
数 字 ・ 欧 文
5-FU… ………………………… 156
A型ボツリヌス毒素… …………63
D-マンニトール… …………… 129
EPA… ………………………………96
EPA/DHA 製剤…………………96
L-アスパラギナーゼ………… 158
L-ドパ………………………………54
L-ドパ・カルビドパ… …………54
L-ドパ・カルビドパ・エンタ 

カポン……………………………54
L-ドパ・ベンセラジド…………54
MSコンチン…………………… 165
N-メチルスコポラミン……… 144

和 文
ア

アーガメイト…………………… 103
アーチスト……………… 115, 124
アーテン……………………………54
アービタックス………………… 157
アイソボリン…………………… 158
アイトロール…………… 120, 124
アカルディ……………………… 125
アカルボース………………………91
アキシチニブ…………………… 157
アクチノマイシンD…………… 155
アクチバシン………………………46
アクテムラ…………………………88
アクトス… …………………………91
アクトネル…………………………83
アクリジニウム………………… 140
アクロマイシン………………… 172
アザルフィジンEN… …………88
アシクロビル…………………… 178
アジスロマイシン……………… 172
アシノン………………………… 144
アジルサルタン… …………… 110
アジルバ………………………… 110

アジレクト…………………………54
アスパルト…………………………92
アスピリン………………… 34, 106
アスピリン…………………………34
アスペノン……………………… 115
アセタゾラミド………………… 129
アセトアミノフェン………………34
アゼルニジピン… …………… 110
アゾセミド……………………… 129
アダラート……………… 110, 120
アダリムマブ………………………88
アデノシン三リン酸（ATP） 
… ……………………………… 116

アテノロール………………111, 115
アデホス………………………… 116
アテレック……………………… 110
アドリアシン…………………… 155
アトルバスタチン…………………96
アドレナリン…………… 125, 133
アトロピン……………………… 116
アトロピン……………………… 116
アトロベント…………………… 140
アナグリプチン……………………91
アナストロゾール……………… 157
アナフラニール… ………………66
アバスチン……………………… 157
アバタセプト………………………88
アバプロ………………………… 110
アピキサバン…………………… 106
アピドラ……………………………92
アファチニブ…………………… 157
アフィニトール………………… 157
アブストラル…………………… 166
アプリンジン…………………… 115
アプルウェイ……………………91
アプレゾリン…………………… 124
アプレピタント………………… 151
アポカイン…………………………54
アポモルヒネ………………………54
アマリール…………………………91

アマンタジン……………… 55, 178
アミオダロン…………………… 115
アミカシン……………………… 172
アミカシン硫酸塩…………… 172
アミサリン……………………… 115
アミティーザ…………………… 149
アミトリプチリン…………………66
アミノフィリン… ……………… 140
アムルビシン…………………… 155
アムロジピン…………… 110, 120
アムロジン……………… 110, 120
アメジニウム…………………… 133
アモキシシリン………………… 172
アモキシシリン・クラブラン酸 
… ……………………………… 172

アモバン……………………………79
アラセプリル…………………… 110
アリクストラ…………………… 106
アリセプト…………………………59
アリミデックス………………… 157
アリムタ………………………… 156
アリロクマブ………………………96
アルガトロバン……………………46
アルギン酸ナトリウム… …… 145
アルケラン……………………… 155
アルサルミン…………………… 145
アルダクトンA………… 124, 129
アルテプラーゼ… ………………46
アルファカルシドール… ………83
アルファロール……………………83
アルプラゾラム……………………75
アルプロスタジル…………… 138
アルプロスタジルアルファデ 

クス…………………………… 138
アルベカシン…………………… 172
アルミゲル……………………… 144
アルロイドG…………………… 145
アレクチニブ…………………… 157
アレグラ……………………………43
アレジオン…………………………43
アレセンサ……………………… 157
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アレビアチン……………………49
アレロック…………………………43
アレンドロネート…………………83
アローゼン……………………… 148
アロキシ………………………… 151
アログリプチン……………………91
アロマシン……………………… 157
アンカロン……………………… 115
アンピシリン…………………… 172
アンピシリン・スルバクタム 
… ……………………………… 172

アンピロキシカム… ……………34
アンペック……………………… 165

イ
イーケプラ…………………………49
イーシー・ドパール… …………54
イグザレルト…………………… 106
イクセロン…………………………59
イグラチモド………………………88
イストラデフィリン………………55
イセパマイシン………………… 172
イソプレナリン………………… 116
イダマイシン…………………… 155
イダルビシン…………………… 155
一硝酸イソソルビド…… 120, 124
イナビル………………………… 178
イノバン… ……………… 125, 133
イブプロフェン……………………34
イプラグリフロジン… …………91
イプラトロピウム……………… 140
イホスファミド………………… 155
イホマイド……………………… 155
イマチニブ……………………… 157
イミダプリル…………………… 110
イミプラミン… ……………………66
イミペネム・シラスタチン…… 172
イメンド… ……………………… 151
イリノテカン…………………… 156
イルベサルタン… …………… 110
イレッサ………………………… 157
インダカテロール…………… 140
インダパミド…………………… 129

インテバン…………………………34
インデラル…………………111, 115
インドメタシン……………………34
インフリキシマブ…………………88
インライタ……………………… 157

