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NSAIDs・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
14,・25,・41,・47,・51,・147,・149,・151

PL顆粒・・・・・14,・25,・28,・143,・148
PPI・・・・・・・・・・・・102,・108,・112,・113
SSRI・・・・・・・・・・・ 66,・163,・170,・173
SNRI・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

和　文

あ
アイピーディー® ・・・・・・・・197,・207
亜鉛華・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・196,・206
アカメガシワエキス配合・・・・・・・・98
アクラトニウムナパジシル酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,・70

アシノン® ・・・・・・・・・・・・・・・・102,・117
亜硝酸薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
アズノール® ・196,・198,・206,・213

アスピリン・・・・・・・・・14,・25,・41,・51
アスベリン®・・・・・・・・・・・・・176,・185
アスベリンシロップ® ・・・・・・・・・・186
アズロキサ®・・・・・・・・・・・・・102,・120
アゼセトロン塩酸塩・・・・・・・・55,・70
アセチルシステイン・・・・・191,・193
アセトアミノフェン・・・14,・23,・25,・
　　29,・41,・47,・147,・150,・151

アゼプチン®・・・・・・・・・・・・・196,・207
アゼラスチン塩酸塩・・・・・196,・207
アタラックス・・・・・・・・・・・・・196,・207
アタラックス®P・・・・60,・196,・207
アデノシン三リン酸二ナトリウム・
水和物・・・・・・・・・・・・・・・・54,・66,・67

アデホス® ・・・・・・・・・・・・・・54,・66,・67
アドエア® ・・・・・・・・・・・・・・・・176,・187
アドソルビン® ・・・・・・・・・・・・・・90,・96
アドフィード® パップ・・・・・32,・37
アトロベント® ・・・・・・・・・・・176,・187
アニリン系感冒薬配合剤・・・・・・・143
アニリン系鎮痛解熱薬・・・・・・・・・・14
アビリット®・・・・・・・・・・・・・・・・54,・70
アプレピタント・・・・・・・・55,・69,・70
アヘンアルカロイド・・・・・・・・90,・99
アヘンチンキ® ・・・・・・・・・・・・・・90,・99
アヘン末・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90,・99
アボビス® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,・70
アマージ® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41,・52
アミトリプチリン塩酸塩・・・41,・75
アミノエチルスルホン酸・・・・・・・158
アミノフィリン・・・・・・・・・・・・・・・・・158
アムシノニド・・・・・・・・・・・・・197,・210
アメジニウムメチル硫酸塩・・ 54,・67
アモキシシリン・・・・102,・110,・118
アモバン® ・・・・・・・・・・・・・・・・125,・139
アリール酢酸系・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
アルギン酸ナトリウム・・102,・120
アルクロメタゾンプロピオン酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210

アルサルミン® ・・・・・102,・112,・120
アルタット®・・・・・・・・・・・・・102,・117
アルプラゾラム・・・・・・・・・・162,・171
アルメタ® ・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210
アルロイドG® ・ ・・・・・・・・・・102,・120
アレギサール® ・・・・・・・・・・・197,・207
アレグラ® ・・・176,・189,・196,・207
アレジオン® ・176,・189,・196,・207
アレジオン® ドライシロップ・189

アレロック® ・176,・189,・196,・207
アローゼン®・・・・・・・・・・・・・・・・74,・84
アロキシ® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,・70
アンテベート® ・・・・・・・・・・・197,・210
アントラキノン系誘導体・・・74,・84
アントラニル酸系・・・・・・・・・・・・・・・・14
アンブロキソール塩酸塩・・・ 191,・193

い・う
イソソルビド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61
イソプレナリン塩酸塩徐放剤・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,・61,・67,・69

イソプロパミド・・・・・・・・・・・・・・・・・158
イソプロピルアンチピリン・・・・154
イソメニール® ・・・・ 54,・61,・67,・69
イトプリド塩酸塩・ 55,・70,・103,・122
胃粘膜局所麻酔薬・・・・・・・・・・・・・・・・65
イフェンプロジル酒石酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,・66,・67

イブジラスト・・・・・・・・・・・54,・66,・67
イブプロフェン・
・・・・・・・・・14,・25,・28,・41,・51,・153

イプラトロピウム臭化物水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・176,・187

イミグラン®・・・・・・・・・・・・・・・・41,・52
イミグラン® キット皮下注・・・・・51
イメンド® ・・・・・・・・・・・・・・55,・69,・70
イリコロン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90
イリボー® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90,・99
インタール®・・・・・・・・・・・・・197,・207
インダシン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・147
インテバン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・147
インテバン® 坐薬・・・・・・・・・・・・・・・147
インデラル®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
インドメタシン・・・・・・・32,・37,・147
ウインタミン® ・・・・・・・・・・・・・・54,・70
ウレパール®・・・・・・・・・・・・・196,・206

