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一 般 名 索 引

【ア】

アジスロマイシン水和物 104,105,106
アズトレオナム 12
アスポキシシリン 25
アセチルキタサマイシン 220
アセチルスピラマイシン 106
アモキシシリン 26,27,28,29
アモキシシリン・クラブラン酸カリウム 161,162
アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム 191
アンピシリン（無水物を含む） 31,32
アンピシリン・クロキサシリンナトリウム 169
アンピシリン・ジクロキサシリンナトリウム 170
アンピシリンナトリウム 33
アンピシリンナトリウム・
クロキサシリンナトリウム 170,171

【イ】

イセチオン酸ペンタミジン 211
イソニアジド 192,208
イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム 193
一硫酸カナマイシン 13
イミペネム・シラスタチンナトリウム 163,164

【エ】

エチオナミド 194
エチルコハク酸エリスロマイシン 107
エノキサシン 142
エリスロマイシン 108,109
塩酸エタンブトール 194
塩酸オキシテトラサイクリン 234
塩酸オキシテトラサイクリン・
酢酸ヒドロコルチゾン 214
塩酸オキシテトラサイクリン・
ヒドロコルチゾン 226,227
塩酸オキシテトラサイクリン・
硫酸ポリミキシンB 214,223
塩酸クリンダマイシン 5
塩酸シプロフロキサシン 143
塩酸スペクチノマイシン 205
塩酸セフェピム 34
塩酸セフォゾプラン 35
塩酸セフォチアム 38
塩酸セフォチアムヘキセチル 40
塩酸セフカペン ピボキシル 41,42
塩酸セフメノキシム 43,44,45,46
塩酸タランピシリン 182

塩酸テトラサイクリン 119,120,122,123
塩酸テトラサイクリン・
エピジヒドロコレステリン 234

塩酸テトラサイクリン・酢酸ヒドロコルチゾン 226
塩酸デメチルクロルテトラサイクリン 124,125
塩酸ドキシサイクリン 126
塩酸バカンピシリン 47
塩酸バンコマイシン 180,203
塩酸ピブメシリナム 14
塩酸ミノサイクリン 127,128,129,130
塩酸リンコマイシン 6,7
塩酸レナンピシリン 182
塩酸ロメフロキサシン 144,145,146,147

【オ】

オフロキサシン 148,149,150

【カ】

ガチフロキサシン水和物 196,215
カルモナムナトリウム 15

【キ】

キタサマイシン 110
キヌプリスチン・ダルホプリスチン 204

【ク】

クラリスロマイシン 110,112
クロファジミン 195
クロラムフェニコール 131,133,134,135,136,137
クロラムフェニコール・
コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム 216

クロラムフェニコール・
硫酸フラジオマイシン・プレドニゾロン 224

【コ】

コハク酸クロラムフェニコールナトリウム 138
コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム 181
コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム・
塩酸テトラサイクリン 216

【サ】

サイクロセリン 188
酢酸ミデカマイシン 186

【シ】

ジアフェニルスルホン 180,195
シクラシリン 48,49
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シノキサシン 197
シプロフロキサシン 209
酒石酸キタサマイシン 113
ジョサマイシン 114

【ス】

ステアリン酸エリスロマイシン 115
スパルフロキサシン 151
スルバクタムナトリウム・
アンピシリンナトリウム 165
スルバクタムナトリウム・
セフォペラゾンナトリウム 166
スルファジアジン 221
スルファジアジン銀 222
スルファジメトキシン 141
スルファメトキサゾール・トリメトプリム 200,211
スルファモノメトキシン 190,208
スルフイソキサゾール 217
スルベニシリンナトリウム 49

【セ】

セファクロル 183,184
セファゾリンナトリウム 50
セファゾリンナトリウム（水和物を含む） 51,52
セファトリジンプロピレングリコール 185
セファドロキシル 53
セファレキシン 54,55,57,58
セファロチンナトリウム 59
セフィキシム 60,61
セフォジジムナトリウム 62
セフォタキシムナトリウム 63
セフォテタン 64
セフォペラゾンナトリウム 65
セフジトレン ピボキシル 66,67
セフジニル 68
セフスロジンナトリウム 69
セフタジジム 70
セフチゾキシムナトリウム 71,72
セフチブテン 181
セフテラムピボキシル 72,73
セフトリアキソンナトリウム 74
セフピラミドナトリウム 76
セフブペラゾンナトリウム 77
セフポドキシムプロキセチル 78,79
セフミノクスナトリウム 80
セフメタゾールナトリウム 81
セフロキサジン 82
セフロキシムアキセチル 83