ウ
ヴォトリエント………………… 157
ウブレチド…………………………66
ウメクリジニウム……………… 140
ウラピジル………………… 66, 111
ウロキナーゼ… …………………46
ウロナーゼ…………………………46

エ
エースコール…………………… 110
エキセナチド………………………92
エキセメスタン………………… 157
エクア………………………………91
エクザール……………………… 156
エクサシン……………………… 172
エクセグラン………………………49
エクリラ………………………… 140
エスタゾラム………………………79
エスポー………………………… 103
エゼチミブ…………………………96
エソメプラゾール……………… 144
エタネルセプト……………………88
エダラボン…………………………46
エチゾラム…………………………75
エチドロネート……………………83
エチレフリン…………………… 133
エドキサバン…………………… 106
エトスクシミド……………………49
エトドラク… ………………………34
エトポシド……………………… 156
エナラプリル…………… 110, 124
エノキサパリン………………… 106
エバスチン…………………………43
エバステル…………………………43
エパデール…………………………96
エピナスチン………………………43
エピペン注射液… …………… 133

エピルビシン…………………… 155
エピレオプチマル… ……………49
エフィエント…………………… 106
エフピー……………………………54
エブランチル………………………66
エプレレノン…………… 124, 129
エペリゾン…………………………63
エベロリムス…………………… 157
エポエチンアルファ… ……… 103
エポエチンベータ… ………… 103
エポエチンベータペゴル…… 103
エポジン………………………… 103
エホチール……………………… 133
エボロクマブ………………………96
エリキュース…………………… 106
エリスロシン…………………… 172
エリスロマイシン……………… 172
エリル… ……………………………46
エルプラット…………………… 155
エルロチニブ…………………… 157
エロビキシバット……………… 149
エンクラッセ…………………… 140
塩酸バンコマイシン………… 173
エンタカポン………………………54
エンドキサン…………………… 155
エンパグリフロジン… …………91
エンブレル…………………………88

オ
オイグルコン………………………91
オーキシス……………………… 140
オーグメンチン………………… 172
オキサリプラチン… ………… 155
オキシコドン…………………… 165
オキシコンチン… …………… 165
オキシブチニン… ………………66
オキノーム……………………… 165
オキファスト…………………… 165
オザグレル…………………………46
オゼックス……………………… 173
オセルタミビル………………… 178
オノアクト……………… 115, 124
オパルモン……………………… 138
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オプジーボ……………………… 157
オプソ…………………………… 165
オフロキサシン… …………… 173
オマリグリプチン…………………92
オメプラール…………………… 144
オメプラゾール………………… 144
オラスポア……………………… 171
オラセフ………………………… 171
オランザピン……………… 70, 151
オリベス………………………… 115
オルミエント………………………88
オルメサルタン………………… 110
オルメテック…………………… 110
オレンシア…………………………88
オロパタジン………………………43
オングリザ…………………………91
オンコビン……………………… 156
オンブレス……………………… 140

カ
カイトリル……………………… 151
カコージン……………………… 133
ガスター………………………… 144
ガストロゼピン… …………… 144
カソデックス…………………… 157
カタクロット………………………46
カタボン………………………… 133
カナグリフロジン… ……………91
カナグル……………………………91
カナマイシン…………………… 172
カナマイシン…………………… 172
カバサール…………………………54
ガバペン……………………………49
ガバペンチン………………………49
カプトプリル…………………… 110
カプトリル……………………… 110
カペシタビン…………………… 156
カベルゴリン………………………54
ガランタミン………………………59
カリメート……………………… 103
カルシトリオール…………………83
カルセド………………………… 155
カルタン………………………… 103

カルデナリン…………………… 111
カルバマゼピン… ………………49
カルブロック…………………… 110
カルベジロール… …… 115, 124
カルベニン……………………… 172
カルペリチド…………………… 129
カルボプラチン………………… 155
カルメロース…………………… 148
カロナール…………………………34
乾燥水酸化アルミニウムゲル 
… ……………………………… 144

カンデサルタン… …… 110, 124
カンプト………………………… 156

キ
キサンボン…………………………46
キックリン……………………… 103
キナプリル……………………… 110
ギャバロン…………………………63
キュバール……………………… 140
キロサイド……………………… 156

ク
グーフィス……………………… 149
クエストラン………………………96
クエチアピン………………………70
クエン酸第二鉄… …………… 103
グラクティブ………………………91
グラニセトロン………………… 151
クラビット……………………… 173
クラフォラン…………………… 171
クラリシッド…………………… 172
クラリス………………………… 172
クラリスロマイシン…………… 172
クラリチン…………………………43
グラルギン…………………………92
グリクラジド………………………91
グリコピロニウム……………… 140
グリセオール………………… 129
グリセリン……………………… 149
グリセリン浣腸… …………… 149
クリゾチニブ…………………… 157
グリベック……………………… 157
グリベンクラミド…………………91

グリミクロン………………………91
グリメピリド………………………91
グルコバイ…………………………91
グルファスト………………………92
グルリジン…………………………92
クレキサン……………………… 106
クレストール………………………96
クレメジン……………………… 103
クレンブテロール… ………… 140
クロキサゾラム……………………75
クロチアゼパム… ………………75
クロナゼパム… …………………49
クロバザム…………………………49
クロピドグレル………………… 106
クロミプラミン……………………66
クロルジアゼポキシド… ………75
クロルフェニラミン………………43

