
大川産婦人科病院常用薬品集 日付：R02.11.01

青色：最近採用薬品 緑色:在庫なし薬品

甲状腺ﾎﾙﾓﾝ製剤 ﾁﾗｰｼﾞﾝS ﾚﾎﾞﾁﾛｷｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 錠：25μｇ 通常25～400μｇを1日1回

食事に関係なく服用

在庫ﾅｼ

ｱｽﾊﾟﾗ－ＣＡ L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ
錠:200mg（Ｃａ含
量1.3ｍＥｑ）

１日6錠､2～3回分服

ｴｰｴｰｶﾙｼｳﾑ 720ml

ﾋﾞﾀﾐﾝ薬

ﾋﾞﾀﾐﾝB1・B2・B6・
B12

ﾋﾞﾀﾉｲﾘﾝ
ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ(B1),ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞ
ﾝ(B2),リン酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ
(B6),ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ(B12)

ｶﾌﾟｾﾙ：25 １日1～4ｶﾌﾟｾﾙ

ﾋﾞﾀﾐﾝB1・B1誘導体 ｱﾘﾅﾐﾝF ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ 錠：25mg 1日5～100mg

骨･ｶﾙｼｳﾑ代謝薬

甲状腺疾患治療薬

その他

骨粗鬆症治療剤 ｴﾋﾞｽﾀ 塩酸ﾗﾛｷｼﾌｪﾝ 錠：60ｍｇ １日１回1錠
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ﾋﾞﾀﾐﾝB2 ＦＡＤ
ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾞﾅ
ﾄﾘｳﾑ

錠:10mg １日5～45mg､1～3回分服 在庫ﾅｼ

ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸 ﾊﾟﾝﾄｼﾝ ﾊﾟﾝﾃﾁﾝ 錠:30mg 在庫ﾅｼ

ﾋﾞﾀﾐﾝB6 ﾋﾟﾛﾐｼﾞﾝ ﾘﾝ酸ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙ 錠:30mg １日10～60mg,1～3回分服 在庫ﾅｼ

ｺﾒｽｹﾞﾝ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 錠:500
ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝとして１日1500μg3
回分服

在庫ﾅｼ

ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ 錠:500
ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝとして１日1500μg3
回分服

ﾋﾞﾀﾐﾝC ｼﾅｰﾙ ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸 錠:200mg 1回1～3錠､1日1～3回

ビタミンＥ ﾕﾍﾞﾗN
ニコチン酸（ビタミンB
の一種）とビタミンＥ（ﾄ
ｺﾌｪﾛｰﾙ）がついた薬

ｿﾌﾄｶﾌﾟｾ
ﾙ:200mg

１日3回分服,1日300～600mg
コレステロールや中性脂肪を減らす、血
行をよくする

ビタミンB12: 2T 参考；

ユベラ（ビタミンE）:2cap ４千万以下

補中益気湯（ツムラ
41）:2P

ﾋﾞﾀﾐﾝK1 ﾕﾆﾋﾞﾀﾝK1 ﾌｨﾄﾅｼﾞｵﾝ 錠:10mg 在庫ﾅｼ

造血剤 ﾌｪﾆﾚﾝ １日100～200mg

有機酸鉄 ﾌｪﾛﾐｱ 1～2回分服

止血剤

ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑ

S・ｱﾄﾞｶﾙ
ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑﾓﾉｱﾐ
ﾉｸﾞｱﾆｼﾞﾝ

錠：30mg 1日30～90mg　　3回分服 製造中止

ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅ
ﾄﾘｳﾑ錠 

ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅ
ﾄﾘｳﾑ錠 

錠：30mg 1日30～90mg　　3回分服 ｱﾄﾞﾅ錠30mgの後発品

抗血栓薬
ｱｽﾋﾟﾘﾝ､ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ
配合

血小板凝集抑制
剤

抗ﾌﾟﾗｽﾐﾝ薬 ﾄﾗﾝｻﾐﾝ ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸 錠：500mg
1日750～2000mg、3～4回分
服

