
平成29年9月26日
　　　　保険薬局 様

盛岡赤十字病院長  松田　壯正

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬 　価 備　　　　考
【内　　服　　薬】

胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー

テルミサルタン錠40mg「DSEP」 テルミサルタン 40ｍｇ/錠 第一三共エスファ 46.00 ミカルディス錠40mgと切替

5-HT3受容体拮抗型制吐剤

カイトリル錠1mg グラニセトロン塩酸塩 1mg/錠 中外製薬 572.10 ゾフランザイディス4と切替

抗悪性腫瘍剤（チロシンキナーゼインヒビター）

タシグナカプセル150mg ニロチニブ塩酸塩水和物 150mg /カプセル ノバルティス　ファーマ 3,617.00 タシグナカプセル200mgと切替

高リン血症治療剤

ホスレノールOD錠500mg 炭酸ランタン水和物 500mg/錠 バイエル薬品 249.00 ホスレノール顆粒分包250mgと切替

ピートルチュアブル錠500mg スクロオキシ水酸化鉄 500mg/錠 キッセイ薬品工業 267.20
臨時→常備
リオナ錠250ｍｇと切替

疼痛治療剤（神経障害性疼痛・線維筋痛症）

リリカOD錠25mg 25mg/錠 67.80

リリカOD錠75mg 75mg/錠 112.90

【外　　用　　薬】

全身吸入麻酔剤

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セボフルラン 250ｍＬ/ボトル 日興製薬 44.40（mL） セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」と切替

キノロン系外用抗菌剤

ゼビアックスローション2％ オゼノキサシン 20mg/g、10g/本 マルホ 80.50（g） ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾛｰｼｮﾝ（院内製剤）と切替

がん性皮膚潰瘍臭改善薬

ロゼックスゲル0.75％ メトロニダゾール 7.5mg/g、50g/本 ガルデルマ 101.40（g）
ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ・ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ軟膏（院内製剤）
ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ軟膏（院内製剤）と切替

【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 日本イーライリリー 3,586.00
臨時→常備
ﾉﾎﾞﾘﾝNﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝと切替

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 56,636.00 臨時→常備

※新規薬品については、2017年10月2日（切替薬品は従来品終了後）から使用可能となります。

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 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 ルビプロストン 24μg/カプセル スキャンポファーマ 161.10 臨時継続

モルヒネ持続性癌痛治療剤

モルペス細粒2% モルヒネ硫酸塩水和物 20mg/ｇ 藤本製薬 405.60 臨時継続

【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 100g/本 コーアイセイ 16.50（g） 臨時継続

【注　　射　　薬】

カルシウム受容体作動薬

パーサビブ静注透析用5mg エテルカルセチド塩酸塩 5mg/2mL/V 小野薬品工業 1,283.00 泌尿器科

レボカルニチン製剤

エルカルチンFF静注1000mg レボカルニチン 1000mg/5mL/管 大塚製薬 961.00 泌尿器科

骨粗鬆症治療剤

リクラスト点滴静注液5mg ゾレドロン酸水和物 5mg/100mL/瓶 旭化成ファーマ 39,485.00 血液内科

※新規薬品については、2017年10月2日から使用可能となります。

臨時購入薬品一覧

プレガバリン

平成29年9月12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

ファイザー リリカカプセル25ｍｇ・75ｍｇと切替



薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬　　価 備　　考/申請科
【内　　服　　薬】

強心配糖体製剤

ラニラピッド錠0.05mg メチルジゴキシン 0.05mg/錠 中外製薬 5.60 ﾗﾆﾗﾋﾟｯﾄﾞ錠0.1mg出荷停止に伴う代替

胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー

ミカルディス錠40mg テルミサルタン 40mg/錠 アステラス製薬 115.00 ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠40mg「DSEP」と切替

抗悪性腫瘍剤(ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤)

ジャカビ錠10mg ルキソリチニブリン酸塩 10mg/錠 ノバルティス ファーマ 7,413.60 血液内科

子宮内膜症治療剤

ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 ジエノゲスト 1mg/錠 持田製薬 198.10 産婦人科

経口FXa阻害剤

リクシアナ錠30ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和物 30mg/錠 第一三共 538.40 脳神経外科

