
西宮市立中央病院院外専用薬一覧表（内服剤） ２０２０年８月２６日

薬品名 薬品名

ア行 アーガメイトゼリー２０％ アミオダロン塩酸塩速崩錠５０mg「TE」

アーテン錠（２mg） アミオダロン塩酸塩速崩錠１００mg「TE」

アーリーダ錠６０ｍｇ アミティーザカプセル１２μｇ

アイピーディカプセル１００ アミティーザカプセル２４μｇ

アイミクス配合錠ＨＤ アミノレバンＥＮ配合散（コーヒー味）

アイミクス配合錠ＬＤ アミノレバンＥＮ配合散（フルーツ味）

アキネトン錠１ｍｇ アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＥMＥＣ」

アクトネル錠２．５㎎ アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＥMＥＣ」

アコニンサン錠 アメナリーフ錠２００ｍｇ

アコファイド錠１００ｍｇ アメパロモカプセル２５０ｍｇ

アサコール錠400mg アモキサンカプセル１０ｍｇ

アザニン錠５０㎎ アモキサンカプセル２５ｍｇ

アザルフィジンＥＮ錠２５０㎎ アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」

アザルフィジンＥＮ錠５００㎎ アモバン錠１０

アシノン錠１５０㎎ アリナミンＦ糖衣錠〔２５㎎〕

アジルバ錠２０mg アリミデックス錠１㎎

アジルバ錠４０mg アリメジンシロップ０．０５％

アストモリジン配合腸溶錠 アルサルミン細粒９０％

アスパラ－ＣＡ錠２００ アルタットカプセル７５

アスパラＫ散 アルドメッド錠２５０

アスパラカリウム錠３００㎎ アルファカルシドール錠０．５μｇ「アメル」

アスピリン原末「マルイシ」 アルファロールカプセル０．２５μg

アスペノンカプセル２０ アルロイドＧ内用液５％

アスベリンシロップ０．５％ アレジオンドライシロップ１％

アスベリンドライシロップ２％ アレジオン錠２０

アズロキサ錠１５ｍｇ アレセンサカプセル１５０ｍｇ

アセタノールカプセル１００ アレビアチン散１０％

アセチルシステイン内服液１７．６％「ショーワ」 アレビアチン錠１００ｍｇ

アセチルスピラマイシン錠協和 アレルギン散１％

アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 アレロック顆粒０．５％

アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「日医工」

アダプチノール５㎎ アロシトール錠１００㎎

アタラックス錠１０㎎ アロチノロール塩酸塩錠５mg「DSP」

アテディオ配合錠 アロチノロール塩酸塩錠１０mg「DSP」

アテレック錠１０  １０㎎ アロマシン錠２５㎎

アトーゼット配合錠ＬＤ アンコチル錠５００ｍｇ

アドソルビン原末 アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「ＺＥ」

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「トーワ」

アバプロ錠１００mg ＥＳポリタミン配合顆粒

アフィニトール錠５ｍｇ イグザレルト錠１０ｍｇ

アブストラル舌下錠１００μｇ イグザレルト錠１５ｍｇ

アブストラル舌下錠２００μｇ イクスタンジ錠４０ｍｇ

アベロックス錠４００㎎ イクスタンジ錠８０ｍｇ

アマージ錠２．５mg イーケプラ錠２５０ｍｇ
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薬品名 薬品名