主にﾌﾟﾗｾﾝﾀに使用

主に中性脂肪に使用､
製造中止

ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙ 微粉化ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ ｶﾌﾟｾﾙ:100mg １日1回134mg～201mg 主に中性脂肪に使用､

ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 錠:5mg
１日10mgを１または2回に分け服
用

主に総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙに使用

ﾛｰｺｰﾙ ﾌﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾌﾟｾﾙ:20mg
1日1回20～30mg､夕食後20mgよ
り開始

製造中止

ﾊﾞｲｺｰﾙ ｾﾘﾊﾞｽﾀﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 錠:0.15mg １日1回0.15mg 製造中止

ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ  ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝｶﾙｼｳﾑ  錠：2.:5mg  １日1回2.5mgより  ｸﾚｽﾄｰﾙの後発品 

その他 ｵﾘｻﾞｰﾙ ｶﾞﾝﾏｰｵﾘｻﾞﾉｰﾙ 在庫ﾅｼ

メルビン錠250mg 錠剤250mg
①肥満型の２型糖尿病（インスリン非依
存型糖尿病）

メトグルコ錠250ｍｇ
１回１錠１日２
回

②インスリン抵抗性不妊症（HOMA-R高
値）肥満、PCOs

メトホルミン塩酸塩錠
250ｍｇ

ﾋﾞﾀﾐﾝB12

薬物療法処方例：
（精子内服）

分２／日×１４日間

抗高脂血症薬

ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ 錠:50mg

ｶﾐﾙﾏﾝ
ﾒｼﾙ酸ｱﾄﾞﾚﾉｸﾛﾑｸﾞｱﾆ
ﾙﾋﾄﾞﾗｿﾞﾝ

錠:30mg １日30～90mg3回分服 製造中止

ｸﾛﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ系
ﾘﾊﾟﾝﾁﾙ ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ ｶﾌﾟｾﾙ:150mg １日1回200mg～300mg

HMG-CoA還元酵
素阻害薬 

血管強化薬

ﾊﾞﾌｧﾘﾝ81mg錠 錠剤:81mg 1回1錠､１日4回まで

コレステロールや
中性脂肪を減ら
す、血行をよくする

ﾕﾍﾞﾗN
ニコチン酸（ビタミンBの
一種）とビタミンＥ（ﾄｺﾌｪ
ﾛｰﾙ）がついた薬

ｿﾌﾄｶﾌﾟｾ
ﾙ:200mg

１日3回分服1日300～600mg

ビグアナイド系経
口血糖降下剤

メトホルミン塩酸塩

筋肉、脂肪での利用を促進。
肝臓での生成が抑制。腸管
からの吸収が抑制（膵外作

用）。

ニコチン酸、コレステロールや中性脂肪
を低下させ、血行をよくする。ビタミンＥ
は、活性酸素をおさえ過酸化脂質を減ら
す。
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降圧薬

αβ遮断性降圧
剤

ﾄﾗﾝﾃﾞｰﾄ ラベタロール塩酸塩 錠:50mg  1日150ｍｇ～450ｍｇ、分3

ACE阻害薬 ﾚﾆﾍﾞｰｽ ﾏﾚｲﾝ酸ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ 錠:5mg １日5～10mg

血管拡張性降圧
薬

ｱﾌﾟﾚｿﾞﾘﾝ 塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ 錠:25.mg
初期量１日30～40mg､3～4回
分服､漸増し1回20～50mg､１
日30～200mg

狭心症::1回20mg,1日2回

高血圧症:1回10～20mg,1日2回

ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝLA 塩酸ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ ｶﾌﾟｾﾙ:20mg 1回20～40mg　１日2回

ｱﾑﾛｼﾞﾝ ﾍﾞｼﾙ酸ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ 錠：5mg 1日1回2.5～5mg

昇圧薬 ﾒﾄﾘｼﾞﾝ 塩酸ﾐﾄﾞﾄﾞﾘﾝ 錠:2mg 1日4mg､2回分服 在庫ﾅｼ

ﾊﾞｲｱｸﾞﾗ ｸｴﾝ酸ｼﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ 錠：50mg 1日25～50mg
レビトラ ﾊﾞﾙﾃﾞﾅﾌｨﾙ塩酸塩 錠：10mg 1日10～20mg

