
令和元年9月26日
　　　　保険薬局　様

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬 　価 備　　　　考

パルモディア錠0.1mg ペマフィブラート 0.1mg /錠 興和 33.90/錠

循環器内科
ベザフィブラートSR錠200㎎「サワイ」
と
切替

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 臨時→常備

シロドシンOD錠4mg「DSEP」 シロドシン 4mg /錠 第一三共エスファ 35.00/錠 ユリーフOD錠4mgと切替

オセルタミビルDS3%「サワイ」 30mg /g 100.10/g タミフルドライシロップ3%と切替

オセルタミビルカプセル75mg
「サワイ」

75mg /Cap 136.00/Cap タミフルカプセル75と切替

フェントステープ0.5mg フェンタニルクエン酸塩 0.5mg /枚 協和キリン 303.80/枚 臨時→常備

ジピリダモール静注液10mg「日医工」 ジピリダモール 10mg/2mL/1管 日医工 56.00/管 ペルサンチン静注10mgと切替

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

リネゾリド点滴静注液600mg リネゾリド 600mg/300mL/袋 日本赤十字社決定後通知 8462.00/袋 ザイボックス注射液600mgと切替

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬 　価 備　　　　考

ジャディアンス錠10mg エンパグリフロジン 10mg/錠
日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ

日本イーライリリー
198.70/錠 総合診療科

リツキサン点滴静注100mg 100mg/10ｍL/瓶 32212.00/瓶

リツキサン点滴静注500mg 500mg/50ｍL/瓶 157855.00 /瓶

沢井製薬オセルタミビルリン酸塩

経皮吸収型　持続性疼痛治療剤

【外　　用　　薬】

【注　　射　　薬】

抗CD20モノクローナル抗体

抗CD20モノクローナル抗体

ＳＧＬＴ２阻害薬

※新規薬品については、2019年10月1日から使用可能となります。

リツキシマブ
（遺伝子組換え）

協和キリン
臨時→常備
リツキサン点滴静注100mg・500mgと
切替

リツキシマブ（遺伝子組換
え）

中外製薬
血液内科
常備→臨時

抗インフルエンザウイルス剤

【注　　射　　薬】

冠血管拡張剤

臨時購入薬品一覧

【内　　服　　薬】

盛岡赤十字病院　院長  松田　壯正

令和元年9月10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】

高脂血症治療剤

排尿障害治療薬（α1遮断薬）

オキサゾリジノン系合成抗菌剤

※新規薬品については、2019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



薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬　　価 備考/申請科

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 常備→院外

徐放性鉄剤

フェルムカプセル100mg フマル酸第一鉄 鉄として100mg /Cap 日医工 8.40/Cap 常備→院外

アーリーダ錠60mg アパルタミド 60mg /錠 ヤンセンファーマ  2281.90/錠 泌尿器科

スピラマイシン錠150万単位
「サノフィ」

スピラマイシン 150万国際単位 /錠 サノフィ 224.60/錠 産婦人科

ジャディアンス錠25mg エンパグリフロジン 25mg/錠
日本ベーリンガー
インゲルハイム

339.00/錠 総合診療科

グルベス配合OD錠
ﾐﾁグリニドｶﾙｼｳﾑ水和物
ボグリボース

（1錠中）
ﾐﾁグリニドｶﾙｼｳﾑ水和物：10mg

ボグリボース：0.2mg
キッセイ薬品 47.70/錠 総合診療科

メトアナ配合錠LD
（1錠中）アナグリプチン：100mg

メトホルミン塩酸塩：250mg
62.20/錠

メトアナ配合錠HD
（1錠中）アナグリプチン：100mg

メトホルミン塩酸塩：500mg
62.20/錠

ロスーゼット配合錠LD
（1錠中）エゼチミブ：10mg

ロスバスタチン：2.5mg
177.00/錠

ロスーゼット配合錠HD 
（1錠中）エゼチミブ：10mg

ロスバスタチン：5mg
177.00/錠

ネクサバール錠200mg ソラフェニブトシル酸塩 200mg /錠 バイエル薬品 4677.10/錠 外科

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 精神科

タミフルドライシロップ3% 30mg /g 200.20/g

タミフルカプセル75 75mg /Cap 272.00/Cap

ユリーフOD錠4mg シロドシン 4mg /錠 キッセイ薬品 72.10/錠
常備→院外
シロドシンOD錠4mg「DSEP」と切替

ジゴシン錠0.25mg ジゴキシン 0.25mg/錠 太陽ファルマ  9.60/錠 常備→院外

ペルサンチン錠100mg ジピリダモール 100mg /錠
日本ベーリンガー
インゲルハイム

14.50/錠 常備→院外

ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) 配合剤 2.5ｇ/包 ツムラ 22.60 /g 常備→院外

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒
(医療用)

配合剤 2.5ｇ/包 ツムラ 9.60/g 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

フィコンパ錠4mg ペランパネル水和物 4mg /錠 エーザイ  310.20 /錠 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

