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数　字

10％塩化ナトリウム･･･････････････785
5–FU･･･････ ･280（消化）,･725（抗癌）,･729
5％フルクトン注･･････････････････787

欧　文

Ａ

ABPC･･････････････････････ ･630,･668

ABPC/SBT･････････････････････ ･668

acarbose････････････････････････ ･406

acetaminophen････ ･630,･648,･714（消炎）
acetazolamide･
････････････257（呼吸）,･624,･625（眼）

aciclovir･
･･･ ･570,･597（皮膚）,･608（眼）,･614,･639

aclarubicin･hydrochloride･････････ ･460

adalimumab･････････････････････ ･306

adenosine･triphosphate･disodium･
･････････････････････････ ･642,･644

adfovir･pivoxil･･･････････････････ ･328

adriamycin･････････････････････ ･724

alendronate･sodium･hydrate･･････ ･443

alfacalcidol･･････････････････････ ･369

alimemazine･tartrate･････････････ ･581

allopurinol･･････････････････ ･377,･438

alprazolam･hydrochloride･････････ ･549

alprostadil･alfadex･･･････････････ ･606

alteplase････････････････････････ ･497

amantadine･････････････････････ ･503

ambroxol･hydrochloride･･････････ ･242

amino･acid･branched–chain･･･ ･345,･346

aminophylline･･･････････････････ ･240

amiodarone･hydrochloride･
･････････････････････ ･185,･203,･214

AMK･･････････････････････････ ･683

amlodipine･besilate･･････････････ ･208

amoxicillin･
･････ ･221,･569（女性）,･629（耳鼻）,･649

amoxicillin・potassium･clavulanate････243
amoxicillin･clavulanate･･･････････ ･629

amoxicillin･hydrate････････････････382
AMPC･････････････････････････ ･668

AMPC/CVA････ ･629（耳鼻）,･669（抗菌）
ampicillin･･･････････････････ ･569,･630
ampicillin･sodium/sulbactam･sodium･
･･･････････････････････221,･244,･274

AMR･･･････････････････････････ ･270

amrubicin･hydrochloride･
･････････････ ･270（呼吸）,･734（抗癌）

apraclonidine･hydrochloride･･････ ･621
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verapamil･hydrochloride･････ ･204,･211
vidarabine･･････････････････････ ･639

vincristine･･････････････････････ ･473

vincristine･sulfate･･･････････････ ･727

vinorelbine･ditartrate･
･････････････ ･267（呼吸）,･727（抗癌）

VLB･･･････････････････････････ ･727

VNR･･･････････････････････････ ･267

VP–16･･････････････････････････ ･264

Ｗ

warfarin･potassium････195,･249,･252,･495

Ｚ

zanamivir･hydrate･･･････････････ ･220

zolpidem･tartrate････････････････ ･542

zonisamide･･････････････････････ ･505

和文

あ

アイオピジン･･･････････････････ ･621

アイトロール･････････････････････190
アイピーディ･･･････････････････ ･517

アーガメイトゼリー･････････････ ･363

アカルディ･････････････････････ ･185

アカルボース･･･････････････ ･406,･407
アクチット注･････････････････････786
アクチバシン･･･････････････････ ･497

アクトシン軟膏･････････････････ ･606

アクトス･･･････････････････････ ･404

アクトネル･････････････････････ ･443

アクラシノン･･･････････････････ ･460

アクラルビシン塩酸塩･･･････････ ･460

アクロマイシン･････････････ ･660,･691

アコレート･･･････････････････････257
アザクタム･････････････ ･352,･656,･677

アザシチジン･･･････････････････ ･464

アザチオプリン･････ ･305,･311,･338,･492
アザニン･･･････････････････ ･305,･311

アザルフィジンEN･･･････････････ ･488

亜酸化窒素ガス（エア・ウォーター） 

･････････････････････････････ ･772

アシクリル･･･････････････････････639
アシクロビル････････ ･36,･570,･597,･639
アシクロビル眼軟膏･････････ ･608,･614
アジスロマイシン水和物･
･････････････････ ･222,･568,･659,･689

