
薬　効　分　類　別　五　十　音　順　索　引



１　神経系及び感覚器官用医薬品

１．１　中枢神経系用薬

１．１．１　全身麻酔剤

１

１％ディプリバン注－キット （５００ｍｇ５０ｍＬ１筒） 3

あ

アネレム静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 7

け

ケタラール静注用２００ｍｇ （２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 1

す

スープレン吸入麻酔液 （１ｍＬ） 2

せ

セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 （１ｍＬ） 1

と

ドロレプタン注射液２５ｍｇ （２．５ｍｇ１ｍＬバイアル） 3

ふ

プロポフォール１％静注２０ｍＬ「日医工」 （２００ｍｇ２０ｍＬ
１管） 4

プロポフォール静注１％１００ｍＬ「マルイシ」 （１ｇ１００ｍＬ
１瓶） 5

プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 （２００ｍｇ２０ｍ
Ｌ１管） 6

プロポフォール静注１％５０ｍＬ「マルイシ」 （５００ｍｇ５０ｍ
Ｌ１瓶） 7

ら

ラボナール注射用０．５ｇ （５００ｍｇ１管） 2

１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤

あ

アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「トーワ」 （０．４ｍｇ１錠） 8

え

エスクレ坐剤「２５０」 （２５０ｍｇ１個） 24

エスクレ注腸用キット「５００」 （５００ｍｇ１筒） 24

エバミール錠１．０ （１ｍｇ１錠） 26

く

クアゼパム錠１５ｍｇ「サワイ」 （１５ｍｇ１錠） 10

グランダキシン錠５０ （５０ｍｇ１錠） 18

さ

サイレース静注２ｍｇ （２ｍｇ１管） 22

し

ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」 （２ｍｇ１錠） 11

ジアゼパム錠５ｍｇ「アメル」 （５ｍｇ１錠） 12

ジアゼパム注射液５ｍｇ「タイヨー」 （５ｍｇ１管） 12

せ

セディール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 16

セパゾン錠１ （１ｍｇ１錠） 11

セルシン散１％ （１％１ｇ） 12

セルシン注射液１０ｍｇ （１０ｍｇ１管） 13

セレナール錠１０ （１０ｍｇ１錠） 10

そ

ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「ファイザー」 （１０ｍｇ１錠） 15

ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 （５ｍｇ１錠） 15

た

ダイアップ坐剤１０ （１０ｍｇ１個） 13

ダイアップ坐剤４ （４ｍｇ１個） 14

ダイアップ坐剤６ （６ｍｇ１個） 14

ち

注射用アイオナール・ナトリウム（０．２） （２００ｍｇ１瓶） 14

て

デクスメデトミジン静注液２００μｇ／５０ｍＬシリンジ「ニプ
ロ」 （２００μｇ５０ｍＬ１筒） 16

と

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 （０．２５ｍｇ１錠） 18

トリクロリールシロップ１０％ （１０％１ｍＬ） 19

に

ニトラゼパム錠５ｍｇ「テバ」 （５ｍｇ１錠） 19

ふ

フェノバール注射液１００ｍｇ （１０％１ｍＬ１管） 20

フェノバルビタール散１０％「マルイシ」 （１０％１ｇ） 21

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 （１ｍｇ１錠） 23

プレセデックス静注液２００μｇ「ファイザー」 （２００μｇ２ｍ
Ｌ１瓶） 17

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「テバ」 （０．２５ｍｇ１錠） 23

へ

ベンザリン細粒１％ （１％１ｇ） 19

み

ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 （１０ｍｇ２ｍＬ１管） 25

ゆ

ユーロジン２ｍｇ錠 （２ｍｇ１錠） 9

る

ルネスタ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 8

ルネスタ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 9

ルピアール坐剤２５ （２５ｍｇ１個） 21

ルピアール坐剤５０ （５０ｍｇ１個） 22

れ

レキソタン錠２ （２ｍｇ１錠） 24

薬効分類別五十音順索引

( 1 )



ろ

ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 （１ｍｇ１錠） 26

ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 （０．５ｍｇ１錠） 26

１．１．３　抗てんかん剤

あ

アレビアチン散１０％ （１０％１ｇ） 40

い

イーケプラ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 52

イーケプラ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 53

イーケプラ点滴静注５００ｍｇ （５００ｍｇ５ｍＬ１瓶） 54

イーケプラドライシロップ５０％ （５０％１ｇ） 55

え

エクセグラン散２０％ （２０％１ｇ） 33

エクセグラン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 34

か

ガバペン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 27

ガバペン錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠） 27

せ

セレニカＲ顆粒４０％ （４０％１ｇ） 35

て

ディアコミットドライシロップ分包２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１包） 33

テグレトール細粒５０％ （５０％１ｇ） 28

テグレトール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 29

テグレトール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 30

デパケンＲ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 36

デパケンＲ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 37

デパケン細粒４０％ （４０％１ｇ） 37

と

トピナ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 35

の

ノーベルバール静注用２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１瓶） 40

は

バルプロ酸ナトリウム錠２００ｍｇ「ＤＳＰ」 （２００ｍｇ１錠） 38

バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「ＤＳＰ」 （５％１ｍＬ） 39

ひ

ビムパット錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 47

ビムパット錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 47

ビムパット点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 48

ふ

フィコンパ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 42

フィコンパ錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 42

ブコラム口腔用液１０ｍｇ （１０ｍｇ２ｍＬ１筒） 44

ブコラム口腔用液２．５ｍｇ （２．５ｍｇ０．５ｍＬ１筒） 45

ブコラム口腔用液５ｍｇ （５ｍｇ１ｍＬ１筒） 45

ブコラム口腔用液７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１．５ｍＬ１筒） 46

プリミドン錠２５０ｍｇ「日医工」 （２５０ｍｇ１錠） 41

ほ

ホストイン静注７５０ｍｇ （７５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 43

ま

マイスタン細粒１％ （１％１ｇ） 32

マイスタン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 32

み

ミダフレッサ静注０．１％ （１０ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 46

ら

ラミクタール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 48

ラミクタール錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 50

り

リボトリール細粒０．１％ （０．１％１ｇ） 31

リボトリール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 31

１．１．４　解熱鎮痛消炎剤

あ

アスピリン原末「マルイシ」 （１０ｇ） 55

アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「ＪＧ」 （１００ｍｇ１
個） 56

アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「ＪＧ」 （２００ｍｇ１
個） 57

アセトアミノフェン錠５００ｍｇ「マルイシ」 （５００ｍｇ１錠） 57

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ （１０００ｍｇ１００ｍＬ１袋） 58

え

エトドラク錠２００ｍｇ「ＳＷ」 （２００ｍｇ１錠） 60

か

カロナール細粒２０％ （２０％１ｇ） 59

カロナール細粒５０％ （５０％１ｇ） 59

カロナール錠２００ （２００ｍｇ１錠） 60

し

ジクトルテープ７５ｍｇ （７５ｍｇ１枚） 61

ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「サワイ」 （２５ｍｇ１錠） 62

ジクロフェナクナトリウムＳＲカプセル３７．５ｍｇ「オーハラ」
（３７．５ｍｇ１カプセル） 62

ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ＪＧ」 （２５ｍｇ１個） 63

ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 （５０ｍｇ１個） 63

せ

セレコキシブ錠１００ｍｇ「明治」 （１００ｍｇ１錠） 64

セレコキシブ錠２００ｍｇ「明治」 （２００ｍｇ１錠） 65

そ

ソセゴン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 72

薬効分類別五十音順索引
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ソセゴン注射液１５ｍｇ （１５ｍｇ１管） 71

ソセゴン注射液３０ｍｇ （３０ｍｇ１管） 72

ソランタール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 66

と

トアラセット配合錠「オーハラ」 （１錠） 68

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 66

トラマールＯＤ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 67

な

ナイキサン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 69

の

ノイロトロピン錠４単位 （４単位１錠） 75

ノイロトロピン注射液３．６単位 （３ｍＬ１管） 75

ふ

フロベン顆粒８％ （８％１ｇ） 70

ほ

ポンタールカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル） 72

ポンタールシロップ３．２５％ （３．２５％１ｍＬ） 73

め

メロキシカム錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （１０ｍｇ１錠） 74

れ

レペタン注０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１管） 69

ろ

ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （６０ｍｇ１錠） 74

ロピオン静注５０ｍｇ （５０ｍｇ５ｍＬ１管） 71

わ

ワントラム錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 67

１．１．６　抗パーキンソン剤

あ

アキネトン注射液５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管） 82

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠） 76

か

カバサール錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠） 77

カバサール錠１．０ｍｇ （１ｍｇ１錠） 78

こ

コムタン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 77

と

ドパストン散９８．５％ （９８．５％１ｇ） 87

ドパストン静注５０ｍｇ （０．２５％２０ｍＬ１管） 87

ドプスＯＤ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 80

ドプスＯＤ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 81

トリヘキシフェニジル塩酸塩錠２ｍｇ「タイヨー」 （２ｍｇ１錠） 80

トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 79

に

ニュープロパッチ１３．５ｍｇ （１３．５ｍｇ１枚） 89

ニュープロパッチ２．２５ｍｇ （２．２５ｍｇ１枚） 89

ニュープロパッチ４．５ｍｇ （４．５ｍｇ１枚） 90

ニュープロパッチ９ｍｇ （９ｍｇ１枚） 91

は

パーロデル錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 86

ひ

ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ （０．１２５ｍｇ１錠） 83

ビ・シフロール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 84

ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「ヨシトミ」 （１ｍｇ１錠） 82

み

ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ （０．３７５ｍｇ１錠） 85

ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ （１．５ｍｇ１錠） 85

め

メネシット配合錠１００ （１錠） 88

れ

レキップＣＲ錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 92

レキップＣＲ錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠） 92

１．１．７　精神神経用剤

あ

アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） （２．５％１ｍＬ１管） 118

アタラックス－Ｐ注射液（５０ｍｇ／ｍｌ） （５％１ｍＬ１管） 118

アタラックス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 119

アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ （２５ｍｇ１管） 106

アモキサンカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル） 94

い

イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ （３７．５ｍｇ１カプセル） 124

う

ウインタミン細粒（１０％） （１０％１ｇ） 108

え

エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （０．５ｍｇ１錠） 101

エチゾラム錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （１ｍｇ１錠） 101

エビリファイ持続性水懸筋注用４００ｍｇシリンジ （４００ｍｇ
１キット） 98

エビリファイ錠１２ｍｇ （１２ｍｇ１錠） 95

エビリファイ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 96

エビリファイ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠） 97

く

クエチアピン錠１００ｍｇ「アメル」 （１００ｍｇ１錠） 104

クエチアピン錠２５ｍｇ「アメル」 （２５ｍｇ１錠） 105

クロチアゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠） 106

薬効分類別五十音順索引
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こ

コントミン筋注１０ｍｇ （０．５％２ｍＬ１管） 107

コントミン糖衣錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 107

さ

サインバルタカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル） 113

し

ジェイゾロフト錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 109

ジェイゾロフト錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 109

シクレスト舌下錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 93

ジプレキサザイディス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 102

ジプレキサザイディス錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 103

ジプレキサザイディス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 103

そ

ゾテピン錠２５ｍｇ「アメル」 （２５ｍｇ１錠） 110

ゾテピン錠２５ｍｇ「ヨシトミ」 （２５ｍｇ１錠） 111

た

炭酸リチウム錠１００「ヨシトミ」 （１００ｍｇ１錠） 111

炭酸リチウム錠２００「ヨシトミ」 （２００ｍｇ１錠） 112

て

テトラミド錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 125

と

トフラニール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 99

トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 （２５ｍｇ１錠） 114

トラゾドン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 （５０ｍｇ１錠） 114

トリプタノール錠１０ （１０ｍｇ１錠） 93

トリプタノール錠２５ （２５ｍｇ１錠） 94

の

ノバミン筋注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管） 121

ノバミン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 121

は

パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠） 115

パキシル錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 115

ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「アメル」 （０．７５ｍｇ１錠） 116

ハロペリドール錠１．５ｍｇ「アメル」 （１．５ｍｇ１錠） 117

ハロペリドール注５ｍｇ「ヨシトミ」 （０．５％１ｍＬ１管） 117

ひ

ヒルナミン筋注２５ｍｇ （２．５％１ｍＬ１管） 128

ヒルナミン錠（２５ｍｇ） （２５ｍｇ１錠） 129

ヒルナミン錠（５ｍｇ） （５ｍｇ１錠） 130

ふ

ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＤＳＰＢ」 （４ｍｇ１錠） 122

ブロムペリドール錠３ｍｇ「アメル」 （３ｍｇ１錠） 123

へ

ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」 （４ｍｇ１錠） 123

り

リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「アメル」 （１ｍｇ１錠） 126

リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「トーワ」 （０．１％１ｍＬ） 127

リフレックス錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 126

る

ルジオミール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 125

ルボックス錠２５ （２５ｍｇ１錠） 119

れ

レキサルティ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 120

レクサプロ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 100

１．１．８　総合感冒剤

Ｐ

ＰＬ配合顆粒 （１ｇ） 130

ひ

ピーエイ配合錠 （１錠） 131

１．１．９　その他の中枢神経系用薬

い

イクセロンパッチ１３．５ｍｇ （１３．５ｍｇ１枚） 143

イクセロンパッチ１８ｍｇ （１８ｍｇ１枚） 144

イクセロンパッチ４．５ｍｇ （４．５ｍｇ１枚） 144

イクセロンパッチ９ｍｇ （９ｍｇ１枚） 145

え

エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「ＮＰ」 （３０ｍｇ１００ｍ
Ｌ１キット） 131

せ

セレジスト錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 134

た

タリージェ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 140

タリージェ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 141

タリージェ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 141

タリージェ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 141

ち

チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 （２５ｍｇ１錠） 134

て

デエビゴ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 146

デエビゴ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 146

と

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「ＮＰ」 （１０ｍｇ１錠） 134

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「ＮＰ」 （３ｍｇ１錠） 135

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 （５ｍｇ１錠） 136

薬効分類別五十音順索引
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な

ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「フソー」 （２．５μｇ１
錠） 136

ふ

プレガバリンＯＤ錠１５０ｍｇ「ファイザー」 （１５０ｍｇ１錠） 137

プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ファイザー」 （２５ｍｇ１錠） 138

プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ファイザー」 （７５ｍｇ１錠） 139

へ

ベルソムラ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 133

ベルソムラ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 133

め

メマリーＯＤ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 142

メマリーＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 142

れ

レミニールＯＤ錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 132

レミニールＯＤ錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠） 132

ろ

ロゼレム錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠） 143

１．２　末梢神経系用薬

１．２．１　局所麻酔剤

あ

アナペイン注１０ｍｇ／ｍＬ （１％２０ｍＬ１管） 157

アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ （０．２％１００ｍＬ１袋） 158

アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ （０．２％１０ｍＬ１管） 158

アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ （０．７５％１０ｍＬ１管） 159

アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ （０．７５％２０ｍＬ１管） 159

え

エムラクリーム （１ｇ） 150

き

キシロカイン液「４％」 （４％１ｍＬ） 151

キシロカインゼリー２％ （２％１ｍＬ） 151

キシロカイン注射液「０．５％」エピレナミン（１：１０００００）
含有 （０．５％１０ｍＬバイアル） 155

キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１０００００）含有
（１％１０ｍＬバイアル） 156

キシロカイン注射液「２％」エピレナミン（１：８００００）含有
（２％１０ｍＬバイアル） 156

キシロカイン点眼液４％ （４％１ｍＬ） 151

キシロカインビスカス２％ （２％１ｍＬ） 152

キシロカインポンプスプレー８％ （１ｇ） 149

し

静注用キシロカイン２％ （２％５ｍＬ１管） 149

ふ

プロカニン注０．５％ （０．５％５ｍＬ１管） 148

ほ

ポプスカイン０．２５％注バッグ２５０ｍｇ／１００ｍＬ （２５０
ｍｇ１００ｍＬ１袋） 157

ま

マーカイン注０．２５％ （０．２５％１０ｍＬバイアル） 146

マーカイン注０．５％ （０．５％１０ｍＬバイアル） 147

マーカイン注脊麻用０．５％高比重 （０．５％４ｍＬ１管） 147

マーカイン注脊麻用０．５％等比重 （０．５％４ｍＬ１管） 148

り

リドカイン塩酸塩注射液０．５％「ファイザー」 （０．５％１０ｍ
Ｌ１管） 152

リドカイン塩酸塩注射液１％「ファイザー」 （１％１０ｍＬ１
管） 153

リドカイン塩酸塩注射液１％「ファイザー」 （１％５ｍＬ１管） 153

リドカイン塩酸塩注射液２％「ファイザー」 （２％５ｍＬ１管） 154

リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 （（１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５０．
０ｍｍ１枚） 149