【タ】

タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム 207

【チ】

チアンフェニコール 199

【テ】

テイコプラニン 8
テリスロマイシン 187

【ト】

トシル酸スルタミシリン 84
トシル酸トスフロキサシン 152
トブラマイシン 16,17

【ナ】

ナジフロキサシン 224
ナリジクス酸 153

【ノ】

ノルフロキサシン 154,155,156

【ハ】

バシトラシン 221
バシトラシン・硫酸フラジオマイシン 225
パニペネム・ベタミプロン 168
パラアミノサリチル酸カルシウム 191
パルミチン酸クロラムフェニコール 139

【ヒ】

ビアペネム 85
ピペミド酸三水和物 157
ピペラシリンナトリウム 86,87
ピラジナミド 193
ピロミド酸 157

【フ】

ファロペネムナトリウム 88,89
フェネチシリンカリウム 9
フシジン酸ナトリウム 222
プルリフロキサシン 198
フレロキサシン 158
プロピオン酸ジョサマイシン 116
フロモキセフナトリウム 90

【ヘ】

ベンジルペニシリンカリウム 10
ベンジルペニシリンベンザチン 11

【ホ】

ホスホマイシンカルシウム 91,92
ホスホマイシンナトリウム 206,219

一般名索引
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【ミ】

ミデカマイシン 117

【ム】

ムピロシンカルシウム水和物 231

【メ】

メシル酸パズフロキサシン 210
メロペネム 三水和物 93

【ラ】

ラクトビオン酸エリスロマイシン 117
ラクトビオン酸エリスロマイシン・
コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム 217
ラタモキセフナトリウム 94
ランソプラゾール、アモキシシリン、
クラリスロマイシン 190

【リ】

リネゾリド 199,210
リファンピシン 189
硫酸アストロマイシン 205
硫酸アミカシン 18
硫酸アルベカシン 204
硫酸イセパマイシン 19
硫酸エンビオマイシン 207
硫酸カナマイシン 20,21
硫酸ゲンタマイシン 95,96
硫酸ゲンタマイシン・吉草酸ベタメタゾン 227,228
硫酸コリスチン・硫酸フラジオマイシン 160
硫酸シソマイシン 97

硫酸ジベカシン 98,99
硫酸ストレプトマイシン 140
硫酸セフピロム 100
硫酸ネチルマイシン 101
硫酸フラジオマイシン 21,22
硫酸フラジオマイシン・吉草酸ベタメタゾン 228
硫酸フラジオマイシン・酢酸ヒドロコルチゾン 234
硫酸フラジオマイシン・酢酸ヒドロコルチゾン・
塩酸ジフェンヒドラミン 230

硫酸フラジオマイシン・酢酸プレドニゾロン 220
硫酸フラジオマイシン・
トリアムシノロンアセトニド・グラミシジン 229

硫酸フラジオマイシン・結晶トリプシン 225
硫酸フラジオマイシン・
フルオシノロンアセトニド 229

硫酸フラジオマイシン・プレドニゾロン 230
硫酸フラジオマイシン・メチルプレドニゾロン 218
硫酸フラジオマイシン・
リン酸ベタメタゾンナトリウム 218,219

