
西宮市立中央病院院外専用薬一覧表（外用剤） ２０２０年８月２６日

薬品名 薬品名

ア行 アイケア点眼液０．１％５mＬ イクセロンパッチ１８ｍｇ

アイファガン点眼液０．１％ イソジンゲル１０％

アイラミド配合懸濁性点眼液 イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ

亜鉛華軟膏「ホエイ」 イミグラン点鼻液２０２０ｍｇ０．１mＬ

アクアチムクリーム１％ インタールエアロゾル１ｍｇ

アクトシン軟膏３％ インタールカプセル外用２０ｍｇ

アクロマイシン軟膏３％３０㎎ インタール吸入液１％２mＬ

アスタット軟膏１％ インタール点眼液

アズノールうがい液４％ インテバン坐剤５０

アズノールST錠口腔用５mg インドメタシンクリーム１％「日医工」

アズノール軟膏０．０３３％ ウルティブロ吸入用カプセル

アスプール液（0.5％） ウレパールローション１０％

アズマネックスツイストヘラー１００μg６０吸入 エアーサロンパス

アズマネックスツイストヘラー２００μg６０吸入 エイゾプト懸濁性点眼液１％

アゾルガ配合懸濁性点眼液 エイベリス点眼液０．００２％

アデスタンG３００膣錠 ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」

アドエア５０エアゾール１２０吸入用 エキザルベ

アドエア２５０エアゾール１２０吸入用 エクリラ４００μｇジェヌエア３０吸入用

アドエア１００ディスカス６０吸入用 エクリラ４００μｇジェヌエア６０吸入用

アドエア２５０ディスカス６０吸入用 エコリシン眼軟膏

アドエア５００ディスカス６０吸入用 エスクレ注腸用キット５００

アドフィード エストラーナテープ０．７２㎎

日点アトロピン点眼液１％５mＬ エストリール腟錠０．５㎎

アトロベントエロゾル２０μg 消毒用エタノール「マルイシ」

アネトカインビスカス２％ エピデュオゲル

アノーロエリプタ７吸入用 ＭＳ温シップ「タイホウ」

アノーロエリプタ３０吸入用 エムラクリーム

アフタッチ２５μg エルシド腟錠１００㎎

アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 エンクラッセ６２．５μｇエリプタ７吸入用

アルメタ軟膏０．１％ エンクラッセ６２．５μｇエリプタ３０吸入用

アレサガテープ４ｍｇ エンペシドクリーム１％

アレジオンＬＸ点眼液０．１％ オイラックスクリーム１０％

アレジオン点眼液０．０５％ オキサロールローション２５μg／ｇ０．００２５％

アレベール吸入用溶解液０．１２５％ オキサロール軟膏２５μg／ｇ０．００２５％

アンテベート軟膏０．０５％ オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００㎎「F」

アンテベートローション０．０５％ オキシドール「ヨシダ」

アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ オクソラレンローション１％

アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ オスバン１０％消毒剤

アンペック坐剤１０ｍｇ オフロキサシンゲル化点眼液０．３％「わかもと」

アンペック坐剤２０ｍｇ オリブ油滅菌

イオウ・カンフルローション「マルイシ」 オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用１１．２㎎３．３ｇ

イクセロンパッチ４．５ｍｇ オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ

イクセロンパッチ９ｍｇ カ行 カタリンＫ点眼用０．００５％（溶解後の液として）

イクセロンパッチ１３．５ｍｇ ガチフロ点眼液０．３％
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薬品名 薬品名

