
令和3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

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
臨時→常備
ユビデカレノン錠10mg「サワイ」と切替

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→常備
ツムラ防風通聖散エキス顆粒と切替

テプレノン細粒10%「YD」 テプレノン 100mg /g 陽進堂 10.70 /g
薬剤部
テプレノン細粒10%「日医工」と切替

アシクロビルシロップ8％「タカタ」 アシクロビル 80mg /mL 高田製薬 24.70 /mL
小児科
ビクロックスシロップ8％と切替

イグザレルトOD錠15mg リバーロキサバン 15mg /錠 バイエル薬品 517.00 /錠
循環器内科
イグザレルト錠15mgと切替

ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 ロスバスタチンカルシウム 2.5mg /錠 第一三共エスファ 16.40 /錠
薬剤部
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」と
切替

ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」 ピオグリタゾン塩酸塩 15mg /錠 ファイザー 17.50 /錠
薬剤部
ピオグリタゾンOD錠15mg「ファイザー」と
切替

イコサペント酸エチル粒状カプセル
900mg「サワイ」

イコサペント酸エチル 900mg /包 沢井製薬 36.50 /包 エパデールS900と切替

ケトコナゾールローション2%「JG」 ケトコナゾール 10g /本 日本ジェネリック 171.0 /本
皮膚科
ケトコナゾールローション2%「イワキ」と
切替

DTビック 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド 0.1mL /瓶 田辺三菱製薬 －
薬剤部
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド
「タケダ」と切替

HMG-CoA還元酵素阻害剤

HCNチャネル遮断剤

※新規薬品については、2021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。

EPA製剤

選択的直接作用型第Ⅹa因子阻害剤

【外　　用　　薬】

漢方製剤

盛岡赤十字病院　院長　　久保　直彦

令和3年6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】

ワクチン・トキソイド混合製剤

抗ウイルス化学療法剤

外用抗真菌剤

インスリン抵抗性改善剤・2型糖尿病治療剤

胃炎・胃潰瘍治療剤

【注　　射　　薬】



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

イグザレルトOD錠10mg リバーロキサバン 10mg /錠 バイエル薬品 364.10 /錠 循環器内科

フォシーガ錠10mg
ダパグリフロジン
プロピレングリコール水和物

10mg /錠 アストラゼネカ 274.30 /錠 循環器内科

エベレンゾ錠20mg 20mg /錠 375.40 /錠

エベレンゾ錠50mg 50mg /錠 793.90 /錠

エベレンゾ錠100mg 100mg /錠 1,399.00 /錠

ゾーフィゴ静注 塩化ラジウム（223Ra） 1回分 バイエル薬品 697,614.00 /瓶 泌尿器科

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

ポラキス錠1 オキシブチニン塩酸塩 1mg /錠 クリニジェン 11.90 /錠 小児科

ゼジューラカプセル100mg ニラパリブトシル酸塩水和物 100mg /cap 武田薬品工業 10,370.20 /cap 産婦人科

イフェクサーSRカプセル37.5mg ベンラファキシン塩酸塩 37.5mg /cap ファイザー 131.60 /cap 精神科

ツムラ麻杏薏甘湯エキス顆粒
（医療用）

- 2.5g /包 ツムラ 8.90 /g 麻酔科

リベルサス錠3mg 3mg /錠 143.20 /錠

リベルサス錠7mg 7mg /錠 334.20 /錠

リベルサス錠14mg 14mg /錠 501.30 /錠

バフセオ錠150mg 150mg /錠 213.50 /錠

バフセオ錠300mg 300mg /錠 376.20 /錠

イグザレルト錠15mg リバーロキサバン 15mg /錠 バイエル薬品 505.60 /錠
常備→院外
イグザレルトOD錠15mgと切替

ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 ロスバスタチンカルシウム 2.5mg /錠 第一三共エスファ 16.40 /錠
常備→院外
ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」と切替

ピオグリタゾンOD錠15mg
「ファイザー」

ピオグリタゾン塩酸塩 15mg /錠 ファイザー 17.50 /錠
常備→院外
ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」と
切替

