
令和3年3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

プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 25mg /錠 21.80 /錠

プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 75mg /錠 36.30 /錠

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg
「サワイ」

エナラプリルマレイン酸塩 5mg /錠 沢井製薬 10.10 /錠
薬剤部
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MEEK」
と切替

テオフィリン徐放ドライシロップ
小児用20％「サワイ」

テオフィリン 200mg /g 沢井製薬 44.90 /g
薬剤部
テルバンスDS20％と切替

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→常備
ペリンドプリル錠4mg「日医工」と切替

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
臨時→常備
アレビアチン錠100mgと切替

メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 メマンチン塩酸塩 5mg /錠 第一三共エスファ 51.10 /錠 メマリーOD錠5mgと切替

ニューモバックスNPシリンジ 肺炎球菌ワクチン 0.5mL /筒 MSD 4,735.00 /筒
総合診療科
ニューモバックスNP（バイアル製剤）
と切替

グルカゴンGノボ注射用1mg グルカゴン（遺伝子組換え） 1mg /瓶 ノボノルディスクファーマ 1,862.00 /瓶
薬剤部
グルカゴン注射用1単位「F」と切替

ソル・メドロール静注用40mg 40mg /瓶 360.00 /瓶

ソル・メドロール静注用125mg 125mg /瓶 725.00 /瓶

ソル・メドロール静注用500mg 500mg /瓶 2,174.00 /瓶

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 5,582.00 /筒
放射線科
臨時→常備

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 100mg /10mL /筒 丸石製薬 173.00 /筒
麻酔科
臨時→常備

スルバシリン静注用0.75g 0.75g /瓶 258.00 /瓶

スルバシリン静注用3g 3g /瓶 345.00 /瓶

持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤

副腎皮質ホルモン剤

NMDA受容体拮抗 アルツハイマー型認知症治療剤

疼痛治療剤（神経障害性疼痛・線維筋痛症）

プレガバリン ファイザーUPJ
整形外科
リリカOD錠25mg・75mgと切替

キサンチン系気管支拡張剤

Meiji Seika ファルマ

グルカゴン（遺伝子組換え）製剤

日本血液製剤機構

細菌ワクチン類

副腎皮質ホルモン剤

【外　　用　　薬】

1mL4瓶 /組フィブリノゲン加第13因子

盛岡赤十字病院　院長　　久保　直彦

令和3年3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お知らせいたします。

常備購入薬品一覧

【内　　服　　薬】

非イオン性尿路・血管造影剤

【注　　射　　薬】

局所麻酔剤

ユナシン-S静注用0.75g・キット静注用3g
と切替

※新規薬品については、2021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。

血漿分画製剤

ボルヒール組織接着用1mL

ファイザー
薬剤部
注射用ソル・メルコート40・125・500
と切替

β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

アンピシリンナトリウム・
スルバクタムナトリウム

11,443.10 /組
脳神経外科　　臨時→常備
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（ガーゼ型）
1.3cm×5.1cm・5.1cm×35.6cm・10.2cm×20.3cmと切替

メチルプレドニゾロン
コハク酸エステルナトリウム

選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬　　



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

ロケルマ懸濁用散分包5g
ジルコニウムシクロケイ酸
ナトリウム水和物

5g /包 アストラゼネカ 1,095.20 /包 総合診療科

リスミー錠2mg リルマザホン塩酸塩水和物 2mg /錠 共和薬品 24.20 /錠 薬剤部

オザグレルNa点滴静注80mg「FY」 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
臨時継続

フェインジェクト静注500mg カルボキシマルトース第二鉄 500mg /10mL /瓶 ゼリア新薬 6,078.00 /瓶 産婦人科

エンセバック皮下注用 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン 1瓶 Meiji Seika ファルマ － 薬剤部

睡眠誘導剤

トロンボキサン合成酵素阻害剤

【内　　服　　薬】

臨時購入薬品一覧

※新規薬品については、2021年4月1日から使用可能となります。

ウイルスワクチン類

【注　　射　　薬】

高カリウム血症改善剤

鉄欠乏性貧血治療剤



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

リリカOD錠25mg 25mg /錠 65.20 /錠

リリカOD錠75mg 75mg /錠 108.80 /錠

ペリンドプリル錠4mg「日医工」 ペリンドプリルエルブミン 4mg /錠 日医工 44.90 /錠
常備→院外
ミネブロ錠2.5mgと切替

メマリーOD錠5mg メマンチン塩酸塩 5mg /錠 第一三共 134.70 /錠
常備→院外
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」と切
替

