
令和元年6月25日
　　　　保険薬局　様

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬 　価 備　　　　考

バクトラミン配合錠
スルファメトキサゾール/
トリメトプリム

（1錠中）
トリメトプリム：80mg

スルファメトキサゾール：400mg
太陽ファルマ 19.30/錠

血液内科
バクタ配合錠と切替

ピートル顆粒分包250mg スクロオキシ水酸化鉄 250mg /包 キッセイ薬品 176.10/包
泌尿器科
ピートルチュアブル錠500㎎と切替

炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」 炭酸ランタン水和物 250mg /錠 コーアイセイ 67.80/錠
泌尿器科
ホスレノールOD錠500㎎と切替

アルファカルシドールカプセル1μg
「日医工」

アルファカルシドール 1μg/cap 日医工 8.00/cap トヨファロールカプセル1.0と切替

ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」 ボグリボース 0.2mg/錠 マイラン製薬 12.30/錠 ボグリボースOD錠0.2㎎「タイヨー」と切替

エナルモンデポー筋注250mg テストステロンエナント酸エステル 250mg /1mL/管 あすか製薬 1293.00/管
泌尿器科
エナルモンデポー筋注125mgと切替

ミルセラ注シリンジ12.5μg 12.5μg/0.3mL/筒 3504.00/筒
泌尿器科
イクスタンジ錠80mgと切替

ミルセラ注シリンジ75μg 75μg/0.3mL/筒 15290.00/筒 テルモ生食 1300mLと切替

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 /袋
（500mL中）ブドウ糖：13g

塩化ナトリウム：2.070g
（Na+：45mEq/Cl-：35mEq）

L-乳酸ナトリウム：1.120g
（L-Lactate-：10mEq）

テルモ 157.00/袋
泌尿器科
臨時→常備

レギュニールLCa1.5腹膜透析液
UVツインバッグ1,000mL

1L/袋（排液バッグ付） 1254.00/袋
泌尿器科
ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液
UVﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ(排液用ﾊﾞｯｸ付) 1,000mLと切替

レギュニールLCa1.5腹膜透析液
UVツインバッグ1,500mL

1.5L/袋（排液バッグ付） 1481.00/袋
ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液
UVﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ(排液用ﾊﾞｯｸ付) 1,500mLと切替

レギュニールLCa1.5腹膜透析液
UVツインバッグ2,000mL

2L/袋（排液バッグ付） 1716.00/袋
ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液
UVﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ(排液用ﾊﾞｯｸ付) 2,000mLと切替

レギュニールLCa2.5腹膜透析液
UVツインバッグ1,000mL

1L/袋（排液バッグ付） 1302.00/袋
ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液
UVﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ(排液用ﾊﾞｯｸ付) 1,000mLと切替

レギュニールLCa2.5腹膜透析液
UVツインバッグ1,500mL

1.5L/袋（排液バッグ付） 1508.00/袋
ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液
UVﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ(排液用ﾊﾞｯｸ付) 1,500mLと切替

レギュニールLCa2.5腹膜透析液
UVツインバッグ2,000mL

2L/袋（排液バッグ付） 1723.00/袋
ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液
UVﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ(排液用ﾊﾞｯｸ付) 2,000mLと切替