アシタザノラスト･････････････････610
アシノン･･･････････････････････ ･287

アスタット軟膏･･･････････････････599
アストスCA･･･････････････････････446
アストリック･････････････････････639
アズトレオナム･････････ ･352,･656,･677

アスパラ–CA････････････････････ ･445

アスパラカリウム注10mEq･････････785
アスピリン 

･････ ･707（消炎）,･189（循環）,･496,･519
アスピリン・ダイアルミネート･
･････････････ ･496（神経）,･519（精神）

アスピリン（アセチルサリチル酸）･･ ･707

アスペノン･･･････････････････････203
アスポキシシリン水和物･･･････････668
アズマネックス･･･････････････229,･235
アセタゾラミド･
････････････257（呼吸）,･624,･625（眼）

アセタノール･････････････183,･191,･209
アセチルスピラマイシン･･･････････690
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アセトアミノフェン･
･････････････ ･94,･630,･648,･714（消炎）

アゼプチン･････････････････ ･586,･633
アセブトロール塩酸塩･････183,･191,･209
アゼラスチン塩酸塩･････････ ･586,･633
アゾセミド･･･････････････････184,･392
アタラックス–P 

･･････････259（呼吸）,･580,･581（皮膚）
アダラートL････････････････････ ･191

アダリムマブ･･･････････････ ･306,･486
アーチスト･････････････ ･183,･191,･209
アデカット･･･････････････････････182
アデノシン三リン酸二ナトリウム･
･････････････････････････ ･642,･644

アテノロール･･･････ ･183,･190,･209,･260
アデビロック･････････････････････444
アデホスコーワ･････････････ ･642,･644
アデホビルピボキシル･･･････････ ･328

アデラビン9号･･････････････････ ･321

アーテン･･･････････････････････ ･503

アドエア，–ディスカス 

････230（呼吸）,･235（呼吸）,･516（小児）
アドコルチン･････････････････････576
アドシルカ･･･････････････････････254
アドソルボカルピン･････････････ ･621

アドナ（AC–17）･････････････････ ･244

アトラント･･･････････････････････599
アドリアシン･･･ ･473（血液）,･724（抗癌）
アドリアマイシン･･･････････････ ･724

アトルバスタチンカルシウム水和物･･･415
アドレナリン･････････････････････173
アトロピン硫酸塩水和物･････････ ･197

アトロベント･･･････････････････ ･227

アトワゴリバース･･･････････････ ･777

アナフラニール･･･････････････････528
アナペイン注･･･････････････････ ･780

アネキセート･････････････････････124
アバスチン･････ ･271（呼吸）,･729（抗癌）
アバプロ･････････････････････183,･366
アービタックス･････････････････ ･729

アピドラ･････････････････････････408
アビリット･･･････････････････････537
アプシード･･･････････････････････695
アフタッチ貼付錠･･･････････････ ･638

アプラクロニジン塩酸塩点眼液･･･ ･621

アプリンジン塩酸塩･･･････････････203
アベロックス 

･････････ ･221,･222,･243,･382,･658,･686

アボルブ･･･････････････････････ ･398

アマリール･････････････････････ ･405

アマンタジン塩酸塩･････････････ ･503

アミオダロン塩酸塩･ ･185,･199,･203,･214
アミカシン硫酸塩･･･････････ ･658,･683

アミカリック･････････････････････787
アミサリン･･･････････････････････202
アミトリプチリン塩酸塩･･･････････528
アミノトリパ1号，–2号････････････788
アミノフィリン･････････････････ ･240

アミノフリード･･･････････････････787
アミノレバン，–EN･･････････ ･345,･346

アミペニックス･････････････････ ･569

アムシノニド･････････････････････575
アムノレイク･････････････････････462
アムホテリシンB･･････････････････615
アムルビシン塩酸塩･
･････････････ ･270（呼吸）,･734（抗癌）

アムロジピンベシル酸塩･････････ ･208

アムロジン･････････････････････ ･208
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アモキサピン･････････････････････528
アモキサン･･･････････････････････528
アモキシシリン･････････････ ･221,･382,
･569（女性）,･629（耳鼻）,･649,･654,･668