ケ
ケアラム……………………………88
ケイキサレート………………… 103
ケトチフェン………………………43
ゲフィチニブ…………………… 157
ケブザラ……………………………88
ケフラール……………………… 171
ケフレックス…………………… 171
ゲムシタビン…………………… 156
ゲンタシン……………………… 172
ゲンタマイシン………………… 172

コ
コアキシン……………………… 171
合成ケイ酸アルミニウム… … 144
合成ケイ酸アルミニウム…… 144
コートリル…………………………38
コートン……………………………38
コスメゲン……………………… 155
ゴセレリン……………………… 157
コデイン………………………… 165
コデインリン酸塩… ………… 165
コナン…………………………… 110
コニール………………… 110, 120
コムタン……………………………54
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コリオパン……………………… 144
ゴリムマブ…………………………88
コルチゾン…………………………38
コルベット…………………………88
コレスチミド… ……………………96
コレスチラミン……………………96
コレバイン…………………………96
コロネル………………………… 148
コンスタン…………………………75
コントール…………………………75

サ
ザーコリ………………………… 157
ザイザル……………………………43
サイトテック…………………… 145
サインバルタ………………………75
サキサグリプチン… ……………91
サクシゾン…………………………38
ザジテン……………………………43
ザナミビル……………………… 178
ザファテック………………………92
サムスカ………………………… 129
サラゾスルファピリジン… ……88
サリドマイド… ………………… 158
サリルマブ…………………………88
サルタノール…………………… 140
サルブタモール………………… 140
サルメテロール………………… 140
サレド… ………………………… 158
サワシリン……………………… 172
酸化マグネシウム… … 144, 148
ザンタック……………………… 144
サンリズム……………………… 115

シ
ジアゼパム……………………49, 75
シーブリ………………………… 140
ジェイゾロフト……………………74
ジェムザール…………………… 156
ジオクチルソジウムスルホサク 

シネート・カサンスラノール
（DSS 合剤）………………… 148

ジオトリフ……………………… 157
シグマート……………………… 120

ジクロフェナク……………………34
シクロホスファミド…………… 155
ジゴキシン……………………… 125
ジゴキシン……………………… 125
ジゴシン………………………… 125
ジスチグミン………………………66
シスプラチン…………………… 155
ジスロマック…………………… 172
ジソピラミド…………………… 115
シタグリプチン……………………91
シタラビン……………………… 156
シナカルセト…………………… 103
ジフェンヒドラミン………………43
ジフェンヒドラミン合剤… … 151
ジプレキサ………………… 70, 151
シプロキサン… ……………… 173
シプロフロキサシン… ……… 173
シプロヘプタジン… ……………43
ジベトス……………………………91
シベノール……………………… 115
シベンゾリン…………………… 115
シムジア……………………………88
シメチジン……………………… 144
ジャディアンス… ………………91
ジャヌビア…………………………91
シュアポスト………………………92
重曹……………………………… 144
硝酸イソソルビド… … 120, 124
ジョサマイシン………………… 172
ジョサマイシン… …………… 172
ジルチアゼム……… 110, 115, 120
ジルテック…………………………43
シルニジピン…………………… 110
シロスタゾール………………… 106
シンバスタチン……………………96
シンビット……………………… 115
シンポニー…………………………88
シンメトレル……………… 55, 178
新レシカルボン… …………… 149
シンレスタール……………………96

ス
水酸化マグネシウム………… 148

スイニー……………………………91
水溶性プレドニン………………38
スインプロイク………………… 149
スーグラ……………………………91
スーテント……………………… 157
スクラルファート……………… 145
スクロオキシ水酸化鉄……… 103
スターシス…………………………92
スタレボ……………………………54
スチバーガ……………………… 157
ストレプトマイシン…………… 172
スニチニブ……………………… 157
スピリーバ……………………… 140
スピロノラクトン……… 124, 129
スピロペント…………………… 140
スプリセル……………………… 157
スボレキサント……………………79
スルピリド……………………… 144
スルファメトキサゾール・ 

トリメトプリム……………… 173
スルペラゾン… ……………… 171
スロンノンHI… …………………46

セ
セイブル……………………………91
セスデン………………………… 144
セタプリル……………………… 110
ゼチーア……………………………96
セチプチリン………………………74
セチリジン…………………………43
セツキシマブ…………………… 157
セニラン……………………………75
セパゾン……………………………75
セパミット……………………… 110
セファクロル…………………… 171
セファゾリン…………………… 171
セファメジンα………………… 171
セファレキシン………………… 171
セファロチン…………………… 171
セフィキシム…………………… 171
セフェピム… …………………… 171
セフォゾプラン………………… 171
セフォタキシム………………… 171
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セフォタックス………………… 171
セフォチアム…………………… 171
セフォペラゾン・スルバクタム 
… ……………………………… 171

セフカペンピボキシル… …… 171
セフジトレンピボキシル… … 171
セフジニル……………………… 171
セフスパン……………………… 171
セフゾン………………………… 171
セフタジジム…………………… 171
セフトリアキソン……………… 171
セフポドキシムプロキセチル 
… ……………………………… 171

