
令和4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

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
臨時→常備
ナフトピジルOD錠75mg「KN」と切替

ビラノアOD錠20mg ビラスチン 20mg /錠 大鵬薬品 66.80 /錠
皮膚科
エピナスチン塩酸塩錠10mg「日医工」
と切替

モキシフロキサシン点眼液0.5％
「サンド」

モキシフロキサシン塩酸塩 5mL /本 サンド 213.50 /本
眼科
ベガモックス点眼液0.5％と切替

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→常備
ラクトリンゲルM注「フソー」（500mL）と切替

フェソロデックス筋注250mg フルベストラント 250mg /5mL /筒 アストラゼネカ 38,801.00 /筒
外科　　緊急→常備
レトロゾール錠2.5mg「サワイ」
・トレミフェン錠40mg「サワイ」と切替

プリモジアン・デポー筋注
テストステロンエナント酸エステル
・エストラジオール吉草酸エステル

1mL /管 富士製薬 530.00 /管
産婦人科
ダイホルモン・デポー注と切替

リンパック透析剤TA1 人工透析液（4-6） 2袋 /組 ニプロ 1,360.00 /組
泌尿器科
リンパック透析剤TA3と切替

沈降破傷風トキソイド「生研」 沈降破傷風トキソイド 0.5mL /瓶 田辺三菱製薬 644.00 /瓶
薬剤部
沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」
と切替

