
※書籍内に具体的な薬剤名・商品名の記載がなかった場合は空欄にしています。

疾患名 分類 一般名 商品名

鎮痛薬 アセトアミノフェン

NSAIDs イブプロフェン

NSAIDs ロキソプロフェン

鎮咳薬 デキストロメトルファン

去痰薬 カルボシステイン

抗プラスミン薬 トラネキサム酸

漢方薬 麦門冬湯

漢方薬 小青竜湯

漢方薬 桔梗湯

ノイラミニダーゼ阻害薬 オセルタミビル タミフル

ノイラミニダーゼ阻害薬 ザナミビル リレンザ

ノイラミニダーゼ阻害薬 ペラミビル ラピアクタ

ノイラミニダーゼ阻害薬 ラニナミビル イナビル

吸入ステロイド・β2刺激
薬配合剤

サルメテロール・フルチカ
ゾン

アドエア

抗コリン薬 チオトロピウム スピリーバ

テオフィリン薬 テオフィリン

吸入ステロイド ベクロメタゾン キュバール

吸入ステロイド フルチカゾン フルタイド

吸入ステロイド シクレソニド オルベスコ

吸入ステロイド フルチカゾン フルタイド

吸入ステロイド モメタゾン アズマネックス

吸入ステロイド ブデソニド パルミコート

吸入ステロイド・β2刺激
薬配合剤

サルメテロール・
フルチカゾン

アドエア

吸入ステロイド・β2刺激
薬配合剤

ブデソニド・
ホルモテロール

シムビコート

吸入ステロイド・β2刺激
薬配合剤

フルチカゾン・
ホルモテロール

フルティフォーム

吸入ステロイド・β2刺激
薬配合剤

ビランテロール・
フルチカゾン

レルベア

β2刺激薬（SABA）

β2刺激薬（LABA）

抗ロイコトリエン薬

抗コリン薬（LAMA）

抗IgE抗体

カテコラミン アドレナリン ボスミン

テオフィリン薬 アミノフィリン

全身麻酔薬 イソフルラン

全身麻酔薬 セボフルラン

ステロイド ヒドロコルチゾン サクシゾン

ステロイド メチルプレドニゾロン ソル・メドロール

「Common Diseaseの診療ガイドライン」（羊土社）

に登場する薬剤一覧

インフルエンザ

喘息

書籍内に治療薬として登場する薬剤を、疾患ごとに一覧にしました。ガイドラインや国内
外の文献に記載されている薬剤が主になりますが、必ずしも推奨薬のリストというわけで
はないのでご注意ください。使い分けや処方例などの詳細は書籍をご覧ください。

