
令和3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

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
脳神経外科
緊急→常備
ソルコセリル注2mLと切替

ナルラピド錠2mg ヒドロモルフォン塩酸塩 2mg /錠 第一三共 206.60 /錠
緩和ケア科
緊急→常備
ソランタール錠50mgと切替

リスミー錠2mg リルマザホン塩酸塩水和物 2mg /錠 共和薬品 23.30 /錠
薬剤部
臨時→常備
塩酸リルマザホン錠2「MEEK」と切替

アイリーア硝子体内注射用キット
40mg/mL

アフリベルセプト（遺伝子組換え） 2mg /0.05mL /筒 バイエル薬品 137,292.00 /筒
眼科
アイリーア硝子体内注射液40mg/mLと
切替

アシクロビル点滴静注液250mg
「トーワ」

アシクロビル 250mg /10mL /管 東和薬品 445.00 /管
皮膚科
アシクロビル点滴静注用250mg「PP」と
切替

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 /0.5mL /筒 グラクソスミスクライン 2,418.00 /筒
脳神経内科
イミグラン注3と切替

オザグレルNa点滴静注80mgバッグ
「テルモ」

オザグレルナトリウム 80mg /200mL /袋 テルモ 1,004.00 /袋
脳神経外科
オザグレルNa点滴静注80mg200mL
バッグ「FY」と切替

テイコプラニン点滴静注用200mg
「明治」

テイコプラニン 200mg /瓶 Meiji Seika ファルマ 1,703.00 /瓶
血液内科
緊急→常備
ハベカシン注射液100mgと切替

パーサビブ静注透析用シリンジ5mg エテルカルセチド塩酸塩 5mg /2mL /筒 小野薬品 1,287.00 /筒
泌尿器科
パーサビブ静注透析用5mgと切替

フルマゼニル静注0.5mgシリンジ
「テルモ」

フルマゼニル 0.5mg /5mL /筒 テルモ 1,180.00 /筒
消化器内科
フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」と切替

トロンボキサン合成酵素阻害剤

グリコペプチド系抗生物質製剤

カルシウム受容体作動薬

がん疼痛治療剤

盛岡赤十字病院　院長　　久保　直彦

令和3年9月14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】

ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

【注　　射　　薬】

5-HT1B/1D受容体作動型片頭痛治療剤

※新規薬品については、2021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。

睡眠誘導剤

抗ウイルス化学療法剤

眼科用VEGF阻害剤

抗てんかん剤



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
臨時継続

アルファカルシドールカプセル1.0μg
「BMD」

アルファカルシドール 1μg /cap 日本ジェネリック 6.90 /cap 薬剤部

オロパタジン塩酸塩錠5mg「明治」 オロパタジン塩酸塩 5mg /錠 Meiji Seika ファルマ 11.90 /錠 薬剤部

ナフトピジルOD錠75mg「JG」 ナフトピジル 75mg /錠 日本ジェネリック 30.10 /錠 薬剤部

レバミピド錠100mg「オーツカ」 レバミピド 100mg /錠 大塚製薬工場 10.10 /錠 薬剤部

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
臨時継続

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
臨時継続

アレルギー性疾患治療剤

前立腺肥大症に伴う排尿障害治療剤

【内　　服　　薬】

臨時購入薬品一覧

鉄欠乏性貧血治療剤

ウイルスワクチン類

高カリウム血症改善剤

活性型ビタミンD3製剤

※新規薬品については、2021年10月1日から使用可能となります。

【注　　射　　薬】

胃炎・消化性潰瘍治療剤



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

レボセチリジン塩酸塩DS0.5％
「タカタ」

レボセチリジン塩酸塩 0.5％ /5mg /g 高田製薬 69.20 /g 小児科

ベレキシブル錠80mg チラブルチニブ塩酸塩 80mg /錠 小野薬品 5,067.40 /錠 血液内科

ピタバスタチンCa・OD錠1mg
「サワイ」

ピタバスタチンカルシウム 1mg /錠 沢井製薬 13.70 /錠
脳神経内科
リバロOD錠1mgと切替

テネリアOD錠20mg
テネリグリプチン臭化水素酸塩
水和物

20mg /錠 第一三共 134.70 /錠
総合診療科
テネリア錠20mgと切替

シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU 2000JAU /錠 58.60 /錠

シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU 5000JAU /錠 146.40 /錠

ニュベクオ錠300mg ダロルタミド 300mg /錠 バイエル薬品 2,311.00 /錠 泌尿器科

テルビナフィン錠125mg「タカタ」 テルビナフィン塩酸塩 125mg /錠 高田製薬 76.50 /錠 常備→院外

ソランタール錠50mg チアラミド塩酸塩 50mg /錠 LTLファーマ 9.80 /錠
常備→院外
ナルラピド錠2mgと切替

アイラミド配合懸濁性点眼液
ブリモニジン酒石酸塩・
ブリンゾラミド

5mL /本 千寿製薬 2,461.00 /本 眼科

ゼビアックス油性クリーム2％ オゼノキサシンクリーム 10g /本 マルホ 702.00 /本 皮膚科

メサデルムクリーム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 140.00 /本 皮膚科

ドボベットフォーム
カルシポトリオール水和物・
ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 60g /本 協和キリン 13,278.00 /本 皮膚科