硫酸ベカナマイシン 102
硫酸ポリミキシンB 23,24
硫酸ミクロノマイシン 103
硫酸リボスタマイシン 104
リン酸クリンダマイシン 202,223

【レ】

レボフロキサシン 159,160

【ロ】

ロキシスロマイシン 188
ロキタマイシン 118

一般名索引
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販 売 名 索 引

内 用 薬

【ア】

アーマイカプセル250 199
アクロマイシンVカプセル50mg 119
アクロマイシンVカプセル250mg 119
アスデュフェ錠100mg 154
アスデュフェ錠200mg 154
アセオシリン250カプセル 182
アセチルスピラマイシン錠協和 106
アプシード 141
アプシードシロップ 141
アプテシンカプセル 189
アミペニックスカプセル 32
アモキシシリンカプセル「タツミ」 30
アモキシシリンカプセル「トーワ」 29
アモキシシリン細粒「タツミ」 26
アモセパシンカプセル 30
アモピシリンカプセル250 30
アモペニキシンカプセル 30
アモペニキシン細粒 26
アモリンカプセル125 30
アモリンカプセル250 30
アモリン細粒10％ 26
アルキバクトカプセル200mg 197
アルミノニッパスカルシウム顆粒 191
アレンフラールカプセル250mg 183
アレンフラール細粒小児用100mg 183

【イ】

イスコチン 192
イスコチン錠50mg 192
イスコチン錠100mg 192
イスコチン末100％ 192
イソニアジド「三恵」 192
イソニアジド錠「三恵」 192

【ウ】

ウイントマイロン錠250 153
ウイントマイロン錠500 153
ウイントマイロンシロップ 153
ウイントリン錠250 153
ウイントリン錠500 153
ウナセラ錠200mg 154
ウナセルス 153
ウロニジクス錠 153

【エ】

エサンブトール錠125mg 194
エサンブトール錠250mg 194
エシノールドライシロップ 107
エシノールドライシロップ200 107
エブトール125mg 錠 194
エブトール250mg 錠 194
エフペニックスカプセル 30
エリカナール L顆粒 184
エリカナールカプセル250 183
エリカナール細粒 183
エリスロシン錠100mg 115
エリスロシン錠200mg 115
エリスロシンW顆粒20％ 107
エリスロシンドライシロップ10％ 107
エリスロシンドライシロップW20％ 107
エリスロマイシン錠「サワイ」 108
エリスロマイシン錠トヤマ 108
L －キサール顆粒500 57
L －ケフラール顆粒 184
L －ケフレックス顆粒 57
L －ケフレックス小児用顆粒 58
L －シーシーエルカプセル 184
L －パシビドール顆粒「500」 57
L －ラスポリジン顆粒500 57
塩酸バンコマイシン散 180
塩酸ミノサイクリンカプセル100「マルコ」 128
塩酸ミノサイクリン錠50「マルコ」 128

【オ】

オーグメンチン錠 161
オーグメンチン S錠 161
オーグメンチン小児用顆粒 162
オーレキシンドライシロップ500 54
オゼックス錠75 153
オゼックス錠150 153
オラスポアドライシロップ 82
オラセフ錠 83

【カ】

ガチフロ錠100mg 196
カナマイシンカプセル明治 13
カナマイシンシロップ明治 13
カナマイシンドライシロップ明治 13
カルノマチン 157
カンザシンドライシロップ 82
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【キ】

キサフロール錠100 154
キサフロール錠200 154

【ク】

クーペラシン顆粒 127
クーペラシン錠50mg 128
クーペラシン錠100mg 128
クラビット細粒 159
クラビット錠 159
クラリシッド錠50mg 小児用 111
クラリシッド錠200mg 113
クラリシッド・ドライシロップ小児用 111
クラリス錠50小児用 111
クラリス錠200 113
クラリスドライシロップ小児用 111
クリレールカプセル「250｣ 183
クリレール細粒小児用「100」 183
クリレール細粒小児用「200」 183
クルロラキシンカプセル「500」 92
クルロラキシンドライシロップ「400」 91
クロロマイセチン50 133
クロロマイセチン250 133
クロロマイセチンパルミテート液（小児用） 139

【ケ】

ケテック錠300mg 187
ケフポリンカプセル250 183
ケフポリン細粒 183
ケフラールカプセル250mg 183
ケフラール細粒小児用100mg 183
ケフレックスカプセル 56
ケフレックスシロップ用細粒100 54
ケフレックスシロップ用細粒200 54

【コ】

コパスター 157
コリマイシン S散 181
コンビペニックス 170

【サ】

サイクロセリンカプセル明治 188
ザイボックス錠600mg 199
サマセフカプセル250 53
サマセフシロップ用散200 53
サリスロンドライシロップ「200」 53
ザルツクラールカプセル250 183
ザルツクラール細粒小児用100 183
ザルツクラール細粒200 183
サワシリンカプセル 29

