
令和2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/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→常備
インタール細粒10％と切替

ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg
「日医工」

ビソプロロールフマル酸塩 2.5mg /錠 日医工 10.10 /錠
循環器内科
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」と
切替

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
小児科
院外→常備
ユベラNソフトカプセル200mgと切替

プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」 プラバスタチンナトリウム 10mg /錠 ニプロESファーマ 16.80 /錠
薬剤部
プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」と
切替

ニュープロパッチ4.5mg ロチゴチン 4.5mg /枚 大塚製薬 402.70 /枚
脳神経内科
院外→常備
エフピーOD錠2.5と切替

プレセデックス静注液200μg
「ファイザー」

デクスメデトミジン塩酸塩 200μg 2mL /瓶 ファイザー 3,441.00 /瓶
薬剤部
プレセデックス静注液200μg「マルイシ」
と切替

フルオロウラシル注250mg「トーワ」 250mg /瓶 168.00 /瓶

フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 1000mg /瓶 620.00 /瓶

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

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
緊急→臨時

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
臨時継続

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
臨時継続

※新規薬品については、2021年1月4日から使用可能となります。

2,218.00 /瓶 麻酔科アネレム静注用50mg

3mg 100mL /袋
グラニセトロン点滴静注バッグ
3mg/100mL「HK」

1,625.00 /袋 薬剤部

がん化学療法委員会
5-FU注250mg・1000mgと切替

吸入ステロイド喘息治療剤

フルオロウラシル 東和薬品

グラニセトロン塩酸塩

キュバール50エアゾール

5-HT3受容体拮抗型制吐剤

全身麻酔剤

臨時購入薬品一覧

光製薬

2,080.60 /瓶
小児科
臨時継続

【注　　射　　薬】

レミマゾラムベシル酸塩

HMG-CoA還元酵素阻害剤－高脂血症治療剤－

【外　　用　　薬】

【注　　射　　薬】

【内　　服　　薬】

HCNチャネル遮断剤

7mg 8.7g 100回 /瓶

漢方製剤

胃炎・胃潰瘍治療剤

ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

※新規薬品については、2021年1月4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】

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

【外　　用　　薬】

抗悪性腫瘍剤

α2作動性鎮静剤

微小循環系賦活剤

解熱鎮痛剤

選択的β1アンタゴニスト

50mg /瓶 ムンディファーマ

大日本住友製薬



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

ビソプロロールフマル酸塩錠5mg
「日医工」

ビソプロロールフマル酸塩 5mg /錠 日医工 12.20 /錠
常備→院外
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」
と切替

ユベラNソフトカプセル200mg トコフェロールニコチン酸エステル 200mg /Cap エーザイ 9.40 /cap
常備→院外
ユベラNカプセル100mgと切替

エフピーOD錠2.5 セレギリン塩酸塩 2.5mg /錠 エフピー 294.90 /錠
常備→院外
ニュープロパッチ4.5mgと切替

ボルタレン錠25mg ジクロフェナクナトリウム 25mg /錠 ノバルティスファーマ 10.50 /錠 常備→院外

エリスパン錠0.25mg フルジアゼパム 0.25mg /錠 大日本住友製薬 7.50 /錠 常備→院外

アムロジピンOD錠10mg「サワイ」 アムロジピンベシル酸塩 10mg /錠 沢井製薬 24.90 /錠 腎臓内科

ダーブロック錠2mg 2mg /錠 185.80 /錠

ダーブロック錠4mg 4mg /錠 327.40 /錠

ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」 ブロムヘキシン塩酸塩 4mg /錠 沢井製薬 5.10 /錠
耳鼻咽喉科
ビソルボン錠4mgと切替

5-FU軟膏5％協和 フルオロウラシル 5g /本 協和キリン 1,617.50 /本
皮膚科
20g/本と切替

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

ベムリディ錠25mg
テノホビル アラフェナミド
フマル酸塩

25mg /錠 ギリアド・サイエンシズ 968.40 /錠 血液内科

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
小児科
院外→緊急

カデックス外用散0.9％ ヨウ素 50g /瓶 スミス・アンド・ネフュー 3,130.00 /瓶 皮膚科

ステラーラ点滴静注130mg ウステキヌマブ（遺伝子組換え）  130mg 26mL /瓶
ヤンセンファーマ
田辺三菱製薬

193,123.00 /瓶 消化器内科

ステラーラ皮下注45mgシリンジ ウステキヌマブ（遺伝子組換え）  45mg 0.5mL /筒
ヤンセンファーマ
田辺三菱製薬

381,818.00 /筒 消化器内科

コアベータ静注用12.5mg ランジオロール塩酸塩 12.5mg /瓶 小野薬品 2,759.00 /瓶 放射線科

院外処方箋専用薬品一覧

褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

【注　　射　　薬】

鎮痛・抗炎症剤

マイナートランキライザー

【内　　服　　薬】

HIF-PH阻害剤

※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。

【外　　用　　薬】

協和キリン 腎臓内科

気道粘液溶解剤

ダプロデュスタット

微小循環系賦活剤

パーキンソン病治療剤（選択的MAO-B阻害剤）

選択的β1アンタゴニスト

微小循環系賦活剤

【内　　服　　薬】

※新規院外処方箋専用薬品は、2021年1月4日から使用可能となります。

【外　　用　　薬】

抗腫瘍外用剤

緊急採用（患者限定）薬品一覧

短時間作用型β1選択的遮断剤

持続性Ca拮抗剤 / 高血圧症・狭心症治療剤

抗ウイルス化学療法剤

ヒト型抗ヒトIL-12/23ｐ40モノクローナル抗体製剤

ヒト型抗ヒトIL-12/23ｐ40モノクローナル抗体製剤



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

インタール細粒10％ クロモグリク酸ナトリウム 100mg /g サノフィ 58.20 /g
常備→中止（販売中止）
カロナールシロップ2％と切替

プラバスタチンナトリウム錠10mg
「NP」

プラバスタチンナトリウム 10mg /錠 ニプロ 16.80 /錠 常備→中止
プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」と切替

ビソルボン錠4mg ブロムヘキシン塩酸塩 4mg /錠 サノフィ 5.80 /錠
院外→中止（販売中止）
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」と
切替

ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg
「ゼリア」

ジクロフェナクナトリウム 12.5mg /個 ゼリア新薬 19.70 /個 常備→中止

インタール点鼻液2％ クロモグリク酸ナトリウム  190mg 9.5mL /瓶 サノフィ 682.70 /瓶 院外→中止（販売中止）

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 院外→中止（販売中止）

プレセデックス静注液200μg
「マルイシ」

デクスメデトミジン塩酸塩 200μg 2mL /瓶 丸石製薬 3,559.00 /瓶
常備→中止
プレセデックス静注液200μg「ファイザー」と
切替

5-FU注250mg 250mg /瓶 299.00 /瓶

5-FU注1000mg 1000mg /瓶 1,095.00 /瓶

抗腫瘍外用剤

気道粘液溶解剤

採用中止薬品一覧

鎮痛・解熱・抗炎症剤

抗悪性腫瘍剤

フルオロウラシル 協和キリン

食物アレルギー治療剤

常備→中止
フルオロウラシル注250mg・1000mg
「トーワ」と切替

α2作動性鎮静剤

【内　　服　　薬】

【外　　用　　薬】

HMG-CoA還元酵素阻害剤－高脂血症治療剤－

【注　　射　　薬】

アレルギー性鼻炎治療剤


