
平成30年6月22日
保険薬局 様

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬 　価 備　　　　考

オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」 5㎎/錠 98.20/錠

オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」 10㎎/錠 181.10/錠

オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」 20㎎/錠 331.10/錠

オキシコドン徐放錠40mg「第一三共」 40㎎/錠 605.10/錠

トピロリック錠20mg トピロキソスタット 20mg/錠 富士薬品 19.60/錠 臨時→常備

アルロイドＧ内用液5％ アルギン酸ナトリウム
5ｇ/100mL
600ｍL/本

カイゲンファーマ 1.61/mL アルクレイン内溶液5％と切替

リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」 リトドリン塩酸塩 5mg/錠 日医工 14.50/錠 ウテロン錠5mgと切替

エネマスター注腸散
（400g×20袋）

硫酸バリウム
98.1g/100g

400g/袋
伏見製薬 14.50/10g エネマスター注腸散350g×20本と切替

アデラビン9号注2mL フラビンアデニンジヌクレオチド 20㎎/2mL/管 マイラン製薬 248.00/管 アセラート注射液2mLと切替

チエナム点滴静注用0.5g
イミペネム水和物/
シラスタチンナトリウム

(1瓶中)
イミペネム水和物：0.5g

シラスタチン：0.5g
ＭＳＤ 1,264.00/瓶

イミペネム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」
と切替

リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg
「日医工」

リトドリン塩酸塩 50mg/5mL/管 日医工 183.00/管 ウテロン点滴静注液50mgと切替

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬 　価 備　　　　考

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 臨時継続

イーケプラ点滴静注500㎎ レベチラセタム 500㎎/5mL/瓶
ユーシービー

ジャパン
1,972.00/瓶 脳神経外科

ノーベルバール静注用250㎎ フェノバルビタールナトリウム 250㎎/瓶 ノーベルファーマ 2,119.00/瓶 小児科

【注　　射　　薬】

第一三共
オキシコンチン錠5mg ・10mg ・20mg ・40mg
と切替

経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬

注腸用X線造影剤

抗てんかん剤

盛岡赤十字病院長  松田　壯正

平成30年6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

【内　　服　　薬】

【外　　用　　薬】

持続性癌疼痛治療剤

高尿酸血症治療剤

オキシコドン塩酸塩水和物

臨時購入薬品一覧

抗けいれん剤

※新規薬品については、2018年7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。

※新規薬品については、2018年7月2日から使用可能となります。

肝臓抽出製剤

【注　　射　　薬】

消化性潰瘍用剤

カルバペネム系抗生物質製剤

【内　　服　　薬】

切迫流・早産治療剤

切迫流・早産治療剤



薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬　　価 備考/申請科

クラリスロマイシン錠50mg小児用「タイヨー」 クラリスロマイシン 50mg/錠 武田テバファーマ 19.10/錠 常備→院外

クロミッド錠50mg クロミフェンクエン酸塩 50mg/錠 富士製薬工業 100.20/錠 常備→院外

マイテラーゼ錠10㎎ アンベノニウム塩化物 10㎎/錠 アルフレッサファーマ 20.90/錠 常備→院外

エバスチンＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 エバスチン 20ｍｇ/錠 ニプロ 35.70/錠 常備→院外

ゼスラン錠3ｍｇ  メキタジン 3ｍｇ/錠 旭化成ファーマ 8.20/錠 常備→院外

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

アイミクス配合錠LD
イルベサルタン/
アムロジピンベシル酸塩

(1錠中)
イルベサルタン:100mg

　　　　アムロジピン:5mg
大日本住友製薬 115.8/錠 循環器科

ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） 配合剤 2.5ｇ/包 ツムラ 8.80/g 麻酔科

イブランスカプセル25mg 25mg/Cap 5,576.40/Cap

イブランスカプセル125㎎ 125㎎/Cap 22,560.30/Cap

ラミクタール錠小児用5mg ラモトリギン 5mg/錠 グラクソ・スミスクライン 27.80/錠 小児科

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒
（医療用）

配合剤 2.5ｇ/包 ツムラ 6.90/g 小児科

リムパーザ錠100㎎ 100㎎/錠 3,996.00/錠

リムパーザ錠150㎎ 150㎎/錠 5,932.50/錠

グーフィス錠5mg エロビキシバット水和物 5mg/錠 持田製薬 105.80/錠 産婦人科

プラノバール配合錠
ノルゲストレル/
エチニルエストラジオール

(1錠中)
ノルゲストレル：0.5mg

ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ：0.05mg
あすか製薬 13.90/錠 産婦人科

スージャヌ配合錠
ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝﾘﾝ酸塩水和物/
ｲﾌﾟﾗｸﾞﾘﾌﾛｼﾞﾝL-ﾌﾟﾛﾘﾝ