サワシリン細粒 26
サワシリン錠250 28

【シ】

シーシーエルカプセル 183
シーヌン錠100mg 154
シーヌン錠200mg 154
シオザクトカプセル200mg 197
ジスプロチン錠100mg 143
ジスプロチン錠200mg 143
ジスロマックカプセル小児用100mg 104
ジスロマック細粒小児用 104
ジスロマック錠250mg 105
ジスロマック錠600mg 106
シバスタン錠200mg 143
シプキサノン錠200 143
シプロキサン錠100mg 143
シプロキサン錠200mg 143
シフロキノン錠100 143
シフロキノン錠200 143
シフロサシン錠200 143
ジメキシン 141
ジメキシン錠 141
小児用バクシダール錠50mg 155
ジョサマイシロップ 116
ジョサマイシン錠 114
ジョサマイドライシロップ 116
ジョサママレット・シロップ用 116
ジョサレット錠 114
シンクルカプセル 56
シンクル錠250 56
シンクルドライシロップ200 54
シンセペン錠 9
シンノルフ錠100mg 154
シンノルフ錠200mg 154

【ス】

スオード錠100 198
ストバニール錠100mg 154
ストバニール錠200mg 154
スパラ錠100mg 151
スミフォン 192
スミフォン錠 192
スルキシン末 141

【セ】

セアプロン250カプセル 185
セアプロンドライシロップ250 185
セオキシリンカプセル250 30
セキシムカプセル100mg 60
セキシム細粒50mg 61

販売名索引 内用薬
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セキスパノン細粒50mg 61
セクロダンカプセル250 183
セクロダン細粒 183
セクロダン細粒200 183
セファクロルカプセル250「マルコ」 183
セファクロル細粒「マルコ」 183
セファクロル細粒200「マルコ」 183
セファクロル細粒小児用100mg（ツルハラ） 183
セファレキシン・C「トーワ」 56
セファレキシン－R顆粒「ヨウシン」 57
セファレキシンカプセル「日医工」 56
セファレキシン錠250「マルコ」 56
セファレキシンドライシロップ「タツミ」500 54
セファレキシンドライシロップ「日医工」 54
セファレキシンドライシロップ250「マルコ」 54
セファレックスR顆粒 57
セフィーナカプセル100 60
セフィーナ細粒50 61
セフィーナ細粒100 61
セフィラート細粒50mg 61
セフサンDS250 82
セフサンドライシロップ 82
セフスパンカプセル50mg 60
セフスパンカプセル100mg 60
セフスパン細粒50mg 61
セフゾンカプセル50mg 68
セフゾンカプセル100mg 68
セフゾン細粒小児用 68
セフテムカプセル100mg 181
セフテムカプセル200mg 181
セフパ細粒50mg 61
セフラコールドライシロップ 185
セフラコールドライシロップ250 185
セフロング顆粒 57
センセファリンカプセル125 56
センセファリンカプセル250 56
センセファリンシロップ用細粒10％ 54
センセファリンシロップ用細粒20％ 54

【ソ】

ソルシリンカプセル250 32
ソルシリンカプセル500 32
ソルシリン顆粒10％ 31

【タ】

タイセファコールカプセル 185
タイセファコールドライシロップ 185
ダイフェン 200
ダイフェン顆粒 200
ダイメトンシロップ 190
タカスノン錠200 115

タカスノンドライシロップ 107
タケシマイロン錠250 153
タツミラン錠100mg 158
タツレキシンカプセル200mg 197
ダラシンカプセル 5
タリビッド錠 148

【ツ】

ツベルミン錠 194

【ト】

トーワキサン錠100 154
トーワキサン錠200 154
トキクロルカプセル 183
トキクロル細粒 183
トスキサシン錠75mg 153
トスキサシン錠150mg 153
トミロン細粒小児用100 72
トミロン錠50 73
トミロン錠100 73
ドルコール錠250mg 157
ドルセファンカプセル250 53
ドルセファンドライシロップ100 53
ドルセファンドライシロップ200 53

