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アジルサルタン・・・・・・・・・・・・19,・31

アジルバ® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,・31

アズノール® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・181

アスピリン・・・・・・52,・54,・68,・120

アスペノン® ・・・・・・・・・・・・・・・・33,・40

アスベリン® ・・・・・・・・・・・・・149,・162

アズマネックス® ・・・・・・・149,・162

アズレンスルホン酸・・
L-グルタミン・・・・・・・・・104,・117

アズロキサ® ・・・・・・・・・・・・・104,・117

アセトアミノフェン・・・・128,・132

アゼプチン® ・・・・・・・・・・・・・169,・174

アセメタシン・・・・・・・・・・・・・・・・・・120

アゼラスチン塩酸塩・・・・169,・174

アゼルニジピン・・・・・・・・・・・・18,・30

アダラート®CR・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18,・30,・52,・66

アタラックス® ・・・・・・・・・・169,・174

アテノロール・
・・・・・・・・・18,・29,・33,・43,・52,・64

アテレック® ・・・・・・・・・・・・・・・・18,・30

アドエア®  
・・・・・・135,・147,・150,・162,・164

アトルバスタチンカルシウム・
水和物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71,・81

アトロベント® ・・・・・・・・・・・・・・・・134

アナグリプチン・・・・・・・・・・85,・101

アナフラニール® ・・・・・・・・・・・・・251

アバプロ® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,・31

アビリット® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251

アプリンジン塩酸塩・・・・・・・33,・40

アベロックス® ・・・・・・・・・・199,・209

アマリール® ・・・・・・・・・85,・97,・100

アミオダロン塩酸塩・・・・・・・33,・46

アミカシン硫酸塩・・・・・・・199,・209

アミサリン® ・・・・・・・・・・・・・・・・33,・40

アミトリプチリン・・・・・・・・・・・・・251

アミノフィリン・・・・・・・・・・・・・・・134

アムシノニド・・・・・・・・・・・・・・・・・・180

アムロジピンベシル酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18,・30,・52,・66

アムロジン® ・・・・・・・・・・・・・・・・18,・30

アモキサピン・・・・・・・・・・・・・・・・・・251

アモキサン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251

アモキシシリン水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104,・116

アモバン® ・・・・・・・・・・・・・・・223,・233

アリセプト® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・266

アルクロメタゾンプロピオン酸
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・181

アルサルミン® ・・・・・・・・・・104,・117

アルタット® ・・・・・・・・・・・・・103,・114

アルファカルシドール・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・302,・311,・320

アルファロール® ・・・・・・・302,・320

アルプラゾラム・・238,・243,・246

アルボ® ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

アルメタ® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・181

アレグラ®  
・・・・・・151,・166,・167,・169,・174

アレジオン®  
・・・・・・151,・166,・167,・169,・174

アレビアチン® ・・・280,・285,・295

アレロック®  
・・・・・・151,・166,・169,・173,・174

アレンドロネート・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・302,・316,・317

アログリプチン・
安息香酸塩・・・・・・・・・・・・・85,・101

アンカロン® ・・・・・・・・・・・・・・・・33,・46

アンテベート® ・・・・・・・・・・・・・・・・180

アンピシリンナトリウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・198,・207

アンヒバ® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132

アンピロキシカム・・・・・・・・・・・・・121

アンプリット® ・・・・・・・・・・・・・・・・251

い・う
イーケプラ® ・・・・・・281,・284,・300

イクセロン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・266

イコサペント酸エチル・・・・71,・80

一硝酸イソソルビド・・・・・・・52,・62

イノベロン® ・・・・・・・・・・・・・281,・301

イバンドロネート・・・・・・・302,・316

イブプロフェン・・・・・・・・・・・・・・・121

イプラトロピウム・
臭化物水和物・・・・・・・・・・・・・・・134

イミプラミン塩酸塩・・・・・・・・・・251

イミペネム水和物・シラスタチ
ンナトリウム配合・・・・・・・・・・198

イルソグラジンマレイン酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104

イルベサルタン・・・・・・・・・・・・19,・31

イルベタン® ・・・・・・・・・・・・・・・・19,・31

医薬品索引医薬品索引
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インダカテロールマレイン・
酸塩・・・・・・・・・・・・・・134,・150,・164