え・お
エカベトナトリウム・・・・・102,・120
エグアレンナトリウム・・102,・120
エスタゾラム・・・・・・・・・・・・・125,・139
エタノールアミン系・・・・・・・・・・・・155
エチゾラム・ 41,・125,・139,・162,・171
エテンザミド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・152
エトドラク・・・・・・・・・14,・21,・25,・27
エバスチン・・・・・・・・・・・・・・・・196,・207

医薬品索引医薬品索引
（医薬品名／医薬品分類名）
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医薬品索引

エバステル®・・・・・・・・・・・・・196,・207
エバミール®・・・・・・・・・・・・・125,・139
エピナスチン塩酸塩・
　　・・・・・・・・176,・189,・196,・207

エフェドリン類・・・・・・・・・・・・・・・・・158
エフピー® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・186
エペリゾン塩酸塩・・・・・・・・・・41,・165
エリスパン®・・・・・・・・・・・・・162,・171
エリスロマイシン・・・・・・・・・・・・・・・189
エリミン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125
エルゴタミン・カフェイン配合薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41,47

エルゴタミン製剤・・・・・・・・・・・41,・50
エレトリプタン臭化水素酸塩・
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41,・52

塩酸セルトラリン・・・・・・・・162,・173
塩酸ピペタナート・・・・・・・・・・・・・・・・98
塩酸ラニチジン塩酸塩・・・・・・・・・117
塩酸ラモセトロン・・・・・・・・・・・・・・・・99
塩酸ロペラミド・・・・・・・・・・・・90,・100
塩酸ロメリジン・・・・・・・・・・・・・41,・48
エンテロノン® ・・・・・・・・・・・・・・90,・99
エンプロスチル・・・・・・・・・・102,・120
塩類下剤・・・・・・・・・・・・・・・・・74,・79,・82
オイラックス® ・・・・・・・・・・・198,・213
オウレン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74,・86
オキサゾラム・・・・・・・・・・・・・162,・171
オキサトミド・・・・・・・・・・・・・196,・207
オキシカム系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
オキシロトピウム臭化物・・ 176,・187
オキセサゼイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
オノン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・197,・207
オピオイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
オピオイドκ受容体作動薬・ 198,・213
オメプラール® ・ ・102,・113,・115,・118
オメプラゾール・・102,・113,・115,・118
オメプラゾン® ・・・・・102,・115,・118
オロパタジン塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・176,・189,・196,・207

オンダンセトロン塩酸塩水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,・70

か
カイトリル®・・・・・・・・・・・・・・・・55,・70
カサンスラノール・ジオクチルソジ
ウムスルホサクシネート・ 74,・82

ガスター® ・・・・・・・・・・102,・117,・205

ガストローム® ・・・・・・・・・・・102,・120
ガストロゼピン® ・・・・・・・・・・・・・・・121
ガスモチン® ・55,・70,・103,・114,・122
葛根湯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158
カトレップ® パップ・・・・・・・・32,・37
ガナトン® ・55,・70,・103,・114,・122
カピステン®・・・・・・14,・25,・41,・51
過敏性腸症候群治療薬・ 75,・88,・90
カフェイン・・・・・・・・・・・・・・・・150,・157
カプサイシン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
カムリード®・・・・・・・・・・・・・102,・120
カルボシステイン・・・・・・・・191,・193
カルメロースナトリウム・・・74,・82
カロナール®・・・・・・・・・・・14,・29,・41
カンゾウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149,・158
浣腸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74,・75
漢方薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160

き・く
機械性下剤・・・・・・・・・・・・・・74,・75,・82
気管支拡張薬・・・・・・・176,・182,・187
吸着薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90,・96
吸入抗コリン薬・・・・176,・187,・188
キョーリンAP2® ・・・・・・・・・・・14,・29
去痰薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156
筋弛緩薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
キンダベート® ・・・・・・・・・・・197,・210
グアイフェネシン・・・・・・・・・・・・・・・156
クアゼパム・・・・・・・・・・・・・・・・125,・139
グアヤコールスルホン酸カリウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156

グラニセトロン塩酸塩・・・・・55,・70
クラリシッド® ・・・・・・・・・・・102,・118
クラリス® ・・・・・・・・・・・・・・・・102,・118
クラリスロマイシン・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102,・110,・118

