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ハンプ® ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・240

ひ
ビーマス® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・79,・87
ビオフェルミン® ・・・・・・・・96,・105
ビオフェルミン®R・・・・・・・・・・・・105
ピコスルファートナトリウム・
水和物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79,・90

ビサコジル・・・・・・・・・・・・・・・・・・79,・90

非ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250

ビジュアリン® 点眼液0.02％/・
0.05％・/0.1％・・・・・・・・・・・・・・・313

ビスダーム® ・・・・・・・・・・・・・209,・222
ヒスタミンH1受容体拮抗薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・185,・200,・312

ヒスタミンH2受容体拮抗薬
（H2RA）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123

非ステロイド性抗炎症薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,・53,・57,・110

非ステロイド性消炎外用薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210,・225

ビスマス製剤・・・・・・・・・・・・・96,・102

ビソプロロールフマル酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・252

ビソルボン® ・・・・・・・・・・・・・202,・205
ビタミン剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・79,・93

ビタミンB5・・・・・・・・・・・・・・・・・・79,・93

ヒト心房性ナトリウム・
利尿ペプチド・・・・・・・・・・・・・・・・・240

ヒドロキシジン塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,・208,・219

ヒドロキシジンパモ酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・208,・219

ヒドロクロロチアジド・・・・・・・・237

ヒドロクロロチアジド「トーワ」・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・237

ヒドロコルチゾン酢酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・313

ヒドロコルチゾン酪酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・209,・222

非ピリン系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
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鼻噴霧用ステロイド薬・・・・・・・・301

ピペタナートとアカメガシワ・
エキスの合剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・96

ヒベルナ® ・・・・60,・73,・208,・219
非ベンゾジアゼピン系・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132,・137

ピラゾロン系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

ピラノ酢酸系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

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・・・・196,・198

ピリン系薬・・・・・・・・・・・・・・・・20,・162

ヒルドイド® ・・・・・・・・・・・・・208,・218
ピレタニド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・236

ピレチア® ・
・・・・・・・・・60,・73,・158,・208,・219

ピレンゼピン塩酸塩・・・・・・・・・・・127

ピンドロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・252

ふ
ファビピラビル・・・・・・・・・・・・・・・・256

ファモチジン・・・・・・・・・・・・108,・123

フェキソフェナジン塩酸塩・
・・・・・・185,・200,・208,・219,・299

フェキソフェナジン塩酸塩・・
プソイドエフェドリン配合剤・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299

フェソテロジン・・・・・・・・・・・・・・・・281

フェニル酢酸系・・・・・・・・・・・・・・・・・20

フェノチアジン系薬・・・・・・・・・・・・77

フェルビナク・・・・・・・・・・・・・・・38,・43

フェロベリン® ・・・・・・・・・・・96,・104
副交感神経遮断薬・・・・・70,・80,・94

副腎皮質ステロイドホルモン・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76,・78

ブスコパン® ・・・・・・・・・70,・96,・104
フスタゾール® ・・・・・・・・・・・・・・・・・195
ブチルスコポラミン臭化物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70,・96,・104

ブデソニド・・・・・・・・・・・・・・・184,・196

ブデソニド・ホルモテロール・
フマル酸塩水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・184,・196,・197

フドステイン・・・・・・・・・・・・202,・205

ブトロピウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70

ブメタニド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・236

フラジール® ・・・・・・・・・・・・・108,・124
フラジオマイシン硫酸塩・・
メチルプレドニゾロン・・・・・313

プラノプロフェン・・・・・・・・・・20,・32

フランドル® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・246
フランドル® テープ・・・・・・・・・・・246

プランルカスト水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・209,・220,・300

フリバス® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・285
プリンペラン・
・・・・60,・69,・75,・109,・119,・128

フルイトラン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・237
フルオシノニド・・・・・・・・・209,・222

フルオシノロンアセトニド・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・209,・222

フルオロメトロン・・・・・・・・・・・・・・313

フルコート® ・・・・・・・・・・・・・209,・222
フルジアゼパム・・・・・・・・・169,・179

プルゼニド・・・・・・・・・・・・・・・・・・79,・90

フルタイド® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・196
フルチカゾンフランカルボン酸
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・301

フルチカゾンプロピオン酸・
エステル・・・・・・・・184,・196,・301

フルチカゾンプロピオン酸エス
テル・ホルモテロールフマル
酸塩水和物・・・・・・・・・・・・196,・198

フルティフォーム® ・・・・196,・198
フルトプラゼパム・・・・・・・169,・179

フルナーゼ® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・301
フルニトラゼパム・・・・・・・132,・145