インダシン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120

インダパミド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

インテバン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120

インデラル®  
・・・・・・・・・18,・29,・33,・43,・52,・64

インドメタシンナトリウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120

インドメタシンファルネシル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120

インフリー® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120

ウナギカルシトニン・・・・302,・322

ウルグート® ・・・・・・・・・・・・・104,・117

ウルティブロ®  
・・・・・・135,・146,・150,・151,・164

え
エースコール® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

エカベトナトリウム・・・・104,・117

エクア® ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・85,・101

エグアレンナトリウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104,・117

エクセグラン®  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280,・284,・293

エクラー® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180

エスシタロプラム・・・・・・・・・・・・・251

エスゾピクロン・・・・・・・・・223,・233

エスタゾラム・・・・・・・・・・・・223,・233

エゼチミブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・71,・80

エソメプラゾールマグネシウム
水和物・・・・103,・104,・112,・116

エチゾラム・・・・・・・・238,・243,・246

エディロール® ・・・・・・・・・・302,・320

エトスクシミド・・280,・285,・296

エトドラク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120

エナラプリルマレイン酸塩・・・19

エバスチン・・・・・・・・・・・・・・・169,・174

エバステル® ・・・・・・・・・・・・・169,・174

エパデール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

エバミール® ・・・・・・・・・・・・・223,・233

エビスタ® ・・・・・・・・・・・・・・・302,・318

エピナスチン塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・151,・166,・169,・174

エピネフリン自己注射キット・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・173

エピペン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・173

エピリゾール・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

エピレオプチマル® ・・・・280,・296

エホニジピン塩酸塩エタノール
付加物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,・30

エメダスチンフマル酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169,・174

エモルファゾン・・・・・・・・・・・・・・・121

エリスパン® ・・・・・・238,・243,・246

エリスロシン® ・・・・・・・・・・199,・210

エリスロマイシンステアリン・
酸塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199,・210

エリプタ® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・163

エリミン® ・・・・・・・・・・・・・・・223,・233

エルカトニン・・・・・・・・・・・・・・・・・・302

エルシトニン® ・・・・・・・・・・302,・322

エルデカルシトール・・・・302,・320

塩酸セルトラリン・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238,・248,・251

塩酸バンコマイシン・・・・199,・210

エンプロスチル・・・・・・・・・104,・117

お
オイグルコン® ・・・・・・・・・・・85,・100

オーキシス® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・134

オキサゾラム・・・・・238,・243,・246

オキサトミド・・・・・・・・・・・・169,・174

オキサプロジン・・・・・・・・・・・・・・・121

オキサロール® ・・・・・・・・・・・・・・・・181

オキシトロピウム臭化物・・・・134

オステラック® ・・・・・・・・・・・・・・・・120

オノン® ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169

オメプラール®  
・・・・・・・・・・・・・103,・104,・112,・115

オメプラゾン®  
・・・・・・・・・・・・・103,・104,・112,・115

オルベスコ® ・・・・・・・・・・・・・149,・162

オルメサルタンメドキソミル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,・31

オルメテック® ・・・・・・・・・・・・・19,・31

オロパタジン塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・151,・166,・169,・174

オングリザ® ・・・・・・・・・・・・・・85,・101

オンブレス® ・・・・・・134,・150,・164

か・き
ガスター® ・・・・・・・・・・・・・・・103,・114

ガストローム® ・・・・・・・・・・104,・117

ガストロゼピン® ・・・・・・・・・・・・・103

ガスロンN® ・・・・・・・・・・・・・104,・117

ガバペン® ・・・・・・・・281,・284,・299

ガバペンチン・・・・・281,・284,・299

カピステン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

カムリード® ・・・・・・・・・・・・・104,・117

ガランタミン・
臭化水素酸塩・・・・・・・・・・・・・・・266

カルシトラン® ・・・・・・・・・・302,・322

カルシトリオール・・・・・・・302,・320

カルテオロール塩酸塩・・・・52,・64

カルデナリン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

カルバマゼピン・
・・・・・・・・・・・・・280,・284,・286,・291

カルビスケン® ・・・・・・・・・・・・・33,・43

カルブロック® ・・・・・・・・・・・・・18,・30

カルベジロール・
・・・・・・・・・・・・・・18,・33,・43,・52,・64
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カロナール® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132

