
令和3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

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　　臨時→常備
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」
と切替

炭酸水素ナトリウム「ニッコー」
（バラ5kg）

炭酸水素ナトリウム バラ5kg /瓶 日興製薬 3,650.00 /瓶
泌尿器科
炭酸水素ナトリウム（バラ735g×10包）
と切替

トレアキシン点滴静注液100mg/4mL ベンダムスチン塩酸塩水和物 100mg /4mL /瓶 シンバイオ製薬 96,070.00 /瓶
血液内科
トレアキシン点滴静注用25mg・100mg
と切替

リンパック透析剤TA3 人工透析液（4-7） 2袋 /組 ニプロ 1,390.00 /組
泌尿器科
キンダリー透析剤3Eと切替

オプチレイ240注シリンジ100mL イオベルソール 100mL /筒 ゲルベ・ジャパン 5,790.00 /筒
放射線科
オムニパーク240注シリンジ100mL
と切替

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
臨時継続

エベレンゾ錠20mg 20mg /錠 375.40 /錠

エベレンゾ錠50mg 50mg /錠 793.90 /錠

エンレスト錠100mg 100mg /錠 115.20 /錠

エンレスト錠200mg 200mg /錠 201.90 /錠

ゾビラックス錠200 アシクロビル 200mg /錠 グラクソ・スミスクライン 55.70 /錠 薬剤部

ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL
「サンド」

ゾレドロン酸水和物 4mg /5mL /瓶 サンド 8,571.00 /瓶 薬剤部

非イオン性造影剤

【内　　服　　薬】

HIF-PH阻害剤・腎性貧血治療剤

【注　　射　　薬】

サクビトリル
バルサルタンナトリウム水和物

ノバルティスファーマ
循環器内科
院外→臨時

骨吸収抑制剤

選択的直接作用型第Ⅹa因子阻害剤

※新規薬品については、2022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。

臨時購入薬品一覧

ロキサデュスタット アステラス製薬

アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害剤（ARNI）

盛岡赤十字病院　院長　　久保　直彦

令和3年12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】

泌尿器科
臨時継続

抗ウイルス化学療法剤

制酸剤

人工腎臓用透析液粉末製剤

【注　　射　　薬】

全身麻酔剤

レミマゾラムベシル酸塩アネレム静注用50mg

選択的SGLT2阻害剤

2,218.00 /瓶
麻酔科
臨時→常備

50mg /瓶 ムンディファーマ

抗悪性腫瘍剤

※新規薬品については、2022年1月4日から使用可能となります。



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

アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg
「TE」

アミオダロン塩酸塩 50mg /錠 トーアエイヨー 66.20 /錠
常備→院外
フォシーガ錠10mgと切替

エベレンゾ錠100mg ロキサデュスタット 100mg /錠 アステラス製薬 1,399.00 /錠 臨時→院外

インデラル錠10mg プロプラノロール塩酸塩 10mg /錠 太陽ファルマ 11.60 /錠 循環器内科

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

カイロック細粒40% シメチジン 40％ /400mg /g 藤本製薬 14.40 /g 小児科

デエビゴ錠5mg レンボレキサント 5mg /錠 エーザイ 90.80 /錠 脳神経内科

ファボワール錠28
デソゲストレル・
エチニルエストラジオール

28日分 /組 富士製薬 － 産婦人科

シクレスト舌下錠5mg アセナピンマレイン酸塩 5mg /錠 Meiji Seika ファルマ 247.90 /錠 精神科

インヴェガ錠6mg パリぺりドン 6mg /錠 ヤンセンファーマ 472.70 /錠 精神科

ビブラマイシン錠50mg ドキシサイクリン塩酸塩水和物 50mg /錠 ファイザー 12.50 /錠 皮膚科

ミニトロテープ27mg ニトログリセリン 27mg /枚 キョーリンリメディオ 60.70 /枚 精神科

ブリンゾラミド懸濁性点眼液1％
「サンド」

