
宇部協立病院採用薬一覧
薬剤名

25㎎アリナミンF糖衣錠
２㎎セルシン錠
５㎎セルシン錠
KM散
MSコンチン錠10㎎
MSコンチン錠30㎎
MSコンチン錠60㎎
PL顆粒
アーガメイトゼリー
アーテン錠（２㎎）
アキネトン錠１㎎
アクトス錠15
アザルフィジンEN錠500㎎
アシクロビル錠400ｍｇ「サワイ」
アシクロビル顆粒40％「サワイ」
アジスロマイシン錠250ｍｇ「トーワ」
アジスロマイシン錠250㎎「トーワ」
アスパラ－CA錠200
アスパラカリウム錠300㎎
アスベリン錠10
アセチルシステイン内用液17.6％「センジュ」
アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」
アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」
アタラックス－Pカプセル25㎎
アテノロール錠25ｍｇ「日新」
アテノロール錠50ｍｇ「日新」
アデホスコーワ顆粒10％
アドソルビン原末
アドナ錠30㎎
アトルバスタチン錠10mg「トーワ」
アトルバスタチン錠5mg「トーワ」
アナフラニール錠10㎎
アナフラニール錠25㎎
アミノレバンEN
アミユー配合顆粒2.5g
アムロジピン錠2.5㎎「オーハラ」
アムロジピン錠５㎎「オーハラ」
アモキサンカプセル10㎎
アモキサンカプセル25㎎
アモキサン細粒10％
アルダクトンA錠25㎎
アルプラゾラム錠0.4ｍｇ「サワイ」
アルロイドG－ドライ
アレジオン錠20
アレビアチン散10％
アレビアチン錠100㎎
アログリセムカプセル25㎎
アロプリノール錠100㎎「トーワ」
アンブロキソール塩酸塩錠15㎎「サワイ」
イーケプラ錠500ｍｇ
イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」
イスコチン錠100㎎
イフェンプロジル酒石酸塩錠20㎎「日医工」
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宇部協立病院採用薬一覧
薬剤名

イミダプリル塩酸塩錠2.5㎎「オーハラ」
イミダプリル塩酸塩錠５㎎「オーハラ」
インデラル錠10㎎
ウインタミン細粒（10％）
ウブレチド錠５㎎
ウラリット－U散
ウルソ錠100㎎
エクセグラン散20％
エクセラーゼ錠
エサンブトール錠250㎎
エストリール錠１㎎（持田）
エチゾラム錠0.5㎎「トーワ」
エトドラク錠200ｍｇ「ＳＷ」
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5「トーワ」
エナラプリルマレイン酸塩錠5「トーワ」
エパルレスタット錠50「OHARA」
エビスタ錠60ｍｇ
エビリファイ錠３㎎
エビリファイ錠６㎎
エブランチルカプセル15㎎
エリキュース錠2.5ｍｇ
エリスロシンW顆粒20％
エリスロシン錠200㎎
エレナント錠2.5mg
エレンタール
オイグルコン錠1.25㎎
オイグルコン錠2.5㎎
オーラップ錠１㎎
オーラップ錠３㎎
オキシコンチン錠10㎎
オキシコンチン錠20㎎
オキシコンチン錠40㎎
オキシコンチン錠５㎎
オキシブチニン塩酸塩錠2mg｢ サワイ｣
オキノーム散0.5％
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
オノンカプセル112.5㎎
オピセゾールコデイン液
オプソ内服液10㎎
オプソ内服液５㎎
オランザピンＯＤ錠2.5ｍｇ「杏林」
オランザピンＯＤ錠5ｍｇ「杏林」
カイトリル錠１㎎
ガスコンドロップ内用液２％
ガスコン錠40㎎
ガストローム顆粒66.7％
ガストログラフイン経口・注腸用
カナマイシンカプセル250㎎「明治」
ガバペン錠200㎎
カモスタットメシル酸塩錠100ｍｇ「日医工」
カリジノゲナーゼ錠25単位｢サワイ｣
カリメート散
カルグート錠５
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宇部協立病院採用薬一覧
薬剤名