リドカイン点滴静注液１％「タカタ」 （１％２００ｍＬ１袋） 150

１．２．２　骨格筋弛緩剤

た

ダントリウムカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル） 165

ダントリウム静注用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶） 165

ほ

ボトックス注用１００単位 （１００単位１瓶） 160

ボトックス注用５０単位 （５０単位１瓶） 162

ろ

ロクロニウム臭化物静注液２５ｍｇ／２．５ｍＬ「Ｆ」 （２５ｍｇ
２．５ｍＬ１瓶） 166

ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「Ｆ」 （５０ｍｇ
５ｍＬ１瓶） 166

１．２．３　自律神経剤

う

ウブレチド錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 167

お

オビソート注射用０．１ｇ （１００ｍｇ１管（溶解液付）） 167

へ

ベサコリン散５％ （５％１ｇ） 168

め

メスチノン錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠） 168

わ

ワゴスチグミン注０．５ｍｇ （０．０５％１ｍＬ１管） 168

１．２．４　鎮けい剤

あ

アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 （０．０５％１ｍＬ１
筒） 169

薬効分類別五十音順索引
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アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「タナベ」 （０．０５％１ｍＬ１管） 169

え

エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠） 170

き

ギャバロン髄注０．０５％ （０．０５％２０ｍＬ１管） 171

ギャバロン髄注０．２％ （０．２％５ｍＬ１管） 172

こ

コスパノン錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠） 175

ち

チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 （１ｍｇ１錠） 170

は

パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 （４％１ｍＬ１管） 174

ふ

ブスコパン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 174

ブチルスコポラミン臭化物注２０ｍｇ「日医工」 （２％１ｍＬ１
管） 174

り

リオレサール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 173

硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ （０．５モル２０ｍＬ１管） 175

硫酸アトロピン「ホエイ」 （１ｇ） 170

１．３　感覚器官用薬

１．３．１　眼科用剤

あ

アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ （２ｍｇ０．０
５ｍＬ１筒） 176

え

エイベリス点眼液０．００２％ （０．００２％１ｍＬ） 177

お

オフロキサシン眼軟膏０．３％「ニットー」 （０．３％１ｇ） 177

オフロキサシンゲル化点眼液０．３％「わかもと」 （０．３％１
ｍＬ） 177

オペガードＭＡ眼灌流液 （２０ｍＬ１管） 184

か

眼・耳科用リンデロンＡ軟膏 （１ｇ） 186

き

キサラタン点眼液０．００５％ （０．００５％１ｍＬ） 187

く

グラナテック点眼液０．４％ （０．４％１ｍＬ） 188

こ

コソプト配合点眼液 （１ｍＬ） 182

さ

サイプレジン１％点眼液 （１％１ｍＬ） 178

サンピロ点眼液２％ （２％５ｍＬ１瓶） 183

サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 186

し

シェルガン０．５眼粘弾剤 （０．５ｍＬ１筒） 180

ジクアス点眼液３％ （３％５ｍＬ１瓶） 178

人工涙液マイティア点眼液 （５ｍＬ１瓶） 186

そ

ゾビラックス眼軟膏３％ （３％１ｇ） 175

て

ディスコビスク１．０眼粘弾剤 （１ｍＬ１筒） 180

デュオトラバ配合点眼液 （１ｍＬ） 181

に

日点アトロピン点眼液１％ （１％５ｍＬ１瓶） 175

ね

ネオシネジンコーワ５％点眼液 （５％１ｍＬ） 183

ネバナック懸濁性点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 183

は

パタノール点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 178

パニマイシン点眼液０．３％ （３ｍｇ１ｍＬ） 179

ひ

ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「生化学」 （１％０．８５
ｍＬ１筒） 179

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ファイザー」 （０．１％５ｍＬ
１瓶） 179

ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％ （０．４６％２
０ｍＬ１瓶（希釈液付）） 176

ビスコート０．５眼粘弾剤 （０．５ｍＬ１筒） 180

ピマリシン点眼液５％「センジュ」 （５０ｍｇ１ｍＬ） 183

ヒーロンＶ眼粘弾剤２．３％シリンジ０．６ｍＬ （２．３％０．６
ｍＬ１筒） 179

ふ

プラノプロフェン点眼液０．１％「参天」 （０．１％１ｍＬ） 184

フラビタン眼軟膏０．１％ （０．１％１ｇ） 184

ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％「ＳＥＣ」 （０．１％１ｍ
Ｌ） 184

フルオロメトロン点眼液０．１％「センジュ」 （０．１％１ｍＬ） 185

ブロナック点眼液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 185

へ

ベオビュ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／ｍＬ （６ｍｇ０．０
５ｍＬ１筒） 185

ベガモックス点眼液０．５％ （０．５％１ｍＬ） 187

ベストロン点眼用０．５％ （５ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として）） 180

ベノキシール点眼液０．４％ （０．４％１ｍＬ） 177

ま

マキュエイド硝子体内注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶） 181

薬効分類別五十音順索引
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み

ミドリンＰ点眼液 （１ｍＬ） 182

む

ムコスタ点眼液ＵＤ２％ （２％０．３５ｍＬ１本） 189

ら

ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニットー」 （０．００５％１ｍ
Ｌ） 187

り

リボスチン点眼液０．０２５％ （０．０２５％１ｍＬ） 189

る

ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ （０．５ｍｇ
０．０５ｍＬ１筒） 188

れ

レボフロキサシン点眼液０．５％「ファイザー」 （０．５％１ｍ
Ｌ） 189

レボフロキサシン点眼液１．５％「ニットー」 （１．５％１ｍＬ） 190

１．３．２　耳鼻科用剤

あ

アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 （３ｍｇ６ｇ１キット） 191

お

オフロキサシン耳科用液０．３％「ＣＥＯ」 （３ｍｇ１ｍＬ） 190

と

トラマゾリン点鼻液０．１１８％「ＡＦＰ」 （０．１１８％１ｍＬ） 191

ふ

フルチカゾン点鼻液５０μｇ「サワイ」２８噴霧用 （２．０４ｍｇ
４ｍＬ１瓶） 192

へ

ベストロン耳鼻科用１％ （１０ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液とし
て）） 190

ほ

ホスミシンＳ耳科用３％ （３０ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として）） 192

も

モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴霧用 （５ｍｇ１０ｇ１
瓶） 192

り

リティンパ耳科用２５０μｇセット （１セット） 191

リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用 （０．０２５％１５
ｍＬ１瓶） 193

１．３．３　鎮暈剤

し

ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「タイヨー」 （２５ｍｇ１錠） 193

と

トラベルミン配合錠 （１錠） 193

へ

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＪＤ」 （６ｍｇ１錠） 194

１．９　その他の神経系及び感覚器官用医薬品

１．９．０　その他の神経系及び感覚器官用医薬品

ひ

ビルテプソ点滴静注２５０ｍｇ （２５０ｍｇ５ｍＬ１瓶） 194

２　個々の器官系用医薬品

２．１　循環器官用薬

２．１．１　強心剤

い

イノバン注１００ｍｇ （１００ｍｇ５ｍＬ１管） 198

え

エホチール注１０ｍｇ （１％１ｍＬ１管） 196

こ

コアテック注５ｍｇ （５ｍｇ５ｍＬ１管） 196

し

ジギラノゲン注０．４ｍｇ （０．０２％２ｍＬ１管） 197

た

タナドーパ顆粒７５％ （７５％１ｇ） 198

と

ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇキット「ファイザー」
（０．１％２００ｍＬ１袋） 198

ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇキット「ファイザー」
（０．３％２００ｍＬ１袋） 199

ドブタミン持続静注１５０ｍｇシリンジ「ＫＫＣ」 （０．３％５０ｍ
Ｌ１筒） 199

ドブトレックス注射液１００ｍｇ （１００ｍｇ１管） 199

ドブポン注０．３％シリンジ （０．３％５０ｍＬ１筒） 200

ね

ネオフィリン注２５０ｍｇ （２．５％１０ｍＬ１管） 195

の

ノイキノン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 201

は

ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ （０．１２５ｍｇ１錠） 197

ひ

ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 （１．２５ｍｇ１錠） 200

ふ

プロタノールＬ注０．２ｍｇ （０．０２％１ｍＬ１管） 195

プロタノールＳ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 195

み

ミルリノン注射液１０ｍｇ「Ｆ」 （１０ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 201

薬効分類別五十音順索引
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ら

ラニラピッド錠０．０５ｍｇ （０．０５ｍｇ１錠） 201

２．１．２　不整脈用剤

あ

アスペノンカプセル１０ （１０ｍｇ１カプセル） 202

アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 （１５０ｍｇ３ｍＬ１
管） 203

アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 （１００ｍｇ１錠） 204

アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 （５０ｍｇ１錠） 204

アミサリン注１００ｍｇ （１０％１ｍＬ１管） 214

アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 （１０ｍｇ１錠） 205

い

インデラル錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 215

インデラル注射液２ｍｇ （０．１％２ｍＬ１管） 215

お

オノアクト点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 219

こ

コアベータ静注用１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１瓶） 221

さ

サンリズムカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル） 213

サンリズムカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル） 213

サンリズム注射液５０ （５０ｍｇ５ｍＬ１管） 213

し

シベノール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 208

シベノール静注７０ｍｇ （７０ｍｇ５ｍＬ１管） 208

シンビット静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 210

そ

ソタコール錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 209

て

テノーミン錠２５ （２５ｍｇ１錠） 202

テノーミン錠５０ （５０ｍｇ１錠） 202

ひ

ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「日医工」 （０．６２
５ｍｇ１錠） 210

ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 （２．５ｍｇ１
錠） 211

ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠） 212

ふ

ブレビブロック注１００ｍｇ （１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 206

プロノン錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠） 214

へ

ベプリコール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 216

ベプリコール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 217

め

メキシチールカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 218

メキシチールカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル） 218

り

リスモダンＰ静注５０ｍｇ （５０ｍｇ５ｍＬ１管） 207

リスモダンＲ錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠） 207

リスモダンカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル） 206

わ

ワソラン静注５ｍｇ （０．２５％２ｍＬ１管） 217

２．１．３　利尿剤

あ

アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 （３０ｍｇ１錠） 222

アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」 （６０ｍｇ１錠） 223

い

イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ （７０％３０ｍＬ１包） 223

さ

サムスカＯＤ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 226

サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ （７．５ｍｇ１錠） 227

す

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「テバ」 （２５ｍｇ１錠） 224

そ

ソルダクトン静注用２００ｍｇ （２００ｍｇ１管） 223

た

ダイアモックス錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 221

ダイアモックス注射用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 222

と

トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」 （４ｍｇ１錠） 224

トラセミドＯＤ錠８ｍｇ「ＴＥ」 （８ｍｇ１錠） 225

ふ

フルイトラン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 225

フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 （４％１ｇ） 228

フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 （２０ｍｇ１錠） 229

フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」 （４０ｍｇ１錠） 229

フロセミド注２０ｍｇ「トーワ」 （２０ｍｇ１管） 230

２．１．４　血圧降下剤

あ

アジルバ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 230

アジルバ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 231

アゼルニジピン錠１６ｍｇ「テバ」 （１６ｍｇ１錠） 231

アルドメット錠２５０ （２５０ｍｇ１錠） 250
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い

イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （５ｍｇ１錠） 232

イルベサルタンＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１錠） 232

え

エースコール錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 243

エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「ファイザー」 （２．５ｍ
ｇ１錠） 234

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 （５ｍｇ１錠） 234

エブランチルカプセル１５ｍｇ （１５ｍｇ１カプセル） 233

お

オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （１０ｍｇ１錠） 236

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２０ｍｇ１錠） 237

か

カタプレス錠７５μｇ （０．０７５ｍｇ１錠） 242

カプトプリル細粒５％「日医工」 （５％１ｇ） 237

カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」 （１．２５ｍｇ１錠） 238

カルベジロール錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠） 238

カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 （２．５ｍｇ１錠） 239

カンデサルタン錠４ｍｇ「あすか」 （４ｍｇ１錠） 240

し

シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠） 242

せ

セララ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 235

て

テルミサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠） 243

テルミサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「サワイ」 （４０ｍｇ１錠） 244

と

ドキサゾシン錠１ｍｇ「サワイ」 （１ｍｇ１錠） 244

ドキサゾシン錠４ｍｇ「サワイ」 （４ｍｇ１錠） 245

に

ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１０ｍ
Ｌ１管） 245

ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「サワイ」 （２ｍｇ２ｍＬ１
管） 246

ニトプロ持続静注液６ｍｇ （６ｍｇ２ｍＬ１管） 246

ニルバジピン錠２ｍｇ「日医工」 （２ｍｇ１錠） 247

ニルバジピン錠４ｍｇ「日医工」 （４ｍｇ１錠） 247

ひ

ビソノテープ２ｍｇ （２ｍｇ１枚） 248

ビソノテープ４ｍｇ （４ｍｇ１枚） 248

ふ

ブロプレス錠４ （４ｍｇ１錠） 241

ま

マニジピン塩酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍｇ１錠） 249

み

ミネブロ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 233

め

メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠） 250

ら

ラジレス錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠） 231

ろ

ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２５ｍｇ１錠） 250

ロサルタンＫ錠５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （５０ｍｇ１錠） 251

２．１．６　血管収縮剤

い

イミグラン錠５０ （５０ｍｇ１錠） 252

そ

ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 252

ね

ネオシネジンコーワ注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管） 253

ま

マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 254

み

ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オーハラ」 （２ｍｇ１錠） 253

２．１．７　血管拡張剤

あ

亜硝酸アミル「ＡＦＰ」 （０．２５ｍＬ１管） 254

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 （２．５ｍｇ１錠） 255

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠） 255

い

一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠） 257

し

シグマート注２ｍｇ （２ｍｇ１瓶） 261

ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 （１２．５％１ｇ） 257

ジピリダモール静注液１０ｍｇ「日医工」 （０．５％２ｍＬ１管） 258

硝酸イソソルビド徐放カプセル２０ｍｇ「Ｓｔ」 （２０ｍｇ１カプ
セル） 258

ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ「日医工」 （１０
０ｍｇ１カプセル） 260

ジルチアゼム塩酸塩注射用１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１瓶） 260

ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１瓶） 261

す

ズファジラン筋注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管） 256

ズファジラン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 256

に

ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 （５ｍｇ１錠） 262

薬効分類別五十音順索引

( 9 )



ニコランジル点滴静注用２ｍｇ「サワイ」 （２ｍｇ１瓶） 262

ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「サワイ」 （４８ｍｇ１瓶） 263

ニトログリセリン静注５ｍｇ／１０ｍＬ「ＴＥ」 （５ｍｇ１０ｍＬ１
管） 263

ニトログリセリン点滴静注２５ｍｇ／５０ｍＬ「ＴＥ」 （２５ｍｇ５
０ｍＬ１袋） 264

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ （０．３ｍｇ１錠） 264

ニトロール持続静注２５ｍｇシリンジ （２５ｍｇ５０ｍＬ１筒） 259

ニトロール注５ｍｇシリンジ （５ｍｇ１０ｍＬ１筒） 259

ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠） 265

ニフェジピンＣＲ錠４０ｍｇ「サワイ」 （４０ｍｇ１錠） 266

ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１カプセル） 266

は

ハンプ注射用１０００ （１０００μｇ１瓶） 257

ふ

フランドルテープ４０ｍｇ （４０ｍｇ１枚） 260

へ

ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 （４ｍｇ１錠） 266

ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」 （４０ｍｇ１錠） 267

ペルサンチン錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 258

み

ミオコールスプレー０．３ｍｇ （０．６５％７．２ｇ１缶） 264

ミリステープ５ｍｇ （（５ｍｇ）４．０５ｃｍ×４．５０ｃｍ１枚） 265

２．１．８　高脂血症用剤

Ｅ

ＥＰＬカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル） 273

あ

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （１０ｍｇ１錠） 267

アトルバスタチン錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （５ｍｇ１錠） 268

え

エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （１０ｍｇ１錠） 269

は

パルモディア錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠） 273

ひ

ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 （１ｍｇ１錠） 270

ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「トーワ」 （２ｍｇ１錠） 271

ふ

プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠） 271

プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠） 272

へ

ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」 （２００ｍｇ１錠） 272

れ

レパーサ皮下注１４０ｍｇペン （１４０ｍｇ１ｍＬ１キット） 269

レパーサ皮下注４２０ｍｇオートミニドーザー （４２０ｍｇ３．５
ｍＬ１キット） 269

ろ

ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２．５ｍｇ１錠） 273

ロスバスタチンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （５ｍｇ１錠） 274

２．１．９　その他の循環器官用薬

２

２０％マンニットール注射液「ＹＤ」 （２０％３００ｍＬ１袋） 274

あ

アデムパス錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 288

アドシルカ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 284

アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠） 275

い

イフェンプロジル酒石酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 （２０ｍｇ１
錠） 281

う

ヴォリブリス錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 280

え

エリル点滴静注液３０ｍｇ （３０．８ｍｇ２ｍＬ１管） 286

エンレスト錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 281

お

オプスミット錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 288

か

カリメート散 （１ｇ） 287

く

グリセレブ配合点滴静注 （２００ｍＬ１袋） 286

け

ケイキサレートドライシロップ７６％ （７６％１ｇ） 288

こ

コララン錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 280

ち

沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 （５００ｍｇ１錠） 285

と

トコフェロールニコチン酸エステルカプセル２００ｍｇ「サワ
イ」 （２００ｍｇ１カプセル） 285

に

ニコリン注射液５００ｍｇ （５％１０ｍＬ１管） 282

ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 （５ｍｇ１錠） 286

の

ノバスタンＨＩ注１０ｍｇ／２ｍＬ （１０ｍｇ２ｍＬ１管） 275

は

パルクス注１０μｇ （１０μｇ２ｍＬ１管） 276
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パルクス注５μｇ （５μｇ１ｍＬ１管） 277