レパーサ皮下注140mgペン エボロクマブ（遺伝子組換え） 140mg /1mL /キット アムジェン
24,344.00 /

キット
循環器内科

ゾレア皮下注150mgシリンジ オマリズマブ（遺伝子組換え） 150mg /1mL /筒 ノバルティスファーマ 29,147.00 /筒
皮膚科
緊急→院外

キノロン系外用抗菌剤

1,977.80 /筒

HMG-CoA還元酵素阻害剤

院外処方箋専用薬品一覧

【注　　射　　薬】

小児科ミダゾラム

選択的DPP-4阻害剤 / 2型糖尿病治療剤

ブコラム口腔用液5mg

尋常性乾癬治療剤

外用副腎皮質ホルモン剤

α2作動薬・炭酸脱水酵素阻害薬配合剤 / 緑内障・高眼圧症治療剤

アリルアミン系経口抗真菌剤

5mg /1mL /筒

持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

【内　　服　　薬】

【外　　用　　薬】

ヒト化抗ヒトIgEモノクローナル抗体製剤

※新規院外処方箋専用薬品は、2021年10月1日から使用可能となります。

武田薬品

鎮痛・抗炎症剤

前立腺癌治療剤

スギ花粉症の減感作療法（アレルゲン免疫療法）薬

抗けいれん剤

抗悪性腫瘍剤 / ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤

ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤

スギ花粉エキス 鳥居薬品 小児科



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

ロイケリン散10％ メルカプトプリン水和物 10％ /100mg /g 大原薬品 104.70 /g 血液内科

うつ病・うつ状態治療剤

アモキサンカプセル10mg アモキサピン 10mg /cap ファイザー 5.90 /cap 血液内科

シベクトロ錠200mg テジゾリドリン酸エステル 200mg /錠 MSD 20,914.10 /錠 血液内科

ベネクレクスタ錠10mg 10mg /錠 872.80 /錠

ベネクレクスタ錠50mg 50mg /錠 3,956.60 /錠

ネオーラル内用液10％ シクロスポリン 10％ /100mg /mL ノバルティスファーマ 633.20 /mL 小児科

コンサータ錠36mg メチルフェニデート塩酸塩 36mg /錠 ヤンセンファーマ 410.10 /錠 小児科

ゾテピン錠25mg「タカタ」 ゾテピン 25mg /錠 高田製薬 10.30 /錠 整形外科

マイテラーゼ錠10mg アンベノニウム塩化物 10mg /錠 アルフレッサファーマ 19.10 /錠
呼吸器内科
院外→緊急

メスチノン錠60mg ピリドスチグミン臭化物 60mg /錠 共和薬品 20.70 /錠
呼吸器内科
院外→緊急

2型糖尿病治療剤 / 持続性GLP-1受容体作動薬

オゼンピック皮下注0.5mgSD セマグルチド（遺伝子組換え） 0.5mg /0.5mL /キット ノボノルディスクファーマ 3,094.00 /キット
血液内科
院外→緊急

サークリサ点滴静注100mg 100mg /5mL /瓶 64,699.00 /瓶

サークリサ点滴静注500mg 500mg /25mL /瓶 285,944.00 /瓶

ポライビー点滴静注用30mg 30mg /瓶 298,825.00 /瓶

ポライビー点滴静注用140mg 140mg /瓶 1,364,330.00 /瓶

ハベカシン注射液100mg アルベカシン硫酸塩 100mg /2mL /管 Meiji Seika ファルマ 4,627.00 /管
血液内科
常備→緊急
テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」と切替