呼吸器疾患

急性上気道炎
（かぜ）



ステロイド デキサメタゾン デカドロン

ステロイド ベタメサゾン リンデロン

ステロイド プレドニゾロン プレドニン

テオフィリン薬 テオフィリン

抗コリン薬（SAMA） オキシトロピウム テルシガン

抗コリン薬（SAMA） イプラトロピウム アトロベント

β2刺激薬（SABA） サルブタモール ベネトリン

β2刺激薬（SABA） プロカテロール メプチン

抗コリン薬（LAMA） チオトロピウム スピリーバ

抗コリン薬（LAMA） グリコピロニウム シーブリ

抗コリン薬（LAMA） ウメクリジニウム エンクラッセ

抗コリン薬（LAMA） アクリジニウム エクリラ

β2刺激薬（LABA） サルメテロール セレベント

β2刺激薬（LABA） インダカテロール オンブレス

β2刺激薬（LABA） ホルモテロール オーキシス

抗コリン薬・β2刺激薬配
合剤（LAMA・LABA合剤）

グリコピロニウム・
インダカテロール

ウルティブロ

抗コリン薬・β2刺激薬配
合剤（LAMA・LABA合剤）

チオトロピウム・
オロダテロール

スピオルト

抗コリン薬・β2刺激薬配
合剤（LAMA・LABA合剤）

ウメクリジニウム・
ビランテロール

アノーロ

吸入ステロイド・β2刺激
薬配合剤

サルメテロール・
フルチカゾン

アドエア

吸入ステロイド・β2刺激
薬配合剤

ブデソニド・
ホルモテロール

シムビコート

ACE 阻害薬 エナラプリル レニベース

ARB

カルシウム拮抗薬 アムロジピン ノルバスク

β遮断薬

非サイアザイド利尿薬 インダパミド ナトリックス

サイアザイド利尿薬

ACE阻害薬 エナラプリル レニベース

ACE阻害薬 リシノプリル ロンゲス、ゼストリル

ACE阻害薬 カプトプリル カプトリル

ARB カンデサルタンシレキセ
チル

ブロプレス

ARB ロサルタン ニューロタン

ARB バルサルタン ディオバン

β遮断薬 カルベジロール アーチスト

β遮断薬 メトプロロール セロケン、ロプレソール

β遮断薬 ビソプロロール メインテート

抗不整脈薬 アミオダロン アンカロン

硝酸薬 硝酸イソソルビド 二トロール

硝酸薬 一硝酸イソソルビド アイトロール

血管拡張薬 ヒドララジン アプレゾリン

ループ利尿薬 フロセミド ラシックス，オイテンシン

ループ利尿薬 アゾセミド ダイアート

ループ利尿薬 トラセミド ルプラック

抗アルドステロン性利尿 スピロノラクトン アルダクトンA

抗アルドステロン性利尿 エプレレノン セララ

ジギタリス製剤 ジゴキシン ジゴシン

PDEⅢ阻害薬 ピモベンダン アカルディ

喘息

高血圧

慢性心不全

COPD

循環器疾患



カテコラミン系 デノパミン

カテコラミン ドカルパミン

心房性ナトリウム
利尿ペプチド

カルペリチド

クマリン系薬 ワルファリン

DOAC ダビガトラン

DOAC リバーロキサバン

DOAC アピキサバン

DOAC エドキサバン

β遮断薬

非ジヒドロピリジン系カル
シウム拮抗薬

ジギタリス製剤 ジゴキシン ジゴシン

Ⅲ群抗不整脈薬（カリウ
ムチャネル遮断薬）

アミオダロン

Ⅰ群抗不整脈薬（ナトリ
ウムチャネル遮断薬）

フレカイニド

Ⅰ群抗不整脈薬（ナトリ
ウムチャネル遮断薬）

プロパフェノン

Ⅰ群抗不整脈薬（ナトリ
ウムチャネル遮断薬）

ピルシカイニド

Ⅰ群抗不整脈薬（ナトリ
ウムチャネル遮断薬）

シベンゾリン

Ⅰ群抗不整脈薬（ナトリ
ウムチャネル遮断薬）

ジソピラミド

ペニシリン系抗菌薬 アモキシシリン サワシリン、アモリン

マクロライド系抗菌薬 クラリスロマイシン クラリス

カリウムイオン競合型ア
シッドブロッカー

ボノプラザン タケキャブ

プロトンポンプ阻害薬 ランソプラゾール タケプロン

プロトンポンプ阻害薬 ラベプラゾール パリエット

