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青色：最近採用薬品 緑色:在庫なし薬品

外 用
薬効 品名 一般名 規格・単位 常用量

軟膏:5%　10g 
ｸﾘｰﾑ:5%　10g 
軟膏:5%　10g

ｸﾘｰﾑ:5%　10g

ﾌｪﾅｿﾞｰﾙ ｳﾌｪﾅﾏｰﾄ ｸﾘｰﾑ:5%　10g 1日数回 製造中止

ﾅﾊﾟｹﾞﾙﾝﾛｰｼｮﾝ ﾌｪﾙﾋﾞﾅｸ 3% 50ml 1日数回

ﾓｰﾗｽﾊﾟｯﾌﾟ30ｍｇ
ﾊﾟｯﾌﾟ:30mg,1枚
(10×14㎝),(1
袋7枚 )

1日2回 ﾓｰﾗｽから名前変更

ﾓｰﾗｽﾃｰﾌﾟ20ｍｇ
ﾃｰﾌﾟ:2%,1枚(7
×10㎝),(1袋7
枚 )

1日2回

ﾓｰﾗｽﾊﾟｯﾌﾟXR240ｍ
ｇ

ﾊﾟｯﾌﾟ:240mg,1
枚(14×20
㎝),(1袋7枚 )

1日1回

ﾛｷｿﾆﾝﾃｰﾌﾟ  ロキソプロフェンナトリウム

テープ50mg,１
枚（７×10cm）,
（１袋７枚）

１日１回  購入中止

ﾊﾟｯﾌﾟ:20mg
(1袋5枚 )
ﾊﾟｯﾌﾟ:20mg
(1袋5枚 )

アドフィードパップ80mg フルルビプロフェン

ﾊﾟｯﾌﾟ:１枚,14㎝
×20㎝　(1袋７
枚 )

1日1～2回 製造中止

ﾄｸﾀﾞｰﾑ 吉草酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ ﾃｰﾌﾟ(5×10㎝) 1日1回,12～24時間貼付 製造中止
ﾄﾞﾚﾆｿﾞﾝﾃｰﾌﾟ ﾌﾙﾄﾞﾛｷｼｺﾙﾁﾄﾞ ﾃｰﾌﾟ(5×10㎝) 1日1回,12～24時間貼付

ｵｲﾗｯｸｽH
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ､ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ
配合

ｸﾘｰﾑ:5g 1日1～数回 （weak）

ｷﾝﾀﾞﾍﾞｰﾄ 酪酸ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞﾝ 軟膏:0.05% 5g 1日1～数回 （medium）
吉草酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ､
硫酸ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ

ﾏｲｻﾞｰ ｼﾞﾌﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾅｰﾄ ｸﾘｰﾑ:0.05% 5g 1日1～数回 （very strong）
軟膏:0.1% 10g
ｸﾘｰﾑ:0.1% 10g

ﾌﾗﾝｾﾁﾝ･T
硫酸ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ､ﾄﾘﾌﾟ
ｼﾝ配合

ﾊﾟｳﾀﾞｰ:1% 60g 適量を患部に散布 購入中止

抗真菌薬 ﾏｲｺｽﾎﾟｰﾙ ﾋﾞﾎﾅｿﾞｰﾙ ｸﾘｰﾑ:1% 10g 1日1回

抗ｳｲﾙｽ薬 ｱﾗｾﾅA ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ 軟膏:3% 10g
1日1～4回塗布またはｶﾞｰｾﾞ
のばして貼付