ふ

フォスブロック錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 283

プロスタンディン注射用２０μｇ （２０μｇ１瓶） 278

プロスタンディン点滴静注用５００μｇ （５００μｇ１瓶） 279

へ

ベラサスＬＡ錠６０μｇ （６０μｇ１錠） 286

ほ

ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 284

ホスレノールＯＤ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 285

ポリスチレンスルホン酸Ｃａ経口ゼリー２０％分包２５ｇ「三
和」 （２０％２５ｇ１個） 287

み

ミグシス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 289

り

リオナ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 281

れ

レバチオ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 283

ろ

ロケルマ懸濁用散分包１０ｇ （１０ｇ１包） 283

２．２　呼吸器官用薬

２．２．１　呼吸促進剤

と

ドプラム注射液４００ｍｇ （２０ｍｇ１ｍＬバイアル） 289

な

ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」 （０．２ｍｇ１ｍ
Ｌ１管） 290

ふ

フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「テバ」 （０．５ｍｇ５ｍＬ１管） 290

２．２．２　鎮咳剤

あ

アストミン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 291

え

ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ （４％１ｍＬ１管） 291

ふ

フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 291

２．２．３　去たん剤

あ

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」 （１５ｍｇ１錠） 293

アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル４５ｍｇ「トーワ」 （４５
ｍｇ１カプセル） 293

か

カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 （５００ｍｇ１錠） 292

カルボシステインシロップ小児用５％「トーワ」 （５％１ｍＬ） 292

カルボシステインドライシロップ５０％「テバ」 （５０％１ｇ） 292

ひ

ビソルボン注４ｍｇ （０．２％２ｍＬ１管） 293

ふ

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 （０．２％１
ｍＬ） 294

ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「トーワ」 （４ｍｇ１錠） 294

む

ムコサールドライシロップ１．５％ （１．５％１ｇ） 293

２．２．４　鎮咳去たん剤

あ

アスベリン散１０％ （１０％１ｇ） 295

こ

コデインリン酸塩散１％「第一三共」 （１％１ｇ） 294

さ

サリパラ液 （１０ｍＬ） 294

め

メジコン配合シロップ （１０ｍＬ） 295

２．２．５　気管支拡張剤

い

インタール吸入液１％ （１％２ｍＬ１管） 296

お

オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ （１５０μｇ１カプセル） 295

さ

サルタノールインヘラー１００μｇ （０．１６％１３．５ｍＬ１瓶） 296

す

スピオルトレスピマット２８吸入 （２８吸入１キット） 298

スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 （１５０μｇ１キット） 297

スピロペント錠１０μｇ （１０μｇ１錠） 296

て

テオドール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 299

テオドール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 300

へ

ベネトリン吸入液０．５％ （０．５％１ｍＬ） 297

ほ

ホクナリンテープ０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１枚） 298

ホクナリンテープ１ｍｇ （１ｍｇ１枚） 299

ホクナリンテープ２ｍｇ （２ｍｇ１枚） 299

薬効分類別五十音順索引
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め

メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 （０．０１４３％５ｍＬ１
キット） 300

メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ （０．０１％０．３ｍＬ１個） 301

メプチンシロップ５μｇ／ｍＬ （０．０００５％１ｍＬ） 301

メプチンドライシロップ０．００５％ （０．００５％１ｇ） 301

メプチンミニ錠２５μｇ （０．０２５ｍｇ１錠） 302

２．２．６　含嗽剤

あ

アズノールうがい液４％ （４％１ｍＬ） 302

ほ

ポビドンヨード含嗽用液７％「ＹＤ」 （７％１ｍＬ） 302

２．２．９　その他の呼吸器官用薬

あ

アドエア１００ディスカス６０吸入用 （６０ブリスター１キット） 307

アドエア２５０ディスカス６０吸入用 （６０ブリスター１キット） 307

アドエア５０エアゾール１２０吸入用 （１２．０ｇ１瓶） 308

お

オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用 （１１．２ｍｇ３．３
ｇ１キット） 309

し

シムビコートタービュヘイラー６０吸入 （６０吸入１キット） 311

そ

ゾレア皮下注１５０ｍｇシリンジ （１５０ｍｇ１ｍＬ１筒） 303

ゾレア皮下注７５ｍｇシリンジ （７５ｍｇ０．５ｍＬ１筒） 305

ぬ

ヌーカラ皮下注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 313

は

パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸入 （１１．２ｍｇ
１瓶（２００μｇ）） 310

ふ

ファセンラ皮下注３０ｍｇシリンジ （３０ｍｇ１ｍＬ１筒） 312

ブデソニド吸入液０．５ｍｇ「武田テバ」 （０．５ｍｇ２ｍＬ１管） 310

フルタイド１００ディスカス （１００μｇ６０ブリスター１個） 312

フルティフォーム１２５エアゾール５６吸入用 （５６吸入１瓶） 312

れ

レルベア１００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット） 309

レルベア２００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット） 310

２．３　消化器官用薬

２．３．１　止しゃ剤，整腸剤

か

ガスコン錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 313

し

ジメチコン内用液２％「ＦＳＫ」 （２％１ｍＬ） 313

た

タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」 （１ｇ） 314

タンニン酸アルブミン「ニッコー」 （１ｇ） 314

ひ

ビオスリー配合散 （１ｇ） 315

ビオスリー配合錠 （１錠） 315

ビオフェルミンＲ散 （１ｇ） 314

ビオフェルミンＲ錠 （１錠） 314

ふ

フェロベリン配合錠 （１錠） 314

や

薬用炭「日医工」 （１ｇ） 315

ろ

ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」 （１ｍｇ１カプセル） 315

ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「タイヨー」 （１ｍｇ１カプセ
ル） 315

２．３．２　消化性潰瘍用剤

あ

アルロイドＧ内用液５％ （１０ｍＬ） 316

い

イルソグラジンマレイン酸塩錠４ｍｇ「日医工」 （４ｍｇ１錠） 316

え

エカベトＮａ顆粒６６．７％「ＮＳ」 （６６．７％１ｇ） 316

お

オメプラゾール錠１０ｍｇ「ケミファ」 （１０ｍｇ１錠） 317

オメプラゾール錠２０ｍｇ「ケミファ」 （２０ｍｇ１錠） 318

オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 （２０ｍｇ１瓶） 319

か

ガスター注射液２０ｍｇ （２０ｍｇ２ｍＬ１管） 321

さ

サイトテック錠２００ （２００μｇ１錠） 325

す

スクラルファート顆粒９０％「トーワ」 （９０％１ｇ） 319

スクラルファート内用液１０％「タイヨー」 （１０％１ｍＬ） 320

スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠） 320

た

タケキャブ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 324

タケキャブ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 325

薬効分類別五十音順索引
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て

テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１カプセル） 321

と

ドグマチール細粒５０％ （５０％１ｇ） 321

ね

ネキシウム懸濁用顆粒分包１０ｍｇ （１０ｍｇ１包） 316

ふ

ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１錠） 322

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠） 323

ファモチジン散２％「トーワ」 （２％１ｇ） 323

ら

ラフチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠） 326

ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「オーハラ」 （１０ｍｇ１錠） 326

ラベプラゾールＮａ塩錠２０ｍｇ「オーハラ」 （２０ｍｇ１錠） 327

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「武田テバ」 （１５ｍｇ１錠） 328

ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「武田テバ」 （３０ｍｇ１錠） 329

れ

レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 （１００ｍｇ１錠） 330

２．３．３　健胃消化剤

え

エクセラーゼ配合錠 （１錠） 331

か

乾燥酵母エビオス （１０ｇ） 331

へ

ベリチーム配合顆粒 （１ｇ） 331

り

リパクレオンカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル） 331

リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 （３００ｍｇ１包） 332

２．３．４　制酸剤

あ

アドソルビン原末 （１０ｇ） 334

さ

酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」 （８３％１ｇ） 332

た

炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末 （１０ｇ） 333

ま

マグミット錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 333

マグミット錠３３０ｍｇ （３３０ｍｇ１錠） 333

マグミット錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 333

マーロックス懸濁用配合顆粒 （１ｇ） 332

２．３．５　下剤，浣腸剤

あ

アミティーザカプセル２４μｇ （２４μｇ１カプセル） 337

く

グリセリンＢＣ液６０％「ケンエー」 （１０ｍＬ） 334

グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 （５０％１２０ｍＬ１個） 335

グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 （５０％３０ｍＬ１個） 334

グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 （５０％５０ｍＬ１個） 334

グリセリン「ケンエー」 （１０ｍＬ） 335

し

新レシカルボン坐剤 （１個） 336

す

スインプロイク錠０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１錠） 336

せ

センノシド錠１２ｍｇ「武田テバ」 （１２ｍｇ１錠） 335

ひ

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「日医工」 （０．７
５％１ｍＬ） 336

ピムロ顆粒 （１ｇ） 335

も

モビコール配合内用剤ＬＤ （６．８５２３ｇ１包） 336

り

硫酸マグネシウム＊（山善） （１０ｇ） 337

２．３．６　利胆剤

う

ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１
錠） 338

ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠） 338

２．３．９　その他の消化器官用薬

Ｓ

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 （０．２５ｍｇ１錠） 344

あ

アコファイド錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 338

アサコール錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠） 349

アプレピタントカプセル８０ｍｇ「サワイ」 （８０ｍｇ１カプセル） 339

アプレピタントカプセルセット「サワイ」 （１セット） 339

アロキシ静注０．７５ｍｇ （０．７５ｍｇ５ｍＬ１瓶） 347

い

イリボー錠５μｇ （５μｇ１錠） 352

インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ファイザー」 （１０
０ｍｇ１瓶） 340

え

エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ （３００ｍｇ１瓶） 348

薬効分類別五十音順索引
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く

グラニセトロン静注液１ｍｇ「ＮＫ」 （１ｍｇ１ｍＬ１管） 343

グラニセトロン静注液１ｍｇ「アイロム」 （１ｍｇ１ｍＬ１管） 344

さ

サラジェン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 347

サリベートエアゾール （５０ｇ１個） 353

せ

セレキノン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 345

て

デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 （０．１％１ｇ） 344

と

ドンペリドン坐剤１０ｍｇ「ＪＧ」 （１０ｍｇ１個） 345

ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「ＪＧ」 （３０ｍｇ１個） 345

ドンペリドン錠１０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （１０ｍｇ１錠） 346

ドンペリドン錠５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （５ｍｇ１錠） 346

な

ナゼアＯＤ錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠） 352

ふ

プリンペラン注射液１０ｍｇ （０．５％２ｍＬ１管） 343

プロイメンド点滴静注用１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１瓶） 348

へ

ペンタサ坐剤１ｇ （１ｇ１個） 349

ペンタサ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 350

ほ

ポリフル錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 349

め

メトクロプラミド錠５ｍｇ「テバ」 （５ｍｇ１錠） 350

も

モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 （１％１ｇ） 351

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＥＥ」 （５ｍｇ１錠） 351

り

リンゼス錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠） 352

れ

レミケード点滴静注用１００ （１００ｍｇ１瓶） 341

２．４　ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

２．４．１　脳下垂体ホルモン剤

Ｈ

ＨＣＧモチダ筋注用５千単位 （５０００単位１管） 365

あ

アトニン－Ｏ注５単位 （５単位１管） 353

く

グロウジェクト皮下注１２ｍｇ （１２ｍｇ１筒） 354

こ

コートロシン注射用０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１瓶） 364

ゴナトロピン筋注用３０００単位 （３０００単位１管） 366

し

ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ （１２ｍｇ１キット） 355

ジェノトロピンゴークイック注用５．３ｍｇ （５．３３ｍｇ１キッ
ト） 357

て

デスモプレシン・スプレー２．５協和 （１２５μｇ１瓶） 363

の

ノルディトロピン フレックスプロ注１０ｍｇ （１０ｍｇ１キット） 359

ひ

ピトレシン注射液２０ （２０単位１管） 364

ヒューマトロープ注射用１２ｍｇ （１２ｍｇ１筒（溶解液付）） 361

ヒューマトロープ注射用６ｍｇ （６ｍｇ１筒（溶解液付）） 362

ふ

フォリルモンＰ注７５ （７５単位１管（溶解液付）） 365

み

ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ （１２０μｇ１錠） 364

２．４．３　甲状腺，副甲状腺ホルモン剤

ち

チラーヂンＳ散０．０１％ （０．０１％１ｇ） 368

チラーヂンＳ静注液２００μｇ （２００μｇ１ｍＬ１管） 369

て

テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター （２８．２μｇ
１キット） 367

ふ

プロパジール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 368

め

メルカゾール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 366

メルカゾール注１０ｍｇ （１０ｍｇ１管） 367

れ

レボチロキシンＮａ錠２５μｇ「サンド」 （２５μｇ１錠） 369

レボチロキシンＮａ錠５０μｇ「サンド」 （５０μｇ１錠） 370

２．４．４　たん白同化ステロイド剤

ふ

プリモボラン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 370

薬効分類別五十音順索引
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２．４．５　副腎ホルモン剤

あ

アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 （０．１％１ｍＬ１筒） 371

え

エピペン注射液０．１５ｍｇ （０．１５ｍｇ１筒） 371

エピペン注射液０．３ｍｇ （０．３ｍｇ１筒） 372

け

ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ
（４０ｍｇ１瓶） 381

こ

コートリル錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 382

す

水溶性ハイドロコートン注射液１００ｍｇ （１００ｍｇ２ｍＬ１
瓶） 387

水溶性プレドニン１０ｍｇ （１０ｍｇ１管） 391

水溶性プレドニン２０ｍｇ （２０ｍｇ１管） 393

そ

ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１瓶（溶解液
付）） 400

ソル・メドロール静注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶（溶解液付）） 401

ソル・メドロール静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶（溶解液
付）） 402

て

デカドロンエリキシル０．０１％ （０．０１％１ｍＬ） 373

デカドロン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 374

デカドロン錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 375

デキサート注射液１．６５ｍｇ （１．６５ｍｇ０．５ｍＬ１管） 376

デキサート注射液６．６ｍｇ （６．６ｍｇ２ｍＬ１瓶） 379

の

ノルアドリナリン注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管） 382

ひ

ヒスタブロック配合錠 （１錠） 396

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮａ注射用１００ｍｇ「武田
テバ」 （１００ｍｇ１瓶（溶解液付）） 383

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルＮａ注射用３００ｍｇ「武田
テバ」 （３００ｍｇ１瓶（溶解液付）） 385