カルナコール錠100㎎
カルベジロール錠1.25㎎「サワイ」
カルベジロール錠10㎎「サワイ」
カルベジロール錠2.5㎎「サワイ」
カルボシステイン錠250mg「トーワ」
カロナール細粒20％
カンデサルタンj錠４ｍｇ「日医工」
カンデサルタンj錠８ｍｇ「日医工」
球形吸着炭カプセル200㎎「マイラン」
球形吸着炭細粒「マイラン」
クエチアピン錠100mg「アメル」
クエチアピン錠12.5mg「アメル」
クエチアピン錠25mg「アメル」
クエン酸第一鉄Na錠50ｍｇ「サワイ」
グラケーカプセル15㎎
クラリスロマイシン錠200㎎「タカタ」
グリクラジド錠40㎎「サワイ」
グリメピリド錠「オーハラ」1mg
グリメピリド錠「オーハラ」3mg
グルコンサンK細粒４mEq/g
クロピドグレル錠25㎎「トーワ」
クロピドグレル錠75㎎「トーワ」
クロルマジノン酢酸エステル錠25ｍｇ「日医工」
ケーサプライ錠600mg
ケタスカプセル10㎎
ケフポリン細粒10％
コートリル錠10㎎
コデインリン酸塩散10％「タケダ」
コランチル顆粒
コルヒチン錠0.5㎎「シオノギ」
コロネル細粒83.3％
コントミン糖衣錠12.5㎎
コントミン糖衣錠25㎎
コントミン糖衣錠50㎎
サイトテック錠200
ザイボックス錠600㎎
サイレース錠１㎎
サイレース錠２㎎
サインバルタカプセル20ｍｇ
サルポグレラート塩酸塩錠「オーハラ」100ｍｇ
サルポグレラート塩酸塩錠「オーハラ」50ｍｇ
サワシリンカプセル250
シアナマイド液－Wf
シーピー配合顆粒
ジクロフェナクＮａ錠25㎎「サワイ」
ジゴキシン錠0.25㎎「AFP」
ジゴシン散0.1％
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「トーワ」
ジフルカンカプセル50㎎
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100ｍｇ「日医工」
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」
シロスタゾール錠100mg「日医工」
シロスタゾール錠50mg「日医工」
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宇部協立病院採用薬一覧
薬剤名

シンメトレル錠50㎎
スクラルファート細粒90％「トーワ」
ストロメクトール錠３㎎
スルピリドカプセル50㎎「トーワ」
ゼスラン錠
セチロ配合錠
セディール錠10㎎
セファレキシン錠250「日医工」
セフジニルカプセル100㎎「日医工」
セララ錠50㎎
セルシンシロップ0.1％
セルトラリン錠25ｍｇ「ニプロ」
セルニルトン錠
セレコックス錠100㎎
セレジスト錠５
セレスタミン錠
セレネース細粒１％
セレネース錠0.75㎎
ゼローダ錠３００
センノシド錠12㎎「サンド」
ゾピクロン錠7.5ｍｇ「トーワ」
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「オーハラ」
ダイメジンスリービー配合カプセル
タクロリムスカプセル「ファイザー」0.5ｍｇ
タクロリムスカプセル「ファイザー」1ｍｇ
タケキャブ錠20mg
ダントリウムカプセル25㎎
タンナルビン「ヒシヤマ」
チアトンカプセル５㎎
チアプリド錠25mg「サワイ」
チクロピジン塩酸塩錠100㎎「日医工」
チザニジン錠１㎎「日医工」
チャンピックス錠0.5mg
チャンピックス錠1mg
チラーヂンS錠25
チラーヂンS錠50
ツインライン
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）〔107〕
ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）〔70〕
ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）〔51〕
ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）〔30〕
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）〔53〕
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）〔84〕
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）〔100〕
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）〔38〕
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）〔29〕
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）〔20〕
ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）〔127〕
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）〔43〕
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）〔68〕
ティーエスワン配合OD錠T20
ティーエスワン配合OD錠T25
テイコク乙字湯エキス顆粒〔３〕
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宇部協立病院採用薬一覧
薬剤名

