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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 アジルバ錠 20/40mg 武田 ARB製剤

内服 イーシー・ドパール配合錠

レボドパ：100mg

ベンセラジド：25mg

協和発酵キリン L-DOPA製剤

内服 イーフェンバッカル錠 50/100/200μｇ 大鵬 フェンタニル製剤

内服 カロナール細粒 50% 昭和薬化 アセトアミノフェン製剤

内服 ジプレキサザイディス 5mg イーライリリー 抗精神病薬

内服 トラマールカプセル 25/50mg 日本新薬 トラマドール製剤

内服 ノルバスクOD錠 2.5/5mg ファイザー Ca拮抗薬

内服 パントシン錠 200mg 第一三共エスファ ビタミン製剤

注射 プレペノンシリンジ 50mg5ml　　100mg10ml テルモ モルヒネ製剤

注射 ハイスコ皮下注 0.5mg1ml 杏林 抗コリン薬

注射 ロヒプノール静注用 2mg 中外 ベンゾジアゼピン系鎮静剤
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新規採用薬品

注射 ロヒプノール静注用 2mg 中外 ベンゾジアゼピン系鎮静剤

内服 アクディーム細粒10％ 10% あすか 消炎酵素製剤

内服 アスベリンシロップ0.5％ 0.5% 田辺三菱 鎮咳去痰剤

内服 アスベリン散10％ 10% 田辺三菱 鎮咳去痰剤

内服 アンギナール散12.5％ 12.5% 長生堂 冠循環改善剤

内服 インクレミンシロップ5% 5% アルフレッサファーマ 鉄剤

内服 エリスロシンドライシロップ10％ 10% アボット マクロライド系抗菌剤

内服 オゼックス細粒小児用15％ 15% 大正富山 ニューキノロン系抗菌剤

内服 オノンドライシロップ10％ 10% 小野 抗アレルギー剤

内服 ガランターゼ散50％ 50%0.5g 田辺三菱 乳酸分解酵素製剤

内服 ガランターゼ散50％ 5% 田辺三菱 乳酸分解酵素製剤

内服 カロナール細粒 20% 昭和薬化 アセトアミノフェン製剤

内服 クラリスドライシロップ10％小児用 10% 大正富山 マクロライド系抗菌剤

内服 クラリス錠５０小児用 50mg 大正富山 マクロライド系抗菌剤

内服 ザジテンシロップ0.02% 0.02% ノバルティス 抗アレルギー剤

内服 ザジテンドライシロップ0.1％ 0.1% ノバルティス 抗アレルギー剤

内服 ジスロマック細粒小児用10％ 10% ファイザー マクロライド系抗菌剤

内服 セフゾン細粒小児用10％ 10% アステラス セフェム系抗菌剤

院内処方削除薬品



剤型 薬品名 規　格 メーカー 備　　考

内服 デカドロンエリキシル0.01％ 0.01% 日医工 ステロイド剤

内服 ノルバスク錠 2.5/5mg ファイザー Ca拮抗薬

内服 パセトシン細粒10％ 10% 協和発酵キリン ペニシリン系抗菌剤

内服 ビソルボンシロップ0.08％ 0.08% 日本ベーリンガー 去痰剤

内服 ブロプレス錠 2/4/8/12mg 武田 ARB製剤

内服 フロモックス小児用細粒100mg 100mg シオノギ セフェム系抗菌剤

内服 ベネトリンシロップ0.04％ 0.04% GSK 気管支拡張剤

内服 ベンザリン細粒１％ 1% シオノギ 睡眠導入剤

内服 ホスミシンドライシロップ４００ 400mg Meiji Seika その他の抗菌剤

内服 ムコソルバンシロップ0.3％ 0.30% 帝人ファーマ 去痰剤

内服 ムコダインシロップ5％ 5% 杏林 去痰剤

内服 メイアクトＭＳ小児用細粒10％ 10% Meiji Seika セフェム系抗菌剤

内服 メネシット配合錠

レボドパ：100mg

カルビドパ：10mg

MSD L-DOPA製剤

内服 メプチンシロップ5μｇ/ｍＬ 0.00% 大塚 気管支拡張剤

内服 メプチンドライシロップ0.005％ 0.01% 大塚 気管支拡張剤

院内処方削除薬品

内服 メプチンドライシロップ0.005％ 0.01% 大塚 気管支拡張剤

内服 ユナシン細粒小児用10％ 10% ファイザー ペニシリン系抗菌剤

内服 ロペミン小児用細粒0.05％ 0.05% ヤンセン 止瀉剤

外用 アンヒバ坐剤小児用100mg 100mg アボット 解熱鎮痛剤

外用 キュバール５０エアゾール 8.7g 大日本住友 吸入ステロイド剤

外用 ケンエーＧ浣腸液50％ 50%30mL 健栄 下剤

外用 ダイアップ坐剤４ 4mg 和光堂 抗痙攣剤

外用 ダイアップ坐剤６ 6mg 和光堂 抗痙攣剤

外用 パルミコート吸入液0.25mg/2ml 0.25mg2ml アストラゼネカ 吸入ステロイド剤

外用 フランセチンＴパウダー 60g 持田 抗菌性物質製剤

外用 ホクナリンテープ0.5ｍｇ 0.5mg アボット 気管支拡張剤

注射 カルベニン点滴用0.5ｇ 0.5g 第一三共 カルバペネム系抗菌剤

注射 献血ベニロン-I静注用500mg 500mg 化血研 血液製剤

注射 セフォタックス注射用0.5ｇ 0.5g 日医工 セフェム系抗菌剤

注射 パセトクール静注用0.5ｇ 0.5ｇ ニプロファーマ セフェム系抗菌剤

注射 ビームゲン 0.25mL 1Ｖ 化血研 ＨＢワクチン

注射 ビクシリン注射用0.25ｇ 0.25ｇ Meiji Seika ペニシリン系抗菌剤

注射 ビクシリン注射用0.5ｇ 0.5ｇ Meiji Seika ペニシリン系抗菌剤

注射 ファーストシン静注用0.5ｇ 0.5ｇ 武田 セフェム系抗菌剤

注射 フルマリン静注用0.5ｇ 0.5ｇ シオノギ セフェム系抗菌剤注射 フルマリン静注用0.5ｇ 0.5ｇ シオノギ セフェム系抗菌剤

注射 メロペン点滴用バイアル0.25ｇ 0.25ｇ 大日本住友 カルバペネム系抗菌剤

注射 抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用1000 1000倍 日本製薬 血液製剤


