
令和2年3月24日
　　　　保険薬局　様

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬 　価 備　　　　考

アプレピタントカプセル80mg「NK」 80mg  /Cap 1381.00/Cap

アプレピタントカプセル125mg「NK」 125mg  /Cap 2025.10/Cap

サムスカOD錠7.5mg トルバプタン 7.5mg /錠 大塚製薬 1,298.50/錠
循環器科
サムスカ錠7.5mgと切替

イーケプラドライシロップ50% レベチラセタム
500mg/g ユーシービージャパン

大塚製薬
224.70/g

脳神経外科
緊急→常備
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%
「日医工」（4mL/包)と切替

ジャディアンス錠10mg エンパグリフロジン 10mg/ 錠
日本ベーリンガー
インゲルハイム

193.50/錠
臨時→常備
スーグラ錠50mgと切替

エルカルチンFF静注1000mg
シリンジ（スリップタイプ）

レボカルニチン 1,000mg/ 5mL/筒 大塚製薬 1,006.00/筒
泌尿器科
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ
（ルアーロックタイプ）と切替

ヴェリファスト H-FABP ― 5枚/ 箱 日本ビーシージー 6,500/ 箱
循環器内科
ラピチェック H-FABPと切替

薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬 　価 備　　　　考

ミネブロ錠2.5mg エサキセレノン 2.5mg /錠 第一三共 91.60 /錠 循環器内科

レミニールOD錠8mg ガランタミン臭化水素酸塩 8mg /錠
ヤンセンファーマ

武田薬品
174.10 /錠

泌尿器科
院外→臨時

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 

（ニューニット15.2cm×22.9cm）

ザバクサ配合点滴静注用
タゾバクタムナトリウム
セフトロザン硫酸塩

（1バイアル中）
タゾバクタム：500mg

セフトロザン：1000mg
ＭＳＤ 6,430.00/瓶 院内感染対策委員会

パージェタ点滴静注420mg/14mL ペルツズマブ（遺伝子組換え） 420mg /14mL /瓶 中外製薬 242,908.00/瓶
緊急→臨時
外科

選択的SGLT2阻害剤－ 2 型糖尿病治療剤－

バソプレシンV2-受容体拮抗剤

抗てんかん剤

※新規薬品については、2020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。

可吸収性止血剤

臨時購入薬品一覧

【注　　射　　薬】

【注　　射　　薬】

抗悪性腫瘍剤 / 抗HER2ヒト化モノクローナル抗体

レボカルニチン製剤

【内　　服　　薬】

β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬　　

15.2cm×22.9cm/枚 泌尿器科

盛岡赤十字病院　院長  松田　壯正

令和2年3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】

選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

産婦人科
イメンドカプセル80mg・125mgと切替

日本化薬アプレピタント

【外　　用　　薬】

酸化セルロース

アルツハイマー型認知症治療剤

※新規薬品については、2020年4月1日から使用可能となります。

ニューニット
15.2cm×22.9cm

ジョンソン・エンド・ジョンソン

【体外診断用医薬品】

ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白キット



薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社 薬　　価 備考/申請科

ジスロマック錠250mg アジスロマイシン水和物 250mg /錠 ファイザー 223.10/錠
院内感染対策委員会
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2ｇ
（販売中止）と切替

抗痙縮剤

ギャバロン錠5mg バクロフェン 5mg/錠 第一三共 15.60/錠 神経内科

トフラニール錠10mg イミプラミン塩酸塩 10mg /錠 アルフレッサ　ファーマ 9.80/錠 神経内科

アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」 アロチノロール塩酸塩 5mg /錠 日医工 6.30/錠 神経内科

