
平成31年3月25日
保険薬局 様

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬 　価 備　　　　考

メプチンドライシロップ0.005% プロカテロール塩酸塩水和物 50μg/ 1g 大塚製薬 60.90/ｇ
小児科
スピロペント顆粒0.002%と切替

カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」 カベルゴリン 0.25mg/錠 沢井製薬 40.50/錠
産婦人科
テルロン錠0.5と切替

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

臨時→常備
グリクラジド錠40mg「NP」と切替

ウリナスタチン膣坐剤 ウリナスタチン 5000単位/個 ― ―
産婦人科
院内処方のみ

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
臨時継続

フェントステープ0.5mg フェンタニルクエン酸塩 0.5mg 1枚 協和発酵キリン 303.80/枚 緩和ケア科

リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 100mg/10ｍL/瓶 22,553.00/瓶

リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 500mg/50ｍL/瓶 110,498.00/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 81,640.00/筒
皮膚科
臨時継続

アレルゲンスクラッチエキス対照液
「トリイ」　　　ヒスタミン二塩酸塩

ヒスタミン二塩酸塩 20mg/2mL/瓶 鳥居薬品 7,774.00/瓶 皮膚科

血液内科
臨時継続

※新規薬品については、2019年4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。

協和発酵キリン

【内　　服　　薬】

※新規薬品については、2019年4月1日から使用可能となります。

盛岡赤十字病院長  松田　壯正

平成31年3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】

【注　　射　　薬】

抗CD20モノクローナル抗体

【外　　用　　薬】

臨時購入薬品一覧

経皮吸収型 持続性疼痛治療剤

ドパミン作動薬

気管支拡張剤

複合抗生物質製剤

選択的SGLT2阻害剤

アレルゲン検査陽性対照薬

ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体

院内製剤

リツキシマブ（遺伝子組換え）



薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬　　価 備考/申請科

グリクラジド錠40mg「NP」 グリクラジド 40ｍｇ /錠 ニプロ 5.80/錠
常備→院外
フォシーガ錠5mgと切替

トニール錠10μg クレンブテロール塩酸塩 10μg /錠 原沢製薬 5.70/錠
泌尿器科
スロペント顆粒0.002％と切替

タガメット細粒20% シメチジン 200mg/ｇ 大日本住友製薬 15.50/ｇ 小児科

モビコール配合内用剤

マクロゴール4000
塩化ナトリウム
炭酸水素ナトリウム
塩化カリウム

（1包：6.8523ｇ　中）
マクロゴール4000：6.5625g

塩化ナトリウム：0.1754g
炭酸水素ナトリウム：0.0893g

塩化カリウム：0.0251g

持田製薬 83.90/包
産婦人科
小児科

フリウェル配合錠ULD「モチダ」
ノルエチステロン
エチニルエストラジオール

（1錠中）
ノルエチステロン：1mg

ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ：0.02mg
持田製薬 140.50/錠 産婦人科

ヒルナミン錠（5mg） レボメプロマジンマレイン酸塩 5mg/錠 塩野義製薬 5.60/錠 ペインクリニック科

ロートエキス散「ニッコー」 ロートエキス 100mg/ｇ 日興製薬 7.20/ｇ 常備→院外

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ150
テガフール
ウラシル

（1包：0.75g　中）
テガフール：150mg

ウラシル：336mg
大鵬薬品 421.80/包 常備→院外

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー
0.3%「PP」　　200ｇ/本

ヘパリン類似物質 200ｇ/本 ポーラファルマ 14.70/ｇ 皮膚科

ヒルドイドフォーム0.3％ ヘパリン類似物質 92g/缶 マルホ 22.20/ｇ 皮膚科

ドルモロール配合点眼液「日点」
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/本
日本点眼薬研究所 284.60/ｍL 眼科