ブリンゾラミド 5mL /本 サンド 793.00 /本
眼科
エイゾプト懸濁性点眼液1％と切替

オゼンピック皮下注1.0mgSD セマグルチド（遺伝子組換え） 1mg /0.5mL /キット
ノボノルディスク

ファーマ
6,188.00 /キット 総合診療科

テトラサイクリン系抗生物質

メラトニン受容体作動性入眠改善剤

高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤

経口避妊剤

抗精神病剤

不眠症治療剤

【外　　用　　薬】

HIF-PH阻害剤・腎性貧血治療剤

不整脈治療剤

抗精神病剤

【注　　射　　薬】

※新規院外処方箋専用薬品は、2022年1月4日から使用可能となります。

院外処方箋専用薬品一覧

経皮吸収型・心疾患治療剤

胃炎・消化性潰瘍治療剤

【内　　服　　薬】

2型糖尿病治療剤・持続性GLP-1受容体作動剤

眼圧下降剤



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

レバチオ錠20mg シルデナフィルクエン酸塩 20mg /錠 ファイザー 1,257.10 /錠 小児科

ビムパット錠100mg ラコサミド 100mg /錠
ユーシービージャパ

ン
356.40 /錠 脳神経内科

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 48.30 /錠 脳神経内科

ナルサス錠24mg ヒドロモルフォン塩酸塩 24mg /錠 第一三共 1,815.80 /錠 緩和ケア科

スピラマイシン錠150万単位
「サノフィ」

スピラマイシン 150万国際単位 /錠 サノフィ 228.80 /錠 産婦人科

ゾーフィゴ静注 塩化ラジウム（
223

Ra） 1回分 バイエル薬品 697,614.00 /瓶
泌尿器科
臨時→緊急

イデルビオン静注用500
アルブトレペノナコグ アルファ
（遺伝子組換え）

 500国際単位 /瓶 CSLベーリング 176,292.00 /瓶 小児科

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 脳神経内科

ベクルリー点滴静注用100mg レムデシビル 100mg /瓶 ギリアド・サイエンシズ 63,342.00 /瓶 外科

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

炭酸水素ナトリウム
（バラ735g×10包）

炭酸水素ナトリウム バラ735g×10包 /箱 扶桑薬品工業 3,734.00 /箱
泌尿器科　　常備→中止
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」（バラ5kg）
と切替

ソロンカプセル100 ソファルコン  100mg /cap 大正製薬 10.10 /cap 常備→中止（販売中止）

レビトラ錠10mg バルデナフィル塩酸塩水和物  10mg /錠 バイエル薬品 － 院外→中止（販売中止）

エイゾプト懸濁性点眼液1％ ブリンゾラミド 5mL /本 ノバルティスファーマ 1,504.00 /本
院外→中止
ブリンゾラミド懸濁性点眼液1％「サンド」
と切替

トレアキシン点滴静注用25mg 25mg /瓶 29,567.00 /瓶

トレアキシン点滴静注用100mg 100mg /瓶 95,764.00 /瓶

オムニパーク240注シリンジ100mL イオヘキソール 100mL /筒 GEヘルスケアファーマ 3,454.00 /筒
常備→中止
オプチレイ240注シリンジ100mLと切替

キンダリー透析剤3E 人工透析液（2-10） 2袋 /組 扶桑薬品工業 1,707.00 /組
常備→中止
リンパック透析剤TA3と切替

シチコリン注500mg/2mL「日医工」 シチコリン 500mg /2mL /管 日医工 68.00 /管 常備→中止

【外　　用　　薬】

眼圧下降剤

持続性がん疼痛治療剤

制酸剤

抗トキソプラズマ原虫剤

【注　　射　　薬】

緊急採用（患者限定）薬品一覧

アルツハイマー型・レビー小体型認知症治療剤

抗てんかん剤

ホスホジエステラーゼ5阻害剤

放射性医薬品・抗悪性腫瘍剤

【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。

胃炎・胃潰瘍治療剤

非イオン性造影剤

【注　　射　　薬】

トロンボキサン合成酵素阻害剤

抗悪性腫瘍剤

ベンダムスチン塩酸塩水和物

勃起不全治療剤

常備→中止（販売中止）
トレアキシン点滴静注液100mg/4mL
と切替

意識障害治療剤

抗ウイルス剤

採用中止薬品一覧

人工腎臓用粉末型透析用剤

シンバイオ製薬

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】