ふ

プレドニゾロン散「タケダ」１％ （１％１ｇ） 388

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） （１ｍｇ１錠） 389

プレドニン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 390

フロリネフ錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠） 387

ほ

ボスミン外用液０．１％ （０．１％１ｍＬ） 372

ボスミン注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管） 373

め

メドロール錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 399

り

リンデロン坐剤１．０ｍｇ （１ｍｇ１個） 394

リンデロン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 395

リンデロン注４ｍｇ（０．４％） （４ｍｇ１管） 396

れ

レナデックス錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 376

２．４．６　男性ホルモン剤

え

エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１ｍＬ１管） 403

エナルモンデポー筋注２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１ｍＬ１管） 403

２．４．７　卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

く

クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ「日医工」 （２５ｍｇ１
錠） 404

て

デュファストン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 405

ふ

プレマリン錠０．６２５ｍｇ （０．６２５ｍｇ１錠） 404

プロゲデポー筋注１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１管） 405

プロセキソール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 404

プロベラ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 405

め

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠２００ｍｇ「Ｆ」 （２０
０ｍｇ１錠） 406

２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

あ

アピドラ注ソロスター （３００単位１キット） 408

い

インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 （３００単位
１キット） 407

お

オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」 （１００μｇ１
ｍＬ１管） 414

オクトレオチド酢酸塩皮下注５０μｇ「サンド」 （５０μｇ１ｍＬ
１管） 414

こ

ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１瓶（溶解液付）） 419

ゴナックス皮下注用２４０ｍｇ （２４０ｍｇ１瓶（溶解液付）） 419

ゴナックス皮下注用８０ｍｇ （８０ｍｇ１瓶（溶解液付）） 420

さ

サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット３０ｍｇ （３０ｍｇ１キット
（溶解液付）） 415

そ

ソマチュリン皮下注１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１筒） 421

薬効分類別五十音順索引

( 15 )



ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ （１０．８ｍｇ１筒（ゴセレリン
として）） 416

と

トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス （０．７５ｍｇ０．５ｍＬ
１キット） 421

トレシーバ注フレックスタッチ （３００単位１キット） 408

の

ノボラピッド注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイアル） 406

ノボラピッド注フレックスタッチ （３００単位１キット） 407

ノボリン３０Ｒ注フレックスペン （３００単位１キット） 410

ノボリンＮ注フレックスペン （３００単位１キット） 410

ノボリンＲ注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイアル） 410

ノボリンＲ注フレックスペン （３００単位１キット） 411

は

バクスミー点鼻粉末剤３ｍｇ （３ｍｇ１瓶） 416

ひ

ビクトーザ皮下注１８ｍｇ （１８ｍｇ３ｍＬ１キット） 428

ヒューマログ注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイアル） 411

ヒューマログ注ミリオペン （３００単位１キット） 412

ヒューマログミックス５０注ミリオペン （３００単位１キット） 412

ふ

プレグランディン腟坐剤１ｍｇ （１ｍｇ１個） 416

プロスタルモン・Ｆ注射液１０００ （１ｍｇ１ｍＬ１管） 417

ほ

ボンゾール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 418

ら

ライゾデグ配合注フレックスタッチ （３００単位１キット） 409

り

リキスミア皮下注３００μｇ （３００μｇ３ｍＬ１キット） 422

リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ （２２．５ｍｇ１筒） 422

リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ （１１．２５ｍｇ１
筒） 423

リュープリン注射用１．８８ｍｇ （１．８８ｍｇ１瓶（懸濁用液
付）） 424

リュープリン注射用３．７５ｍｇ （３．７５ｍｇ１瓶（懸濁用液
付）） 425

リュープリン注射用キット３．７５ｍｇ （３．７５ｍｇ１筒） 427

る

ルムジェブ注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイアル） 413

ルムジェブ注ミリオペン （３００単位１キット） 413

２．５　泌尿生殖器官及び肛門用薬

２．５．１　泌尿器官用剤

う

ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ （３％３Ｌ１袋） 428

２．５．２　生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）

え

エストリール腟錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 429

お

オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００ｍｇ「Ｆ」 （６００ｍｇ１錠） 429

く

クロマイ腟錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 429

ふ

フラジール腟錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 429

み

ミレーナ５２ｍｇ （１個） 430

２．５．３　子宮収縮剤

は

パルタンＭ注０．２ｍｇ （０．０２％１ｍＬ１管） 430

め

メチルエルゴメトリン錠０．１２５ｍｇ「あすか」 （０．１２５ｍｇ
１錠） 431

２．５．４　避妊剤

と

トリキュラー錠２８ （（２８日分）１組） 431

の

ノルレボ錠１．５ｍｇ （１．５ｍｇ１錠） 431

２．５．５　痔疾用剤

ね

ネリザ坐剤 （１個） 432

ネリザ軟膏 （１ｇ） 432

ふ

プロクトセディル軟膏 （１ｇ） 433

へ

ヘモポリゾン軟膏 （１ｇ） 433

ヘモリンガル舌下錠０．１８ｍｇ （１錠） 433

２．５．９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

う

ウテメリン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 438

ウテメリン注５０ｍｇ （１％５ｍＬ１管） 438

え

塩酸プロピベリン錠１０ｍｇ「ＳＷ」 （１０ｍｇ１錠） 437

お

オキシブチニン塩酸塩錠３ｍｇ「トーワ」 （３ｍｇ１錠） 433

薬効分類別五十音順索引
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た

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ファイザー」 （０．１ｍｇ
１錠） 436

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ファイザー」 （０．２ｍｇ
１錠） 436

は

バイアグラ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 435

ふ

ブラダロン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 436

へ

ベシケア錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 434

ベシケア錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 434

ベタニス錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 437

ベタニス錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 438

ま

マグセント注１００ｍＬ （１００ｍＬ１瓶） 439

２．６　外皮用薬

２．６．１　外皮用殺菌消毒剤

０

０．０２％ヘキザック水Ｗ （０．０２％１０ｍＬ） 440

０．０５％ヘキザック水Ｗ （０．０５％１０ｍＬ） 440

０．１％ヘキザック水Ｗ （０．１％１０ｍＬ） 441

お

オキシドール「タイセイ」 （１０ｍＬ） 440

き

逆性石ケン液０．０２「ヨシダ」 （０．０２％１０ｍＬ） 441

し

消毒用エタノール「ヨシダ」 （１０ｍＬ） 440

は

ハイポエタノール液２％「ケンエー」 （１０ｍＬ） 441

ほ

ポビドンヨードゲル１０％「明治」 （１０％１０ｇ） 442

ポビドンヨード消毒液１０％「ケンエー」 （１０％１０ｍＬ） 442

む

無水エタノール「ヨシダ」 （１０ｍＬ） 442

２．６．３　化膿性疾患用剤

け

ゲーベンクリーム１％ （１％１ｇ） 443

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「Ｆ」 （１ｍｇ１ｇ） 442

そ

ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ （（１０．８ｍｇ）１０ｃｍ×１０ｃ
ｍ１枚） 443

な

ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」 （１％１ｇ） 443

は

バラマイシン軟膏 （（ＢＴＲＣ２５０単位ＦＲＭ２ｍｇ）１ｇ） 443

２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

あ

亜鉛華軟膏〈ハチ〉 （１０ｇ） 444

アズノール軟膏０．０３３％ （０．０３３％１０ｇ） 448

アドフィードパップ４０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 450

アンテベート軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ） 453

え

エキザルベ （１ｇ） 446

お

オイラックスクリーム１０％ （１０％１０ｇ） 444

き

キンダベート軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ） 446

こ

コムクロシャンプー０．０５％ （０．０５％１ｇ） 445

す

スチックゼノールＡ （１０ｇ） 447

て

デルモベートスカルプローション０．０５％ （０．０５％１ｇ） 445

デルモベート軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ） 445

と

ドレニゾンテープ４μｇ／ｃｍ２ （（０．３ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃ
ｍ） 450

ふ

フェルビナクパップ７０ｍｇ「タイホウ」 （１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚） 449

フェルビナクローション３％「三笠」 （３％１ｍＬ） 449

フルコートスプレー０．００７％ （０．００７％１ｇ） 449

へ

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション
０．０５％「ＪＧ」 （０．０５％１ｇ） 454

ベナパスタ軟膏４％ （４％１０ｇ） 447

ほ

ボアラ軟膏０．１２％ （０．１２％１ｇ） 448

ボルタレンゲル１％ （１％１ｇ） 447

ま

マイザー軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ） 447

ゆ

ユベラ軟膏 （１ｇ） 448

薬効分類別五十音順索引
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り

リドメックスコーワ軟膏０．３％ （０．３％１ｇ） 450

リドメックスコーワローション０．３％ （０．３％１ｇ） 451

リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ （１ｇ） 452

リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ （１ｇ） 453

リンデロン－Ｖクリーム０．１２％ （０．１２％１ｇ） 451

リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ （０．１２％１ｇ） 451

リンデロン－Ｖローション （０．１２％１ｍＬ） 452

ろ

ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科研」 （１０ｃｍ×１４ｃ
ｍ１枚） 454

ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「科研」 （７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚） 454