ユビデカレノン錠10mg「サワイ」 ユビデカレノン  10mg /錠 沢井製薬 5.90 /錠
常備→院外
コララン錠2.5mgと切替

インスリン抵抗性改善剤・2型糖尿病治療剤

HMG-CoA還元酵素阻害剤

尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤

抗悪性腫瘍剤/ポリアデノシン5’二リン酸リボースポリメラーゼ（PARP）阻害剤

【内　　服　　薬】

HIF-PH阻害剤・腎性貧血治療剤

選択的SGLT2阻害剤

放射性医薬品・抗悪性腫瘍剤

2,218.00 /瓶
麻酔科
臨時継続

代謝性強心剤

泌尿器科
緊急→臨時

セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤

アネレム静注用50mg

【内　　服　　薬】

※新規薬品については、2021年7月1日から使用可能となります。

院外処方箋専用薬品一覧

選択的直接作用型第Ⅹa因子阻害剤

臨時購入薬品一覧

選択的直接作用型第Ⅹa因子阻害剤

全身麻酔剤

ロキサデュスタット アステラス製薬

【注　　射　　薬】

レミマゾラムベシル酸塩

HIF-PH阻害剤・腎性貧血治療剤

2型糖尿病治療剤・経口GLP-1受容体作動剤

50mg /瓶 ムンディファーマ

漢方製剤

総合診療科セマグルチド（遺伝子組換え）
ノボノルディスク

ファーマ

バダデュスタット 田辺三菱製薬 総合診療科



ツムラ防風通聖散エキス顆粒
（医療用）

- 2.5g /包 ツムラ 8.50 /g
常備→院外
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒と切替