クラリチン® ・176,・189,・196,・207
クリアナール® ・・・・・・・・・・・191,・193
クリアミン®・・・・・・・・・・・・・・・・41,・47
グリセリン浣腸・・・・・・・・・・・・・・・・・・74
クレゾールスルホン酸・・・・・・・・・157
クレマスチンフマル酸塩・・ 196,・207
クロキサゾラム・・・・・・・・・・162,・171
クロタミトン軟膏・・・・・・・・198,・213
クロチアゼパム・75,・88,・162,・171
クロベタゾールプロピオン酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210

クロベタゾン酪酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210

クロペラスチン・・・・・・・・・・・・・・・・・156
クロモグリク酸ナトリウム・197,・207
クロリムス軟膏・・・・・・・・・・・・・・・・・204
クロルジアゼポキシド・・162,・171
クロルフェニラミンマレイン酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148,・150,・155

クロルプロマジン塩酸塩・・・54,・70

け・こ
経皮局所吸収型NSAIDs製剤・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32，・37

ケタス® ・・・・・・・・・・・・・・・・・54,・66,・67
ケトチフェンフマル酸塩・・ 196,・207
ケトプロフェン・
・・・・・・14,・25,・32,・37,・39,・41,・51

ケナコルトA® ・ ・・・・・・・・・・197,・210
解熱鎮痛薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151
ケミカルメディエーター遊離阻害薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・196,・197,・207

ゲンノショウコ配合・・・・・・・・・・・・・98
降圧薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
抗アレルギー薬・・・・・・・・・・196,・207
抗うつ薬・・・・・・・・・・・・41,・58,・75,・80
抗コリン薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90,・98
抗精神病薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,・70
向精神薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
合成ヒドロタルサイト・・・・・・・・・158
抗てんかん薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
抗ヒスタミン薬・
・・・・・54,・66,・67,・147,・148,・149,・
155,・172,・196,・203,・205,・207

抗不安薬・・・・・・・・・・・・・・・・・41,・75,・88
抗めまい薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
コキシブ系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
コデインリン酸水和物・・176,・185
コリオパン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
コロネル® ・・・・・・・・・75,・88,・90,・99
コンスタン®・・・・・・・・・・・・・162,・171
コントール®・・・・・・・・・・・・・162,・171
コントミン®・・・・・・・・・・・・・・・・54,・70

さ
サイトテック®  
・・・・・・21,・22,・27,・102,・112,・120

柴朴湯・・・・・・・・・・・・・・・162,・170,・174
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サイレース®・・・・・・・・・・・・・125,・139
ザジテン® ・・・・・・・・・・・・・・・・196,・207
殺菌防腐薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90,・98
坐薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74,・75
サリチルアミド・ 14,・25,・149,・153
サリチル酸系NSAIDs・・・146,・149
サリチル酸系製剤・・・・・・・・・・・・・・・147
サルタノール® ・・・・・・・・・・・176,・187
サルチル酸系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
サルブタモール・・・・・・・・・・176,・187
サルメテロール・・・・・・・・・・176,・187
サルメテロールキシナホ酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・176,・187

サワシリン®・・・・・・・・・・・・・102,・118
酸化亜鉛軟膏・・・・・・・・・・・・・196,・206
酸化マグネシウム・ ・74,・82,・86,・158
三環系抗うつ薬・・・・・・・・・・・・・・・・・172
ザンタック®・・・・・・・102,・117,・205
酸分泌阻害薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113

し
ジアゼパム・・・・・・41,・60,・162,・171
ジェイゾロフト® ・・・・・・・・162,・173
四環系抗うつ薬・・・・・・・・・・・・・・・・・172
シクロスポリン・・・・・・・・・・197,・212
ジクロフェナクナトリウム・
・ ・14,・25,・26,・32,・37,・41,・51,・147

刺激型貼付剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
次硝酸ビスマス・・・・・・・・・・・・・90,・96
シスプラチン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
次炭酸ビスマス・・・・・・・・・・・・・90,・96
ジヒデルゴット® ・・・・・・・・・・・・・・・・41
ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41,・48

ジヒドロコデインリン酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149,・155

ジフェニドール塩酸塩・54,・66,・67
ジフェニルピラリン塩酸塩・・・・155
ジフェニルメタン系誘導体・74,・85
ジフェンヒドラミン塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・155,・196,・207

ジフェンヒドラミン・・
ジプロフィリン配合・・・・・54,・67

ジフルコルトロン吉草酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210

ジフルプレドナート・・・・・197,・210
シプロヘプタジン塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148,・196,・207

ジフロラゾン酢酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 197,・210

次没食子酸ビスマス・・・・・・・・90,・96
シムビコート® ・・・・・・・・・・・176,・187
シメチジン・・・・・・・・・・・・・・・・102,・117
ジメチルイソプロピルアズレン・
軟膏・・・・・・・・196,・198,・206,・213