カンデサルタンシレキセチル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,・31

キシロカイン® ・・・・・・・・・・・・・33,・40

キノロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・209

キプレス® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169

キュバール® ・・・・・・・・・・・・・149,・162

キュビシン® ・・・・・・・・・・・・・199,・210

キンダベート® ・・・・・・・・・・・・・・・・181

緊張性頭痛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・240

く〜こ
クアゼパム・・・・・・・・・・・・・・・223,・233

クエチアピンフマル酸塩・・・・266

グラクティブ® ・・・・・・・・・・・85,・101

グラケー® ・・・・・・・・・・・・・・・302,・321

クラビット® ・・・・・・・・・・・・・199,・209

グラマリール® ・・・・・・・・・・・・・・・・266

クラミドフィラ・・・・・・・・・・・・・・・202

グラム陰性桿菌・・・・・・・・・・・・・・・217

クラリシッド® ・・・・・・・・・・104,・116

クラリス®  
・・・・・・・・・・・・・104,・116,・199,・209

クラリスロマイシン・
・・・・・・・・・・・・・111,・116,・199,・209

クラリチン®  
・・・・・・151,・166,・167,・169,・174

グリクラジド・・・・・・・・・・・・・85,・100

グリコピロニウム臭化物・・・・134

グリコピロニウム臭化物／イン
ダカテロールマレイン酸塩・
・・・・・・135,・146,・150,・151,・164

グリコラン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85

クリノリル® ・・・・・・・・・・・・・120,・131

グリベンクラミド・・・・・・・・85,・100

グリミクロン® ・・・・・・・・・・・85,・100

グリメサゾン® ・・・・・・・・・・・・・・・・181

グリメピリド・・・・・・・・85,・97,・100

クリンダマイシンリン酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・199,・210

グルコバイ® ・・・・・・・・・・・・・・85,・101

グルファスト® ・・・・・・・・・・・85,・101

クレストール® ・・・・・・・・・・・・・71,・81

クレマスチンフマル酸塩・・・・169

クレンブテロール塩酸塩・・・・134

クロキサゾラム・・238,・243,・246

クロチアゼパム・・238,・243,・246

クロナゼパム・・・・・281,・286,・297

クロバザム・・・・・・・・281,・287,・297

クロピドグレル・・・・・・・・・・・・・・・・・68

クロベタゾールプロピオン酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180

クロベタゾン酪酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・181

クロミプラミン塩酸塩・・・・・・・251

クロルジアゼポキシド・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238,・243,・246

ケトコナゾール・・・・・・・・・・・・・・・181

ケトチフェンフマル酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169,・174

ケトプロフェン・・・・・・・・・・・・・・・121

ケルロング® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

ゲンタシン® ・・・・・・・・・・・・・199,・209

ゲンタマイシン硫酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199,・209

コデインリン酸塩水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149,・162

コニール® ・・・・・・・ 18,・30,・52,・66

コレスチミド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

コレバイン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

コンスタン® ・・・・・・238,・243,・246

コントール® ・・・・・・238,・243,・246

さ〜す
サアミオン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・266

サーモストン® ・・・・・・・・・・302,・322

ザイザル® ・・・・・・・・151,・166,・169

サイトテック® ・・・・・・・・・・104,・117

柴朴湯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238,・249

ザイボックス® ・・・・・・・・・・199,・210

サイレース® ・・・・・・・・・・・・・223,・233

サインバルタ® ・・・・・・・・・・・・・・・・251

サキサグリプチン水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85,・101

サケカルシトニン・・・・・・・302,・322

ザジテン® ・・・・・・・・・・・・・・・169,・174

サトウザルベ・・・・・・・・・・・・・・・・・・181

ザフィルルカスト・・・・・・・169,・178

サルタノール® ・・・・・・・・・・150,・164

ザルックス® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180

ザルトプロフェン・・・・・・・・・・・・・121

サルブタモール硫酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150,・164

サルメテロールキシナホ酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・134,・150,・164

サルメテロールキシナホ酸塩・
フルチカゾンプロピオン酸・
エステル・・・・・・・・150,・162,・164

サルメテロールキシナホ酸塩・
フルチカゾンプロピオン酸・
エステル配合薬・・・・・・・135,・147

ザロンチン® ・・・・・・・・・・・・・280,・296

サワシリン® ・・・・・・・・・・・・・104,・116

ザンタック® ・・・・・・・・・・・・・103,・114

サンリズム® ・・・・・・・・・・・・・・・・33,・40

ジアゼパム・
・・・・・・238,・243,・246,・281,・287

ジアフェニルスルホン・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・170,・178

シーブリ® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・134
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ジェイゾロフト®  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238,・248,・251

