
令和4年6月27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

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 362.70 /錠
循環器内科　　臨時→常備
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「タカタ」
と切替

エベレンゾ錠20mg 20mg /錠 367.70 /錠

エベレンゾ錠50mg 50mg /錠 777.30 /錠

エンレスト錠100mg 100mg /錠 114.40 /錠

エンレスト錠200mg 200mg /錠 201.30 /錠

ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 ケトプロフェン 10cm×14cm /枚 キョーリンリメディオ 17.10 /枚 モーラステープL40mgと切替

ケトプロフェンパップXR120mg
「テイコク」

ケトプロフェン 10cm×14cm /枚 帝國製薬 17.10 /枚 モーラスパップXR120mgと切替

ビムパット点滴静注100mg ラコサミド 100mg /10mL /瓶 第一三共 2,451.00 /瓶
脳神経外科
アレビアチン注250mgと切替

ライゾデグ配合注フレックスタッチ
インスリン デグルデク（遺伝子組換え）
インスリン アスパルト（遺伝子組換え）
配合剤

300単位 /キット
ノボ ノルディスク

ファーマ
1,990.00 /キット

総合診療科　　緊急→常備
ヒューマログミックス25注ミリオペン
と切替

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 1,374.00 /キット
総合診療科　　緊急→常備
ヒューマログ注ミリオペンと切替

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

タリージェ錠5mg ミロガバリンベシル酸塩 5mg /錠 第一三共 100.40 /錠
整形外科
院外→臨時

パナルジン錠100mg チクロピジン塩酸塩 100mg /錠 クリニジェン 12.20 /錠
薬剤部
院外→臨時

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 36.50 /錠
薬剤部
臨時継続

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 7,518.00 /瓶
薬剤部
臨時継続

【外　　用　　薬】

経皮鎮痛消炎剤

経皮鎮痛消炎剤

5-HT3受容体拮抗型制吐剤

抗てんかん剤

選択的直接作用型第Ⅹa因子阻害剤

HIF-PH阻害剤/腎性貧血治療剤

ロキサデュスタット アステラス製薬
泌尿器科
臨時→常備

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

ノバルティス ファーマ

インスリン デグルデク・インスリン アスパルト配合 溶解インスリンアナログ注射剤

※新規薬品については、2022年7月1日から使用可能となります。

臨時購入薬品一覧

神経障害性疼痛治療剤

※新規薬品については、2022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。

オンダンセトロン塩酸塩水和物
オンダンセトロン注4mgシリンジ
「マルイシ」

3,486.00 /筒
麻酔科
ヘスパンダー輸液と切替

4mg /2mL /筒

盛岡赤十字病院　院長　　久保　直彦

令和4年6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】

抗ウイルス化学療法剤

抗糖尿病剤

【注　　射　　薬】

丸石製薬

循環器内科　　臨時→常備
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」・
ニルバジピン錠4mg「日医工」と切替

抗血小板剤

【注　　射　　薬】

骨吸収抑制剤

【内　　服　　薬】



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

サルポグレラート塩酸塩錠100mg
「タカタ」

サルポグレラート塩酸塩 100mg /錠 高田製薬 35.90 /錠
常備→院外
イグザレルトOD錠10mgと切替

イミダプリル塩酸塩錠5mg
「ファイザー」

イミダプリル塩酸塩  5mg /錠 ファイザー 18.60 /錠
常備→院外
エンレスト錠100mgと切替

ニルバジピン錠4mg「日医工」 ニルバジピン  4mg /錠 日医工 10.10 /錠
常備→院外
エンレスト錠200mgと切替

ケルロング錠5mg ベタキソロール塩酸塩 5mg /錠 クリニジェン 31.30 /錠 脳神経内科

カルケンスカプセル100mg アカラブルチニブ 100mg /cap アストラゼネカ 15,202.20 /cap 血液内科

バリキサ錠450mg バルガンシクロビル塩酸塩 450mg /錠 田辺三菱製薬 2,403.10 /錠 血液内科

サムチレール内用懸濁液15％ アトバコン 750mg /5mL /包 グラクソ・スミスクライン 1,471.10 /包 腎臓内科

オルミエント錠2mg 2mg /錠 2,705.90 /錠

オルミエント錠4mg 4mg /錠 5,274.90 /錠

サイバインコ錠100mg アブロシチニブ 100mg /錠 ファイザー 5,044.00 /錠 皮膚科

コレクチム軟膏0.25％ デルゴシチニブ 5g /本 鳥居薬品 696.50 /本 皮膚科

ラピフォートワイプ2.5％
グリコピロニウムトシル酸塩
水和物

62.5mg /2.5g /包 マルホ 262.00 /包 皮膚科

モーラステープL40mg ケトプロフェン 10cm×14cm /枚 久光製薬 31.60 /枚
常備→院外
ケトプロフェンテープ40mg「パテル」
と切替

モーラスパップXR120mg ケトプロフェン 10cm×14cm /枚 久光製薬 32.40 /枚
常備→院外
ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」
と切替

ヒューマログミックス25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 1,339.00 /キット
常備→院外
ライゾデグ配合注フレックスタッチと切替

ヒューマログ注ミリオペン
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 1,283.00 /キット
常備→院外
ルムジェブ注ミリオペンと切替