セフミノクス… ………………… 171
セフメタゾール………………… 171
セフメタゾン…………………… 171
セフロキサジン… …………… 171
セフロキシムアキセチル… … 171
セベラマー……………………… 103
セララ…………………… 124, 129
セルシン……………………………75
セルトラリン………………………74
セルトリズマブ・ペゴル… ……88
セルベックス…………………… 145
ゼルヤンツ…………………………88
セレギリン…………………………54
セレコキシブ………………………34
セレコックス………………………34
セレネース………………… 70, 151
セレベント……………………… 140
ゼローダ………………………… 156
セロクエル…………………………70
セロケン……………………111, 115
センナ…………………………… 148
センノシド… …………………… 148

ソ
ゾシン…………………………… 172
ソタコール……………………… 115
ソタロール……………………… 115
ゾニサミド……………………49, 55
ゾピクロン…………………………79
ゾビラックス………………… 178

ゾフルーザ……………………… 178
ゾラデックス…………………… 157
ソラナックス………………………75
ソラフェニブ…………………… 157
ソリフェナシン……………………66
ソル・コーテフ… ………………38
ゾルピデム…………………………79
ソル・メドロール… ……………38
ゾレドロネート……………………83

タ
ダイアート……………………… 129
ダイアップ…………………………49
ダイアモックス… …………… 129
ダイドロネル………………………83
ダイピン………………………… 144
ダウノマイシン………………… 155
ダウノルビシン………………… 155
タガメット……………………… 144
ダカルバジン…………………… 155
ダカルバジン… ……………… 155
タキソール……………………… 156
タキソテール…………………… 156
ダクチル………………………… 144
タクロリムス………………………88
タケキャブ……………………… 144
タケプロン……………………… 144
ダサチニブ……………………… 157
タシグナ………………………… 157
タゾバクタム・ピペラシリン 
… ……………………………… 172

タナトリル……………………… 110
ダパグリフロジン… ……………91
ダビガトラン…………………… 106
タペンタ………………………… 166
タペンタドール………………… 166
タミフル………………………… 178
タムスロシン………………………66
タモキシフェン………………… 156
タリビッド……………………… 173
タリペキソール……………………54
タルセバ………………………… 157
ダルベポエチンアルファ…… 103

炭酸カルシウム… …………… 103
炭酸水素ナトリウム…… 144, 149
炭酸ランタン…………………… 103
炭素……………………………… 103
ダントリウム………………………63
ダントロレン………………………63
タンボコール… ……………… 115

チ
チアマゾール………………………99
チウラジール………………………99
チエナム………………………… 172
チオトロピウム………………… 140
チクロピジン…………………… 106
チザニジン…………………………63
チメピジウム…………………… 144
チャルドール…………………… 148
チラーヂン S………………………99
チロナミン…………………………99

テ
ティーエスワン………………… 156
ディオバン……………………… 110
テオドール……………………… 140
テオフィリン…………………… 140
デカドロン…………………………38
テガフール・ギメラシル・ 

オテラシルK… …………… 156
デキサメタゾン……………………38
デグルデク…………………………92
テグレトール………………………49
テシプール…………………………74
デテミル……………………………92
テトラサイクリン……………… 172
テトラミド…………………………74
テネリア……………………………91
テネリグリプチン…………………91
テノーミン…………………111, 115
デノスマブ… ………………………83
デパケン……………………………49
デパス………………………………75
テプレノン……………………… 145
デプロメール………………………74
デベルザ……………………………91
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デメチルクロルテトラサイクリン 
… ……………………………… 172

テモカプリル…………………… 110
テモゾロミド…………………… 155
テモダール……………………… 155
デュラグルチド……………………92
デュロキセチン……………………75
デュロテップ MT… ………… 166
テリパラチド………………………83
テリボン……………………………83
テルネリン…………………………63
テルミサルタン………………… 110
テレミンソフト………………… 148

ト
ドキサゾシン…………………… 111
ドキシサイクリン……………… 172
ドキシル………………………… 155
ドキソルビシン………………… 155
ドグマチール… ……………… 144
トコフェロール……………………96
トシリズマブ………………………88
トスフロキサシン……………… 173
ドセタキセル…………………… 156
ドネペジル…………………………59
ドパストン…………………………54
ドパゾール…………………………54
ドパミン… ……………… 125, 133
トピナ………………………………49
トピラマート………………………49
トファシチニブ……………………88
ドプス……………………… 55, 134
ドブタミン……………… 125, 133
ドブトレックス… …………… 133
ドブポン………………… 125, 133
トブラシン……………………… 172
トフラニール………………………66
トブラマイシン………………… 172
トホグリフロジン… ……………91
ドミン………………………………54
トライコア…………………………96
トラスツズマブ………………… 157
トラセミド… …………………… 129

トラゼンタ…………………………91
トラベルミン…………………… 151
トラマール……………………… 165
トラマドール…………………… 165
トリアゾラム………………………79
トリアムシノロン…………………38
トリクロルメチアジド……111, 129
トリプタノール……………………66
トリヘキシフェニジル… ………54
ドルナー………………………… 138
トルバプタン…………………… 129
トルリシティ………………………92
トレアキシン…………………… 155
トレシーバ…………………………92
トレドミン…………………………75
トレラグリプチン…………………92
トレリーフ…………………………55
ドロキシドパ……………… 55, 134
ドンペリドン…………………… 151

ナ
ナイキサン…………………………34
ナウゼリン……………………… 151
ナテグリニド………………………92
ナトリックス…………………… 129
ナフトピジル………………………66
ナプロキセン………………………34
ナベルビン……………………… 156
ナルデメジン…………………… 149

