ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸･Lｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ

1包 ＥＡファーマ

2,259.30 ピコプレップ配合内用剤と切替

高血圧治療剤 ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬

ニルバジピン錠２mg「日医工」

2mg/錠 日医工

ニルバジピン

9.60 常備→中止

【注 射 薬】
高カロリー輸液用 糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液

エルネオパ１号輸液
エルネオパ２号輸液

アミノ酸・糖・電解質・
ビタミン

1000mL/キット 大塚製薬工場

オクトレオチド酢酸塩

100μg/ 1mL/Ａ ノバルティスファーマ

アルプロスタジル

10μg /2mL/筒 メディサ新薬

1,387.00 エルネオパNF1号輸液・２号輸液と
1,492.00 切替え

持続性ソマトスタチンアナログ製剤

サンドスタチン皮下注用100μg

2,800.00

オクトレオチド皮下注100μg
「サンド」と切替

プロスタグランジンE1製剤

アルプロスタジル注10μg
シリンジ「MED」

ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
ヒュミラ皮下注４０mgシリンジ０.８mL ｱﾀﾞﾘﾑﾏﾌﾞ（遺伝子組換え）
β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

ゾシン静注用２．２５
ゾシン配合点滴静注用バッグ４．５

タゾバクタム・
ピペラシリン水和物

40mg/0.8mL/筒 エーザイ
（1V中）ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑ：0.25g
ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝ水和物：2.0g
（1袋中）ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑ：0.5g

1,648.00

アルプロスタジル注10μg
シリンジ「F」と切り替え

65,144.00 緊急→中止
1,446.00

大正富山医薬品

タゾピペ配合静注用「明治」4.5と切替え

2,789.00

ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝ水和物：4.0g

消化管X線造影剤

バリトゲンＣＴ（300mL/本）

硫酸バリウム

1.50% 伏見製薬

―

常備→中止（販売中止）

乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ

献血ノンスロン１５００注射用

人アンチトロンビンⅢ

1,500 国際単位/V 日本製薬

65,433.00 緊急→中止

遺伝子組換え血液凝固第IX因子製剤

ベネフィクス静注用500

ノナコグアルファ
（遺伝子組換え）

500国際単位/V
ファイザー
（溶解液付）

54,690.00 緊急→中止

放射性医薬品

ウルトラテクネカウ９２５MBq
ウルトラテクネカウ１８.５GBq

過テクネチウム酸ナトリ
ウム（99mTc）

925MBq 富士フィルムRI
18.5GBq ファーマ

キセノン（133Xe）

1.85GBq 日本メジフィジックス

30,292.70/
常備→中止
370MBq

111MBq/mL
日本メジフィジックス
222MBq/mL

2704.00/
常備→中止
10MBq

261.00/10MBq 常備→中止

放射性医薬品

キセノン-１３３・ガス１.８５GBq
放射性医薬品

パーヒューザミン注１１１MBq
パーヒューザミン注２２２MBq

塩酸Ｎ-ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ-４-ﾖｰ
ﾄﾞｱﾝﾌｪﾀﾐﾝ（123Ｉ)

放射性医薬品

フェオMIBG-I１３１注射液２０MBq

3-ﾖｰﾄﾞﾍﾞﾝｼﾞﾙｸﾞｱﾆｼﾞﾝ
（131I）

20MBq/mL

富士フィルムRI
ファーマ

―

常備→中止（販売中止）

放射性医薬品

メジテック９２５MBq

過テクネチウム酸ナト
リウム（99mTc）

925MBq 日本メジフィジックス

273.00/
常備→中止（販売中止）
10MBq