イーケプラドライシロップ５０％ エクセラーゼ錠

イーフェンバッカル錠５０μｇ エクメット配合錠ＨＤ

イーフェンバッカル錠２００μｇ エサンブトール錠２５０㎎

イスコチン錠１００㎎ Ｓ・Ｍ散

イソソルビド内用液７０％「ＣＥＯ」 エスカゾール錠２００mg

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 ＳＧ顆粒

イトラコナゾールカプセル５０ｍｇ「ＳＷ」 エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ

イトリゾール内用液１％ エストリール錠１ｍｇ（持田）

イニシンク配合錠 ＳＰトローチ明治０．２５ｍｇ

ＥＰＬカプセル２５０㎎ エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０

イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５

イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」

イブランスカプセル２５ｍｇ エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」

イブランスカプセル１２５ｍｇ エックスフォージ配合OD錠

イミグラン錠５０ エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ケミファ」

イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「杏林」 エバステルＯＤ錠５ｍｇ

イメンドカプセル１２５ｍｇ エパデールＳ９００

イメンドカプセル８０ｍｇ エパデールカプセル３００

イリボーＯＤ錠２．５μｇ エビスタ錠６０mg

イリボー錠５μg エビプロスタット配合錠ＤＢ

イルトラ配合錠ＬＤ エビリファイ散１％

イルトラ配合錠ＨＤ エビリファイ錠３mg

インクレミンシロップ５％ エピレオプチマル散５０％

インタール細粒１０％ エフィエント錠３．７５ｍｇ

インチュニブ錠１ｍｇ エフィエントOD錠２０ｍｇ

インチュニブ錠３ｍｇ エプクルーサ配合錠

インデラル錠１０㎎ エブランチルカプセル１５mg

インフリーカプセル１００㎎ エリキュース錠２．５ｍｇ

インライタ錠１ｍｇ エリキュース錠５ｍｇ

インライタ錠５ｍｇ エリスパン錠０．２５ｍｇ

ヴィキラックス配合錠 エリスロシン錠２００ｍｇ

ヴォトリエント錠２００ｍｇ エリスロシンドライシロップＷ２０％２００mg

ウチダのシテイＭ エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ

ウチダの八味丸Ｍ エルデカルシトールカプセル０．５μｇ「サワイ」

ウブレチド錠５㎎ エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「サワイ」

ウラリット錠 エレルサ錠５０ｍｇ

ウラリット-U配合散 エレンタール配合内用剤８０ｇ/袋

ウルグートカプセル エレンタール配合内用剤８０ｇ/プラスチック容器

ウルソデオキシコール酸錠１００㎎「トーワ」 塩化ナトリウム

ウロカルン錠２２５ｍｇ エンシュア・Ｈ（黒糖味）

エースコール錠２㎎ エンシュア・Ｈ（コーヒー味）

エクア錠５０mg エンシュア・Ｈ（ストロベリー味）

エクセグラン散２０％ エンシュア・Ｈ（バナナ味）

エクセグラン錠１００㎎ エンシュア・Ｈ（バニラ味）
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エンシュア・Ｈ（メロン味） カボメティクス錠２０ｍｇ

エンシュア・リキッド（コーヒー味） カボメティクス錠８０ｍｇ

エンシュア・リキッド（ストロベリー味） カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」

エンシュア・リキッド（バニラ味） ガランターゼ散５０％

エンドキサン錠５０㎎ カリメート散

オーグメンチン配合錠２５０RS カルグート錠５

オークル錠１００㎎ カルスロット錠２０

オースギ疎経活血湯エキスＧ カルデナリン錠１㎎

オキシコドン徐放錠５ｍｇ「第一三共」 カルナクリン錠２５  ２５単位

オキシコドン徐放錠１０ｍｇ「第一三共」 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散１０％「日医工」

オキシコドン徐放錠２０ｍｇ「第一三共」 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ「日医工」

オキシコドン徐放錠４０ｍｇ「第一三共」 カルブロック錠１６㎎

オキノーム散２．５㎎ カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」

オキノーム散５㎎ カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」

オキノーム散１０ｍｇ カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」

オクソラレン錠１０ｍｇ カルボシステインドライシロップ５０％「デバ」

オステン錠２００㎎ カロナール細粒５０％

オゼックス細粒小児用１５％ カロナール錠２００

オダイン錠１２５㎎ カロナール錠５００

オテズラ錠１０ｍｇ カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」

オテズラ錠２０ｍｇ カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」

オテズラ錠３０ｍｇ キネダック錠５０㎎

オノンカプセル１１２．５mg ギャバロン錠５ｍｇ

オノンドライシロップ１０％ キャブピリン配合錠

オフェブカプセル１００mg キョウニン水「マルイシ」

オフェブカプセル１５０mg グーフィス錠５ｍｇ

オプソ内服液５mg クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」

オプソ内服液１０mg グラクティブ錠50mg

オラペネム小児用細粒10％ グラクティブ錠100mg

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 グラケーカプセル１５mg

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒

オングリザ錠５ｍｇ クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠

カ行 ガスコン錠４０mg クラシエ四物湯エキス錠

ガスター散２％ クラシエ防風通聖散エキス錠

ガストローム顆粒６６．７％ グラジナ錠５０ｍｇ

カタプレス錠７５μｇ グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」

カナグル錠１００ｍｇ クラバモックス小児用ドライシロップ

カナマイシンカプセル２５０㎎「明治」 グラマリール錠２５㎎

カナリア配合錠 クラリス錠５０小児用

カバサール錠１．０㎎ クラリスロマイシン錠２００「ＭＥＥＫ」

ガバペン錠２００㎎ クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「トーワ」

ガバペン錠４００㎎ クラリチンドライシロップ１％

カフェイン水和物原末「マルイシ」 クラリチン錠１０㎎

カプトリル錠２５ｍｇ グランダキシン錠５０
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薬品名 薬品名