【ナ】

ナリジクス酸カプセル250mg － K 153
ナリジクス酸カプセル500mg － K 153
ナリジクス酸錠・250mg 153

【ニ】

25mg プロトゲン錠 195
ニッパスカルシウム顆粒 191
ニッパスカルシウム錠（0.25g） 191

【ネ】

ネオイスコチン 193
ネオイスコチン錠 193

【ノ】

ノトラー錠100mg 154
ノトラー錠200mg 154
ノフキサン錠100mg 154
ノフキサン錠200mg 154
ノフロキサン錠100mg 154
ノフロキサン錠200mg 154
ノルコジン錠200 154
ノルバクシン錠100mg 154
ノルバクシン錠200mg 154
ノルフロキサシン錠100「EMEC」 154
ノルフロキサシン錠200「EMEC」 154

販売名索引 内用薬
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【ハ】

バイシリンG顆粒 11
バクシダール錠100mg 154
バクシダール錠200mg 154
バクタ顆粒 200
バクタ錠 200
バクトラミン 200
バクトラミン顆粒 200
バスティーン錠 154
バストシリンカプセル250 49
バストシリン細粒10％ 48
バストシリン細粒20％ 48
パセトシンカプセル 29
パセトシン細粒 26
パセトシン錠50 27
パセトシン錠250 28
パナシッド錠 157
バナン錠 79
バナンドライシロップ 78
バフロキサール錠100mg 154
バフロキサール錠200mg 154
バラシリン錠 182
パラントシンドライシロップ250 185
バルトネール錠100mg 158
バルトネール錠150mg 158
パルドマイシン錠50 126
バレオンカプセル100mg 144
バレオン錠200mg 144
バロクール錠100mg 154
バロクール錠200mg 155
ハロスミンカプセル500 92
ハロスミンドライシロップ400 91
パンスポリンT錠100 40
パンスポリンT錠200 40

【ヒ】

ビクシリン Sカプセル 169
ビクシリン S錠 169
ビクシリンカプセル 32
ビクシリンドライシロップ 31
ヒドラジット「オーツカ」 192
ヒドラ錠「オーツカ」50mg 192
ビブラマイシン錠 126
ピペラマイシン錠100 126
ピペロテート錠250 157
ピラマイド 193

【フ】

ファロム錠150mg 89
ファロム錠200mg 89

ファロムドライシロップ小児用 88
フラゼミシンカプセル 92
プリモール錠100mg 143
プリモール錠200mg 143
ブルーバシリンカプセル 92
ブルーバシリンドライシロップ 91
フルマーク錠100mg 142
フルマーク錠200mg 142
フルミコシン錠100 158
ブレマラート錠100mg 155
ブレマラート錠200mg 155
フレメガシン錠100mg 158
フレメガシン錠150mg 158
フロキシール錠200 143
フロモックス錠75mg 42
フロモックス錠100mg 42
フロモックス小児用細粒100mg 41

【ヘ】

ペピミドール錠 157
ペングッド顆粒250mg 47
ペングッド錠250mg 47

【ホ】

ホスカシリンドライシロップ 91
ホスホミンドライシロップ400 91
ホスマイカプセル500 92
ホスマリンドライシロップ400 91
ホスミシン錠250 92
ホスミシン錠500 92
ホスミシンドライシロップ200 91
ホスミシンドライシロップ400 91

【ミ】

ミオカマイシン錠200 186
ミオカマイシンドライシロップ100 186
ミオカマイシンドライシロップ200 186
ミタトニン錠100 155
ミタトニン錠200 155
ミノスタシン錠50 128
ミノスタシン錠100 128
ミノトーワ錠50 128
ミノトーワ錠100 128
ミノペン顆粒 127
ミノペン錠50 128
ミノペン錠100 128
ミノマイシンカプセル50mg 128
ミノマイシンカプセル100mg 128
ミノマイシン顆粒 127
ミノマイシン錠50mg 129
ミノマイシン錠100mg 129
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【メ】

メイアクトMS小児用細粒 66
メイアクト錠100 67
メイアクト小児用細粒 66
メガキサシン錠100mg 158
メガロシン錠100mg 158
メガロシン錠150mg 158
メタコリマイシンカプセル 181
メタコリマイシン顆粒 181
メデマイシンカプセル 117
メリシン錠50mg 14