(1錠中)
　　　　シタグリプチン：50mg

イプラグリフロジン：50mg
MSD 263.80/錠 総合内科

フスコデ配合錠
ジヒドロコデイン/
dl-メチルエフェドリン/
クロルフェニラミン

（1錠中）
ジヒドロコデインリン酸塩：3mg

dl-ﾒﾁﾙｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ塩酸塩：7mg
ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩： 1.5mg

マイランEPD 5.60/錠 総合内科

フスタゾール糖衣錠10mg クロペラスチン塩酸塩 10㎎/錠 ニプロESファーマ 5.80/錠 総合内科

メジコン錠15ｍｇ
デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

15mg/錠 塩野義製薬 5.60/錠 総合内科

カチリ「ヨシダ」 フェノール・亜鉛華リニメント 500g/瓶 ヨシダ製薬 1.68/ｇ 常備→院外

ナサニール点鼻液0.2% 酢酸ナファレリン 10mg/5mL/瓶 ファイザー 8,062.60/瓶 常備→院外

エクストラニール腹膜透析液
シングルバッグ　2000mL

イコデキストリン、塩化ナトリウム、
乳酸ナトリウム、塩化カルシウム、
塩化マグネシウム

2L/袋 バクスター 1,066.00/袋 泌尿器科

メプチンスイングヘラー10μg吸入100回 プロカテロール塩酸塩水和物
1㎎/キット

10μg/1吸入
大塚製薬 906.00/キット 総合内科

ノボラピッド注フレックスタッチ
インスリンアスパルト
（遺伝子組換え）

300単位/キット ノボ・ノルディスク 1,952.00/キット 小児科

Gn-RH誘導体製剤

鎮痒・消炎剤

黄体・卵胞ホルモン配合剤

鎮咳剤

抗悪性腫瘍剤／ポリアデノシン5’二リン酸リボースポリメラーゼ（PARP）阻害剤

胆汁酸トランスポーター阻害剤

漢方製剤

抗悪性腫瘍剤（CDK 4/6阻害剤）

抗てんかん剤

鎮咳剤

鎮咳剤

【内　　服　　薬】

マクロライド系抗生物質製剤

排卵誘発剤

ファイザー

鉄キレート剤

漢方製剤

外科

オラパリブ

パルボシクリブ

選択的DPP-4阻害剤／選択的SGLT2阻害剤配合剤

※新規院外処方専用薬品は2018年7月2日から使用可能となります。

ドライパウダー吸入式気管支拡張剤

院外処方専用薬品一覧

重症筋無力症治療剤

産婦人科

長時間作用型ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤

腹膜透析用剤

超速効型インスリンアナログ注射液

【外　　用　　薬】

【注　　射　　薬】

アストラゼネカ

持続性選択H１受容体拮抗剤

持続性抗ヒスタミン剤



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

タナドーパ顆粒75% ドカルパミン 750mg/1g/包 田辺三菱製薬 403.70/錠 常備→緊急

ペラゾリン細粒400㎎ ソブゾキサン 400㎎/包 全薬工業 1,741.50/包 血液内科

ナルサス錠2mg ヒドロモルフォン塩酸塩 2mg/錠 第一三共 202.80/錠 緩和ケア科

ナルラピド錠1㎎ ヒドロモルフォン塩酸塩 1㎎/錠 第一三共 110.60/錠 緩和ケア科

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒
（医療用）

配合剤 2.5g/包 ツムラ 8.50/g 麻酔科

ペンタサ注腸1g メサラジン 1g/100mL/個 杏林製薬 654.90/個 消化器科

サイモグロブリン点滴静注用25mg
抗ヒト胸腺細胞ウサギ
免疫グロブリン

25mg/瓶 サノフィ 40,545.00/瓶 血液内科

イストダックス点滴静注用10mg ロミデプシン 10㎎/瓶 セルジーン 109,753.00/瓶 血液内科

ヨンデリス点滴静注用0.25㎎ 0.25㎎/瓶 48,688.00/瓶

ヨンデリス点滴静注用1㎎ 1㎎/瓶 195,150.00/瓶

メルカゾール注10mg チアマゾール 10㎎/1mL/管 あすか製薬 109.00/管 外科

アディノベイト静注用1000
ルリオクトコグ　アルファ
ペゴル（遺伝子組換え）

1,000国際単位/瓶
（溶解液付）

シャイアー・ジャパン 108,410.00/瓶 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。

経口ドパミンプロドラッグ

ペグ化遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子製剤

【内　　服　　薬】

漢方製剤

【外　　用　　薬】

抗悪性腫瘍剤 ヒストン脱アセチル化酵素（HDAC）阻害剤

潰瘍性大腸炎治療剤

免疫抑制剤

抗悪性腫瘍剤

緊急採用（患者限定）薬品一覧

持続性癌疼痛治療剤

癌疼痛治療剤

トラベクテジン 大鵬薬品 泌尿器科

抗悪性腫瘍剤

抗甲状腺剤

【注　　射　　薬】



薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社

オキシコンチン錠5mg 5㎎/錠 134.70/錠

オキシコンチン錠10mg 10㎎/錠 251.80/錠

オキシコンチン錠20mg 20㎎/錠 468.80/錠

オキシコンチン錠40mg 40㎎/錠 858.40/錠

パシーフカプセル30㎎ 30㎎/Cap 767.60/Cap

パシーフカプセル60㎎ 60㎎/Cap 1,359.30/Cap

パシーフカプセル120㎎ 120㎎/Cap 2,622.50/Cap

ラベプラゾールNa塩錠20mg「明治」 ラベプラゾールナトリウム 20ｍｇ/錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 108.30/錠 常備→中止

エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」 エピナスチン塩酸塩 20ｍｇ/錠 日医工 35.70/錠 常備→中止

アルクレイン内溶液5％ アルギン酸ナトリウム
5ｇ/100mL
600ｍL/本

鶴原製薬 0.66/mL
常備→中止（販売中止）
アルロイドＧ内用液5％と切替

ウテロン錠5mg リトドリン塩酸塩 5mg/錠 サンド 14.50/錠
常備→中止（販売中止）
リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」と切替

グロリアミン配合顆粒
アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物/　L-グルタミン

（ 1 g 中）
ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物：3mg

L-グルタミン：990mg
サンド 6.40/ｇ 常備→中止（販売中止）

ソフィアA配合錠
ノルエチステロン/
メストラノール

(1錠中)
ノルエチステロン：1.00mg

メストラノール：0.05mg
あすか製薬 7.90/錠 院外→中止（販売中止）

ソフィアC配合錠
ノルエチステロン/
メストラノール

(1錠中)
ノルエチステロン：2.00mg

メストラノール：0.10mｇ
あすか製薬 13.40/錠 院外→中止（販売中止）

イレッサ錠250 ゲフィチニブ 250㎎/錠 アストラゼネカ 5,323.90/錠 緊急→中止

フランセチン・T・パウダー フラジオマイシン硫酸塩
10mg/ｇ
10ｇ/本

持田製薬 23.00/ｇ 常備→中止（販売中止）

エネマスター注腸散
（350ｇ×20本）

硫酸バリウム散
98.1g/100g

350g/袋
伏見製薬 14.50/10g

常備→中止
エネマスター注腸散400g×20袋と切替

アセラート注射液2mL フラビンアデニンジヌクレオチド 20㎎/2mL/管 沢井製薬株 90.00/管
常備→中止（販売中止）
アデラビン9号注2mLと切替

イミペネム・シラスタチン点滴用0.5g
「サンド」

イミペネム水和物/
シラスタチンナトリウム

(1瓶中)
イミペネム水和物：0.5g

シラスタチン：0.5g
サンド 892.00/瓶

常備→中止（販売中止）
チエナム点滴静注用0.5gと切替

ウテロン点滴静注液50mg リトドリン塩酸塩 50mg/5mL/管 サンド 183.00/管
常備→中止（販売中止）
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」と
切替

ラングシンチTc-99m注
テクネチウム大凝集人血清
アルブミン（99mTc）

(1瓶2mL中)
99mＴc:185MBq

日本メジフィジックス 53.10/MBq 常備→中止（販売中止）

カイプロリス点滴静注用10㎎ 10㎎/瓶 23,982.00/瓶

カイプロリス点滴静注用40㎎ 40㎎/瓶 86,255.00/瓶

コージネイトFSバイオセット注2000
オクトコグ　アルファ
（遺伝子組換え）

2,000国際単位/キット
（溶解液付）

バイエル薬品 120,517.00/キット 緊急→中止

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤

注腸用X線造影剤

【注　　射　　薬】

放射性医薬品・肺血流分布異常部位診断薬

抗悪性腫瘍剤　プロテアソーム阻害剤

カルフィルゾミブ 小野薬品 緊急→中止

プロトンポンプ阻害剤

黄体・卵胞ホルモン混合製剤（内服用）

黄体・卵胞ホルモン混合製剤（内服用）

抗悪性腫瘍剤／上皮成長因子受容体（EGFR）チロシンキナーゼ阻害剤

切迫流・早産治療剤

【内　　服　　薬】

持続性癌疼痛治療剤

モルヒネ塩酸塩水和物 武田薬品 常備→中止

持続性癌疼痛治療剤

オキシコドン塩酸塩水和物 塩野義製薬
常備→中止
オキシコドン徐放錠「第一三共」5mg ・10mg ・
20mg ・40mgと切替

備　　考

採用中止薬品一覧

消化性潰瘍治療剤

カルバペネム系抗生物質製剤

切迫流・早産治療剤

消化性潰瘍治療剤

【外　　用　　薬】

抗菌性物質製剤

アレルギー性疾患治療剤

肝臓抽出製剤


