
平成28年4月26日

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 ビオスリー配合OD錠 鳥居 活性生菌製剤

内服 メスチノン錠 60mg 共和 重症筋無力症治療剤

外用 グリセリン液 25ml 健栄 湿潤・粘滑剤

外用 スミスリンローション 5% クラシエ 疥癬治療剤

外用 プラスチベース 500g 大正富山 軟膏基剤

注射 ゲムシタビン注（液剤） 200/1000mg 持田 抗悪性腫瘍薬

注射 シベノール注 70mg トーアエイヨー 抗不整脈薬

内服 酸化マグネシウム錠 250/330mg 吉田 マグラックス錠より変更　（下剤）

内服 酸化マグネシウム細粒83％ 0.6/0.8/1.2ｇ 吉田

マグラックス細粒83％より変更

（下剤）

薬品名 メーカー 薬品名 メーカー

内服 25mgアリナミンF糖衣錠 武田薬品工業 ビタファントF錠25 東和薬品

内服 2mgセルシン錠 武田薬品工業 ジアゼパム錠2 東和薬品

内服 5mgセルシン錠 武田薬品工業 ジアゼパム錠5 東和薬品

内服 アザルフィジンEN錠500mg あゆみ製薬

サラゾスルファピリジン腸溶錠

500mg

日医工

内服 アドナ錠30mg 田辺製薬販売

カルバゾクロムスルホン酸ナト

リウム錠30mg

日医工

内服 アルサルミン細粒90% 中外製薬 スクラルファート細粒90% 東和薬品

内服 アルダクトンA錠25mg ファイザー スピロノラクトン錠25mg 日医工

内服 ガストローム顆粒66.7% 田辺三菱製薬 エカベトNa顆粒66.7% 沢井製薬

内服 カルグート錠10 田辺三菱製薬 デノパミン錠10mg 日医工

内服 カルナクリン錠50 三和化学研究所 カリジノゲナーゼ錠50単位 東和薬品
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内服 ケイキサレート散 鳥居薬品 カリセラム-Na末 扶桑薬品工業

内服 ケタスカプセル10mg 杏林製薬 ピナトスカプセル10mg テバ製薬

内服 コロネル細粒83.3%0.6g アステラス製薬

ポリカルボフィルCa細粒

83.3%0.6ｇ

日医工

内服 コロネル細粒83.3%1.2g アステラス製薬

ポリカルボフィルCa細粒

83.3%1.2ｇ

日医工

内服 セファドール錠25mg 日本新薬 ジフェニドール塩酸塩錠25mg 日医工

内服 ドラール錠15 田辺三菱製薬 クアゼパム錠15mg 沢井製薬

内服 トランサミンカプセル250mg 第一三共 トラネキサム酸カプセル250mg 東和薬品

内服 ノイキノン錠10mg エーザイ ユビデカレノン錠10mg 東和薬品

内服 パキシル錠10mg GSK パロキセチン錠10mg 東和薬品

内服 パキシル錠20mg GSK パロキセチン錠20mg 東和薬品

内服 ビソルボン錠4mg 日本ベーリンガー ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg 沢井製薬

内服 ビタメジン配合カプセルB25 第一三共 シグマビタン配合カプセルB25 東和薬品

内服 フェロミア顆粒8.3% エーザイ

クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒

8.3%

鶴原製薬

内服 ブスコパン錠10mg 日本ベーリンガー

ブチルスコポラミン臭化物錠

10mg

日医工

内服 フラビタン錠5mg アステラス製薬 FAD錠5mg 鶴原製薬

内服 プリンペラン錠5 アステラス製薬 メトクロプラミド錠5mg テバ製薬

内服 フルイトラン錠1mg 塩野義製薬 トリクロルメチアジド錠1mg ニプロ

内服 フルイトラン錠2mg 塩野義製薬 トリクロルメチアジド錠2mg ニプロ

内服 プロスタール錠25 武田薬品工業

クロルマジノン酢酸エステル錠

25mg

ファイザー

内服 プロノン錠150mg アステラス製薬 プロパフェノン塩酸塩錠150mg 大原薬品工業

内服 ミラドール錠50 バイエル薬品 スルピリド錠50mg 沢井製薬

内服 メプチン錠50μg 大塚製薬

プロカテロール塩酸塩錠50μ

g

沢井製薬

内服 モービック錠5mg 日本ベーリンガー メロキシカム錠5mg ニプロ

内服 モービック錠10mg 日本ベーリンガー メロキシカム錠10mg ニプロ

内服 ユベラNカプセル100mg エーザイ バナールNカプセル100mg 東和薬品

内服 ラニラピッド錠0.1mg 中外製薬 メチルジゴキシン錠0.1mg テバ製薬

内服 リマチル錠50mg あゆみ製薬 ブシラミン錠50mg 東和薬品

内服 リマチル錠100mg あゆみ製薬 ブシラミン錠100mg 東和薬品

内服 リンデロン錠0.5mg 塩野義製薬 ベタメタゾン錠0.5mg 沢井製薬

内服 ワソラン錠40mg エーザイ ベラパミル塩酸塩錠40mg テバ製薬

注射 アリナミンF25注 武田薬品工業 ビタファント注25 東和薬品

注射 アリナミンF50注 武田薬品工業 ビタファント注50 東和薬品

注射 リンデロン注2mg(0.4%) 塩野義製薬 リノロサール注射液2mg(0.4%) わかもと製薬



剤型 薬品名 規　格 メーカー 備　　考

内服 ウテメリン錠 5mg キッセイ 子宮収縮抑制薬

内服 エクセラーゼ顆粒 合剤 Meiji Seika 消化酵素製剤

内服 ガスモチン散 1% 大日本住友 胃腸機能調整薬

内服 ザーコリーカプセル 200/250mg ファイザー 抗悪性腫瘍薬

内服 シンメトレル細粒 10% ノバルティス パーキンソン病治療薬

内服 ゾビラックス錠 200mg GSK 抗ウィルス薬

内服 タガメット錠 200mg 大日本住友 H2 ブロッカー

内服 ノイチーム錠 30/90mg エーザイ 蛋白分解酵素製剤

内服 ビオスリー配合錠 鳥居 活性生菌製剤

内服 ヘプセラ錠

10mg

ASKSK 抗B型肝炎ウィルス薬

内服 メチコバール細粒 0.1%0.5ｇ エーザイ ビタミンB12製剤

内服 立効散 2.5ｇ ツムラ 漢方製剤

外用 イオウカンフルローション 500ml 丸石 皮膚軟化剤

外用 複方ヨードグリセリン 500ml 吉田 殺菌・消毒剤

外用 レペタン坐薬 0.4mg 大塚 非麻薬性鎮痛薬

注射 ウテメリン注 50mg キッセイ 子宮収縮抑制薬

注射 キシロカイン注 0.5%100ｍｌ アストラゼネカ 局所麻酔薬

注射 ズファジラン筋注 5mg1ｍｌ 第一三共 血管拡張薬

注射 ピドキサール注 30mg 中外 ビタミンB6製剤

注射 プリモボラン・デポー筋注 100mg1ｍｌ 富士 蛋白同化ステロイド剤

注射 プロゲホルモン筋注 25mg1ｍｌ 持田 黄体ホルモン製剤

注射 マグセント注 100ｍｌ 鳥居 マグネシウム製剤

注射 レペタン注 0.3mg 大塚 非麻薬性鎮痛薬
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