
東住吉森本病院　採用薬品リスト　【外用薬】

技術部薬剤科　作成
作成年月日　令和5年3月16日

薬品名 一般名 規格単位 後発品情報50音

アズノール軟膏０．０３３％ ジメチルイソプロピルアズレン ０．０３３％１０ｇあ

アテキュラ吸入用カプセル高用量 インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボ
ン酸エステル

１カプセル

アテキュラ吸入用カプセル中用量 インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボ
ン酸エステル

１カプセル

アノーロエリプタ３０吸入用 ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェ
ニル酢酸塩

３０吸入１キット

アノーロエリプタ７吸入用 ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェ
ニル酢酸塩

７吸入１キット

アラセナ－Ａ軟膏３％ ビダラビン ３％１ｇ

アラミスト点鼻液２７．５μ ｇ５６噴霧用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル ３ｍｇ６ｇ１キット

アルピニー坐剤１００ アセトアミノフェン １００ｍｇ１個

アロンアルフアＡ「三共」 シアノアクリレート ０．５ｇ１管

アンペック坐剤１０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 １０ｍｇ１個

アンペック坐剤２０ｍｇ モルヒネ塩酸塩水和物 ２０ｍｇ１個

イクセロンパッチ１３．５ｍｇ リバスチグミン １３．５ｍｇ１枚い

イクセロンパッチ１８ｍｇ リバスチグミン １８ｍｇ１枚

イクセロンパッチ４．５ｍｇ リバスチグミン ４．５ｍｇ１枚

イクセロンパッチ９ｍｇ リバスチグミン ９ｍｇ１枚

イソジンゲル１０％ ポビドンヨード １０％１０ｇ

イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 ２０ｍｇ１キット

インドメタシン外用液１％「日医工」 インドメタシン １％１ｍＬ 後発

インドメタシン坐剤２５「ＮＰ」 インドメタシン ２５ｍｇ１個

インドメタシン坐剤５０「ＮＰ」 インドメタシン ５０ｍｇ１個

ウエルアップハンドローション１％ クロルヘキシジングルコン酸塩 １％１０ｍＬう

ウルティブロ吸入用カプセル インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム
臭化物

１カプセル

エイゾプト懸濁性点眼液１％ ブリンゾラミド １％１ｍＬえ
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薬品名 一般名 規格単位 後発品情報50音

ＡＺ点眼液０．０２％ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 ０．０２％５ｍＬ１瓶 後発

エキザルベ 混合死菌製剤 １ｇ

エスクレ坐剤「２５０」 抱水クロラール ２５０ｍｇ１個

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 デカリニウム塩化物 ０．２５ｍｇ１錠 後発

エタノール「ケンエー」 エタノール １０ｍＬ

エナジア吸入用カプセル高用量 インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化
物・モメタゾンフランカルボン酸エステル

１カプセル

エネマスター注腸散 硫酸バリウム ９８．１％１０ｇ 後発

ＭＳ温シップ「タイホウ」 パップ剤 １０ｇ 後発

オイラックスＨクリーム ヒドロコルチゾン・クロタミトン １ｇお

オイラックスクリーム１０％ クロタミトン １０％１０ｇ

オキシドール「ヤクハン」 オキシドール １０ｍＬ

オスバン消毒液０．０５％ ベンザルコニウム塩化物 ０．０５％１０ｍＬ

オラネジン消毒液１．５％ＯＲ オラネキシジングルコン酸塩 １．５％１０ｍＬ

オリブ油「日医工」 オリブ油 １０ｍＬ

オルベスコ２００μ ｇインヘラー５６吸入用 シクレソニド １１．２ｍｇ３．３ｇ１キット

オンブレス吸入用カプセル１５０μ ｇ インダカテロールマレイン酸塩 １５０μ ｇ１カプセル

含嗽用ハチアズレ顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素
ナトリウム

０．１％１ｇか

キシロカイン液「４％」 リドカイン塩酸塩 ４％１ｍＬき

キシロカインゼリー２％ リドカイン塩酸塩 ２％１ｍＬ

キシロカインポンプスプレー８％ リドカイン １ｇ 後発

キュバール１００エアゾール ベクロメタゾンプロピオン酸エステル １５ｍｇ８．７ｇ１瓶

グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 グリセリン ５０％６０ｍＬ１個く

グリセリン「マルイシ」 グリセリン １０ｍＬ

クレナフィン爪外用液１０％ エフィナコナゾール １０％１ｇ

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「日医工」 ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 後発け