クリアミン配合錠Ｓ０．５ コンサータ錠１８㎎

グリチロン錠 コンサータ錠２７㎎

グリベック錠１００ｍｇ コンスタン錠０．４ｍｇ

グリミクロン錠４０㎎ コントール散１％

グリメピリド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 コンバントリン錠

グルコバイ錠１００㎎ コンプラビン配合錠

グルファスト錠１０㎎ サ行 ザーコリカプセル２００mg

グルベス配合錠 ザーコリカプセル２５０mg

グレースビット錠５０ｍｇ サアミオン錠５mg

クレメジン細粒分包２ｇ ザイザル錠５mg

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 ザイザルシロップ０．０５％

ケーワン錠５㎎ ザイティガ錠２５０ｍｇ

ケアラム錠２５ｍｇ サイトテック錠２００

ケイキサレートドライシロップ７６％ ザイボックス錠６００ｍｇ

ケタスカプセル１０㎎ サイレース錠２ｍｇ

ゲフィチニブ錠２５０㎎「ＤＳＥＰ」 ザイロリック錠１００

コートリル錠１０㎎ サインバルタカプセル20mg

コスパノン錠４０㎎ サインバルタカプセル３０ｍｇ

コタロー温経湯エキス細粒 ザガーロカプセル０．５ｍｇ

コタロー温清飲エキス細粒 ザクラス配合錠ＨＤ

コタロー越婢加朮湯エキス細粒 サムスカＯＤ錠７．５mg

コタロー加味逍遙散エキス細粒 サムチレール内用懸濁液１５％

コタロー桔梗石膏エキス細粒 サラゾピリン錠５００㎎

コタロー香蘇散エキス細粒 サリグレンカプセル３０㎎

コタロー五積散エキス細粒 サリパラ液

コタロー大黄牡丹皮湯エキス細粒 ザルティア錠２．５ｍｇ

コタロー当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 ザルティア錠５ｍｇ

コタロー当帰芍薬散料エキス細粒 サルポグレラート錠５０ｍｇ「日医工」

コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル サワシリン細粒１０％１００㎎

コタロー抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 酸化マグネシウム

コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒 ザンタック錠１５０

コタロー苓姜朮甘湯エキス細粒 サンリズムカプセル２５㎎

コデインリン酸塩散１％ サンリズムカプセル５０㎎

コニール錠４ 三和五苓散料エキス細粒

コバシル錠２ｍｇ シアリス錠１０ｍｇ

コバマミド錠２５０μg「ツルハラ」 ジェイゾロフト錠２５㎎

コペガス錠２００㎎ ジェニナック錠２００㎎

コムタン錠１００㎎ ジオトリフ錠２０ｍｇ

コランチル顆粒 ジオトリフ錠３０ｍｇ

コリオパンカプセル５ｍｇ ジオトリフ錠４０ｍｇ

コルヒチン錠０．５㎎「タカタ」 ジカディア錠１５０ｍｇ

コレバイン錠５００㎎ シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「トーワ」

コロネル細粒８３．３％ シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「トーワ」

コロネル錠５００㎎ シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「トーワ」
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ジゴシン散０．１％ スローケー錠６００㎎

