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10％塩化ナトリウム･･･････････････839
5–FU･･･････ ･311（消化）,･776（抗癌）,･780
5％フルクトン注･･････････････････841
6–MP･･････････････････････････ ･504
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ABPC･･････････････････････ ･680,･718

ABPC/SBT･････････････････････ ･718

acarbose････････････････････････ ･443

acetaminophen･
････680（耳鼻）,･698（耳鼻）,･764（消炎）

acetazolamide･････ ･285（呼吸）,･674（眼）
aciclovir･
･･･ ･620,･647（皮膚）,･658（眼）,･664,･689

aclarubicin･hydrochloride･････････ ･503

adalimumab･････････････････ ･340,･347
adenosine･triphosphate･disodium･
･････････････････････････ ･692,･694

adfovir･pivoxil･･･････････････････ ･362

adrenaline････････････････････････216
adriamycin･････････････････････ ･775

alendronate･sodium･hydrate･･････ ･485

alfacalcidol･･････････････････････ ･406

alimemazine･tartrate･････････････ ･631

aliskiren･fumarate･･･････････････ ･231

allopurinol･･････････････････ ･414,･480

alprazolam･hydrochloride･････････ ･599

alprostadil･alfadex･･･････････････ ･656

alteplase････････････････････････ ･544

amantadine･････････････････････ ･552

ambroxol･hydrochloride･･････････ ･270

amino･acid･branched–chain･･･････ ･380

aminophylline･･･････････････････ ･267

amiodarone･hydrochloride･
･････････････････････ ･194,･224,･237

AMK･･････････････････････････ ･733

amlodipine･besilate･･････････････ ･230

amoxicillin･
･････ ･245,･619（女性）,･679（耳鼻）,･699

amoxicillin・potassium･clavulanate･
･･･････････････････････････････271

amoxicillin･clavulanate･･･････････ ･679

amoxicillin･hydrate････････････････419
AMPC･････････････････････････ ･718

AMPC/CVA････ ･679（耳鼻）,･719（抗菌）
ampicillin･･･････････････････ ･619,･680
ampicillin･sodium・sulbactam･sodium･
･･･････････････････････････････271
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t–PA･･･････････････････････････ ･544