プロトンポンプ阻害薬 オメプラゾール

プロトンポンプ阻害薬 エソメプラゾール

抗原虫薬 メトロニダゾール フラジール

インターフェロン製剤 ペグインターフェロンアル
ファ–２ａ

ペガシス

抗B型肝炎ウイルス薬 ラミブジン

抗B型肝炎ウイルス薬 アデホビル

抗B型肝炎ウイルス薬 エンテカビル バラクルード

抗B型肝炎ウイルス薬 テノホビル

インターフェロン製剤 ペグインターフェロン

抗C型肝炎ウイルス薬 リバビリン レベトール、コペガス

抗C型肝炎ウイルス薬 テラプレビル

抗C型肝炎ウイルス薬 シメプレビル

抗C型肝炎ウイルス薬 ダクラタスビル ダクルインザ

抗C型肝炎ウイルス薬 アスナプレビル スンベプラ

抗C型肝炎ウイルス薬 ソホスブビル ソバルディ

抗C型肝炎ウイルス薬 レジパスビル・
ソホスブビル

ハーボニー

抗C型肝炎ウイルス薬 パリタプレビル・
オムビタスビル

抗C型肝炎ウイルス薬 リトナビル

抗C型肝炎ウイルス薬 オムビタスビル・パリタプ
レビル・リトナビル

ヴィキラックス

慢性心不全

C型慢性肝炎

心房細動

ヘリコバクター・
ピロリ感染症

消化器疾患

B型慢性肝炎



抗C型肝炎ウイルス薬 エルバスビル エレルサ

抗C型肝炎ウイルス薬 グラゾプレビル グラジナ

HMG-CoA還元酵素阻害
薬（スタチン）

アトルバスタチン リピトール

HMG-CoA還元酵素阻害
薬（スタチン）

ロスバスタチン クレストール

HMG-CoA還元酵素阻害
薬（スタチン）

シンバスタチン リポバス

HMG-CoA還元酵素阻害
薬（スタチン）

フルバスタチン ローコール

HMG-CoA還元酵素阻害
薬（スタチン）

ピタバスタチン リバロ

HMG-CoA還元酵素阻害
薬（スタチン）

プラバスタチン メバロチン

ビグアナイド薬 メトホルミン メトグルコ

チアゾリジン薬 ピオグリタゾン アクトス

スルホニル尿素薬 グリメピリド アマリール

グリニド薬 レパグリニド シュアポスト

DPP-4阻害薬 シタグリプチン グラクティブ、ジャヌビア

α-グルコシダーゼ
阻害薬

ミグリトール セイブル

SGLT2阻害薬 イプラグリフロジン スーグラ

甲状腺機能
低下症

甲状腺ホルモン薬 レボチロキシン チラーヂンS

β遮断薬 プロプラノロール インデラル

抗甲状腺薬 チアマゾール メルカゾール

抗甲状腺薬 プロピルチオウラシル

ヨウ素 131Ｉ

NSAIDs ジクロフェナク ボルタレン

ステロイド プレドニゾロン プレドニン

尿酸下降薬
（尿酸排泄促進薬）

プロベネシド ベネシッド

尿酸下降薬
（尿酸排泄促進薬）

プコローム パラミヂン

尿酸下降薬
（尿酸排泄促進薬）

ベンズブロマロン ユリノーム、ナーカリシン、
ムイロジン

尿酸下降薬
（尿酸生成抑制薬）

アロプリノール ザイロリック、アロシトー
ル、サロベール、リボール

尿酸下降薬
（尿酸生成抑制薬）

フェブキソスタット フェブリク

痛風・家族性
地中海熱治療薬

コルヒチン

NSAIDs インドメタシン インテバンSP

NSAIDs ナプロキセン ナイキサン

NSAIDs オキサプロジン アルボ

NSAIDs プラプロフェン ニフラン、プラノプロフェン
錠『トーワ』、プラノプロフェ
ンカプセル『日医工』

ステロイド プレドニゾロン プレドニン

鎮痛薬 アセトアミノフェン

NSAIDs

筋弛緩薬（末梢性）

抗不安薬

C型慢性肝炎

脂質異常症

糖尿病

甲状腺機能
亢進症

高尿酸血症
・痛風

筋骨格系疾患

腰痛

内分泌・代謝疾患



鎮痛補助薬 ワクシニアウイルス接種
家兎炎症皮膚抽出液

SNRI デュロキセチン

オピオイド トラマドール

神経障害性疼痛緩和薬 プレガバリン

鎮痛薬 アセトアミノフェン パラセタモール

NSAIDs

プロトンポンプ阻害薬