ロコアテープ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 444

ロコイド軟膏０．１％ （０．１％１ｇ） 448

２．６．５　寄生性皮ふ疾患用剤

１

１０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 （１０％１０ｇ） 455

あ

アトラント外用液１％ （１％１ｍＬ） 455

に

ニゾラールクリーム２％ （２％１ｇ） 455

ら

ラミシールクリーム１％ （１％１ｇ） 455

る

ルリコンクリーム１％ （１％１ｇ） 455

２．６．６　皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）

に

尿素クリーム２０％「フジナガ」 （２０％１ｇ） 456

は

パスタロンローション１０％ （１０％１ｇ） 456

２．６．９　その他の外皮用薬

あ

アクトシン軟膏３％ （３％１ｇ） 459

い

イソジンシュガーパスタ軟膏 （１ｇ） 457

お

オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ （０．００２５％１ｇ） 459

オルセノン軟膏０．２５％ （０．２５％１ｇ） 459

か

カデックス軟膏０．９％ （０．９％１ｇ） 460

て

ディフェリンゲル０．１％ （０．１％１ｇ） 456

ふ

フィブラストスプレー２５０ （２５０μｇ１瓶（溶解液付）） 458

フィブラストスプレー５００ （５００μｇ１瓶（溶解液付）） 459

プロスタンディン軟膏０．００３％ （０．００３％１ｇ） 457

プロトピック軟膏０．０３％小児用 （０．０３％１ｇ） 457

プロトピック軟膏０．１％ （０．１％１ｇ） 458

ほ

ボンアルファハイローション２０μｇ／ｇ （０．００２％１ｇ） 457

ろ

ロゼックスゲル０．７５％ （０．７５％１ｇ） 460

２．７　歯科口腔用薬

２．７．１　歯科用局所麻酔剤

お

オーラ注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ （１．８ｍＬ１管） 461

し

歯科用シタネスト－オクタプレシンカートリッジ （１．８ｍＬ１
管） 460

ジンジカインゲル２０％ （１ｇ） 460

２．７．６　歯科用抗生物質製剤

へ

ペリオクリン歯科用軟膏 （１０ｍｇ０．５ｇ１シリンジ） 461

２．７．９　その他の歯科口腔用薬

ね

ネオステリングリーンうがい液０．２％ （１ｍＬ） 462

２．９　その他の個々の器官系用医薬品

２．９．０　その他の個々の器官系用医薬品

せ

セファランチン注１０ｍｇ （０．５％２ｍＬ１管） 462

３　代謝性医薬品

３．１　ビタミン剤

３．１．１　ビタミンＡ及びＤ剤

あ

アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「テバ」 （０．２５μ
ｇ１カプセル） 463

アルファカルシドールカプセル０．５μｇ「テバ」 （０．５μｇ１
カプセル） 463

アルファカルシドールカプセル１μｇ「テバ」 （１μｇ１カプセ
ル） 463

アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ （０．５μｇ１ｍＬ） 464

薬効分類別五十音順索引
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え

エディロールカプセル０．５μｇ （０．５μｇ１カプセル） 465

エディロールカプセル０．７５μｇ （０．７５μｇ１カプセル） 465

お

オキサロール注１０μｇ （１０μｇ１ｍＬ１管） 466

オキサロール注５μｇ （５μｇ１ｍＬ１管） 467

ち

チガソンカプセル１０ （１０ｍｇ１カプセル） 464

ふ

フルスタン錠０．１５ （０．１５μｇ１錠） 466

ろ

ロカルトロール注０．５ （０．５μｇ１ｍＬ１管） 465

３．１．２　ビタミンＢ１剤

あ

アリナミン注射液１０ｍｇ （１０ｍｇ１管） 468

は

バイオゲン静注５０ｍｇ （５０ｍｇ２０ｍＬ１管） 467

ふ

フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠） 467

３．１．３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）

は

パンテチン散２０％「テバ」 （２０％１ｇ） 468

パントール注射液５００ｍｇ （５００ｍｇ１管） 468

ひ

ビタミンＢ６散１０％「マルイシ」 （１０％１ｇ） 469

ピリドキサール錠１０ｍｇ「イセイ」 （１０ｍｇ１錠） 469

ふ

フォリアミン錠 （５ｍｇ１錠） 470

フラビタン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 469

め

メチコバール錠５００μｇ （０．５ｍｇ１錠） 469

メチコバール注射液５００μｇ （０．５ｍｇ１管） 470

３．１．４　ビタミンＣ剤

ひ

ビタシミン注射液５００ｍｇ （５００ｍｇ１管） 470

３．１．５　ビタミンＥ剤

ゆ

ユベラ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 470

３．１．６　ビタミンＫ剤

け

ケイツーＮ静注１０ｍｇ （１０ｍｇ１管） 471

ケイツーシロップ０．２％ （０．２％１ｍＬ） 471

め

メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「トーワ」 （１５ｍｇ１カプセル） 471

３．１．７　混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）

し

シナール配合錠 （１錠） 471

シーパラ注 （２ｍＬ１管） 472

ち

調剤用パンビタン末 （１ｇ） 473

の

ノイロビタン配合錠 （１錠） 471

ひ

ビタジェクト注キット （２筒１キット） 472

ビタメジン静注用 （１瓶） 472

ビタメジン配合カプセルＢ２５ （１カプセル） 472

３．２　滋養強壮薬

３．２．１　カルシウム剤

あ

アスパラ－ＣＡ錠２００ （１錠） 473

お

大塚塩カル注２％ （２％２０ｍＬ１管） 473

か

カルチコール注射液８．５％５ｍＬ （８．５％５ｍＬ１管） 473

て

デノタスチュアブル配合錠 （１錠） 474

に

乳酸カルシウム「ファイザー」原末 （１０ｇ） 474

３．２．２　無機質製剤

Ｌ

Ｌ－アスパラギン酸Ｋ点滴静注液１０ｍＥｑ「タイヨー」 （１７．
１２％１０ｍＬ１管） 474

あ

アスパラカリウム錠３００ｍｇ （３００ｍｇ１錠） 475

い

インクレミンシロップ５％ （１ｍＬ） 478

え

塩化カリウム （１０ｇ） 475
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く

クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「武田テバ」 （鉄５０ｍｇ１錠） 477

グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ （カリウム４ｍＥｑ１ｇ） 477

そ

ソリタ－Ｔ配合顆粒２号 （４ｇ１包） 478

ふ

フェインジェクト静注５００ｍｇ （５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 476

フェジン静注４０ｍｇ （４０ｍｇ２ｍＬ１管） 476

フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ （１錠） 476

フェロミア顆粒８．３％ （１ｇ） 477

ほ

ホスリボン配合顆粒 （１００ｍｇ１包（リンとして）） 478

み

ミネラミック注 （２ｍＬ１管） 475

よ

ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１丸） 478

３．２．３　糖類剤

お

大塚糖液１０％ （１０％２０ｍＬ１管） 480

大塚糖液１０％ （１０％５００ｍＬ１袋） 480

大塚糖液２０％ （２０％２０ｍＬ１管） 480

大塚糖液５％ （５％２５０ｍＬ１瓶） 480

大塚糖液５０％ （５０％２００ｍＬ１袋） 481

大塚糖液７０％ （７０％３５０ｍＬ１袋） 481

は

ハイカリックＲＦ輸液 （２５０ｍＬ１袋） 479

ハイカリックＲＦ輸液 （５００ｍＬ１袋） 479

ふ

ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」 （５％１００ｍＬ１瓶） 481

ブドウ糖注５％バッグ「フソー」 （５％５００ｍＬ１袋） 481

ブドウ糖注５０％ＰＬ「フソー」 （５０％２０ｍＬ１管） 481

ブドウ糖＊（扶桑） （１０ｇ） 482

ま

マルトス輸液１０％ （１０％５００ｍＬ１袋） 482

３．２．５　たん白アミノ酸製剤

あ

アミノレバンＥＮ配合散 （１０ｇ） 488

アミノレバン点滴静注 （２００ｍＬ１袋） 487

アミノレバン点滴静注 （５００ｍＬ１袋） 487

アミパレン輸液 （２００ｍＬ１袋） 490

え

エネーボ配合経腸用液 （１０ｍＬ） 488

エルネオパＮＦ１号輸液 （１０００ｍＬ１キット） 483

エルネオパＮＦ２号輸液 （１０００ｍＬ１キット） 484

エレンタール配合内用剤 （１０ｇ） 488

エンシュア・Ｈ （１０ｍＬ） 489

エンシュア・リキッド （１０ｍＬ） 489

き

キドミン輸液 （２００ｍＬ１袋） 490

つ

ツインパル輸液 （１Ｌ１キット） 483

ツインパル輸液 （５００ｍＬ１キット） 482

ふ

フルカリック１号輸液 （１３５４．５ｍＬ１キット） 484

フルカリック２号輸液 （１５０４．５ｍＬ１キット） 485

フルカリック３号輸液 （１１０３ｍＬ１キット） 485

プレアミン－Ｐ注射液 （２００ｍＬ１袋） 490

も

モリヘパミン点滴静注 （２００ｍＬ１袋） 487

り

リーバクト配合顆粒 （４．１５ｇ１包） 486

リーバクト配合経口ゼリー （２０ｇ１個） 486

３．２．９　その他の滋養強壮薬

い

イントラリポス輸液２０％ （２０％１００ｍＬ１袋） 491

イントラリポス輸液２０％ （２０％２５０ｍＬ１袋） 491

３．３　血液・体液用薬

３．３．１　血液代用剤

Ｋ

ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 （１モル２０ｍＬ１キット） 493

Ｙ

ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 （２００ｍＬ１袋） 493

ＹＤソリタ－Ｔ１号輸液 （５００ｍＬ１袋） 493

ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 （２００ｍＬ１袋） 492

ＹＤソリタ－Ｔ３号Ｇ輸液 （５００ｍＬ１袋） 491

ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 （２００ｍＬ１袋） 492

ＹＤソリタ－Ｔ３号輸液 （５００ｍＬ１袋） 492

あ

アクチット輸液 （５００ｍＬ１袋） 493

う

ヴィーンＤ輸液 （５００ｍＬ１袋） 499

お

大塚食塩注１０％ （１０％２０ｍＬ１管） 493

大塚生食注 （１００ｍＬ１瓶） 495
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大塚生食注 （１Ｌ１瓶） 495

大塚生食注 （２０ｍＬ１管） 495

大塚生食注 （２５０ｍＬ１袋） 496

大塚生食注 （５００ｍＬ１瓶） 495

大塚生食注 （５０ｍＬ１瓶） 496

大塚生食注２ポート１００ｍＬ （１００ｍＬ１キット） 496

さ

サヴィオゾール輸液 （５００ｍＬ１袋） 498

せ

生食注シリンジ「テルモ」１０ｍＬ （１０ｍＬ１筒） 496

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （１００ｍＬ１瓶） 496

生理食塩液ＰＬ「フソー」 （２Ｌ１袋） 497

生理食塩液バッグ「フソー」 （５００ｍＬ１袋） 497

そ

ソリタ－Ｔ２号輸液 （２００ｍＬ１袋） 497

ソリタ－Ｔ２号輸液 （５００ｍＬ１袋） 498

ソリタ－Ｔ４号輸液 （２００ｍＬ１袋） 495

ソリタ－Ｔ４号輸液 （５００ｍＬ１袋） 495

て

低分子デキストランＬ注 （２５０ｍＬ１袋） 498

テルモ生食 （１Ｌ１袋） 497

は

ハルトマンＤ液「小林」 （５００ｍＬ１袋） 498

ひ

ビカネイト輸液 （１Ｌ１袋） 494

ビカネイト輸液 （５００ｍＬ１袋） 494

ふ

フィジオ１４０輸液 （５００ｍＬ１袋） 494

フィジオ３５輸液 （５００ｍＬ１袋） 492

ほ

ボルベン輸液６％ （６％５００ｍＬ１袋） 499

り

リナセートＦ輸液 （５００ｍＬ１袋） 494

リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ （０．５モル２０ｍＬ１管） 499

３．３．２　止血剤

お

オルダミン注射用１ｇ （１０％１０ｇ１瓶） 503

か

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散１０％「日医工」 （１
０％１ｇ） 499

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠３０ｍｇ「日医工」
（３０ｍｇ１錠） 500

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液１００ｍｇ「日医
工」 （０．５％２０ｍＬ１管） 500

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液５０ｍｇ「日医
工」 （０．５％１０ｍＬ１管） 500

け

経口用トロンビン細粒０．５万単位「サワイ」 （５０００単位
０．５ｇ１包） 503

さ

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （ニューニット１
５．２ｃｍ×２２．９ｃｍ） 501

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （ニューニット７．
６ｃｍ×１０．２ｃｍ） 500

サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット （綿型５．１ｃｍ×
２．５ｃｍ１枚） 501

す

スポンゼル （５ｃｍ×２．５ｃｍ１枚） 501

と

トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 （２５０ｍｇ１錠） 502

トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０ｍＬ「日新」 （１０％１０ｍ
Ｌ１管） 502

トラネキサム酸注２５０ｍｇ／５ｍＬ「日新」 （５％５ｍＬ１管） 502

トロンビン液モチダソフトボトル５千 （５０００単位５ｍＬ１キッ
ト） 503

ふ

プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 （１％１０ｍＬバイア
ル） 503

３．３．３　血液凝固阻止剤

Ａ

ＡＣＤ－Ａ液 （１ｍＬ） 508

あ

アリクストラ皮下注５ｍｇ （５ｍｇ０．４ｍＬ１筒） 510

アリクストラ皮下注７．５ｍｇ （７．５ｍｇ０．６ｍＬ１筒） 511

い

イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 515

イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 516

え

エリキュース錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 504

エリキュース錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 505

お

オルガラン静注１２５０単位 （１２５０抗第Ｘａ因子活性単位
１ｍＬ１管） 508

く

クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ （２０００低分子ヘパリン
国際単位０．２ｍＬ１筒） 507

た

ダルテパリンＮａ静注２５００単位／１０ｍＬシリンジ「ニプロ」
（２５００低分子ヘパリン国際単位１０ｍＬ１筒） 509

ひ

ヒルドイドソフト軟膏０．３％ （１ｇ） 514

ヒルドイドフォーム０．３％ （１ｇ） 514
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ヒルドイドローション０．３％ （１ｇ） 514

ふ

プラザキサカプセル１１０ｍｇ （１１０ｍｇ１カプセル） 508

プラザキサカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル） 509

へ

ヘパフラッシュ１０単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ （１００単位１０
ｍＬ１筒） 512

ヘパリンＮａ注１万単位／１０ｍＬ「モチダ」 （１００００単位１
０ｍＬ１瓶） 512

ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ＮＰ」
（５０００単位１０ｍＬ１筒） 513

ヘパリンＮａ透析用カテーテルロック用１０００単位／ｍＬシ
リンジ５ｍＬ「ニプロ」 （５０００単位５ｍＬ１筒） 513

ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬシリンジ「モ
チダ」 （５０００単位０．２ｍＬ１筒） 511

ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「ＰＰ」 （１ｇ） 514

ヘパリン類似物質ローション０．３％「ニプロ」 （１ｇ） 515

り

リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠） 505

リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠） 506

リコモジュリン点滴静注用１２８００ （１２８００単位１瓶） 510

わ

ワーファリン顆粒０．２％ （０．２％１ｇ） 516

ワーファリン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 517

ワルファリンＫ錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 （０．５ｍｇ１錠） 518

ワルファリンＫ錠１ｍｇ「ＮＰ」 （１ｍｇ１錠） 518

３．３．９　その他の血液・体液用薬

あ

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 （５００ｍＬ１キット） 528

アルスロマチック関節手術用灌流液 （３Ｌ１袋） 525

アンプラーグ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 523

い

イコサペント酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「サワイ」 （６０
０ｍｇ１包） 520

イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「サワイ」 （９０
０ｍｇ１包） 520

え

エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 529

エフィエント錠３．７５ｍｇ （３．７５ｍｇ１錠） 529

く

グランシリンジＭ３００ （３００μｇ０．７ｍＬ１筒） 525

クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 （２５ｍｇ１錠） 521

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 （７５ｍｇ１錠） 522

し

ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ （３．６ｍｇ０．３６ｍＬ１筒） 530

の

ノイトロジン注１００μｇ （１００μｇ１瓶（溶解液付）） 531

は

バイアスピリン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 519

パナルジン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 524

バファリン配合錠Ａ８１ （８１ｍｇ１錠） 519

ふ

フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「テバ」 （７５μｇ０．３
ｍＬ１筒） 526

プリズバインド静注液２．５ｇ （２．５ｇ５０ｍＬ１瓶） 521

プレタールＯＤ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 523

プレタールＯＤ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 523

へ

ベラプロストＮａ錠２０μｇ「トーワ」 （２０μｇ１錠） 530

り

リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 （５μｇ１錠） 531

３．４　人工透析用薬

３．４．１　人工腎臓透析用剤

Ａ

ＡＫ－ソリタ透析剤・ＤＬ （９Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液
付）） 533

Ｄ

Ｄドライ透析剤２．５Ｓ （２瓶１組） 534

Ｄドライ透析剤３．０Ｓ （２瓶１組） 534

か

カーボスター透析剤・Ｌ （６Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液
付）） 533

き

キンダリー透析剤ＡＦ３号 （６Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液
付）） 533

キンダリー透析剤ＡＦ４号 （６Ｌ１瓶（炭酸水素ナトリウム液
付）） 534

さ

サブパック血液ろ過用補充液－Ｂｉ （２０２０ｍＬ１キット） 534

３．９　その他の代謝性医薬品

３．９．１　肝臓疾患用剤

き

強力ネオミノファーゲンシーＰ静注２０ｍＬ （２０ｍＬ１管） 535

ね

ネオファーゲンＣ配合錠 （１錠） 535

３．９．２　解毒剤

あ

アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」 （１７．６％１
ｍＬ） 536
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う

ウロミテキサン注１００ｍｇ （１００ｍｇ１ｍＬ１管） 543

き

球形吸着炭細粒「マイラン」 （１ｇ） 536

さ

サビーン点滴静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 538

し

ジャドニュ顆粒分包３６０ｍｇ （３６０ｍｇ１包） 539

ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ （９０ｍｇ１包） 540

た

炭酸水素Ｎａ静注７％ＰＬ「フソー」 （７％２０ｍＬ１管） 538

て

デスフェラール注射用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 540

デトキソール静注液２ｇ （１０％２０ｍＬ１瓶） 538

の

ノベルジン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 536

は

パム静注５００ｍｇ （２．５％２０ｍＬ１管） 541

バル筋注１００ｍｇ「ＡＦＰ」 （１０％１ｍＬ１管） 537

ふ

ブライアン点滴静注１ｇ （２０％５ｍＬ１管） 536

ブリディオン静注２００ｍｇ （２００ｍｇ２ｍＬ１瓶） 537

ほ

ホメピゾール点滴静注１．５ｇ「タケダ」 （１．５ｇ１瓶） 541

ホリナート錠２５ｍｇ「タイホウ」 （２５ｍｇ１錠） 541

め

メイロン静注７％ （７％２５０ｍＬ１袋） 538

れ

レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクルト」 （１００ｍｇ１
瓶） 543

レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」 （２５ｍｇ１瓶） 544

ろ

ロイコボリン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 542

ロイコボリン注３ｍｇ （０．３％１ｍＬ１管） 542

３．９．４　痛風治療剤

あ

アロプリノール錠１００ｍｇ「テバ」 （１００ｍｇ１錠） 545

アロプリノール錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠） 546

う

ウラリット配合錠 （１錠） 546

こ

コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 （０．５ｍｇ１錠） 546

ふ

フェブリク錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 547

フェブリク錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 547

フェブリク錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 548

へ

ベンズブロマロン錠２５ｍｇ「日医工」 （２５ｍｇ１錠） 548

３．９．５　酵素製剤

あ

アクチバシン注１２００万 （１２００万国際単位１瓶（溶解液
付）） 549

アクチバシン注６００万 （６００万国際単位１瓶（溶解液付）） 549

う

ウロナーゼ静注用２４万単位 （２４００００単位１瓶） 550

ウロナーゼ静注用６万単位 （６００００単位１瓶） 551

く

クリアクター静注用４０万 （４０万国際単位１瓶） 551

３．９．６　糖尿病用剤

え

エクア錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 558

お

オングリザ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 554

く

グリクラジド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 （４０ｍｇ１錠） 553

グリベンクラミド錠２．５ｍｇ「トーワ」 （２．５ｍｇ１錠） 553

グリメピリド錠１ｍｇ「ＹＤ」 （１ｍｇ１錠） 554

グルファスト錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 560

し

ジャディアンス錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 552

ジャディアンス錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 552

ジャヌビア錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 555

て

テネリア錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 556

と

トラゼンタ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 561

な

ナテグリニド錠３０ｍｇ「日医工」 （３０ｍｇ１錠） 556

ひ

ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （１５ｍｇ１錠） 557

ふ

フォシーガ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 555
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ほ

ボグリボースＯＤ錠０．２ｍｇ「マイラン」 （０．２ｍｇ１錠） 558

ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「マイラン」 （０．３ｍｇ１錠） 559

み

ミグリトールＯＤ錠２５ｍｇ「サワイ」 （２５ｍｇ１錠） 559

ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠） 560

め

メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＤＳＥＰ」 （２５０ｍｇ１錠） 561

３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品

あ

アデホス－Ｌコーワ注２０ｍｇ （２０ｍｇ１管） 568

アデホスコーワ顆粒１０％ （１０％１ｇ） 568

アルツディスポ関節注２５ｍｇ （１％２．５ｍＬ１筒） 596

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ファイザー」 （３５ｍｇ１錠） 571

い

イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ （１０５ｍｇ１．１７ｍＬ１
筒） 633

イムラン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 562

え

エドルミズ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 569

エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイザー」 （５０ｍｇ１錠） 576

エポエチンアルファＢＳ注１５００シリンジ「ＪＣＲ」 （１５００国
際単位１ｍＬ１筒） 577

エポエチンアルファＢＳ注３０００シリンジ「ＪＣＲ」 （３０００国
際単位２ｍＬ１筒） 577

エポジン皮下注シリンジ２４０００ （２４０００国際単位０．５
ｍＬ１筒） 578

エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 632

エルカルチンＦＦ内用液１０％ （１０％１ｍＬ） 632

エルシトニン注４０単位 （４０エルカトニン単位１ｍＬ１管） 583

エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ （５０ｍｇ１ｍＬ１キッ
ト） 575

お

オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇ「ＩＰ」 （８０ｍｇ４ｍＬ１管） 584

オフェブカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 619

オフェブカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル） 620

オルケディア錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 581

オルケディア錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 582

オルミエント錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 621

オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１瓶） 569

オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ （１２５
ｍｇ１ｍＬ１キット） 570

か

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１錠） 585

く

グラセプターカプセル０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１カプセル） 599

グラセプターカプセル１ｍｇ （１ｍｇ１カプセル） 600

グラセプターカプセル５ｍｇ （５ｍｇ１カプセル） 601

クリースビータ皮下注１０ｍｇ （１０ｍｇ１ｍＬ１瓶） 624

クリースビータ皮下注２０ｍｇ （２０ｍｇ１ｍＬ１瓶） 624

クリースビータ皮下注３０ｍｇ （３０ｍｇ１ｍＬ１瓶） 625

け

ケアラム錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 573

ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェクター （２００ｍｇ１．
１４ｍＬ１キット） 588

こ

コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン （１５０ｍｇ１ｍＬ１キット） 596

し

ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＯＰ」 （２５ｍｇ１カプセル） 588

シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「ファイザー」 （１０ｍｇ１カプ
セル） 589

シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「ファイザー」 （２５ｍｇ１カプ
セル） 590

シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「ファイザー」 （５０ｍｇ１カプ
セル） 592

シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス （２００ｍｇ１ｍＬ１
キット） 597

シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター （５０ｍｇ０．
５ｍＬ１キット） 586

シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ （５０ｍｇ０．５ｍＬ１筒） 586

す

ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ （１３０ｍｇ２６ｍＬ１瓶） 574

ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ （４５ｍｇ０．５ｍＬ１筒） 574

せ

セルセプトカプセル２５０ （２５０ｍｇ１カプセル） 628

ゼルヤンツ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 616

そ

ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「サンド」 （４ｍｇ５ｍＬ１
瓶） 597

ち

注射用エフオーワイ５００ （５００ｍｇ１瓶） 584

注射用エラスポール１００ （１００ｍｇ１瓶） 595

注射用フサン１０ （１０ｍｇ１瓶） 617

注射用フサン５０ （５０ｍｇ１瓶） 618

と

トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター （８０ｍｇ１ｍＬ１
キット） 572

トルツ皮下注８０ｍｇシリンジ （８０ｍｇ１ｍＬ１筒） 572

トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ （１００ｍｇ１ｍＬ１筒） 585

な

ナファモスタットメシル酸塩注射用１００ｍｇ「ＡＦＰ」 （１００ｍ
ｇ１瓶） 619

ね

ネオーラル内用液１０％ （１０％１ｍＬ） 593

ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ （１２０μｇ０．５ｍＬ１
筒） 606
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ネスプ注射液１８０μｇプラシリンジ （１８０μｇ０．５ｍＬ１
筒） 607