テイコク加味逍遙散エキス顆粒〔24〕
テイコク葛根湯エキス顆粒〔１〕
テイコク桂枝加朮附湯エキス顆粒〔18〕
テイコク桂枝茯苓丸料エキス顆粒〔25〕
テイコク柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒〔11〕
テイコク十全大補湯エキス顆粒〔48〕
テイコク小青竜湯エキス顆粒〔19〕
テイコク猪苓湯エキス顆粒〔40〕
テイコク当帰芍薬散エキス顆粒〔23〕
テイコク八味丸エキス顆粒〔７〕
テイコク半夏厚朴湯エキス顆粒〔16〕
テイコク補中益気湯エキス顆粒〔41〕
テイコク防風通聖散エキス顆粒〔62〕
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20％「日医工」
テグレトール細粒50％
テグレトール錠100㎎
テグレトール錠200㎎
テトラミド錠10㎎
デトルシトールカプセル４㎎
デパケンR錠100
デパケンR錠200
デパケンシロップ５％
デパケン細粒40％
テプレノンカプセル50㎎「トーワ」
テルビナフィン塩酸塩錠125㎎「日医工」
トアラセット配合錠「オーハラ」
ドキサゾン錠１㎎「日医工」
ドキサゾン錠２㎎「日医工」
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200㎎「サワイ」
ドネペジル塩酸塩3ｍｇ「オーハラ」
ドネペジル塩酸塩5ｍｇ「オーハラ」
トフィソパム錠50mg｢サワイ｣
トフラニール錠10㎎
トフラニール錠25㎎
ドラール錠15ｍｇ
トラベルミン錠
トラマールカプセル25ｍｇ
トラマールカプセル50ｍｇ
トランコロン錠7.5㎎
トランサミン錠250㎎
トランサミン注５％
トリクロリールシロップ10％
トリプタノール錠10
トリプタノール錠25
トリメブチンマレイン酸塩錠100㎎「トーワ」
トルシトリンカプセル0.25
トレーランG液75g
ナイキサン錠100㎎
ナウゼリン錠10
ナウゼリン錠５
ニコランジル錠5mg「日医工」
ニトロペン舌下錠0.3㎎
ニバジール錠２㎎
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宇部協立病院採用薬一覧
薬剤名

ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」
ニフェジピンL錠10㎎「トーワ」
ニフェジピンL錠20㎎「トーワ」
ニューレプチル錠25㎎
ニューレプチル錠５㎎
ネオマレルミンTR錠
ノイロトロピン錠４単位
ノックビン原末
ノバミン錠５㎎
ノリトレン錠10㎎
ノルバデックス錠10㎎
ハーフジゴキシンKY錠0.125
バイアスピリン錠100㎎
ハイボン錠20㎎
バクタ錠
パシーフカプセル30㎎
パシーフカプセル60㎎
バファリン330㎎錠
バファリン81㎎錠
バルサルタン錠「日医工」160ｍｇ
バルサルタン錠「日医工」40ｍｇ
バルサルタン錠「日医工」80ｍｇ
バルネチール錠100
バルネチール錠50
バレリン錠200㎎
パロキセチン錠10mg「オーハラ」
パロキセチン錠20mg「オーハラ」
パンクレアチン「ホエイ」
パントシン散20％
パントシン錠200
ピーゼットシー糖衣錠２㎎
ピーゼットシー糖衣錠４㎎
ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「JG」　100ｍL
ピコスルファートナトリウム内用液0.75％「JG」　10ｍL
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」　
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」
ピモベンダン錠1.25ｍｇ「TE」
ピモベンダン錠2.5ｍｇ「TE」
ピラマイド原末
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「日医工」
ヒルナミン錠（25㎎）
ヒルナミン錠（50㎎）
ヒルナミン錠（５㎎）
ヒルナミン顆粒10％
ファスティック錠30
ファスティック錠90
ファモチジン散10％「オーハラ」
ファモチジン錠10mg「オーハラ」
ファモチジン錠20㎎「オーハラ」
ファロム錠200㎎
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」
フェノバール散10％
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宇部協立病院採用薬一覧
薬剤名

