
令和2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/申請科

ニコランジル錠5mg「トーワ」 ニコランジル 5mg /錠 東和薬品 5.90 /錠
薬剤部
ニコランジル錠5mg「日医工」と切替

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」 ベタヒスチンメシル酸塩 6mg /錠
鶴原製薬

日本ジェネリック
6.10 /錠

薬剤部
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工」と
切替

トランサミン散50％ トラネキサム酸 500mg /g 第一三共 15.60 /g
臨時→常備
テオロング錠200mgと切替

ミルタザピン錠15mg「明治」 ミルタザピン 15mg /錠 Meiji Seika ファルマ 41.30 /錠 リフレックス錠15mgと切替

大塚生食注250mL ソフトバッグ 生理食塩液 250mL /袋 大塚製薬工場 159.00 /袋
薬剤部
大塚生食注250mL プラボトルと切替

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

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
臨時継続

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒
（医療用）

- 3.0g /包 ツムラ 20.50 /g
脳神経外科
緊急→臨時

セルベックス細粒10％ テプレノン 100mg /g
エーザイ

EAファーマ
15.50 /g

薬剤部
院外→臨時

トランサミンカプセル250mg トラネキサム酸 250mg /cap 第一三共 10.10 /cap
薬剤部
院外→臨時

2,080.60 /瓶
小児科
緊急→臨時

※新規薬品については、2020年7月1日から使用可能となります。

盛岡赤十字病院　院長　　久保　直彦

令和2年6月9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】

【外　　用　　薬】

ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

生理食塩液

漢方製剤

7mg 8.7g 100回 /瓶 大日本住友製薬

【内　　服　　薬】

解熱鎮痛剤

キュバール50エアゾール

胃炎・胃潰瘍治療剤

抗プラスミン剤

抗プラスミン剤

狭心症治療剤

めまい・平衡障害治療剤

※新規薬品については、2020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。

吸入ステロイド喘息治療剤

臨時購入薬品一覧

【注　　射　　薬】

ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤



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

テオフィリン徐放製剤

テオロング錠200mg テオフォリン 200mg /錠 エーザイ 15.40 /錠
常備→院外
トランサミン散50％と切替

ゾフルーザ錠10mg 10mg /錠 1,535.40 /錠

ゾフルーザ錠20mg 20mg /錠 2,438.80 /錠

抗炎症・鎮痛・解熱剤

ブルフェン錠200 イブプロフェン 200mg /錠 科研製薬 8.10 /錠 脳神経内科

モディオダール錠100mg モダフィニル 100mg /錠 田辺三菱製薬 408.70 /錠 脳神経内科

フロセミド細粒4％「EMEC」 フロセミド 40mg /g 日医工 6.50 /g 小児科

アルダクトンA細粒10％ スピロノラクトン 100mg /g ファイザー 82.00 /g 小児科

リフレックス錠15mg ミルタザピン 15mg /錠 Meiji Seika ファルマ 118.30 /錠
常備→院外
ミルタザピン錠15mg「明治」と切替

セレニカR顆粒40％ バルプロ酸ナトリウム 400mg /g 田辺三菱製薬 30.90 /g 常備→院外

セディール錠10mg タンドスピロンクエン酸塩 10mg /錠 大日本住友製薬 25.00 /錠 常備→院外

ミグシス錠5mg ロメリジン塩酸塩 5mg /錠 ファイザー 25.20 /錠 常備→院外

トランドラプリル錠1mg「サワイ」 トランドラプリル 1mg /錠 沢井製薬 20.10 /錠 常備→院外

ケーワン錠5mg フィトナジオン 5mg /錠 エーザイ 13.00 /錠 緊急→中止、院外処方箋専用薬へ

サイトテック錠200 ミソプロストール 200μg /錠 ファイザー 31.20 /錠 緊急→中止、院外処方箋専用薬へ

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 16.50 /錠 緊急→中止、院外処方箋専用薬へ

ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用） - 2.5g /包 ツムラ 11.60 /g 緊急→中止、院外処方箋専用薬へ