プロスタグランジン製剤 ミソプロストール

ステロイド メチルプレドニゾロン

ステロイド トリアムシノロン

ビスホスホネート薬 アレンドロン酸 フォサマック、ボナロン

ビスホスホネート薬 リセドロン酸 ベネット、アクトネル

ビスホスホネート薬 ミノドロン酸 リカルボン、ボノテオ

ビスホスホネート薬 イバンドロン酸 ボンビバ

ビスホスホネート薬 エチドロン酸

活性型ビタミンD3薬 エルデカルシトール エディロール

活性型ビタミンD3薬 アルファカルシドール ワンアルファ

活性型ビタミンD3薬 カルシトリオール ロカルトロール

SERM ラロキシフェン エビスタ

SERM バゼドキシフェン ビビアント

ビタミンK2薬 メナテトレノン グラケー

カルシウム薬 Ｌ–アスパラギン酸
カルシウム

アスパラ-CA

カルシウム薬 リン酸水素カルシウム

副甲状腺ホルモン薬 テリパラチド フォルテオ、テリボン

坑RANKL抗体薬 デノスマブ プラリア

卵胞ホルモン薬 エストリオール

卵胞ホルモン薬 結合型エストロゲン

卵胞ホルモン薬 エストラジオール

カルシトニン薬 エルカトニン

カルシトニン薬 サケカルシトニン

イプリフラボン薬 イプリフラボン

低分子抗リウマチ薬
（免疫抑制薬）

メトトレキサート リウマトレックス

低分子抗リウマチ薬
（免疫抑制薬）

タクロリムス プログラフ

低分子抗リウマチ薬
（免疫抑制薬）

トファシチニブ ゼルヤンツ

低分子抗リウマチ薬
（免疫調節薬）

サラゾスルファピリジン アザルフィジンEN

低分子抗リウマチ薬
（免疫調節薬）

ブシラミン リマチル

生物学的製剤
（TNFα阻害薬）

インフリキシマブ レミケード

生物学的製剤
（TNFα阻害薬）

エタネルセプト エンブレル

生物学的製剤
（TNFα阻害薬）

アダリムマブ ヒュミラ

生物学的製剤
（TNFα阻害薬）

ゴリムマブ シンポニー

生物学的製剤
（TNFα阻害薬）

セルトリズマブペゴル シムジア

生物学的製剤
（IL-6受容体拮抗薬）

トシリズマブ アクテムラ

腰痛

変形性
膝関節症

骨粗鬆症

関節リウマチ



生物学的製剤
（細胞標的薬）

アバタセプト オレンシア

NSAIDs セレコキシブ セレコックス

ステロイド

葉酸 葉酸 フォリアミン

鎮痛薬 アセトアミノフェン

NSAIDs ジクロフェナク ボルタレン

トリプタン製剤 スマトリプタン イミグラン

トリプタン製剤 ゾルミトリプタン ゾーミッグ

トリプタン製剤 エレトリプタン レルパックス

トリプタン製剤 リザトリプタン マクサルト

トリプタン製剤 ナラトリプタン アマージ

制吐薬

分枝脂肪酸系薬 バルプロ酸 デパケン

β遮断薬 プロプラノロール インデラル

三環系抗うつ薬 アミトリプチリン トリプタノール

カルシウム拮抗薬 ロメリジン ミグシス

SSRI フルボキサミン デプロメール、ルボックス

SSRI パロキセチン パキシル、パキシルCR

SSRI セルトラリン ジェイゾロフト

SSRI エスシタロプラム レクサプロ

SNRI ミルナシプラン トレドミン

SNRI デュロキセチン サインバルタ

SNRI ベンラファキシン イフェクサーSR

NaSSA ミルタザピン リフレックス、レメロン

抗うつ薬 トラゾドン レスリン、デジレル

四環系抗うつ薬 ミアンセリン テトラミド

SSRI エスシタロプラム レクサプロ

ベンゾジアゼピン系抗不
安薬（中間型）

アルプラゾラム ソラナックス

非ベンゾジアゼピン系睡
眠薬（超短時間型）

ゾルピデム マイスリー

非ベンゾジアゼピン系睡
眠薬（超短時間型）

ゾピクロン アモバン

非ベンゾジアゼピン系睡
眠薬（超短時間型）

エスゾピクロン ルネスタ

αβ遮断薬 アロチノロール

漢方薬 半夏厚朴湯

過敏性腸症候群治療薬 ポリカルボフィル
カルシウム

