
令和2年9月24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

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
172.80 /錠

臨時→常備
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」と
切替

オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 5mg /錠 97.00 /錠

オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」 10mg /錠 179.80 /錠

オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 20mg /錠 327.00 /錠

オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」 40mg /錠 598.00 /錠

セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 セレコキシブ 100mg /錠 ファイザー 19.60 /錠
整形外科
セレコックス錠100mgと切替

エゼチミブ錠10mg「TE」 エゼチミブ 10mg /錠 トーアエイヨー 63.10 /錠
循環器内科
ゼチーア錠10mgと切替

ボルヒール組織接着用3mL 3mL4瓶 /組 31383.80 /組

ボルヒール組織接着用5mL 5mL4瓶 /組 52134.10 /組

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 206,472.00 /瓶 臨時→常備

マンニットールS注射液
（プラスチックバッグ）

D-ソルビトール・D-マンニトール 300mL /袋 陽進堂 480.00 /袋
脳神経外科
マンニットールS注射液（ボトル容器）と
切替

オムニパーク240注10mL イオヘキソール 51.77％ /10mL /瓶 GEヘルスケアファーマ 599.00 /瓶
整形外科
イオベリン240注10mLと切替

アルツハイマー型認知症治療剤

抗悪性腫瘍剤 / 抗HER2ヒト化モノクローナル抗体

ジョンソン・エンド・
ジョンソン

-
耳鼻咽喉科
フタラール消毒液0.55％「ケンエー」と切替

血漿分画製剤

フィブリノゲン加第13因子 日本血液製剤機構
脳神経外科
ベリプラストPコンビセット組織接着用
3mL・5mLと切替

アルプロスタジル アルファデクス 10g /本 小野薬品 479.00 /本 皮膚科
プロスタンディン軟膏0.003％（30g/本）と切替

非イオン性造影剤

化学的殺菌・消毒剤（医療用器具・機器・装置専用）

ディスオーパ消毒液0.55％ フタラール 3.8L /本

オキシコドン塩酸塩水和物 第一三共
緩和ケア科
オキシコドン徐放錠5mg・10mg・20mg・
40mg「第一三共」と切替

【外　　用　　薬】

プロスタグランジンE1製剤 / 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

プロスタンディン軟膏0.003％
（10g/本）

小腸トランスポーター阻害剤 / 高脂血症治療剤

持続性癌疼痛治療剤

非ステロイド性消炎・鎮痛剤（COX-2選択的阻害剤）

※新規薬品については、2020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。

盛岡赤十字病院　院長　　久保　直彦

令和2年9月8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お知らせいたします。

常備購入薬品一覧

【内　　服　　薬】

脳圧降下・浸透圧利尿剤

【注　　射　　薬】

154.00 /本

外用副腎皮質ホルモン剤

メサデルムローション0.1％
デキサメタゾンプロピオン酸エス
テル

10g /本 大鵬薬品

子宮頸管熟化剤（プロスタグランジンE2製剤）