トレシーバ注フレックスタッチ
インスリン デグルデク
（遺伝子組換え）

300単位 /キット
ノボ ノルディスク

ファーマ
2,227.00 /キット

総合診療科
緊急→院外

オゼンピック皮下注2mg セマグルチド（遺伝子組換え） 2mg /1.5mL /キット
ノボ ノルディスク

ファーマ
11,008.00 /キット 消化器内科

経皮鎮痛消炎剤

経皮鎮痛消炎剤

抗糖尿病剤

原発性腋窩多汗症治療剤

5-HT2遮断剤

アンジオテンシン変換選択性阻害剤

高血圧治療剤

抗糖尿病剤

外用ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

院外処方箋専用薬品一覧

ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

【内　　服　　薬】

※新規院外処方箋専用薬品は、2022年7月1日から使用可能となります。

日本イーライリリー 皮膚科

【注　　射　　薬】

持効型溶解インスリンアナログ注射剤

【外　　用　　薬】

抗悪性腫瘍剤/ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤

2型糖尿病治療剤/持続性GLP-1受容体作動剤

ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

バリシチニブ

血管拡張性β1遮断剤

抗サイトメガロウイルス化学療法剤

ニューモシスチス肺炎治療剤



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

エクセグラン錠100mg ゾニサミド 100mg /錠 住友ファーマ 21.10 /錠
小児科
院外→緊急

エルカルチンFF錠250mg レボカルニチン 250mg /錠 大塚製薬 237.50 /錠
小児科
院外→緊急

プログラフカプセル0.5mg タクロリムス水和物 0.5mg /cap アステラス製薬 266.80 /cap 整形外科

エネーボ配合経腸用液 経腸成分栄養剤 250mL /瓶 アボット ジャパン 180.00 /瓶
小児科
院外→緊急

オスポロット錠50mg スルチアム 50mg /錠 共和薬品 5.90 /錠 小児科

塩酸プロカルバジンカプセル50mg
「TYP」

プロカルバジン塩酸塩 50mg /cap 太陽ファルマ 450.10 /cap 血液内科

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
院外→緊急

ブレディニン錠50 ミゾリビン 50mg /錠 旭化成ファーマ 146.50 /錠
外科
院外→緊急

ニコチン酸アミド散10％「ゾンネ」 ニコチン酸アミド 10％ /100mg /g ゾンネボード製薬 10.70 /g
外科
院外→緊急

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 155.80 /枚
緩和ケア科
院外→緊急

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

オプジーボ点滴静注120mg ニボルマブ（遺伝子組換え） 120mg /12mL /瓶 小野薬品 185,482.00 /瓶 外科

ダラキューロ配合皮下注
ダラツムマブ（遺伝子組換え）・
ボルヒアルロニダーゼ アルファ
（遺伝子組換え）

 1800mg /15mL /瓶 ヤンセンファーマ 445,064.00 /瓶 血液内科

レギチーン注射液5mg フェントラミンメシル酸塩 5mg /mL /瓶 ノバルティス ファーマ 59.00 /瓶 麻酔科

【外　　用　　薬】

抗悪性腫瘍剤

経皮吸収型 持続性がん疼痛治療剤

褐色細胞腫用α遮断剤

抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体

【内　　服　　薬】

ヒト型抗CD38モノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤

免疫抑制剤

ニコチン酸アミド製剤

抗てんかん剤

気管支喘息治療剤/季節性アレルギー性鼻炎治療剤/慢性蕁麻疹治療剤

※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。

レボカルニチン製剤

抗悪性腫瘍剤/ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤

【注　　射　　薬】

緊急採用（患者限定）薬品一覧

免疫抑制剤

経腸栄養剤（経口・経管両用）

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

エンシュア・リキッド（コーヒー味） 経腸成分栄養剤 250mL /瓶 アボット ジャパン 147.50 /瓶 常備→中止（販売中止）

アダラートL錠20mg ニフェジピン  20mg /錠 バイエル薬品 13.30 /錠 院外→中止（販売中止）

バイナス錠75mg ラマトロバン 75mg /錠 バイエル薬品 85.30 /錠 院外→中止（販売中止）

トランコロンP配合錠
メペンゾラート臭化物・
フェノバルビタール

1錠 アステラス製薬 5.70 /錠 院外→中止（販売中止）

レペタン坐剤0.2mg ブプレノルフィン塩酸塩 0.2mg /個 大塚製薬 141.90 /個 常備→中止

ネリプロクト軟膏
ジフルコルトロン吉草酸エステル・
リドカイン

1g LTLファーマ 25.70 /g 常備→中止（販売中止）

ネリプロクト坐剤
ジフルコルトロン吉草酸エステル・
リドカイン

1個 LTLファーマ 27.80 /個 院外→中止（販売中止）

ジクロフェナクナトリウム注腸軟膏
50mg「日医工」

ジクロフェナクナトリウム 50mg /筒 日医工 83.10 /筒 院外→中止（販売中止）

ヘスパンダー輸液
ヒドロキシエチルデンプン70000
配合剤

500mL /袋
フレゼニウス カービ

ジャパン
737.00 /袋

常備→中止
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」
と切替

アレビアチン注250mg フェニトインナトリウム 250mg /5mL /管 住友ファーマ 124.00 /管
常備→中止
ビムパット点滴静注100mgと切替

ハロマンス注50mg
ハロペリドールデカン酸
エステル

50mg /mL /管 ヤンセンファーマ 1,572.00 /管 常備→中止

アスペノン静注用100 アプリンジン塩酸塩 100mg /10mL /管 バイエル薬品 703.00 /管 常備→中止（販売中止）

代用血漿・体外循環希釈剤

抗けいれん剤

痔疾用剤

鎮痛・解熱・抗炎症剤

持効性抗精神病剤

痔疾用剤

採用中止薬品一覧

持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤

【注　　射　　薬】

不整脈治療剤

過敏大腸症治療剤

【内　　服　　薬】

【外　　用　　薬】

鎮痛剤

プロスタグランジンD2・トロンボキサンA2受容体拮抗剤/アレルギー性鼻炎治療剤

経腸栄養剤（経口・経管両用）