コロネル、ポリフル

腸運動抑制薬 トリメブチン セレキノン

ドパミン受容体
部分作動薬

アリピプラゾール エビリファイ

クマリン系薬 ワルファリン

DOAC ダビガトラン プラザキサ

DOAC リバーロキサバン イグザレルト

DOAC アピキサバン エリキュース

DOAC エドキサバン リクシアナ

抗血小板薬 アスピリン バイアスピリン

抗血小板薬 シロスタゾール プレタール

抗血小板薬 クロピドグレル プラビックス

抗血小板薬 チクロピジン パナルジン

徐放性抗血小板薬 ジピリダモール徐放剤

うつ病

不安障害

慢性期の
脳卒中

関節リウマチ

頭痛

精神・神経疾患



非ベンゾジアゼピン系睡
眠薬（超短時間型）

ゾルピデム マイスリー

非ベンゾジアゼピン系睡
眠薬（超短時間型）

ゾピクロン アモバン

非ベンゾジアゼピン系睡
眠薬（超短時間型）

エスゾピクロン ルネスタ

ベンゾジアゼピン系睡眠
薬（超短時間型）

トリアゾラム ハルシオン

ベンゾジアゼピン系睡眠
薬（短時間型）

エチゾラム デパス

ベンゾジアゼピン系睡眠
薬（短時間型）

ブロチゾラム レンドルミン

ベンゾジアゼピン系睡眠
薬（短時間型）

リルマザホン リスミー

ベンゾジアゼピン系睡眠
薬（短時間型）

ロルメタゼパム エバミール、ロラメット

ベンゾジアゼピン系睡眠
薬（中間型）

フルニトラゼパム ロヒプノール、サイレース

ベンゾジアゼピン系睡眠
薬（中間型）

エスタゾラム ユーロジン

ベンゾジアゼピン系睡眠
薬（中間型）

ニトラゼパム ベンザリン、ネルボン

ベンゾジアゼピン系睡眠
薬（長時間型）

クアゼパム ドラール

ベンゾジアゼピン系睡眠
薬（長時間型）

フルラゼパム ダルメート

ベンゾジアゼピン系睡眠
薬（長時間型）

ハロキサゾラム ソメリン

メラトニン受容体作動薬 ラメルテオン ロゼレム

ビタミンB1製剤 フルスルチアミン アリナミンF

ベンゾジアゼピン系
抗不安薬（長時間型）

ジアゼパム セルシン

ブチロフェノン系
抗精神病薬

ハロペリドール セレネース

コリンエステラーゼ
阻害薬

ドネペジル アリセプト

コリンエステラーゼ
阻害薬

ガランタミン レミニール

コリンエステラーゼ
阻害薬

リバスチグミン イクセロン、リバスタッチ

NMDA受容体拮抗薬 メマンチン メマリー

セロトニン・ドパミン
遮断薬

リスペリドン リスパダール

ドパミン受容体
部分作動薬

アリピプラゾール エビリファイ

漢方薬 抑肝散

気分安定薬 カルバマゼピン テグレトール

SNRI セルトラリン ジェイゾロフト

SNRI エスシタロプラム レクサプロ

抗うつ薬 トラゾドン レスリン

レボドパ レボドパ・カルビドパ メネシット

レボドパ レボドパ・ベンセラジド イーシー・ドパール、
マドパー

脳循環・代謝賦活薬 ニセルゴリン サアミオン

遊離促進薬 アマンタジン シンメトレル

アレルギー疾患

マスト細胞安定薬 クロモグリク酸 インタール

マスト細胞安定薬 トラニラスト リザベン

睡眠障害

アルコール
関連問題

認知症

アレルギー
性鼻炎



マスト細胞安定薬 アンレキサノクス ソルファ

マスト細胞安定薬 ペミロラスト アレギサール、
ペミラストン

第一世代抗ヒスタミン薬 d-クロルフェニラミン ポララミン

第一世代抗ヒスタミン薬 クレマスチン タベジール

第二世代抗ヒスタミン薬 ケトチフェン ザジテン

第二世代抗ヒスタミン薬 アゼラスチン アゼプチン

第二世代抗ヒスタミン薬 オキサトミド セルテクト

第二世代抗ヒスタミン薬 メキタジン ゼスラン、ニポラジン

第二世代抗ヒスタミン薬 エメダスチン レミカット、ダレン

第二世代抗ヒスタミン薬 エピナスチン アレジオン

第二世代抗ヒスタミン薬 エバスチン エバステル

第二世代抗ヒスタミン薬 セチリジン ジルテック

