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鹿児島市医師会病院　薬剤部

剤型 薬品名 規　格 メーカー 備　　考

内服 アコファイド錠 100mg ゼリア新薬 消化管運動機能改善薬

内服 乳酸カルシウム末 吉田製薬 カルシウム製剤

外用 フランドルテープ 40mg トーアエイヨー 狭心症治療薬

注射 ノーモサング注 250mg オーファンパシフィック 急性ポルフィリン症治療薬

内服 カルベジロール錠1.25mg「サワイ」 1.25mg 沢井製薬 αβ遮断薬

内服 カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 2.5mg 沢井製薬 αβ遮断薬

内服 カルベジロール錠10mg「サワイ」 10mg 沢井製薬 αβ遮断薬

内服 一硝酸イソソルビド20mg｢サワイ｣ 20mg 沢井製薬 狭心症治療薬

内服 ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 20mg 東和薬品 Ca拮抗剤

内服 ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 40mg 東和薬品 Ca拮抗剤

内服 ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 10mg 東和薬品 Ca拮抗剤

内服 ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 5mg 沢井製薬 Ca拮抗剤

内服 ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 10mg 沢井製薬 Ca拮抗剤

内服 シルニジピン錠5mg「サワイ」 5mg 沢井製薬 Ca拮抗剤

内服 シルニジピン錠10mg「サワイ」 10mg 沢井製薬 Ca拮抗剤

内服 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 3mg 東和薬品 抗認知症薬

内服 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 5mg 東和薬品 抗認知症薬

内服

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トー

ワ」

10mg 東和薬品 抗認知症薬

内服

アルファカルシドールカプセル0.25

μg｢トーワ｣

0.25μg 東和薬品 活性型ビタミンD3製剤

内服

アルファカルシドールカプセル0.5μg

｢トーワ｣

0.5μg 東和薬品 活性型ビタミンD3製剤

内服

アルファカルシドールカプセル1μg｢

トーワ｣

1μg 東和薬品 活性型ビタミンD3製剤

内服 トランドラプリル錠0.5mg「サワイ」 0.5mg 沢井製薬 ACE阻害薬

内服 トランドラプリル錠1mg「サワイ」 1mg 沢井製薬 ACE阻害薬
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内服