レクサプロ錠10mg エスシタロプラムシュウ酸塩 10mg /錠 持田製薬  202.30/錠 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

レグナイト錠300mg ガバペンチン エナカルビル 300mg/錠 アステラス製薬 97.10/錠 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

レミニールOD錠12mg ガランタミン臭化水素酸塩 12mg /錠
武田薬品工業

ヤンセンファーマ
226.90/錠 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

ミラペックスLA錠1.5mg プラミペキソール塩酸塩水和物 1.5mg /錠
日本ベーリンガー
インゲルハイム

442.20/錠 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

ミコブティンカプセル150mg リファブチン 150mg /Cap ファイザー  774.50/Cap 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

前立腺癌治療剤

高脂血症治療剤

抗インフルエンザウイルス剤

オセルタミビルリン酸塩

選択的DPP-4阻害剤／ビグアナイド系薬剤配合剤

エゼチミブ
ロスバスタチンカルシウム

常備→院外

速効型インスリン分泌促進薬／食後過血糖改善薬配合剤

小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA 還元酵素阻害剤配合剤

排尿障害治療薬（α1遮断薬）

中外製薬

抗悪性腫瘍剤/分子標的薬（キナーゼ阻害剤）

抗酸菌症治療薬

総合診療科

院外処方箋専用薬品一覧

【内　　服　　薬】

抗トキソプラズマ原虫剤

漢方製剤

抗てんかん剤

ＳＧＬＴ２阻害剤

アルツハイマー型認知症治療剤

ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤

総合診療科
アナグリプチン
メトホルミン塩酸塩

三和化学研究所

ドパミン受容体部分作動薬

ジギタリス製剤

抗血小板剤

選択的セロトニン再取り込阻害薬（SSRI)

レストレスレッグス症候群治療薬

ＭＳＤ



薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬　　価 備考/申請科

チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」 チモロールマレイン酸塩 5mg /mL 日東メディック 344.90/mL 眼科

トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」 トラボプロスト 0.04mg /mL 日東メディック 391.00/mL 眼科

ルミガン点眼液0.03% ビマトプロスト 0.3mg /mL 千寿製薬 910.00/mL 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

ビソノテープ2mg ビソプロロール 2mg /枚 トーアエイヨー 59.40/枚 循環器内科

メサデルムローション0.1% ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ 1mg /g 大鵬薬品工業 16.90/g 皮膚科

デルモベートクリーム0.05% ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ 0.5mg /g グラクソ・スミスクライン 24.50/g 皮膚科

フルタイド50ディスカス ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ 50μg/1ﾌﾞﾘｽﾀｰ、 60ﾌﾞﾘｽﾀｰ/個 グラクソ・スミスクライン 1304.00/個 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

ペンタサ注腸1g メサラジン 1g /個 杏林製薬 654.90/個 緊急→中止　院外処方箋専用薬へ

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→院外

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

デノタスチュアブル配合錠

 
沈降炭酸カルシウム
コレカルシフェロール
炭酸マグネシウム

（1錠中）沈降炭酸ｶﾙｼｳﾑ：762.5mg
ｺﾚｶﾙｼﾌｪﾛｰﾙ：0.005mg（200IU）

炭酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ：59.2mg
第一三共 18.70/錠 外科

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 消化器内科

カロナール錠500 アセトアミノフェン 500mg /錠 あゆみ製薬 9.20/錠 緩和ケア科

漢方製剤

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒
　
配合剤 3g/包 ツムラ 20.60/g 脳神経外科