第二世代抗ヒスタミン薬 レボカバスチン リボスチン

第二世代抗ヒスタミン薬 ベポタスチン タリオン

第二世代抗ヒスタミン薬 フェキソフェナジン アレグラ

第二世代抗ヒスタミン薬 オロパタジン アレロック

第二世代抗ヒスタミン薬 ロラタジン クラリチン

第二世代抗ヒスタミン薬 レボセチリジン ザイザル

第二世代抗ヒスタミン薬 フェキソフェナジン・
プソイドエフェドリン

ディレグラ

抗ロイコトリエン薬 プランルカスト オノン

抗ロイコトリエン薬 モンテルカスト シングレア、キプレス

抗PGD2・TXA2薬 ラマトロバン バイナス

Th2サイトカイン阻害薬 スプラタスト アイピーディ

ステロイド ベクロメタゾン リノコート

ステロイド フルチカゾン フルナーゼ

ステロイド モメタゾン ナゾネックス

ステロイド フルチカゾン アラミスト

ステロイド デキサメタゾン エリザス

ステロイド ベタメタゾン・d-クロルフェ
ニラミン

セレスタミン

ステロイド プレドニゾロン プレドニン

ステロイド（strongest） クロベタゾール デルモベート

ステロイド（very strong） ベタメタゾン酪酸エステル
プロピオン酸エステル

アンテベート

ステロイド（strong） ベタメタゾン吉草酸エステ
ル

リンデロン-V

カルシニューリン阻害薬 タクロリムス プロトピック

カルシニューリン阻害薬 シクロスポリン ネオーラル

血行促進・皮膚保湿薬 ヘパリン類似物質 ヒルドイドソフト

第二世代抗ヒスタミン薬 フェキソフェナジン アレグラ

第二世代抗ヒスタミン薬 レボセチリジン ザイザル

第二世代抗ヒスタミン薬 セチリジン ジルテック

第二世代抗ヒスタミン薬 ロラタジン

抗ロイコトリエン薬 モンテルカスト キプレス

第一世代抗ヒスタミン薬 ヒドロキシジン アタラックス−P

H2受容体拮抗薬 シメチジン タガメット

H2受容体拮抗薬 ラニチジン

H2受容体拮抗薬 ファモチジン

ステロイド プレドニゾロン プレドニン

カルシニューリン阻害薬 シクロスポリン

蕁麻疹

アレルギー
性鼻炎

アトピー性
皮膚炎



抗IgE抗体 オマリズマブ

その他

鎮痛薬 アセトアミノフェン

ペニシリン系抗菌薬 アモキシシリン サワシリン

β-ラクタマーゼ阻害薬
配合ペニシリン系抗菌薬

クラブラン酸・アモキシシ
リン

クラバモックス

セフェム系抗菌薬 セフジトレンピボキシル メイアクト

セフェム系抗菌薬 セフジニル セフゾン

セフェム系抗菌薬 セフロキシム
アキセチル

オラセフ

セフェム系抗菌薬 セフポドキシム
プロキセチル

バナン

セフェム系抗菌薬 セフトリアキソン ロセフィン

セフェム系抗菌薬 セフィキシム セフスパン

カルバペネム抗菌薬 テビペネムピボキシル オラペネム

マクロライド系抗菌薬 クラリスロマイシン

マクロライド系抗菌薬 アジスロマイシン

リンコマイシン系抗菌薬 クリンダマイシン ダラシン

ニューキノロン系抗菌薬 トスフロキサシン オゼックス

ACE阻害薬 イミダプリル タナトリル

ACE阻害薬 エナラプリル レニベース

ACE阻害薬 キナプリル コナン

ACE阻害薬 テモカプリル エースコール

ACE阻害薬 ペリンドプリル コバシル

ARB ロサルタン ニューロタン

ARB カンデサルタン ブロプレス

ARB テルミサルタン ミカルディス

ARB オルメサルタン オルメテック

ARB イルベサルタン アバプロ、イルベタン

徐放鉄剤 硫酸鉄（徐放錠） フェロ・グラデュメット、
テツクール

有機酸鉄 クエン酸第一鉄
ナトリウム

フェロミア

有機酸鉄 フマル酸第一鉄
（徐放カプセル）

フェルム

有機酸鉄 ピロリン酸第二鉄 インクレミン

注射用鉄剤 含糖酸化鉄 フェジン

熱中症 末梢性筋弛緩薬 ダントロレン

蕁麻疹

急性中耳炎

慢性腎臓病

（鉄欠乏性）
貧血