ニ
ニカルジピン…………………… 110
ニコランジル…………………… 120
ニザチジン……………………… 144
ニソルジピン…………………… 110
ニトラゼパム………………………79
ニトレンジピン………………… 110
ニトロール……………… 120, 124
ニトログリセリン……… 120, 124
ニトロペン……………… 120, 124
ニバジール……………………… 110
ニフェカラント………………… 115
ニフェジピン…………… 110, 120

ニボルマブ……………………… 157
ニュープロ…………………………54
ニューロタン…………………… 110
ニルバジピン…………………… 110
ニロチニブ……………………… 157

ネ
ネオシネジン… ……………… 133
ネオドパストン……………………54
ネオフィリン…………………… 140
ネキシウム……………………… 144
ネクサバール…………………… 157
ネシーナ……………………………91
ネスプ…………………………… 103
ネルボン……………………………79

ノ
濃グリセリン…………………… 129
ノウリアスト………………………55
ノギテカン……………………… 156
ノバスタンHI……………………46
ノバミン………………………… 151
ノバントロン…………………… 155
ノボラピッド………………………92
ノボリンN…………………………92
ノボリンR…………………………92
ノリトレン… ………………………74
ノルアドリナリン……………… 133
ノルアドレナリン……………… 133
ノルトリプチリン…………………74
ノルバスク……………………… 110
ノルバデックス……………… 156
ノルフロキサシン… ………… 173

ハ
ハーセプチン… ……………… 157
パーロデル…………………………54
バイアスピリン… …………… 106
バイエッタ…………………………92
ハイカムチン…………………… 156
ハイペン……………………………34
バイミカード…………………… 110
バイロテンシン… …………… 110
パキシル……………………………74

245

240_薬剤名索引_念校.indd   245 2019/07/26   17:29



※商品名は太字で示す

バキソ………………………………34
バクシダール…………………… 173
バクタ…………………………… 173
バクトラミン…………………… 173
パクリタキセル………………… 156
バクロフェン………………………63
パセトシン……………………… 172
パゾパニブ……………………… 157
バップフォー………………………66
パナルジン……………………… 106
バナン…………………………… 171
パニツムマブ…………………… 157
パニペネム・ベタミプロン 
… ……………………………… 172

ハベカシン……………………… 172
バラシクロビル………………… 178
パラプラチン…………………… 155
バランス……………………………75
パリエット……………………… 144
バリシチニブ………………………88
パルクス………………………… 138
バルコーゼ……………………… 148
バルサルタン…………………… 110
ハルシオン…………………………79
バルトレックス………………… 178
ハルナール…………………………66
バルプロ酸…………………………49
パルミコート…………………… 140
パルモディア… …………………96
バロキサビル・マルボキシル 
… ……………………………… 178

パロキセチン………………………74
ハロスポア……………………… 171
パロノセトロン………………… 151
ハロぺリドール…………… 70, 151
バンコマイシン………………… 173
パンスポリン… ……………… 171
ハンプ…………………………… 129

ヒ
ピートル… ……………………… 103
ビーマス………………………… 148
ピオグリタゾン……………………91

ビカルタミド…………………… 157
ビキサロマー…………………… 103
ビクシリン……………………… 172
ビクトーザ…………………………92
ピコスルファート……………… 148
ピコダルム……………………… 148
ビサコジル……………………… 148
ビ・シフロール……………………54
ビソノテープ……… 111, 115, 124
ビソプロロール…… 111, 115, 124
ピタバスタチン……………………96
ビダラビン……………………… 178
ビダラビン……………………… 178
ビデュリオン………………………92
ヒトインスリン……………………92
ヒドララジン…………………… 124
ヒドロクロロチアジド 
… …………………………111, 129

ヒドロクロロチアジド 
… …………………………111, 129

ヒドロコルチゾン…………………38
ビノレルビン…………………… 156
ビブラマイシン… …………… 172
ピペラシリン…………………… 172
ピペリドレート………………… 144
ヒベルナ……………………………43
ピムロ…………………………… 148
ピモベンダン…………………… 125
ヒューマリンN…………………92
ヒューマリンR……………………92
ヒューマログ………………………92
ヒュミラ……………………………88
ピルシカイニド………………… 115
ビルダグリプチン… ……………91
ピレンゼピン…………………… 144
ピロキシカム………………………34
ビンクリスチン………………… 156
ビンデシン……………………… 156
ビンブラスチン………………… 156