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬 　価 備　　　　考

カルボシステインDS50%「タカタ」 L-カルボシステイン 500mg/1g 高田製薬 10.40/g
小児科
院外→臨時

トランサミン散50% トラネキサム酸 500mg/1g 第一三共 16.40/g
小児科
院外→臨時

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
臨時継続

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
臨時継続

抗悪性腫瘍剤　ヒト化抗CD20モノクローナル抗体

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）

※新規薬品については、2019年７月1日から使用可能となります。

※新規薬品については、2019年７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。

臨時購入薬品一覧

【内　　服　　薬】

気道粘液調整・粘膜正常化剤

抗プラスミン剤

【注　　射　　薬】

エポエチン ベータ ペゴル
（遺伝子組換え）

中外製薬

ブドウ糖-電解質液（開始液）

腹膜透析用剤

ブドウ糖
乳酸ナトリウム
塩化カルシウム
塩化マグネシウム
塩化ナトリウム
炭酸水素ナトリウム
水酸化ナトリウム

バクスター

ブドウ糖
乳酸ナトリウム
塩化カルシウム
塩化マグネシウム
塩化ナトリウム
炭酸水素ナトリウム
水酸化ナトリウム

盛岡赤十字病院　院長  松田　壯正

令和元年6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】

合成抗菌剤

高リン血症治療薬

活性型ビタミンD3製剤

αグルコシダーゼ阻害薬

【注　　射　　薬】

男性ホルモン剤

持続型赤血球造血刺激因子製剤



薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬　　価 備考/申請科

前立腺癌治療剤

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
泌尿器科
常備→院外
ミルセラ注シリンジ12.5μgと切替

ベージニオ錠　50mg 50mg /錠 3,258.70/錠

ベージニオ錠 100mg 100mg /錠 5,949.20/錠

ベージニオ錠 150mg 150mg /錠 8,460.10/錠

アフィニトール錠5mg エベロリムス 5mg /錠 ノバルティスファーマ 10,410.20/錠
外科
緊急→院外

サインバルタカプセル30mg デュロキセチン塩酸塩 30mg /cap
日本イーライリリー

塩野義製薬
201.40/cap 整形外科

レルミナ錠40mg レルゴリクス 40mg /錠 あすか製薬 905.70/錠 産婦人科

ラグノスNF経口ゼリー分包12g ラクツロース
12g /包

1包（12ｇ）中：ﾗｸﾂﾛｰｽ6.5g
三和化学研究所 48.20/包

消化器内科
ラグノスゼリー分包16.05gと切替

バクトラミン配合顆粒
スルファメトキサゾール/
トリメトプリム

（1ｇ中）
トリメトプリム：80mg

スルファメトキサゾール：400mg
太陽ファルマ 77.40/g

血液内科
バクタ配合顆粒と切替

ピートルチュアブル錠500mg スクロオキシ水酸化鉄  500mg /錠 キッセイ薬品 261.20/錠
常備→院外
ピートル顆粒分包250㎎と切替

ベオーバ錠50mg ビベグロン 50mg /錠 杏林製薬 185.70/錠 泌尿器科

ホスレノールOD錠500mg 炭酸ランタン水和物 500mg /錠 バイエル薬品 238.50/錠
常備→院外
炭酸ﾗﾝﾀﾝOD錠250㎎「ｲｾｲ」と切替

ツムラ当帰湯エキス顆粒（医療用） 配合剤 2.5ｇ/包 ツムラ 31.70/g 麻酔科

タリージェ錠　5mg 5mg /錠 107.70/錠

タリージェ錠 10mg 10mg/錠 148.70/錠

タリージェ錠 15mg 15mg /錠 179.60/錠

ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 ニコチン酸アミド 100mg/g ゾンネボード製薬 10.80/g 皮膚科

アダプチノール錠5mg ヘレニエン 5mg/錠 バイエル薬品 42.30/錠 常備→院外

幼児用ＰＬ配合顆粒 非ピリン系感冒剤顆粒 

（1g中）
サリチルアミド：45mg

アセトアミノフェン：25mg
無水カフェイン：10mg

ﾌﾟﾛメタｼﾞﾝﾒﾁﾚﾝｼﾞｻﾘﾁﾙ酸
塩：

2.25mg

シオノギファーマ  6.40/g 常備→院外

エパルレスタット錠50mg「JG」 エパルレスタット 50mg /錠 日本ジェネリック 36.60/錠 常備→院外

パーロデル錠2.5mg ブロモクリプチンメシル酸塩 2.5mg /錠 サンファーマ 62.60/錠 常備→院外

ジルテック ドライシロップ1.25% セチリジン塩酸塩 1.25% 1g ユーシービージャパン 215.20/g 常備→院外

エカード配合錠ＨＤ
カンデサルタンシレキセチル・
ヒドロクロロチアジド

（1錠中）
ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ ｼﾚｷｾﾁﾙ：8mg

ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ：6.25mg
武田薬品工業  118.80/錠 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