レボドパ賦活薬

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 神経内科

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 協和キリン 782.40/錠 神経内科

COMT阻害薬

エンタカポン錠100mg「KN」 エンタカポン 100mg /錠 小林化工 70.90/錠 神経内科

抗生物質製剤

アセチルスピラマイシン錠200 スピラマイシン酢酸エステル 200mg /錠 アスペンジャパン 30.10/錠 産婦人科

リネゾリド錠600mg「サワイ」 リネゾリド 600mg /錠 沢井製薬 6169.60/錠 ザイボックス錠600mgと切替

インテバン坐剤25 インドメタシン 25mg /個 帝國製薬 19.30/個 緩和ケア科

フェントステープ6mg フェンタニルクエン酸塩 6mg /枚 協和キリン 2845.80/枚 常備→緊急

アネメトロ点滴静注液500mg メトロニダゾール 500mg/100mL/1瓶 ファイザー 1252.00/瓶 外科

ヘムライブラ皮下注60mg 60mg/0.4mL/瓶  692565.00/瓶

ヘムライブラ皮下注150mg 150mg/1mL/瓶 1552824.00/瓶

レギチーン注射液5mg フェントラミンメシル酸塩 5mg/1mL/瓶 ノバルティスファーマ 58.00/瓶 麻酔科

ゾレア皮下注150mgシリンジ オマリズマブ（遺伝子組換え） 150mg/1mL/筒 ノバルティスファーマ 45645.00/筒 皮膚科

アレルゲンスクラッチエキス陽性
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

アレルゲン検査陽性対照薬

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）

吸入ステロイド喘息治療剤

潰瘍性大腸炎治療剤

ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体

β遮断　緑内障・高眼圧症治療剤

緊急採用（患者限定）薬品一覧

嫌気性菌感染症治療剤

抗血液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤

【内　　服　　薬】

褐色細胞腫用αブロッカー

※緊急採用薬品は、症例毎（患者毎）に申請書が必要です。

解熱鎮痛剤

※新規院外処方箋専用薬品は、2019年10月1日から使用可能となります。

カルシウム／天然型ビタミンD3／マグネシウム配合剤

経皮吸収型・β1遮断剤

抗NSAID潰瘍剤

【外　　用　　薬】

プロスタグランジンF2α誘導体　緑内障・高眼圧症治療剤

【注　　射　　薬】

※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。

【外　　用　　薬】

NSAIDｓ（アリール酢酸系）

副腎皮質ステロイド外用剤（ストロング）

小児科中外製薬
エミシズマブ
（遺伝子組換え）

副腎皮質ステロイド外用剤（ストロンゲスト）

経皮吸収型　持続性疼痛治療剤

【注　　射　　薬】

オキサゾリジノン系合成抗菌剤

院外処方箋専用薬品一覧



薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社

ザイボックス錠600mg リネゾリド 600mg /錠 ファイザー 10400.70/錠
緊急→中止
リネゾリド錠600mg「サワイ」と切替

ピラマイド原末 ピラジナミド 1g アルフレッサ　ファーマ 30.10/g 緊急→中止

ファリーダックカプセル10mg 10mg /Cap  36583.90/Cap

ファリーダックカプセル15mg 15mg /Cap 54875.80/Cap

ヘプセラ錠10 アデホビル ピボキシル 10mg /錠 グラクソ・スミスクライン 1228.90/錠 緊急→中止

ホーネル錠0.3 ファレカルシトリオール 0.3μg /錠 大正製薬 408.50/錠 緊急→中止

ヨウレチン錠「100」 ヨウ素レシチン 100μg /錠 第一薬品産業 6.70/錠 緊急→中止

リスペリドン細粒1%「アメル」 リスペリドン 10mg /g 共和薬品工業 72.20/g 緊急→中止

グルベス配合錠
ミチグリニドカルシウム水和
物
ボグリボース

（1錠中）
ﾐﾁグリニドｶﾙｼｳﾑ水和物：10mg

ボグリボース：0.2mg
キッセイ薬品 47.70/錠

院外→中止
グルベス配合OD錠と切替

5-FU軟膏5%協和 フルオロウラシル 50mg /g、20ｇ/本 協和キリン 331.50/g 緊急→中止

ペルサンチン静注10mg ジピリダモール 10mg/2mL/管
日本ベーリンガー
インゲルハイム

58.00/管

常備→中止（販売中止）
ジピリダモール静注液10mg「日医工」
と
切替

メチロン注25% スルピリン 250mg/1mL/管 第一三共 92.00/管 常備→中止（販売中止）

エルプラット点滴静注液100mg オキサリプラチン 100mg/20mL/瓶 ヤクルト本社 45048.00/瓶 常備→中止

ザイボックス注射液600mg リネゾリド 600mg/300mL/袋 ファイザー 14042.00/袋
常備→中止
リネゾリド点滴静注液600mgと切替

ビクトーザ皮下注18mg リラグルチド（遺伝子組換え） 18mg/3mL/キット ノボ ノルディスクファーマ 10245.00/キット 緊急→中止

ヒューマログ注100単位/mL インスリン リスプロ（遺伝子組換え） 100単位/mL 、100mL/V 日本イーライリリー 292.00/V 緊急→中止

ペリセート360N腹膜透析液（3L 1袋） 3L/袋 1408.00/袋

ペリセート400N腹膜透析液
（2L 1袋（排液用バッグ付））

2L/袋（排液バッグ付） 1661.00/袋

レパーサ皮下注140mgペン エボロクマブ 140mg/1mL/キット
アステラス・アムジェン・

バイオ
23962.00/キット 緊急→中止

オキサゾリジノン系合成抗菌剤

結核化学療法剤

抗悪性腫瘍剤　分子標的薬（ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬）

脂質異常症治療薬／PCSK9阻害薬

【注　　射　　薬】

【内　　服　　薬】

冠血管拡張剤

ピラゾロン系製剤

緊急→中止

速効型インスリン分泌促進薬／食後過血糖改善薬配合剤

緊急→中止ノバルティス　ファーマ

ヒトGLP-1アナログ注射液

オキサゾリジノン系合成抗菌剤

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

ジェイ・エム・エス

抗悪性腫瘍薬（白金製剤）

採用中止薬品一覧
備　　考

抗B型肝炎ウイルス薬

パノビノスタット乳酸塩

セロトニン・ドパミン遮断薬

インスリンアナログ

【外　　用　　薬】

活性型ビタミンD3製剤

網膜・硝子体・小児喘息・甲状腺疾患治療剤

抗腫瘍外用剤