利尿薬

ﾁｱｼﾞﾄﾞ系 ﾌﾙｲﾄﾗﾝ ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ 錠:2mg
1日2～8mg､1～2回に分服高
血圧には少量開始

在庫ﾅｼ

ﾙｰﾌﾟ利尿薬 ﾗｼｯｸｽ ﾌﾛｾﾐﾄﾞ 錠:20mg 1日1回40～80mg

ﾎﾟﾗｷｽ 塩酸ｵｷｼﾌﾟﾁﾆﾝ 錠:2mg 1回2～3mg　1日3回

ﾍﾞｼｹｱOD錠  ｺﾊｸ酸ｿﾘﾌｪﾅｼﾝ  OD錠：5mg  1日1回5mg、1日10mgまで 

子宮用剤

子宮収縮剤 プロスタグランジンE2 ジノプロストン 錠剤：0.5mg
1回1錠、1時間毎に6回、1日
総量6錠

（プロスタルモン・E錠製造中止）の後発
品

ｳﾃﾒﾘﾝ 
ﾘﾒﾄﾗｰｸ

ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 

ｽﾞﾌｧｼﾞﾗﾝ ｲｿｸｽﾌﾟﾘﾝ塩酸塩 錠剤：10mg 1日30ｍｇ～60ｍｇ、分3～4回

呼吸器

ﾎｸﾅﾘﾝﾃｰﾌﾟ  ツロブテロール貼付剤  １ 枚 ： ２㎎
１日１回、胸部、背部又は上
腕部のいずれかに貼付

ﾃｵﾛﾝｸﾞ ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放製剤 在庫ﾅｼ

ｽﾋﾟﾛﾍﾟﾝﾄ β刺激薬 錠：10mg 1回20mg、1日2回

1回15～30mg
１日1～4回

ｼﾞﾌﾟﾛﾌｨﾘﾝ･

ｼﾞﾋﾄﾞﾛｺﾃﾞｲﾝ配合剤

ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ 塩酸ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ 錠:4mg 1回4mg､1日3回

ﾑｺﾀﾞｲﾝ
ｼﾞﾌﾟﾛﾌｨﾘﾝ・ｼﾞﾋﾄﾞﾛｺﾃﾞ
ｲﾝ配合剤

錠：500mg 1回500mg　1日3回

ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ 塩酸ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ 錠：15mg 1回15mg　1日3回

生殖器用剤

頻尿・過活動膀胱
治療薬

子宮運動抑制剤
塩酸ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ 錠剤：5mg 1回1錠、1日3回

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受
容体拮抗薬（ARB)
 

ｵﾙﾒﾃｯｸOD錠  ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ  OD錠：10mg 1日1回10～20mg  Dr.使用 

妊娠16週未満には投与しないこと

Ca拮抗薬

ｱﾀﾞﾗｰﾄL ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ徐放剤 錠:10mg

気管支拡張薬

鎮咳薬

ﾒｼﾞｺﾝ
臭化水素酸ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ
ﾛﾌｧﾝ

錠:15mg

ｶﾌｺﾃﾞﾞN 錠剤 成人1回2錠､１日3回 ｶﾌｺﾃﾞ名称変更

去痰薬
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消化器

健胃消化薬 ｱﾘｰｾﾞS
ﾋﾞｵﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ1000配
合剤

錠剤 1回2錠､1日3回

1日10～30mg

食前2～3回分服

1日15～40mg

3～4回分服

1日150～200mg
3～4回分服
1回10～20mg
1日3～4回

ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 錠:15mg 1日1回15mg 口腔内崩壊錠

ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ 錠:10mg 1日1回10mg

1日20～40mg

1～2回分服

ｲｻﾛﾝ アルジオキサ  錠：100mg  1 日300 ～400mg 3 ～4 回  購入中止 

ｷｬﾍﾞｼﾞﾝUｺｰﾜ錠
ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ
ﾛﾘｯﾄﾞ 

錠:25mg  1回25～75mg､1日3回 

ｾﾙﾍﾞｯｸｽ テプレノン カプセル:５０mg 1日150mg､1日3回

1回1～1.2g
1日3回

抗ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ薬
(防御因子型)

