
聖マリア病院　採用医薬品一覧（外用薬）
薬品名 一般名 薬効分類

0.05W/V%マスキン水 クロルヘキシジングルコン酸塩後 その他の外皮用殺菌消毒剤

10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 サリチル酸後 サリチル酸系寄生性皮膚疾患用剤

アイドロイチン1%点眼液 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム後 その他の眼科用剤

アイファガン点眼液0.1% ブリモニジン酒石酸塩 その他の眼科用剤

アイラミド配合懸濁性点眼液 ブリモニジン酒石酸塩・ブリンゾラミド その他の眼科用剤

アクトシン軟膏3% ブクラデシンナトリウム その他の外皮用薬

アシクロビル眼軟膏3%｢日点｣ アシクロビル後 その他の眼科用剤

アズノール軟膏0.033% ジメチルイソプロピルアズレン その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

アスプール液（0.5%） ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩 イソプレナリン系気管支拡張剤

アズレンうがい液4%｢ケンエー｣ アズレンスルホン酸ナトリウム水和物後 含嗽剤

アセトアミノフェン坐剤小児用100mg｢シオエ｣ アセトアミノフェン アニリン系解熱鎮痛消炎剤

アセトアミノフェン坐剤小児用200mg｢シオエ｣ アセトアミノフェン後 アニリン系解熱鎮痛消炎剤

アドエア100ディスカス60吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル その他の呼吸器官用剤

アドエア50エアゾール120吸入用 サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル その他の呼吸器官用剤

アノーロエリプタ30吸入用 ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩 その他の気管支拡張剤

アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル その他の耳鼻科用剤

アルスロマチック関節手術用灌流液 乳酸リンゲル その他の血液用剤、体液用剤

アルト原末 アルギン酸ナトリウム アルギンサン系止血剤

アルメタ軟膏 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル 外皮用副腎皮質ホルモン剤

アレサガテープ4mg エメダスチンフマル酸塩 その他のアレルギー用薬

アレジオンLX点眼液0.1% エピナスチン塩酸塩 その他の眼科用剤

アンテベートクリーム0.05% ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 外皮用副腎皮質ホルモン剤

アンペック坐剤10mg モルヒネ塩酸塩水和物 モルヒネ系麻薬

イオウ・カンフルローション｢東豊｣ イオウ・カンフル その他の皮膚軟化剤

イソジンシュガーパスタ軟膏 精製白糖・ポビドンヨード後 その他の外皮用薬

イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%｢サワイ｣ イソプロピルウノプロストン後 その他の眼科用剤

イナビル吸入粉末剤20mg ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 抗ウイルス剤

イミグラン点鼻液20 スマトリプタン 血管収縮剤

イムノブラダー膀注用80mg 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株） 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤

インタール吸入液1% クロモグリク酸ナトリウム その他の気管支拡張剤

インテバン外用液1% インドメタシン その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

ウルティブロ吸入用カプセル インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物 その他の気管支拡張剤

ウレパールローション10% 尿素 その他の皮膚軟化剤

ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% Ｄ－ソルビトール その他の泌尿器用薬

エイベリス点眼液0.002% オミデネパグ　イソプロピル その他の眼科用剤
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薬品名 一般名 薬効分類