シメトリド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
ジメモルファン・・・・・・・・・・・・・・・・・156
臭化チキジウム・・・・・・・・・・・・・90,・98
臭化ブチルスコポラミン・・・90,・98
臭化メペンゾラート・・・・・・・・90,・98
収斂薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90,・96
昇圧薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,・66,・67
消化管運動改善薬・・・・・・・・・・・・・・・113
消化管運動機能改善薬・・55,・69,・70
消化管運動調整薬・・・・・・・・・・・75,・88
消化管潰瘍治療薬・・・・・・・・・・・・・・・103
消化管機能改善薬・・・・・・・・・・・・・・・103
生薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159
自律神経作用薬・・・・・・・・・・・・・75,・88
ジルテック® ・176,・189,・196,・207
シングレア®・・・・・・・・・・・・・197,・207
浸潤性下剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79,・82
浸潤性下剤（軟化剤）・・・・・・・・・・・・74
新レシカルボン® 坐剤・・・・・・・・・・74

す
水酸化アルミニウムゲル・・・・・・・158
睡眠薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
スクラルファート・・102,・112,・120
ステロイド外用薬・・・・・・・・204,・210
ステロイド吸入薬・・・・・・・・176,・187
ストガー® ・・・・・・・・・・・・・・・・102,・117
ストロカイン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
スピリーバ®・・・・・・・・・・・・・176,・187
スプラタストトシル酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・197,・207

スマトリプタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
スマトリプタンコハク酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41,・50,・52

スルピリド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,・70
スルピリン水和物・・・・・・・・・・・14,・25
制酸中和薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,・67
制酸薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99,・158
整腸薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90,・93,・99
制吐薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47,・54

せ・そ
生物組織抽出物・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
ゼスラン® ・・・・・・・・・・・・・・・・196,・207
セチリジン塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・176,・189,・196,・207

セチロ® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74
セディール® ・162,・166,・170,・174
セパゾン® ・・・・・・・・・・・・・・・・162,・171
セファドール® ・・・・・・・・・54,・66,・67
セミアルカリプロティナーゼ・157
セラスター® テープ・・・・・・・・32,・37
セラペプチダーゼ・
・・・・・・・・・・・・・・147,・157,・191,・193

セラミド配合軟膏・・・・・・・・196,・206
セルシン® ・・・・・・41,・60,・162,・171
セルタッチ® パップ・・・・・・・・32,・37
セルテクト®・・・・・・・・・・・・・196,・207
セルベックス® ・・・・・・・・・・・102,・120
セレキノン® ・
・55,・70,・75,・88,・90,・101,・103,・122

セレコキシブ・・・・・・14,・22,・25,・28
セレコックス® ・・・・ 14,・22,・25,・28
セレナール®・・・・・・・・・・・・・162,・171
セレニカ®R・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
セレベント®・・・・・・・・・・・・・176,・187
セロクラール® ・・・・・・・・・54,・66,・67
セロトーン®・・・・・・・・・・・・・・・・55,・70
セロトニン5-HT4受容体作動薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

セロトニン・ノルアドレナリン・
再取り込み阻害薬・・・・・・・・・・・・・66

選択的セロトニン再取り込み・
阻害薬・・・・・・・・65,・66,・162,・173

センナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74,・84,・86
センノシド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74,・84
総合感冒薬・・・・・・・・・・・・・・・・143,・148
ゾーミッグ®・・・・・・・・・・・・・・・・41,・52
ゾピクロン・・・・・・・・・・・・・・・・125,・139
ゾフラン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,・70
ソメリン® ・・・・・・・・・・・・・・・・125,・139
ソラナックス® ・・・・・・・・・・・162,・171
ソランタール® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
ゾルピデム酒石酸塩・・・・・125,・139
ゾルミトリプタン・・・・・・・・・・・41,・52
ソルメドロール® ・・・・・・・・・・・・・・・・70
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ダーゼン® ・・・・・・・・・・147,・191,・193
ダイアコート® ・・・・・・・・・・・197,・210
第一世代抗ヒスタミン薬・・ 196,・207
ダイオウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74,・86
耐性乳酸菌製剤・・・・・・・・・・・・・90,・99
大腸刺激性下剤・・・74,・75,・79,・84
大腸刺激性下剤と塩類下剤の・
配合剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74,・86

第二世代抗ヒスタミン薬・・ 196,・207
タガメット®・・・・・・・・・・・・・102,・117
タクロリムス水和物軟膏・・ 197,・212
タケプロン® ・102,・113,・115,・118
多糖類分解酵素・・・・・・・・・・・・・・・・・157
タベジール®・・・・・・・・・・・・・196,・207
タリオン® ・・・176,・189,・196,・207
ダルメート®・・・・・・・・・・・・・125,・139
炭酸水素ナトリウム・・・54,・67,・74
タンドスピロンクエン酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162,・166,・174