ジゴシン錠０．２５㎎ セキソビット錠100mg

ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２ｇ セタプリル錠２５㎎

ジスロマック細粒小児用１００㎎ セディール錠１０㎎

ジスロマック錠２５０㎎ セパゾン錠１

シダキュアスギ花粉舌下錠２０００ＪＡＵ セパミット－Ｒ細粒２％

シダキュアスギ花粉舌下錠５０００ＪＡＵ セファクロルカプセル２５０ｍｇ「サワイ」

シナール配合顆粒 セファクロル細粒１０％「日医工」

シナール配合錠 セファドール錠２５㎎

ジフルカンカプセル１００㎎ セファランチン錠１㎎

ジプレキサザイディス錠２．５㎎ ゼフィックス錠１００

ジプレキサザイディス錠５㎎ セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」

シプロキサン錠２００㎎ セフジニルカプセル１００ｍｇ「日医工」

シベクトロ錠２００ｍｇ セフゾン細粒小児用１０％１００㎎

シベノール錠５０ｍｇ セララ錠５０ｍｇ

ジャディアンス錠１０ｍｇ セルシンシロップ０．１％

ジャヌビア錠５０ｍｇ セルシン散１％

シュアポスト錠０．２５ｍｇ セルシン錠〔２㎎〕

シュアポスト錠０．５ｍｇ セルシン錠〔５㎎〕

臭化カリウム セルセプトカプセル２５０

重曹「ホエイ」 セルニルトン錠

ジルテックドライシロップ1.25％ ゼルヤンツ錠５ｍｇ

ジルテック錠５ セレキノン錠１００㎎

ジルテック錠１０ セレギリン塩酸塩錠２．５㎎「アメル」

シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「サワイ」 セレコキシブ錠１００ｍｇ「ファイザー」

シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＤＳＥＰ」 セレコキシブ錠２００mg「ファイザー」

シングレア錠１０㎎ セレジスト錠５

シンメトレル錠５０㎎ セレスタミン錠

スーグラ錠５０ｍｇ セレナール錠１０

スージャヌ配合錠 セレニカＲ顆粒４０％

スーテントカプセル１２．５ｍｇ セレニカＲ錠２００mg

スイニー錠１００ｍｇ セレニカＲ錠４００mg

スインプロイク錠０．２ｍｇ ゼローダ錠３００

スオード錠１００１００㎎（活性本体として） セロクエル２５ｍｇ錠

スターシス錠３０㎎ セロクエル１００ｍｇ錠

スチバーガ錠４０ｍｇ セロクラール錠１０㎎

ステーブラOD錠0.1ｍｇ セロケン錠２０ｍｇ

ストラテラカプセル１０ｍｇ ゼンタコートカプセル３ｍｇ

ストラテラカプセル２５ｍｇ センノシド錠１２ｍｇ「トーワ」

ストラテラカプセル５ｍｇ ゾーミッグＲＭ錠２．５㎎

ストラテラ内用液０．４％ ソセゴン錠２５ｍｇ

ストロメクトール錠３㎎ ソバルディ錠４００mg

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 ソフィアＡ配合錠

スピロペント錠１０μg ゾブリアードカプセル１００ｍｇ



西宮市立中央病院院外専用薬一覧表（内服剤） ２０２０年８月２６日

薬品名 薬品名

ゾフルーザ錠１０ｍｇ チャンピックス錠１㎎

ゾフルーザ錠２０ｍｇ チョコラＡ錠１万単位１００００単位

ソランタール錠１００㎎ チラーヂンＳ錠２５

ソリタT3顆粒 チラーヂンＳ錠５０

ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 チロナミン錠〔２５ｍｃｇ〕

タ行 ダイアモックス錠２５０ｍｇ ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）

ダイオウ末　鈴 ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）

タイケルブ錠２５０ｍｇ ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）

太虎堂の桂枝茯苓丸料エキス顆粒 ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）

ダイドロネル錠２００ ツムラ加味逍遥散エキス顆粒（医療用）

ダオニール錠２．５㎎ ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）

タガメット錠２００ｍｇ ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）

タグリッソ錠４０ｍｇ ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）

タグリッソ錠８０ｍｇ ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）

タケキャブ錠１０ｍｇ ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）

タケキャブ錠２０ｍｇ ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）

タケルダ配合錠 ツムラ桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒（医療用）

タスオミン錠２０㎎ ツムラ五虎湯エキス顆粒（医療用）

タナドーパ顆粒７５％ ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）

タナトリル錠５ ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）

タフィンラーカプセル５０ｍｇ ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）

タフィンラーカプセル７５ｍｇ ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）

ダフクリア錠２００ｍｇ ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）

タペンタ錠２５ｍｇ ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）

タペンタ錠１００ｍｇ ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）

タミフルカプセル７５ ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）

タミフルドライシロップ３％ ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「サワイ」 ツムラ四君子湯エキス顆粒（医療用）