エイベリス点眼液0.002% オミデネパグ イソプロピル
20μg/1mL

2.5mL/本
参天製薬 945.30/mL 眼科

ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」 ビマトプロスト
0.3mg/1mL

2.5mL/本
参天製薬 390.70/mL 眼科

オドメール点眼液0.02% フルオロメトロン
0.2mg/mL

5mL/本
千寿製薬 17.60/mL 常備→院外

プロスタマイド誘導体　緑内障・高眼圧症治療剤

血行促進・皮膚保湿剤

精神神経用剤

H2受容体拮抗剤

慢性便秘症治療薬

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

血行促進・皮膚保湿剤

【内　　服　　薬】

選択的EP2受容体作動薬　緑内障・高眼圧症治療剤

※新規院外処方箋専用薬品は、2019年4月1日から使用可能となります。

スルホニルウレア系経口血糖降下剤

【外　　用　　薬】

持続性気管支拡張剤・腹圧性尿失禁治療剤

月経困難症治療剤

鎮痙・鎮痛剤

抗炎症ステロイド点眼剤

代謝拮抗剤

院外処方箋専用薬品一覧



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

アグリリンカプセル0.5mg アナグレリド塩酸塩水和物 0.5mg/Ｃａｐ シャイアー・ジャパン 774.40/Ｃａｐ 血液内科

ムンデシンカプセル100mg フォロデシン塩酸塩 100mg/Cap ムンディファーマ 2,617.60/Ｃａｐ 血液内科

サラゾピリン錠500mg サラゾスルファピリジン 500mg/錠 ファイザー 18.10/錠 血液内科

ゼルヤンツ錠5mg トファシチニブクエン酸塩 5mg/錠 ファイザー 2,611.50/錠 整形外科

ニューレプチル錠10mg プロペリシアジン 10mg/錠 高田製薬 6.20/錠 整形外科

フェントステープ0.5mg フェンタニルクエン酸塩 0.5mg 1枚 協和発酵キリン 303.80/枚 緩和ケア科

イクセロンパッチ18mg リバスチグミン 18mg/枚 ノバルティス　ファーマ 417.20/枚 緩和ケア科

ホスコS-55 ウイテプゾール 500ｇ/箱 丸石製薬 36.8/10g 産婦人科

献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL
pH4処理酸性人免疫
グロブリン注射液

5g /50mL/瓶 日本血液製剤機構 40,438.00/瓶 血液内科

エンブレル皮下注25mgペン0.5mL
エタネルセプト
（遺伝子組換え）

25mg /0.5mL/キット 武田薬品 15,937.00/キット 整形外科

はしか風しん混合生ワクチン
「北里第一三共」

乾燥弱毒生麻しん風しん混合
ワクチン（AIK-C株・高橋株）

1瓶（溶解液付） 第一三共 ― 薬剤部

ノボリンR注フレックスペン
インスリン ヒト
（遺伝子組換え）

300単位/キット ノボ ノルディスク ファーマ 1,855.00/キット 常備→緊急

ノボリン30R注フレックスペン

インスリン ヒト
（遺伝子組換え）
(溶解インスリン : イソフェンイ
ンスリン)

300単位/キット ノボ ノルディスク ファーマ 1,911.00/キット 常備→緊急

【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。

緊急採用（患者限定）薬品一覧

完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤

【外　　用　　薬】

【内　　服　　薬】

本態性血小板血症治療剤

生合成ヒト二相性イソフェンインスリン水性懸濁注射液

アルツハイマー型認知症治療剤

血漿分画製剤［静注用人免疫グロブリン製剤（液状）］

坐薬基剤

ウイルスワクチン類混合製剤

※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。

ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

生合成ヒト中性インスリン注射液

経皮吸収型 持続性疼痛治療剤

抗悪性腫瘍剤/プリンヌクレオシドホスホリラーゼ（PNP）阻害剤

潰瘍性大腸炎治療剤

精神神経用剤



薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社

スピロペント顆粒0.002% クレンブテロール塩酸塩 20μg/1g 帝人ファーマ 28.10/ｇ
常備 → 中止（販売中止）
メプチンドライシロップ0.005%と切替

テルロン錠0.5 テルグリド 0.5mg/錠 バイエル薬品 121.00/錠
常備 → 中止（販売中止）
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」と
切替

0.1％アクリノール液「ヤクハン」 アクリノール水和物 500mL/本 日興製薬 6.500/10ｍL 常備 → 中止（販売中止）

アクリノール水和物原末「ニッコー」 アクリノール水和物 1ｇ/1ｇ 日興製薬 57.80/ｇ 常備 → 中止（販売中止）

ヘプタバックス−II
組換えHBs抗原たん白質
（酵母由来）

10μg/0.5mL/瓶 ＭＳＤ 2,382.00/瓶 緊急 → 中止

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL アダリムマブ（遺伝子組換え） 40mg /0.4mL/筒 エーザイ 62,384.00/筒 緊急 → 中止

ヒト型ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤

外用殺菌消毒剤

【外　　用　　薬】

備　　考備　　考

採用中止薬品一覧

ウイルスワクチン類

選択的ドパミン作動薬

持続性気管支拡張剤・腹圧性尿失禁治療剤

外用殺菌消毒剤

【内　　服　　薬】

【注　　射　　薬】