ｱｽﾞｸﾚﾆﾝS顆粒
1g中ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ3mg､

1日1.5～2g 製造中止

ﾏｰｽﾞﾚﾝS配合顆粒  Lｰｸﾞﾙﾀﾐﾝ990mg  3～4回分服 

1日2～8ｶﾌﾟｾ
ﾙ1～4回分服

ﾚﾍﾞﾆﾝ錠 耐性乳酸菌 錠剤 1回１錠､1日3回 ｶﾌﾟｾﾙは製造中止

ﾋﾞｵｽﾘｰ配合OD錠  酪酸菌  OD錠  1日3～6錠､3回に分服  口腔内崩壊錠

止寫薬 ﾛﾍﾟﾐﾝ 塩酸ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ ｶﾌﾟｾﾙ:1mg 1日1～2mg､1～2回分服

消化管ｶﾞｽ排除薬 ｶﾞｽｺﾝ ｼﾞﾒﾁｺﾝ 錠:40mg 1日120～240mg､3回分服

ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ ｾﾝﾉｼﾄﾞ 錠：12mg
1日1回12～24mg（就寝前）1
回48mgまで増量可

錠：2.5mg 1日1回5～7.5mg

液：0.75%10ml 1日1回10～15滴

ｶﾛﾘｰﾙｾﾞﾘｰ ﾗｸﾂﾛｰｽ製剤 ｾﾞﾘｰ:16.05g 1日3～6個､1日2回分服
錠:250mg １日0.5g～2gを
錠:330mg  1日1回～3回に分割投与

１日0.5g～2gを
1日1回～3回に分割投与

ﾃﾚﾐﾝｿﾌﾄ坐薬3号 ﾋﾞｻｺｼﾞﾙ 10mg 1回10mg、1日1～2回
ｹﾝｴｰG浣腸

グリセリン浣腸50%

局所麻酔薬 ｽﾄﾛｶｲﾝ ｵｷｾｻｾﾞｲﾝ 錠：5mg

消化性潰瘍治療薬

胃腸機能調整薬 ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ 錠:5mg

三級ｱﾐﾝ合成抗ｺﾘ
ﾝ薬

ﾀﾞｸﾁﾙ 塩酸ﾋﾟﾍﾟﾘﾄﾞﾚｰﾄ 錠:50mg

四級ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩抗
ｺﾘﾝ薬

ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ 臭化ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ 錠:10mg

在庫ﾅｼ

ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ ｽﾙﾄﾋﾟﾘﾄﾞ 錠:50mg 1日150mg､1日3回

ﾌﾟﾛﾄﾝﾎﾟﾝﾌﾟ阻害薬
（PPI）

ﾋｽﾀﾐﾝH2受容体拮
抗薬

ｶﾞｽﾀｰD ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 錠:20mg 口腔内崩壊錠

配合剤  1包0.67g 

腸疾患治療薬

活性生菌製剤 

ﾎﾟﾘﾗｸﾄﾝ 耐性乳酸菌
ｶﾌﾟｾﾙ（腸
溶）:400mg

防御因子増強薬

ｱﾙｻﾙﾐﾝ ｽｸﾗﾙﾌｧｰﾄ 細粒:1g(90%)

錠:330mg

在庫ﾅｼ

下剤

ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ

ﾏｸﾞﾐｯﾄ 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ

ﾏｸﾞﾗｯｸｽ 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ

ｸﾞﾘｾﾘﾝ 液：50%150ml
50%液30～120mlを浣腸薬とし
て用いる
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青色：最近採用薬品 緑色:在庫なし薬品

ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ製剤 ｸﾘｱﾐﾝA
酒石酸ｴﾙｺﾞﾀﾐﾝ1mg、
無水ｶﾌｪｲﾝ50mg、ｲｿ
ﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ300mg