タンナルビン® ・・・・・・・・・・・・・・90,・96
タンニン酸アルブミン・・・・・90,・96
タンパク分解酵素・・・・・・・・・・・・・・・157
チアトン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90,・98
チアミン類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158
チアラミド塩酸塩・・・・・・・・・・・・・・・・28
チオトロピウム臭化物水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・176,・187

チザニジン塩酸塩・・・・・・・・・・・・・・・・41
チペピジンヒベンズ酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156,・176,・185

中枢性鎮咳薬・
・・・・・・・ 147,・155,・176,・177,・185

中枢性非麻酔性鎮咳薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156,・176,・185

中枢性非麻薬性鎮咳薬・・・・・・・・・176
中枢性麻酔性鎮咳薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・155,・176,・185

直腸刺激性下剤・・・・・・・・・・・・・74,・75
ツロブテロール貼付剤・・・176,187

て・と
テオドール®・・・・・・・158,・176,・187
テオフィリン・
・・・・・・・ 157,・176,・187,・188,・209

テオロング®・・・・・・・・・・・・・176,・187

デカドロン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
デキサメタゾン・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
デキサメタゾン吉草酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210

デキサメタゾンプロピオン酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210

デキストロメトルファン・・・・・・・156
デキストロメトルファン・
臭化水素酸塩水和物・・176,・185

テクスメテン® ・・・・・・・・・・・197,・210
デパケン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
デパス® ・ ・ 41,・125,・139,・162,・171
テプレノン・・・・・・・・・・・・・・・・102,・120
デプロメール® ・・・・・142,・162,・173
テラナス® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
テルシガン®・・・・・・・・・・・・・176,・187
テルネリン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
デルモベート® ・・・・・・・・・・・197,・210
テレミンソフト® ・・・・・・・・・・・・・・・・74
天然ケイ酸アルミニウム・・・90,・96
トーク® 点鼻液・・・・・・・・・・・・・・・・・148
ドグマチール® ・・・・・・・・・・・・・・54,・70
ドパミンD2受容体拮抗薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60,・62,・114

ドパミン受容体拮抗薬・ 54,・70,・114
トプシム® ・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210
ドプス® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,・67
ドラール® ・・・・・・・・・・・・・・・・125,・139
トラニラスト・・・・・・・・・・・・・197,・207
トラネキサム酸・・・・・・・・・・147,・157
トラベルミン® ・・・・・・・・・・・・・・54,・67
トラマゾリン点鼻液・・・・・・・・・・・・148
トランコロン® ・・・・ 75,・88,・90,・98
トランサミン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・147
トリアゾラム・・・・・・・・・・・・・125,・139
トリアムシノロンアセトニド・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210

トリプタノール® ・・・・・・・・・・・41,・75
トリプタン系薬・・・41,・47,・49,・52
トリプロリジン塩酸塩・・・・・・・・・155
トリメブチン・・・・・・・・・・・・・・・・75,・88
トリメブチンマレイン酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・55,・70,・103,・122

ドロキシドパ・・・・・・・・・・・・・・・・54,・67
トロピセトロン塩酸塩・・・・・55,・70
ドンペリドン・
・・・・・・・・・・・・・54,・70,・103,・114,・122

な
ナイキサン® ・14,・23,・24,・25,・41,・51
内耳・脳循環改善薬・・・54,・67・,69
ナウゼリン® ・54,・70,・103,・114,・122
ナゼア® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,・70
ナプロキセン・
・・・・・・・・・・・14,・23,・24,・25,・41,・51

ナボール® テープ・・・・・・・・・・・32,・37
ナボール® パップ・・・・・・・・・・・32,・37
ナボバン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,・70
ナラトリプタン塩酸塩・・・・・41,・52
ナルフラフィン塩酸塩・・198,・213
ニザチジン・・・・・・・・・・・・・・・・102,・117
ニトラゼパム・・・・・・・・・・・・・125,・139
ニフラン® ・・・・・・・・・・・・・・14,・23,・25
ニポラジン®・・・・・・・・・・・・・196,・207
ニメタゼパム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125
乳酸菌製剤・・・・・・・・・・・・・・90,・94,・99
ニューロキンA受容体拮抗薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55,・70