ブルフェン® ・
・・・・・・・・・・・・・・ 20,・31,・35,・47,・57

フルボキサミンマレイン酸・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169,・181

フルメタ® ・・・・・・・・・・・・・・・209,・222
フルメトロン® 点眼液0.1/・
0.02％・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・313

フルラゼパム塩酸塩・・・・132,・146

フルルビプロフェン・・・・・・・38,・43

フルルビプロフェンアキセチル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,・32,・34

フレックス® テープ・・・・・・・38,・43

プレドニゾロン・・196,・209,・222

プレドニゾロン吉草酸エステル
酢酸エステル・・・・・・・・・・209,・222

プレドニン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・196
プレドニン® 眼軟膏・・・・・・・・・・・313

プレドニゾロン酢酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・313

プロイメンド® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・76
プロカテロール塩酸塩水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・185,・197

ブロクリン® -L・・・・・・・・・・・・・・・・・252
プロクロルペラジンマレイン酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60,・75

プロスタール® ・・・・・・・・・・・・・・・・・286
プロスタグランジンD2・トロン
ボキサンA2受容体拮抗薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300

フロセミド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・236

ブロチゾラム・・・・・・・・・・・・132,・145

プロテカジン® ・・・・・・・・・・108,・123
プロトピック® ・・・・・・・・・・209,・224
プロトンポンプ阻害薬（PPI）・
・・・・・・・・・・・・105,・108,・113,・118,・・

119,・120,・124

プロパデルム® ・・・・・・・・・・209,・222
プロピオン酸系・・・・・・・・・・・・・・・・・20

プロピオン酸デキサメタゾン・
プロピオン酸エステル・・・・・209

プロピベリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・281

プロピルアミン系・・・・・・・・・・・・・・162

329



医薬品索引

330 症状と患者背景にあわせた 頻用薬の使い分け 改訂版

プロプラノロール塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47,・252

プロマック® ・・・・・・・・・・・・・108,・126
ブロムヘキシン塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・164,・202,・205

プロメタジン塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・60,・73,・208,・219

プロメタジンメチレンジ・
サリチル酸塩・・・・・・20,・31,・158

分泌細胞正常化薬・・・・・・・・・・・・・・202

へ
ペクタイト® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・205
ベクロメタゾンプロピオン酸・
エステル・
・・・・・・・・・・・・・196,・209,・222,・301

ベシケア® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・281
ヘスペリジン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・165

ベタニス® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・285
ベタヒスチンメシル酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60,・67,・73

ベタメタゾン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・196

ベタメタゾン吉草酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・209,・222

ベタメタゾンジプロピオン酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・209,・222

ベタメタゾン酪酸エステル・
プロピオン酸エステル・・・・・222

ベタメタゾンリン酸エステル・
ナトリウム・・・・・・・・・・・・・76,・313

ベタメタゾンリン酸エステル・
ナトリウム・フラジオマイシン
硫酸塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・313

ベトネベート® ・・・・・・・・・・209,・222
ベニジピン塩酸塩・・・・・・・・・・・・・・249

ベハイド® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・237
ヘパリン類似物質軟膏・・・・・・・・208

ヘパリン類似物質軟膏/クリーム
/ローション・・・・・・・・・・・・・・・・・・218

ベポタスチンベシル酸塩・
・・・・・・185,・200,・208,・219,・299

ペミラストン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・298
ペミラストン® 点眼液・・・・・・・・312

ペミロラストカリウム・
・・・・・・・・・・・・・209,・219,・298,・312

ベラパミル塩酸塩・・・・・・・・47,・249

ペラミビル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・258

ペリアクチン® ・・・155,・208,・219
ヘルベッサー® ・・・・・・・・・・・・・・・・・249
ヘルベッサー®R・・・・・・・・・・・・・・・249
ヘルベッサー® 注・・・・・・・・・・・・・249

ベルベリン塩化物水和物・・
ゲンノショウコエキス・・・・・104

ペレックス® 顆粒・・・・・・150,・156

ベンコール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87

ベンザリン® ・・・・・・・・・・・・・132,・146
ベンゾジアゼピン系薬剤（BZD）・
・・・・・・132,・137,・169,・171,・179

ベンゾジアゼピン受容体作動薬・
・・・・・・・・・・・・・132,・137,・143,・145

ベンチルヒドロクロロチアジド・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・237

ペントキシベリン・・・・・・・・・・・・・・163

便秘薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79

ほ
ボアラ® ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・209,・222
防御因子増強薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108,・126,・128