レクチゾール錠25mg ジアフェニルスルホン 25mg /錠 田辺三菱製薬 76.30 /錠 緊急→中止、院外処方箋専用薬へ

アドエア125エアゾール120吸入用
サルメテロールキシナホ酸塩・
フルチカゾンプロピオン酸
エステル

12.0g 120回 /瓶
グラクソ・

スミスクライン
7,832.90 /瓶 緊急→中止、院外処方箋専用薬へ

カラミンローション カラミン 500mL /瓶 丸石製薬 700.00 /瓶 常備→院外

テリボン皮下注28.2μg
オートインジェクター

テリパラチド酢酸塩 28.2μg /キット 旭化成 6,018.00 /キット 整形外科

抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、片頭痛治療剤

セロトニン作動性抗不安薬

骨粗鬆症治療剤

※新規院外処方箋専用薬品は、2020年7月1日から使用可能となります。

喘息・COPD治療配合剤

【外　　用　　薬】

塩野義製薬

【内　　服　　薬】

バロキサビル マルボキシル

院外処方箋専用薬品一覧

利尿降圧剤

精神神経用剤

呼吸器内科・小児科
臨時→院外

抗インフルエンザウイルス剤

【注　　射　　薬】

抗アルドステロン性利尿・降圧剤

漢方製剤

片頭痛治療剤

アンジオテンシン変換酵素阻害剤

ハンセン病治療薬

ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤

皮膚収斂・保護剤

ビタミンK1剤

抗NSAID潰瘍剤

潰瘍性大腸炎治療剤



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

ミニリンメルトOD錠60μg デスモプレシン酢酸塩水和物 60μg /錠 協和キリン 107.80 /錠 脳神経外科

抗てんかん剤

フィコンパ錠2mg ペランパネル水和物 2mg /錠 エーザイ 193.20 /錠 脳神経内科

抗精神病薬・双極性障害治療薬・制吐剤

ジプレキサ錠2.5mg オランザピン 2.5mg /錠 日本イーライリリー 89.30 /錠 精神科

リスペリドン錠3mg「MEEK」 リスペリドン 3mg /錠 小林化工 33.20 /錠 精神科

選択的セロトニン再取り込み阻害剤

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 193.50 /錠 精神科

キュバール50エアゾール
ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

7mg 8.7g 100回 /瓶 大日本住友製薬 2,080.60 /瓶 小児科

ベリプラストPコンビセット組織接着用 フィブリノゲン加第13因子 0.5ｍL 2キット 1組 CSLベーリング 8,561.80 /組 外科

エンタイビオ点滴静注用300mg ベドリズマブ（遺伝子組換え） 300mg /瓶 武田薬品 279,573.00 /瓶 消化器内科

カイプロリス点滴静注用10mg 10mg /瓶 24,426.00 /瓶

カイプロリス点滴静注用40mg 40mg /瓶 87,852.00 /瓶

ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 コルチコレリン（ヒト） 100μg /瓶 ニプロESファーマ 18,458.00 /瓶 脳神経内科

コートロシンZ筋注0.5mg テトラコサクチド酢酸塩 0.5mg /管 第一三共 1,887.00 /管 脳神経内科

吸入ステロイド喘息治療剤

視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査薬

持続性合成ACTH製剤

緊急採用（患者限定）薬品一覧

脳下垂体ホルモン剤

【内　　服　　薬】

抗悪性腫瘍剤 / プロテアソーム阻害剤

小野薬品

血漿分画製剤（生理的組織接着剤）

【注　　射　　薬】

ヒト化抗ヒトα4β7インテグリンモノクローナル抗体製剤

※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。

抗精神病剤

【外　　用　　薬】

カルフィルゾミブ 血液内科



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

ニコランジル錠5mg「日医工」 ニコランジル 5mg /錠 日医工 5.90 /錠
常備→中止
ニコランジル錠5mg「トーワ」と切替

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg
「日医工」

ベタヒスチンメシル酸塩 6mg /錠 日医工 6.10 /錠
常備→中止
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」と切替