ゲーベンクリーム１％ スルファジアジン銀 １％１ｇ
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ケラチナミンコーワクリーム２０％ 尿素 ２０％１ｇ

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「ＮＩＧ」 ゲンタマイシン硫酸塩 １ｍｇ１ｇ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 酸化セルロース 綿型５．１ｃｍ×２．５ｃｍ１
枚

後発さ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 酸化セルロース ニューニット２．５ｃｍ×２．
５ｃｍ

後発

ザーネ軟膏０．５％ ビタミンＡ油 ５０００単位１ｇ

サリベートエアゾール リン酸二カリウム・無機塩類配合剤 ５０ｇ１個

サンコバ点眼液０．０２％ シアノコバラミン ０．０２％５ｍＬ１瓶

ジクトルテープ７５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム ７５ｍｇ１枚し

ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「日医工」 ジクロフェナクナトリウム １２．５ｍｇ１個 後発

ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「日医工」 ジクロフェナクナトリウム ２５ｍｇ１個 後発

ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「日医工」 ジクロフェナクナトリウム ５０ｍｇ１個 後発

シーブリ吸入用カプセル５０μ ｇ グリコピロニウム臭化物 ５０μ ｇ１カプセル

シムビコートタービュヘイラー３０吸入 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 ３０吸入１キット

シムビコートタービュヘイラー６０吸入 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 ６０吸入１キット

消毒用エタノールＢ液ＩＰ エタノール １０ｍＬ 後発

新レシカルボン坐剤 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウ
ム

１個

スコピゾル眼科用液 ヒドロキシエチルセルロース・無機塩類配合剤 １ｍＬす

スピオルトレスピマット２８吸入 チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩
酸塩

２８吸入１キット

スピオルトレスピマット６０吸入 チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩
酸塩

６０吸入１キット

スピリーバ２．５μ ｇレスピマット６０吸入 チオトロピウム臭化物水和物 １５０μ ｇ１キット

スピール膏Ｍ サリチル酸 ２５平方ｃｍ１枚

スープレン吸入麻酔液 デスフルラン １ｍＬ

スポンゼル ゼラチン ５ｃｍ×２．５ｃｍ１枚

スミスリンローション５％ フェノトリン ５％１ｇ

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 セボフルラン １ｍＬ 後発せ
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ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ フラジオマイシン硫酸塩 （１０．８ｍｇ）１０ｃｍ×１０ｃ
ｍ１枚

そ

ソルベース マクロゴール １０ｇ

タコシール組織接着用シート フィブリノゲン配合剤 ９．５ｃｍ×４．８ｃｍ１枚た

タコシール組織接着用シート フィブリノゲン配合剤 ４．８ｃｍ×４．８ｃｍ１枚

タリビッド眼軟膏０．３％ オフロキサシン ０．３％１ｇ

チモロール点眼液０．５％「テイカ」 チモロールマレイン酸塩 ０．５％１ｍＬ 後発ち

ツロブテロールテープ２ｍｇ「久光」 ツロブテロール ２ｍｇ１枚 後発つ

ディスオーパ消毒液０．５５％ フタラール ０．５５％１ｍＬて

デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 デキサメタゾン ０．１％１ｇ 後発

デスモプレシン点鼻スプレー２．５μ ｇ「フェリング」 デスモプレシン酢酸塩水和物 １２５μ ｇ１瓶

テラ・コートリル軟膏 オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン １ｇ

テリルジー１００エリプタ１４吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリ
ジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸
塩

１４吸入１キット

テリルジー１００エリプタ３０吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリ
ジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸
塩