ネスプ注射液２０μｇプラシリンジ （２０μｇ０．５ｍＬ１筒） 609

ネスプ注射液３０μｇプラシリンジ （３０μｇ０．５ｍＬ１筒） 610

ネスプ注射液４０μｇプラシリンジ （４０μｇ０．５ｍＬ１筒） 612

ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ （６０μｇ０．５ｍＬ１筒） 613

は

パーサビブ静注透析用シリンジ５ｍｇ （５ｍｇ２ｍＬ１筒） 576

パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用１５ｍｇ「サワイ」 （１５ｍｇ１
瓶） 621

ひ

ビビアント錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 620

ヒュミラ皮下注２０ｍｇシリンジ０．２ｍＬ （２０ｍｇ０．２ｍＬ１
筒） 563

ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ （４０ｍｇ０．４ｍＬ１キッ
ト） 564

ヒュミラ皮下注８０ｍｇペン０．８ｍＬ （８０ｍｇ０．８ｍＬ１キッ
ト） 566

ピルフェニドン錠２００ｍｇ「日医工」 （２００ｍｇ１錠） 623

ふ

プラケニル錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 623

プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ （６０ｍｇ１ｍＬ１筒） 615

ブレディニンＯＤ錠５０ （５０ｍｇ１錠） 629

プログラフカプセル０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１カプセル） 601

プログラフカプセル１ｍｇ （１ｍｇ１カプセル） 603

プログラフ顆粒０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１包） 605

へ

ヘルニコア椎間板注用１．２５単位 （１．２５単位１瓶） 587

ベンリスタ点滴静注用１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１瓶） 626

ベンリスタ点滴静注用４００ｍｇ （４００ｍｇ１瓶） 627

ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートインジェクター （２００ｍｇ１
ｍＬ１キット） 627

ほ

ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ （３５ｍｇ１包） 571

ボノテオ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 629

ポルトラック原末 （１ｇ） 631

み

ミラクリッド注射液５万単位 （５００００単位１ｍＬ１管） 575

ミルセラ注シリンジ１００μｇ （１００μｇ０．３ｍＬ１筒） 578

ミルセラ注シリンジ２００μｇ （２００μｇ０．３ｍＬ１筒） 579

ミルセラ注シリンジ２５μｇ （２５μｇ０．３ｍＬ１筒） 580

ミルセラ注シリンジ５０μｇ （５０μｇ０．３ｍＬ１筒） 580

め

メトトレキサートカプセル２ｍｇ「サンド」 （２ｍｇ１カプセル） 630

ら

ラクツロースシロップ６５％「タカタ」 （６５％１ｍＬ） 631

ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ （５４．１６７％１２ｇ１包） 631

ラロキシフェン塩酸塩錠６０ｍｇ「テバ」 （６０ｍｇ１錠） 632

ランマーク皮下注１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１．７ｍＬ１瓶） 615

り

リクラスト点滴静注液５ｍｇ （５ｍｇ１００ｍＬ１瓶） 598

る

ルミセフ皮下注２１０ｍｇシリンジ （２１０ｍｇ１．５ｍＬ１筒） 626

れ

レグパラ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 594

レボレード錠１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１錠） 583

ろ

ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用 （２５０μｇ１瓶） 633

４　組織細胞機能用医薬品

４．２　腫瘍用薬

４．２．１　アルキル化剤

あ

アルケラン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 650

え

エストラサイトカプセル１５６．７ｍｇ （１５６．７ｍｇ１カプセ
ル） 636

エンドキサン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 637

き

ギリアデル脳内留置用剤７．７ｍｇ （７．７ｍｇ１枚） 636

け

経口用エンドキサン原末１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 638

さ

ザノサー点滴静注用１ｇ （１ｇ１瓶） 642

た

ダカルバジン注用１００ （１００ｍｇ１瓶） 644

ち

注射用イホマイド１ｇ （１ｇ１瓶） 635

注射用エンドキサン１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 639

注射用エンドキサン５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 640

注射用サイメリン１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 650

注射用サイメリン５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 650

て

テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」 （１００ｍｇ１錠） 644

テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 （２０ｍｇ１錠） 645

と

トレアキシン点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 647

トレアキシン点滴静注用２５ｍｇ （２５ｍｇ１瓶） 648
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４．２．２　代謝拮抗剤

あ

アリムタ注射用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 667

アリムタ注射用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 668

え

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ （２０ｍｇ１錠（テガフール
相当量）） 660

エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ （２５ｍｇ１錠（テガフール
相当量）） 662

か

カペシタビン錠３００ｍｇ「サワイ」 （３００ｍｇ１錠） 651

き

キロサイドＮ注１ｇ （１ｇ１瓶） 655

キロサイドＮ注４００ｍｇ （４００ｍｇ１管） 655

キロサイド注２００ｍｇ （２００ｍｇ１管） 656

キロサイド注２０ｍｇ （２０ｍｇ１管） 657

け

ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 （１ｇ１瓶） 653

ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」 （２００ｍｇ１
瓶） 654

さ

サンラビン点滴静注用１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１瓶） 651

し

ジフォルタ注射液２０ｍｇ （２０ｍｇ１ｍＬ１瓶） 664

ち

注射用メソトレキセート５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 670

注射用メソトレキセート５ｍｇ （５ｍｇ１瓶） 671

は

ハイドレアカプセル５００ｍｇ （５００ｍｇ１カプセル） 663

ふ

フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 （１０００ｍｇ１瓶） 665

フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」 （２５０ｍｇ１瓶） 666

め

メソトレキセート錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 673

メソトレキセート点滴静注液１０００ｍｇ （１０００ｍｇ４０ｍＬ１
瓶） 673

メソトレキセート点滴静注液２００ｍｇ （２００ｍｇ８ｍＬ１瓶） 674

ゆ

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０ （１５０ｍｇ１包（テガフール
相当量）） 658

ユーエフティ配合カプセルＴ１００ （１００ｍｇ１カプセル（テガ
フール相当量）） 659

ろ

ロイケリン散１０％ （１０％１ｇ） 675

４．２．３　抗腫瘍性抗生物質製剤

あ

アクラシノン注射用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶） 676

アドリアシン注用１０ （１０ｍｇ１瓶） 680

い

イダマイシン静注用５ｍｇ （５ｍｇ１瓶） 677

え

エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「サワイ」 （１０ｍｇ１瓶） 678

エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１瓶） 679

か

カルセド注射用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶） 676

カルセド注射用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 677

こ

コスメゲン静注用０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１瓶） 675

た

ダウノマイシン静注用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶） 680

と

ドキシル注２０ｍｇ （２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 681

ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 （１０ｍｇ１瓶） 683

ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 （５０ｍｇ１瓶） 684

ひ

ピノルビン注射用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶） 685

ピノルビン注射用２０ｍｇ （２０ｍｇ１瓶） 686

ふ

ブレオＳ軟膏５ｍｇ／ｇ （５ｍｇ１ｇ） 688

ブレオ注射用１５ｍｇ （１５ｍｇ１瓶） 687

ブレオ注射用５ｍｇ （５ｍｇ１瓶） 687

へ

ペプレオ注射用５ｍｇ （５ｍｇ１瓶） 689

ま

マイトマイシン注用２ｍｇ （２ｍｇ１瓶） 689

４．２．４　抗腫瘍性植物成分製剤

あ

アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 701

い

イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ＳＵＮ」 （１００ｍｇ
５ｍＬ１瓶） 690

イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「ＳＵＮ」 （４０ｍｇ２ｍ
Ｌ１瓶） 691

え

エクザール注射用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶） 706

エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 （１００ｍｇ５ｍＬ１
瓶） 693

薬効分類別五十音順索引
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お

オニバイド点滴静注４３ｍｇ （４３ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 692

オンコビン注射用１ｍｇ （１ｍｇ１瓶） 704

し

ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ （６０ｍｇ１．５ｍＬ１瓶（溶解液
付）） 694

ち

注射用フィルデシン１ｍｇ （１ｍｇ１瓶） 705

注射用フィルデシン３ｍｇ （３ｍｇ１瓶） 705

と

ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ＥＥ」 （２０ｍｇ１ｍＬ１
瓶） 695

ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ＥＥ」 （８０ｍｇ４ｍＬ１
瓶） 696

は

ハイカムチン注射用１．１ｍｇ （１．１ｍｇ１瓶） 697

パクリタキセル点滴静注液１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ホスピー
ラ」 （１００ｍｇ１６．７ｍＬ１瓶） 698

パクリタキセル点滴静注液３０ｍｇ／５ｍＬ「ホスピーラ」 （３
０ｍｇ５ｍＬ１瓶） 699

ら

ラステットＳカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル） 694

ろ

ロゼウス静注液１０ｍｇ （１０ｍｇ１ｍＬ１瓶） 703

ロゼウス静注液４０ｍｇ （４０ｍｇ４ｍＬ１瓶） 703

４．２．９　その他の腫瘍用薬

あ

アイクルシグ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 811

アクプラ静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 793

アクプラ静注用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶） 794

アクプラ静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 795

アグリリンカプセル０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１カプセル） 712

アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 801

アナストロゾール錠１ｍｇ「トーワ」 （１ｍｇ１錠） 713

アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ （１００ｍｇ４ｍＬ１
瓶） 805

アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ （４００ｍｇ１６ｍＬ
１瓶） 807

アービタックス注射液１００ｍｇ （１００ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 762

アフィニトール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 730

アーリーダ錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠） 713

アレセンサカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル） 720

い

イクスタンジ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 739

イクスタンジ錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠） 739

イストダックス点滴静注用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶（溶解液付）） 838

イブランス錠１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１錠） 797

イブランス錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 798

イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ （１２０ｍｇ２．４ｍＬ１瓶） 774

イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ （５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 775

イムブルビカカプセル１４０ｍｇ （１４０ｍｇ１カプセル） 725

インライタ錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 707

インライタ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 708

う

ヴォトリエント錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 795

え

エキセメスタン錠２５ｍｇ「テバ」 （２５ｍｇ１錠） 727

エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ （３００ｍｇ１瓶） 736

エムプリシティ点滴静注用４００ｍｇ （４００ｍｇ１瓶） 737

塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ「ＴＹＰ」 （５０ｍｇ１カプ
セル） 802

エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 781

お

オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ／２０ｍＬ「サンド」
（１００ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 740

オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ／１０ｍＬ「サンド」 （５
０ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 742

オプジーボ点滴静注１２０ｍｇ （１２０ｍｇ１２ｍＬ１瓶） 786

オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ （２４０ｍｇ２４ｍＬ１瓶） 788

か

カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ （１０ｍｇ１瓶） 748

カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶） 750

カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 778

カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ （１６０ｍｇ１瓶） 779

カボメティクス錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 747

カボメティクス錠６０ｍｇ （６０ｍｇ１錠） 748

カルボプラチン点滴静注液１５０ｍｇ「サンド」 （１５０ｍｇ１５
ｍＬ１瓶） 751

カルボプラチン点滴静注液４５０ｍｇ「サンド」 （４５０ｍｇ４５
ｍＬ１瓶） 752

き

キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ４ｍＬ１瓶） 808

く

グリベック錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 726

け

ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２５０ｍｇ１錠） 754

さ

ザイティガ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 714

サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ （１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 824

サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ （５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶） 825

サークリサ点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ５ｍＬ１瓶） 723

サークリサ点滴静注５００ｍｇ （５００ｍｇ２５ｍＬ１瓶） 723

ザーコリカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル） 753

ザーコリカプセル２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１カプセル） 754

ザルトラップ点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ４ｍＬ１瓶） 715

ザルトラップ点滴静注２００ｍｇ （２００ｍｇ８ｍＬ１瓶） 716

薬効分類別五十音順索引
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し

ジオトリフ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 715

シスプラチン注１０ｍｇ「日医工」 （１０ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 755

シスプラチン注５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１００ｍＬ１瓶） 756

ジャカビ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 832

す

スチバーガ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 833

スーテントカプセル１２．５ｍｇ （１２．５ｍｇ１カプセル） 760

スプリセル錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 764

スプリセル錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 766

た

タイケルブ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 822

タグリッソ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 744

タグリッソ錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠） 744

タシグナカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル） 790

タシグナカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル） 792

タフィンラーカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル） 767

タフィンラーカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル） 768

タモキシフェン錠２０ｍｇ「明治」 （２０ｍｇ１錠） 769

ダラキューロ配合皮下注 （１５ｍＬ１瓶） 771

ダラザレックス点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ５ｍＬ１瓶） 770

ダラザレックス点滴静注４００ｍｇ （４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 770

タルセバ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 733

タルセバ錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠） 734

タルセバ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 735

て

テセントリク点滴静注１２００ｍｇ （１２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 710

テセントリク点滴静注８４０ｍｇ （８４０ｍｇ１４ｍＬ１瓶） 711

テプミトコ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 773

と

動注用アイエーコール１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 758

動注用アイエーコール５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 758

トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ＣＴＨ」 （１５０ｍｇ１
瓶） 776

トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ「ＣＴＨ」 （６０ｍｇ１瓶） 777

トーリセル点滴静注液２５ｍｇ （２５ｍｇ１ｍＬ１瓶（希釈液
付）） 773

トレミフェン錠４０ｍｇ「サワイ」 （４０ｍｇ１錠） 786

に

ニュベクオ錠３００ｍｇ （３００ｍｇ１錠） 772

ニンラーロカプセル３ｍｇ （３ｍｇ１カプセル） 721

ニンラーロカプセル４ｍｇ （４ｍｇ１カプセル） 722

ね

ネクサバール錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 763

の

ノバントロン注１０ｍｇ （１０ｍｇ５ｍＬ１瓶） 819

は

パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ （４２０ｍｇ１４ｍＬ１
瓶） 810

バベンチオ点滴静注２００ｍｇ （２００ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 719

ハラヴェン静注１ｍｇ （１ｍｇ２ｍＬ１瓶） 732

ひ

ビカルタミドＯＤ錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （８０ｍｇ１錠） 798

ピシバニール注射用５ＫＥ （５ＫＥ１瓶（溶解液付）） 822

ビダーザ注射用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 709

ビラフトビカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル） 737

ふ

フェソロデックス筋注２５０ｍｇ （２５０ｍｇ５ｍＬ１筒） 801

フルタミド錠１２５ｍｇ「ファイザー」 （１２５ｍｇ１錠） 801

へ

ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ５ｍＬ１瓶） 796

ベサノイドカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル） 785

ベージニオ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 717

ベージニオ錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠） 718

ベージニオ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 719

ベネクレクスタ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 803

ベネクレクスタ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 804

ペラゾリン細粒４００ｍｇ （４００ｍｇ１包） 762

ベルケイド注射用３ｍｇ （３ｍｇ１瓶） 817

ベレキシブル錠８０ｍｇ （８０ｍｇ１錠） 772

ほ

ボシュリフ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 810

ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ （２０ｍｇ５ｍＬ１瓶） 821

ポマリストカプセル２ｍｇ （２ｍｇ１カプセル） 813

ポマリストカプセル３ｍｇ （３ｍｇ１カプセル） 814

ポマリストカプセル４ｍｇ （４ｍｇ１カプセル） 815

ポライビー点滴静注用１４０ｍｇ （１４０ｍｇ１瓶） 816

ポライビー点滴静注用３０ｍｇ （３０ｍｇ１瓶） 816

み

ミリプラ動注用７０ｍｇ （７０ｍｇ１瓶） 819

む

無水エタノール注「ファイザー」 （５ｍＬ１管） 820

ムンデシンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 800

め

メキニスト錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 782

メキニスト錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 782

メクトビ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 799

や

ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ （５０ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 724