エキザルベ 混合死菌製剤 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

エクラープラスター20μg/cm2 デプロドンプロピオン酸エステル 外皮用副腎皮質ホルモン剤

エコリシン眼軟膏 エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナ
トリウム

その他の眼科用剤

エスクレ坐剤｢250｣ 抱水クロラール 抱水クロラール系催眠剤

エスクレ坐剤｢500｣ 抱水クロラール 抱水クロラール系催眠剤

エストラーナテープ0.72mg エストラジオール エストラジオール系卵胞ホルモン剤

エストリール腟錠0.5mg エストリオール その他の生殖器用薬

エタノール｢マルイシ｣ エタノール 外皮用アルコール系殺菌消毒剤

エネマスター注腸散 硫酸バリウム後 バリウム塩系Ｘ線造影剤

エムラクリーム リドカイン・プロピトカイン配合剤 その他の局所麻酔剤

オイラックスクリーム10% クロタミトン その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

オキサロールローション25μg/g マキサカルシトール 外皮用ビタミン剤

オキサロール軟膏25μg/g マキサカルシトール 外皮用ビタミン剤

オキナゾール腟錠100mg オキシコナゾール硝酸塩 その他の生殖器用薬

オキナゾール腟錠600mg オキシコナゾール硝酸塩 その他の生殖器用薬

オフロキサシン耳科用液0.3%｢CEO｣ オフロキサシン後 その他の耳鼻科用剤

オラドールトローチ0.5mg ドミフェン臭化物 その他の消化器官用薬

オリブ油｢ケンエー｣ オリブ油 油脂性基剤

オンブレス吸入用カプセル150μg インダカテロールマレイン酸塩 その他の気管支拡張剤

ガチフロ点眼液0.3% ガチフロキサシン水和物 その他の眼科用剤

カチリ｢ヨシダ｣ フェノール・亜鉛華リニメント その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

カデックス軟膏分包153mg ヨウ素 その他の外皮用薬

キサラタン点眼液0.005% ラタノプロスト その他の眼科用剤

キシロカインゼリー2% リドカイン塩酸塩 キシリジン系局所麻酔剤

キシロカイン液｢4%｣ リドカイン塩酸塩 キシリジン系局所麻酔剤

ギリアデル脳内留置用剤7.7mg カルムスチン その他のアルキル化剤

キンダベート軟膏0.05% クロベタゾン酪酸エステル 外皮用副腎皮質ホルモン剤

グラアルファ配合点眼液 リパスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩 その他の眼科用剤

グラナテック点眼液0.4% リパスジル塩酸塩水和物 その他の眼科用剤

グリセリン｢タイセイ｣M グリセリン グリセリン系浣腸剤

グリセリン浣腸液50%｢ケンエー｣ グリセリン グリセリン系浣腸剤

グリメサゾン軟膏 デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%｢サワイ｣ クリンダマイシンリン酸エステル後 外皮用抗生物質

クレナフィン爪外用液10% エフィナコナゾール その他の化学療法剤

クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%｢イワキ｣ クロベタゾールプロピオン酸エステル後 外皮用副腎皮質ホルモン剤

クロマイ腟錠100mg クロラムフェニコール 生殖器用抗生物質
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薬品名 一般名 薬効分類

クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%｢日医工｣ クロルヘキシジングルコン酸塩後 その他の外皮用殺菌消毒剤

ゲーベンクリーム1% スルファジアジン銀 外皮用サルファ剤

ケトプロフェンテープ40mg｢日医工｣ ケトプロフェン後 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

ケトプロフェンパップXR120mg｢テイコク｣ ケトプロフェン後 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%｢ニットー｣ ゲンタマイシン硫酸塩後 眼科用抗生物質

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%｢イワキ｣ ゲンタマイシン硫酸塩後 外皮用抗生物質

コソプト配合点眼液 ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩 その他の眼科用剤

コムクロシャンプー0.05% クロベタゾールプロピオン酸エステル 外皮用副腎皮質ホルモン剤

コレクチム軟膏0.25% デルゴシチニブ その他の外皮用薬

コレクチム軟膏0.5% デルゴシチニブ その他の外皮用薬

サーファクテン気管注入用120mg 肺サーファクタント その他の呼吸促進剤

サルコートカプセル外用50μg ベクロメタゾンプロピオン酸エステル その他の消化器官用薬

ザルコニン液0.025 ベンザルコニウム塩化物 石鹸類

サルタノールインヘラー100μg サルブタモール硫酸塩 サルブタモール系気管支拡張剤

サンテゾーン0.05%眼軟膏 デキサメタゾン後 眼科用コルチゾン製剤

サンドールP点眼液 トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩後 その他の眼科用剤

サンピロ点眼液2% ピロカルピン塩酸塩 縮瞳剤

サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム後 眼科用コルチゾン製剤

シアノコバラミン点眼液0.02%｢センジュ｣ シアノコバラミン後 その他の眼科用剤

ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%｢CEO｣ ジオクチルソジウムスルホサクシネート後 その他の耳鼻科用剤