プレミネント配合錠LD
ロサルタンカリウム・
ヒドロクロロチアジド

1錠 MSD 105.20 /錠 常備→院外

ベサコリン散5％ ベタネコール塩化物 50mg /g エーザイ 12.40 /g 常備→院外

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 臨時→院外

ユリス錠0.5mg 0.5mg /錠 30.00 /錠

ユリス錠1mg 1mg /錠 54.80 /錠

ユリス錠2mg 2mg /錠 100.20 /錠

エンレスト錠100mg 100mg /錠 115.20 /錠

エンレスト錠200mg 200mg /錠 201.90 /錠

アレロック錠5 オロパタジン塩酸塩 5mg /錠 協和キリン 41.20 /錠 皮膚科

インフリーカプセル100mg インドメタシン ファルネシル 100mg /cap エーザイ 16.50 /cap 脳神経内科

クロモグリク酸Na点鼻液2％
「トーワ」

クロモグリク酸ナトリウム 190mg 9.5mL /瓶 東和薬品 270.20 /本 呼吸器内科

エクロックゲル5％ ソフピロニウム臭化物 1000mg 20g /本 科研製薬 4874.00 /本 皮膚科

デュピクセント皮下注300mgペン デュピルマブ（遺伝子組換え） 300mg /2mL /キット サノフィ 66,562.00 /キット 皮膚科

ルムジェブ注ミリオペン
インスリン リスプロ
（遺伝子組換え）

300単位 /キット 日本イーライリリー 1,400.00 /キット 総合診療科

ソリクア配合注ソロスター
インスリン グラルギン（遺伝子組換え）・
リキシセナチド（遺伝子組換え） 1キット サノフィ 6,497.00 /キット 総合診療科

インスリン リスプロBS注ソロスター
HU「サノフィ」

インスリン リスプロ
（遺伝子組換え）

300単位 /キット サノフィ 1,258.00 /キット 総合診療科

副交感神経亢進剤

大日本住友製薬

※新規院外処方箋専用薬品は、2021年4月1日から使用可能となります。

循環器内科

フェニトイン

持続性ARB/利尿薬合剤

アレビアチン錠100mg
常備→院外
コートリル錠10mgと切替

抗てんかん剤

NMDA受容体拮抗 アルツハイマー型認知症治療剤

【内　　服　　薬】

院外処方箋専用薬品一覧

【注　　射　　薬】

アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害剤（ARNI）

サクビトリルバルサルタン
ナトリウム水和物

アレルギー性鼻炎治療剤

【外　　用　　薬】

100mg /錠

ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤

アレルギー性疾患治療剤

選択的尿酸再吸収阻害剤－高尿酸血症治療剤－

ドチヌラド 持田製薬 脳神経外科

12.90 /錠

ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体 デュピルマブ（遺伝子組換え）製剤

持続性組織ACE阻害剤

疼痛治療剤（神経障害性疼痛・線維筋痛症）

プレガバリン ファイザー
常備→院外
プレガバリンOD錠「ファイザー」25mg・
75mgと切替

ノバルティスファーマ

組織活性型鎮痛・抗炎症剤

原発性腋窩多汗症治療剤

抗糖尿病剤

持効型溶解インスリンアナログ製剤/GLP-1受容体作動薬

抗糖尿病剤



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

エンレスト錠50mg
サクビトリルバルサルタン
ナトリウム水和物

50mg /錠 ノバルティスファーマ 65.70 /錠 循環器内科

鎮咳剤

メジコン錠15mg
デキストロメトルファン臭化水素
酸水和物

15mg /錠 塩野義製薬 5.70 /錠 麻酔科

HIP-PH阻害剤　腎性貧血治療剤

エベレンゾ錠50mg ロキサデュスタット 50mg /錠 アステラス製薬 793.90 /錠 泌尿器科

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 血液内科

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 整形外科

プログラフカプセル1mg タクロリムス水和物 1mg /cap アステラス製薬 619.60 /cap 脳神経内科

エフピーOD錠2.5mg セレギリン塩酸塩 2.5mg /錠 エフピー 249.90 /錠 脳神経内科

フェインジェクト静注500mg カルボキシマルトース第二鉄 500mg /10mL /瓶 ゼリア新薬 6,078.00 /瓶 産婦人科

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

※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。

可吸収性止血剤

鉄欠乏性貧血治療剤

【注　　射　　薬】

アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害剤（ARNI）

※緊急採用薬品は、症例毎（患者毎）に申請書が必要です。

【外　　用　　薬】

【内　　服　　薬】

緊急採用（患者限定）薬品一覧

可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激剤

ジョンソン・エンド・
ジョンソン

2,903.60 /枚酸化セルロース
ニューニット

15.2cm×22.9cm
泌尿器科
臨時→緊急

ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

パーキンソン病治療剤（選択的MAO-B阻害剤）

免疫抑制剤



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

エナラプリルマレイン酸塩錠5mg
「MEEK」

エナラプリルマレイン酸塩 5mg /錠 小林化工 10.10 /錠
常備→中止
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」
と切替