薬効分類別五十音順索引
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ゆ

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ （４ｇ１瓶） 820

ら

ラパリムス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 759

り

リツキサン点滴静注１００ｍｇ （１００ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 826

リツキサン点滴静注５００ｍｇ （５００ｍｇ５０ｍＬ１瓶） 828

リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨＫ」 （１００ｍｇ１０ｍ
Ｌ１瓶） 830

リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨＫ」 （５００ｍｇ５０ｍ
Ｌ１瓶） 831

リムパーザ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 745

リムパーザ錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠） 746

れ

レトロゾール錠２．５ｍｇ「サンド」 （２．５ｍｇ１錠） 834

レブラミドカプセル５ｍｇ （５ｍｇ１カプセル） 835

レンビマカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル） 836

レンビマカプセル４ｍｇ （４ｍｇ１カプセル） 837

ろ

ロイナーゼ注用５０００ （５０００Ｋ単位１瓶） 707

ロズリートレクカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 728

ロズリートレクカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル） 729

ローブレナ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 839

ローブレナ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 840

ロンサーフ配合錠Ｔ１５ （１５ｍｇ１錠（トリフルリジン相当
量）） 783

ロンサーフ配合錠Ｔ２０ （２０ｍｇ１錠（トリフルリジン相当
量）） 784

４．３　放射性医薬品

４．３．０　放射性医薬品

た

ダットスキャン静注 （１６７ＭＢｑ１筒） 841

め

メタストロン注 （１０ＭＢｑ） 841

４．４　アレルギー用薬

４．４．１　抗ヒスタミン剤

ひ

ピレチア錠（５ｍｇ） （５ｍｇ１錠） 842

ほ

ポララミン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 841

ポララミン注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管） 842

れ

レスタミンコーワ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 842

４．４．２　刺激療法剤

り

リマチル錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 843

４．４．９　その他のアレルギー用薬

あ

アレロック錠５ （５ｍｇ１錠） 844

お

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰＩ」 （５ｍｇ１錠） 845

け

ケタスカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル） 844

し

シダキュアスギ花粉舌下錠２０００ＪＡＵ （２０００ＪＡＵ１錠） 845

た

タリオン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 848

て

デザレックス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 845

デュピクセント皮下注３００ｍｇペン （３００ｍｇ２ｍＬ１キット） 846

ふ

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 （６０ｍｇ１
錠） 847

プランルカストＤＳ１０％「日医工」 （１０％１ｇ） 847

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「日医工」 （１１２．５ｍｇ
１カプセル） 847

み

ミティキュアダニ舌下錠３３００ＪＡＵ （３３００ＪＡＵ１錠） 843

も

モンテルカスト細粒４ｍｇ「サンド」 （４ｍｇ１包） 848

モンテルカスト錠１０ｍｇ「日新」 （１０ｍｇ１錠） 849

モンテルカストチュアブル錠５ｍｇ「サンド」 （５ｍｇ１錠） 849

り

リザベンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 846

れ

レボセチリジン塩酸塩ＤＳ０．５％「タカタ」 （０．５％１ｇ） 849

レボセチリジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「タカタ」 （５ｍｇ１錠） 850

５　生薬及び漢方処方に基づく医薬品

５．２　漢方製剤

５．２．０　漢方製剤

お

オースギ人参養栄湯エキスＧ （１ｇ） 855

く

クラシエ葛根湯エキス細粒 （１ｇ） 852

クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 （１ｇ） 854

薬効分類別五十音順索引
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クラシエ防風通聖散料エキス細粒 （１ｇ） 857

クラシエ補中益気湯エキス細粒 （１ｇ） 857

クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 （１ｇ） 858

つ

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 852

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 852

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 852

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 853

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 853

ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 853

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 853

ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 854

ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 854

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 854

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 855

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） （１
ｇ） 855

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 855

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 856

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 856

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 856

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 856

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 857

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 857

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 858

６　病原生物に対する医薬品

６．１　抗生物質製剤

６．１．１　主としてグラム陽性菌に作用するもの

あ

アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「ケミファ」 （２００ｍｇ４
ｍＬ１管） 859

き

キュビシン静注用３５０ｍｇ （３５０ｍｇ１瓶） 860

く

クリンダマイシン注射液６００ｍｇ「タイヨー」 （６００ｍｇ１管） 860

た

ダフクリア錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 863

ダラシンカプセル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１カプセル） 859

ち

注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 （１００万単位１
瓶） 863

て

テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「Ｆ」 （２００ｍｇ１瓶） 861

は

バクトロバン鼻腔用軟膏２％ （２％１ｇ） 864

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ファイザー」 （５００ｍｇ１
瓶） 862

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「明治」 （０．５ｇ１
瓶） 862

６．１．２　主としてグラム陰性菌に作用するもの

あ

アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「サワイ」 （２００ｍｇ１管） 864

アミカシン硫酸塩注射用２００ｍｇ「日医工」 （２００ｍｇ１瓶） 865

え

エクサシン注射液４００ （４００ｍｇ２ｍＬ１管） 865

お

オルドレブ点滴静注用１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１瓶） 866

か

カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 （２５０ｍｇ１カプセ
ル） 866

た

タイガシル点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 867

と

トブラシン注６０ｍｇ （６０ｍｇ１管） 867

り

硫酸ポリミキシンＢ錠１００万単位「ファイザー」 （１００万単
位１錠） 868

６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

あ

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 （２５０ｍｇ１カプ
セル） 868

アモキシシリン細粒２０％「ＴＣＫ」 （２００ｍｇ１ｇ） 869

お

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ （（３７５ｍｇ）１錠） 870

オラペネム小児用細粒１０％ （１００ｍｇ１ｇ） 886

け

ケフラール細粒小児用１００ｍｇ （１００ｍｇ１ｇ） 873

ゲンタシン注４０ （４０ｍｇ１管） 873

す

スルバシリン静注用１．５ｇ （（１．５ｇ）１瓶） 872

スルペラゾン静注用１ｇ （（１ｇ）１瓶） 879

せ

セファクロルカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 （２５０ｍｇ１カプセ
ル） 874

セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 （１ｇ１瓶） 874

セファゾリンナトリウム注射用２ｇ「日医工」 （２ｇ１瓶） 875

セファレキシンドライシロップ小児用５０％「日医工」 （５００
ｍｇ１ｇ） 876

セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 （１ｇ１瓶） 877

セフォタックス注射用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶） 878

薬効分類別五十音順索引
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セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「ファイザー」 （１０
０ｍｇ１錠） 880

セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒１０％「サワイ」
（１００ｍｇ１ｇ） 880

セフタジジム静注用１ｇ「日医工」 （１ｇ１瓶） 882

セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「ＮＰ」 （１ｇ１瓶） 883

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 （１ｇ１瓶） 884

セフメタゾールＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」 （２ｇ１瓶） 885

た

タゾピペ配合静注用４．５「ファイザー」 （（４．５ｇ）１瓶） 885

ち

チエナム点滴静注用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶） 872

は

パンスポリン静注用１ｇ （１ｇ１瓶） 878

ひ

ビクシリン注射用０．２５ｇ （２５０ｍｇ１瓶） 870

ビクシリン注射用１ｇ （１ｇ１瓶） 871

ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「日医工」 （２ｇ１瓶） 888

ふ

ファロム錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 888

ファロムドライシロップ小児用１０％ （１００ｍｇ１ｇ） 889

フィニバックス点滴静注用０．２５ｇ （２５０ｍｇ１瓶） 887

フルマリン静注用０．５ｇ （５００ｍｇ１瓶） 890

フルマリン静注用１ｇ （１ｇ１瓶） 890

ほ

ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 （１ｇ１瓶） 892

ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」 （２ｇ１瓶） 892

ホスミシン錠５００ （５００ｍｇ１錠） 891

ホスミシンドライシロップ４００ （４００ｍｇ１ｇ） 892

め

メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ （１００ｍｇ１ｇ） 881

メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ファイザー」 （２５０ｍｇ１
瓶） 893

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ファイザー」 （５００ｍｇ１瓶） 894

も

モダシン静注用１ｇ （１ｇ１瓶） 883

ら

ラリキシン錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 876

６．１．４　主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

あ

アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サワイ」 （２５０ｍｇ１錠） 895

え

エリスロシン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 899

エリスロシン点滴静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 899

エリスロシンドライシロップ１０％ （１００ｍｇ１ｇ） 898

く

クラリシッド・ドライシロップ１０％小児用 （１００ｍｇ１ｇ） 899

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 （２００ｍｇ１錠） 900

し

ジスロマックカプセル小児用１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 896

ジスロマック細粒小児用１０％ （１００ｍｇ１ｇ） 896

ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 897

６．１．５　主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの

ひ

ビブラマイシン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 902

み

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「サワイ」 （１００
ｍｇ１瓶） 902

ミノマイシンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 903

ミノマイシン顆粒２％ （２０ｍｇ１ｇ） 904

６．１．６　主として抗酸菌に作用するもの

り

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 （１５０ｍｇ１カプセ
ル） 906

硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」 （１ｇ１瓶） 905

６．１．７　主としてカビに作用するもの

あ

アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 906

の

ノクサフィル錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 908

は

ハリゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ （１００ｍｇ１ｍＬ） 908

ふ

ファンガード点滴用５０ｍｇ （５０ｍｇ１瓶） 911

ブイフェンド２００ｍｇ静注用 （２００ｍｇ１瓶） 909

ブイフェンド錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 910

み

ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１
瓶） 912

６．１．９　その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）

り

リフキシマ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 913

６．２　化学療法剤

６．２．１　サルファ剤

さ

サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「ＣＨ」 （５００ｍｇ１
錠） 913

薬効分類別五十音順索引
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サラゾピリン錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 914

６．２．２　抗結核剤

い

イスコチン原末 （１ｇ） 914

イスコチン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 915

え

エブトール２５０ｍｇ錠 （２５０ｍｇ１錠） 915

ひ

ピラマイド原末 （１ｇ） 916

６．２．４　合成抗菌剤

く

クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ （５００ｍｇ１０
０ｍＬ１キット） 924

さ

ザイボックス錠６００ｍｇ （６００ｍｇ１錠） 923

ザイボックス注射液６００ｍｇ （６００ｍｇ３００ｍＬ１袋） 923

し

シプロキサン錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 918

シプロフロキサシン錠２００ｍｇ「日医工」 （２００ｍｇ１錠） 918

シプロフロキサシン点滴静注液４００ｍｇ「ニプロ」 （４００ｍ
ｇ２００ｍＬ１袋） 916

小児用バクシダール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 920

と

トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒１５％「明治」 （１５
０ｍｇ１ｇ） 919

は

バクシダール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 921

パズクロス点滴静注液５００ｍｇ （５００ｍｇ１００ｍＬ１キッ
ト） 921

ら

ラスビック錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠） 922

れ

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （５００ｍｇ１錠（レボ
フロキサシンとして）） 925

６．２．５　抗ウイルス剤

あ

アシクロビルＤＳ８０％「ＮＫ」 （８０％１ｇ） 926

アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「トーワ」 （２５０ｍｇ１瓶） 926

アメナリーフ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 928

い

イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ （２０ｍｇ１キット） 939

え

エンテカビル錠０．５ｍｇ「サンド」 （０．５ｍｇ１錠） 928

お

オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」 （３％１ｇ） 929

オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 （７５ｍｇ１カプセ
ル） 930

か

カレトラ配合錠 （１錠） 940

し

シナジス筋注液１００ｍｇ （１００ｍｇ１ｍＬ１瓶） 936

シナジス筋注液５０ｍｇ （５０ｍｇ０．５ｍＬ１瓶） 936

せ

ゼフィックス錠１００ （１００ｍｇ１錠） 940

そ

ソバルディ錠４００ｍｇ （４００ｍｇ１錠） 933

ゾビラックス錠２００ （２００ｍｇ１錠） 927

た

タミフルカプセル７５ （７５ｍｇ１カプセル） 930

タミフルドライシロップ３％ （３％１ｇ） 931

て

デノシン点滴静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶） 932

は

バラシクロビル顆粒５０％「トーワ」 （５０％１ｇ） 934

バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＦＦＰ」 （５００ｍｇ１錠） 935

バリキサ錠４５０ｍｇ （４５０ｍｇ１錠） 936

ひ

ビダラビン軟膏３％「ＳＷ」 （３％１ｇ） 938

へ

ベムリディ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 934

ら

ラピアクタ点滴静注液バイアル１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１５ｍＬ１
瓶） 938

ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ （３００ｍｇ６０ｍＬ１
袋） 938

り

リレンザ （５ｍｇ１ブリスター） 933

６．２．９　その他の化学療法剤

い

イトリゾールカプセル５０ （５０ｍｇ１カプセル） 941

イトリゾール内用液１％ （１％１ｍＬ） 942

た

ダイフェン配合顆粒 （１ｇ） 943

ダイフェン配合錠 （１錠） 944
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て

テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サンド」 （１２５ｍｇ１錠） 945

ふ

フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍｇ１カプ
セル） 945

プロジフ静注液２００ （８％２．５ｍＬ１瓶） 946

フロリードゲル経口用２％ （２％１ｇ） 947

６．３　生物学的製剤

６．３．１　ワクチン類

あ

アクトヒブ （１０μｇ１瓶（溶解液付）） 948

か

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ （０．５ｍＬ１筒） 949

さ

サーバリックス （０．５ｍＬ１筒） 949

し

シルガード９水性懸濁筋注シリンジ （０．５ｍＬ１筒） 950

そ

組織培養不活化狂犬病ワクチン （１瓶（溶解液付）） 948

に

ニューモバックスＮＰシリンジ （０．５ｍＬ１筒） 952

へ

ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．２５ｍＬ （０．２５
ｍＬ１筒） 951

ヘプタバックス－２水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ （０．５ｍＬ
１筒） 951

め

メナクトラ筋注 （０．５ｍＬ１瓶） 947

６．３．２　毒素及びトキソイド類

ち

沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 （０．５ｍＬ１筒） 952

６．３．３　抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類

か

乾燥まむし抗毒素「ＫＭＢ」 （各６０００単位入１瓶（溶解液
付）） 953

６．３．４　血液製剤類

あ

アディノベイト静注用キット１０００ （１０００国際単位１キット
（溶解液付）） 974

アディノベイト静注用キット１５００ （１５００国際単位１キット
（溶解液付）） 974

アディノベイト静注用キット２０００ （２０００国際単位１キット
（溶解液付）） 975

アディノベイト静注用キット２５０ （２５０国際単位１キット（溶
解液付）） 975

アディノベイト静注用キット３０００ （３０００国際単位１キット
（溶解液付）） 976

アディノベイト静注用キット５００ （５００国際単位１キット（溶
解液付）） 976

アルブミナー５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ （５％２５０ｍＬ１
瓶） 963

アルブミン－ベーリング２０％静注１０．０ｇ／５０ｍＬ （２０％
５０ｍＬ１瓶） 964

お

オルプロリクス静注用１０００ （１０００国際単位１瓶（溶解
液付）） 955

オルプロリクス静注用２５０ （２５０国際単位１瓶（溶解液
付）） 955

か

乾燥ＨＢグロブリン筋注用１０００単位「ニチヤク」 （１０００
単位５ｍＬ１瓶（溶解液付）） 956

乾燥ＨＢグロブリン筋注用２００単位「ニチヤク」 （２００単位
１ｍＬ１瓶（溶解液付）） 956

け

ケイセントラ静注用１０００ （１０００国際単位１瓶（溶解液
付）） 960

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注０．５ｇ／５ｍＬ （５００ｍｇ
５ｍＬ１瓶） 967

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注１０ｇ／１００ｍＬ （１０ｇ１
００ｍＬ１瓶） 968

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注２．５ｇ／２５ｍＬ （２．５ｇ
２５ｍＬ１瓶） 970