【外　　用　　薬】

広範囲抗菌点眼剤

※新規薬品については、2022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。

前立腺肥大症に伴う排尿障害治療剤

鉄欠乏性貧血治療剤

抗エストロゲン剤/乳癌治療剤

盛岡赤十字病院　院長　　久保　直彦

令和4年3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】

【注　　射　　薬】

人工腎臓用透析液粉末製剤

トキソイド類

持続性男性・卵胞混合ホルモン剤

アレルギー性疾患治療剤



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

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
臨時継続

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
臨時継続

デエビゴ錠5mg レンボレキサント 5mg /錠 エーザイ 90.80 /錠
脳神経外科
院外→臨時

ブコラム口腔用液2.5mg 2.5mg /0.5mL /筒 1,125.80 /筒

ブコラム口腔用液5mg 5mg /1mL /筒 1,977.80 /筒

リマチル錠100mg ブシラミン 100mg /錠 あゆみ製薬 45.80 /錠
薬剤部
院外→臨時

オロパタジン塩酸塩錠5mg「日医工」 オロパタジン塩酸塩 5mg /錠 日医工 10.60 /錠 薬剤部

アネメトロ点滴静注液500mg メトロニダゾール  500mg /100mL /瓶 ファイザー 1,275.00 /瓶
外科
緊急→臨時

ウパシタ静注透析用シリンジ25μg 25μg /1mL /筒 976.00 /筒

ウパシタ静注透析用シリンジ50μg 50μg /1mL /筒 1,392.00 /筒

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

アレルギー性疾患治療剤

不眠症治療剤

抗けいれん剤

ミダゾラム 武田薬品工業
小児科
5mg：院外→臨時

抗リウマチ剤

カルシウム受容体作動剤

ウパシカルセトナトリウム
水和物

キッセイ薬品 泌尿器科

活性型ビタミンD3製剤

【内　　服　　薬】

臨時購入薬品一覧

【注　　射　　薬】

胃炎・消化性潰瘍治療剤

短時間作用型β1選択的遮断剤

嫌気性菌感染症治療剤

※新規薬品については、2022年4月1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

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 臨時→院外

ノクサフィル錠100mg ポサコナゾール 100mg /錠 MSD 3,094.90 /錠 血液内科

ミティキュアダニ舌下錠3300JAU 3,300JAU /錠 68.20 /錠

ミティキュアダニ舌下錠10000JAU 10,000JAU /錠 205.90 /錠

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒
（医療用）

－ 1g ツムラ 6.70 /g 脳神経内科

エピナスチン塩酸塩錠10mg
「日医工」

エピナスチン塩酸塩 10mg /錠 日医工 22.00 /錠
常備→院外
ビラノアOD錠20mgと切替

レトロゾール錠2.5mg「サワイ」 レトロゾール 2.5mg /錠 沢井製薬 103.10 /錠
常備→院外
フェソロデックス筋注250mgと切替

トレミフェン錠40mg「サワイ」 トレミフェンクエン酸塩 40mg /錠 沢井製薬 115.10 /錠
常備→院外
フェソロデックス筋注250mgと切替

グリベック錠100mg イマチニブメシル酸塩 100mg /錠 ノバルティスファーマ 2,090.50 /錠 常備→院外

マーロックス懸濁用配合顆粒
水酸化アルミニウムゲル
・水酸化マグネシウム

1g サノフィ 14.00 /g 常備→院外

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒
（医療用）

－ 1g ツムラ 29.90 /g 常備→院外

ジクトルテープ75mg ジクロフェナクナトリウム 75mg /枚 久光製薬 156.50 /枚 緩和ケア科

オロパタジン点眼液0.1％「サンド」 オロパタジン塩酸塩 5mL /本 サンド 320.00 /本
眼科
パタノール点眼液0.1％と切替

院外処方箋専用薬品一覧

経皮吸収型持続性がん疼痛治療剤

抗アレルギー点眼剤

ダニアレルギーの減感作療法（アレルゲン免疫療法）剤

【外　　用　　薬】

※新規院外処方箋専用薬品は、2022年4月1日から使用可能となります。

漢方製剤

高カリウム血症改善剤

深在性真菌症治療剤

【内　　服　　薬】

アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤

乳癌治療剤

漢方製剤

アレルギー性疾患治療剤

コナヒョウヒダニ抽出エキス
・ヤケヒョウヒダニ抽出エキス

鳥居薬品 小児科

抗悪性腫瘍剤（チロシンキナーゼインヒビター）

消化性潰瘍・胃炎治療剤



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

ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒
（医療用）

－ 1g ツムラ 14.50 /g 整形外科

抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤

スーテントカプセル12.5mg スニチニブリンゴ酸塩 12.5mg /cap ファイザー 7,557.50 /cap 泌尿器科

ラゲブリオカプセル200mg モルヌピラビル 200mg /cap MSD － 外科

ヨウ化ナトリウムカプセル-30号 ヨウ化ナトリウム（131I） 1,110MBq /cap 富士フィルム富山化学 46,200.00 /cap 放射線科

抗糖尿病剤

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

ゼビュディ点滴静注液500mg
ソトロビマブ
（遺伝子組換え）

500mg /8mL /瓶 グラクソ・スミスクライン － 産婦人科

※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

※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。

抗ウイルス剤

【内　　服　　薬】

漢方製剤

放射性医薬品/甲状腺疾患治療剤・甲状腺疾患診断薬

抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体

【注　　射　　薬】



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

ナフトピジルOD錠75mg「KN」 ナフトピジル 75mg /錠 小林化工 23.70 /錠
常備→中止（販売中止）
ナフトピジルOD錠75mg「JG」と切替

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 臨時→中止（販売中止）

エンテロノン-R散 耐性乳酸菌 1g EAファーマ 6.30 /g 院外→中止（販売中止）

タガメット細粒20％ シメチジン 20％ /200mg /g 大日本住友製薬 13.70 /g 院外→中止（販売中止）

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 緊急→中止

ベガモックス点眼液0.5％ モキシフロキサシン塩酸塩 5mL /本 ノバルティスファーマ 562.50 /本
常備→中止
モキシフロキサシン点眼液0.5％「サンド」
と切替

パタノール点眼液0.1％ オロパタジン塩酸塩 5mL /本 協和キリン 831.00 /本
院外→中止
オロパタジン点眼液0.1％「サンド」と切替

アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
（エビ・カニ・カンジダ・米
　・ソバ粉・ハウスダスト・パン）

診断用アレルゲンエキス 1mL /瓶 鳥居薬品 8,114.00 /瓶 緊急→中止（販売中止）

ホスコS-55 ウイテプゾール 10g 丸石製薬 35.80 /10g 緊急→中止（販売中止）

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 － 臨時→中止

男性・卵胞ホルモン混合製剤

ダイホルモン・デポー注
テストステロンエナント酸エステル
・エストラジオール吉草酸エステル

1mL /管 持田製薬 386.00 /管
常備→中止（販売中止）
プリモジアン・デポー筋注と切替

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
常備→中止
リンパック透析剤TA1と切替

沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 沈降破傷風トキソイド 0.5mL /筒 武田薬品工業 644.00 /筒
常備→中止（販売中止）
沈降破傷風トキソイド「生研」と切替

ラクトリンゲルM注「フソー」（500mL） 乳酸リンゲル液（マルトース加） 500mL /袋 扶桑薬品工業 242.00 /袋
常備→中止
フェインジェクト静注500mgと切替

プロイメンド点滴静注用150mg ホスアプレピタントメグルミン 150mg /瓶 小野薬品工業 13,346.00 /瓶 常備→中止

エポジン注シリンジ6000
エポエチン ベータ
（遺伝子組換え）

6,000国際単位 /0.5mL /筒 中外製薬 7,192.00 /筒 常備→中止（販売中止）

献血ポリグロビンN10％静注
5g/50mL

pH4処理酸性人免疫グロブリン 5g /50mL /瓶 日本血液製剤機構 41,187.00 /瓶 緊急→中止（販売中止）

フエロン注射用300万 インターフェロン ベータ 300万国際単位 /瓶 第一三共 16,639.00 /瓶 緊急→中止（販売中止）

乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」 200単位 /1mL /瓶 8,855.00 /瓶 緊急→中止

乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」 1,000単位 /5mL /瓶 36,939.00 /瓶 常備→中止

抗アレルギー点眼剤

天然型インターフェロン ベータ製剤

遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤

血漿分画製剤

人工腎臓用透析液粉末製剤

【内　　服　　薬】

ウイルスワクチン類

アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害剤（ARNI）

【注　　射　　薬】

坐薬基材

採用中止薬品一覧

耐性乳酸菌製剤

アレルゲン検査薬

アレルギー性疾患治療剤

H2受容体拮抗剤

選択的NK1受容体拮抗型制吐剤

【外　　用　　薬】

乾燥抗HBs人免疫グロブリン 日本製薬

前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤

血漿分画製剤

トキソイド類キット製剤

マルトース加乳酸リンゲル液

広範囲抗菌点眼剤


