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保険薬局 様

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬 　価 備　　　　考

トラセミドOD錠4mg「TE」 トラセミド 4mg/錠 トーアエイヨー 11.00/錠 ルプラック錠4㎎と切替

ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 ベザフィブラート 200mg/錠 沢井製薬 9.90/錠 アルセノール錠50と切替

タペンタ錠25mg 25mg/錠 108.70/錠

タペンタ錠50mg 50mg/錠 206.30/錠

ナルサス錠2mg 2mg/錠 202.80/錠

ナルサス錠6mg 6mg/錠 530.20/錠

ナルラピド錠1mg ヒドロモルフォン塩酸塩 1mg/錠 第一三共 110.60/錠
臨時 → 常備へ
アブストラル舌下錠100μg・200μg・
400μgと切替

イクスタンジ錠80mg エンザルタミド 80mg/錠 アステラス製薬 4563.70/錠 イクスタンジカプセル40㎎と切替

アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 アミオダロン塩酸塩 150mg/3mL/管 トーアエイヨー 1249.00/管 アンカロン注150と切替

プロハンス静注シリンジ13mL ガドテリドール 13mL/シリンジ エーザイ 6641.00/シリンジ
ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL
と切替

イオメロン350注シリンジ135mL イオメプロール 135mL/シリンジ エーザイ 10928.00/シリンジ
イオパミロン注370シリンジ100ｍL
と切替

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬 　価 備　　　　考

オーグメンチン配合錠250RS
アモキシシリン水和物/
クラブラン酸カリウム

（1錠中）
ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物:250㎎

ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘｳﾑ:125㎎
グラクソスミスクライン 36.10/錠 総合診療科

フォシーガ錠5mg ダパグリフロジン 5mg/錠
小野薬品

アストラゼネカ
198.50/錠 循環器内科

リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 100mg/10ｍL/瓶 22553.00/瓶

リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 500mg/50ｍL/瓶 110498.00/瓶

デュピクセント皮下注300mgシリンジ デュピルマブ（遺伝子組換え） 300mg/2mL/シリンジ サノフィ 81640.00/筒 皮膚科

盛岡赤十字病院長  松田　壯正

平成30年9月11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】

【注　　射　　薬】

不整脈治療剤

臨時 → 常備へ
デュロテップMTパッチ2.1mg・4.2mg・
8.4mgと切替

持続性癌疼痛治療剤

前立腺癌治療剤

リツキシマブ（遺伝子組換え） 協和発酵キリン 血液内科

選択的SGLT2阻害剤

抗CD20モノクローナル抗体

ループ利尿剤

癌疼痛治療剤

臨時購入薬品一覧

ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体

※新規薬品については、2018年10月1日（切替薬品は従来品終了後）から使用可能となります。

複合抗生物質製剤

環状型非イオン性MRI用造影剤

高脂血症治療剤

非イオン性造影剤

【内　　服　　薬】

【注　　射　　薬】

タペンタドール塩酸塩 ムンディファーマ

持続性癌疼痛治療剤

ヒドロモルフォン塩酸塩 第一三共
臨時 → 常備へ
アブストラル舌下錠100μg・200μg・
400μgと切替

※新規薬品については、2018年10月1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

クリノリル錠100mg スリンダク 100mg/錠 日医工 12.50/錠 総合診療科

リピトール錠5mg
アトルバスタチンカルシウム
水和物

5mg/錠 アステラス 46.40/錠 総合診療科

グリメピリドOD錠0.5mg「KN」 グリメピリド 0.5mg/錠 小林化工 9.60/錠 総合診療科

イクスタンジ錠40mg エンザルタミド 40ｍｇ/錠 アステラス 2354.10/錠 泌尿器科

オルケディア錠1mg エボカルセト 1mg/錠 協和発酵キリン 280.70/錠 泌尿器科

アルファロールカプセル0.25μg アルファカルシドール 0.25μg/Cap 中外製薬 15.50/Cap 泌尿器科

ネイリンカプセル100mg
ホスラブコナゾール
L-リシンエタノール付加物

100mg/Cap エーザイ 804.60/錠 皮膚科

ボンビバ錠100mg イバンドロン酸ナトリウム水和物 100mg/錠 中外製薬 2638.20/錠 整形外科

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用） 配合剤 2.5ｇ/包 ツムラ 19.20/g 麻酔科

