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ムコダイン®・ ・・・・・・・・・・・・・・121,・130

ムコフィリン®・・・・・・・・・・・・・121,・130

メインテート®・
・・・・・・・・・・・・・・18,・30,・33,・44,・55,・65

メキシチール®・・・・・・・・・・・・・・・ 33,・41

メキシレチン・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 33,・41

メキタジン・・・・・・・・・・・・・・・・・144,・150

メサデルム®・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・157

メトグルコ®・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85

メトトレキサート・・・・・・・・・330,・333

メトプロロール・
・・・・・・・・・・・・・・18,・30,・33,・43,・55,・66

メトホルミン・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85

メナテトレノン・・・・・・・・・・・259,・280

メバロチン®・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 71,・80

メプチン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・120,・125

メポリズマブ・ ・・・・・・・・・・・・・133,・141

メマリー®・・・・・・・・・・・・・・・・・・218,・226

メマンチン・・・・・・・・・・・・・・・・・218,・226

メロキシカム・ ・・・・・・・・・・・・・331,・343

メロペネム・・・・・・・・・・・・・・・・・177,・188

メロペン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・177

モービック®・ ・・・・・・・・・・・・・・331,・343

モキシフロキサシン・・・・・・178,・195

モメタゾンフランカルボン酸エ
ステル・・・・・・・・・・・・・・132,・135,・157
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モメタゾンフランカルボン酸エ
ステル/インダカテロール・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132,・138

モメタゾンフランカルボン酸エ
ステル/インダカテロール/グ
リコピロニウム・・・・・・・・・133,・140

モンテルカスト・
・・・・・・・・・・・・・・・・・133,・139,・145,・155

や行
ユナシン®-S・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・177

ユリス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・314,・325

ユリノーム®・ ・・・・・・・・・・・・・・314,・325

抑肝散・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・218

ら行
酪酸プロピオン酸ヒドロコルチ

ゾン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・157

ラコサミド・・・・・・・・・・・・・・・・・233,・256

ラジカット®・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・284

ラスブリカーゼ・・・・・・・・・・・・・・・・314

ラスリテック®・・・・・・・・・・・・・・・・・・314

ラニチジン・・・・・105,・115,・144,・155

ラフチジン・・・・・・・・・・・・・・・・・105,・115

ラベキュア®パック・ ・・・・・105,・117

ラベファイン®パック・・・・105,・117

ラベプラゾール・・・・・・・・・・・105,・114

ラミクタール®・・・・・・・・・・・・・232,・250

ラモトリギン・ ・・・・・・・・・・・・・232,・250

ラロキシフェン・・・・・・・・・・・259,・276

ランソプラゾール・・・・・・・・・105,・114

ランタス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86,・103

リウマトレックス®・・・・・・・330,・333

リカルボン®・ ・・・・・・・・・・・・・・259,・273

リキシセナチド・・・・・・・・・・・・86,・101

リキスミア®・ ・・・・・・・・・・・・・・・86,・101

リクシアナ®・ ・・・・・34,・51,・283,・308

リクラスト®・ ・・・・・・・・・・・・・・259,・273

リスパダール®・・・・・・・・・・・・・・・・・・218

リスペリドン・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・218

リスモダン®・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 33,・41

リセドロン酸・ ・・・・・・・・・・・・・259,・273

リドカイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33,・41

リドメックスコーワ・・・・・・・・・・・158

リナグリプチン・・・・・・・・・・・・85,・100

リネゾリド・・・・・・・・・・・・・・・・・177,・193

リバーロキサバン・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34,・51,・283,・308

リバスタッチ®・・・・・・・・・・・・・218,・224

リバスチグミン・・・・・・・・・・・218,・224

リバロ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71,・80

リピディル®・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 71,・83

リピトール®・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 71,・80

リフレックス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・199

リボトリール®・・・・・・・・・・・・・232,・254

リポバス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71,・80

リマチル®・・・・・・・・・・・・・・・・・・330,・333

リメタゾン®・ ・・・・・・・・・・・・・・330,・343

リラグルチド・ ・・・・・・・・・・・・・・86,・101

リンヴォック®・・・・・・・・・・・・・330,・341

リンデロン®・ ・・・・・・・・・・・・・・145,・156

リンデロン®-DP・・・・・・・・・・・・・・・157

リンデロン®-Ⅴ・・・・・・・・・・・・・・・・157

ルーラン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・218

ルジオミール®・・・・・・・・・・・・・199,・215

ルセオグリフロジン・・・・・・・86,・100

ルセフィ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86,・100

ルパタジン・・・・・・・・・・・・・・・・・144,・150

ルパフィン®・ ・・・・・・・・・・・・・・144,・150

ルフィナミド・ ・・・・・・・・・・・・・233,・257

ルボックス®・ ・・・・・・・・・・・・・・199,・211

レクサプロ®・ ・・・・・・・・・・・・・・199,・211

レクチゾール®・・・・・・・・・・・・・145,・155

レスタミンコーワ・・・・・・・・・・・・・・144

レスリン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199

レダコート®・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158

レニベース®・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

レパグリニド・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 85,・99

レフルノミド・ ・・・・・・・・・・・・・330,・333

レベチラセタム・・・・・・・・・・・232,・249

レベミル®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86,・103

レボセチリジン・・・・・144,・150,・159

レボフロキサシン・・・・・・・・・178,・195

レミカット®・ ・・・・・・・・・・・・・・144,・150

レミケード®・ ・・・・・・・・・・・・・・330,・337

レミニール®・ ・・・・・・・・・・・・・・218,・224

レメロン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199

レルベア®・・・・・・121,・127,・132,・138

ローコール®・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 71,・80

ロカルトロール®・・・・・・・・・・259,・279

ロキサチジン・ ・・・・・・・・・・・・・105,・115

ロキソニン®・ ・・・・・・・・・・・・・・331,・343

ロキソプロフェン・・・・・・・・・331,・343

ロコイド®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158

ロサルタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18,・29

ロスーゼット®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

ロスバスタチン・・・・・・・・・・・・・ 71,・80

ロセフィン®・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・177

ロトリガ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

ロフェプラミン・・・・・・・・・・・・・・・・215

ロプレソール®・・・・・・・・・・・・・・・ 55,・66

ロモソズマブ・ ・・・・・・・・・・・・・259,・278

ロラタジン・・・・・・・・・・・144,・150,・159

わ行
ワーファリン・ ・・・・34,・51,・283,・308

ワソラン®・・・・・・・・・・・・・・・・28,・33,・49

ワルファリン・
・・・34,・51,・283,・295,・298,・308,・309

ワンアルファ®・・・・・・・・・・・・・259,・279
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