カデックス軟膏分包４５ｍｇ スタデルム軟膏５％

カリーユニ点眼液０．００５％５mＬ スチブロンクリーム０．０５％

キサラタン点眼液０．００５％ スピール膏Ｍ２５㎠

キシロカインゼリー２％ スピオルトレスピマット２８吸入

キュバール５０エアゾール スピオルトレスピマット６０吸入

キュバール１００エアゾール スピリーバ２．５μgレスピマット６０吸入

グラッシュビスタ外用液剤０．０３％５ｍL スピリーバ吸入用カプセル１８μg

グラナテック点眼液０．４％ スプレキュア点鼻液０．１５％

クラビット点眼液０．５％ スミルスチック３％

クラビット点眼液１．５％ スミルテープ３５㎎７㎝×１０㎝

グリセリン「マルイシ」 スミルローション３％

クレナフィン爪外用液１０％ ゼビアックスローション２％

クロマイ腟錠１００㎎ ゼフナート外用液２％

クロモフェロン点眼液２％１００㎎５mＬ ゼポラスパップ４０㎎１０㎝×１４㎝

ゲーベンクリーム１％ セルタッチパップ７０１０㎝×１４㎝

ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」

ケトコナゾールローション２％「ＪＧ」 ゾビラックス眼軟膏３％

ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「テイコク」 ゾビラックス軟膏５％

ケラチナミンコーワ軟膏２０％ ソフラチュール貼付剤１０㎝（１０．８㎎）

ケンエーＧ浣腸５０％Ｌタイプ３０mＬ ソルベース

ケンエーＧ浣腸５０％Ｌタイプ６０mＬ タ行 ダイアコートクリーム０．０５％

ゲンタシン軟膏０．１％１㎎ ダイアップ坐剤１０

コールタイジン点鼻液 ダイアップ坐剤４

コソプト配合点眼液 ダイアップ坐剤６

コソプトミニ配合点眼液 タプコム配合点眼液

コムクロシャンプー０．０５％ タプロス点眼液0.0015％

コレクチム軟膏０．５％ タプロスミニ点眼液0.0015％

サ行 ザーネ軟膏０．５％５０００単位 ダラシンＴゲル１％

サイプレジン１％点眼液 ダラシンＴローション１％

ザジテン点眼液０．０５％ タリビッド眼軟膏０．３％

ザラカム配合点眼液 タリビッド耳科用液０．３％３㎎

５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 チモプトール点眼液０．５％

サリベート５０ｇ ツロブテロールテープ１「ＥＭＥＣ」

サルタノールインヘラー１００μｇ ディビゲル１mg

サンコバ点眼液０．０２％５mＬ ディフェリンゲル０．１％

サンテゾーン０．０５％眼軟膏 デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」

サンピロ２％５mＬ デスモプレシン点鼻液協和２５０μg

サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ デタントール０．０１％点眼液

シーブリ吸入用カプセル５０μg デュアック配合ゲル

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」 デュオトラバ配合点眼液

ジクアス点眼液３％ デュロテップＭＴパッチ２．１㎎

ジクロード点眼液０．１％ デュロテップＭＴパッチ４．２㎎

シムビコートタービュヘイラー６０吸入 テラ・コートリル軟膏

硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 テリルジー１００エリプタ３０吸入用



西宮市立中央病院院外専用薬一覧表（外用剤） ２０２０年８月２６日

薬品名 薬品名

テルシガンエロゾル１００μｇ ビサコジル坐剤１０ｍｇ「日新」

テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワイ」 ビソノテープ８ｍｇ

デルモベート軟膏０．０５％ ピバレフリン点眼液０．１％

トプシム軟膏０．０５％ ヒビテン・グルコネート液２０％

トブラシン点眼液０．３％３㎎ ピマリシン５％点眼液｢センジュ｣

ドボネックス軟膏５０μg/g ヒルドイドゲル０．３％

ドボベットゲル ヒルドイドソフト軟膏０．３％

ドボベット軟膏 ヒルドイドフォーム０．３％

トラバタンズ点眼液０．００４％ ヒルドイドローション０．３％

トルソプト点眼液１％ ビレーズトリエアロスフィア５６吸入

ドレニゾンテープ４μg／㎠７．５㎝×１０㎝ ５－ＦＵ軟膏５％協和

トロピカミド点眼液０．４％「日点」 フィブラストスプレー５００（溶解液付）

トロンビン液モチダソフトボトル１万 フエナゾール軟膏5％

ナ行 ナイスピー点鼻液５０μg８．５㎎８．５ｇ フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」

ナウゼリン坐剤１０ フェントステープ０．５ｍｇ

ナウゼリン坐剤３０ フェントステープ１ｍｇ

ナサニール点鼻液０．２％１０㎎５mＬ フェントステープ２ｍｇ

フェントステープ６ｍｇ

ニコチネルＴＴＳ１０（１７．５㎎）１０㎠ フラジール腟錠２５０㎎

ニコチネルＴＴＳ２０（３５㎎）２０㎠ プラスチベース

ニコチネルＴＴＳ３０（５２．５㎎）３０㎠ フラビタン点眼液０．０５％

ニュープロパッチ４．５ｍｇ プリビーシー液０.０５％

ネオキシテープ７３．５ｍｇ プリビナ液０．０５％

ネオメドロールＥＥ軟膏 フルタイド２００ディスカス６０ブリスター