ダラシンカプセル１５０㎎ ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用）

タリージェ錠２．５ｍｇ ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）

タリージェ錠５ｍｇ ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）

タリージェ錠１０ｍｇ ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）

タリージェ錠１５ｍｇ ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）

タルセバ錠１００ｍｇ ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）

タルセバ錠２５ｍｇ ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）

タルセバ錠１５０㎎ ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）

単シロップ（丸石） ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）

ダントリウム２５ ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）

タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）

タンボコール錠５０㎎ ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）

タンボコール錠１００㎎ ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用）

チウラジール錠５０㎎ ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）

チガソンカプセル１０ ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）

チャンピックス錠０．５㎎ ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）



西宮市立中央病院院外専用薬一覧表（内服剤） ２０２０年８月２６日

薬品名 薬品名

ツムラ通導散エキス顆粒（医療用） デパケンＲ錠１００

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） デパケンＲ錠２００

ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用） デパケン錠１００

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） テプレノンカプセル５０ｍｇ「日医工」

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） テプレノンカプセル５０ｍｇ「ＹＤ」

ツムラ女神散エキス顆粒（医療用） デベルザ錠２０ｍｇ

ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用） デュタステリド錠０．５ｍｇＡＶ「明治」

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用） デュファストン錠５ｍｇ

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） テルネリン錠１㎎

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） [東洋]桂枝加葛根湯エキス細粒

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） ドグマチール錠５０㎎

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） トコフェロール酢酸エステル錠５０mg「トーワ」

ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用） トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「トーワ」

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「明治」

ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） ドパゾール錠２００mg

ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） トビエース錠４mg

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用） トピナ錠２５㎎

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） トピナ錠５０㎎

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） トピロリック錠２０ｍｇ

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） トピロリック錠４０ｍｇ

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） トピロリック錠６０ｍｇ

ツムラ立効散エキス顆粒（医療用） ドプスOD錠１００㎎

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） トフラニール錠１０㎎

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２０ ドラール錠１５

ティーエスワン配合顆粒Ｔ２５ トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」

ディナゲスト錠１㎎ トラセミドＯＤ錠８ｍｇ「ＴＥ」

ディレグラ配合錠 トラゼンタ錠５mg

テオドールドライシロップ２０％ トラディアンス配合錠ＡＰ

テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」

デカドロン錠０．５㎎ トラベルミン配合錠

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」 トラマールＯＤ錠２５㎎

テクフィデラカプセル２４０ｍｇ トラマールＯＤ錠５０㎎

テグレトール細粒５０％ ドラマミン錠５０ｍｇ

テグレトール錠１００㎎ トラムセット配合錠

テグレトール錠２００㎎ トランコロン錠７．５㎎

デザレックス錠５ｍｇ トリキュラー28

デジレル錠２５ トリクロリールシロップ１０％

デトルシトールカプセル４㎎ トリノシン腸溶錠２０㎎

テネリア錠２０ｍｇ トリプタノール錠１０

テノゼット錠３００ｍｇ トレドミン錠１５㎎

デノタスチュアブル配合錠 トレリーフＯＤ錠２５mg

テノーミン錠２５ ナ行 ナイキサン錠１００㎎
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薬品名 薬品名