テルバンスDS20％ テオフィリン 200mg /g 日医工 44.90 /g
常備→中止（販売中止）
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20％
「サワイ」と切替

ダオニール錠1.25mg 1.25mg /錠 6.40 /錠

ダオニール錠2.5mg 2.5mg /錠 11.00 /錠

インプロメン細粒1％ ブロムペリド―ル 10mg /g 田辺三菱製薬 78.30 /g 院外→中止（販売中止）

アダラートカプセル5mg ニフェジピン 5mg /cap バイエル薬品 12.20 /cap 院外→中止（販売中止）

アボビスカプセル50 アクラトニウムナパジシル酸 50mg /cap 富士フィルム富山化学 8.00 /cap 院外→中止（販売中止）

テオドールドライシロップ20％ テオフィリン 200mg /g 田辺三菱製薬 77.70 /g 院外→中止（販売中止）

トレリーフ錠25mg ゾニサミド 25mg /錠 大日本住友製薬 966.10 /錠 院外→中止（販売中止）

エンタカポン錠100mg「KN」 エンタカポン 100mg /錠 小林化工 54.40 /錠 緊急→中止

1.3cm×5.1cm /枚 919.70 /枚

5.1cm×35.6cm /枚 1,592.90 /枚

10.2cm×20.3cm /枚 1,669.00 /枚

ニューモバックスNP（バイアル製剤） 肺炎球菌ワクチン 0.5mL /瓶 MSD 4,706.00 /瓶
常備→中止（販売中止）
ニューモバックスNPシリンジと切替

グルカゴン注射用1単位「F」 グルカゴン 1U.S.P.単位 /瓶 富士製薬 1,671.00 /瓶
常備→中止（販売中止）
グルカゴンGノボ注射用1mgと切替

注射用ソル・メルコート40 40mg /瓶 178.00 /瓶

注射用ソル・メルコート125 125mg /瓶 315.00 /瓶

注射用ソル・メルコート500 500mg /瓶 945.00 /瓶

スプレキュアMP皮下注用1.8 ブセレリン酢酸塩 1.8mg /筒 持田製薬 26,143.00 /筒 常備→中止（販売中止）

ユナシン-S静注用0.75g 0.75g /瓶 442.00 /瓶

ユナシン-Sキット静注用3g 3g /キット 1,355.00 /キット

ホスミシンSバッグ2g点滴静注用 ホスホマイシンナトリウム 2g /キット Meiji Seika ファルマ 1,143.00 /キット 常備→中止（販売中止）

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 臨時→中止

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 臨時→中止

イノバン注0.3％シリンジ ドパミン塩酸塩 150mg /50mL /筒 協和キリン 1,002.00 /筒 臨時→中止

【注　　射　　薬】

テオフィリン徐放性ドライシロップ

高血圧・狭心症治療剤（Ca拮抗剤）

消化管運動機能賦活剤

キサンチン系気管支拡張剤

β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

可吸収性止血剤

採用中止薬品一覧

【外　　用　　薬】

パーキンソン病治療剤・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療剤

末梢COMT阻害剤

ホスホマイシン系抗生物質製剤

【内　　服　　薬】

院外→中止（販売中止）

GnRH誘導体製剤

β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

アンピシリンナトリウム・
スルバクタムナトリウム

ファイザー

オキサゾリジノン系合成抗菌剤

グリベンクラミド

急性循環不全改善薬

常備→中止
スルバシリン静注用0.75g・3gと切替

合成グルカゴン製剤

副腎皮質ホルモン剤

メチルプレドニゾロンコハク酸
エステルナトリウム

富士製薬
常備→中止（販売中止）
ソル・メドロール静注用40・125・500と切替

経口血糖降下剤

細菌ワクチン類

持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤

精神神経安定剤

酸化セルロース
ジョンソン・エンド・

ジョンソン
常備→中止
ボルヒール組織接着用1mL

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット
（ガーゼ型）

サノフィ