尿素含有軟膏・・・・・・・・・・・・・196,・206
ネオーラル®・・・・・・・・・・・・・197,・212
ネオフィリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158
ネリゾナ® ・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210
ネルボン® ・・・・・・・・・・・・・・・・125,・139
粘液修復薬・・・・・・・・・・・・・・・・191,・193
粘液潤滑薬・・・・・・・・・・・・・・・・191,・193
粘液溶解薬・・・・・・・・・・・・・・・・191,・193
ノイロトロピン® ・・・・・・・・・・・14,・29
ノスカピン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156
ノバミン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,・70

は・ひ
パーキンソン病治療薬・54,・66,・67
配合剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
ハイペン® ・・・・・・・・・14,・21,・25,・27
パキシル® ・・・・・・・・・・・・・・・・162,・173
白金製剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
白色ワセリン・・・・・・・・・・・・・196,・206
パセトシン®・・・・・・・・・・・・・102,・118
バランス® ・・・・・・・・・・・・・・・・162,・171
パリエット® ・102,・113,・115,・118
バルコーゼ®・・・・・・・・・・・・・・・・74,・82
ハルシオン®・・・・・・・・・・・・・125,・139
バルビツール酸系・・・・・・・・130,・172
バルプロ酸ナトリウム・・・・・・・・・・41
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ハロキサゾラム・・・・・・・・・・125,・139
パロキセチン塩酸塩水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162,・173

パロノセトロン塩酸塩・・・・・55,・70
半夏厚朴湯・・・・・・・・・・162,・170,・174
パンテチン®・・・・・・・・・・・74,・79,・88
パントシン・・・・・・・・・・・・・・74,・79,・88
ビーマス® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74,・82
ビオフェルミン® ・・・・・・・・・・・90,・99
ビオフェルミン®R・・・・・・・・・・・・・・99
ピコスルファートナトリウム・
水和物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74,・85

ビサコジル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74,85
ビスダーム®・・・・・・・・・・・・・197,・210
ヒスタミンH1受容体拮抗薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・176,・182,・189

ヒスタミンH2受容体拮抗薬・
・・・・・・・・・・・・・・102,・109,・112,・113

非ステロイド性抗炎症薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,・25,・47,・51

非ステロイド性消炎外用薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・198,・213

ビスマス製剤・・・・・・・・・・・・・・・・90,・96
ビソルボン®・・・・・・・・・・・・・191,・193
ビタミンB5・・・・・・・・・・・・・・・・・・74,・88
ビタミン剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74
ヒドロキシジン塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60,・196,・207

ヒドロキシジンパモ酸塩・・ 196,・207
ヒドロコルチゾン酪酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210

非バルビツール酸系・・・・・・・・・・・・130
非ピリン系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
ピペタナートとアカメガシワエキ
スの合剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90

ヒベルナ・・・・・・・・・54,・67,・196,・207
非ベンゾジアゼピン系・・125,・130
ピラゾロン系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
ピラノ酢酸系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
ピリナジン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
ピリン系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
ピリン系薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154
ヒルドイド®・・・・・・・・・・・・・196,・206
ピレチア® ・ ・ 54,・67,・150,・196,・207
ピレンゼピン塩酸塩・・・・・・・・・・・・121

ふ
ファモチジン・・・・・・・・・・・・・102,・117

フェキソフェナジン塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・176,・189,・196,・207

フェニル酢酸系・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
フェノチアジン系薬・・・・・・・・・・・・・71
フェルビナク・・・・・・・・・・・・・・・・32,・37
フェロベリンA® ・・・・・・・・・・・・90,・98
副交感神経遮断薬・・・・・・65,・75,・88
副腎皮質ステロイド・・・・・・・・70,・72
ブスコパン®・・・・・・・・・・・65,・90,・98
ブチルスコポラミン臭化物・・・・・65
ブテゾニド・・・・・・・・・・・・・・・・176,・187
フドステイン・・・・・・・・・・・・・191,・193
ブトロピウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
フラジール®・・・・・・・・・・・・・102,・118
プラノプロフェン・・・・・・14,・23,・25
プランルカスト水和物・・197,・207
プリンペラン® ・
・・・・・・54,・69,・70,・103,・114,・122

フルオシノニド・・・・・・・・・・197,・210
フルオシノロンアセトニド・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210

フルコート®・・・・・・・・・・・・・197,・210
フルジアゼパム・・・・・・・・・・162,・171
プルゼニド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74,・84
フルチカゾンプロピオン酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・176,・187

フルトプラゼパム・・・・・・・・162,・171
フルニトラゼパム・・・・・・・・125,・139
ブルフェン® ・ 14,・25,・28,・41,・51
フルボキサミンマレイン酸・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 162,・173

フルメタ® ・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210
フルラゼパム塩酸塩・・・・・125,・139
フルルビプロフェン・・・・・・・・32,・37
フルルビプロフェンアキセチル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,・25,・28