ツムラ立効散エキス顆粒（医療用） 配合剤 2.5ｇ/包 ツムラ 10.40/g 麻酔科

ルトラール錠2mg クロルマジノン酢酸エステル 2mg/錠 富士製薬 25.40/錠 常備 → 院外

ヨクイニンエキス錠「コタロー」 ヨクイニンエキス 配合錠 小太郎漢方製薬 5.80/錠 常備 → 院外

アデノシンA2A受容体拮抗薬

ノウリアスト錠20mg イストラデフィリン 20mg/錠 協和発酵キリン 782.40/錠
緊急 → 中止
院外処方箋専用薬へ

ペプタイド系抗利尿ホルモン用剤

ミニリンメルトOD錠120μg デスモプレシン酢酸塩水和物 120μg/錠
フェリング・ファーマ

協和発酵キリン
192.60/錠

緊急 → 中止
院外処方箋専用薬へ

スピリーバ吸入用カプセル18μg チオトロピウム臭化物水和物 18μg/Cap
日本ベーリンガー
インゲルハイム

193.80/Cap 総合診療科

ドボベットゲル(15g/本)
カルシポトリオール水和物/
ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ

（1ｇ中）ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙ：50.0μg
ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ：

0.643mg
協和発酵キリン 247.50/ｇ 皮膚科

バンコマイシン眼軟膏1% バンコマイシン塩酸塩 5g/本 東亜薬品 4859.20/ 眼科

アフタッチ口腔用貼付剤25μg トリアムシノロンアセトニド 0.025mg/錠 帝人ファーマ 37.30/錠 常備 → 院外

イオウ・カンフルローション「東豊」 イオウ・カンフル
（1mL中）イオウ：60mg

dl-カンフル：5mg
500mL/本

東豊薬品 2.42/mL 常備 → 院外

ユベラ軟膏 トコフェロール・ビタミンA油
（1g中）ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ：20mg

 ビタミンＡ油5mg
500g/本・56g/本

エーザイ 3.40/g 常備 → 院外

ボンアルファ軟膏2μg/g  タカルシトール水和物
2μg/g
10g/本

帝人ファーマ 91.40/g 常備 → 院外

付着型アフタ性口内炎治療剤

※新規院外処方箋専用薬品は、2018年10月1日から使用可能となります。

【内　　服　　薬】

経口抗真菌剤

経口黄体ホルモン剤

グリコペプチド系抗生物質製剤

【外　　用　　薬】

尋常性乾癬治療剤

前立腺癌治療剤

院外処方箋専用薬品一覧

Ca・骨代謝改善　1α-OH-D3製剤

スルホニルウレア系経口血糖降下剤

カルシウム受容体作動薬

漢方製剤

漢方製剤漢方製剤

皮膚軟化剤

外用ビタミンＥ・Ａ剤

活性型VD3角化症治療剤

長時間作用性吸入気管支拡張剤

生薬製剤

非ステロイド性消炎・鎮痛剤

HMG-CoA還元酵素阻害剤

骨粗鬆症治療剤



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

イレッサ錠250 ゲフィチニブ 250mg/錠 アストラゼネカ 5323.90/瓶 血液内科

ナルラピド錠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

ナルサス錠12mg ヒドロモルフォン塩酸塩 12mg/錠 第一三共 972.20/瓶 緩和ケア科

クロラムフェニコール点眼液0.5%
「ニットー」

クロラムフェニコール
5mg/mL
5mL/本

日東メディック 58.50/本 眼科

デュロテップMTパッチ2.1mg フェンタニル 2.1mg/枚 ヤンセンファーマ 1761.50/枚 常備 → 緊急へ

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g 滅菌調整タルク 4g/瓶 ノーベルファーマ 7105.00/瓶 総合診療科