ジクアス点眼液3% ジクアホソルナトリウム その他の眼科用剤

ジクトルテープ75mg ジクロフェナクナトリウム フェニル酢酸系解熱鎮痛消炎剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg｢ゼリア｣ ジクロフェナクナトリウム後 フェニル酢酸系解熱鎮痛消炎剤

ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg｢ゼリア｣ ジクロフェナクナトリウム後 フェニル酢酸系解熱鎮痛消炎剤

ジフルプレドナート軟膏0.05%｢イワキ｣ ジフルプレドナート後 外皮用副腎皮質ホルモン剤

シムビコートタービュヘイラー60吸入 ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 その他の呼吸器官用剤

スピール膏M サリチル酸絆創膏 有機酸系皮膚軟化剤

スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 チオトロピウム臭化物水和物 その他の気管支拡張剤

スミスリンローション5% フェノトリン その他の駆虫剤

ゼビアックス油性クリーム2% オゼノキサシン その他の外皮用化膿性疾患用剤

ソフラチュール貼付剤10cm フラジオマイシン硫酸塩 外皮用抗生物質

ダイアップ坐剤10 ジアゼパム ベンゾジアゼピン系催眠剤

ダイアップ坐剤4 ジアゼパム ベンゾジアゼピン系催眠剤

ダイアップ坐剤6 ジアゼパム ベンゾジアゼピン系催眠剤

タコシール組織接着用シート フィブリノゲン配合剤 その他の血液製剤類

タプコム配合点眼液 タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩 その他の眼科用剤

タリビッド眼軟膏0.3% オフロキサシン その他の眼科用剤
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薬品名 一般名 薬効分類

ツロブテロールテープ0.5mg｢久光｣ ツロブテロール後 その他の気管支拡張剤

ツロブテロールテープ1mg｢久光｣ ツロブテロール後 その他の気管支拡張剤

ツロブテロールテープ2mg｢久光｣ ツロブテロール後 その他の気管支拡張剤

ディフェリンゲル0.1% アダパレン その他の外皮用薬

デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%｢MYK｣ デキサメタゾンプロピオン酸エステル後 外皮用副腎皮質ホルモン剤

デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%｢NK｣ デキサメタゾン後 その他の消化器官用薬

デキサンVG軟膏0.12% ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩後 抗生物質、抗生物質・副腎皮質ホルモン混合製剤

デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg｢フェリング｣ デスモプレシン酢酸塩水和物 その他の脳下垂体ホルモン

デタントール0.01%点眼液 ブナゾシン塩酸塩 その他の眼科用剤

テリルジー100エリプタ30吸入用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・
ビランテロールトリフェニル酢酸塩