ラスビック錠75mg ラスクフロキサシン塩酸塩 75mg /錠 杏林製薬 361.40/錠 耳鼻咽喉科

スーグラ錠50mg イプラグリフロジン L-プロリン 50mg /錠 アステラス製薬 197.50/錠
常備→院外
ジャディアンス錠10mgと切替

アーテン錠（2mg） トリヘキシフェニジル塩酸塩 2mg /錠 ファイザー 8.80/錠 常備→院外

ダントリウムカプセル25mg ダントロレンナトリウム水和物 25mg/ Cap オーファンパシフィック 22.80/ Cap 常備→院外

タシグナカプセル150mg ニロチニブ塩酸塩水和物 150mg /Cap ノバルティス　ファーマ 3,684.00/ Cap 常備→院外

ベスタチンカプセル30mg ウベニメクス 30mg /Cap 日本化薬 1209.30/Cap 常備→院外

ロキソニンテープ100mg ロキソプロフェンナトリウム水和物 10cm×14cm /枚 第一三共 32.50/枚 神経内科

インテバンクリーム1% インドメタシン 10mg/g　　25g/ 本 帝國製薬 6.10/g 常備→院外

ゾルトファイ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）
リラグルチド（遺伝子組換え

（1筒3mL中）
ｲﾝｽﾘﾝ ﾃﾞｸﾞﾙﾃﾞｸ：300単位

リラグルチド：10.8mg
ノボ　ノルディスク　ファーマ 5,359.00/キット 総合診療科

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 10,435.00/キット 総合診療科

ベタフェロン皮下注用960万国際単位
インターフェロン ベータ-1b
（遺伝子組換え）

960万国際単位/瓶
（溶解液付）

バイエル薬品 9,489.00/瓶 神経内科

キノロン系経口抗菌剤

院外処方箋専用薬品一覧

高血圧症・狭心症・不整脈治療剤　　本態性振戦治療剤

うつ病・うつ状態治療剤　　遺尿症治療剤

痙性麻痺緩解剤・悪性症候群治療剤

15員環マクロライド系抗生物質製剤

【内　　服　　薬】

選択的SGLT2阻害剤　－糖尿病治療剤－

外用鎮痛消炎剤

遺伝子組換え型インターフェロン-β-1b製剤

パーキンソン症候群治療剤

抗悪性腫瘍剤

ヒトGLP-1 アナログ注射液

【外　　用　　薬】

抗悪性腫瘍剤（チロシンキナーゼインヒビター）

経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

持効型溶解インスリンアナログ/ヒトGLP-1 アナログ 配合注射液

【注　　射　　薬】

※新規院外処方箋専用薬品は、2020年4月1日から使用可能となります。



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

アルケラン錠2mg メルファラン 2mg /錠 アスペンジャパン 172.60/錠 血液内科

アイクルシグ錠15mg ポナチニブ塩酸塩 15mg /錠 大塚製薬 6,428.40/錠 血液内科

不整脈治療剤

プロノン錠150mg プロパフェノン塩酸塩 150mg /錠 アステラス製薬 47.90/錠 循環器内科

コララン錠2.5mg イバブラジン塩酸塩 2.5mg /錠 小野薬品 82.90/錠 循環器内科

タルチレリンOD錠5mg「日医工」 タルチレリン水和物 5mg /錠 日医工 429.20/錠 神経内科

コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 コルヒチン 0.5mg /錠 高田製薬 7.30 /錠 皮膚科

リザベン細粒10% トラニラスト 100mg/ g キッセイ薬品 22.50/g 外科

アブストラル舌下錠100μg フェンタニルクエン酸塩 100μg /錠 協和キリン 566.00/錠 外科

プロパジール錠50mg プロピルチオウラシル 50mg /錠 あすか製薬 9.80/錠 産婦人科

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 整形外科

エベレンゾ錠100mg ロキサデュスタット 100mg /錠 アステラス製薬 1,443.50/錠 泌尿器科

癌疼痛治療剤

メサペイン錠5mg メサドン塩酸塩 5mg /錠 テルモ 185.90/錠 緩和ケア科

ナルラピド錠4mg ヒドロモルフォン塩酸塩 4mg /錠 第一三共 378.80/錠 緩和ケア科

ダラザレックス点滴静注100mg 100mg /5mL /瓶 52,262.00/瓶

ダラザレックス点滴静注400mg 400mg /20mL /瓶 187,970.00/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 83,152.00/筒 皮膚科

