
平成29年12月21日
保険薬局 様

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬 　価 備　　　　考

【内　　服　　薬】

高親和性AT1レセプターブロッカー

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 オルメサルタン　メドキソミル 20mg/錠 第一三共エスファ 56.40/錠 オルメテックOD錠20mgと切替

四環系抗うつ剤

ルジオミール錠10mg マプロチリン塩酸塩 10mg/錠 サンファーマ 11.50/錠
院外→常備
アナフラニール錠25mgと切替

【外　　用　　薬】

鎮痛・消炎パップ剤

MS冷シップ「タイホウ」
サリチル酸メチル
dl-カンフル
l-メントール

（膏体100g(700㎠)中）
サリチル酸メチル　2.0g

dl-カンフル　0.5g
　　　　l-メントール　0.3g

20g(14cm×10cm:140㎠/枚)×5枚/袋

三笠製薬
18.40/枚
92.00/袋

MS冷シップ「タカミツ」
40g(14cm×20cm:280㎠/枚)×5枚/袋
包装と切替

【注　　射　　薬】

神経・筋機能賦活剤

ノルニチカミン注
チアミンジスルフィド
ピリドキシン塩酸塩
ヒドロキソコバラミン酢酸塩

(1アンプル10mL中)
チアミンジスルフィド：50mg
ピリドキシン塩酸塩：100mg

ヒドロキソコバラミン：1000μg

日新製薬 57.00/管 ビースリミン注と切替

日本薬局方 注射用水

大塚蒸留水（500mL瓶・広口） 注射用水 500mL/瓶 大塚製薬工場 163.00/瓶 大塚蒸留水（500mL瓶・細口）と切替

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/V セフォタックス注射用1gと切替

フェニルピペリジン系製剤

ペチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」 ペチジン塩酸塩 50mg/1mL/A 武田薬品工業 354.00/A 臨時→常備

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬 　価 備　　　　考

【内　　服　　薬】

高尿酸血症治療剤

トピロリック錠20mg トピロキソスタット 20mg/錠 富士薬品 19.70/錠 臨時継続

経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬

スインプロイク錠0.2mg ナルデメジントシル酸塩 0.2mg/錠 塩野義製薬 272.10/錠 緩和ケア科

鉄キレート剤

ジャドニュ顆粒分包360mg デフェラシロクス 360mg/包 ノバルティス
ファーマ 5707.70/包 血液内科

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬　　価 備考/申請科

【内　　服　　薬】

選択的DPP-4阻害薬/ビグアナイド系薬配合剤　2型糖尿病治療薬

エクメット配合錠LD
(1錠中)

ビルダグリプチン:50mg
メトホルミン塩酸塩:250mg

エクメット配合錠HD
(1錠中)

ビルダグリプチン:50mg
メトホルミン塩酸塩:500mg

イニシンク配合錠
アログリプチン安息香酸塩/
メトホルミン塩酸塩

(1錠中)
アログリプチン:25mg

メトホルミン塩酸塩:500mg
武田薬品工業 174.20/錠 循環器科、総合内科

持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤

ワントラム錠100mg トラマドール塩酸塩 100mg/錠 日本新薬 119.10/錠 麻酔科

抗ヘルペスウイルス剤

アメナリーフ錠200mg アメナメビル 200mg/錠 マルホ 1469.70/錠 皮膚科

高リン血症治療剤

ホスレノール顆粒分包250mg 250mg/包 169.70/包

ホスレノールOD錠250mg 250mg/錠 169.70/錠

鎮痛剤

ミグレニン「マルイシ」
アンチピリン・カフェイン・
クエン酸

1g/1g 質量割合
(アンチピリン：カフェイン：

クエン酸=90:9:1）
丸石製薬 9.70/g 常備→院外

耳鳴緩和剤

ストミンA配合錠
ニコチン酸アミド・
パパベリン塩酸塩 

(1錠中)
ニコチン酸アミド:30mg
パパベリン塩酸塩:6mg

ゾンネボード 5.60/錠 常備→院外

経口抗凝固剤

ワーファリン顆粒0.2％ ワルファリンカリウム 2mg/g エーザイ 8.80/g 小児科

高親和性AT1レセプターブロッカー

オルメテックOD錠20mg オルメサルタン　メドキソミル 20mg/錠 第一三共 112.80/錠 オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」と切替

うつ病・うつ状態治療剤、遺尿症治療剤、情動脱力発作治療剤

アナフラニール錠25mg クロミプラミン塩酸塩 25mg/錠 アルフレッサ ファーマ 19.20/錠
常備→院外
ルジオミール10mgと切替

【外　　用　　薬】

炭酸脱水酵素阻害剤／β-遮断剤配合剤　緑内障・高眼圧症治療剤

コソプトミニ配合点眼液
ドルゾラミド塩酸塩・
チモロールマレイン酸塩

(1mL中)
ドルゾラミド：10mg

チモロール： 5mg
0.4mL/本

参天製薬 61.30/本 眼科

盛岡赤十字病院長  松田　壯正

平成29年12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

ノバルティス
ファーマ

循環器科、総合内科

※新規薬品については、2018年1月4日（切替薬品は従来品終了後）から使用可能となります。

バイエル薬品

85.20/錠

泌尿器科

※新規薬品については、2018年1月4日から使用可能となります。

ビルダグリプチン/
メトホルミン塩酸塩

炭酸ランタン水和物

臨時購入薬品一覧

院外処方専用薬品一覧

※新規院外処方専用薬品については、2018年1月4日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/申請科