【ユ】

ユナシン細粒小児用 84
ユナシン錠 84

【ヨ】

ヨウジクス錠 153
ヨウジクス錠500 153

【ラ】

ラセナマイシン錠50mg 126
ラセナマイシン錠100mg 126
ラリキシンカプセル 56
ラリキシン錠 56
ラリキシンドライシロップ 54
ラリキシンドライシロップ200 54
ランサップ400 190
ランサップ800 190
ランプレンカプセル50mg 195

【リ】

リカマイシン錠 118
リカマイシンドライシロップ 118
リカマイシンドライシロップ200 118
リファジンカプセル 189
リファンピシンカプセル「ヒシヤマ」 189
リファンピシンカプセル「ヘキサル」 189
リファンピシンカプセル150「サワイ」 189
リマクタンカプセル 189
リモベロンカプセル 189
硫酸ポリミキシンB錠ファイザー 23
硫酸ポリミキシンB溶性錠 23
リンコシンカプセル 6

【ル】

ルベラールカプセル250mg 183
ルベラール細粒小児用100mg 183
ルリッド錠150 188

【レ】

レクチゾール錠25mg 180
レダマイシンカプセル 124

【ロ】

ロイコマイシン錠〈200mg〉 110
ロバフィリンカプセル 129
ロメバクトカプセル100mg 144

【ワ】

ワイドシリン細粒200 26

注 射 薬

【ア】

アザクタム注射用0.5g 12
アザクタム注射用１ g 12
アプシード注 141
アマスリン静注用１ g 15
アミカマイシン注射液 19
アルカベミン注射用 88

【イ】

イスコチン注 208
イセシン注 19
イセパシン注射液 19
イセパシン注射液400 19
インダストキット 163
インダスト点滴用 163

【エ】

エクサシン注射液 19
エクサシン注射液400 19
エポセリン筋注用 71
エポセリン静注用 71
エルタシン注 95
エルパシン注射液200 19
エルパシン注射液400 19
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g 203
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g キット 203
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「メルク」 203
塩酸ミノサイクリン点滴静注用「マルコ」 129

【オ】

オーツカCEZ注－MC 52
オメガシン点滴用0.3g 85
オメガシン点滴用0.3g バッグ 85

販売名索引 内用薬・注射薬
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【カ】

カシミー注 19
カネンドマイシン注射液 102
カルベニン点滴用0.25g 168
カルベニン点滴用0.5g 168

【ク】

クーペラシン点滴静注用 129
クラフォラン注射用500mg 63
クラフォラン注射用１ g 63
クリダマシン注 202
クロロマイセチンサクシネート 138

【ケ】

ケイテン静注用0.5g 100
ケイテン静注用１ g 100
ケイペラゾン静注用 77
ケニセフ静注用 62
ケミスポリン静注用 39
ゲンタシン注 95
ゲンタシン注10 95
ゲンタシン注60 95

【サ】

ザイボックス注射液600mg 210
サガミシン注60 103
サガミシン注120 103
サンセファール静注用１ g 76

【シ】

シオセシン注射液200 19
シオセシン注射液400 19
シオマリン静注用１ g 94
シセプチン注射液50mg 97
シセプチン注射液75mg 97
シプロキサン注200mg 209
シプロキサン注300mg 209
静注用イソラマイシン 206
静注用セフメタゾールナトリウム
「ヒシヤマ」１ g１瓶 82
静注用セフメタゾールナトリウム
「ヒシヤマ」２ g１瓶 82
静注用セフメタゾールナトリウム
「ヒシヤマ」１ g１キット 82
静注用セフメタゾールナトリウム
「ヒシヤマ」２ g１キット 82
静注用セプラメタシン 82
静注用フラゼミシン S 206
静注用ホスカリーゼ S 206
静注用ホスミシン S 206

静注用リリアジン１ g 82
静注用リリアジン２ g 82
静注用ロイコマイシン 113

【ス】

ストラシン点滴静注用0.5g 203
スペルゾン静注用 166
スルタムジン静注用１ g 166
スルペゾール静注用１ g 166
スルペラゾン静注用0.5g 166
スルペラゾン静注用１ g 166