5-HT3受容体拮抗型制吐剤

ナゼアOD錠0.1mg ラモセトロン塩酸塩 0.1mg/錠 アステラス製薬 1,215.50 ｿﾞﾌﾗﾝｻﾞｲﾃﾞｨｽ4（販売中止）と切替

高リン血症治療剤

リオナ錠250mg クエン酸第二鉄水和物 250mg/錠 鳥居薬品 84.80
常備→院外
ピートルチュアブル錠500mgと切替

高尿酸血症治療剤・非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤

トピロリック錠40mg 40mg/錠 36.60

トピロリック錠60mg 60mg/錠 53.10

アルツハイマー型認知症治療剤

レミニールOD錠8mg ガランタミン臭化水素酸塩 8mg/錠 ヤンセンファーマ 191.10 臨時→院外

抗悪性腫瘍剤（チロシンキナーゼインヒビター）

タシグナカプセル200mg ニロチニブ塩酸塩水和物 200mg /カプセル ノバルティス　ファーマ 4,738.80 常備→院外

抗甲状腺剤

プロパジール錠50mg プロピルチオウラシル 50mg/錠 あすか製薬 9.60 常備→院外

骨粗鬆症治療薬

アレンドロン酸錠5mg「ファイザー」 アレンドロン酸ナトリウム 5mg/錠 マイラン製薬 38.50 常備→院外

【外　　用　　薬】

外用頭部乾癬治療剤・外用合成副腎皮質ホルモン剤

コムクロシャンプー0.05％
クロベタゾールプロピオン
酸エステル

0.5mg/g、125g/本 マルホ 28.20（g） 皮膚科

血行促進・皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー
0.3%「PP」

ヘパリン類似物質 3mg/g、100g/本 ポーラファルマ 16.50（g） 泌尿器科

外用副腎皮質ホルモン剤

ロコイド軟膏0.1% ヒドロコルチゾン酪酸エステル 1mg/g、5g/本 鳥居薬品 15.00（g） 呼吸器科

緑内障・高眼圧症治療剤

ラタチモ配合点眼液「ニットー」
ラタノプロスト・チモロー
ルマレイン酸塩配合

(1mL中)
ﾁﾓﾛｰﾙ：5mg

ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ：50μg

2.5mL/本

日東メディック 570.70（mL） 眼科

※新規院外処方専用薬品は2017年10月2日から使用可能となります。

院外処方専用薬品一覧

富士薬品トピロキソスタット 脳神経外科



薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬 　価 備　　考/申請科
【内　　服　　薬】

精神神経安定剤

コントミン糖衣錠25mg クロルプロマジン塩酸塩 25mg/錠 田辺三菱製薬 9.20 血液内科

抗てんかん剤

ガバペン錠200mg ガバペンチン 200mg/錠 ファイザー 40.40 泌尿器科

トピナ錠50mg トピラマート 50mg/錠 協和発酵キリン 107.80 泌尿器科

抗悪性腫瘍剤

テモダールカプセル100mg テモゾロミド 100mg/カプセル MSD 16,859.20 脳神経外科

ビタミンK1剤

ケーワン錠5mg フィトナジオン 5mg/錠 エーザイ 14.50 小児科

漢方製剤

ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) 配合剤 2.5g/包 ツムラ 23.30（g） 麻酔科

【外　　用　　薬】

アレルギー性皮膚疾患の検査薬

パッチテスト試薬金属15品目セット
包装

パッチテスト試薬金属 : 塩化アルミ
ニウム２％、塩化コバルト２％、塩
化第二スズ１％、塩化第二鉄２％、
塩化白金酸０．５％、塩化パラジウ
ム１％、塩化マンガン２％、三塩化
インジウム１％、四塩化イリジウム
１％、臭化銀２％、重クロム酸カリウ
ム０．５％、硫酸ニッケル５％、塩化
亜鉛２％、塩化金酸０．２％、硫酸
銅１％

液：5mL
軟膏：5g

鳥居薬品
816.70

（mL又はg）
皮膚科

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

(溶解液付)
日本ビーシージー

製造
16,644.70 臨時→緊急

【注　　射　　薬】

抗悪性腫瘍剤・プロテアソーム阻害剤

カイプロリス点滴静注用10mg 10mg/V 23,982.00

カイプロリス点滴静注用40mg 40mg/V 86,255.00

グリコペプチド系抗生物質製剤

テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」 テイコプラニン 200mg/V Meiji Seika ファルマ 2,686.00 血液内科