プロウペス膣用剤10mg ジノプロストン 10mg /個 フェリング・ファーマ -
産婦人科
レボスパ静注用200mgと切替

皮膚科
院外→常備
エクラープラスター20μg/cm

2
と切替



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

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
臨時継続

コートリル錠10mg ヒドロコルチゾン 10mg /錠 ファイザー 7.40 /錠
脳神経外科
緊急→臨時

ファンギゾンシロップ100mg/mL アムホテリシンB 100mg /mL クリニジェン 54.60 /mL
薬剤部
院外→臨時

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

　　タゾバクタム：500mg
　　セフトロザン：1000mg /瓶

MSD 6,403.00 /瓶
院内感染対策委員会
臨時継続

塩酸メピバカイン注シリンジ1％「NP」
（相互接続防止コネクタ対策品）

メピバカイン塩酸塩 1％ /10mL /筒 丸石製薬 173.00 /筒 麻酔科

イオパミロン注370シリンジ イオパミドール 75.52％ /100mL /筒 バイエル薬品 5582.00 /筒 放射線科

イノバン注0.3％シリンジ ドパミン塩酸塩 0.3％ /50mL /筒 協和キリン 1,002.00 /筒 薬剤部

オザペン注80mg オザグレルナトリウム 80mg /5mL /管 武田テバファーマ 784.00 /管 薬剤部

ザイボックス注射液600mg リネゾリド 600mg /300mL /袋 ファイザー 13,328.00 /袋 薬剤部

選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬　　

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）

【注　　射　　薬】

β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

酸化セルロース 2,903.60 /枚

可吸収性止血剤

オキサゾリジノン系合成抗菌剤

局所麻酔剤

非イオン性尿路・血管造影剤

ニューニット
15.2cm×22.9cm

ジョンソン・エンド・
ジョンソン

泌尿器科
臨時継続

11443.10 /組 脳神経外科

血漿分画製剤

臨時購入薬品一覧

ボルヒール組織接着用1mL

【外　　用　　薬】

【内　　服　　薬】

副腎皮質ホルモン剤

ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤

※新規薬品については、2020年10月1日から使用可能となります。

急性循環不全改善薬

1mL4瓶 /組 日本血液製剤機構フィブリノゲン加第13因子

トロンボキサン合成酵素阻害剤



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

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 臨時→院外

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 ドネペジル塩酸塩 3mg /錠 Meiji Seika ファルマ 57.30 /錠 常備→院外

アスピリン / ボノプラザンフマル酸塩配合剤

キャブピリン配合錠
アスピリン・
ボノプラザンフマル酸塩

1錠
武田薬品
大塚製薬

130.30 /錠 脳神経外科

5-FU軟膏5％協和 フルオロウラシル 20g /本 協和キリン 6,470.00 /本 皮膚科

コレクチム軟膏0.5％ デルゴシチニブ 5g /本 鳥居薬品 698.50 /本 皮膚科

アレジオンLX点眼液0.1％ エピナスチン塩酸塩 5mL /本 田辺三菱製薬 3518.00 /本 皮膚科

エクラープラスター20μg/cm2 デプロドンプロピオン酸エステル 1.5mg /7.5cm×10cm /枚 久光製薬 56.50 /枚
常備→院外
メサデルムローション0.1％と切替