献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ （５ｇ５０ｍＬ
１瓶） 972

献血グロベニン－Ｉ静注用５０００ｍｇ （５ｇ１００ｍＬ１瓶（溶
解液付）） 961

献血ノンスロン１５００注射用 （１５００単位１瓶（溶解液
付）） 960

献血ベニロン－Ｉ静注用２５００ｍｇ （２．５ｇ５０ｍＬ１瓶（溶
解液付）） 957

献血ベニロン－Ｉ静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１０ｍＬ１瓶（溶
解液付）） 958

こ

抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ＪＢ」 （１０００倍１瓶
（溶解液付）） 956

た

タコシール組織接着用シート （４．８ｃｍ×４．８ｃｍ１枚） 965

タコシール組織接着用シート （９．５ｃｍ×４．８ｃｍ１枚） 966

て

テタノブリンＩＨ静注１５００単位 （１５００国際単位１瓶） 966

テタノブリンＩＨ静注２５０単位 （２５０国際単位１瓶） 966

の

ノボセブンＨＩ静注用１ｍｇシリンジ （１ｍｇ１ｍＬ１瓶（溶解液
付）） 953

ノボセブンＨＩ静注用５ｍｇシリンジ （５ｍｇ５ｍＬ１瓶（溶解液
付）） 954

は

破傷風グロブリン筋注用２５０単位「ニチヤク」 （２５０国際
単位１瓶） 957

ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 （２０００単位１００ｍＬ
１瓶） 964

薬効分類別五十音順索引
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ふ

ファイバ静注用１０００ （１０００単位２０ｍＬ１瓶（溶解液
付）） 961

フィブリノゲンＨＴ静注用１ｇ「ＪＢ」 （１ｇ１瓶（溶解液付）） 961

フィブロガミンＰ静注用 （２４０国際単位１瓶（溶解液付）） 963

へ

ベリナートＰ静注用５００ （５００国際単位１瓶（溶解液付）） 959

ほ

ボルヒール組織接着用 （０．５ｍＬ４瓶１組） 964

ボルヒール組織接着用 （１ｍＬ４瓶１組） 965

ボルヒール組織接着用 （３ｍＬ４瓶１組） 965

ボルヒール組織接着用 （５ｍＬ４瓶１組） 965

６．３．９　その他の生物学的製剤

あ

アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ （２００ｍｇ１０ｍＬ１瓶） 982

アクテムラ点滴静注用４００ｍｇ （４００ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 983

アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ （８０ｍｇ４ｍＬ１瓶） 983

アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター （１６２ｍｇ
０．９ｍＬ１キット） 984

アボネックス筋注３０μｇペン （３０μｇ０．５ｍＬ１キット） 978

い

一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ）１人用 （（一般診断
用・１人用）０．２５μｇ１瓶（溶解液付）） 981

イムノブラダー膀注用４０ｍｇ （４０ｍｇ１瓶（溶解液付）） 979

え

エンスプリング皮下注１２０ｍｇシリンジ （１２０ｍｇ１ｍＬ１
筒） 981

さ

サイモグロブリン点滴静注用２５ｍｇ （２５ｍｇ１瓶） 980

す

スミフェロン注ＤＳ３００万ＩＵ （３００万国際単位１筒） 977

へ

ペガシス皮下注１８０μｇ （１８０μｇ１ｍＬ１瓶） 985

ペガシス皮下注９０μｇ （９０μｇ１ｍＬ１瓶） 986

ペグイントロン皮下注用５０μｇ／０．５ｍＬ用 （５０μｇ１瓶
（溶解液付）） 988

ゆ

ユルトミリス点滴静注３００ｍｇ （３００ｍｇ３０ｍＬ１瓶） 990

６．４　寄生動物用薬

６．４．１　抗原虫剤

あ

アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ （５００ｍｇ１００ｍＬ１瓶） 993

す

スピラマイシン錠１５０万単位「サノフィ」 （１５０万国際単位
１錠） 991

は

バクトラミン注 （５ｍＬ１管） 991

ふ

フラジール内服錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 993

へ

ベナンバックス注用３００ｍｇ （３００ｍｇ１瓶） 992

６．４．２　駆虫剤

こ

コンバントリンドライシロップ１００ｍｇ （１０％１ｇ） 995

す

ストロメクトール錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠） 994

７　治療を主目的としない医薬品

７．１　調剤用薬

７．１．１　賦形剤

に

乳糖「ホエイ」 （１０ｇ） 996

は

バレイショデンプン「ヨシダ」 （１０ｇ） 996

７．１．２　軟膏基剤

お

オリブ油「タイセイ」 （１０ｍＬ） 996

し

親水軟膏 （１０ｇ） 996

は

白色ワセリン「ヨシダ」 （１０ｇ） 996

ま

マクロゴール４００ （１０ｍＬ） 996

マクロゴール軟膏＊（日興製薬） （１０ｇ） 996

７．１．３　溶解剤

お

大塚蒸留水 （１Ｌ１瓶） 996

大塚蒸留水 （５００ｍＬ１瓶） 996

ち

注射用水ＰＬ「フソー」 （１００ｍＬ１瓶） 996

注射用水ＰＬ「フソー」 （２０ｍＬ１管） 996

注射用水バッグ「フソー」 （１Ｌ１袋） 996

７．１．４　矯味，矯臭，着色剤

た

単シロップ （１０ｍＬ） 997

薬効分類別五十音順索引
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は

ハッカ油＊（東洋製化） （１ｍＬ） 997

７．１．９　その他の調剤用薬

え

塩化ナトリウム「オーツカ」 （１０ｇ） 997

ほ

ホスコＳ－５５ （１０ｇ） 997

７．２　診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

７．２．１　Ｘ線造影剤

い

イオパミドール３００注シリンジ１００ｍＬ「Ｆ」 （６１．２４％１０
０ｍＬ１筒） 1003

イオパミドール３００注シリンジ１５０ｍＬ「Ｆ」 （６１．２４％１５
０ｍＬ１筒） 1003

イオパミドール３７０注１００ｍＬ「Ｆ」 （７５．５２％１００ｍＬ１
瓶） 1004

イオパミドール３７０注２０ｍＬ「Ｆ」 （７５．５２％２０ｍＬ１瓶） 1005

イオパミドール３７０注５０ｍＬ「Ｆ」 （７５．５２％５０ｍＬ１瓶） 1006

イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ「Ｆ」 （７５．５２％１０
０ｍＬ１筒） 1006

イオパミドール３７０注シリンジ５０ｍＬ「Ｆ」 （７５．５２％５０
ｍＬ１筒） 1007

イオパミロン注１５０ （３０．６２％５０ｍＬ１瓶） 1008

イオパミロン注３００ （６１．２４％１００ｍＬ１瓶） 1009

イオパミロン注３００ （６１．２４％２０ｍＬ１瓶） 1010

イオパミロン注３００ （６１．２４％５０ｍＬ１瓶） 1009

イオパミロン注３００シリンジ （６１．２４％１００ｍＬ１筒） 1011

イオパミロン注３７０ （７５．５２％１００ｍＬ１瓶） 1012

イオパミロン注３７０ （７５．５２％２０ｍＬ１瓶） 1013

イオパミロン注３７０ （７５．５２％５０ｍＬ１瓶） 1011

イオパミロン注３７０シリンジ （７５．５２％１００ｍＬ１筒） 1013

イオヘキソール３００注シリンジ１００ｍＬ「Ｆ」 （６４．７１％１
００ｍＬ１筒） 1014

イオヘキソール３００注シリンジ１５０ｍＬ「Ｆ」 （６４．７１％１
５０ｍＬ１筒） 1015

イオヘキソール３００注シリンジ５０ｍＬ「Ｆ」 （６４．７１％５０
ｍＬ１筒） 1015

イオヘキソール３５０注シリンジ７０ｍＬ「Ｆ」 （７５．４９％７０
ｍＬ１筒） 1016

イオメロン３５０注１００ｍＬ （７１．４４％１００ｍＬ１瓶） 1022

イオメロン３５０注２０ｍＬ （７１．４４％２０ｍＬ１瓶） 1022

イオメロン３５０注５０ｍＬ （７１．４４％５０ｍＬ１瓶） 1023

イオメロン３５０注シリンジ１３５ｍＬ （７１．４４％１３５ｍＬ１
筒） 1024

イオメロン３５０注シリンジ７５ｍＬ （７１．４４％７５ｍＬ１筒） 1025

イマジニール３５０注１００ｍＬ （７２．７３％１００ｍＬ１瓶） 998

イマジニール３５０注２０ｍＬ （７２．７３％２０ｍＬ１瓶） 999

イマジニール３５０注５０ｍＬ （７２．７３％５０ｍＬ１瓶） 1000

う

ウログラフイン注６０％ （６０％２０ｍＬ１管） 997

お

オムニパーク２４０注１０ｍＬ （５１．７７％１０ｍＬ１瓶） 1017

オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ （６４．７１％１００ｍＬ
１筒） 1017

オムニパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ （６４．７１％１５０ｍＬ
１筒） 1018

オムニパーク３００注シリンジ５０ｍＬ （６４．７１％５０ｍＬ１
筒） 1019

オムニパーク３５０注１００ｍＬ （７５．４９％１００ｍＬ１瓶） 1020

オムニパーク３５０注５０ｍＬ （７５．４９％５０ｍＬ１瓶） 1021

か

ガストログラフイン経口・注腸用 （１ｍＬ） 998

は

バリトゲンＨＤ （９８．６％１０ｇ） 1028

バロス発泡顆粒－Ｓ （１ｇ） 1027

ひ

ビジパーク３２０注１００ｍＬ （６５．１５％１００ｍＬ１瓶） 1001

ビジパーク３２０注５０ｍＬ （６５．１５％５０ｍＬ１瓶） 1001

ビリスコピン点滴静注５０ （１０．５５％１００ｍＬ１瓶） 1002

ま

マグコロール散６８％分包１００ｇ （６８％１００ｇ１包） 1026

マグコロール散６８％分包５０ｇ （６８％５０ｇ１包） 1027

り

リピオドール４８０注１０ｍＬ （１０ｍＬ１管） 1027

７．２．２　機能検査用試薬

Ｌ

ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「タナベ」 （０．１ｍｇ１管） 1031

Ｔ

ＴＲＨ注０．５ｍｇ「タナベ」 （０．５ｍｇ１管） 1032

あ

アルギニン点滴静注３０ｇ「ＡＹ」 （１０％３００ｍＬ１袋） 1029

アンチレクス静注１０ｍｇ （１％１ｍＬ１管） 1030

い

インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」 （０．４％５ｍＬ１管） 1029

く

グルカゴン注射用１単位「ＩＬＳ」 （１Ｕ．Ｓ．Ｐ．単位１瓶（溶
解液付）） 1030

し

ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ （２５ｍｇ１瓶（溶解液付）） 1029

ち

注射用ＧＨＲＰ科研１００ （１００μｇ１瓶（溶解液付）） 1031

ひ

ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「タナベ」 （１００μｇ１瓶（溶解液
付）） 1031

薬効分類別五十音順索引
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ヒルトニン０．５ｍｇ注射液 （０．５ｍｇ１管） 1032

７．２．９　その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）

Ｅ

ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ （１８．１４３％１０ｍＬ１筒） 1033

ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ （１８．１４３％５ｍＬ１筒） 1033

あ

アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン
二塩酸塩 （２ｍＬ１瓶） 1037

お

オムニスキャン静注３２％シリンジ１０ｍＬ （３２．３％１０ｍＬ
１筒） 1034

か

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ１０ｍＬ （６０．４７％１０
ｍＬ１筒） 1036

ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ （６０．４７％
７．５ｍＬ１筒） 1036

そ

ソナゾイド注射用１６μＬ （１瓶（溶解液付）） 1039

と

トレーランＧ液７５ｇ （２２５ｍＬ１瓶） 1037

は

パッチテスト試薬 （１ｍＬ又は１ｇ） 1038

パッチテストパネル（Ｓ） （２枚１組） 1038

ふ

フルオレサイト静注５００ｍｇ （１０％５ｍＬ１瓶） 1039

プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ （１３ｍＬ１筒） 1034

プロハンス静注シリンジ１７ｍＬ （１７ｍＬ１筒） 1035

プロボコリン吸入粉末溶解用１００ｍｇ （１００ｍｇ１瓶） 1040

ほ

ボースデル内用液１０ （１０ｍｇ２５０ｍＬ１袋） 1033

ま

マグネスコープ静注３８％シリンジ１０ｍＬ （３７．６９５％１０
ｍＬ１筒） 1035

マグネスコープ静注３８％シリンジ１５ｍＬ （３７．６９５％１５
ｍＬ１筒） 1036

ゆ

ユービット錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 1037

り

リゾビスト注 （４４．６ｍｇ１．６ｍＬ１瓶） 1038

れ

レギチーン注射液５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１瓶） 1038

７．９　その他の治療を主目的としない医薬品

７．９．９　他に分類されない治療を主目的としない医薬品

あ

アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」 （６０ｍｇ２０ｍ
Ｌ１筒） 1041

ち

チャンピックス錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 1043

チャンピックス錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 1043

に

ニフレック配合内用剤 （１袋） 1042

ひ

ビジクリア配合錠 （１錠） 1045

み

ミオテクター冠血管注 （１瓶１管１組） 1041

ミリプラ用懸濁用液４ｍＬ （４ｍＬ１管） 1044

ミンクリア内用散布液０．８％ （２０ｍＬ１筒） 1040

も

モビプレップ配合内用剤 （１袋） 1042

８　麻薬

８．１　アルカロイド系麻薬（天然麻薬）

８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬

Ｍ

ＭＳツワイスロンカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル） 1062

ＭＳツワイスロンカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル） 1062

あ

アヘンチンキ （１０％１ｍＬ） 1046

アンペック坐剤１０ｍｇ （１０ｍｇ１個） 1058

アンペック坐剤２０ｍｇ （２０ｍｇ１個） 1058

お

オキシコドン徐放錠１０ｍｇＮＸ「第一三共」 （１０ｍｇ１錠） 1046

オキシコドン徐放錠２０ｍｇＮＸ「第一三共」 （２０ｍｇ１錠） 1047

オキシコドン徐放錠４０ｍｇＮＸ「第一三共」 （４０ｍｇ１錠） 1047

オキシコドン徐放錠５ｍｇＮＸ「第一三共」 （５ｍｇ１錠） 1048

オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三共」 （１％１ｍＬ１管） 1049

オキシコドン注射液５０ｍｇ「第一三共」 （１％５ｍＬ１管） 1049

オキノーム散１０ｍｇ （１０ｍｇ１包） 1050

オキノーム散２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１包） 1051

オキノーム散５ｍｇ （５ｍｇ１包） 1052

オプソ内服液１０ｍｇ （１０ｍｇ５ｍＬ１包） 1059

オプソ内服液５ｍｇ （５ｍｇ２．５ｍＬ１包） 1059

こ

コデインリン酸塩錠２０ｍｇ「タケダ」 （２０ｍｇ１錠） 1052

な

ナルサス錠１２ｍｇ （１２ｍｇ１錠） 1053

ナルサス錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 1053

ナルサス錠６ｍｇ （６ｍｇ１錠） 1054

薬効分類別五十音順索引
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ナルベイン注２０ｍｇ （２０ｍｇ２ｍＬ１管） 1055

ナルベイン注２ｍｇ （２ｍｇ１ｍＬ１管） 1055

ナルラピド錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 1056

ナルラピド錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 1056

ナルラピド錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 1057

も

モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「第一三共」 （１％１ｍＬ１管） 1060

モルヒネ塩酸塩注射液２００ｍｇ「タケダ」 （４％５ｍＬ１管） 1060

モルヒネ塩酸塩注射液５０ｍｇ「第一三共」 （１％５ｍＬ１管） 1061

８．２　非アルカロイド系麻薬

８．２．１　合成麻薬

あ

アブストラル舌下錠１００μｇ （１００μｇ１錠） 1065

アブストラル舌下錠２００μｇ （２００μｇ１錠） 1065

た

タペンタ錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 1063

タペンタ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 1063

タペンタ錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 1064

ふ

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 （０．００５％２ｍＬ１
管） 1066

フェンタニル注射液０．５ｍｇ「テルモ」 （０．００５％１０ｍＬ１
管） 1067

フェントステープ０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１枚） 1068

フェントステープ１ｍｇ （１ｍｇ１枚） 1069

フェントステープ２ｍｇ （２ｍｇ１枚） 1071

フェントステープ４ｍｇ （４ｍｇ１枚） 1072

へ

ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」 （３．５％１ｍＬ１管） 1074

れ

レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 （２ｍｇ１瓶） 1074

レミフェンタニル静注用５ｍｇ「第一三共」 （５ｍｇ１瓶） 1075

薬効分類別五十音順索引
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