
令和元年12月24日
　　　　保険薬局　様

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/g 高田製薬 10.10/g 臨時→常備

アテノロール錠25mg「サワイ」 アテノロール 25mg /錠 沢井製薬 5.90/錠 アルセノール錠25と切替

クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 クラリスロマイシン 200mg /錠 沢井製薬 27.70/錠 クラリスロマイシン錠200mg「サンド」と切替

アゾセミド錠60mg「JG」 アゾセミド 60mg /錠 日本ジェネリック 15.80 /錠 ダイアート錠60mgと切替

アゼルニジピン錠16mg「ＮＰ」 アゼルニジピン 16mg /錠 ニプロ 19.20 /錠 カルブロック錠16mgと切替

アコアラン静注用1800 アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）
1,800国際単位/瓶

（溶解液付）
日本血液製剤機構 85416.00/瓶

産婦人科
ノイアート静注用1500単位と切替

シタラビン点滴静注液400mg「テバ」 シタラビン 400mg /20mL/瓶 武田テバファーマ 2207.00 /瓶
血液内科
キロサイドN注400mgと切替

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬 　価 備　　　　考

トランサミン散50% トラネキサム酸 500mg/g 第一三共 15.90/g
小児科
臨時継続

ゾフルーザ錠10mg 10mg /錠 1535.40/錠

ゾフルーザ錠20mg 20mg /錠 2438.80/錠

カロナールシロップ2% アセトアミノフェン 20mg/mL あゆみ製薬 4.70/mL 小児科

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬　　価 備考/申請科

中枢神経刺激剤

リタリン錠10mg メチルフェニデート塩酸塩 10mg/錠 ノバルティス ファーマ 8.90/錠 神経内科

ユベラNカプセル100mg トコフェロールニコチン酸エステル 100mg /Ｃａｐ エーザイ 5.90/Ｃａｐ 神経内科

コロネル錠500mg ポリカルボフィルカルシウム 500mg /錠 アステラス製薬 14.60/錠 神経内科

ブロプレス錠2 カンデサルタンシレキセチル 2mg /錠 武田薬品 30.70/錠 神経内科

アジレクト錠0.5mg ラサギリンメシル酸塩 0.5mg /錠 武田薬品 519.70/錠 神経内科

リボトリール錠0.5mg クロナゼパム 0.5mg /錠 太陽ファルマ 9.30/錠 神経内科

アレビアチン散10% フェニトイン 100mg/g 大日本住友製薬 12.10/g 神経内科

リルゾール錠50mg「AA」 リルゾール 50mg /錠 あすか製薬 678.80/錠
神経内科
リルテック錠50と切替

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒 配合剤 2.5ｇ/包 5.40/g 神経内科

ツムラ大防風湯エキス顆粒 配合剤 3.5ｇ/包 12.70/g 麻酔科

ツムラ四逆散エキス顆粒 配合剤 2.5ｇ/包 17.20/g 麻酔科

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 配合剤 2.5ｇ/包 24.80/g 麻酔科

ツムラ四物湯エキス顆粒 配合剤 2.5ｇ/包 8.30/g 麻酔科

ツムラ芎帰膠艾湯エキス顆粒 配合剤 3ｇ/包 8.40/g 麻酔科

ミニリンメルトOD錠25μg デスモプレシン酢酸塩水和物 25μg /錠 キッセイ薬品 57.50/錠 泌尿器科

カナグル錠100mg カナグリフロジン水和物 100mg /錠
田辺三菱製薬

第一三共
182.00/錠 総合診療科

プレマリン錠0.625mg 結合型エストロゲン  0.625mg/錠 ファイザー 18.90/錠 常備→院外

ダイアート錠60mg アゾセミド 60mg /錠 三和化学研究所 27.80/錠
常備→院外
アゾセミド錠60mg「JG」と切替

カルブロック錠16mg アゼルニジピン 16mg /錠 第一三共 50.20/錠
常備→院外
アゼルニジピン錠16mg「ＮＰ」と切替

スピール膏M サリチル酸 25cm2 1枚 ニチバン 85.60/枚 常備→院外

エンペシド腟錠100mg クロトリマゾール 100mg /錠 バイエル薬品 57.50/錠 常備→院外

【注　　射　　薬】

結合型エストロゲン製剤

院外処方箋専用薬品一覧

【外　　用　　薬】

脳下垂体ホルモン剤

【内　　服　　薬】

※新規院外処方箋専用薬品は、2020年1月6日から使用可能となります。

持続性Ca拮抗剤

再発・難治性　急性白血病・悪性リンパ腫治療剤

小児用解熱鎮痛剤

※新規薬品については、2020年1月6日から使用可能となります。

バロキサビル マルボキシル 塩野義製薬

抗インフルエンザウイルス剤

小児科・呼吸器内科
臨時継続

臨時購入薬品一覧

漢方製剤

ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬

抗真菌剤

筋萎縮性側索硬化症用剤

盛岡赤十字病院　院長  松田　壯正

令和元年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】
気道粘液調整・粘膜正常化剤

マクロライド系抗生物質製剤

持続型ループ利尿剤

抗プラスミン剤