抗ｱﾚﾙｷﾞｰ薬 ｵｲﾗｯｸｽH
ｸﾛﾀﾐﾄﾝ､ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ
配合

軟膏:5g 1日1～数回

皮膚潰瘍治療薬 ｱｽﾞﾉｰﾙ軟膏 ｱｽﾞﾚﾝ 軟膏:20g 1日数回

外皮用剤

ｽﾀﾃﾞﾙﾑ 
イブプロフェンピコノー
ル 

1日数回 

非ｽﾃﾛｲﾄﾞ抗炎症
薬

ｱﾝﾀﾞｰﾑ ﾌﾞﾌｪｷｻﾏｸ 1日数回 製造中止

ｹﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ

MS温ｼｯﾌﾟ 1日1～2回

MS冷シップ
サリチル酸メチル dl-
カンフル l-メントール

1日1～2回

副腎皮質ｽﾃﾛｲﾄﾞ

ﾃﾞｷｻﾝVG軟膏0.12% 5g 1日1～数回 （strong）

抗菌剤
ｹﾞﾝﾀｼﾝ 硫酸ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ 1日1～数回

尖圭ｺﾝｼﾞﾛｰﾏ治療
薬

ﾍﾞｾﾙﾅｸﾘｰﾑ ｲﾐｷﾓﾄﾞ
ｸﾘｰﾑ:1包
250mg

1日1回､週3回､就寝前に塗布､塗布後はそのままの状態を保ち、起床後に塗布
した薬剤を石鹸を用い、水又は温水で洗い流す。連日塗布を避ける。
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ﾛｰｼｮﾝ:1% 20ml

ｸﾘｰﾑ:1% 10g

ダラシンTゲル
クリンダマイシンリン酸エス
テル

ゲル1％：10g  1 日2 回、洗顔後、患部に塗布 

角化症治療薬 ｳﾚﾊﾟｰﾙL 尿素 ﾛｰｼｮﾝ:10%50g 1日2～3回塗布

ｿﾌﾄ軟膏:25g

ﾛｰｼｮﾝ:0.3%、
50g

ﾋｼﾖｰﾄﾞ(ｲｿｼﾞﾝ)

ﾎﾟﾋﾟﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ

殺菌･皮膚保護剤
ﾌｪﾉｰﾙ･亜鉛華ﾘﾆﾒﾝﾄ(ｶ
ﾁﾘ)

ﾘﾆﾒﾝﾄ剤:10g 塗布

白色ﾜｾﾘﾝ

ﾌﾟﾛﾍﾟﾄ

口腔用剤

含嗽用ｱｽﾞﾚﾝ ｱｽﾞﾚﾝ 顆粒(1包2g)
1回1包を100mLの水に溶かして
1日数回含嗽

購入中止

ｱｽﾞﾉｰﾙうがい液 ｱｽﾞﾚﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ うがい液:4%5ml
1回押し切り分又は5～7滴を約
100mlの水に溶かして1日数回含
嗽

ﾄﾛｰﾁ薬 SP ﾄﾛｰﾁ明治 塩化ﾃﾞｶﾘﾆｳﾑ ﾄﾛｰﾁ:0.25mg
1回1個､1日6個､口中で徐々に溶
解させる

ｹﾅﾛｸﾞ ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ 軟膏:0.1% 5g 1日1～数回
ﾃﾞｷｻﾙﾁﾝ口腔用軟
膏

ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 軟膏:0.1% 5g 1日1～数回

ｱﾌﾀｯﾁ ﾄﾘｱﾑｼﾉﾛﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ
貼付
錠:0.025mg

1回1錠､1日1～2回、白色面
を患部に付着

口腔用ｽﾃﾛｲﾄﾞ薬

ﾊｲｾﾁﾝ ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ 膣錠:100mg 1日１回1個 在庫ナシ

ｸﾛﾏｲ ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ 膣錠:100mg 1日１回1個

1日１回1個､

通常6日間継続

1日１回1個

通常6日間継続

オキナゾール
オキシコナゾール硝
酸塩 

膣錠:600mg  1 週 1 回 1 錠 

ｴｽﾄﾘｰﾙ ｴｽﾄﾘｵｰﾙ 膣錠:0.5mg 1日１回1～2個

ｴｽﾄﾗﾀﾞｰﾑ貼付 ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
貼付剤:1枚中
0.72mg

1枚を下腹部か背部に貼付2日毎に
貼り替え ｴｽﾄﾗﾀﾞｰﾑMから名称変更

エストラーナテープ0.72mg ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
貼付剤:1枚中
0.72mg