シクレソニド・・・・・・・・・・・・149,・162

シクロスポリン・・・・・・・・・・・・・・・196

ジクロフェナクナトリウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120,・128

脂質異常症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・239

ジスロマック® ・・・・・・・・・・199,・210

ジソピラミド・・・・・・・・・・・・・・・33,・40

ジソペイン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120

シタグリプチンリン酸塩水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85,・101

ジフェンヒドラミン塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169,・174

ジフェンヒドラミン塩酸塩・・
臭化カルシウム配合・・・・・・・172

ジフラール® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180

ジフルコルトロン吉草酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180

ジフルプレドナート・・・・・・・・・・180

シプロキサン® ・・・・・・・・・・199,・209

シプロフロキサシン・・・・199,・209

シプロヘプタジン・
塩酸塩水和物・・・・・・・・・・・・・・・169

ジフロラゾン酢酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180

シベノール® ・・・・・・・・・・・・・・・・33,・40

シベンゾリンコハク酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,・40

シムビコート®  
・・・・・・135,・147,・150,・162,・164

シメチジン・
・・・・・・・・・・・・・103,・114,・169,・178

ジメチルイソプロピルアズレン・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・181

ジャヌビア® ・・・・・・・・・・・・・・85,・101

シュアポスト® ・・・・・・・・・・・85,・101

ジルチアゼム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

ジルチアゼム塩酸塩・
・・・・・・・・・18,・30,・33,・47,・52,・66

ジルテック®  
・・・・・・・・・・・・・151,・166,・169,・174

シルデナフィル・・・・・・・・・・・・・・・・・63

シルニジピン・・・・・・・・・・・・・・・18,・30

シロスタゾール・・・・・52,・68,・266

シングレア® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169

シンバスタチン・・・・・・・・・・・・71,・81

シンビット® ・・・・・・・・・・・・・・・・33,・46

水酸化アルミニウムゲル・・・・103

スイニー® ・・・・・・・・・・・・・・・・85,・101

スクラルファート・・・・・・・104,・117

スターシス® ・・・・・・・・・・・・・・85,・101

スタチン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54

スチリペントール・・・・・・・300,・301

ストレプトマイシン・・・・199,・209

スピリーバ® ・・・・・・134,・151,・164

スピロペント® ・・・・・・・・・・・・・・・・134

スリンダク・・・・・・・・・・・・・・・120,・131

スルガム® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

スルバクタムナトリウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・198,・207,・208

スルピリド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251

スルペラゾン® ・・・・・・・・・・198,・208

スルモンチール® ・・・・・・・・・・・・・251

せ・そ
セイブル® ・・・・・・・・・・・・・・・・85,・101

ゼスラン® ・・・・・・・・・・・・・・・169,・174

ゼチーア® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

セチプチリンマレイン酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251

セチリジン塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・151,・166,・169,・174

セディール® ・・・・・・・・・・・・・238,・249

セトラキサート・
塩酸塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・104,・117

セパゾン® ・・・・・・・・238,・243,・246

セファゾリンナトリウム・
水和物・・・・・・・・・・・・・・・・・・198,・208

セファメジン® α・・・・・・198,・208

セフェピム塩酸塩水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・198,・208

セフェム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・208

セフォチアム塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・198,・208

セフォペラゾンナトリウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・198,・208

セフタジジム水和物・・・・198,・208

セフトリアキソンナトリウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・198,・208

セフメタゾールナトリウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・198,・208

セフメタゾン® ・・・・・・・・・・198,・208

セリプロロール塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18,・29,・52,・64

セルシン®  
・・・・・・・・・・・・・238,・243,・246,・281

セルテクト® ・・・・・・・・・・・・・169,・174

セルベックス® ・・・・・・・・・・104,・117

セレクトール®  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18,・29,・52,・64

セレコキシブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・130

セレコックス® ・・・121,・122,・130

セレナール® ・・・・・・238,・243,・246

セレニカ®R・・・・・・・280,・284,・289
セレネース® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・266

セレベント® ・・・・・・134,・150,・164

セロクエル® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・266

セロケン®  
・・・・・・・・・18,・29,・33,・43,・52,・64

ゾシン® ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・198,・207

ソタコール® ・・・・・・・・・・・・・・・・33,・46

ソタロール塩酸塩・・・・・・・・・・33,・46

ゾニサミド・・・・・・・・280,・284,・293

ゾピクロン・・・・・・・・・・・・・・・223,・233

ソメリン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・233
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ソラナックス®  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238,・243,・246