ジフォルタ注射液20mg プララトレキサート 20mg/1mL/瓶 ムンディファーマ 89632.00/瓶 血液内科

オルプロリクス静注用4000 エフトレノナコグ アルファ
4,000国際単位/瓶

（溶解液付）
バイオベラティブ・

ジャパン
820934.00/瓶 血液内科

エイフスチラ静注用2000
ロノクトコグ アルファ
（遺伝子組換え）

2,000国際単位/瓶
（溶解液付）

ＣＳＬベーリング 141891.00/瓶 小児科

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 38548.00/瓶 臨時 → 緊急へ

眼科用抗生物質製剤

悪性胸水治療剤

癌疼痛治療剤

※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。

抗悪性腫瘍剤

遺伝子組換え単鎖血液凝固第VIII因子製剤

【外　　用　　薬】

持続性癌疼痛治療剤

【内　　服　　薬】

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

緊急採用（患者限定）薬品一覧

遺伝子組換え血液凝固第Ⅸ因子Fc領域融合タンパク質製剤

経皮吸収型　持続性疼痛治療剤

【注　　射　　薬】

※緊急採用薬品は、症例毎（患者毎）に申請書が必要です。



薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社

ルプラック錠4㎎ トラセミド 4mg/錠 田辺三菱製薬 21.90/錠
常備 → 中止
トラセミドOD錠4mg「TE」と切替

アルセノール錠50 アテノロール 50mg/錠 サンド 5.80/錠
常備 → 中止
ベザフィブラートSR錠200mg
「サワイ」と切替

イクスタンジカプセル40㎎ エンザルタミド 40mg/錠 アステラス製薬 2354.10/錠 イクスタンジ錠80mgと切替

アブストラル舌下錠100μg 100μg/錠 564.40/錠

アブストラル舌下錠200μg 200μg/錠 790.90/錠

アブストラル舌下錠400μg 400μg/錠 1103.00/錠

ロイケリン散10% メルカプトプリン水和物 100mg/g 大原薬品 110.90/g 常備 → 中止

フロベン顆粒8％ フルルビプロフェン 80mg/g 科研製薬 29.40/g 緊急 → 中止

スプリセル錠20mg ダサチニブ水和物 20mg/錠 ブリストル・マイヤーズスクイブ 4008.70/錠 緊急 → 中止

ビルトリシド錠600mg プラジカンテル 600mg/錠 バイエル薬品 1260.20/錠 緊急 → 中止

デュロテップMTパッチ4.2mg 4.2mg/枚 3161.40/枚

デュロテップMTパッチ8.4mg 8.4mg/枚 5972.40/枚

アンカロン注150 アミオダロン塩酸塩 150mg/3mL/管 サノフィ 3154.00/管
常備 → 中止
アミオダロン塩酸塩静注150mg
「TE」と切替

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL ガドブトロール 5mL/シリンジ バイエル薬品 5018.00/筒
常備 → 中止
プロハンス静注シリンジ13mLと切替

イオパミロン注370シリンジ100ｍL イオパミドール 100mL/シリンジ バイエル薬品 6541.00/シリンジ
常備 → 中止
イオメロン350注シリンジ135mLと
切替

オオホルミンルテウムデポー
筋注125㎎

ヒドロキシプロゲステロン
カプロン酸エステル

125mg/1mL/管 あすか製薬  247.00/管 常備 → 中止 （販売中止） 

献血アルブミン20%静注10g/50mL「ＪＢ」 人血清アルブミン 10g/50mL/瓶 日本血液製剤機構 4257.00/瓶 常備 → 中止

【内　　服　　薬】

抗悪性腫瘍剤

【注　　射　　薬】

前立腺癌治療剤

血漿分画製剤

鎮痛・抗炎症剤

抗悪性腫瘍剤 チロシンキナーゼインヒビター

ループ利尿剤

常備 → 中止
ナルサス錠2mg・6mg、
ナルラピド錠1mgと切替

環状型非イオン性MRI用造影剤

経皮吸収型　持続性疼痛治療剤

【外　　用　　薬】

備　　考備　　考

不整脈治療剤

高脂血症治療剤

癌疼痛治療剤

フェンタニルクエン酸塩

持続性黄体ホルモン製剤

フェンタニル ヤンセンファーマ タペンタ錠25mg・50mgと切替

非イオン性尿路・血管造影剤

採用中止薬品一覧

吸虫駆除剤

協和発酵キリン