その他の呼吸器官用剤

テレミンソフト坐薬2mg ビサコジル その他の下剤、浣腸剤

トブラシン点眼液0.3% トブラマイシン 眼科用抗生物質

ドボネックス軟膏50μg/g カルシポトリオール 外皮用ビタミン剤

ドボベットゲル カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル その他の外皮用薬

ドボベット軟膏 カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル その他の外皮用薬

トラニラスト点眼液0.5%｢SN｣ トラニラスト後 その他の眼科用剤

トルソプト点眼液1% ドルゾラミド塩酸塩 その他の眼科用剤

ドレニゾンテープ4μg/cm2 フルドロキシコルチド 外皮用副腎皮質ホルモン剤

トロピカミド点眼液0.4%｢日点｣ トロピカミド後 散瞳剤

トロンビン液モチダ ソフトボトル5千 トロンビン 臓器性止血製剤

ドンペリドン坐剤10mg｢JG｣ ドンペリドン後 その他の消化器官用薬

ドンペリドン坐剤30mg｢JG｣ ドンペリドン後 その他の消化器官用薬

ニゾラールクリーム2% ケトコナゾール イミダゾール系寄生性皮膚疾患用剤

ニゾラールローション2% ケトコナゾール イミダゾール系寄生性皮膚疾患用剤

ニプラジロール点眼液0.25%｢サワイ｣ ニプラジロール後 その他の眼科用剤

ニュープロパッチ4.5mg ロチゴチン その他の抗パーキンソン薬

ニュープロパッチ9mg ロチゴチン その他の抗パーキンソン薬

ネオシネジンコーワ5%点眼液 フェニレフリン塩酸塩 散瞳剤

ネオメドロールEE軟膏 フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン その他の眼科用剤

ネリザ坐剤 ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン後 その他の痔疾用剤

ネリゾナソリューション0.1% ジフルコルトロン吉草酸エステル 外皮用副腎皮質ホルモン剤

ノルスパンテープ5mg ブプレノルフィン その他の解熱鎮痛消炎剤

バクスミー点鼻粉末剤3mg グルカゴン 膵臓ホルモン剤

バクトロバン鼻腔用軟膏2% ムピロシンカルシウム水和物 その他の抗グラム陽性菌用抗生物質製剤

パタノール点眼液0.1% オロパタジン塩酸塩 その他の眼科用剤

パッチテスト試薬 パッチテスト用塩類 その他の診断用薬
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薬品名 一般名 薬効分類

バラマイシン軟膏 バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩 その他の外皮用化膿性疾患用剤

ハルロピテープ24mg ロピニロール塩酸塩 その他の抗パーキンソン薬

ハルロピテープ8mg ロピニロール塩酸塩 その他の抗パーキンソン薬

バンコマイシン眼軟膏1% バンコマイシン塩酸塩 バンコマイシン系抗生物質製剤

ヒアルロン酸Na点眼液0.3%｢センジュ｣ 精製ヒアルロン酸ナトリウム後 その他の眼科用剤

ヒアレイン点眼液0.1% 精製ヒアルロン酸ナトリウム その他の眼科用剤

ビソノテープ2mg ビソプロロール その他の降圧剤

ビソノテープ4mg ビソプロロール その他の降圧剤

ビダラビン軟膏3%｢SW｣ ビダラビン後 抗ウイルス剤

ピマリシン点眼液5%｢センジュ｣ ピマリシン 眼科用抗生物質

ヒルドイドクリーム0.3% ヘパリン類似物質 その他の血液凝固阻止剤

ヒルドイドローション0.3% ヘパリン類似物質 その他の血液凝固阻止剤

ビレーズトリエアロスフィア120吸入 ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水
和物

その他の呼吸器官用剤

ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%｢参天｣ ピレノキシン後 その他の眼科用剤

フィブラストスプレー500 トラフェルミン（遺伝子組換え） その他の外皮用薬

フェントステープ0.5mg フェンタニルクエン酸塩 その他の合成麻薬

フェントステープ1mg フェンタニルクエン酸塩 その他の合成麻薬

フェントステープ2mg フェンタニルクエン酸塩 その他の合成麻薬

ブコラム口腔用液2.5mg ミダゾラム その他の抗てんかん剤

フシジンレオ軟膏2% フシジン酸ナトリウム 外皮用抗生物質

ブデソニド吸入液0.25mg｢武田テバ｣ ブデソニド後 その他の呼吸器官用剤

フラジール腟錠250mg メトロニダゾール その他の生殖器用薬

フランドルテープ40mg 硝酸イソソルビド 冠状血管拡張剤

プリビナ液0.05% ナファゾリン硝酸塩 耳鼻科用血管収縮剤

プリビナ点眼液0.5mg/mL ナファゾリン硝酸塩 眼科用局所血管収縮剤

フルオロメトロン点眼液0.02%｢センジュ｣ フルオロメトロン後 眼科用コルチゾン製剤

フルタイド100ディスカス フルチカゾンプロピオン酸エステル その他の呼吸器官用剤

フルタイド50μgエアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル その他の呼吸器官用剤

フルティフォーム125エアゾール120吸入用 フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和
物

その他の呼吸器官用剤

フルメトロン点眼液0.1% フルオロメトロン 眼科用コルチゾン製剤

プレドネマ注腸20mg プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム後 プレドニゾロン系副腎ホルモン剤