ソランタール® ・・・・・・・・・・・・・・・・121

ゾルピデム酒石酸塩・・・・223,・233

ソレトン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

た行
タービュヘイラー® ・・・・・・・・・・163

ダイアコート® ・・・・・・・・・・・・・・・・180

タイガシル® ・・・・・・・・・・・・・199,・211

ダオニール® ・・・・・・・・・・・・・・85,・100

タガメット®  
・・・・・・・・・・・・・103,・114,・169,・178

タカルシトール水和物・・・・・・・181

タクロリムス水和物・・・・・・・・・・181

タケプロン®  
・・・・・・・・・・・・・103,・104,・112,・115

タゴシッド® ・・・・・・・・・・・・・199,・210

タゾバクタムナトリウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・198,・207

ダプトマイシン・・・・・・・・・199,・210

タベジール® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169

タモキシフェン・・・・・・・・・・・・・・・313

ダラシン® ・・・・・・・・・・・・・・・199,・210

タリオン®  
・・・・・・・・・・・・・151,・166,・169,・174

ダルメート® ・・・・・・・・・・・・・223,・233

ダレン® ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・169,・174

単純性腎盂腎炎・・・・・・・・・・・・・・・217

タンドスピロンクエン酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238,・249

タンボコール® ・・・・・・・・・・・・・33,・40

チアプリド塩酸塩・・・・・・・・・・・・・266

チアプロフェン酸・・・・・・・・・・・・・121

チアラミド塩酸塩・・・・・・・・・・・・・121

チエナム® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・198

チオトロピウム臭化物水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・134,・151,・164

チオペンタール・・・・・・・・・・・・・・・287

チクロピジン塩酸塩・・・・・・・52,・68

チゲサイクリン・・・・・・・・・・・・・・・211

チペピジンヒベンズ酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149,・162

ツイストヘラー® ・・・・・・・・・・・・・163

ツロブテロール塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・134,・150

ディアコミット® ・・・・・・・300,・301

ディオバン® ・・・・・・・・・・・・・・・・19,・31

テイコプラニン・・・・・・・・・199,・210

ディスカス® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・163

テオドール® ・・・・・・134,・150,・164

テオフィリン・・・・・・・・・・・・134,・164

テオロング® ・・・・・・134,・150,・164

デキサメタゾン吉草酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180

デキサメタゾン・脱脂大豆乾留
タール配合・・・・・・・・・・・・・・・・・・181

デキサメタゾンプロピオン酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180

デキストロメトルファン臭化水
素酸塩水和物・・・・・・・・・149,・162

テクスメテン・・・・・・・・・・・・・・・・・・180

テグレトール® ・・・280,・284,・291

テシプール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251

デジレル® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251

テトラミド® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251

テネリア® ・・・・・・・・・・・・・・・・85,・101

テネリグリプチン臭化水素酸塩
水和物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85,・101

テノーミン®  
・・・・・・・・・18,・29,・33,・43,・52,・64

デノスマブ・・・・・・・・・・・・・・・302,・318

デパケン® ・・・・・・・・280,・284,・289

デパケン®R・・・・・・・・・・・・・・280,・289

デパス® ・ ・・・・・・・・・・238,・243,・246

テプレノン・・・・・・・・・・・・・・・104,・117

デプロドンプロピオン酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180

デプロメール® ・・・238,・248,・251

テモカプリル塩酸塩・・・・・・・・・・・・19

デュロキセチン塩酸塩・・・・・・・251

テリパラチド酢酸塩・・・・302,・319

テリボン® ・・・・・・・・・・・・・・・302,・319

テルシガン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・134

テルブタリン硫酸塩・・・・・・・・・・134

テルミサルタン・・・・・・・・・・・・19,・31

デルモベート® ・・・・・・・・・・・・・・・・180

トーワ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

ドキサゾシンメシル酸塩・・・・・・19

ドキシサイクリン・
塩酸塩水和物・・・・・・・・・199,・211

ドグマチール® ・・・・・・・・・・・・・・・・251

ドスレピン塩酸塩・・・・・・・・・・・・・251

ドネペジル塩酸塩・・・・・・・・・・・・・266

トピナ® ・ ・・・・・・・・・・281,・284,・299

トピラマート・・・・・281,・284,・299

トプシム® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180

トブラシン® ・・・・・・・・・・・・・199,・209

トフラニール® ・・・・・・・・・・・・・・・・251

トブラマイシン・・・・・・・・・199,・209

ドラール® ・・・・・・・・・・・・・・・223,・233

トライコア® ・・・・・・・・・・・・・・・・71,・84

トラゼンタ® ・・・・・・・・・・・・・・85,・101

トラゾドン塩酸塩・・・・・・・・・・・・・251

トリアゾラム・・・・・・・・・・・・223,・233

トリアムシノロンアセトニド・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・181

トリクロルメチアジド・・・・・・・・・18

トリパミド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

トリプタノール・・・・・・・・・・・・・・・251

ドリペネム水和物・・・・・・・・・・・・・198
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トリミプラミンマレイン酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251