フレックス® テープ・・・・・・・・32,・37
プレドニゾロン・・・・・・・・・・197,・210
プレドニゾロン吉草酸エステル・
酢酸エステル・・・・・・・・・・197,・210

プロカテロール・・・・・・・・・・176,・187
プロクロルペラジンマレイン酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,・70

プロスタグランジン製剤・・・・・・・112
ブロチゾラム・・・・・・・・・・・・・125,・139
プロテカジン® ・・・・・・・・・・・102,・117
プロトピック® ・・・・・・・・・・・197,・212
プロトンポンプ阻害薬・
・・・99,・102,・108,・112,・113,・115

プロパデルム® ・・・・・・・・・・・197,・210
プロピオン酸系・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
プロピオン酸デキサメタゾン・
プロピオン酸エステル・・・・・・197

プロピルアミン系・・・・・・・・・・・・・・・155
プロプラノロール塩酸塩・・・・・・・・41
プロマック®・・・・・・・・・・・・・102,・120
ブロムヘキシン塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156,・191,・193

プロメタジン塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・54,・67,・196,・207

プロメタジンメチレン・
ジサリチル酸塩・・・・・14,・25,・150

ブロメライン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・157
分泌細胞正常化薬・・・・・・・・191,・193

へ・ほ
ベクロメタゾンプロピオン酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210

ヘスペリジン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158
ベタヒスチンメシル酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,・66,・67

ベタメサゾン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
ベタメタゾン吉草酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210

ベタメタゾンジプロピオン酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210

ベトネベート® ・・・・・・・・・・・197,・210
ベノジール®・・・・・・・・・・・・・125,・139
ヘパリン類似物質軟膏・・196,・206
ベポタスチンベシル酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・176,・189,・196,・207

ペミロラストカリウム・・197,・207
ベラパミル塩酸塩・・・・・・・・・・・・・・・・41
ペリアクチン® ・・・・・148,・196,・207
ベルベリン塩化物・・・・・・・・・・・・・・・・98
ペレックス® 顆粒・・・・・・・・143,・148
ベンコール®・・・・・・・・・・・・・・・・74,・82
ベンザリン®・・・・・・・・・・・・・125,・139
ベンゾジアゼピン系・・・・・125,・130
ベンゾジアゼピン系薬剤・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162,・164・,・171

ベンゾジアゼピン受容体作動薬・
・・・・・・・ 125,・130,・131,・136,・139

ペントキシベリン・・・・・・・・・・・・・・・156
ボアラ® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210
防御因子増強薬・・・・・・・・・・102,・122
膨張性下剤・・・・・・・・・・・・・・74,・79,・82
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ホクナリン® テープ・・・・・176,・187
保湿・保護薬・・・・・・・196,・203,・206
ポラプレジンク・・・・・・・・・・102,・120
ポララミン® ・ ・ 148,・150,・196,・207
ポリカルボフィルカルシウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75,・88,・90,・99

ホリゾン® ・・・・・・・・・・・・・・・・162,・171
ポリフル® ・・・・・・・・・75,・88,・90,・99
ボルタレン® ・
・・・・・・・・・14,・25,・26,・41,・51,・147

ボルタレン® 坐薬・・・・・・・・・・・・・・・147
ホルモテロールフマル酸塩水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・176,・187

ポンタール®・・・・・・14,・25,・41,・51

ま〜も
マイザー® ・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210
マイスリー®・・・・・・・・・・・・・125,・139
マイナートランキライザー・・・・・60
マオウ・・・・・・・・・・・・・・・149,・158,・160
マクサルト®・・・・・・・・・・・・・・・・41,・52
末梢性鎮咳薬・・・・・・・176,・178,・187
マレイン酸トリメブチン・・・ 90,・101
ミオナール®・・・・・・・・・・・・・・・41,・165
ミグシス® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
ミソプロストール・
・・・・・・21,・22,・27,・102,・112,・120

ミドドリン塩酸塩・・・・・・・・・・・54,・67
ムコサール®・・・・・・・・・・・・・191,・193
ムコスタ® ・・・・・・・・・・・・・・・・102,・120
ムコソルバン® ・・・・・・・・・・・191,・193
ムコダイン®・・・・・・・・・・・・・191,・193
ムコフィリン® ・・・・・・・・・・・191,・193
無水リン酸二水素ナトリウム坐剤・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74