３０吸入１キット

トロンビン液モチダ ソフトボトル１万 トロンビン １００００単位１０ｍＬ１キッ
ト

と

ナウゼリン坐剤３０ ドンペリドン ３０ｍｇ１個な

ニコチネルＴＴＳ１０ ニコチン （１７．５ｍｇ）１０平方ｃｍ１
枚

に

ニコチネルＴＴＳ２０ ニコチン （３５ｍｇ）２０平方ｃｍ１枚

ニコチネルＴＴＳ３０ ニコチン （５２．５ｍｇ）３０平方ｃｍ１
枚

ニゾラールローション２％ ケトコナゾール ２％１ｇ

ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ ニトログリセリン （２５ｍｇ）１０平方ｃｍ１枚

ニフラン点眼液０．１％ プラノプロフェン ０．１％１ｍＬ

ニュープロパッチ１３．５ｍｇ ロチゴチン １３．５ｍｇ１枚

ニュープロパッチ２．２５ｍｇ ロチゴチン ２．２５ｍｇ１枚

ニュープロパッチ４．５ｍｇ ロチゴチン ４．５ｍｇ１枚
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薬品名 一般名 規格単位 後発品情報50音

ニュープロパッチ９ｍｇ ロチゴチン ９ｍｇ１枚

ネオメドロールＥＥ軟膏 フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン １ｇね

ハイポエタノール液２％「ケンエー」 チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール １０ｍＬ 後発は

白色ワセリン「ケンエー」 白色ワセリン １０ｇ

バクトロバン鼻腔用軟膏２％ ムピロシンカルシウム水和物 ２％１ｇ

パタノール点眼液０．１％ オロパタジン塩酸塩 ０．１％１ｍＬ

パルミコート２００μ ｇタービュヘイラー５６吸入 ブデソニド １１．２ｍｇ１瓶（２００μ ｇ）

ハルロピテープ２４ｍｇ ロピニロール塩酸塩 ２４ｍｇ１枚

ハルロピテープ３２ｍｇ ロピニロール塩酸塩 ３２ｍｇ１枚

ヒアレイン点眼液０．１％ 精製ヒアルロン酸ナトリウム ０．１％５ｍＬ１瓶ひ

ビソノテープ２ｍｇ ビソプロロール ２ｍｇ１枚

ビソノテープ４ｍｇ ビソプロロール ４ｍｇ１枚

ヒルドイドソフト軟膏０．３％ ヘパリン類似物質 １ｇ

ビレーズトリエアロスフィア５６吸入 ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテ
ロールフマル酸塩水和物

５６吸入１キット

ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％「参天」 ピレノキシン ０．００５％５ｍＬ１瓶 後発

フィブラストスプレー５００ トラフェルミン（遺伝子組換え） ５００μ ｇ１瓶（溶解液付）ふ

フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」 フェルビナク ３％１ｇ 後発

フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 フェルビナク １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 後発

フェントステープ０．５ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 ０．５ｍｇ１枚

フェントステープ１ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 １ｍｇ１枚

フェントステープ２ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 ２ｍｇ１枚

フェントステープ４ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 ４ｍｇ１枚

フェントステープ８ｍｇ フェンタニルクエン酸塩 ８ｍｇ１枚

フランドルテープ４０ｍｇ 硝酸イソソルビド ４０ｍｇ１枚

プリビナ液０．０５％ ナファゾリン硝酸塩 ０．０５％１ｍＬ

フルコートスプレー０．００７％ フルオシノロンアセトニド ０．００７％１ｇ
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薬品名 一般名 規格単位 後発品情報50音

フルティフォーム１２５エアゾール５６吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロー
ルフマル酸塩水和物