ナウゼリン錠１０ パキシルＣＲ錠１２．５㎎

ナトリックス錠１ バクタ錠

ナフトピジル錠２５ｍｇ「ＥＥ」 パシーフカプセル１２０㎎

ナルサス錠２ｍｇ パシーフカプセル３０㎎

ナルサス錠６ｍｇ パシーフカプセル６０㎎

ナルサス錠２４ｍｇ パナルジン細粒１０％

ナルラピド錠１ｍｇ パナルジン錠１００㎎

ナルラピド錠２ｍｇ バナンドライシロップ５％５０㎎

ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 バナン錠１００㎎

ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 バラクルード錠０．５㎎

ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」 バラシクロビル顆粒５０％「アスペン」

ニトラゼパム錠５㎎「トーワ」 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アスペン」

ニトロール錠５㎎ パラミヂンカプセル３００ｍｇ

ニトロペン舌下錠０．３㎎ パリエット錠１０㎎

ニバジール錠２㎎ バリキサ錠４５０ｍｇ

ニフェジピンカプセル５mg「サワイ」 バルサルタン錠８０ｍｇ「ケミファ」

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「ＮＰ」 ハルシオン０.１２５ｍｇ錠

ニフレック配合内用剤（バッグタイプ） ハルシオン０．２５㎎錠

ニポラジン錠３㎎ バルプロ酸Nａシロップ５％「フジナガ」

乳酸カルシウム「ホエイ」 パルモディア錠０．１ｍｇ

乳糖 バレイショデンプン原末「マルイシ」

ニュベクオ錠３００ｍｇ パロキセチン錠１０ｍｇ「アスペン」

ネイリンカプセル１００ｍｇ ハロステン錠１㎎

ネオーラル内用液１０％ バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ＭＥＥＫ」

ネオドパストン配合錠Ｌ１００ 調剤用パンビタン末

ネオフィリン錠１００㎎ ピーエイ配合錠

ネキシウムカプセル２０ｍｇ ＰＬ顆粒

ネキシウム懸濁用顆粒分包２０ｍｇ ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「武田テバ」

ネクサバール錠２００㎎ ビオチン散０．２％「ホエイ」

ネシーナ錠１２．５ｍｇ ビオフェルミン配合散

ネドリール錠１２５㎎ ビオフェルミンＲ錠

ノイキノン錠１０㎎ ビオフェルミン錠

ノイロトロピン錠４単位 ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＮＫ」

ノバミン錠５㎎ ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「日医工」

ノベルジン錠５０ｍｇ ビ・シフロール錠０．５㎎

ノリトレン錠１０ｍｇ ビジンプロ錠１５ｍｇ

ノリトレン錠２５ｍｇ ビジンプロ錠４５ｍｇ

ノルバデックス錠２０㎎ ヒスロンＨ錠２００㎎

ハ行 ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「サワイ」

ハーボニー配合錠 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」

パーロデル錠２．５㎎ ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「サワイ」

バイアグラ錠50mg ビタメジン配合カプセルＢ２５

バイアスピリン錠１００㎎ ヒダントール錠２５ｍｇ

ハイペン錠１００㎎ ピドキサール錠１０㎎
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ビビアント錠２０mg プレドニゾロン錠「タケダ」５㎎

