
平成30年12月25日
保険薬局 様

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬 　価 備　　　　考

アラグリオ顆粒剤分包1.5g アミノレブリン酸塩酸塩 1.5g/包 中外製薬 74,873.70/包
緊急→常備
ザイティガ錠250mgと切替

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→常備
テレミンソフト坐薬２mgと切替

イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 イトラコナゾール
（1mL中）イトラコナゾール10mg

140mL/瓶
ファイザー 39.90/mL イトリゾール内用液1%と切替

イムノブラダー膀注用80mg 乾燥ＢＣＧ膀胱内用 80mg/瓶 日本化薬 15,686.30/瓶
緊急→常備
スーテントカプセル12.5mgと切替

献血ヴェノグロブリンIH10％静注
2.5g/25mL

2.5g/25mL/瓶 20,525.00/瓶 献血ポリグロビンＮ5%静注2.5ｇ/50mLと切替

献血ヴェノグロブリンIH10％静注
5g/50mL

5g/50mL/瓶 38,547.00/瓶 献血ポリグロビンＮ10%静注5g/50mLと切替

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

臨時→常備
ヒダントールＦ配合錠と切替

レボフロキサシン点滴静注バッグ
500mg/100mL「DSEP」

レボフロキサシン水和物 500mg/100mL/キット 第一三共エスファ 2,237.00/キット クラビット点滴静注バッグ500mg/100mLと切替

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬 　価 備　　　　考

ソルデム1輸液500mL
ブドウ糖/塩化ナトリウム/L-乳
酸ナトリウム

500mL/1袋 テルモ株式会社 157.00/袋 泌尿器科

ガザイバ点滴静注1000㎎ オビヌツズマブ（遺伝子組換え） 1000㎎/40ｍL/瓶 日本新薬 450,457.00/瓶 血液内科

ゾレア皮下注用150mg オマリズマブ（遺伝子組換え） 150mg/瓶 ノバルティス　ファーマ 45,578.00/瓶 皮膚科

ブドウ糖-電解質液（開始液）

【注　　射　　薬】

血漿分画製剤（液状・静注用人免疫グロブリン製剤）

【注　　射　　薬】

その他の生物学的製剤/抗悪性腫瘍剤

臨時購入薬品一覧

抗悪性腫瘍剤　ヒト化抗CD20モノクローナル抗体

盛岡赤十字病院長  松田　壯正

平成30年12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】

【外　　用　　薬】

光線力学診断用剤

経口抗真菌剤

抗てんかん剤

※新規薬品については、2019年1月4日から使用可能となります。

※新規薬品については、2019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。

ニューキノロン系注射用抗菌製剤

ポリエチレングリコール処理人
免疫グロブリン

日本血液製剤機構

経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬

気管支喘息治療剤・慢性蕁麻疹治療剤（ヒト化抗ヒトIgEモノクローナル抗体製剤）



薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬　　価 備考/申請科

ザイティガ錠250mg アビラテロン酢酸エステル 250mg/錠 ヤンセンファーマ 3690.90/錠
常備→院外
アラグリオ顆粒剤分包1.5gと切替

スーテントカプセル12.5mg スニチニブリンゴ酸塩 12.5mg/Cap ファイザー 7482.40/錠
常備→院外
イムノブラダー膀注用80mgと切替

ヒダントールＦ配合錠
ﾌｪﾆﾄｲﾝ/ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾞﾀｰﾙ/
安息香酸ﾅﾄﾘｳﾑｶﾌｪｲﾝ

(12錠中)フェニトイン：300mg
フェノバルビタール：100mg

安息香酸ﾅﾄﾘｳﾑｶﾌｪｲﾝ：200mg
藤永製薬 5.80/錠

常備→院外
イーケプラ点滴静注500㎎と切替

サイトテック錠200 ミソプロストール 200μg/錠 ファイザー 32.70/錠 常備→院外

ヒスロンH錠200mg
メドロキシプロゲステロン酢酸
エステル

200mg/錠 協和発酵キリン 236.00/錠 常備→院外

イトリゾール内用液1% イトラコナゾール
（1mL中）イトラコナゾール10mg

140mL/瓶
ヤンセンファーマ 100.90/mL

常備→院外
イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」と切替

ボルタレンSRカプセル37.5mg ジクロフェナクナトリウム 37.5mg/カプセル
ノバルティス

ファーマ
16.50/カプセル 産婦人科

ジェミーナ配合錠
レボノルゲストレル
エチニルエストラジオール

（1錠中）ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ：0.09mg
ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ：0.02mg