ペンタサ坐剤1g メサラジン 1g /個 杏林製薬 263.30 /個 常備→院外

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

レグテクト錠333mg アカンプロサートカルシウム 333mg /錠 日本新薬 47.90 /錠 精神科

精神神経安定剤

コントミン糖衣錠12.5mg クロルプロマジン塩酸塩 12.5mg /錠 田辺三菱製薬 9.40 /錠 精神科

躁病・躁状態治療剤

リーマス錠200 炭酸リチウム 200mg /錠 大正製薬 18.20 /錠 消化器内科

リアルダ錠1200mg メサラジン 1200mg /錠 持田製薬 193.70 /錠 消化器内科

ニトロールスプレー1.25mg 硝酸イソソルビド 163.5mg 10g 100回 /瓶 エーザイ 1,178.60 /瓶 循環器内科

ハイゼントラ20％皮下注4g/20mL pH4処理酸性人免疫グロブリン 4g /20mL /瓶 CSLベーリング 32,582.00 /瓶 血液内科

ノーベルバール静注用250mg フェノバルビタールナトリウム 250mg /瓶 ノーベルファーマ 2,153.00 /瓶 小児科

ナルベイン注20mg ヒドロモルフォン塩酸塩 20mg /2mL /管 第一三共 6,457.00 /管 産婦人科

潰瘍性大腸炎治療剤

抗プラスミン剤

抗アレルギー点眼剤

ディナゲスト錠0.5mg 166.50 /錠

外用ヤヌスキナーゼ阻害剤

外用副腎皮質ホルモン剤

【内　　服　　薬】

ジエノゲスト

院外処方箋専用薬品一覧

抗腫瘍外用剤

【外　　用　　薬】

0.5mg /錠 産婦人科

月経困難症治療剤

※緊急採用薬品は、症例毎（患者毎）に申請書が必要です。

潰瘍性大腸炎治療剤

【外　　用　　薬】

【内　　服　　薬】

※新規院外処方箋専用薬品は、2020年10月1日から使用可能となります。

持田製薬

※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。

狭心症発作寛解用口腔内スプレー剤

抗けいれん剤

癌疼痛治療用注射剤

【注　　射　　薬】

血漿分画製剤（皮下注用人免疫グロブリン製剤）

アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤

緊急採用（患者限定）薬品一覧

アルコール依存症 断酒補助剤



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

オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」 5mg /錠 97.00 /錠

オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」 10mg /錠 179.80 /錠

オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」 20mg /錠 327.00 /錠

オキシコドン徐放錠40mg「第一三共」 40mg /錠 598.00 /錠

セレコックス錠100mg セレコキシブ 100mg /錠 アステラス製薬 69.00 /錠
常備→中止
セレコキシブ錠100mg「ファイザー」と
切替

ゼチーア錠10mg エゼチミブ 10mg /錠 バイエル薬品 173.20 /錠
常備→中止
エゼチミブ錠10mg「TE」と切替

バイミカード錠10mg ニソルジピン 10mg /錠 バイエル薬品 24.90 /錠 院外→中止（販売中止）

ベリプラストPコンビセット組織接着用3mL 3mL2キット /組 33459.50 /組

ベリプラストPコンビセット組織接着用5mL 5mL2キット /組 53957.40 /組

ベリプラストPコンビセット組織接着用0.5mL フィブリノゲン加第13因子 0.5mL2キット /組 CSLベーリング  8561.80 /組 緊急→中止

マンニットールS注射液
（ボトル容器）

D-ソルビトール・D-マンニトール 300mL /瓶 陽進堂 480.00 /袋
常備→中止（販売中止）
マンニットールS注射液（プラスチック
バッグ）と切替

イオベリン240注10mL イオヘキソール 51.77％ 10mL /瓶 武田テバファーマ 435.00 /瓶
常備→中止（販売中止）
オムニパーク240注10mLと切替

フィブリノゲン加第13因子 CSLベーリング
常備→中止
ボルヒール組織接着用3mL・5mLと切替

血漿分画製剤（生理的組織接着剤）

30g /本 小野薬品 1,437.00 /本
常備→中止
プロスタンディン軟膏0.003％（10g/本）と切替

化学的殺菌・消毒剤（医療用器具・機器・装置専用）

フタラール消毒液0.55％「ケンエー」 フタラール

血漿分画製剤（生理的組織接着剤）

健栄製薬 -
常備→中止
ディスオーパ消毒液0.55％と切替

非ステロイド性消炎・鎮痛剤（COX-2選択的阻害剤）

採用中止薬品一覧

【外　　用　　薬】

脳圧降下・浸透圧利尿剤

3.8L /本

持続性癌疼痛治療剤

オキシコドン塩酸塩水和物 第一三共
常備→中止（販売中止）
オキシコドン徐放錠NX5mg・10mg・
20mg・40mg「第一三共」と切替

【内　　服　　薬】

小腸トランスポーター阻害剤 / 高脂血症治療剤

持効性Ca拮抗剤

非イオン性造影剤

プロスタンディン軟膏0.003％
（30g/本）

アルプロスタジル アルファデクス

【注　　射　　薬】

プロスタグランジンE1製剤 / 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

子宮頸管熟化剤（DHA-S製剤）

レボスパ静注用200mg
プラステロン硫酸エステルナトリ
ウム水和物

200mg /瓶 コーアイセイ 752.00 /瓶
常備→中止（販売中止）
プロウペス膣用剤10mgと切替