フ
ファーストシン………………… 171
ファスジル…………………………46

ファスティック……………………92
ファムシクロビル……………… 178
ファムビル……………………… 178
ファモチジン…………………… 144
ファルモルビシン… ………… 155
ファロペネム…………………… 172
ファロム………………………… 172
フィルデシン…………………… 156
フェキソフェナジン………………43
フェソロデックス… ………… 156
フェニトイン………………………49
フェニレフリン………………… 133
フェノテロール………………… 140
フェノバール………………………49
フェノバルビタール………………49
フェノフィブラート………………96
フェマーラ……………………… 157
フェルデン…………………………34
フェンタニル…………………… 166
フェンタニル注射液………… 166
フェントス……………………… 166
フォサマック………………………83
フォシーガ…………………………91
フォスブロック………………… 103
フォルテオ…………………………83
フォンダパリヌクス…………… 106
ブシラミン…………………………88
ブスコパン……………………… 144
ブスルファン…………………… 155
ブスルフェクス… …………… 155
ブチルスコポラミン…………… 144
ブデソニド……………………… 140
ブトロピウム…………………… 144
ブホルミン…………………………91
プラザキサ……………………… 106
プラスグレル…………………… 106
プラバスタチン……………………96
プラビックス…………………… 106
プラミペキソール…………………54
プラリア……………………………83
プラルエント………………………96
フランドル……………… 120, 124
フリバス……………………………66
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プリミドン…………………………49
プリミドン…………………………49
プリンペラン…………………… 151
フルイトラン………………111, 129
フルオロウラシル… ………… 156
フルカム……………………………34
プルゼニド……………………… 148
フルタイド……………………… 140
フルチカゾン…………………… 140
フルバスタチン……………………96
ブルフェン…………………………34
フルベストラント……………… 156
フルボキサミン……………………74
フルマリン……………………… 171
ブレオ…………………………… 155
ブレオマイシン………………… 155
フレカイニド…………………… 115
プレガバリン………………………34
プレタール……………………… 106
プレドニゾロン……………………38
プレドニゾロン…………………38
プレドニン…………………………38
プロカインアミド……………… 115
プロカテロール… …………… 140
プログラフ…………………………88
プロクロルペラジン… ……… 151
プロサイリン…………………… 138
プロスタンディン… ………… 138
フロセミド…………………111, 129
プロタノール…………………… 116
ブロチゾラム………………………79
プロテカジン… ……………… 144
プロノン………………………… 115
プロパジール… …………………99
プロパフェノン………………… 115
プロ・バンサイン… ………… 144
プロパンテリン……………… 144
プロピベリン………………………66
プロピルチオウラシル…………99
プロブコール………………………96
プロプラノロール…………111, 115
ブロプレス……………… 110, 124
ブロマゼパム… …………………75

プロマック……………………… 145
プロメタジン………………………43
フロモキセフ…………………… 171
ブロモクリプチン…………………54
フロモックス…………………… 171

ヘ
ベイスン……………………………91
ベクティビックス……………… 157
ベクロメタゾン………………… 140
ベサコリン…………………………66
ベザトール SR……………………96
ベザフィブラート…………………96
ベシケア……………………………66
ベタニス……………………………66
ベタネコール………………………66
ベタメタゾン………………………38
ベニジピン……………… 110, 120
ペニシリンGカリウム……… 172
ベネット……………………………83
ベネトリン……………………… 140
ベハイド……………………111, 129
ベバシズマブ… ……………… 157
ヘパリン………………………… 106
ヘパリンCa…………………… 106
ヘパリンナトリウム… ……… 106
ベプシド………………………… 156
ペマフィブラート…………………96
ペメトレキセド………………… 156
ベラパミル……………… 115, 120
ベラプロスト…………………… 138
ペラミビル……………………… 178
ペリアクチン………………………43
ベルケイド……………………… 157
ペルゴリド…………………………54
ペルジピン… ………………… 110
ベルソムラ…………………………79
ヘルベッサー… … 110, 115, 120
ペルマックス………………………54
ベロテック……………………… 140
ベンコール……………………… 148
ベンザリン…………………………79
ベンジルペニシリン… ……… 172

ベンダムスチン………………… 155
ベンチルヒドロクロロチアジド 
… …………………………111, 129

ペントシリン…………………… 172

ホ
ボグリボース………………………91
ボスミン………………… 125, 133
ホスレノール…………………… 103
ボトックス…………………………63
ボナロン……………………………83
ボノプラザン…………………… 144
ポラキス……………………………66
ポラプレジンク………………… 145
ポララミン…………………………43
ポリエチレンスルホン酸カル 

シウム………………………… 103
ポリカルボフィル……………… 148
ポリスチレンスルホン酸ナト 

リウム………………………… 103
ホリゾン……………………………75
ホリナート……………………… 158
ポリフル………………………… 148
ボルタレン…………………………34
ボルテゾミブ…………………… 157
ポルトラック…………………… 148
ホルモテロール… …………… 140
ポンタール…………………………34

マ
マイスタン…………………………49
マイスリー…………………………79
マイトマイシン………………… 155
マイトマイシンC……………… 155
マキシピーム…………………… 171
マグミット……………… 144, 148
マドパー……………………………54
マプロチリン………………………74
マリゼブ……………………………92
マンニットール………………… 129

ミ
ミアンセリン………………………74
ミオコール……………… 120, 124
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ミオナール…………………………63
ミカルディス…………………… 110
ミグリトール………………………91
ミソプロストール……………… 145
ミチグリニド………………………92
ミトキサントロン……………… 155
ミドドリン… …………………… 133
ミノサイクリン………………… 172
ミノマイシン…………………… 172
ミラベグロン………………………66
ミラペックス………………………54
ミリステープ…………… 120, 124
ミルセラ………………………… 103
ミルナシプラン… ………………75
ミルマグ………………………… 148
ミルリーラ……………………… 125
ミルリノン……………………… 125