フェブリク錠10mg
フェロミア顆粒8.3％
フォリアミン錠
ブチルスコポラミン臭化物注20mg
フマルフェンカプセル１㎎
フラジール内服錠250㎎
プラバスタチンＮａ錠10㎎「オーハラ」
プラバスタチンＮａ錠5㎎「オーハラ」
プラミペキソール塩酸塩OD錠「トーワ」0.125ｍｇ
プラミペキソール塩酸塩OD錠「トーワ」0.5ｍｇ
フランドル錠20ｍｇ
プリミドン細粒99.5％大日本
プリンペランシロップ0.1％
プリンペラン錠５
フルイトラン錠２㎎
フルツロンカプセル200
ブルフェン錠100
フルボキサミンマレイン酸錠「日医工」25mg
プレドニゾロン錠１㎎（旭化成）
プレドニン錠５㎎
プロタノールS錠１５mg
ブロチゾラム錠0.25㎎「オーハラ」
プロナーゼMS
プロピベリン塩酸塩錠10㎎「MED」
プロマック顆粒15％
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」
プロレナール錠５μ g
ベサコリン散５％
ベザフィブラートSR錠200ｍｇ「サワイ」
ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」
ベニジピン塩酸塩錠４㎎「OME」
ベラプロストNa錠20μ g「サワイ」
ペリアクチン散１％
ベリチーム顆粒
ペルサンチン錠25㎎
ベンコール配合錠
ベンザリン錠５
ベンズブロマロン錠50㎎「NM」
ペンタサ錠250
ボグリボース錠0.2ｍｇ「ＮＳ」
ボグリボース錠0.3ｍｇ「ＮＳ」
ホスミシン錠250
ボナロン錠35㎎
ポララミン錠２㎎
ボルタレンSRカプセル37.5㎎
ポルトラック原末
マグコロールP
マクサルトRPD錠10㎎
マドパー錠
ミグリトールOD錠「サワイ」
ミグリトールOD錠50mg「サワイ」
ミヤBM錠
ミルタザピン錠15ｍｇ「日新」
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薬剤名

ミルナシプラン塩酸塩錠「サワイ」15mg
ミルナシプラン塩酸塩錠「サワイ」25mg
ミルナシプラン塩酸塩錠「サワイ」50mg
ムコダインシロップ５％
ムコダイン細粒50％
ムコダイン錠250㎎
メキシレチン塩酸塩カプセル100ｍｇ「サワイ」
メキシレチン塩酸塩カプセル50ｍｇ「サワイ」
メコバラミン錠500「トーワ」
メジコン錠15㎎
メソトレキセート錠2.5㎎
メタルカプターゼカプセル100㎎
メトホルミン塩酸塩錠250㎎ＭＴ「トーワ」
メトリジン錠２㎎
メプチンミニ錠25μ g
メプチン錠50μ g
メルカゾール錠５㎎
メロキシカム錠10㎎「NP」
モサプリドクエン酸塩錠5ｍｇ「ＮＰ」
モニラック・シロップ65％
モルヒネ塩酸塩錠10㎎「DSP」
モンテルカスト錠10mg「オーハラ」
ユーエフティカプセル100㎎
ユービット錠100㎎
ユーロジン１㎎錠
ユーロジン２㎎錠
ユナシン錠375mg
ユニコン錠100
ユニコン錠200
ユニコン錠400
ユビデカレノン錠10㎎「トーワ」
ラキソベロン錠
ラコールＮＦ200ｍＬ
ラコールＮＦ400ｍＬ
ラシックス錠20㎎
ラシックス錠40㎎
ランソプラゾールOD錠「日医工」15mg
ランソプラゾールOD錠「日医工」30mg
ランソプラゾールカプセル15ｍｇ「日医工」
ランソプラゾールカプセル30ｍｇ「日医工」
リーバクト顆粒
リーマス錠100
リウマトレックスカプセル２㎎
リクシアナ錠30mg
リクシアナ錠60mg
リザベンカプセル100㎎
リスペリドンOD錠1mg「アメル」
リスペリドン内用液1mg/1mL「アメル」
リズミック錠10㎎
リスモダンカプセル100㎎
リピディル錠53.3mg
リファンピシンカプセル150㎎「NP」
リボトリール細粒0.1％

2020年1月



宇部協立病院採用薬一覧
薬剤名

リボトリール錠0.5㎎
リマチル錠100㎎
リリカカプセル25mg
リリカカプセル７５mg
リンデロン錠0.5㎎
リン酸コデイン散１％「ハチ」　
ルジオミール錠10㎎
ルジオミール錠25㎎
ルプラック錠４㎎
レスタミンコーワ錠10㎎
レスリン錠25
レトロゾール錠2.5㎎「トーワ」
レバミピド100mg「NP」
レベトールカプセル200㎎
レベニン散
レボフロキサシン錠250ｍｇ「日医工」
ロイコボリン錠25㎎
ロイコボリン錠５㎎
ロキソプロフェンNa錠60㎎「OHA」
ロサルタンK錠25mg「オーハラ」
ロサルタンK錠50mg「オーハラ」
ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」
ロゼレム錠8ｍｇ
ロドピン錠25㎎
ロドピン錠50㎎
ロペラミド塩酸塩カプセル１mg「サワイ」
ワーファリン錠１㎎
ワーファリン錠５㎎
ワイドシリン細粒200
ワソラン錠40㎎
ワルファリンカリウム錠0.5㎎「HD」
塩酸タムスロシンカプセル0.1「OHARA」
塩酸タムスロシンカプセル0.2「OHARA」
塩酸バンコマイシン散0.5g「マイラン」
塩酸ミノサイクリンカプセル100「マルコ」
酸化マグネシウム錠「ヨシダ」250㎎
酸化マグネシウム錠「ヨシダ」330㎎
重質カマグG「ヒシヤマ」
重曹「ホエイ」
単シロップ（山善）
乳酸カルシウム「ケンエー」
乳糖「ホエイ」
薬用炭
0.025W/V％ヂアミトール水
10％サリチル酸ワセリン軟膏東豊
70％イソプロピルアルコール（丸石）
GSプラスターC「ユートク」
MS温シップ「タイホウ」
アイドロイチン1％点眼液
アドフィードパップ40㎎
アトラントクリーム１％
アトラント外用液１％
アトロベントエロゾル20μ g
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宇部協立病院採用薬一覧
薬剤名

アフタッチ
アラセナ－A軟膏３％
アルスロマチック
アンヒバ坐剤小児用200㎎
アンペック坐剤10㎎
アンペック坐剤20㎎
アンペック坐剤30㎎
イソジンガーグル液７％
イソジンゲル10％
イソジンスクラブ液7.5％
イソプロ70「ニッコー」
イナビル吸入用
インタール点眼液
エコ消エタ
エストリール腟錠0.5㎎
オイラックスクリーム10％
オキシドールFM
オラドールSトローチ0.5㎎
オリブ油（丸石）
オルテクサー口腔用軟膏
カデックス軟膏0.9％
カリーユニ点眼液0.005％
キシロカインゼリー２％
キシロカインビスカス２％
キシロカインポンプスプレー８％
キシロカイン液「４％」
キュバール100エアゾール
キュバール50エアゾール
グリセリン（丸石）
グリセリン浣腸「オヲタ」120
グリセリン浣腸「オヲタ」60
クレナフィン爪外用液10％
ゲーベンクリーム１％
ゲンタシン軟膏0.1％
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット
ザジテン点鼻液
サンピロ点眼液１％
サンピロ点眼液３％
ジクロフェナクＮａ坐剤25ｍｇ「日新」
ジクロフェナクＮａ坐剤50ｍｇ「日新」
シムビコートタービュヘイラー60吸入用
スチックゼノールA
スピール膏M
スピリーバ吸入用カプセル18μ g
スポンゼル
セボフレン
セルタッチパップ１４０
セルタッチパップ７０
セレベント50ディスカス
ソフラチュール
ソルコセリル軟膏５％
ダイアップ坐剤４
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薬剤名