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 プレマリン錠０．６２５㎎

ビラノア錠２０ｍｇ プレミネント配合錠ＨＤ

ピラマイド原末 プレミネント配合錠ＬＤ

ビルトリシド錠 プロカテロール塩酸塩シロップ５μｇ／ｍＬ「日医工」

ピレスパ錠２００mg プログラフカプセル０．５ｍｇ

５－ＦＵ錠５０協和 プログラフカプセル１ｍｇ

ファスティック錠９０ プロサイリン錠２０

ファムビル錠２５０ｍｇ プロスタット錠２５ｍｇ

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 プロスタールＬ錠５０ｍｇ

ファロム錠２００mg フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」

ファンギゾンシロップ１００㎎／ml フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」

フィコンパ錠２ｍｇ ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」

ブイフェンド錠５０㎎ プロテカジンＯＤ錠１０

ブイフェンド錠２００㎎ プロ・バンサイン錠１５㎎

フェアストン錠４０ プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 プロペシア錠１ｍｇ

フェノバルビタール散１０％「ホエイ」 プロヘパール配合錠

フェブリク錠２０ｍｇ プロベラ錠２．５㎎

フェマーラ錠２．５㎎ フロベン顆粒８％

フェロミア顆粒８．３％ ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」

フォシーガ錠５mg フロモックス小児用細粒１００㎎

フォリアミン錠５㎎ フロリードゲル経口用２％

ブシ末（調剤用）「ツムラ」 フロリネフ錠０．１㎎

フスコデ配合シロップ ベオーバ錠５０ｍｇ

ブスコパン錠１０㎎ ベサコリン散５％

ブドウ糖 ベザトールＳＲ錠２００㎎

プラケニル錠２００ｍｇ ベージニオ錠５０ｍｇ

プラザキサカプセル１１０mg ベージニオ錠１００ｍｇ

プラザキサカプセル７５mg ベージニオ錠１５０ｍｇ

フラジール内服錠２５０ｍｇ ベシケアOD錠２．５ｍｇ

プラノバール配合錠 ベシケア錠５ｍｇ

プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ベタナミン錠１０ｍｇ

フラビタン錠５㎎ ベタニス錠２５ｍｇ

プラビックス錠２５ｍｇ ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」

フリバスOD錠７５ｍｇ ベネット錠７５ｍｇ

プリミドン錠２５０㎎「日医工」 ヘパンＥＤ配合内用剤

ブリリンタ錠６０ｍｇ ベプシドカプセル２５ｍｇ

フルイトラン錠２㎎ ヘプセラ錠１０

フルツロンカプセル２００ ベプリコール錠５０ｍｇ

ブルフェン顆粒２０％ ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」

ブレディニン錠５０ ベポタスチンベシル酸塩錠１０ｍｇ「タナベ」

プレドニゾロン散「タケダ」１％ ヘマンジオルシロップ小児用０．３７５％

プレドニゾロン錠１㎎（旭化成） ベムリディ錠２５ｍｇ



西宮市立中央病院院外専用薬一覧表（内服剤） ２０２０年８月２６日

薬品名 薬品名

ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タイヨー」 ミグシス錠５ｍｇ

ペリアクチンシロップ０．０４％ ミグリトール錠５０ｍｇ「トーワ」

ペリアクチン散１％ ミコンビ配合錠ＡＰ

ベリチーム配合顆粒 ミティキュアダニ舌下錠３，３００ＪＡＵ

ペルサンチン錠２５㎎ ミティキュアダニ舌下錠１０，０００ＪＡＵ

ペルジピンＬＡカプセル２０㎎ ミニリンメルトＯＤ錠２５μｇ

ベルソムラ錠１５ｍｇ ミニリンメルトＯＤ錠５０μｇ

ベルソムラ錠２０ｍｇ ミニリンメルトOD錠６０μｇ

ヘルベッサーＲカプセル１００㎎ ミニリンメルトOD錠１２０μg

ペルマックス錠２５０μg ミニリンメルトOD錠２４０μg

ペンタサ顆粒９４％（１０００mg/包） ミネブロ錠２．５ｍｇ

ペンタサ顆粒９４％（２０００mg/包） ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」

ペンタサ錠５００ｍｇ ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」

ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「ＭＥＥＫ」 ミノマイシン顆粒２％２０㎎

ホスミシンドライシロップ４００ ミノマイシン錠５０㎎

ホスミシン錠５００ ミヤＢＭ錠

ボナロン経口ゼリー３５㎎ ムコソルバン錠１５㎎

ボノサップパック４００ ムルプレタ錠３ｍｇ

ボノピオンパック メイアクトＭＳ小児用細粒１０％１００㎎

ポラキス錠３ メイアクトＭＳ錠１００㎎

ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 メイラックス錠１㎎

ポララミン錠２㎎ メキシチールカプセル１００㎎

ボルタレンＳＲカプセル３７．５㎎ メキニスト錠０．５ｍｇ

ボルタレン錠２５㎎ メキニスト錠２ｍｇ

ボンゾール錠１００ｍｇ メサペイン錠５mg

ポンタールシロップ３．２５％ メサペイン錠１０mg

ボンビバ錠１００ｍｇ メサラジン錠５００ｍｇ「ケミファ」

マ行 マーズレンＳ顆粒 メジコン散１０％

マーベロン２８ メスチノン錠６０㎎

マーロックス懸濁内服用 メタルカプターゼカプセル１００ｍｇ

マイスタン細粒１％ メチコバール錠５００μg０．５㎎

マイスタン錠５㎎ ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩散１０％「マルイシ」

マイスリー錠１０ｍｇ メトアナ配合錠ＬＤ

マヴィレット配合錠 メトグルコ錠２５０mg

マグコロールＰ メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」

マクサルト錠１０㎎ メトピロンカプセル２５０ｍｇ

マクサルトＲＰＤ錠１０㎎ メトリジン錠２㎎

マグミット錠２５０㎎ メバロチン錠５

マグミット錠３３０㎎ メプチンミニ錠２５μｇ

マグラックス錠２５０mg メプチン錠５０μg０．０５㎎

マドパー錠 メプチン顆粒０．０１％

マリゼブ錠２５ｍｇ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」

ミオナール錠５０㎎ メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」

ミカムロ配合錠ＡＰ メリスロン錠６㎎
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薬品名 薬品名

メルカゾール錠５㎎ リウマトレックスカプセル２mg

モービック錠１０㎎ リオレサール錠５mg

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 リカルボン錠５０ｍｇ

モニラック原末 リクシアナＯＤ錠３０mg

モビコール配合内用剤 リクシアナＯＤ錠６０mg

モビプレップ配合内用剤 リザベンカプセル１００mg

モルヒネ塩酸塩錠１０㎎「ＤＳＰ」 リザベンドライシロップ５％

モルヒネ塩酸塩末 リスパダールＯＤ錠０．５ｍｇ

モンテルカスト細粒４ｍｇ「明治」 リスパダール内用液１ｍｇ/ｍＬ（1包０．５mL）

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「日医工」 リスペリドン内用液１ｍｇ/ｍＬ「トーワ」（１包１mL）