【内　　服　　薬】

レストレスレッグス症候群治療剤

レグナイト錠300mg ガバペンチン エナカルビル 300mg/錠 アステラス製薬 101.30/錠 精神科

前立腺肥大症・癌治療剤

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg
「日医工」

クロルマジノン酢酸エステル 25mg/錠 日医工 12.00/錠 泌尿器科

【外　　用　　薬】

吸入ステロイド喘息治療剤

フルタイド50ディスカス
フルチカゾン
プロピオン酸エステル

50μg/ブリスター
60ブリスター/個

ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝ 1394.70/個 小児科

【注　　射　　薬】

眼科手術補助剤、眼科用副腎皮質ホルモン剤

マキュエイド硝子体内注用40mg トリアムシノロンアセトニド 40mg/V わかもと製薬 8,296.00/V 臨時→緊急

血漿分画製剤(血液凝固阻止剤)

ノイアート静注用500単位
乾燥濃縮人
アンチトロンビンIII

500単位/V
(溶解液付)

日本血液製剤機構 26311.00/瓶 小児科

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

102476.00/V 血液内科

抗悪性腫瘍剤　ヒト化抗ヒトSLAMF7モノクローナル抗体

エムプリシティ点滴静注用300mg
エロツズマブ
(遺伝子組換え)

300mg/V
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ
ｽｸｲﾌﾞ

160,696.00/V 臨時→緊急

抗ヒスタミン剤

ヒベルナ注25mg プロメタジン塩酸塩 25mg/1mL/管 田辺三菱製薬 60.00/管 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

イデルビオン静注用2000
アルブトレペノナコグ
アルファ（遺伝子組換え）

2,000国際単位/V
(溶解液付)

CSLベーリング 678486.00/V
小児科
ベネフィクス静注用2000と切替

セフェム系抗生物質

セフォタックス注射用1g セフォタキシムナトリウム 1g/V 日医工サノフィ 745.00/V セフォタックス注射用0.5gと切替

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社

【内　　服　　薬】

鎮咳剤

トクレススパンスールカプセル30mg ペントキシベリンクエン酸塩 30㎎/カプセル 大日本住友製薬 10.80/ｶﾌﾟｾﾙ 常備→中止（販売中止）

抗ウイルス剤

レベトールカプセル200mg リバビリン 200mg/カプセル ＭＳＤ 580.10/ｶﾌﾟｾﾙ 常備→中止

【外　　用　　薬】

鎮痛・消炎パップ剤

MS冷シップ「タカミツ」
サリチル酸メチル
dl-カンフル
l-メントール

（膏体100g(700㎠)中）
サリチル酸メチル　2.0g

dl-カンフル　0.5g
l-メントール　0.3g

40g(14cm×20cm:280㎠/枚)×5枚/袋

三和化学研究所
36.80/枚

184.00/袋

MS冷シップ「タイホウ」
20g(14cm×10cm:140㎠/枚)×5枚/袋
包装と切替

【注　　射　　薬】

血栓溶解剤

クリアクター静注用40万 40万国際単位/V 46281.00/V 常備→中止

クリアクター静注用160万 160万国際単位/V 167635.00/V 常備→中止（販売中止）

日本薬局方　注射用水

大塚蒸留水（500mL瓶・細口） 注射用水 500mL/瓶 大塚製薬工場 163.00/瓶 大塚蒸留水（500mL瓶・広口）と切替

血圧降下剤

アプレゾリン注射用20mg ヒドララジン塩酸塩 20mg/管 田辺三菱製薬 246.00/管 常備→中止

神経・筋機能賦活剤

ビースリミン注
チアミンジスルフィド
ピリドキシン塩酸塩
ヒドロキソコバラミン酢酸塩

(1アンプル10mL中)
チアミンジスルフィド：50mg
ピリドキシン塩酸塩：100mg

ヒドロキソコバラミン：1000μg

わかもと製薬 57.00/A
常備→中止（販売中止）
ノルニチカミン注と切替

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2000 ノナコグアルファ（遺伝子組換え）
2,000国際単位/V

(溶解液付)
ファイザー 212026.00/V イデルビオン静注用2000と切替

※緊急採用薬品は、症例毎（患者毎）に申請書が必要です。

モンテプラーゼ
（遺伝子組換え）

エーザイ

緊急採用（患者限定）薬品一覧

※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。

備　　考

採用中止薬品一覧