ジビイ静注用3000
ダモクトコグ アルファ ペゴル
（遺伝子組換え）

3,000国際単位/瓶
（溶解液付）

バイエル薬品 375,590.00/瓶 小児科

【注　　射　　薬】

ダラツムマブ（遺伝子組換え）

ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体

※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。

癌疼痛治療剤

緊急採用（患者限定）薬品一覧

抗多発性骨髄腫剤

ペグ化遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤

経口脊髄小脳変性症治療剤

癌疼痛治療剤

アレルギー性疾患治療剤　ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤

HIF-PH阻害薬　腎性貧血治療薬

ヤンセンファーマ 血液内科

抗悪性腫瘍剤　ヒト型抗CD38モノクローナル抗体

HCNチャネル遮断薬

痛風・家族性地中海熱治療剤

網膜・硝子体・小児喘息・甲状腺疾患治療剤

抗甲状腺剤

【内　　服　　薬】

抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター



薬　　品　　名 一　　般　　名 規　　格 製薬会社

モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 モルヒネ塩酸塩水和物 1g 武田薬品 2,243.80/g 常備→中止　

バルプロ酸ナトリウムシロップ5%
「日医工」（4ｍL/包）

バルプロ酸ナトリウム 200mg/4mL/包 日医工 6.80/mL
常備→中止
イーケプラドライシロップ50%と切替

イメンドカプセル80mg 80mg  /Cap 3408.90/Cap

イメンドカプセル125mg 125mg  /Cap 4998.70/Cap

サムスカ錠7.5mg トルバプタン 7.5mg /錠 大塚製薬 1,298.50/錠
循環器科
サムスカOD錠7.5mgと切替

アストフィリン配合錠

ジプロフィリン
パパベリン塩酸塩
ジフェンヒドラミン塩酸塩
エフェドリン塩酸塩
ノスカピン

（1錠中）
ジプロフィリン：100mg

パパベリン塩酸塩：10mg
ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩：10mg
エフェドリン塩酸塩：10mg

ノスカピン：5mg

エーザイ 5.90/錠 常備→中止（販売中止）

ユベラN細粒40% トコフェロールニコチン酸エステル 400mg /g エーザイ 20.40/g 常備→中止（販売中止）

ジスロマックSR成人用
ドライシロップ2g

アジスロマイシン水和物 2g /瓶 ファイザー 1,990.40/2g/瓶 院外処方箋専用薬→中止（販売中止）

クロラムフェニコール点眼液0.5%
「ニットー」

クロラムフェニコール 5mg /mL　　5ｍL/本 日東メディック 11.90/1mL 緊急→中止

エルカルチンFF静注1000mgシリンジ
（ルアーロックタイプ）

レボカルニチン 1,000mg/ 5mL/筒 大塚製薬 1,006.00/筒
泌尿器科
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ
（スリップタイプ）と切替

ラピチェック H-FABP ― 5枚/ 箱 大日本住友 6,600/ 箱 ヴェリファスト H-FABPと切替

採用中止薬品一覧
備　　考

微小循環系賦活剤

喘息治療薬

15員環マクロライド系抗生物質製剤

バソプレシンV2-受容体拮抗剤

アプレピタント 小野薬品工業
常備→中止
アプレピタントカプセル80mg・125mgと
切替

【注　　射　　薬】

【内　　服　　薬】

レボカルニチン製剤

眼科用抗生物質製剤

モルフィナン系オピオイド

抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、片頭痛治療剤

選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

【外　　用　　薬】

【体外診断用医薬品】

ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白キット