フロジン外用液5% カルプロニウム塩化物後 その他の毛髪用剤（発毛、脱毛、染毛、養毛剤）

プロスタンディン軟膏0.003% アルプロスタジル　アルファデクス その他の外皮用薬

プロトピック軟膏0.03%小児用 タクロリムス水和物 その他の外皮用薬

プロトピック軟膏0.1% タクロリムス水和物 その他の外皮用薬

ブロナック点眼液0.1% ブロムフェナクナトリウム水和物 その他の眼科用剤
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プロペト 白色ワセリン 油脂性基剤

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%｢タイヨー｣ ブロムヘキシン塩酸塩後 ブロムヘキシン系去たん剤

フロリードDクリーム1% ミコナゾール硝酸塩 イミダゾール系寄生性皮膚疾患用剤

ベシカム軟膏5% イブプロフェンピコノール その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

ベストロン耳鼻科用1% セフメノキシム塩酸塩 耳鼻科用抗生物質

ベストロン点眼用0.5% セフメノキシム塩酸塩 眼科用抗生物質

ベセルナクリーム5% イミキモド その他の化学療法剤

ベネトリン吸入液0.5% サルブタモール硫酸塩 サルブタモール系気管支拡張剤

ベピオゲル2.5% 過酸化ベンゾイル その他の外皮用薬

ヘモレックス軟膏 ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤後 その他の痔疾用剤

ベリプラストP コンビセット 組織接着用 フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子 その他の血液製剤類

ベンゼトニウム塩化物うがい液0.2%｢KYS｣ ベンゼトニウム塩化物 その他の歯科口腔用剤

ペンタサ坐剤1g メサラジン その他の消化器官用薬

ペンタサ注腸1g メサラジン その他の消化器官用薬

ボアラクリーム0.12% デキサメタゾン吉草酸エステル 外皮用副腎皮質ホルモン剤

ボスミン外用液0.1% アドレナリン エピネフリン系副腎ホルモン剤

ポビドンヨードガーグル7%｢日医工｣ ポビドンヨード 含嗽剤

ポビドンヨードゲル10%｢VTRS｣ ポビドンヨード後 外皮用ヨウ素化合物系殺菌消毒剤

ポビドンヨードゲル10%｢明治｣ ポビドンヨード後 外皮用ヨウ素化合物系殺菌消毒剤

ポピラール消毒液10% ポビドンヨード後 外皮用ヨウ素化合物系殺菌消毒剤

ミオコールスプレー0.3mg ニトログリセリン 冠状血管拡張剤

ミケルナ配合点眼液 カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト その他の眼科用剤

ミリステープ5mg ニトログリセリン 冠状血管拡張剤

ミレーナ52mg レボノルゲストレル その他の生殖器用薬

ムコスタ点眼液UD2% レバミピド その他の眼科用剤

ムコフィリン吸入液20% アセチルシステイン システイン系去たん剤

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 卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤

メプチンスイングヘラー10μg吸入100回 プロカテロール塩酸塩水和物 その他の気管支拡張剤

モイゼルト軟膏0.3% ジファミラスト その他の外皮用薬

モイゼルト軟膏1% ジファミラスト その他の外皮用薬

モメタゾン点鼻液50μg｢杏林｣112噴霧用 モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物後 その他の耳鼻科用剤