ネグミンシュガー軟膏 フルタイド１００ディスカス６０ブリスター

ネバナック懸濁性点眼液０．１％ フルタイド５０ディスカス６０ブリスター

ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％ フルティフォーム１２５エアゾール５６吸入用

ネリプロクト坐剤 フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用

ノルスパンテープ５ｍｇ フルナーゼ点鼻液５０μg５６噴霧用

ノルスパンテープ１０ｍｇ フルメタローション

ノルスパンテープ２０ｍｇ フルメトロン点眼液０．０２％

ハ行 ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ フルメトロン点眼液０．１％

バクトロバン鼻腔用軟膏２％ ブレオＳ軟膏５ｍｇ/ｇ

パタノール点眼液０．１％ プレドニン眼軟膏０．２５％

パピロックミニ点眼液０．１％０．４mＬ プレドネマ注腸２０mg

ブロキレートＰＦ点眼液２％

パルミコート吸入液０．２５㎎２mＬ フロジン外用液５％

パルミコート吸入液０．５㎎２mＬ プロスタンディン軟膏０．００３％

ビーソフテン外用スプレー０．３％ プロトピック軟膏０．０３％小児用

ビーソフテンクリーム０．３％ プロトピック軟膏０．１％

ビーソフテンローション０．３％ ブロナック点眼液０．１％

ヒアレイン点眼液０．１％ プロペト

ヒアレイン点眼液０．３％ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」

ヒアレインミニ点眼液０．３％ プロメタゾン軟膏０．１％
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ブロメライン軟膏５万単位/ｇ メプチン吸入液ユニット０．５ｍＬ     ④

ベガモックス点眼液０．５％ メンタックスクリーム１％

ベクトミラン軟膏０．１２％ モーラステープ２０㎎７㎝×１０㎝

ベストロン点眼用０．５％５㎎（溶解後の液として） モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ

ベセルナクリーム５％２５０㎎ モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏０．０５％「ＭＹ
Ｋ」

ヤ行 ユーパスタｺｰﾜ軟膏

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション０．０５％
「ＭＹＫ」

ユベラ軟膏５６ｇ

ベネトリン吸入液０．５％ ヨードコート軟膏０．９％

ベノキシール点眼液０.４％１０ｍＬ ラ行 リザベン点眼液０．５％２５㎎５mＬ

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「ＰＰ」 リドメックスコーワ軟膏０．３％

ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 リドメックスコーワローション０．３％

ベピオゲル２．５％ リボスチン点眼液０．０２５％

ベロテックエロゾル１００ リボスチン点鼻液０．０２５㎎１１２噴霧用０．０２５％１５mＬ

ペンタサ坐剤１ｇ リレンザ５ｍｇ

ペンタサ注腸１ｇ リンデロン－ＤＰ軟膏０．０６４％

ホクナリンテープ０．５ｍｇ リンデロンVGクリーム０．１２％

ホクナリンテープ２ｍｇ リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％

ポステリザンＦ坐薬 リンデロン－Ｖクリーム０．１２％

ポステリザン（軟膏）〔強力〕 リンデロン－Ｖローション０．１２％

ポピヨドン液１０％ リンデロン坐剤１．０㎎

ポピヨドンガーグル７％ ルコナック爪外用液５％

ボラザＧ坐剤 ルミガン点眼液0.03％

ボラザＧ軟膏 ルリコン液１％

ボルタレンゲル１％ レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回

ボルタレンサポ２５㎎ レスキュラ点眼液０．１２％

ボルタレンサポ５０㎎ レスタミンコーワクリーム１％

ボンアルファハイローション２０μg／ｇ レペタン坐剤０．４㎎

マ行 マーデュオックス軟膏 レルベア１００エリプタ１４吸入用

マイザークリーム０．０５％ レルベア１００エリプタ３０吸入用

マイティア点眼液〔人工涙液〕５mＬ レルベア２００エリプタ１４吸入用

０．０２Ｗ／Ｖ％マスキン水 レルベア２００エリプタ３０吸入用

０．０５Ｗ／Ｖ％マスキン水 ロキソニンテープ５０mg（７㎝×１０㎝）

０.５％マスキン水 ロキソニンテープ１００㎎（１０㎝×１４㎝）

ミオコールスプレー０．３㎎０．６５％７．２ｇ ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三笠」

ミケランＬＡ点眼液２％ ロコアテープ

ミケラン点眼液１％ ロコイドクリーム０．１％

ミケルナ配合点眼液 ロゼックスゲル０．７５％

ミドリンＰ点眼液５ｍＬ ワ行 ワコビタール坐剤３０

ミドリンＰ点眼液１０ｍＬ ワコビタール坐剤１００

ミリステープ５㎎４．０５㎝×４．５０㎝

ムコスタ点眼液ＵＤ２％

メノエイドコンビパッチ

メプチンエアー１０μg０．０１４３％５mＬ

メプチンキッド５μgエアー１００吸入