ロナプリーブ点滴静注セット1332
カシリビマブ（遺伝子組換え）
イムデビマブ（遺伝子組換え）

1332mg /11.1mL /瓶
1332mg /11.1mL /瓶

中外製薬 － 外科

サンドスタチンLAR筋注用キット30mg オクトレオチド酢酸塩
30mg /キット
（溶解液付）

ノバルティスファーマ
221,443.00 /

キット
外科

エムガルティ皮下注120mg
オートインジェクター

ガルカネズマブ（遺伝子組換え） 120mg /1mL /キット 日本イーライリリー
45,165.00 /

キット
脳神経内科

ベネトクラクス

重症筋無力症治療剤

免疫抑制剤（カルシニューリンインヒビター）

抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体

重症筋無力症治療剤

統合失調症治療剤

ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤

抗悪性腫瘍剤 / BCL-2阻害剤

アッヴィ 血液内科

抗CD38モノクローナル抗体

※緊急採用薬品は、症例毎（患者毎）に申請書が必要です。

緊急採用（患者限定）薬品一覧

持続性ソマトスタチンアナログ マイクロスフィア型徐放性製剤

血液内科

抗悪性腫瘍剤

※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。

イサツキシマブ（遺伝子組換え）

中枢神経刺激剤

オキサゾリジノン系合成抗菌剤

【注　　射　　薬】

【内　　服　　薬】

サノフィ 血液内科

抗悪性腫瘍剤 / 微小管阻害薬結合抗CD79bモノクローナル抗体

ポラツズマブ ベドチン
（遺伝子組換え）

中外製薬

アミノグリコシド系抗生物質製剤



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

塩酸リルマザホン錠2「MEEK」 リルマザホン塩酸塩水和物 2mg /錠 Meiji Seika ファルマ 13.70 /錠
常備→中止（販売中止）
リスミー錠2mgと切替

チオラ錠100 チオプロニン 100mg /錠 ファイザー 12.90 /錠 院外→中止

アロマシン錠25mg エキセメスタン 25mg /錠 ファイザー 300.00 /錠 院外→中止

リスペリドン錠3「MEEK」 リスペリドン 3mg /錠 小林化工 28.90 /錠 緊急→中止（販売中止）

ロートエキス散「ニッコー」 ロートエキス 10％ /100mg /g 丸石製薬 7.30 /g 院外→中止（販売中止）

ｄ-カンフル「コザカイ・M」 ｄ-カンフル 25g /本 小堺製薬 233.00 /本 常備→中止（販売中止）

セレベント25ロタディスク サルメテロールキシナホ酸塩 25μg /ブリスター グラクソスミスクライン
32.10 /

ブリスター
院外→中止（販売中止）

ピバレフリン点眼液0.04％ ジピベフリン塩酸塩 5mL /本 参天製薬 749.50 /本 院外→中止（販売中止）

ムコゾーム点眼液0.5％ リゾチーム塩酸塩 5mL /本 参天製薬 98.50 /本 院外→中止（販売中止）

デスモプレシン点鼻液0.01％協和 デスモプレシン酢酸塩水和物  250μg /2.5mL /瓶 キッセイ薬品工業 5,706.40 /瓶 院外→中止（販売中止）

アイリーア硝子体内注射液40mg/mL アフリベルセプト（遺伝子組換え） 2mg /0.05mL /瓶 バイエル薬品 137,292.00 /瓶
常備→中止
アイリーア硝子体内注射用キット
40mg/mLと切替

アシクロビル点滴静注用250mg「PP」 アシクロビル 250mg /瓶 サンファーマ 445.00 /瓶
常備→中止（販売中止）
アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」
と切替

イミグラン注3 スマトリプタンコハク酸塩 3mg /1mL /管 グラクソスミスクライン 3,023.00 /管
常備→中止（販売中止）
イミグランキット皮下注3mgと切替

オザグレルNa点滴静注80mg/200mL
バッグ「FY」

オザグレルナトリウム 80mg /200mL /袋 日医工 1,004.00 /袋
常備→中止
オザグレルNa点滴静注80mgバッグ
「テルモ」と切替

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 日医工 741.00 /管 臨時→中止

パーサビブ静注透析用5mg エテルカルセチド塩酸塩 5mg /2mL /瓶 小野薬品 1,177.00 /瓶
常備→中止
パーサビブ静注透析用シリンジ5mgと
切替

ソルコセリル注2mL 幼牛血液抽出物 2mL /管 大鵬薬品 125.00 /管
常備→中止
フィコンパ錠2mgと切替

フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」 フルマゼニル 0.5mg /5mL /管 武田テバファーマ 1,078.00 /管
常備→中止
フルマゼニル静注0.5mgシリンジ
「テルモ」と切替

ザンタック注射液50mg ラニチジン塩酸塩 50mg /2mL /管 グラクソスミスクライン 89.00 /管 常備→中止（販売中止）

プロゲステロン筋注50mg「F」 プロゲステロン 50mg /1mL /管 富士製薬 183.00 /管 緊急→中止（販売中止）

黄体ホルモン製剤

睡眠誘導剤

トロンボキサン合成酵素阻害剤

H2受容体拮抗剤

カルシウム受容体作動薬

鎮痛・鎮痒・消炎剤

ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

組織呼吸賦活剤

眼科用VEGF阻害剤

【内　　服　　薬】

採用中止薬品一覧

抗精神病薬

【注　　射　　薬】

抗ウイルス化学療法剤

5-HT1B/1D受容体作動型片頭痛治療剤

トロンボキサン合成酵素阻害剤

消炎酵素点眼剤

中枢性尿崩症用剤

開放隅角緑内障・高眼圧症治療点眼剤

【外　　用　　薬】

鎮痙・鎮痛剤

長時間作用型吸入気管支拡張剤

代謝改善解毒・シスチン尿症治療剤

アロマターゼ阻害剤 / 閉経後乳癌治療剤