ム
ムコスタ………………………… 145
無水リン酸二水素ナトリウム 
… ……………………………… 149

メ
メイアクトMS………………… 171
メイセリン……………………… 171
メイラックス………………………75
メインテート……… 111, 115, 124
メキシチール………………… 115
メキシレチン…………………… 115
メサドン………………………… 166
メサペイン……………………… 166
メソトレキセート…………… 156
メチルジゴキシン… ………… 125
メチルプレドニゾロン… ………38
メトグルコ…………………………91
メトクロプラミド……………… 151
メトトレキサート………… 88, 156
メトプロロール……………111, 115
メトホルミン………………………91
メトリジン……………………… 133
メトレート…………………………88
メドロール…………………………38
メネシット…………………………54

メバロチン…………………………96
メフェナム酸………………………34
メプチン………………………… 140
メマリー……………………………59
メマンチン…………………………59
メルカゾール………………………99
メルファラン…………………… 155
メロペネム……………………… 172
メロペン………………………… 172

モ
モダシン………………………… 171
モニラック……………………… 148
モルヒネ………………………… 165
モルヒネ塩酸塩注射液… … 165

ユ
ユーロジン…………………………79
ユナシン S……………………… 172
ユベラN……………………………96

ヨ
ヨウ化カリウム……………………99
ヨウ化カリウム…………………99

ラ
ラキソベロン…………………… 148
ラクチトール…………………… 148
ラクツロース…………………… 148
ラサギリン…………………………54
ラジカット…………………………46
ラシックス…………………111, 129
ラステット……………………… 156
ラニチジン……………………… 144
ラニナミビル…………………… 178
ラニラピッド…………………… 125
ラピアクタ……………………… 178
ラフチジン……………………… 144
ラベプラゾール………………… 144
ラミクタール………………………49
ラメルテオン………………………79
ラモトリギン………………………49
ランジオロール………… 115, 124
ランソプラゾール……………… 144

ランダ…………………………… 155
ランタス XR………………………92

リ
リーゼ………………………………75
リウマトレックス… ……………88
リオチロニン………………………99
リオナ…………………………… 103
リオレサール………………………63
リキシセナチド……………………92
リキスミア…………………………92
リクシアナ……………………… 106
リクラスト…………………………83
リシノプリル…………………… 124
リスパダール………………………70
リスパダールコンスタ…………70
リスプロ……………………………92
リスペリドン………………………70
リスミー……………………………79
リズミック……………………… 133
リスモダン……………………… 115
リセドロネート……………………83
リツキサン……………………… 157
リツキシマブ…………………… 157
リドカイン……………………… 115
リナグリプチン……………………91
リナクロチド…………………… 149
リバーロキサバン… ………… 106
リバスタッチ………………………59
リバスチグミン……………………59
リバロ………………………………96
リピディル…………………………96
リピトール…………………………96
リフォロース…………………… 148
リプル…………………………… 138
リボトリール………………………49
リポバス……………………………96
リマチル……………………………88
リマプロストアルファデクス 
… ……………………………… 138

リメタゾン…………………………38
硫酸カナマイシン… ………… 172
硫酸ストレプトマイシン…… 172
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硫酸マグネシウム… ………… 148
硫酸マグネシウム水和物…… 148
リュープリン…………………… 157
リュープロレリン……………… 157
リラグルチド………………………92
リリカ… ……………………………34
リルマザホン………………………79
リレンザ………………………… 178
リンゼス………………………… 149
リンデロン…………………………38

ル
ルジオミール………………………74
ルセオグリフロジン… …………91
ルセフィ……………………………91
ルビプロストン………………… 149
ルプラック……………………… 129
ルボックス…………………………74
ルリッド… ……………………… 172

レ
レキソタン…………………………75
レキップ……………………………54
レグパラ………………………… 103
レゴラフェニブ………………… 157

レスタミン…………………………43
レダコート…………………………38
レダマイシン…………………… 172
レトロゾール…………………… 157
レナジェル……………………… 103
レナリドミド…………………… 158
レニベース……………… 110, 124
レパーサ……………………………96
レパグリニド………………………92
レバミピド……………………… 145
レブラミド……………………… 158
レベチラセタム……………………49
レベミル……………………………92
レボセチリジン……………………43
レボチロキシン……………………99
レボフロキサシン… ………… 173
レボホリナート………………… 158
レミケード…………………………88
レミニール…………………………59
レンドルミン………………………79

ロ
ロイコボリン…………………… 158
ロイナーゼ……………………… 158
ローコール…………………………96

ロカルトロール……………………83
ロキシスロマイシン… ……… 172
ロキソニン…………………………34
ロキソプロフェン…………………34
ロサルタン……………………… 110
ロスバスタチン……………………96
ロセフィン……………………… 171
ロゼレム……………………………79
ロチゴチン…………………………54
ロトリガ… …………………………96
ロピニロール………………………54
ロフラゼプ酸エチル… …………75
ロラゼパム…………………………75
ロラタジン…………………………43
ロレルコ……………………………96
ロンゲス………………………… 124

ワ
ワーファリン…………………… 106
ワイパックス………………………75
ワソラン………………… 115, 120
ワルファリン…………………… 106
ワンアルファ………………………83
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数 字 ・ 記 号
2 型糖尿病……………………… 212
α1阻害薬…………………………67
α作用…………………………… 134
α遮断薬……………………111, 113
β1作用… ……………………… 134
β2 刺激薬……………………… 140
β3 アドレナリン受容体刺激 