あすか製薬 314.10/錠 産婦人科

ロンサーフ配合錠T15
（1錠中）トリフルリジン：15mg
チピラシル塩酸塩：7.065mg

2,483.50/錠

ロンサーフ配合錠T20
（1錠中）トリフルリジン：20mg

チピラシル塩酸塩：9.42mg
3,332.30/錠

ビビアント錠20mg バゼドキシフェン酢酸塩 20ｍｇ/錠 ファイザー 100.80/錠 総合診療科

ローコール錠30mg フルバスタチン 30ｍｇ/錠 田辺三菱製薬 80.10/錠 総合診療科

ガスコン錠80mg ジメチコン 80mg/錠 キッセイ薬品 5.80/錠 総合診療科

マーズレンS配合顆粒
ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物
L-グルタミン

（1g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
ＥＡファーマ 13.90/ｇ 総合診療科

トラディアンス配合錠AP
（1錠中）エンパグリフロジン10mg

リナグリプチン5mg
283.30/錠

トラディアンス配合錠BP
（1錠中）エンパグリフロジン25mg

リナグリプチン5mg
395.60/錠

ボノサップパック800
ボノプラザンフマル酸塩
アモキシシリン水和物
クラリスロマイシン

（1シート中）
ボノプラザンフマル酸塩20㎎2錠

アモキシシリン水和物250㎎6Cap
クラリスロマイシン200㎎4錠

武田薬品 830.00/シート 消化器内科

ロナセン錠4mg ブロナンセリン 4mg/錠 大日本住友製薬 140.70/錠
緊急→中止
院外処方箋専用薬へ

テレミンソフト坐薬２mg ビサコジル 2mg/個 ＥＡファーマ 19.30/個
常備→院外
スインプロイク錠0.2mgと切替

タリムス点眼液0.1％ タクロリムス水和物
（1mL中） タクロリムス1 ㎎

5mL/瓶
千寿製薬 9,629.50/瓶 常備→院外

シムビコートタービュヘイラー30吸入
ブデソニド
ホルモテロールフマル酸塩水
和物

（1回吸入量）ブデソニド160μg
ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩水和物4.5μg

アストラゼネカ 2,996.30/キット 総合診療科

スピオルトレスピマット60吸入
チオトロピウム
オロダテロール

（1噴霧中）チオトロピウム2.5μg
オロダテロール2.5μg

日本ベーリンガー
インゲルハイム

7,960.30/キット 総合診療科

コソプト配合点眼液
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

5mL/瓶
参天製薬 569.20/mL

緊急→中止
院外処方箋専用薬へ

サンピロ点眼液１% ピロカルピン塩酸塩
（1ｍＬ中）ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ塩酸塩10ｍｇ

5mL/瓶
参天製薬 123.60/瓶

緊急→中止
院外処方箋専用薬へ

ハイパジールコーワ点眼液0.25% ニプラジロール
（1ｍＬ中）ニプラジロール2.5ｍｇ

5mL/瓶
興和 320.90/mL

緊急→中止
院外処方箋専用薬へ

ニュープロパッチ13.5mg ロチゴチン 13.5mg/枚 大塚製薬 817.90/枚
緊急→中止
院外処方箋専用薬へ

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL アダリムマブ（遺伝子組換え） 40mg/0.4mL/キット エーザイ 62,596.00/キット 消化器内科

※新規院外処方専用薬品は2019年1月4日から使用可能となります。

HMG-CoA還元酵素阻害剤

ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤

【外　　用　　薬】

前立腺癌治療剤（CYP17阻害剤）

春季カタル治療剤

院外処方専用薬品一覧

抗NSAID潰瘍剤

抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤

【注　　射　　薬】

COPD治療配合剤

【内　　服　　薬】

月経困難症治療剤

消化管内ガス駆除剤

徐放性鎮痛・抗炎症剤

トリフルリジン
チピラシル塩酸塩

大鵬薬品

抗悪性腫瘍剤

経口抗真菌剤

抗悪性腫瘍経口黄体ホルモン製剤

外科

ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

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

緑内障治療点眼剤

抗精神病剤

緑内障・高眼圧症治療剤

抗てんかん剤

骨粗鬆症治療剤

ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤

エンパグリフロジン
リナグリプチン

日本イーライリリー 総合診療科

他に分類されない抗生物質製剤

排便機能促進剤

胃炎・潰瘍治療剤

選択的SGLT2阻害薬/胆汁排泄型選択的DPP-4阻害薬配合剤-2型糖尿病治療剤-



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

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 タムスロシン塩酸塩 0.2mg/錠 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 28.60/錠 血液内科