５６吸入１瓶

フルメトロン点眼液０．１％ フルオロメトロン ０．１％１ｍＬ

プレドネマ注腸２０ｍｇ プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム ２０ｍｇ１個 後発

プロスタンディン軟膏０．００３％ アルプロスタジル　アルファデクス ０．００３％１ｇ

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 ブロムヘキシン塩酸塩 ０．２％１ｍＬ 後発

ベナパスタ軟膏４％ ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩 ４％１０ｇへ

ベネトリン吸入液０．５％ サルブタモール硫酸塩 ０．５％１ｍＬ

ベノキシール点眼液０．４％ オキシブプロカイン塩酸塩 ０．４％１ｍＬ

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本
臓器」

ヘパリン類似物質 １ｇ 後発

ヘパリン類似物質ローション０．３％「日医工」 ヘパリン類似物質 １ｇ 後発

ヘモレックス軟膏 ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤 １ｇ 後発

ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用 フィブリノゲン加第１３因子 ５ｍＬ２キット１組

ベリプラストＰ コンビセット 組織接着用 フィブリノゲン加第１３因子 ３ｍＬ２キット１組

ペンタサ坐剤１ｇ メサラジン １ｇ１個

ペンタサ注腸１ｇ メサラジン １ｇ１個

ペンレステープ１８ｍｇ リドカイン （１８ｍｇ）３０．５ｍｍ
×５０．０ｍｍ１枚

ホウ砂 ホウ砂 １０ｇほ

ホウ砂「ケンエー」 ホウ砂 １０ｇ

ボスミン外用液０．１％ アドレナリン ０．１％１ｍＬ

ポビドンヨードガーグル液７％「イワキ」 ポビドンヨード ７％１ｍＬ

ポビドンヨード消毒用液１０％「ＮＰ」 ポビドンヨード １０％１０ｍＬ 後発

ポビドンヨードスクラブ液７．５％「ケンエー」 ポビドンヨード ７．５％１０ｍＬ 後発

ボラザＧ坐剤 トリベノシド・リドカイン １個

マイザークリーム０．０５％ ジフルプレドナート ０．０５％１ｇま

マスキンＲ・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） クロルヘキシジングルコン酸塩 ０．５％１０ｍＬ
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薬品名 一般名 規格単位 後発品情報50音

０．０２ｗ／ｖ％マスキン水 クロルヘキシジングルコン酸塩 ０．０２％１０ｍＬ

０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 クロルヘキシジングルコン酸塩 ０．０５％１０ｍＬ

ミオコールスプレー０．３ｍｇ ニトログリセリン ０．６５％７．２ｇ１缶み

メプチンエアー１０μ ｇ吸入１００回 プロカテロール塩酸塩水和物 ０．０１４３％５ｍＬ１キットめ

モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ ケトプロフェン １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚も

ユベラ軟膏 トコフェロール・ビタミンＡ油 １ｇゆ

ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＮＩＧ」 ラタノプロスト ０．００５％１ｍＬ 後発ら

ラミシールクリーム１％ テルビナフィン塩酸塩 １％１ｇ

リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸
塩

１ｇり

リンデロン－Ｖローション ベタメタゾン吉草酸エステル ０．１２％１ｍＬ

リンデロン坐剤１．０ｍｇ ベタメタゾン １ｍｇ１個

レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回 ブデソニド ４８ｍｇ３０．８ｇ１瓶れ

レペタン坐剤０．２ｍｇ ブプレノルフィン塩酸塩 ０．２ｍｇ１個

レボフロキサシン点眼液０．５％「ＶＴＲＳ」 レボフロキサシン水和物 ０．５％１ｍＬ 後発

レルベア１００エリプタ１４吸入用 ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾン
フランカルボン酸エステル

１４吸入１キット

レルベア１００エリプタ３０吸入用 ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾン
フランカルボン酸エステル

３０吸入１キット

レルベア２００エリプタ１４吸入用 ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾン
フランカルボン酸エステル

１４吸入１キット

レルベア２００エリプタ３０吸入用 ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾン
フランカルボン酸エステル

３０吸入１キット

ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 １％１ｇ 後発ろ

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「科研」 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 後発

ロコアテープ エスフルルビプロフェン・ハッカ油 １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚

ロコイドクリーム０．１％ ヒドロコルチゾン酪酸エステル ０．１％１ｇ
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