アモキシシリン・クラブラン酸配合･
･････ ･243,･629（耳鼻）,･654,･669（抗菌）

アモスラロール塩酸塩･････183,･191,･209
アモバン･･････････････････････24,･540
アモリン･･･････････････････････ ･569

アモロルフィン塩酸塩･････････････599
アラセナ–A軟膏･････････････････ ･639

アラセプリル･････････････････････182
アラノンジー･･･････････････ ･461,･472
アラバ･････････････････････････ ･488

アラミスト･････････････････････ ･634

アリクストラ･･･････････････････ ･248

アリセプト･････････････････････ ･518

アリナミン，–F･････････ ･124,･347,･789
アリピプラゾール･･･････････････ ･536

アリムタ･･･････ ･268（呼吸）,･733（抗癌）
アリメジン･････････････････････ ･581

アリメマジン酒石酸塩･･･････････ ･581

アリルエストレノール･････････････398
アルガトロバン･････････････････ ･498

アルクロメタゾンプロピオン酸エステル･
･･･････････････････････････････576

アルケラン･････ ･469（血液）,･731（抗癌）
アルダクトンA 

････184（循環）,･344（消化）,･392（腎尿）
アルタット･････････････････････ ･288

アルチバ･･･････････････････････ ･753

アルデシンAQネーザル････････257,･635
アルテプラーゼ･････････････････ ･497

アルファカルシドール･･･････ ･369,･444

アルファロール･････････････ ･369,･444
アルブミナー5％静注，25％静注････787
アルプラゾラム･････････････ ･540,･549

アルプロスタジルアルファデクス･･･ ･606

アルベカシン･････････････････････658
アルマール･･･････････････183,･191,･209
アルメタ･････････････････････････576
アレギサール･･･････････････ ･517,･610
アレグラ 

･････ ･258,･578,･589（皮膚）,･633（耳鼻）
アレジオン･････････････ ･257,･587,･633
アレビアチン･････････････････････166
アレリックス･････････････････184,･392
アレロック 

･････ ･258,･578,･589（皮膚）,･633（耳鼻）
アレンドロン酸ナトリウム水和物･･･ ･443

アログリプチン安息香酸塩･････････407
アロシトール･･･････････････ ･377,･438

アロチノロール塩酸塩･････183,･191,･209
アロテック･････････････････････ ･197

アロプリノール･････････ ･377,･438,･461
アンカロン･････････ ･185,･199,･203,･214
アンジュ21･･･････････････････････562
アンスロンビンP–ベーリング･･･････481
安
あん

中
ちゅう

散
さん

･････････････････････ ･796,･800

アンテベート･････････････････575,･600
アントラサイクリン･･･････････････457
アンピシリン･･･････ ･352,･569,･630,･654
アンピシリン・クロキサシリンナトリウ
ム水和物配合（1：1）･･････････････669

アンピシリン/スルバクタム････････654
アンピシリン水和物･････････････ ･668

アンピシリンナトリウム・スルバクタム
ナトリウム配合････ ･221,･244,･274,･668
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5–FU代謝阻害薬配合剤･････････････269
5P’s･･････････････････････････････116
50％致死量･･･････････････････････142

欧　文

Ａ〜Ｃ

ACE阻害薬･･･････････182,･195,･208,･214
Acinetobacter･･･････････････････････663
ACLS････････････････････････････113
ACTH測定･･･････････････････････162
ACTH分泌低下症･････････････････418
acute･kidney･injury（AKI）･
急性腎障害･････････････････････361

AHI･･････････････････････････････255
apnea･hypopnea･index･････････････255
ARB･････････････････182,･195,･208,･214
ATRA･･･････････････････････････457
B型及びC型肝炎ウイルスの感染者に対
する治療の標準化に関する臨床的研究･
･･･････････････････････････････323

B型肝炎キャリア･･････････････････474
B型慢性肝炎･･････････････････････322
Bacteroides fragilis･group････････････655
BCG･････････････････････････････510
bioavailability･････････････････････659
Blumberg徴候･････････････････････295
BNP･･････････････････････････････73
BPHガイドライン･････････････････396
BPPV･････････････････････････････48
C型慢性肝炎･･････････････････････322