プランルカストカプセル112.5mg｢トー

ワ｣

112.5mg 東和薬品 ロイコトリエン受容体拮抗薬

内服 チアプリド錠25mg「サワイ」 25mg 沢井製薬 抗精神病薬

内服 アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 0.4mg 東和薬品 抗不安薬

内服

フルコナゾールカプセル100mg｢タカ

タ｣

100mg 塩野義製薬 抗真菌薬

内服

トリメブチンマレイン酸塩錠100mg｢ト-

ワ｣

100mg 東和薬品 胃腸機能調製薬

内服

メトプロロール酒石酸塩錠20mg｢トー

ワ｣

20mg 東和薬品 β遮断薬

内服 アゾセミド錠30mg「JG」 30mg 日本ジェネリック ループ利尿薬

内服 アゾセミド錠60mg「JG」 60mg 日本ジェネリック ループ利尿薬

内服 バルサルタン錠40mg「トーワ」 40mg 東和薬品 AⅡ受容体拮抗薬

内服 バルサルタン錠80mg「トーワ」 80mg 東和薬品 AⅡ受容体拮抗薬

内服 バルサルタン錠160mg「トーワ」 160mg 東和薬品 AⅡ受容体拮抗薬

内服 ドンペリドン錠10mg「サワイ」 10mg 沢井製薬 胃腸機能調製薬

内服 トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 0.125mg 日医工 催眠剤

内服 トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 0.25mg 日医工 催眠剤

内服 バラシクロビル錠500mg「トーワ」 500mg 東和薬品 抗ウィルス薬

内服 トランドラプリル錠0.5mg「サワイ」 0.5mg 沢井製薬 ACE阻害薬

内服 トランドラプリル錠1mg「サワイ」 1mg 沢井製薬 ACE阻害薬

内服

ジクロフェナクNa徐放ｶﾌﾟｾﾙ37.5mg

「トーワ」

37.5mg 東和薬品 NSAID

内服 ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 25mg 東和薬品 NSAID

内服 エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 50mg 東和薬品 筋弛緩剤

内服

アンブロキソール塩酸塩除放カプセ

ル｢ﾄｰﾜ」

45mg 東和薬品 去痰薬

内服

ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg

｢ト-ワ｣

0.625mg 東和薬品 β遮断薬

内服

ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg｢ト

-ワ｣

2.5mg 東和薬品 β遮断薬

内服

ビソプロロールフマル酸塩錠5mg｢

トーワ｣

5mg 東和薬品 β遮断薬

内服

ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トー

ワ」

6mg 東和薬品 抗めまい薬

内服 ピタバスタチンCa･OD錠1mg｢MEEK｣ 1mg 小林化工 HMG-CoA還元酵素阻害薬

内服 ピタバスタチンCa･OD錠2mg｢MEEK｣ 2mg 小林化工 HMG-CoA還元酵素阻害薬

内服

フェノフィブラートカプセル100mg｢

KTB｣

100mg 寿製薬 高脂血症治療薬

内服 アトルバスタチン錠5mg「トーワ」 5mg 東和薬品 HMG-CoA還元酵素阻害薬

内服 アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 10mg 東和薬品 HMG-CoA還元酵素阻害薬

内服 フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 1mg 共和薬品工業 催眠剤



注射

アルプロスタジル注10μgシリンジ｢

トーワ｣

10μg 東和薬品 プロスタグランジン製剤

注射

アルプロスタジル注5μgシリンジ｢ﾄｰ

ﾜ｣

5μg 東和薬品 プロスタグランジン製剤

注射

アルベカシン硫酸塩注射液100mg｢

HK｣

100mg 光製薬 抗菌薬

注射 オサグレン点滴静注40mg 40mg 東和薬品 脳梗塞治療薬

注射

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム

静注液100mg｢日医工｣

100mg 日医工 止血剤

注射

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム

静注液25mg｢日医工｣

25mg 日医工 止血剤

注射

カンレノ酸カリウム静注用100mg｢サワ

イ｣

100mg 沢井製薬 K保持性利尿薬

注射

カンレノ酸カリウム静注用200mg｢サワ

イ｣

200mg 沢井製薬 K保持性利尿薬

注射 グリセリンF注 200ｍｌ 光製薬 浸透圧利尿剤

注射 グルアセト35注 SB 500ｍｌ ニプロ 電解質輸液製剤

注射 ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」 10mg テバ製薬 抗不安剤

注射 タンデトロン注射用20 20μｇ 高田製薬 プロスタグランジン製剤

注射 チエペネム点滴静注用0.5g 0.5g 日本ケミファ 抗菌薬

注射 テルフィス点滴静注 500ml テルモ アミノ酸輸液製剤

注射 トラネキサム酸注250mg/5mL｢日新｣ 250mg/5mL 日新製薬 止血剤

注射 トラネキサム酸注射液1000mg「日新」 1000mg 日新製薬 止血剤

注射

ニカルジピン塩酸塩注射液10mg｢サ

ワイ｣

10mg 沢井製薬 Ca拮抗剤

注射

ニカルジピン塩酸塩注射液25mg｢サ

ワイ｣

25mg 沢井製薬 Ca拮抗剤

注射

ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワ

イ」

2mg 沢井製薬 Ca拮抗剤

注射

ピペラシリンナトリウム注射用2g｢日医

工｣

2g 日医工 抗菌薬

注射

ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タ

イヨ-」

4mg テバ製薬 去痰薬

注射 ミオコール静注5mg 5mg アステラス製薬 狭心症治療薬

注射 ミオコール点滴静注50mg 50mg アステラス製薬 狭心症治療薬

注射

メチルプレドニゾロンコハク酸エステ

ルNa注射用1000mgサワイ

1000mg 沢井製薬 ステロイド製剤

注射

メチルプレドニゾロンコハク酸エステ

ルNa注射用125mg｢サワイ｣

125mg 沢井製薬 ステロイド製剤

注射

メチルプレドニゾロンコハク酸エステ

ルNa注射用40mg｢サワイ｣

40mg 沢井製薬 ステロイド製剤

注射

メチルプレドニゾロンコハク酸エステ

ルNa注射用500mg｢サワイ｣

500mg 沢井製薬 ステロイド製剤

注射

硝酸イソソルビド注5mg/10mL｢タカ

タ｣

5mg/10mL 高田製薬 浸透圧利尿剤



内服 プレドニゾロン散 1% 武田 ステロイド製剤

外用 ゼルフォーム 20×60mm （12ｃｍ2） ファイザー 局所止血剤

注射 シスプラチン注 25mg 日医工 抗癌剤

注射 セルシン注 5mg 武田 抗不安薬

院内削除薬品