ドルミカム® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・281

トレドミン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251

な行
ナイキサン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

ナディック® ・・・・・・・・・・・・・・・・33,・43

ナテグリニド・・・・・・・・・・・・・85,・101

ナトリックス® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

ナドロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,・43

ナブメトン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120

ナプロキセン・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

ニコランジル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69

ニザチジン・・・・・・・・・・・・・・・103,・114

ニセルゴリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・266

ニゾラール® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・181

ニトラゼパム・・・・・・・・・・・・223,・233

ニトロール® スプレー・・・・52,・62

ニトロール® 注・・・・・・・・・・・・52,・62

ニトログリセリン・・・・・・・・・・52,・62

ニトロダーム®TTS・ ・・・・・・52,・62
ニトロペン® ・・・・・・・・・・・・・・・・52,・62

ニフェカラント塩酸塩・・・・33,・46

ニフェジピン・・・・・・・・・・・・・・・18,・30

ニフェジピン徐放薬・・・・・・・52,・66

ニフラン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

ニポラジン® ・・・・・・・・・・・・・169,・174

ニメタゼパム・・・・・・・・・・・・223,・233

ニューロタン® ・・・・・・・・・・・・・19,・31

ネオーラル® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・196

ネオフィリン® ・・・・・・・・・・・・・・・・134

ネキシウム®  
・・・・・・・・・・・・・103,・104,・112,・116

ネシーナ® ・・・・・・・・・・・・・・・・85,・101

ネリゾナ® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180

ネルボン® ・・・・・・・・・・・・・・・223,・233

ノイエル® ・・・・・・・・・・・・・・・104,・117

ノーベルバール® ・・・・・・・287,・294

ノリトレン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251

ノルトリプチリン・・・・・・・・・・・・・251

ノルバスク® ・・・・・ 18,・30,・52,・66

ノルバデックス® ・・・・・・・・・・・・・313

ノルモナール® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

は・ひ
バイアスピリン® ・・・・・52,・54,・68

ハイペン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120

パキシル® ・・・・・・・・238,・248,・251

パキシル®CR・・・・・・・・・・・・・・・・・・251
バキソ® ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

パスタロン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・181

バゼドキシフェン・・・・・・・302,・318

パセトシン® ・・・・・・・・・・・・・104,・116

パナルジン® ・・・・・・・・・・・・・・・・52,・68

バランス® ・・・・・・・・238,・243,・246

パリエット®  
・・・・・・・・・・・・・103,・104,・112,・115

バルサルタン・・・・・・・・・・・・・・・19,・31

ハルシオン® ・・・・・・・・・・・・・223,・233

バルプロ酸・・・・・・・・・・・・・・・280,・289