タリビッド眼軟膏0.3％
チモプトール点眼液0.5％
チンク油
ツロブテロールテープ１㎎「サワイ」
ツロブテロールテープ２㎎「サワイ」
ディスオーパ消毒液0.55％
デキサンVG軟膏0.12％
テラ・コートリル軟膏
テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「日医工」
デルモベート軟膏0.05％
トロンビン液モチダソフトボトル５千
ナウゼリン坐剤30
ナウゼリン坐剤60
ナシビン点鼻・点眼液0.05％
ナゾネックス点鼻液50μ g56噴霧用
ナパゲルンローション３％
ナボールゲル１％
ニコチネルTTS　10
ニコチネルTTS　20
ニコチネルTTS　30
ニフラン点眼液0.1％
ネオメドロールEE軟膏
ネリゾナユニバーサルクリーム
ノスラン点鼻液２％
ハイジール消毒用液10％
ハイポアルコール「マルイシ」
バクトロバン鼻腔用軟膏２％
パスタロンソフト軟膏10％
パスタロンソフト軟膏20％
ハッカ油FM
パルミコート100μ gタービュヘイラー112吸入
パルミコート200μ gタービュヘイラー112吸入
ヒアルロン酸Na点眼液0.1％「わかもと」
ビソノテープ4ｍｇ
ヒマシ油FM
ヒルドイドクリーム0.3％
ヒルドイドローション0.3％
ファンギゾンシロップ100㎎/mL
フィブラストスプレー250
フィブラストスプレー500
フエナゾール軟膏
フェノール・亜鉛華リニメント（カチリ）
フェントステープ0.5mg
フェントステープ1mg
フェントステープ2mg
フェントステープ4mg
フェントステープ6mg
フラビタン点眼液0.05％
フランドルテープ40㎎
フルオロメトロン0.02％点眼液T
フルコート外用液0.01％
プロスタンディン軟膏0.003％
ブロメライン軟膏（ジェイドルフ）
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薬剤名

フロリードゲル経口用２％
ベストロン点眼用0.5％
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％「トーワ」
ベナパスタ軟膏４％
ベリプラストP コンビセット
ヘルミチンS坐剤
ボーンワックス
ボスミン液
ポピラール液
マイザー軟膏
マスキンスクラブ
ミドリンP点眼液
ムコゾーム点眼液0.5％
メイスパン配合軟膏
メプチンエアー10μ ｇ
メプチン吸入液ユニット0.5mL
モーラステープ20㎎
モーラステープL40㎎
ヤクバン40
ユーパッチテープ18㎎
ユベラ軟膏
ラタノプロスト点眼液0.005％「三和」
リレンザ
リンデロン－VGローション
レペタン坐剤0.2㎎
レペタン坐剤0.4㎎
レボフロキサシン点眼1.5％「ニプロ」
ロコイド軟膏0.1％
亜鉛華軟膏「ニッコー」
逆性石鹸液10％「NP」
強力ポステリザン（軟膏）
新レシカルボン坐剤
精製水
白色ワセリン（日興製薬）
滅菌精製水（日興製薬）
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