セルベックス細粒10% テプレノン 100mg/ g EAファーマ 14.30 /g 臨時→院外

エパデールS900 イコサペント酸エチル 900mg /包 持田製薬 73.40 /包
常備→院外
イコサペント酸エチル粒状カプセル
900mg「サワイ」と切替

グランダキシン錠50 トフィソパム 50mg /錠 持田製薬 12.30 /錠 常備→院外

エンテロノン-R散 耐性乳酸菌 100mg /g EAファーマ 6.30 /g 常備→院外

アグリリンカプセル0.5mg アナグレリド塩酸塩水和物 0.5mg /cap 武田薬品工業 788.70 /cap 緊急→中止、院外処方箋専用薬へ

アセチルスピラマイシン錠200 スピラマイシン酢酸エステル 200mg /錠 アスペンジャパン 42.40 /錠 緊急→中止、院外処方箋専用薬へ

エクセグラン錠100mg ゾニサミド 100mg /錠 大日本住友製薬 23.60 /錠 緊急→中止、院外処方箋専用薬へ

エルカルチンFF錠250mg レボカルニチン 250mg /錠 大塚製薬 256.00 /錠 緊急→中止、院外処方箋専用薬へ

ジャカビ錠5mg ルキソリチニブリン酸塩 5mg /錠 ノバルティスファーマ 3,775.40 /錠 緊急→中止、院外処方箋専用薬へ

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 341.60 /錠 緊急→中止、院外処方箋専用薬へ

ボンゾール錠100mg ダナゾール 100mg /錠 田辺三菱製薬 160.10 /錠 緊急→中止、院外処方箋専用薬へ

メジコン錠15mg
デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物

15mg /錠 塩野義製薬 5.70 /錠 緊急→中止、院外処方箋専用薬へ

レミニールOD錠4mg ガランタミン臭化水素酸塩 4mg /錠 武田薬品工業 89.80 /錠 緊急→中止、院外処方箋専用薬へ

バクスミー点鼻粉末剤3mg グルカゴン 3mg /瓶 日本イーライリリー 8,368.60 /瓶 小児科

オゼンピック皮下注0.25mgSD 0.25mg 0.5mL /キット 1,547.00 /キット

オゼンピック皮下注0.5mgSD 0.5mg 0.5mL /キット 3,094.00 /キット

ウルティブロ吸入用カプセル
グリコピロニウム臭化物/
インダカテロールマレイン酸塩

グリコピロニウム：50μg
インダカテロール：100μg /cap

ノバルティスファーマ 227.80 /cap 緊急→中止、院外処方箋専用薬へ

リンデロン坐剤1.0mg ベタメタゾン 1.0mg /個 塩野義製薬 85.80 /個 緊急→中止、院外処方箋専用薬へ

本態性血小板血症治療剤

アルツハイマー型認知症治療剤

自律神経調整剤

耐性乳酸菌製剤

鎮咳剤

抗てんかん剤

レボカルニチン製剤

抗悪性腫瘍剤・ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

漢方製剤

抗生物質製剤

EPA製剤

経口脊髄小脳変性症治療剤

子宮内膜症・乳腺症治療剤

胃炎・胃潰瘍治療剤

※新規院外処方箋専用薬品は、2021年7月1日から使用可能となります。

【外　　用　　薬】

合成副腎皮質ホルモン剤

長時間作用性吸入気管支拡張配合剤

2型糖尿病治療剤・持続性GLP-1受容体作動剤

セマグルチド（遺伝子組換え）
ノボノルディスク

ファーマ
総合診療科

低血糖時救急治療剤



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

プロタノールS錠15mg ｄｌ-イソプレナリン塩酸塩 15mg /錠 興和 24.30 /錠 循環器内科

メラトベル顆粒小児用0.2％ メラトニン 2mg /g ノーベルファーマ 207.80 /g 小児科

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 22.10 /cap 小児科

アトモキセチン錠10mg「トーワ」 10mg /錠 90.30 /錠

アトモキセチン錠25mg「トーワ」 25mg /錠 113.50 /錠

ノベルジン錠25mg 酢酸亜鉛水和物 25mg /錠 ノーベルファーマ 274.40 /錠 小児科

エベレンゾ錠20mg ロキサデュスタット 20mg /錠 アステラス製薬 375.40 /錠 泌尿器科

プラザキサカプセル75mg
ダビガトランエテキシラート
メタンスルホン酸塩

75mg /cap
日本ベーリンガー
インゲルハイム

136.90 /cap 脳神経内科

エンタカポン錠100mg「JG」 エンタカポン 100mg /錠 日本ジェネリック 41.90 /錠 総合診療科

プロトピック軟膏0.03％小児用 タクロリムス水和物 5g /本 マルホ 483.00 /本 小児科

ハルロピテープ8mg ロピニロール塩酸塩 8mg /枚 協和キリン 384.80 /枚 総合診療科

イデルビオン静注用3500
アルブトレペノナコグ アルファ
（遺伝子組換え）

 3500国際単位 /瓶 CSLベーリング 1,190,087.00 /瓶 小児科

キイトルーダ点滴静注100mg
ペムブロリズマブ
（遺伝子組換え）

 100mg 4mL /瓶 MSD 242,355.00 /瓶 血液内科

イモバックスポリオ皮下注 不活化ポリオウイルス 0.5mL /筒 サノフィ － 小児科

ウィルソン病治療剤（銅吸収阻害剤）・低亜鉛血症治療剤

経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

HIF-PH阻害剤・腎性貧血治療剤

直接トロンビン阻害剤

アトモキセチン塩酸塩 東和薬品 小児科

痙性麻痺緩解剤・悪性症候群治療剤

注意欠陥/多動性障害治療剤（選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤）

【注　　射　　薬】

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

【内　　服　　薬】

※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】

抗悪性腫瘍剤・ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体

メラトニン受容体作動性入眠改善剤

緊急採用（患者限定）薬品一覧

心機能・組織循環促進剤

末梢COMT阻害剤

アトピー性皮膚炎治療剤（免疫抑制外用剤）

ウイルスワクチン類



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

ビクロックスシロップ8％ アシクロビル  80mg /mL Meiji Seika ファルマ 24.70 /mL
常備→中止（販売中止）
アシクロビルシロップ8％「タカタ」と切替

テプレノン細粒10%「日医工」 テプレノン  100mg /g  日医工 10.70 /g
常備→中止
テプレノン細粒10%「YD」と切替

クリノリル錠100 スリンダク  100mg /錠 杏林製薬 11.90 /錠 院外→中止（販売中止）

インデラル錠10mg プロプラノロール塩酸塩  10mg /錠 アストラゼネカ 11.60 /錠 緊急→中止

クロルマジノン酢酸エステル錠25mg
「日医工」

クロルマジノン酢酸エステル  25mg /錠 日医工 10.20 /錠 緊急→中止

モルペス細粒2％ モルヒネ硫酸塩水和物 20mg /g 藤本製薬 401.80 /g 緊急→中止

ラコールNF配合経腸用半固形剤 - 300g /袋 大塚製薬 300.00 /袋 緊急→中止

ケトコナゾールローション2%
「イワキ」

ケトコナゾール 10g /本 岩城製薬 171.0 /本
常備→中止（販売中止）
ケトコナゾールローション2%「JG」と切替

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 1,954.80 /瓶 臨時→中止

デュロテップMTパッチ2.1mg フェンタニル 2.1mg /枚 ヤンセンファーマ 1,718.70 /枚 緊急→中止

グラニセトロン点滴静注バッグ
3mg/100mL「HK」

グラニセトロン塩酸塩 3mg 100mL /袋 光製薬 1,540.00 /袋 臨時→中止

ロイコプロール点滴静注用
800万単位

ミリモスチム 800万単位 /瓶 JCRファーマ 13,916.00 /瓶 常備→中止（販売中止）

イスコチン注100mg イソニアジド 100mg 2mL /管 アルフレッサファーマ 94.00 /管 緊急→中止

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド
「タケダ」

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド 1mL /瓶 武田薬品工業 －
常備→中止（販売中止）
DTビックと切替

持続性癌疼痛治療剤

外用抗真菌剤

ワクチン・トキソイド混合製剤

非ステロイド性消炎・鎮痛剤

高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤

前立腺肥大症・癌治療剤

結核化学療法剤

経腸栄養剤

経皮吸収型持続性疼痛治療剤

吸入ステロイド喘息治療剤

胃炎・胃潰瘍治療剤

採用中止薬品一覧

白血球減少症治療剤

【内　　服　　薬】

【外　　用　　薬】

抗ウイルス化学療法剤

5-HT3受容体拮抗型制吐剤

【注　　射　　薬】