エストラサイトカプセル156.7mg
エストラムスチンリン酸エステル
ナトリウム水和物

156.7mg/cap 日本新薬 313.80/cap 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

エルカルチンFF錠250mg レボカルニチン  250mg /錠 大塚製薬 278.60/錠 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

コムタン錠100mg エンタカポン 100mg /錠 ノバルティスファーマ 171.60/錠 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

降圧薬　ARB/利尿薬配合剤

前立腺癌治療剤

レボカルニチン製剤

末梢COMT阻害剤

暗順応改善剤

総合感冒剤

アルドース還元酵素阻害剤

ドパミン受容体刺激薬

ヒスタミン（H1）受容体拮抗薬（第二世代）

ニコチン酸アミド製剤

選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤

高リン血症治療薬

漢方製剤

末梢性神経障害性疼痛治療剤

ミロガバリンベシル酸塩 第一三共 麻酔科

抗悪性腫瘍剤（ｍTOR阻害剤）

セロトニン・ノルアドレリン再取り込阻害剤

GnRHアンタゴニスト

生理的腸管機能改善剤・高アンモニア血症用剤

合成抗菌剤

高リン血症治療薬

院外処方箋専用薬品一覧

【内　　服　　薬】

抗悪性腫瘍剤（CDK4/6阻害剤）

アベマシクリブ 日本イーライリリー 外科



薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬　　価 備考/申請科

ジスロマックSR成人用ﾄﾞﾗｲｼｯﾛｯﾌﾟ2ｇ アジスロマイシン水和物 2g/瓶 ファイザー 2,020.00/瓶 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

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 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

トレリーフOD錠25mg ゾニサミド 25mg /錠 大日本住友製薬 948.50/錠 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%
「わかもと」

カルテオロール塩酸塩
20mg /mL
2.5mL/本

わかもと製薬 310.60/mL 眼科

　
ピマリシン点眼液5%「センジュ」 ピマリシン 50mg/mL、5mL/本 千寿製薬 616.90/mL 眼科

カリーユニ点眼液0.005％ ピレノキシン 0.05mg /mL、5mL /本  参天製薬 63.70/瓶 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

デスモプレシン点鼻液0.01%協和 デスモプレシン酢酸塩水和物 250μg /2.5mL /瓶 協和発酵キリン  6,470.80/瓶 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

エピペン注射液0.15mg アドレナリン 0.15mg /筒 マイランＥＰＤ  7,666.00/筒 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

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

アザルフィジンEN錠500mg サラゾスルファピリジン 500mg /錠 あゆみ製薬 55.50/錠 総合診療科

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

サラジェン錠5mg ピロカルピン塩酸塩 5mg /錠 キッセイ薬品 127.50/錠 常備→緊急

ソナゾイド注射用16μL ペルフルブタン 1瓶（溶解液付） 第一三共 13,372.00/瓶 外科

献血ヴェノグロブリンIH10%静注
0.5g/5mL

ポリエチレングリコール処理人
免疫グロブリン

0.5g /5mL/瓶 日本血液製剤機構 4,559.00/瓶 小児科

ヘムライブラ皮下注150mg エミシズマブ（遺伝子組換え） 150mg /1mL /瓶 中外製薬 1,552,824.00/瓶 小児科

ナルベイン注2mg ヒドロモルフォン塩酸塩 2mg/1mL/管 第一三共 725.00/管 緩和ケア科

ライゾデグ配合注フレックスタッチ
ｲﾝｽﾘﾝ ﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸ（遺伝子組換え）/
ｲﾝｽﾘﾝ ｱｽﾊﾟﾙﾄ（遺伝子組み換え）