1回1錠、1日2～3回頓用1～2
錠、1週間に10錠まで

ｲﾐｸﾞﾗﾝ
1回1錠､1日200mg以内頭痛
発現時に服用

購入中止

ｽﾏﾄﾘﾌﾟﾀﾝ錠
追加投与可､但し２時間以上
あけること 

ｲﾐｸﾞﾗﾝ後発品

ﾚﾙﾊﾟｯｸｽ 臭化水素酸ｴﾚﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 錠：20mg
1回1錠､1日40mg以内頭痛発
現時に服用、追加投与可､但
し２時間以上あけること

購入中止

ｾﾙｼﾝ ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ 錠：2mg 1回2～5mg、1日2～4回

ｿﾗﾅｯｸｽ ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ 錠：0.4ｍｇ 1回0.4mg、1日3回分服
ﾃﾞﾊﾟｽ ｴﾁｿﾞﾗﾑ 錠：0.5ｍｇ 1日1.5～3mg

睡眠薬 ﾏｲｽﾘｰ 酒石酸ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ 錠：5mg 1回5～10mg就寝前

抗うつ薬 ﾙﾎﾞｯｸｽ ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐﾝ 錠：25mg 1日50mg　　　　　2回分服
購入中止選択的ｾﾛﾄﾆﾝ再取込み阻害薬
（SSRI）

筋弛緩薬 ｴﾎﾞﾝﾄﾝ 塩酸ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ 錠：50mg 1日150mg、3回分服 在庫ﾅｼ

ｶﾘｳﾑ製剤 ｱｽﾊﾟﾗK Lｰｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ 錠：300mg 1回300～900mg、1日3回

1包：2.5g 1日7.5g、1日3回

5　安中散 1包：2.5g 1日7.5g、1日3回

1包：2.5g    1日7.5g、1日3回  

1包：2.5g 1日7.5g、1日3回

17　五苓散 1包：2.5g 1日7.5g、1日3回

19　小青竜湯 1包：3.0g 1日9.0g、1日3回

1包：2.5g 1日7.5g、1日3回

1包：2.5g 1日7.5g、1日3回

1包：2.5g 1日7.5g、1日3回

1包：2.5g 1日7.5g、1日3回

27　麻黄湯 1包：2.5g 1日7.5g、1日3回

29　麦門冬湯 1包：3.0g 1日9.0g、1日3回

40　猪苓湯  1包：2.5g  1日7.5g、1日3回 

1包：2.5g 1日7.5g、1日3回

43　六君子湯 1包：2.5g  1日7.5g、1日3回 

1包：2.5g  1日7.5g、1日3回  

54　抑肝散  1包：2.5g   1日7.5g、1日3回 

57　温清飲 1包：2.5g   1日7.5g、1日3回  

1包：2.5g  1日7.5g、1日3回 

1包：2.5g 1日7.5g、1日3回

67　女神散 1包：2.5g 1日7.5g、1日3回

1包：2.5g  1日7.5g、1日3回 

1包：2.5g 1日7.5g、1日3回 

1包：2.5g 1日7.5g、1日3回

106　温経湯 1包：2.5g 1日7.5g、1日3回

114　柴苓湯 1包：3.0g 1日9.0g、1日3回

1包：2.5g 1日7.5g、1日3回

片頭痛治療剤

ﾄﾘﾌﾟﾀﾝ系(5-
HT1B-1D受容体
作動型)

ｽﾏﾄﾘﾌﾟﾀﾝ 錠：50mg 

48　十全大補湯 

61　桃核承気湯

62　防風通聖散

68　芍薬甘草湯

93　滋陰降火湯 

100　大建中湯

抗不安薬

漢方薬＊通常、成
人1日7.5gを2～3
回に分割し、食前
又は食間に経口
投与する。なお、
年齢、体重、症状
により適宣増減す
る。

2　葛根湯加川ｷｭｳ辛夷

6　十味敗毒湯 

7　八味地黄丸

21小半夏加茯苓湯

23　当帰芍薬散

24　加味逍遙散

25　桂枝茯苓丸

41　補中益気湯

124　川ｷｭｳ茶調散
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