薬… ………………………………67
β遮断薬…………… 111, 114, 115,  

116, 124

欧 文
A〜K

ACE 阻害薬（angiotensin 
converting enzyme inhib-
itor）……… 110, 112, 114, 124

ACS（acute coronary syn-
drome）……………………… 121

ARB（angiotensin Ⅱ 
receptor blocker） 
… ……………………… 110, 124

ARS（anticholinergic risk 
scale）……………………………58

A型ボツリヌス毒素… …………64
BAD（branch atheromatous 

disease）… ………………… 185
BPSD（behavioral and psy-

chological symptoms of 
dementia）… …………………61

Ca拮抗薬…………110, 113, 115,  
116, 120

C. difficile〔Clostridioides 
（Clostridium） difficile〕 
… …………………146, 176, 190

C. difficile 感染症… ……… 146
C. difficile 関連性腸炎 
… …………………174, 176, 188

COPD（chronic obstructive 
pulmonary disease） 
… ……………………… 141, 187

CTCAE（Common Termi-
nology Criteria for 
Adverse Events）………… 160

DBS（deep brain stimula-
tion）… …………………………57

DMARDs(disease modified 
anti-rheumatic-drugs) 
… …………………………………88

DPP-4（dipeptidyl pepti-
dase 4）阻害薬…………… 215

DVT（deep vein throm-
bosis）………………… 107, 205

EPO（erythropoietin） 製剤 
… ……………………………… 103

GLP-1（glucagon-like pep-
tide-1）受容体作動薬… …92

H. pylori（Helicobacter 
pylori）感染……………… 145

infusion reaction… ……… 160
ITB（intrathecal baclofen 

therapy）療法… ……………64
Kチャネル遮断薬… ………… 116
K保持性利尿薬……………… 129

L〜W
LABA（long-acting β2 ago-

nist）…………………………… 141
LAMA（long-acting musca-

rinic antagonist）… …… 141
L-ドパ持続経腸療法… ………57
MRA（mineralocorticoid 

receptor antagonist）… 124
MRSA（methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus）
腸炎………………174, 176, 188

Naチャネル遮断薬… ……… 116
NMDA（N-methyl-D-aspar-

tate）受容体拮抗薬………59
NSAIDs(nonsteroidal anti-

infllammatory drugs) 
… ……………34, 107, 145, 238

NYHA 心機能分類… ……… 128

PCSK9（proprotein conver-
tase subtilisin/kexin type 
9）阻害薬………………………97

PDE（phosphodiesterase 
Ⅲ）阻害薬… ……………… 125

PG（プロスタグランジン）製剤 
… ……………………… 138, 239

PPI（proton pump inhib-
itor）………………145, 189, 239

PS（performance status） 
… ……………………………… 159

PT-INR（prothrombin 
time-international nor-
malized ratio）…………… 108

QT 延長………………………… 119
SABA（short-acting β2 

agonist）… ………………… 141
SAMA（short-acting mus-

carinic antagonist）…… 141
SBAR（Situation，Back-

ground，Assessment，
Recommendation）… ……21

SIRS（systemic inflamma-
tory response syndrome） 
… ……………………………… 176

SJS（Stevens-Johnson 症 
候群）… ………… 26, 154, 175

SNRI（serotonin and nor-
adrenaline reuptake 
inhibitor）………………………75

SSRI（selective serotonin 
reuptake inhibitor）… ……74

TEN（toxic epidermal 
necrosis）…………………… 175

WHO方式がん疼痛治療法 
… ……………………………… 170

和 文
あ

アカシジア……………………… 153
悪性症候群… ……… 54, 57, 71,  

153, 154
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アシクロビル脳症… ………… 179
アスピリン喘息… ………………37
アテローム血栓性梗塞 
… ……………………… 184, 185

アテローム血栓性脳梗塞…… 107
アドヒアランス……………………30
アナフィラキシー…………………35
アナフィラキシーショック 
… ……………………… 174, 175

アヘンアルカロイド系麻薬性 
鎮痛薬………………………… 165

アミノグリコシド系…………… 172
アルツハイマー病… ……………59
アレルギー…………………………43
アレルギー反応… …………… 174
アンジオテンシンⅡ受容体拮 

抗薬（ARB）………………… 111
アンジオテンシン変換酵素阻害

薬（ACE-Ⅰ）………………… 111
安定狭心症… ………………… 121

い〜お
胃炎… …………………………… 238
胃潰瘍………………145, 187, 238
易感染性…………………… 20, 101
息切れ…………………………… 126
意識障害………………… 131, 214
異常行動………………… 179, 180
依存性……………………… 82, 169
溢水……………………………… 130
溢流性尿失禁……………………67
医療関連感染…… 20, 174, 176, 

188
インクレチン製剤… ……………93
インスリン製剤……… 92, 94, 215
インスリン抵抗性改善薬………91
インスリン分泌促進薬…………91
インフルエンザ……………… 179
インフルエンザ脳症………… 180
ウェアリング・オフ……… 56, 228
ウェアリング・オフ現象… … 229
うつ状態……………………………76
うつ病………………………………76
壊死……………………………… 164

エリスロポエチン製剤… …… 103
嚥下機能……………………………27
嚥下障害………… 27, 71, 73, 229
横紋筋融解症………………97, 98
オピオイド……………………… 165
オピオイドスイッチング……… 168
オピオイド鎮痛薬… ………… 167
オレキシン受容体拮抗薬… …79

か
咳嗽……………………………… 112
過活動性せん妄……………… 194
顎骨壊死……………………………86
下腿浮腫……………100, 113, 126
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