 300単位/3mL/キット
ノボ　ノルディスク

ファーマ
2206.00/キット 消化器内科

鉄過剰症治療薬

院外処方箋専用薬品一覧

5員環マクロライド系抗生物質製剤

※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。

口腔乾燥症状改善薬

超音波診断用造影剤

血漿分画製剤（液状・静注用人免疫グロブリン製剤）

抗血液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤

癌疼痛治療用注射剤

インスリンアナログ注射液（配合溶解）

※緊急採用薬品は、症例毎（患者毎）に申請書が必要です。

※新規院外処方箋専用薬品は、2019年７月1日から使用可能となります。

緊急採用（患者限定）薬品一覧

【内　　服　　薬】

抗リウマチ剤

二次性副甲状腺機能亢進症治療薬

【注　　射　　薬】

レボドパ賦活薬

【外　　用　　薬】

β遮断　緑内障・高眼圧症治療剤

抗真菌剤

老人性白内障治療点眼剤

中枢性尿崩症用剤

【注　　射　　薬】

アナフィラキシー補助治療剤

【内　　服　　薬】



薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社

トヨファロールカプセル1.0 アルファカルシドール 1μg/cap 旭化成ファーマ 8.00/cap
常備→中止（販売中止）
ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ「日医工」と切替

バクタ配合錠
（1錠中）

トリメトプリム：80mg
スルファメトキサゾール：400mg

67.90/錠
常備→中止
バクトラミン配合錠と切替

バクタ配合顆粒
（1ｇ中）

トリメトプリム：80mg
スルファメトキサゾール：400mg

77.40/g
院外・緊急→中止
バクトラミン配合顆粒と切替

ボグリボースOD錠0.2mg「タイヨー」 ボグリボース 0.2mg/錠 武田テバファーマ  12.30/錠
常備→中止（販売中止）
ボグリボースOD錠0.2mg「ﾏｲﾗﾝ」と切替

リーマス錠200 炭酸リチウム 200mg /錠 大正製薬  18.80/錠 常備→中止

ラグノスゼリー分包16.05g ラクツロース
16.05g /包

1包(16.05g )中：ﾗｸﾂﾛｰｽ6.5g
大塚製薬 3.00/ｇ

院外→中止
ラグノスNF経口ゼリー分包12gと切替

アイクルシグ錠15mg ポナチニブ塩酸塩 15mg /錠 大塚製薬 6,314.20/錠 緊急→中止

アドシルカ錠20mg タダラフィル 20mg /錠
日本イーライリリー

日本新薬
1,770.00/錠 緊急→中止

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

ヴォトリエント錠200mg パゾパニブ塩酸塩 200mg /錠 ノバルティスファーマ 4,142.30/錠 緊急→中止

エビリファイ錠12ｍｇ アリピプラゾール 12mg /錠  大塚製薬 241.10/錠 緊急→中止

ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」 ジアゾキシド 25mg /cap ＭＳＤ 259.00/cap 緊急→中止