メイラックス® ・・・・・・・・・・・162,・171
メイロン® ・・・・・・・・・54,・60,・67,・68
メキタジン・・・・・・・・・・155,・196,・207
メサデルム®・・・・・・・・・・・・・197,・210
メジコン® ・・・・・・・・・・・・・・・・176,・185
メジコン® シロップ・・・・・・・・・・・・186
メチルエフェドリン塩酸塩・・・・158
メチルプレドニゾロン・・・・・・・・・・70
メチロン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,・25
メトクロプラミド・
・・・・・・54,・69,・70,・103,・114,・122

メトリジン®・・・・・・・・・・・・・・・・54,・67

メトロニダゾール・・102,・110,・118
メナミン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
メフェナム酸・・・・・・14,・25,・41,・51
メプチン® ・・・・・・・・・・・・・・・・176,・187
メペンゾラート臭化物・・・・・75,・88
メラトニン受容体作動薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125,・130,・142,

メリスロン®・・・・・・・・・・・54,・66,・67
メロキシカム・・・・・・14,・22,・25,・26
免疫抑制薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・212
メントール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
モービック®・・・・・・14,・22,・25,・26
モーラス® テープ・・・・・・32,・37,・39
モーラス® パップ・・・・・・・・・・・32,・37
モサプリド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114
モサプリドクエン酸塩・・103,・122
モサプリドクエン酸塩水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,・70

モメタゾンフランカルボン酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210

モンテルカストナトリウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・197,・207

や・ゆ
ヤクバン® テープ・・・・・・・・・・・32,・37
ユーロジン®・・・・・・・・・・・・・125,・139
ユニフィル®・・・・・・・・・・・・・176,・187

ら〜わ
ラキソベロン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74
酪酸プロピオン酸ベタメサゾン・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210

ラクティオン® パップ・・・・・32,・37
ラックビー®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90
ラックビー®R・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99
ラックビー® 微粒N・・・・・・・・・・・・・99
ラニチジン塩酸塩・・・・・・・・102,・117
ラフチジン・・・・・・・・・・・・・・・・102,・117
ラベプラゾールナトリウム・
・・・・・・・・・・・・・・102,・113,・115,・118

ラメルテオン・・・・・・・125,・130,・142
ラモセトロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90
ラモセトロン塩酸塩・・・・・・・・55,・70
ランソプラゾール・
・・・・・・・・・・・・・・102,・113,・115,・118

リーゼ® ・・・・・・・・・75,・88,・162,・171
リザトリプタン安息香酸塩・41,・52

リザベン® ・・・・・・・・・・・・・・・・197,・207
リスミー® ・・・・・・・・・・・・・・・・125,・139
リズミック®・・・・・・・・・・・・・・・・54,・67
リゾチーム塩酸塩・・・・・・・・・・・・・・・157
リドメックス® ・・・・・・・・・・・197,・210
利尿薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
リボフラビン類・・・・・・・・・・・・・・・・・158
硫酸マグネシウム配合・・・・・74,・86
リルマザホン塩酸塩水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125,・139

リン酸コデイン・90,・99,・176,・185
リンデロン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
リンデロン®DP・・・・・・・・・・197,・210
リンデロン®V・・・・・・・・・・・197,・210
ルボックス®・・・・・・・142,・162,・173
レスタス® ・・・・・・・・・・・・・・・・162,・171
レスタミン®・・・・・・・・・・・・・196,・207
レダコート®・・・・・・・・・・・・・197,・210
レバミピド・・・・・・・・・・・・・・・・102,・120
レミッチ® ・・・・・・・・・・・・・・・・198,・213
レルパックス® ・・・・・・・・・・・・・・41,・52
レンドルミン® ・・・・・・・・・・・125,・139
ロイコトリエン受容体拮抗薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・197,・205,・207

ロートエキス® 散・・・・・・・・・・・90,・98
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102,・117

ロキソニン®・・・・・14,・25,・26,・147
ロキソニン® テープ・・・・・・・・32,・37
ロキソニン® パップ・・・・・・・・32,・37
ロキソプロフェンナトリウム・
・・・・・・・・・14,・25,・26,・32,・37,・147

ロコイド® ・・・・・・・・・・・・・・・・197,・210
ロゼレム® ・・・・・・・・・・125,・130,・142
ロピオン® ・・・・・・・・・・・・・・14,・25,・28
ロヒプノール® ・・・・・・・・・・・125,・139
ロフラゼプ酸エチル・・・・・162,・171
ロペミン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・90,・100
ロラゼパム・・・125,・139,・162,・171
ロラタジン・・・176,・189,・196,・207
ロラメット®・・・・・・・・・・・・・125,・139
ロルメタゼパム・・・・・・・・・・125,・139
ワーファリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110
ワイパックス® ・ 125,・139,・162,・171
ワクシニアウイルス接種家兎炎症
皮膚抽出液含有製剤・・・・・14,・29

ワソラン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41