ボンゾール錠100mg ダナゾール 100mg/錠 田辺三菱製薬 183.30/錠 血液内科

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
5,707.70/包 血液内科

レミニールOD錠4mg ガランタミン臭化水素酸塩 4mg/錠 ヤンセンファーマ 100.80/錠 神経内科

カタプレス錠75μg クロニジン塩酸塩 0.075mg/錠
日本ベーリンガー
インゲルハイム

5.80/錠 小児科

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

レクチゾール錠25mg ジアフェニルスルホン 25mg/錠 田辺三菱製薬 74.90/錠 皮膚科

アドエア125エアゾール120吸入用
サルメテロールキシナホ酸塩
フルチカゾンプロピオン酸エス
テル

（1缶中）
ｻﾙﾒﾃﾛｰﾙｷｼﾅﾎ酸塩5.8mg

ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ20.0mg

グラクソ
スミスクライン

7,690.50/個 総合診療科

リンデロン坐剤1.0mg ベタメタゾン 1mg/個 塩野義製薬 96.70/個 消化器内科

メトロニダゾール軟膏 メトロニダゾール/親水軟膏 ｇ － －
外科
倫理審査委員会承認。院内処方のみ。

オプジーボ点滴静注240㎎ ニボルマブ（遺伝子組換え） 240mg/瓶 小野薬品工業 410,580.00/瓶 血液内科

アクプラ静注用50mg ネダプラチン 50mg/瓶 日医工 22,310.00/瓶 産婦人科

アディノベイト静注用キット2000
ルリオクトコグ アルファペゴル
（遺伝子組換え）

2,000国際単位/キット
（溶解液付）

シャイアー・
ジャパン

200,359.00/瓶
小児科
アディノベイト静注用2000と切替

【注　　射　　薬】

緊急採用（患者限定）薬品一覧

前立腺肥大症の排尿障害改善剤

アルツハイマー型認知症治療剤

ジアフェニルスルホン錠

子宮内膜症・乳腺症治療剤

高血圧症治療剤

ペグ化遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子製剤

鎮痛・抗炎症剤

抗悪性腫瘍剤

【内　　服　　薬】

鉄キレート剤

【外　　用　　薬】

喘息・COPD治療配合剤

※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。

院内製剤

抗悪性腫瘍剤 ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体

合成副腎皮質ホルモン剤



薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社

スローケー錠600mg 塩化カリウム 600ｍｇ/錠 ノバルティスファーマ 6.00/錠 常備→中止（販売中止）

ランサップ400

（1シート中）
ランソプラゾール 30㎎2 カプセル
アモキシシリン水和物250㎎6Cap

クラリスロマイシン200㎎2錠

561.60/シート 院外→中止（販売中止）

ランサップ800

（1シート中）
ランソプラゾール 30㎎2 カプセル
アモキシシリン水和物250㎎6Cap

クラリスロマイシン200㎎4錠

720.30/シート 院外→中止（販売中止）

ピレスパ錠200mg ピルフェニドン 200mg/錠 塩野義製薬 695.70/錠 緊急→中止

ベサノイドカプセル10mg トレチノイン 10mg/カプセル 富士製薬 672.60/カプセル 緊急→中止

献血ポリグロビンＮ5%静注2.5ｇ/50mL 2.5g/50mL/瓶 21,441.00/瓶
献血ヴェノグロブリンIH10％静注2.5g/25mL
と切替

献血ポリグロビンＮ10%静注5g/50mL 5g/50mL/瓶 40,438.00/瓶
献血ヴェノグロブリンIH10％静注5g/50mL
と切替

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 臨時→中止

クラビット点滴静注バッグ
500mg/100mL

レボフロキサシン水和物 500mg/100mL/キット 第一三共 5,052.00/キット
レボフロキサシン点滴静注バッグ
500mg/100mL「DSEP」と切替

アディノベイト静注用1000 1,000国際単位/瓶（溶解液付） 108410.00/瓶 常備→中止（販売中止）

アディノベイト静注用2000 2,000国際単位/瓶（溶解液付） 200359.00/瓶
常備→中止（販売中止）
アディノベイト静注用キット2000と切替

ペグ化遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子製剤

ルリオクトコグ アルファ ペゴル
（遺伝子組換え）

シャイアー・ジャパン

ランソプラゾール
アモキシシリン水和物
クラリスロマイシン

抗線維化剤

ニューキノロン系注射用抗菌製剤

【注　　射　　薬】

抗けいれん剤

武田薬品

他に分類されない抗生物質製剤

【内　　服　　薬】

備　　考

採用中止薬品一覧

血漿分画製剤［静注用人免疫グロブリン製剤（液状）］

pH４処理酸性人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ 日本血液製剤機構

徐放性カリウム剤

急性前骨髄球性白血病治療剤