エドロホ二ウム塩化物製剤

アンチレクス静注10mg エドロホニウム塩化物 10mg/1mL/管 杏林製薬 115.00 神経内科

セフェム系抗生物質

セフォタックス注射用0.5g セフォタキシムナトリウム 0.5ｇ/V 日医工サノフィ 510.00 小児科

※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。

緊急採用（患者限定）薬品一覧

血液内科カルフィルゾミブ 小野薬品工業



薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社
【内　　服　　薬】

高リン血症治療剤

ホスレノール顆粒分包250mg 炭酸ランタン水和物 250mg/包 バイエル薬品 169.70 ﾎｽﾚﾉｰﾙOD錠500mgと切替

疼痛治療剤（神経障害性疼痛・線維筋痛症）

リリカカプセル25mg 25mg/カプセル 67.80

リリカカプセル75mg 75mg/カプセル 112.90

5-HT3受容体拮抗型制吐剤

ゾフランザイディス4 オンダンセトロン 4mg/錠 ノバルティス　ファーマ 1,159.00 常備→中止（販売中止）

速効型食後血糖降下剤

ナテグリニド錠30mg「マイラン」 30mg/錠 10.80 院外→中止（販売中止）

ナテグリニド錠90mg「マイラン」 90mg/錠 25.50 常備→中止（販売中止）

高血圧症治療剤

カタプレス錠75μg クロニジン塩酸塩 75μg/錠
日本ベーリンガー
インゲルハイム

5.80 常備→中止

免疫抑制剤

ミゾリビン錠50mg「サワイ」 ミゾリビン 50mg/錠 沢井製薬 134.00 常備→中止

【外　　用　　薬】

全身吸入麻酔剤

セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 セボフルラン 250ｍＬ/ボトル マイラン製薬 44.4（mL） セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」と切替

粘膜付着型鼻過敏症治療剤

リノコートパウダースプレー鼻用25μg ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
　25μg/1噴霧

60噴霧/本
帝人ファーマ 1,049.50 常備→中止

院内製剤

クリンダマイシンローション - - - -
院内製剤→中止
ｾﾞﾋﾞｱｯｸｽﾛｰｼｮﾝ2%と切替

メトロニダゾール軟膏 - - - -
院内製剤→中止
ﾛｾﾞｯｸｽｹﾞﾙ0.75%と切替

メトロニダゾール・マクロゴール軟膏 - - - -
院内製剤→中止
ﾛｾﾞｯｸｽｹﾞﾙ0.75%と切替

【注　　射　　薬】

生合成ﾋﾄｲｿﾌｪﾝｲﾝｽﾘﾝ水性懸濁注射液

ノボリンN注フレックスペン インスリン ヒト（遺伝子組換え） 300単位/3mL/筒 ノボ ノルディスク ファーマ 1,986.00
常備→中止
ﾄﾙﾘｼﾃｨ皮下注0.75mgｱﾃｵｽと切替

血漿分画製剤

ノバクトＭ静注用400単位
400国際単位/V

（添付溶剤付）
-

ノバクトＭ静注用800単位
800国際単位/V

（添付溶剤付）
-

ノバクトＭ静注用1600単位
1600国際単位/V

（添付溶剤付）
-

コンファクトＦ注射用1000 乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子
1000国際単位/V

（添付溶剤付）
化学及血清療法研究所 64,042.00 緊急→中止

遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤

コージネイトFS バイオセット注500
オクトコグ　アルファ
（遺伝子組換え）

500国際単位/V
（溶解液付）

バイエル薬品 35,440.00 緊急→中止

抗悪性腫瘍剤

コホリン静注用7.5mg ペントスタチン
7.5mg/V

（溶解液付）
化学及血清療法研究所 102,476.00 緊急→中止

ナテグリニド マイラン製薬

備　　考

プレガバリン ファイザー リリカOD錠25ｍｇ・75ｍｇと切替

採用中止薬品一覧

乾燥濃縮人血液凝固第IX因子 アステラス製薬 緊急→中止（販売中止）