1枚を下腹部か背部に貼付2
日毎に貼り替え

ｴｽﾄﾗﾀﾞｰﾑ貼付製造中止、後発品

ディビゲル1mg ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 1包：1mg
1日1回左右いずれかの大腿
部もしくは下腹部（400㎠の範
囲）に塗布

冷所保存

ﾙ･ｴｽﾄﾙｼﾞｪﾙ ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
1ﾌﾟｯｼｭ（0.9ｇ）
0.54ｍｇ

2ﾌﾟｯｼｭ（1.08ｍｇ）を1日1回両
腕の手首から肩までの範囲
に塗擦

卵胞・黄体ホルモ
ン製剤 

メノエイドコンビパッチ 
エストラジオール、酢
酸ノルエチステロン

１枚（9cm2）
中、　エストラ
ジオール
0.62mg酢酸ノ
ルエチステロン
2.70mg 

1 枚を3～4日ごとに1 回（週2
回）下腹部に貼付

冷所保存

その他  ﾜｾﾘﾝ  軟膏100g  塗布 

含嗽薬

?瘡治療薬 
ｱｸｱﾁﾑ ﾅｼﾞﾌﾛｷｻｼﾝ

1日2回患部に塗布､尋常性?瘡
は洗顔後

購入中止

血行促進・皮膚保
護剤

ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞ ﾍﾊﾟﾘﾝ類似物質 1日1～数回

消毒薬 ﾎﾟﾋﾟﾄﾞﾝﾖｰﾄﾞ 液:10% 塗布

女性ﾎﾙﾓﾝ剤

口内炎等治療薬

口腔用ｽﾃﾛｲﾄﾞ薬

生殖器官用剤

抗生物質製剤

抗真菌薬 

ｴﾝﾍﾟｼﾄﾞ ｸﾛﾄﾘﾏｿﾞｰﾙ 膣錠:100mg

ﾊﾞﾘﾅｽﾁﾝV 硝酸ｲｿｺﾅｿﾞｰﾙ 膣錠:100mg
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抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ薬 ﾌﾗｼﾞｰﾙ ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 膣錠:250mg
1ｸｰﾙ1日１回250mg､10～14
日間膣内挿入

子宮頸部びらん治
療薬

ｿﾙｺｾﾘﾙ 幼牛血液抽出物 膣坐剤:0.2mL １回1個､１日又は隔日

坐剤: 坐剤:１回1個､1日2回

軟膏:10g 軟膏:1日2回肛門内に注入

子宮用剤

ｽﾌﾟﾚｷｭｱ 酢酸ﾌﾟｾﾚﾘﾝ
点鼻液:ﾌﾟｾﾚﾘﾝ
として
15mg10mL

１回各鼻腔内に1噴霧ずつ､1
日3回

ﾏｲﾘｽ ﾌﾟﾗｽﾃﾛﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ 膣坐剤:600mg
妊娠末期1日１回600mg､週2回
膣深部挿入

製造中止

プロスタグランジン
E1誘導体製剤

プレグランディン  ゲメプロスト  腟坐剤 1 mg 

1 回ゲメプロストとして 1 mg（ 1
個）を 3 時間毎に後腟円蓋部へ
挿入する。なお、1 日最大投与
量は 5 mg（ 5 個）まで

眼科用剤

副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ ﾌﾙﾒﾄﾛﾝ ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ
点眼液:0.02%、
5mL

1回1～2滴､1日2～4回

ｹﾞﾝﾀｼﾝ 硫酸ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ 製造中止
ゲンタロール 硫酸ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ ゲンタシン点眼液製造中止、後発品

ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩 ゲンタロール点眼製造中止、後発品

点眼液:0.5%
5mL

ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ ｵﾌﾛｷｻｼﾝ
点眼液:0.5%、
5mL

1回1滴､1日3回

ｲﾝﾀｰﾙ ｸﾛﾓｸﾞﾘｸ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 点眼液:2%、5mL 1回1～2滴､1日4回 在庫なし

リザベン トラニラスト
点眼液0.5％
5mL

1回1～2滴､1日4回

ｱﾚｼﾞｵﾝ ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩
点眼液0.05％
5mL

1回1滴､1日4回

ﾘﾎﾞｽﾁﾝ 塩酸ﾚﾎﾞｶﾊﾞｽﾁﾝ
点眼液:0.025%、
5mL

1回1～2滴､1日4回 在庫なし

ｼﾅｸﾘﾝ ﾌﾙﾆｿﾘﾄﾞ
点鼻液:0.0255%、
9mL

1回1～2噴霧､1日2回、最大:1日8噴
霧 在庫ﾅｼ

ｱﾙﾃﾞｼﾝAQﾈｰｻﾞﾙ ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ﾍﾞｸﾛﾒﾀｿﾞﾝ 1瓶8.5mg
1回各鼻腔1噴霧､1日4回最大:1日16
噴霧

在庫ﾅｼ

ナゾネックス 
モメタゾンフランカルボン酸
エステル水和物

点鼻液50μg:56
噴霧用

各鼻腔に 2 噴霧ずつ 1 日 1 回
投与 

ｱﾗﾐｽﾄ 
フ ル チ カ ゾ ン フ ラ ン カ
ルボン酸エステル 

点鼻液27.5μg：
56噴霧用 

各鼻腔に 2 噴霧ずつ 1 日 1 回
投与 

抗ｱﾚﾙｷﾞｰ薬 ｲﾝﾀｰﾙ ｸﾛﾓｸﾞﾘｸ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
点鼻:2%9.5mL/
瓶

1回各鼻腔1噴霧､1日6回 在庫ﾅｼ

β刺激薬 ﾒﾌﾟﾁﾝｴｱｰ
プロカテロール塩酸塩水和
物

１容器（５mL）の噴
霧回数：100回

１回20μg（２吸入）

気管支拡張薬 ホクナリンテープ 塩酸ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙ ﾃｰﾌﾟ:2mg 1日1回2mg

痔疾用剤 ﾈﾘﾌﾟﾛｸﾄ
吉草酸ｼﾞﾌﾙｺﾙﾄﾛﾝ･ﾘ

ﾄﾞｶｲﾝ

ﾎﾙﾓﾝ療法薬

抗生物質製剤

点眼液:0.3%、
5mL

1回1～2滴､1日3～4回

ｴｺﾘｼﾝ
ｺﾘｽﾁﾝﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄ
ﾘｳﾑ配合

2～3時間毎に2～3滴ずつ 購入中止

抗ｱﾚﾙｷﾞｰ薬

耳鼻咽喉科用剤

副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ  

気管支拡張薬
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ｲﾝﾃﾊﾞﾝ ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ 坐剤:50mg 1回25～50mg､1日1～2回
坐剤25mg

坐剤:50mg

局所麻酔薬 ｷｼﾛｶｲﾝｾﾞﾘｰ 塩酸ﾘﾄﾞｶｲﾝ ｾﾞﾘｰ:2%30mL

下剤 ﾃﾚﾐﾝｿﾌﾄ3号 ﾋﾞｻｺｼﾞﾙ 坐剤:10mg 1回10mg､1日1～2回

ｼﾗﾐ駆除剤 ｽﾐｽﾘﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ 白色粉末 散布

ｱﾘｰﾙ酢酸系
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 1回25～50mg､1日1～2回

解熱消炎鎮痛剤
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