ヤ行 薬用炭.ＯＹ リスミー錠１㎎

ヤーズ配合錠 リズミック錠１０㎎

ユーエフティ配合カプセルＴ１００ リスモダンカプセル１００㎎

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ リバオール錠２０ｍｇ

ユーロジン２㎎錠 リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包

ユニシア配合錠ＬＤ リピディル錠５３．３ｍｇ

ユニフィルＬＡ錠２００mg リファンピシリンカプセル１５０ｍｇ「サンド」

ユリノーム錠５０mg リフキシマ錠２００ｍｇ

ヨウ化カリウム「日医工」 リボトリール細粒０．１％

ヨウ化カリウム丸５０mg「日医工」 リポバス錠５

ヨクイニンエキス錠「コタロー」 リマチル錠５０㎎

ラ行 ラキソベロン錠２．５mg リマプロストアルファデクス５µｇ「サワイ」

ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ リムパーザ錠１００ｍｇ

ラコールＮＦ配合経腸用液（コーヒーフレーバー）２００ｍL リムパーザ錠１５０ｍｇ

ラコールＮＦ配合経腸用液（コーンフレーバー）２００ｍL リリカＯＤ錠２５ｍｇ

ラコールＮＦ配合経腸用液（バナナフレーバー）２００ｍL リリカＯＤ錠７５ｍｇ

ラコールＮＦ配合経腸用液（ミルクフレーバー）２００ｍL リリカＯＤ錠１５０ｍｇ

ラコールＮＦ配合経腸用液４００mL リリカカプセル２５ｍｇ

ラジレス錠１５０mg リリカカプセル７５ｍｇ

ラニラピッド錠０．０５㎎ リリカカプセル１５０ｍｇ

ラベキュアパック４００ リンゼス錠０．２５ｍｇ

ラベファインパック リンデロンシロップ0.01％

ラボナ錠５０ｍｇ ルジオミール錠１０㎎

ラミクタール錠１００mg ルセフィ錠２．５ｍｇ

ラミクタール錠２５mg ルトラール錠２㎎

ラミクタール錠小児用２ｍｇ ルナベル配合錠ＬＤ

ラミクタール錠小児用５㎎ ルナベル配合錠ＵＬＤ

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 ルネスタ錠１mg

ランデル錠４０ ルネスタ錠２mg

リーゼ錠５㎎ ルパフィン錠１０ｍｇ

リーバクト顆粒４．１５ｇ ルボックス錠２５

リーバクト配合経口ゼリー ルリッド錠１５０

リーマス錠１００ レクサプロ錠１０mg

リアルダ錠１２００ｍｇ レクチゾール錠２５㎎
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レグパラ錠２５ｍｇ

レザルタス配合錠ＨＤ

レスタミンコーワ錠１０㎎

レスプレン錠２０㎎

レスミット錠５

レバチオ錠２０ｍｇ

レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」

レベトールカプセル２００㎎

レベニン散

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」

レボレード錠１２．５ｍｇ

レミッチＯＤ錠２．５μｇ

レミニールＯＤ錠４ｍｇ

レミニールＯＤ錠８ｍｇ

レメロン錠１５ｍｇ

レルパックス錠２０㎎

レルミナ錠４０ｍｇ

レンビマカプセル４ｍｇ

レンビマカプセル１０ｍｇ

ロイケリン散１０％

ロキソニン錠６０mg

ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」

ロコルナール錠１００㎎

ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」

ロス―ゼット配合錠ＨＤ

ロス―ゼット配合錠ＬＤ

ロスバスタチンＯＤ２．５ｍｇ「サワイ」

ロゼレム錠8ｍｇ

ロトリガ粒状カプセル２ｇ

ロナセン錠４ｍｇ

ローブレナ錠２５ｍｇ

ローブレナ錠１００ｍｇ

ロペラミド塩酸塩カプセル１㎎「サワイ」

ロペラミド錠１㎎「ＥＭＥＣ」

ロルカム錠４㎎

ロンサーフ配合錠Т１５

ロンサーフ配合錠Т２０

ワ行 ワーファリン錠１㎎

ワイパックス錠０．５

ワイパックス錠１．０

ワントラム錠１００ｍｇ