インヒベース錠1 シラザプリル 1mg /錠 中外製薬 42.60 /錠 院外→中止（販売中止）

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 緊急→中止

アデムパス錠0.5mg リオシグアト 0.5mg /錠 バイエル薬品 685.90 /錠 緊急→中止

エルカルチンFF内用液10％ レボカルニチン 100mg /mL 大塚製薬 68.30 /錠 緊急→中止

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 2,659.90 /錠 緊急→中止

ツムラ大柴胡湯エキス顆粒
（医療用）

- 2.5g /包 ツムラ 22.60 /g 緊急→中止

トピナ錠50mg トピラマート 50mg /錠 協和キリン 82.70 /錠 緊急→中止

トラクリア錠62.5mg ボセンタン水和物 62.5mg /錠 アクテリオン 3,860.90 /錠 緊急→中止

大塚生食注250mL プラボトル 生理食塩液 250mL /袋 大塚製薬工場 159.00 /袋
常備→中止
大塚生食注250mL ソフトバッグと切替

アクプラ静注用50mg ネダプラチン 50mg /瓶 日医工 21,089.00 /瓶 緊急→中止

オプジーボ点滴静注20mg 20mg /瓶 36,063.00 /瓶

オプジーボ点滴静注100mg 100mg /瓶 175,211.00 /瓶

サイモグロブリン点滴静注用25mg
抗ヒト胸腺細胞ウサギ
免疫グロブリン

25mg /瓶 サノフィ 41,296.00 /瓶 緊急→中止

トーリセル点滴静注液25mg テムシロリムス 25mg /瓶 ファイザー 139,245.00 /瓶 緊急→中止

アディノベイト静注用キット2000 ルリオクトコグ アルファ ペゴル 2000国際単位 /瓶 シャイヤー・ジャパン 196,673.00 /瓶 緊急→中止

イデルビオン静注用1000 1000国際単位  /瓶 346,844.00 /瓶

イデルビオン静注用2000 2000国際単位  /瓶 683,591.00 /瓶

イロクテイト静注用2000
エフラロクトコグ アルファ
（遺伝子組換え）

2000国際単位 /瓶 サノフィ 163,892.00 /瓶 緊急→中止

コバールトリイ静注用3000
オクトコグ ベータ
（遺伝子組換え）

3000国際単位 /瓶 バイエル薬品 235,876.00 /瓶 緊急→中止

イミグランキット皮下注3mg スマトリプタンコハク酸塩 3mg /瓶
グラクソ・

スミスクライン
2,620.00 /瓶 緊急→中止

エスポー注射液シリンジ750 750国際単位 /筒 531.00 /筒

エスポー注射液シリンジ6000 6000国際単位  筒 7,318.00 /筒

エスポー注射液シリンジ24000 24000国際単位 /筒 17,690.00 /筒

チョコラA筋注5万単位 レチノールパルミチン酸エステル 5万単位 /管 エーザイ 124.00 /管 緊急→中止

レギチーン注射液5mg フェントラミンメシル酸塩 5mg /瓶 ノバルティスファーマ 59.00 /管 緊急→中止

狭心症治療剤

めまい・平衡障害治療剤

生理食塩液

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤

緊急→中止

筋注ビタミンA剤

遺伝子組換え血液凝固第Ⅸ因子アルブミン融合タンパク質製剤

アルブトレペノナコグ アルファ
（遺伝子組換え）

CSLベーリング 緊急→中止

褐色細胞腫用α遮断剤

5-HT1B/1D受容体作動型片頭痛治療剤

ヒト エリスロポエチン製剤

エポエチン アルファ
（遺伝子組換え）

協和キリン

遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子Fc領域融合タンパク質製剤

抗悪性腫瘍剤（mTOR）阻害剤

【注　　射　　薬】

【内　　服　　薬】

抗悪性腫瘍剤

持続性ACE阻害剤

抗悪性腫瘍剤 / PNP阻害剤

採用中止薬品一覧

レボカルニチン製剤

可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激剤

漢方製剤

ペグ化遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子製剤

免疫抑制剤

抗悪性腫瘍剤 / ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体

ニボルマブ（遺伝子組換え） 小野薬品工業 緊急→中止

抗てんかん剤

エンドセリン受容体拮抗薬

ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤


