
事項索引

320 症状と患者背景にあわせた 頻用薬の使い分け 第3版

数　字
5・killer・sore・throat・・・・・・・・・・・・・・・151

5-HT3受容体拮抗薬・・・・・・・・・・・・・・67

5α還元酵素阻害薬・ ・・・・・・・249,・268

欧　文

α交感神経刺激薬・・・・・・・・・・・・・・・・271

α1遮断薬・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・249,・267

α2δリガンド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・317

AMSスコア・・・・・・・・・・・・・・・・・304,・305

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151

β遮断薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

β3受容体作動薬・・・・・・・・・・・249,・267

BPPV・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74

BZD・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160,・169

Ca拮抗薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

Centor・criteria・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・152

CGRP関連薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60

COX-2選択的阻害薬・・・・・・・・・・・・・37

ED・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299

FD・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109

FSSG問診票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110

GERD・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

H.pylori除菌薬・・・・・・・・・・・・・106,・122

H1受容体拮抗薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

H2RA・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106,・121

HFpEF・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・224

Hutchinson徴候・・・・・・・・・・・・・・・・・・313

IBS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105

IPSS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・252

itch-scratch・cycle・・・・・・・・・・・・・・・194

LOH症候群・・・・・・・・・・・・・・・・・299,・300

Los・Angeles分類・・・・・・・・・・・・・・・・・109

LUTS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250

M2タンパク阻害薬・・・・・・・・・・・・・・232

MS温シップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

MS冷シップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

Na＋/グルコース共役輸送担体2
阻害薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211,・228

NERD・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

NSAIDs・ ・・・・・・・・・22,・34,・53,・63,・309

NSAIDs潰瘍・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115

OAB・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・253,・257

Overfill仮説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216

P-CAB・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106,・118

PDE5阻害薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・307

Phalen徴候陽性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

PHN・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・310,・317

PPI・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106,・118

RICE・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

RNAポリメラーゼ阻害薬
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・232,・235

RomeⅣ診断基準・・・・・・・・・・・・・・・・・105

SGLT2阻害薬・ ・・・・・・・・・・・・・211,・228

SSRI・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160,・171

Starlingの式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・213

Th2サイトカイン阻害薬・・・・・・・・271

Tinel徴候陽性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

tripod・position・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151

Underfill仮説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216

WHO三段階除痛ラダー・・・・・・・・・・33

和　文

あ行
亜急性咳嗽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154

アシクロビル脳症・・・・・・・・・・314,・315

アシッドブロッカー・・・・・・・・・・・・・106

アスピリン喘息・・・・・・・・・・・・・・・26,・37

アトピー性角結膜炎・・・・・・・・・・・・・286

アトピー性素因・・・・・・・・・・・・・・・・・・198

アトピー性皮膚炎・・・・・・・・・・197,・200

アミロライド感受性上皮型
ナトリウムチャネル阻害薬
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210,・225

アラキドン酸カスケード・・・・・・・・・26

アルコール性ニューロパチー・・・72

アレルギー性結膜炎・・・・・・・286,・287

事項索引事項索引

320-335_索引_責了.indd   320 2021/07/09   15:37



事
項
索
引

医
薬
品
索
引

321

アレルギー性結膜疾患・ ・・・・・・・・・286

アレルギー性鼻炎・・・・・・・・・・205,・272

アンジオテンシン受容体ネプリ・
ライシン阻害薬・・・・・・・・・・211,・227

胃潰瘍・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

胃薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106

胃食道逆流症・・・・・・・・・・・・・・・108,・183

一次性頭痛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54

胃痛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107

遺伝子組換えヒト心房性ナトリウム
利尿ぺプチド・ ・・・・・・・・・・・211,・229

胃もたれ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107

咽頭痛・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151

インフルエンザ・・・・・・・・・・・・・ 29,・232

ウィーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・206

ウイルス性結膜炎・・・・・・・・・・・・・・・・288

うっ血性心不全・・・・・・・・・・・・・・・・・・220

うつ状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・172

うつ病・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・163,・172

エルゴタミン製剤・・・・・・・・・・・・・・・・・53

塩類下剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87

悪心・嘔吐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77

オピオイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・309,・318

オピオイドκ受容体作動薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・194,・208

オピオイド系貼付剤・・・・・・・・・・41,・49

オレキシン受容体拮抗薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129,・130,・139

か行
外傷性頸部症候群・・・・・・・・・・・・・・・・・47

咳嗽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153,・176

化学伝達物質（ケミカルメディ
エーター）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・194

過活動膀胱・・・・・・・・・・・・・250,・253,・257

過活動膀胱症状スコア（OABSS）
質問票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・254

喀痰・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・186

喀痰治療薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・186

肩こり・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

化膿性関節炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

過敏性腸症候群・・・・・・・・・・・・103,・105

過敏性腸症候群治療薬・ ・・・・・・・・・・94

下部尿路症状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250

花粉症・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・293

痒み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・194

痒み過敏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・197

カリウムイオン競合型アシッド・
ブロッカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118

カリウム保持性利尿薬・ ・・・210,・225

カルシウムチャネルα2δリガンド・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,・68,・309

加齢男性性腺機能低下症候群・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299,・302

間欠性跛行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

肝硬変・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・214

肝腎症候群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・219

乾性咳嗽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・176

肝性浮腫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216,・218

関節炎・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

関節リウマチ・・・・・・・・・・・・・・25,・31,・45

感染性腸炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95

感染性鼻炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・273

乾燥肌（ドライスキン）・・・・・・・・・196

がん疼痛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,・33

カンピロバクター腸炎・ ・・・・・・・・・149

感冒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148

感冒薬・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・147

漢方薬・ ・・・・・・・・・・・・ 80,・157,・271,・283

気道分泌細胞正常化薬・ ・・・185,・190

機能性ディスペプシア・ ・・・・・・・・・109

急性咽頭炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,・29

急性咳嗽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153,・180

急性関節炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

急性気管支炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・183

急性下痢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96

急性喉頭蓋炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151

急性上気道炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,・29

急性腎障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

急性副鼻腔炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149

吸着薬・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94,・100

巨大乳頭結膜炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・286

去痰薬・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・185

ギラン・バレー症候群・ ・・・・・・69,・73

筋緊張・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162

筋弛緩作用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・170

筋弛緩薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

320-335_索引_責了.indd   321 2021/07/09   15:37



事項索引

322 症状と患者背景にあわせた 頻用薬の使い分け 第3版

緊張型頭痛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56,・62

くしゃみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149

クラミジア結膜炎・・・・・・・・・・・・・・・・290

群発頭痛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56,・63

経口抗コリン薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・264

経口用ステロイド薬・・・・・・・・・・・・・271

頸椎症・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

経皮局所吸収型NSAIDs製剤・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41,・46,・50

結核・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154

血管運動性鼻炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・273

解熱鎮痛薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22,・156

ケミカルメディエーター受容体・
拮抗薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270

ケミカルメディエーター遊離・
抑制薬・・・・・・・・・193,・203,・270,・278

下痢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95

原発性不眠症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132

抗IgE抗体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271

抗アレルギー点眼薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・285,・287,・290

抗アンドロゲン薬・・・・・・・・・・249,・268

抗インフルエンザ薬・・・・・・・・・・・・・232

抗うつ薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,・66

交感神経刺激薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

膠原病・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

抗コリン薬・
・・・・・・・・・・・・・・94,・102,・249,・263,・266

光線過敏症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

抗てんかん薬・・・・・・・・・・・・・・53,・66,・68

抗ヒスタミン薬・
・・・・・・・156,・192,・203,・270,・274,・280

抗不安作用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・170

抗不安薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53,・160

抗不整脈薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

抗ヘルペスウイルス薬・ ・・・309,・310

抗めまい薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

抗利尿ホルモン剤・・・・・・・・・・・・・・・・249

国際前立腺症状スコア・ ・・・・・・・・・252

骨折・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

骨転移・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

コリン作動薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249

さ行
サイアザイド系利尿薬・ ・・・・・・・・・224

サイアザイド利尿薬・・・・・・・・・・・・・210

細菌感染症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150

細菌性結膜炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・289

催眠作用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・170

殺菌防腐薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94,・102

三環系抗うつ薬・・・・・・・・68,・309,・317

ジェットラグ・・・・・・・・・・・・・・・130,・131

刺激型貼付剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・41,・46

刺激性下剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89

時差ぼけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130,・131

湿性咳嗽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・176

湿布・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

しびれ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,・68

社会不安障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・172

周期性四肢運動障害・・・・・・・・・・・・・133

充血・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・286

十二指腸潰瘍・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

収斂薬・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94,・100

手根管症候群・・・・・・・・・・・・・・・・・・70,・73

腫瘍熱・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

春季カタル・・・・・・・・・・・・・・・・・・286,・295

消炎鎮痛薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

消化管運動改善薬・・・・・・・・・・・・・・・・・67

消化管機能改善薬・・・・・・・・・・107,・126

消化性潰瘍・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108

消化性潰瘍治療薬・・・・・・・・・・・・・・・・107

上気道感染症・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,・29

上皮機能変容薬・・・・・・・・・・・・・・・80,・91

上皮機能変容薬・胆汁酸トランス
ポーター阻害薬・・・・・・・・・・・・・・・・・91

止痢薬・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94

心窩部痛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107

心気症・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・165

神経因性膀胱・・・・・・・・・・・・・・・254,・260

神経障害性疼痛・・・・・・・・・・・・・ 69,・317

心性浮腫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・214,・216

腎性浮腫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216,・220

腎前性腎障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・220

浸透圧性下剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,・87

浸透圧利尿薬・・・・・・・・・・・・・・・210,・227

心不全・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・214

腎不全・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・214

320-335_索引_責了.indd   322 2021/07/09   15:37



事
項
索
引

医
薬
品
索
引

323

蕁麻疹・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・198,・201

水痘帯状疱疹ウイルス・ ・・・・・・・・・310

睡眠維持困難・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130

睡眠衛生指導・・・・・・・・・・・・・・・133,・135

睡眠関連呼吸障害・・・・・・・・・・・・・・・・133

睡眠相後退障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・130

睡眠導入剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・170

睡眠薬・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129

頭痛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54

頭痛体操・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62

ステロイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・271,・309

ステロイド外用薬・・・・・・・・・・193,・205

ステロイド点眼薬・・・・・・・・・・285,・293

ストロング・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

ストロンゲスト・・・・・・・・・・・・193,・205

制酸中和薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

整腸薬・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94,・103

制吐・鎮暈薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

制吐薬・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

生物学的製剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271

咳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153

咳喘息・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・184

接触皮膚炎・・・・・・・・・・・・・・51,・198,・201

遷延性咳嗽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180

選択的セロトニン再取り込み・
阻害薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160,・171

全般性不安障害・・・・・・・・・・・・163,・172

前立腺肥大症・・・・・・・・・・250,・251,・255

早朝覚醒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130

掻痒感・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・286

足関節捻挫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

た行
第一世代抗ヒスタミン薬・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・192,・203

帯状疱疹・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・310

帯状疱疹後神経痛・・・・・・・・・・・ 68,・310

耐性乳酸菌製剤・・・・・・・・・・・・・ 94,・103

大腸刺激性下剤・・・・・・・・・・・・・・・80,・89

第二世代抗ヒスタミン薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・192,・203

脱臼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

ダニアレルゲンエキス・ ・・・・・・・・・271

多尿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・255,・261

多発性硬化症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

打撲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

短期不眠障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130

炭酸脱水酵素阻害薬・・・・・・・210,・228

胆汁酸トランスポーター阻害薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,・91

中枢性嘔吐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77

中枢性鎮咳薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・175

中枢性非麻薬性鎮咳薬・ ・・・174,・182

中枢性麻薬性鎮咳薬・・・・・・・174,・181

中枢性めまい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74

直腸刺激性下剤・・・・・・・・・・・・・・・80,・89

鎮暈薬・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

鎮咳薬・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・147,・157,・174

通年性アレルギー性鼻炎・・・・・・・・275

痛風・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

痛風発作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

テープ剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41,・50,・51

テストステロン補充療法・・・・・・・・302

点鼻薬・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・155

点鼻用血管収縮薬・・・・・・・・・・・・・・・・271

糖尿病性神経障害・・・・・・・・・・・・・・・・・68

糖尿病性末梢神経障害・ ・・・・・・71,・72

糖類下剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87

ドパミンD2受容体拮抗薬・・・・・・・・67

ドパミン受容体作動薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211,・228

ドライアイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・290

ドライスキン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・196

トリプタン系薬・・・・・・・・・・・・・・・53,・64

な行
二次性頭痛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54

乳酸菌製剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94,・103

入眠困難・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130

ニューロキニンⅠ（NK1）受容体・
拮抗薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

尿素含有軟膏/クリーム/・
ローション・・・・・・・・・・・・・・・192,・202

ネフローゼ症候群・・・・・・・・・・・・・・・・214

粘液修復薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・185,・191

粘液潤滑薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・185,・191

粘液溶解薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・185,・190

320-335_索引_責了.indd   323 2021/07/09   15:37



事項索引

324 症状と患者背景にあわせた 頻用薬の使い分け 第3版

捻挫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　42

ノイラミニダーゼ阻害薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・232,・237

脳循環・代謝賦活薬・・・・・・・・・・・・・・67

脳卒中・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

は行
排尿障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249

バソプレシンV2受容体拮抗薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210,・227

パップ剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41,・50,・51

鼻噴霧用ステロイド薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271,・274,・282

パニック障害・・・・・・・・・・・・・・・164,・172

汎発性帯状疱疹・・・・・・・・・・・・・・・・・・312

光接触皮膚炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51

鼻汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149

ヒスタミンH1受容体拮抗薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・285,・290

ヒスタミンH2受容体拮抗薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106,・121

非ステロイド性抗炎症薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,・34,・53,・63

非ステロイド性消炎外用薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・194,・208

非代償性肝硬変・・・・・・・・・・・・・・・・・・218

ビタミンB12・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

ビタミン欠乏性神経障害・・・・・・・・・72

皮膚瘙痒症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・199

鼻閉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149,・273

非ベンゾジアゼピン系・ ・・・・・・・・・130

非ベンゾジアゼピン系睡眠薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・138

肥満（マスト）細胞・・・・・・・・・・・・・194

ピリン系禁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

不安・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162

腹水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・218

副鼻腔炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・273

副鼻腔気管支症候群・・・・・・・・・・・・・183

浮腫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210,・212

不眠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162

不眠症・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130

プロスタグランジンD2・トロンボ
キサンA2受容体拮抗薬・ ・・・・・271

プロトンポンプ阻害薬・ ・・・106,・118

ベリーストロング・・・・・・・・・・193,・205

変形性関節症・・・・・・・・・・・・・・23,・30,・43

変形性頸椎症・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69

変形性膝関節症・・・・・・・・・・・・・・・43,・48

片頭痛・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

ベンゾジアゼピン系・・・・・・・・・・・・・130

ベンゾジアゼピン系睡眠薬・・・・・137

ベンゾジアゼピン系薬物・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160,・169

ベンゾジアゼピン受容体作動薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129

扁桃周囲膿瘍・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151

便秘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81

便秘薬・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80

防御因子増強薬・・・・・・・・・・・・107,・124

膨満感・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107

保湿・保護薬・・・・・・・・・・・・・・・192,・202

ホスホジエステラーゼ5阻害薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249,・298,・307

勃起障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299

勃起不全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299

ま行
末梢性嘔吐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78

末梢性制吐薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

末梢性鎮咳薬・・・・・・・・・・174,・175,・183

末梢性めまい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74

慢性咳嗽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154,・180

慢性下痢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96

慢性不眠障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130

慢性腰痛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

ミディアム・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

ミネラルコルチコイド受容体・
拮抗薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・225

胸やけ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107

メディエーター遊離抑制薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・285,・290

めまい・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,・73

メラトニン受容体作動薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129,・130,・141

免疫抑制点眼薬・・・・・・・285,・287,・294

免疫抑制薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・207

免疫療法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271

320-335_索引_責了.indd   324 2021/07/09   15:37



事
項
索
引

医
薬
品
索
引

325

や行
夜間多尿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・255,・261

薬剤性鼻炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・273

薬物乱用頭痛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61

腰椎症・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

腰痛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39,・43

腰痛症・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,・30

抑うつ傾向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・163

ら行
ライ症候群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

利尿薬・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210

良性発作性頭位めまい症・・・・・・・・・74

ループ利尿薬・・・・・・・・・・・・・・・210,・222

レストレスレッグス症候群・・・・・133

ロイコトリエン受容体拮抗薬・
・・・・・・・・・・・・・193,・203,・271,・274,・281

老人性鼻炎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・273

320-335_索引_責了.indd   325 2021/07/09   15:37



326 症状と患者背景にあわせた 頻用薬の使い分け 第3版

医薬品索引

欧　文
dl-イソプレナリン・・・・・・・・・・・・・・・67

d-クロルフェニラミン
・・・・・・・147,・156,・192,・203,・270,・280

D-マンニトール・ ・・・・・・・・・・・・・・・・210

PL配合顆粒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,・34

和　文

あ
アイピーディ®・・・・・・・・193,・203,・271

亜鉛華・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・192,・202

アコチアミド・・・・・・・・・・・・・・・107,・126

アコファイド®・・・・・・・・・・・・・107,・126

アシクロビル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・309

アシテア®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271

アシノン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106,・121

アストミン®・・・・・・・・・・・・・・・・174,・182

アズノール®・・・・・192,・194,・202,・208

アスピリン・・・・・・・・・・・・・22,・34,・53,・63

アスベリン®・・・・・・・・・・・・・・・・174,・182

アズレン・・・・・・・・・・・・・・・・194,・202,・208

アズレン軟膏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・192

アズロキサ®・・・・・・・・・・・・・・・・107,・124

アセタゾラミド・・・・・・・・・・・・210,・228

アセチルシステイン・・・・・・・185,・190

アセトアミノフェン
・・・・・・・・・・・22,・38,・53,・147,・156,・309

アゼプチン®・・・・・192,・203,・270,・280

アゼラスチン・・・・192,・203,・270,・280

アゾセミド・・・・・・・・・・・・・・・・・・210,・222

アタラックス®・・・・・・・・・・・・・192,・203

アタラックス®-P・ ・・・・・・・・・192,・203

アデノシン三リン酸・・・・・・・・・・・・・・67

アデホスコーワ顆粒・・・・・・・・・・・・・・67

アドソルビン®・・・・・・・・・・・・・・ 94,・100

アドフィード®パップ・・・・・・・・41,・50

アビガン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・232

アプレピタント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

アヘン・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103

アヘンアルカロイド・・・・・・・・ 94,・103

アヘンチンキ・・・・・・・・・・・・・・・・ 94,・103

アヘン末・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94

アボルブ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249,・268

アマージ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,・64

アマンタジン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・232

アミティーザ®・・・・・・・・・・・・・・・・80,・91

アミトリプチリン・・・・・・・53,・66,・309

アムシノニド・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

アメナメビル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・309

アメナリーフ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・309

アモキシシリン・・・・・・・・・・・・106,・122

アモバン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

アラセナ®-A・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・309

アラミスト®・・・・・・・・・・・・・・・・271,・282

アルギン酸ナトリウム・ ・・・107,・124

アルクロメタゾンプロピオン酸
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

アルサルミン®・・・・・・・・・・・・・107,・124

アルダクトン®A・・・・・・・・・・・210,・225

アルタット®・・・・・・・・・・・・・・・・106,・121

アルプラゾラム・・・・・・・・53,・160,・169

アルメタ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

アルロイド®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107

アルロイド®G・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124

アレギサール®
・・・・・・・193,・203,・270,・278,・285,・290

アレグラ®・・・・・・・・192,・203,・270,・280

アレサガ®テープ・ ・・・・・・・・・270,・280

アレジオン®
・・・・・・・192,・203,・270,・280,・285,・290

アレジオン®LX・ ・・・・・・・・・・・285,・290

アレビアチン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

アレロック®・・・・・192,・203,・270,・280

アローゼン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,・89

アロキシ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

アンテベート®・・・・・・・・・・・・・193,・205

アンブロキソール・・・・・・・・・・185,・191

医薬品索引医薬品索引

320-335_索引_責了.indd   326 2021/07/09   15:37



327

事
項
索
引

医
薬
品
索
引

い
イソメニール®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

イトプリド・・・・・・・・・・・・・・67,・107,・126

イナビル®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・232,・237

イノバン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211

イフェンプロジル・・・・・・・・・・・・・・・・・67

イブジラスト・・・・・・・・・・・67,・285,・290

イブプロフェン・・ 22,・34,・37,・53,・63

イミグラン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,・64

イミダフェナシン・・・・・・・・・・249,・265

イミプラミン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

イメンド®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

イリボー®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94,・103

インジセトロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

インタール®・・・・・193,・203,・270,・278

インダパミド・・・・・・・・・・・・・・・210,・224

インデラル®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

インドメタシン・・・・・・・・・・・・・・・41,・50

う
ウインタミン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

ウブレチド®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249

ウラピジル・・・・・・・・・・・・・・・・・・249,・267

ウリトス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249,・265

ウレパール®・・・・・・・・・・・・・・・・192,・202

え
エカベト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107,・124

エグアレン・・・・・・・・・・・・・・・・・・107,・124

エスゾピクロン・・・・・・・・・・・・129,・136

エスタゾラム・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

エスフルルビプロフェン・・・・・41,・50

エソメプラゾール・・・・・106,・118,・122

エチゾラム・・・53,・129,・136,・160,・169

エチルシステイン・・・・・・・・・・185,・190

越婢加朮湯・・・・・・・・・・・・・・・・・・271,・283

エトドラク・・・・・・・・・・・・・22,・30,・34,・37

エナルモンデポー®・・・・・・・・・・・・・・298

エバスチン・・・・・・・192,・203,・270,・280

エバステル®・・・・・192,・203,・270,・280

エバミール®・・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

エピナスチン・
・・・・・・・192,・203,・270,・280,・285,・290

エプラジノン・・・・・・・・・・・・・・・174,・182

エブランチル®・・・・・・・・・・・・・249,・267

エプレレノン・・・・・・・・・・・・・・・210,・225

エペリゾン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

エメダスチン・・・・・・・・・・・・・・・270,・280

エリザス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271,・282

エリスパン®・・・・・・・・・・・・・・・・160,・169

エルゴタミン・カフェイン配合薬・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

エレトリプタン・・・・・・・・・・・・・・・53,・64

エロビキシバット・・・・・・・・・・・・・80,・91

エンテロノン®-R・・・・・・・・・・・ 94,・103

エンパグリフロジン・・・・・・・211,・228

エンレスト®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211

お
オイラックス®・・・・・・・・・・・・・194,・208

オキサゾラム・・・・・・・・・・・・・・・160,・169

オキサトミド・・・・192,・203,・270,・280

オキシブチニン・・・・・・・・・・・・249,・266

オキシメテバノール・・・・・・・174,・181

オセルタミビル・・・・・・・・・・・・232,・237

オノン®・・・・・・・・・・・193,・203,・271,・281

オマリズマブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271

オメプラール®・・・・・・・・106,・118,・122

オメプラゾール・・・・・・・106,・118,・122

オルガドロン®・・・・・・・・・・・・・285,・293

オロパタジン・
・・・・・・・192,・203,・270,・280,・285,・290

か
カイトリル®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

ガスター®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106,・121

ガストローム®・・・・・・・・・・・・・107,・124

ガスモチン®・・・・・・・・・・・・67,・107,・126

葛根湯・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271,・283

カトレップ®パップ・・・・・・・・・・・41,・50

カナグリフロジン・・・・・・・・・・211,・228

カナグル®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211,・228

ガナトン®・・・・・・・・・・・・・・・67,・107,・126

320-335_索引_責了.indd   327 2021/07/09   15:37



328 症状と患者背景にあわせた 頻用薬の使い分け 第3版

医薬品索引

ガバペン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66,・309

ガバペンチン・・・・・・・・・・・・・・・・ 66,・309

カピステン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,・34

カプサイシン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

カルバマゼピン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

カルペリチド・・・・・・・・・・・・・・・211,・229

カルボシステイン・・・・・・・・・・185,・191

カロナール®・・・・・・・・・22,・38,・53,・309

カンレノ酸カリウム・・・・・・・210,・225

き
桔梗湯・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・147,・157

キプレス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271,・281

キョーリンAP2®・・・・・・・・・・・・・・22,・38

キンダベート®・・・・・・・・・・・・・193,・205

く
クアゼパム・・・・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

グーフィス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,・91

グラニセトロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

クラリシッド®・・・・・・・・・・・・・106,・122

クラリス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106,・122

クラリスロマイシン・・・・・・・106,・122

クラリチン®・・・・・192,・203,・270,・280

クリアナール®・・・・・・・・・・・・・185,・190

クリアミン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

グリセオール®注・ ・・・・・・・・・・・・・・・210

クレマスチン・・・・192,・203,・270,・280

クロキサゾラム・・・・・・・・・・・・160,・169

クロタミトン・・・・・・・・・・・・・・・194,・208

クロチアゼパム・・・・・・・・・・・・160,・169

クロフェダノール・・・・・・・・・・174,・182

クロベタゾールプロピオン酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

クロベタゾン酪酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

クロペラスチン・・・・・・・・・・・・174,・182

クロモグリク酸・
・・・・・・・193,・203,・270,・278,・285,・290

クロモグリク酸ナトリウム点鼻・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・147,・155

クロルプロマジン・・・・・・・・・・・・・・・・・67

クロルマジノン・・・・・・・・・・・・249,・268

け
桂枝加竜骨牡蛎湯・・・・・・・・・・・・・・・・173

桂麻各半湯・・・・・・・・・・・・・・・・・・271,・283

ケタス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・67,・285,・290

ケトチフェン・
・・・・・・・192,・203,・270,・280,・285,・290

ケトプロフェン・・・・・・・22,・34,・41,・50

こ
五虎湯・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271,・283

コデインリン酸塩・・・・・157,・174,・181

コルドリン®・・・・・・・・・・・・・・・・174,・182

コロネル®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94,・103

コンスタン®・・・・・・・・・・・・53,・160,・169

コントミン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

さ
柴胡加竜骨牡蛎湯・・・・・・・・・・173,・298

柴胡桂枝乾姜湯・・・・・・・・・・・・・・・・・・173

ザイザル®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270,・280

サイトテック®・
・・・・・・・・・・・・・・・・・30,・31,・37,・107,・124

柴朴湯・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160,・172

サイレース®・・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

サインバルタ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

サクビトリルバルサルタン・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211,・227

ザジテン®・
・・・・・・・192,・203,・270,・280,・285,・290

ザナミビル・・・・・・・・・・・・・・・・・・232,・237

サムスカ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210

ザルティア®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249

サワシリン®・・・・・・・・・・・・・・・・106,・122

酸化亜鉛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・192,・202

酸化マグネシウム・・・・・・・・・・・・・80,・87

サンテゾーン®・・・・・・・・・・・・・285,・293

し
ジアゼパム・・・・・・・・・・・・・・・・・・160,・169

シアリス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・298,・307

ジェイゾロフト®・・・・・・・・・・・160,・171

320-335_索引_責了.indd   328 2021/07/09   15:37



329

事
項
索
引

医
薬
品
索
引

シクロスポリン・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・207,・285,・294

ジクロフェナク・
・・・・・・・・・・・22,・34,・35,・41,・63,・64,・50

次硝酸ビスマス・・・・・・・・・・・・・ 94,・100

ジスチグミン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249

シダキュア®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271

ジヒドロコデインリン酸塩・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・174,・181

ジフェニドール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

ジフェンヒドラミン・・・67,・192,・203

ジフルコルトロン吉草酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

ジフルプレドナート・・・・・・・193,・205

シプロヘプタジン・・・・・・・・・・192,・203

ジフロラゾン酢酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

ジメモルファン・・・・・・・・・・・・174,・182

ジメンヒドリナート・・・・・・・・・・・・・・67

次没食子酸ビスマス・・・・・・・・ 94,・100

ジャディアンス®・・・・・・・・・・・211,・228

小青竜湯・・・・・147,・157,・183,・271,・283

ジルテック®・・・・・192,・203,・270,・280

シルデナフィル・・・・・・・・・・・・298,・307

シロドシン・・・・・・・・・・・・・・・・・・249,・267

シングレア®・・・・・193,・203,・271,・281

シンセロン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

シンメトレル®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・232

新レシカルボン®・・・・・・・・・・・・・・80,・89

す
スインプロイク®・・・・・・・・・・・・・・・・・・80

スクラルファート・・・・・・・・・・107,・124

ステーブラ®・・・・・・・・・・・・・・・・249,・265

スピロノラクトン・・・・・・・・・・210,・225

スプラタスト・・・・・・・・・・193,・203,・271

スペリア®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・185,・190

スボレキサント・・・・・・・・・・・・129,・139

スマトリプタン・・・・・・・・・・・・・・・53,・64

スルピリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,・34

せ
ゼスラン®・・・・・・・・192,・203,・270,・280

セチリジン・・・・・・・192,・203,・270,・280

セディール®・・・・・・・・・・・・・・・・160,・172

セパゾン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160,・169

セファドール®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

セラスター®テープ・・・・・・・・・・・41,・50

セララ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210,・225

セルシン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160,・169

セルタッチ®パップ・・・・・・・・・・・41,・50

セルトラリン・・・・・・・・・・・・・・・160,・171

セルベックス®・・・・・・・・・・・・・107,・124

セレキノン®・
・・・・・・・・・・・・・・・67,・94,・104,・107,・126

セレコキシブ・・・・・・・・・・22,・31,・34,・37

セレコックス®・・・・・・・・22,・31,・34,・37

セレスタミン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271

セレナール®・・・・・・・・・・・・・・・・160,・169

セレニカ®R・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

セロクラール®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

センナ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,・89

センノシド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,・89

そ
ゾーミッグ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,・64

ゾピクロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

ゾビラックス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・309

ゾフルーザ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・232

ソメリン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

ソラナックス®・・・・・・・・・53,・160,・169

ソランタール®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

ソリフェナシン・・・・・・・・・・・・249,・265

ソルダクトン®・・・・・・・・・・・・・210,・225

ゾルピデム・・・・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

ゾルミトリプタン・・・・・・・・・・・・・53,・64

ゾレア®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271

た
ダイアート®・・・・・・・・・・・・・・・・210,・222

ダイアコート®・・・・・・・・・・・・・193,・205

ダイアモックス®・・・・・・・・・・・・・・・・・210

大黄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89

大黄甘草湯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80

大建中湯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80

320-335_索引_責了.indd   329 2021/07/09   15:37



330 症状と患者背景にあわせた 頻用薬の使い分け 第3版

医薬品索引

大青竜湯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271,・283

タクロリムス・・・・193,・207,・285,・294

タケキャブ®・・・・・・・・・・・106,・118,・122

タケプロン®・・・・・・・・・・・106,・118,・122

タダラフィル・・・・・・・・・・249,・298,・307

ダパグリフロジン・・・・・・・・・・211,・228

タベジール®・・・・・192,・203,・270,・280

タミフル®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・232,・237

タムスロシン・・・・・・・・・・・・・・・249,・267

タリージェ®・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66,・309

タリオン®・・・・・・・・192,・203,・270,・280

タリムス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・285,・294

ダルメート®・・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

炭酸水素Na・無水リン酸二水素
Na・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,・89

炭酸水素ナトリウム・・・・・・・・・・・・・・67

タンドスピロン・・・・・・・・・・・・160,・172

タンニン酸アルブミン・ ・・・・ 94,・100

ち
チアトン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94,・102

チアラミド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

チキジウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94,・102

チザニジン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

チスタニン®・・・・・・・・・・・・・・・・185,・190

チペピジン・・・・・・・・・・・・・・・・・・174,・182

て
ディレグラ®・・・・・・・・・・・・・・・・270,・280

デエビゴ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129,・139

デキサメタゾン・・・・・・・・・・・・285,・293

デキサメタゾン吉草酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

デキサメタゾンシペシル酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・・・271,・282

デキサメタゾンプロピオン酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

デキストロメトルファン・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・147,・157,・174,・182

テクスメテン®・・・・・・・・・・・・・193,・205

テグレトール®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

デザレックス®・・・・・・・・・・・・・270,・280

テストステロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・298

デスモプレシン・・・・・・・・・・・・・・・・・・249

デスロラタジン・・・・・・・・・・・・270,・280

テトラミド®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

デトルシトール®・・・・・・・・・・・249,・264

デパケン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,・66

デパス®・・・・・・・53,・129,・136,・160,・169

テプレノン・・・・・・・・・・・・・・・・・・107,・124

デプロメール®・・・・・・・・・・・・・160,・171

デュタステリド・・・・・・・・・・・・249,・268

デュロキセチン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

デュロテップ®MT・・・・・・・・・・・・・・・309

テルネリン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

デルモベート®・・・・・・・・・・・・・193,・205

テレミンソフト®・・・・・・・・・・・・・・80,・89

天然ケイ酸アルミニウム・・・ 94,・100

と
トウガラシエキス・・・・・・・・・・・・・・・・・41

ドパミン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211,・228

トビエース®・・・・・・・・・・・・・・・・249,・265

トプシム®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

トフラニール®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

ドラール®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

トラセミド・・・・・・・・・・・・・・・・・・210,・222

トラニラスト・
・・・・・・・193,・203,・270,・278,・285,・290

トラベルミン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

トラマール®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・309

トラマゾリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271

トラマドール・・・・・・・・・・・・・・・309,・318

ドラマミン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

トラメラス®・・・・・・・・・・・・・・・・285,・290

トランコロン®・・・・・・・・・・・・・・ 94,・102

トリアゾラム・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

トリアムシノロンアセトニド・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

トリアムテレン・・・・・・・・・・・・210,・225

トリクロルメチアジド・ ・・・210,・224

トリテレン®・・・・・・・・・・・・・・・・210,・225

トリパミド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210

トリプタノール®・・・・・・・・・・・・ 66,・309

トリメブチン・
・・・・・・・・・・・・・・・67,・94,・104,・107,・126

320-335_索引_責了.indd   330 2021/07/09   15:37



331

事
項
索
引

医
薬
品
索
引

トルテロジン・・・・・・・・・・・・・・・249,・264

トルバプタン・・・・・・・・・・・・・・・210,・227

ドンペリドン・・・・・・・・・・・67,・107,・126

な
ナイキサン®・

・・・・・・・・・・・・・・・22,・32,・33,・34,・53,・63

ナウゼリン®・・・・・・・・・・・・67,・107,・126

ナゼア®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

ナゾネックス®・・・・・・・・・・・・・271,・282

ナトリックス®・・・・・・・・・・・・・210,・224

ナフトピジル・・・・・・・・・・・・・・・249,・267

ナプロキセン・
・・・・・・・・・・・・・・・22,・32,・33,・34,・53,・63

ナボール®テープ・ ・・・・・・・・・・・・41,・50

ナボール®パップ・ ・・・・・・・・・・・・41,・50

ナラトリプタン・・・・・・・・・・・・・・・53,・64

ナルデメジン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80

ナルフラフィン・・・・・・・・・・・・194,・208

に
ニザチジン・・・・・・・・・・・・・・・・・・106,・121

ニトラゼパム・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

ニフラン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,・32,・34

ニポラジン®・・・・・192,・203,・270,・280

ね
ネオーラル®・・・・・・・・・・・・・・・・193,・207

ネオキシ®テープ・ ・・・・・・・・・249,・266

ネキシウム®・・・・・・・・・・・106,・118,・122

ネリゾナ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

ネルボン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

の
ノイロトロピン®・・・・22,・38,・66,・309

濃グリセリン/果糖注射液・・・・・210

ノスカピン・・・・・・・・・・・・・・・・・・174,・182

ノバミン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

ノリトレン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・309

ノルスパン®テープ・・・・・・・・・・・・・・・41

ノルトリプチリン・・・・・・・・・・・・・・・・309

ノルモナール®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210

は
バイアグラ®・・・・・・・・・・・・・・・・298,・307

バイカロン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210

バイナス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271

ハイペン®・・・・・・・・・・・・・・22,・30,・34,・37

パキシル®・・・・・・・・・・・・・・・66,・160,・171

白色ワセリン・・・・・・・・・・・・・・・192,・202

麦門冬湯・・・・・・・・・・・・・・・・147,・157,・183

パスタロン®・・・・・・・・・・・・・・・・192,・202

パセトシン®・・・・・・・・・・・・・・・・106,・122

パタノール®・・・・・・・・・・・・・・・・285,・290

八味地黄丸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・298

バップフォー®・・・・・・・・・・・・・249,・266

パピロック®ミニ・ ・・・・・・・・・285,・294

バラシクロビル・・・・・・・・・・・・・・・・・・309

パリエット®・・・・・・・・・・・106,・118,・122

ハルシオン®・・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

バルデナフィル・・・・・・・・・・・・298,・307

バルトレックス®・・・・・・・・・・・・・・・・・309

ハルナール®・・・・・・・・・・・・・・・・249,・267

バルプロ酸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,・66

ハロキサゾラム・・・・・・・・・・・・129,・136

バロキサビルマルボキシル・・・・・232

パロキセチン・・・・・・・・・・・66,・160,・171

パロノセトロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

半夏厚朴湯・・・・・・・・・・・・・・・・・・160,・172

ハンプ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211

ひ
ビオフェルミン®・・・・・・・・・・・・ 94,・103

ビオフェルミンR®・・・・・・・・・ 94,・103

ピコスルファートナトリウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,・89

ビサコジル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,・89

ビスダーム®・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

ビスマス製剤・・・・・・・・・・・・・・・・ 94,・100

ビソルボン®・・・・・・・・・・・・・・・・185,・190

ビダラビン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・309

ヒドロキシジン・・・・・・・・・・・・192,・203

ヒドロクロロチアジド・ ・・・210,・224

320-335_索引_責了.indd   331 2021/07/09   15:37



332 症状と患者背景にあわせた 頻用薬の使い分け 第3版

医薬品索引

ヒドロコルチゾン酪酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・206

ビベグロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・249,・267

ヒベルナ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・192,・203

標準化スギ花粉エキス・ ・・・・・・・・・271

ビラスチン・・・・・・・・・・・・・・・・・・270,・280

ビラノア®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270,・280

ヒルドイド®・・・・・・・・・・・・・・・・192,・202

ピレチア®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・192,・203

ふ
ファビピラビル・・・・・・・・・・・・・・・・・・232

ファムシクロビル・・・・・・・・・・・・・・・・309

ファムビル®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・309

ファモチジン・・・・・・・・・・・・・・・106,・121

フェキソフェナジン・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・192,・203,・270,・280

フェキソフェナジン・プソイドエ
フェドリン配合剤・・・・・・・270,・280

フェソテロジン・・・・・・・・・・・・249,・265

フェニトイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

フェルビナク・・・・・・・・・・・・・・・・・・41,・50

フェルビナク®テープ・・・・・・・・41,・50

フェロベリン®・・・・・・・・・・・・・・ 94,・102

フェンタニル・・・・・・・・・・・・・・・・ 41,・309

フェントス®テープ・・・・・・・・・・・・・・・41

フォシーガ®・・・・・・・・・・・・・・・・211,・228

ブスコパン®・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94,・102

フスタゾール®・・・・・・・・・・・・・174,・182

ブチルスコポラミン・・・・・・・・ 94,・102

フドステイン・・・・・・・・・・・・・・・185,・190

ブプレノルフィン・・・・・・・・・・・・・・・・・41

フラジール®・・・・・・・・・・・・・・・・106,・122

フラジオマイシン・・・・・・・・・・285,・293

プラノプロフェン・・・・・・・・・22,・32,・34

フラベリック®・・・・・・・・・・・・・174,・182

プランルカスト・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・203,・271,・281

フリバス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249,・267

プリンペラン®・・・・・・・・・67,・107,・126

フルイトラン®・・・・・・・・・・・・・210,・224

フルオシノニド・・・・・・・・・・・・193,・205

フルオシノロンアセトニド・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

フルオロメトロン・・・・・・・・・・285,・293

フルコート®・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

フルジアゼパム・・・・・・・・・・・・160,・169

プルゼニド®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,・89

フルチカゾンフランカルボン酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・・・271,・282

フルチカゾンプロピオン酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・・・271,・282

フルトプラゼパム・・・・・・・・・・160,・169

フルナーゼ®・・・・・・・・・・・・・・・・271,・282

フルニトラゼパム・・・・・・・・・・129,・136

ブルフェン®・・・・・・ 22,・34,・37,・53,・63

フルボキサミン・・・・・・・・66,・160,・171

フルメタ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

フルメトロン®・・・・・・・・・・・・・285,・293

フルラゼパム・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

フルルビプロフェン・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22,・34,・37,・41,・50

プレガバリン・・・・・・・・・・・・・・・・ 66,・309

プレドニゾロン・
・・・・・・・・・・・・・193,・206,・271,・277,・309

プレドニゾロン吉草酸エステル・
酢酸エステル・ ・・・・・・・・・・・193,・205

プレドニン®・・・・・・・・・・・・・・・・271,・309

プロイメンド®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

プロクロルペラジン・・・・・・・・・・・・・・67

プロスタール®・・・・・・・・・・・・・249,・268

フロセミド・・・・・・・・・・・・・・・・・・210,・222

ブロチゾラム・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

プロテカジン®・・・・・・・・・・・・・106,・121

プロトピック®・・・・・・・・・・・・・193,・207

プロピベリン・・・・・・・・・・・・・・・249,・266

プロプラノロール・・・・・・・・・・・・・・・・・53

プロマック®・・・・・・・・・・・・・・・・107,・124

ブロムヘキシン・・・・・・・・・・・・185,・190

プロメタジン・・・・・・・・・・・・・・・192,・203

へ
ベオーバ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249,・267

ペクタイト®・・・・・・・・・・・・・・・・185,・190

ベクロメタゾンプロピオン酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・・・271,・282

ベサコリン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249

ベシケア®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249,・265

ベタニス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249,・267

320-335_索引_責了.indd   332 2021/07/09   15:37



333

事
項
索
引

医
薬
品
索
引

ベタネコール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249

ベタヒスチン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

ベタメタゾン・・・・・・・・・・285,・293,・294

ベタメタゾン・d-クロルフェニ・
ラミン配合剤・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・271

ベタメタゾン吉草酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

ベタメタゾンジプロピオン酸・
エステル・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

ベタメタゾン酪酸エステル・
プロピオン酸エステル・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

ベトネベート®・・・・・・・・・・・・・193,・205

ベハイド®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210

ヘパリン類似物質・・・・・・・・・・192,・202

ベポタスチン・・・・192,・203,・270,・280

ペミラストン®・・・・・・・・・・・・・270,・278

ペミロラスト・
・・・・・・・・・・・・・193,・203,・270,・278,・285

ベラパミル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

ペラミビル・・・・・・・・・・・・・・・・・・232,・237

ペリアクチン®・・・・・・・・・・・・・192,・203

ベルソムラ®・・・・・・・・・・・・・・・・129,・139

ベルベリン・ゲンノショウコ・
エキス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94,・102

ベンザリン®・・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

ベンチルヒドロクロロチアジド・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210

ペントキシベリン・・・・・・・・・・174,・182

ベンプロペリン・・・・・・・・・・・・174,・182

ほ
ボアラ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

ホスアプレピタント・・・・・・・・・・・・・・67

補中益気湯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・298

ボノプラザン・・・・・・・・・・106,・118,・122

ポラキス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249,・266

ポラプレジンク・・・・・・・・・・・・107,・124

ポララミン®・・・・・192,・203,・270,・280

ポリエチレングリコール・・・・・80,・87

ポリカルボフィルカルシウム・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94,・103

ホリゾン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160,・169

ポリフル®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94,・103

ボルタレン®・
・・・・・・・・・・・・・・22,・34,・35,・53,・63,・309

ポンタール®・・・・・・・・・・・22,・34,・53,・63

ま
マイザー®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

マイスリー®・・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

麻黄附子細辛湯・・・・・・・・・・・・271,・283

マクサルト®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,・64

マグミット®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,・87

麻子仁丸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80

マプロチリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

マンニットT注・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・210

み
ミアンセリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

ミオナール®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

ミグシス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

ミソプロストール・
・・・・・・・・・・・・・・・・・30,・31,・37,・107,・124

ミティキュア®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271

ミニリンメルト®・・・・・・・・・・・・・・・・・249

ミラベグロン・・・・・・・・・・・・・・・249,・267

ミロガバリン・・・・・・・・・・・・・・・・ 66,・309

ミロラスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・290

む
ムコサール®・・・・・・・・・・・・・・・・185,・191

ムコスタ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107,・124

ムコソルバン®・・・・・・・・・・・・・185,・191

ムコダイン®・・・・・・・・・・・・・・・・185,・191

ムコフィリン®・・・・・・・・・・・・・185,・190

め
メイラックス®・・・・・・・・・・・・・160,・169

メイロン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

メキシチール®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

メキシレチン・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,・68

メキタジン・・・・・・・192,・203,・270,・280

メコバラミン・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,・68

メサデルム®・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

メジコン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・174,・182

320-335_索引_責了.indd   333 2021/07/09   15:37



334 症状と患者背景にあわせた 頻用薬の使い分け 第3版

医薬品索引

メチコバール®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

メチルシステイン・・・・・・・・・・185,・190

メテバニール®・・・・・・・・・・・・・174,・181

メトクロプラミド・・・・・・67,・107,・126

メトロニダゾール・・・・・・・・・・106,・122

メフェナム酸・・・・・・・・・・22,・34,・53,・63

メフルシド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210

メペンゾラート・・・・・・・・・・・・・ 94,・102

メリスロン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

メロキシカム・・・・・・・・・・22,・31,・34,・35

メントール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

も
モービック®・・・・・・・・・・・22,・31,・34,・35

モーラス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

モーラス®テープ・ ・・・・・・・・・・・・41,・50

モーラス®パップ・ ・・・・・・・・・・・・41,・50

モサプリド・・・・・・・・・・・・・・67,・107,・126

モニラック®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,・87

モビコール®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,・87

モメタゾンフランカルボン酸・
エステル・・・・・・・193,・205,・271,・282

モンテルカスト・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・203,・271,・281

や・ゆ
ヤクバン®テープ・ ・・・・・・・・・・・・41,・50

ユーロジン®・・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

ユリーフ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249,・267

ら
ラキソベロン®・・・・・・・・・・・・・・・・80,・89

ラクツロース・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,・87

ラクティオン®パップ・・・・・・・・41,・50

ラシックス®・・・・・・・・・・・・・・・・210,・222

ラックビー®・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94,・103

ラックビー®R・ ・・・・・・・・・・・・・・ 94,・103

ラニナミビル・・・・・・・・・・・・・・・232,・237

ラピアクタ®・・・・・・・・・・・・・・・・232,・237

ラフチジン・・・・・・・・・・・・・・・・・・106,・121

ラベプラゾール・・・・・・・106,・118,・122

ラマトロバン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271

ラメルテオン・・・・・・・・・・・・・・・129,・141

ラモセトロン・・・・・・・・・・・・67,・94,・103

ランソプラゾール・・・・・106,・118,・122

り
リーゼ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160,・169

リザトリプタン・・・・・・・・・・・・・・・53,・64

リザベン®・
・・・・・・・193,・203,・270,・278,・285,・290

リスミー®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

リドメックスコーワ・・・・・・・193,・205

リナクロチド・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,・91

リノコート®・・・・・・・・・・・・・・・・271,・282

リプタノール®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

リボスチン®・・・・・270,・280,・285,・290

苓甘姜味辛夏仁湯・・・・・・・・・・271,・283

リリカ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66,・309

リルマザホン・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

リレンザ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・232,・237

リン酸コデイン・・・・・・・・・・・・・ 94,・103

リン酸コデイン散・・・・・・・・・・・ 94,・103

リンゼス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80,・91

リンデロン®・・・・・・・・・・・・・・・・285,・293

リンデロン®A・・・・・・・・・・・・・・285,・293

リンデロン®-DP・・・・・・・・・・・193,・205

リンデロン®-V・・・・・・・・・・・・・193,・205

る
ルジオミール®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

ルネスタ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

ルパタジン・・・・・・・・・・・・・・・・・・270,・280

ルパフィン®・・・・・・・・・・・・・・・・270,・280

ルビプロストン・・・・・・・・・・・・・・・80,・91

ルプラック®・・・・・・・・・・・・・・・・210,・222

ルボックス®・・・・・・・・・・・・66,・160,・171

れ
レスタス®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160,・169

レスタミンコーワ・・・・・・・・・・192,・203

レスプレン®・・・・・・・・・・・・・・・・174,・182

レダコート®・・・・・・・・・・・・・・・・193,・205

320-335_索引_責了.indd   334 2021/07/09   15:37



335

事
項
索
引

医
薬
品
索
引

レバミピド・・・・・・・・・・・・・・・・・・107,・124

レビトラ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・298,・307

レボカバスチン・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・270,・280,・285,・290

レボセチリジン・・・・・・・・・・・・270,・280

レミカット®・・・・・・・・・・・・・・・・270,・280

レミッチ®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・194,・208

レルパックス®・・・・・・・・・・・・・・・・53,・64

レンドルミン®・・・・・・・・・・・・・129,・136

レンボレキサント・・・・・・・・・・129,・139

ろ
ロートエキス・・・・・・・・・・・・・・・・ 94,・102

ロキサチジン・・・・・・・・・・・・・・・106,・121

ロキソニン®・・・・・・・・・22,・34,・35,・309

ロキソニン®テープ・・・・・・・・・・・41,・50

ロキソニン®パップ・・・・・・・・・・・41,・50

ロキソプロフェン・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22,・34,・35,・41,・50

ロコア®テープ・・・・・・・・・・・・・・・・41,・50

ロコイド®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・193,・206

ロゼレム®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129,・141

ロピオン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,・34,・37

ロフラゼプ酸エチル・・・・・・・160,・169

ロペミン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94,・104

ロペラミド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94,・104

ロメリジン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

ロラゼパム・・・・・・・・・・・・・・・・・・160,・169

ロラタジン・・・・・・・192,・203,・270,・280

ロラメット®・・・・・・・・・・・・・・・・129,・136

ロルメタゼパム・・・・・・・・・・・・129,・136

わ
ワイパックス®・・・・・・・・・・・・・160,・169

ワクシニアウイルス接種家兎炎症
皮膚抽出液・・・・・・・・・・・・66,・68,・309

ワクシニアウイルス接種家兎炎症
皮膚抽出液含有製剤・・・・・・・22,・38

ワソラン®・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

320-335_索引_責了.indd   335 2021/07/09   15:37