パルミコート® ・・・・・・・・・・149,・162

ハロキサゾラム・・・・・・・・・223,・233

パロキセチン塩酸塩水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238,・248,・251

ハロペリドール・・・・・・・・・・・・・・・266

半夏厚朴湯・・・・・・・・・・・・・・・238,・249

バンコマイシン・・・・・・・・・199,・210

パンスポリン® ・・・・・・・・・・198,・208

パンデル® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180

ピオグリタゾン塩酸塩・・・・・・・・・85

ビクシリン® ・・・・・・・・・・・・・198,・207

ビスダーム® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180

ビスホスホネート・・・・・・・・・・・・・309

ビソプロロールフマル酸塩・
・・・・・・・・・18,・29,・33,・43,・52,・64

ピタバスタチンカルシウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71,・81

ヒト遺伝子組み換え・
テリパラチド・・・・・・・・・302,・319

ヒドロキシジン塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169,・174

ヒドロクロロチアジド・・・・・・・・・18

ヒドロコルチゾン酪酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・181

ビビアント® ・・・・・・・・・・・・・302,・318

ビブラマイシン® ・・・・・・・199,・211

ピペラシリンナトリウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・198,・207

ピメノール® ・・・・・・・・・・・・・・・・33,・40

ビランテロールトリフェニル酢
酸塩・フルチカゾンフランカ
ルボン酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150,・162,・164

ピルシカイニド塩酸塩水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,・40

ビルダグリプチン・・・・・・・・85,・101

ヒルドイド® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・181

ピルメノール塩酸塩水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,・40

ピレンゼピン・
塩酸塩水和物・・・・・・・・・・・・・・・103

ピロキシカム・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

ピンドロール・・・・・・・・・・・・・・・33,・43

ふ
ファスティック® ・・・・・・・・85,・101

ファモチジン・・・・・・・・・・・・103,・114

フィニバックス® ・・・・・・・・・・・・・198

フェキソフェナジン塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・151,・166,・169,・174
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フェニトイン・・・・・280,・285,・295

フェノバール®  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280,・284,・294

フェノバルビタールナトリウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280,・284,・294

フェノフィブラート・・・・・・・71,・84

フェルデン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

フォサマック® ・・・302,・316,・317

フォルテオ® ・・・・・・・・・・・・・302,・319

ブデソニド・・・・・・・・・・・・・・・149,・162

ブデソニド・ホルモテロールフ
マル酸塩水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150,・162,・164

フラジール® ・・・・・・・・・・・・・104,・116
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