ネオーラル内用液10％ シクロスポリン 100㎎/mL ノバルティスファーマ  785.30/mL 緊急→中止

ドラール錠15 クアゼパム 15mg /錠 久光製薬 83.80/錠 緊急→中止

アンペック 坐剤30mg モルヒネ塩酸塩水和物 30mg /個 大日本住友製薬  850.50/個 緊急→中止

カデックス外用散0.9％ ヨウ素 9mg /g  スミス・アンド・ネフュー 65.20/g 緊急→中止

イムノブラダー膀注用40mg カルメット・ゲラン菌（BCG） 40mg /瓶（溶解液付） 日本ビーシージー製造 8,340.00/瓶 緊急→中止

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 7,105.00/瓶 緊急→中止

セレスキュー ゼラチン 2.5×2.5㎝/枚 アステラス ― 緊急→中止

高インスリン血性低血糖治療薬

免疫抑制剤/カルシニューリン阻害薬

中心循環系血管内塞栓促進用補綴材

悪性胸水治療剤

【外　　用　　薬】

癌疼痛治療剤

皮膚潰瘍治療薬

高アンモニア血症用剤・生理的腸管機能改善剤

抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター

ホスホジエステラーゼ5阻害剤

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

抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤

ドパミン受容体部分作動薬

活性型ビタミンD3製剤

合成抗菌剤

スルファメトキサゾール/
トリメトプリム

塩野義製薬

食後過血糖改善剤

躁病・躁状態治療剤

採用中止薬品一覧
備　　考

【内　　服　　薬】

ベンゾジアゼピン系睡眠薬（長時間型）

抗悪性腫瘍剤



薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社

アリクストラ皮下注1.5mg フォンダパリヌクスナトリウム 1.5mg /0.3mL /筒 アスペンジャパン 1,513.00/筒 常備→中止

アリムタ注射用100mg 100mg /瓶 44,248.00/瓶

アリムタ注射用500mg 500mg /瓶 185,374.00/瓶

エナルモンデポー筋注125mg テストステロンエナント酸エステル  125mg/1mL/管 あすか製薬 694.00/管
常備→中止
エナルモンデポー筋注250㎎と切替

エンブレル皮下注用25mg（ﾊﾞｲｱﾙ） エタネルセプト（遺伝子組換え） 25mg /瓶（溶解液付）
ファイザー

武田薬品工業
15,944.00/瓶 緊急→中止

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液
UVツインバッグ 1,000mL

1L/袋（排液バッグ付） 1,369.00/袋
常備→中止
レギュニールLCa1.5腹膜透析液
UVﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ（排液ﾊﾞｯｸﾞ付）1,000mLと切替

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液
UVツインバッグ1,500mL

1.5L/袋（排液バッグ付） 1,482.00/袋
常備→中止
レギュニールLCa1.5腹膜透析液
UVﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ（排液ﾊﾞｯｸﾞ付）1,500mLと切替

ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液
UVツインバッグ2,000mL

2L/袋（排液バッグ付） 1,534.00/袋
常備→中止
レギュニールLCa1.5腹膜透析液
UVﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ（排液ﾊﾞｯｸﾞ付）2,000mLと切替

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液
UVツインバッグ1,000mL

1L/袋（排液バッグ付） 1,375.00/袋
常備→中止
レギュニールLCa2.5腹膜透析液
UVﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ（排液ﾊﾞｯｸﾞ付）1,000mLと切替

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液
UVツインバッグ1,500mL

1.5L/袋（排液バッグ付） 1,452.00/袋
常備→中止
レギュニールLCa2.5腹膜透析液
UVﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ（排液ﾊﾞｯｸﾞ付）1,500mLと切替

ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液
UVツインバッグ2,000mL

2L/袋（排液バッグ付） 1,571.00/袋
常備→中止
レギュニールLCa2.5腹膜透析液
UVﾂｲﾝﾊﾞｯｸﾞ（排液ﾊﾞｯｸﾞ付）2,000mLと切替

テルモ生食（1.3L 1袋） 生理食塩液 1.3L /袋 テルモ 311.00/袋
常備→中止
ミルセラ注シリンジ75μgと切替

男性ホルモン剤

ペメトレキセドナトリウム水和物 日本イーライリリー 緊急→中止

日本薬局方生理食塩液

採用中止薬品一覧
備　　考

【注　　射　　薬】

生物学的製剤（TNF-α阻害薬）

腹膜透析用剤

ブドウ糖
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

バクスター

ブドウ糖
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

合成Xa阻害剤

抗悪性腫瘍剤　葉酸代謝拮抗薬