ヒダントイン系抗てんかん剤

持続型ループ利尿剤

持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤（ＡＲＢ）

皮膚軟化剤

β遮断薬（β₁選択性ISA（-））

SGLT2阻害薬

過敏性腸症候群治療剤

パーキンソン病治療剤（選択的MAO-B阻害剤）

ベンゾジアゼピン系抗てんかん剤

【内　　服　　薬】

ツムラ

血液凝固阻止剤　アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）静注用

※新規薬品については、2020年1月6日（切替薬品は従来品終了後）から使用可能となります。

微小循環系賦活剤



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

エルカルチンFF錠250mg
 
レボカルニチン 250mg /錠 大塚製薬 271.60/錠 整形外科

ラコールNF配合経腸用半固形剤
　
配合剤 300ｇ/バッグ イーエヌ大塚製薬 10.30/g 緩和ケア科

ウルティブロ吸入用カプセル
グリコピロニウム
インダカテロール

（ 1カプセル中）
　グリコピロニウム：50μg

　インダカテロール：110μg
ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ 245.50/Cap 外科

ニュープロパッチ13.5mg ロチゴチン 13.5mg /枚 大塚製薬 801.50/枚 神経内科

ファブラザイム点滴静注用5mg 5mg /瓶 130307.00 /瓶

ファブラザイム点滴静注用35mg 35mg /瓶 728696.00/瓶

ガザイバ点滴静注1000mg オビヌツズマブ（遺伝子組換え） 1,000mg /40mL /瓶
中外製薬
日本新薬

458799.00/瓶 臨時→緊急

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社

エホチール錠5mg エチレフリン塩酸塩 5mg /錠 サノフィ 9.40/錠 常備→中止（販売中止）

ビソルボン細粒2% ブロムヘキシン塩酸塩 200mg/g サノフィ 18.30/g 常備→中止（販売中止）

アルセノール錠25 アテノロール 25mg /錠 サンド 5.90/錠
常備→中止（取扱い中止）
アテノロール錠25mg「サワイ」と切替

クラリスロマイシン錠200mg「サンド」 クラリスロマイシン 200mg /錠 サンド 27.70/錠 常備→中止（販売中止）
クラリスロマイシン錠200mg「ｻﾜｲ」と切替

リルテック錠50 リルゾール 50mg /錠 サノフィ 1433.30/錠
院外→中止
リルゾール錠50mg「AA」と切替

アレベール吸入用溶解液0.125%
（100mL）

チロキサポール 0.125% 1mL アルフレッサ　ファーマ 5.30/mL
常備→中止
カルボシステインDS50%「タカタ」と切
替

アミカリック輸液 アミノ酸・糖・電解質 200mL/袋 テルモ 417.00/袋 常備→中止（販売中止）

キロサイドN注400mg シタラビン 400mg /20mL/管 日本新薬 4372.00/管
常備→中止
シタラビン点滴静注液400mg「テバ」と切替

ノイアート静注用500単位
500国際単位/瓶（溶解液

付）
22884.00/瓶 緊急→中止

ノイアート静注用1500単位 1,500国際単位/瓶（溶解液付） 59422.00/瓶
常備→中止
アコアラン静注用1800と切替

献血ノンスロン1500注射用 1,500国際単位/瓶（溶解液付） 日本製薬 58594.00/瓶 緊急→中止

デスフェラール注射用500mg デフェロキサミンメシル酸塩 500mg 1瓶 ノバルティス　ファーマ 1438.00/瓶 常備→中止

ゾレア皮下注用150mg（バイアル製剤） オマリズマブ（遺伝子組換え） 150mg 1瓶 ノバルティス　ファーマ 46422.00/瓶 臨時→中止

メルカゾール注10mg チアマゾール 10mg /1mL/管 あすか製薬 111.00/管 緊急→中止

サノフィ
アガルシダーゼ ベータ
（遺伝子組換え）

緊急採用（患者限定）薬品一覧

アミノ酸加総合電解質液

遺伝子組換えファブリー病治療剤

神経内科

【外　　用　　薬】

鉄排泄剤

β遮断薬（β₁選択性ISA（-））

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）

気道粘液溶解剤

【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。

採用中止薬品一覧

再発・難治性　急性白血病・悪性リンパ腫治療剤

備　　考

【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。

呼吸器官用吸入剤

抗甲状腺剤

【内　　服　　薬】

レボカルニチン製剤

血漿分画製剤（血液凝固阻止剤）　乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ

抗悪性腫瘍剤　ヒト化抗CD20モノクローナル抗体

マクロライド系抗生物質製剤

昇圧剤

長時間作用性吸入気管支拡張配合剤（抗コリン薬・β₂刺激薬配合剤）

経腸栄養剤（半消化態・半固形）

日本血液製剤機構

ドパミン作動性パーキンソン病治療剤・レストレスレッグス症候群治療剤

乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ

【外　　用　　薬】

筋萎縮性側索硬化症用剤

【内　　服　　薬】