膨張性下剤・・・・・・・・・・・・・79,・85,・87

ホクナリン® テープ・・・・185,・197

保湿・保護薬・
・・・・・・・・・・・・・208,・215,・218,・219

ホスアプレピタントメグルミン・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75

ボノプラザンフマル酸塩・・・・・124

ポラキス® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・281
ポラプレジンク・・・・・・・・・108,・126

ポララミン® ・
・・・・・・・・・・・・・155,・158,・208,・219

ポリカルボフィルカルシウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,・94,・96,・105

ホリゾン® ・・・・・・・・・・・・・・・169,・179
ポリフル® ・・・・・・80,・94,・96,・105
ボルタレン® ・
・・・・・・・・20,・31,・33,・47,・57,・154

ボルタレン® サポ・・・・・・・・・・・・・154

ホルモテロールフマル酸塩水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・184

ポンタール® ・・・・・・20,・31,・47,・57

ま
マイザー® ・・・・・・・・・・・・・・・209,・222
マイスリー® ・・・・・・・・・・・・・132,・145
マオウ・・・・・・・・・・・・・・156,・165,・167

マクサルト® ・・・・・・・・・・・・・・・・47,・58
末梢性鎮咳薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・184

マレイン酸トリメブチン・・・・・・96

み
ミオコール® スプレー・・・・・・・・246

ミオコール® 注・・・・・・・・・・・・・・・・246

ミオナール® ・・・・・・・・・・・・・・47,・172
ミグシス® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
ミケラン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・252
ミソプロストール・
・・・・・・・・・・・27,・28,・33,・108,・126

ミドドリン塩酸塩・・・・・・・・・・60,・73

ミラベグロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・285

ミリステープ® ・・・・・・・・・・・・・・・・・246
ミリスロール® 注・・・・・・・・・・・・・246

む
ムコサール® ・・・・・・・・・・・・・202,・205
ムコサール® -L・・・・・・・・・・・・・・・・・205
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ムコスタ® ・・・・・・・・・・・・・・・108,・126
ムコソルバン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・202
ムコダイン® ・・・・・・・・・・・・・202,・205
ムコダイン®L・・・・・・・・・・・・・・・・・・205
ムコフィリン® ・・・・・・・・・・202,・205
無水リン酸二水素ナトリウム坐剤・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79

め
メイラックス® ・・・・・・・・・・169,・179
メイロン® ・・・・・・・・60,・66,・73,・74
メインテート® ・・・・・・・・・・・・・・・・・252
メキタジン・ 162,・208,・219,・299

メサデルム® ・・・・・・・・・・・・・209,・222
メジコン® ・・・・・・・・・・・・・・・184,・195
メチルエフェドリン塩酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・165

メチルプレドニゾロンコハク酸
エステルナトリウム・・・・・・・・・76

メチロン® ・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,・31
メディエーター遊離抑制薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・312

メトクロプラミド・
・・・・60,・69,・75,・109,・119,・128

メトプロロール酒石酸塩・・・・・252

メトリジン® ・・・・・・・・・・・・・・・・60,・73
メトロニダゾール・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108,・115,・124

メフェナム酸・・・・・20,・31,・47,・57

メプチン® ・・・・・・・・・・・・・・・185,・197
メフルシド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238

メペンゾラート臭化物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,・94,・96,・104

めまい薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60

メラトニン受容体作動薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132,・149

メリスロン® ・・・・・・・・・・・60,・67,・73
メロキシカム・・・・・20,・28,・31,・32

免疫抑制点眼薬・・・・・・・・・・・・・・・・314

免疫抑制薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・224

メントール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

も
モービック® ・・・・・・20,・28,・31,・32
モーラス® テープ・・・・・・・・・38,・45

モーラス® テープL・・・・・・・・・・・・43
モーラス® パップ・・・・・・・・・38,・43

モサプリドクエン酸塩水和物・
・・・・・・・・・・・・・・・・61,・76,・109,・128

モメタゾンフランカルボン酸・
エステル水和物・
・・・・・・・・・・・・・196,・209,・222,・301

モンテルカストナトリウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・209,・220,・300

や〜よ
ヤクバン® テープ・・・・・・・・・38,・43
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