ユベラ軟膏 トコフェロール・ビタミンＡ油 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

ラクリミン点眼液0.05% オキシブプロカイン塩酸塩 眼科用局所麻酔剤

ラパリムスゲル0.2% シロリムス 抗悪性腫瘍用剤

リズモンTG点眼液0.5% チモロールマレイン酸塩 その他の眼科用剤

リティンパ耳科用250μgセット トラフェルミン（遺伝子組換え） その他の耳鼻科用剤

リドカインテープ18mg｢YP｣ リドカイン後 キシリジン系局所麻酔剤
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リドカインポンプスプレー8%｢日新｣ リドカイン後 キシリジン系局所麻酔剤

リドメックスコーワローション0.3% プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 外皮用副腎皮質ホルモン剤

リドメックスコーワ軟膏0.3% プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 外皮用副腎皮質ホルモン剤

リバスタッチパッチ4.5mg リバスチグミン その他の中枢神経系用薬

リバスタッチパッチ9mg リバスチグミン その他の中枢神経系用薬

リンデロン－VGローション ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 抗生物質、抗生物質・副腎皮質ホルモン混合製剤

リンデロン－V軟膏0.12% ベタメタゾン吉草酸エステル 外皮用副腎皮質ホルモン剤

ル・エストロジェル0.06% エストラジオール エストラジオール系卵胞ホルモン剤

ルコナック爪外用液5% ルリコナゾール その他の化学療法剤

ルミガン点眼液0.03% ビマトプロスト その他の眼科用剤

ルリコンクリーム1% ルリコナゾール イミダゾール系寄生性皮膚疾患用剤

レクタブル2mg注腸フォーム14回 ブデソニド その他の消化器官用薬

レスタミンコーワクリーム1% ジフェンヒドラミン 外皮用抗ヒスタミン剤

レペタン坐剤0.4mg ブプレノルフィン塩酸塩 その他の解熱鎮痛消炎剤

レボフロキサシン点眼液1.5%｢わかもと｣ レボフロキサシン水和物後 その他の眼科用剤

レルベア100エリプタ30吸入用 ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸
エステル

その他の呼吸器官用剤

レルベア200エリプタ30吸入用 ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸
エステル

その他の呼吸器官用剤

ロキソプロフェンNaゲル1%｢NP｣ ロキソプロフェンナトリウム水和物後 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

ロキソプロフェンNaテープ100mg｢科研｣ ロキソプロフェンナトリウム水和物後 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

ロキソプロフェンNaパップ100mg｢NP｣ ロキソプロフェンナトリウム水和物後 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

ロコアテープ エスフルルビプロフェン・ハッカ油 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

ロゼックスゲル0.75% メトロニダゾール その他の外皮用薬

ロナセンテープ20mg ブロナンセリン その他の精神神経用剤

ワコビタール坐剤100 フェノバルビタールナトリウム バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系催眠剤

ワコビタール坐剤15 フェノバルビタールナトリウム バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系催眠剤

亜鉛華（10%）単軟膏｢ホエイ｣ 亜鉛華後 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

亜鉛華デンプン 亜鉛華デンプン その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

亜硝酸アミル｢AFP｣ 亜硝酸アミル その他の血管拡張剤

液状フェノール｢タイセイ｣ 液状フェノール その他の外皮用殺菌消毒剤

塩化ナトリウム＊（山善） 塩化ナトリウム その他の調剤用薬

強力ポステリザン（軟膏） 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン その他の痔疾用剤

新レシカルボン坐剤 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム その他の下剤、浣腸剤

人工涙液マイティア点眼液 ホウ酸・無機塩類配合剤 その他の眼科用剤

日点アトロピン点眼液1% アトロピン硫酸塩水和物後 散瞳剤

尿素クリーム20%｢SUN｣ 尿素後 その他の皮膚軟化剤

無水エタノール｢タイセイ｣ 無水エタノール 外皮用アルコール系殺菌消毒剤
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流動パラフィン｢ヨシダ｣ 流動パラフィン 油脂性基剤
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