Candida，Aspergillus･･････････････663
Candida･albicans，albicans･････････663
central･SAS･･･････････････････････255
Chlamydia trachomatis･･･････････････660
Chlamydophila pneumoniae 

･･･････････････････657,･659,･660,･664
CHOP････････････････････････････466
Citrobacter･ ･･･････････････････････663
Clostridium difficile infection，CDI･････661
Clostridium difficile感染･･････････････661
CO2ナルコーシス･･･････････････････75
Collagenous･colitis････････････････ ･84
COPD･････････････････････････73,･225
COPD診断と治療のためのガイドライン･
･･･････････････････････････････225

COX–1阻害･･･････････････････････707
COX–2･･･････････････････････････699
COX–2選択性が高い薬剤･･･････････705
CPAP････････････････････････････255
Crohn病･･･････････････････････84,･301
CSAS････････････････････････････255
Cushing病････････････････････････423
Cyclospora cayetanensis･･････････････662
Cytochrome･P450･･････････････････660

Ｄ〜Ｆ

D–zone･test･･･････････････････････660
definitive･therapy･････････････････652
DESIGN･･････････････････････････603
DIC･･････････････････････････247,･476
DIC治療薬････････････････････････480
E. coli，Klebsiella，Proteus･ ･････････664
EBD･･････････････････････････････38
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ED診療ガイドライン･･･････････････396
empirical･therapy･････････････････652
Enterobacter･･･････････････････････663
Enterococcus･･･････････････････････654
ERT･････････････････････････････555
FDAによる薬剤リスクファクターのカテ
ゴリー分類･･････････････････････571

FENa････････････････････････････136
Fever･work–up･･･････････････････653
Fitz–Hugh–Curtis症候群･･･････････133
Fluoroquinolone･･･････････････････658

Ｇ〜Ｉ
Gardnerella vaginalis････････････････661
GI療法･･･････････････････････････161
Gilbert症候群･･････････････････････39
Global･Initiative･for･Asthma･GINA･
･･･････････････････････････････232

Global･Initiative･for･Chronic･Obstructive
･ Lung･Disease（GOLD）････････････225
GnRHアゴニスト･･････････････560,･563
Goligher分類･･････････････････････314
Group･A･Streptococcus･･････････････660
H2受容体拮抗薬･･･････････････････286
Haemophilus influenzae･･･････656,･659,･664
Haemophilus influenzae･type･b（Hib）････664
hand･drop･test････････････････････127
hCG–hMG（FSH）療法･･････････････420
Helicobacter pylori･･････････････660,･661
Hirschsprung病････････････････････84
Holmstrom療法･･･････････････････552
hyperventilation･syndrome･････････258
IgA腎症･･････････････････････････388
IgA腎症診療指針･･････････････････388
IGF–Ⅰ（ソマトメジンC）････････････430

infusion･reaction･･･････････････････474
Isospora belli･･･････････････････････662

Ｋ〜Ｌ

Kaufmann療法････････････････421,･552
keyboard･sign･････････････････････289
kiesselbach部位････････････････････64
Kümmell圧痛点･･･････････････････295
Lanz圧痛点･･･････････････････････295
LD50･･････････････････････････････142
Legionella･････････････････659,･660,･664
Legionella pneumophila･ ･････････････657
LH–RHアゴニスト･････････････････399
LH–RH間欠投与法･････････････････421
LH–RH間欠皮下注療法･････････････420
Listeria monocytogenes･･･････････662,･664
LowT3症候群･････････････････････433

Ｍ〜Ｏ

major･tranquilizer･････････････････347
MAO–B阻害薬････････････････････504
Mariotte盲点拡大･･･････････････････56
McBurney圧痛点･･････････････････295
Ménière病･･････････････47,･48,･640,･641
minor･tranquilizer･････････････････347
Moraxella catarrhalis････････656,･659,･664
MRワクチン･･････････････････････508
MRSA･･･････････････････････654,･657
MSSA････････････････････････････654
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