tacrolimus･hydrate･
･･･････････････ ･346（消化）,･663（眼）

tafluprost･･･････････････････････ ･673

talipexole･････････････････････････551
tamsulosin･hydrochloride･････････ ･435

TAZ/PIPC･ ････････････････ ･330,･720

Tazobactam･Piperacillin･Hydrate･
･･･････････････････････････････330

tazobactam/piperacillin･･･････ 305,･389
TBPM–PI･･････････････････････ ･680

TC･････････････････････････････ ･740

tebipenem･pivoxil･･･････････････ ･680

tegafur，gimeracil，oteracil･potassium･
･････････････ ･299（呼吸）,･312（消化）

tegafur，uracil･･････････････････ ･299

tegafur・gimeracil・oteracil･potassium･
･････････････････････････････ ･776

TEIC･･･････････････････････････ ･731

telaprevir･･･････････････････････ ･368

teriparatide（genetical･recombination）･
･････････････････････････････ ･488

TFLX･･････････ ･680（耳鼻）,･737（抗菌）
thalidomide･････････････････････ ･520

theophylline･ ･･･････ ･216,･254,･265,･270
thiamazole･･････････････････････ ･475

thiamylal･sodium･･････････････････826
thiopental･sodium･･･････････････ ･826

thrombomodulin･alfa･････････････ ･527

tiaramide･hydrochloride･･････････ ･764

ticlopidine･hydrochloride･
･････････････････････ ･205,･543,･571

timolol･maleate･･････････････････ ･671

tiopronin･････････ ･415（腎尿）,･667（眼）
tiotropium･bromide･hydrate･･････ ･250

TOB･･･････････････････････････ ･733

tocopherol･acetate･･･････････････ ･376

tocopherol･nicotinate･････････････ ･456

tolvaptan･･･････････････････････ ･197

tosufloxacin･････････････････････ ･680

trafermin（genetic･recombination）･･ ･655

tramadol･hydrochloride/acetaminophen･
･････････････････････････････ ･809

tramazoline･hydrochloride････････ ･285

tranexamic･acid･････････････ ･272,･525

trastuzumab････････････････････ ･779

travoprost･･････････････････････ ･673

tretinoin････････ ･506（血液）,･781（抗癌）
triamcinolone･acetonide･･････････ ･688

tribenoside・lidocaine････････････ ･349

trichlormethiazide･･･････････････ ･237

trihexyphenidyl･････････････････ ･552

trilostane･･･････････････････････ ･469

trimebutine･maleate･････････････ ･335

triprolidine･hydrochloride････････ ･633

TS–1･･･････････ ･312（消化）,･776（抗癌）
tulobuterol･･････････････････････ ･566

tulobuterol･hydrochloride････ ･253,･261
TXL･･･････････････････････････ ･296

Ｕ

UFT･･･････････････････････････ ･299

ulinastatin･･････････････････････ ･393

urokinase･･･････････････････････ ･277

ursodeoxycholic･acid･････ ･355,･358,･365,･
371,･373,･374,･376,･383,･385
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valaciclovir･hydrochloride････ ･621,･646

valsartan・amlodipine･besilate････ ･231

VCM･･･････････････････････････ ･730

VCR･･･････････････････････････ ･778

verapamil･hydrochloride･････ ･224,･234
vidarabine･･････････････････････ ･689

vilanterol･trifenatate・fluticasone･
furoate･･･････････････････････ ･263

vincristine･･････････････････････ ･516

vincristine･sulfate･･･････････････ ･778

vinorelbine･ditartrate･
･････････････ ･297（呼吸）,･778（抗癌）

VLB･･･････････････････････････ ･778

VNR･･･････････････････････････ ･297

VP–16･･････････････････････････ ･294

Ｗ

warfarin･potassium･
･････････････････ ･211,･277,･280,･542

Ｚ

zanamivir･hydrate･･･････････････ ･244

zolpidem･tartrate････････････････ ･592

zonisamide･･････････････････････ ･553

ω

ω–3脂肪酸エチル･･････････････････456

和文

あ

アイオピジン･･･････････････････ ･670

アイトロール･････････････････････203
アイピーディ･･･････････････････ ･567

アイファガン･･･････････････････ ･670

アイミクス･･･････････････････････231
アーガメイト･････････････････････144
アーガメイトゼリー･････････････ ･400

アカルディ･････････････････････ ･197

アカルボース･･･････････････ ･443,･444
アキシチニブ･･･････････････････ ･783

アキネトン･･･････････････････････179
アクチット注･････････････････････841
アクチバシン･･･････････････････ ･544

アクトシン軟膏･････････････････ ･656

アクトス･････ ･377（消化）,･441（内分泌）
アクトネル･････････････････････ ･486

アクラシノン･･･････････････････ ･503

アクラルビシン塩酸塩･･･････････ ･503

アクロマイシン･････････････ ･710,･740

アコレート･･･････････････････････285
アザクタム･････････････ ･389,･706,･727

アサコール･･･････････････････････343
アザシチジン･･･････････････････ ･507

アザチオプリン･････ ･339,･345,･372,･538
アザニン･･･････････････････ ･339,･345

アザルフィジンEN･･･････････････ ･534

亜酸化窒素･････････････････････ ･825

亜酸化窒素ガス（エア・ウォーター） 

･････････････････････････････ ･825

アシクリル･･･････････････････････689
アシクロビル････････ ･37,･620,･647,･689
アシクロビル眼軟膏･････････ ･658,･664
アジスロマイシン･････････････618,･709
アジスロマイシン水和物･
･････････････････････ ･246,･271,･739
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5−FU代謝阻害薬配合剤････････････299
5P’s･･････････････････････････････122
50％致死量･･･････････････････････149
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ACE阻害薬･･･････････192,･213,･230,･237
Acinetobacter･･･････････････････････713
ACLS････････････････････････････119
ACTH測定･･･････････････････････169
ACTH分泌低下症･････････････････457
acute･kidney･injury（AKI）･･････････398
AHI･･････････････････････････････283
apnea･hypopnea･index･････････････283
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