【セ】

セパトレン静注用１ g 76
セピドナリン静注用１ g 39
セファピコール静注用 39
セファメジンαキット 52
セファメジンα筋注用 50
セファメジンα注射用 51
セフィローム静注用0.5g 75
セフィローム静注用１ g 75
セフォセフ静注用１ g 166
セフォタックス注射用0.5g 63
セフォタックス注射用１ g 63
セフォタックス注射用２ g 63
セフォチアロン静注用 39
セフォビッド注射用１ g 66
セフォペラジン筋注用0.5g 66
セフォペラジン筋注用１ g 66
セフォペラジン注射用0.5g 66
セフォペラジン注射用１ g 66
セフォン静注用１ g 167
セフキソン静注用１ g 75
セフメタゾンキット点滴静注用１ g 82
セフメタゾン筋注用0.5g 82
セフメタゾン静注用0.25g 82
セフメタゾン静注用0.5g 82
セフメタゾン静注用１ g 82
セフメタゾン静注用２ g 82
セフロニックキット 167
セフロニック静注用 167
セラーゼン注射用 66
セロニード静注用１ g 75

【タ】

タイトスタン静注用 167
タイペラシリン注射用 88
ダイメトン注 208
タケスリン静注用0.5g 69
タケスリン静注用１ g 69
タゾシン静注用1.25g 207

販売名索引 注射薬
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タゾシン静注用2.5g 207
ダラシン S注射液 202

【チ】

チエナム筋注用 164
チエナム点滴用 163
チエペネム点滴用 163
注射用エフニコール 51
注射用エリスロシン 117
注射用コアキシン 59
注射用シナシッド 204
注射用セジペラ 66
注射用セフルトール 82
注射用タイセゾリン 51
注射用タゴシッド 8
注射用パニマイシン 98
注射用ビクシリン 33
注射用ビクシリン S 170
注射用ビクシリン S500 171
注射用ビクシリン S1000 171
注射用ピペラシリンNa１ g「日医工」 88
注射用ピペラシリンNa２ g「日医工」 88
注射用フォーチミシン 205
注射用ペニシリンGカリウム20万単位 10
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 10
注射用マキシピーム0.5g 34
注射用マキシピーム１ g 34
注射用メイセリン 80
注射用硫酸アミカシン「萬有」100mg 19
注射用硫酸アミカシン「萬有」200mg 19
注用セフマゾン 51
注用ホスホマイシンナトリウム「ヒシヤマ」 206
注用ワイスタール 167
注用ワイスタールキット１ g 167
注用ワイスタール１ gバッグ S 167

【ツ】

ツベラクチン 207

【テ】

デコンタシン注射液 204
点滴静注用ソルレイン0.5g 203
点滴静注用ナミマイシン 129
点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」 203
点滴静注用ミノマイシン 129

【ト】

ドイル注射用 25
トキオゾール静注用 82
トキオ注射用 51
トブラシン注小児用10mg 16

トブラシン注60mg 16
トブラシン注90mg 16
トミポラン静注用 77
トロビシン注 205

【ナ】

ナスパルン静注用 167

【ネ】

ネチリン注射液75mg 101
ネチリン注射液100mg 101

【ノ】

ノイセフ静注用 62

【ハ】

バクトラミン注 211
バクフォーゼ静注用１ g 167
パシル点滴静注液300mg 210
パシル点滴静注液500mg 210
パズクロス注300 210
パズクロス注500 210
パセトクール静注用 39
パセトクール静注用１ gバッグ S 39
パナンコシン S注射液 202
パニマイシン注射液 99
ハベカシン注射液 204
パルドクリン点滴静注用 129
ハロスポア静注用0.25g 39
ハロスポア静注用0.5g 39
ハロスポア静注用１ g 39
ハロスミン Sキット２ g 206
ハロスミン S静注用 206
パンスポリン筋注用0.25g 39
パンスポリン静注用0.25g 39
パンスポリン静注用0.5g 39
パンスポリン静注用１ g 39
パンスポリン静注用１ gバッグ S 39
パンスポリン静注用１ gバッグ G 39
パンセフォ静注用１ g 39
ハンダラミン注 202
バンマイシン点滴静注用0.5g 203

【ヒ】

ビクフェニン注射用 88
ビクリン注射液 19
ビクリン注射用 19
ピシリアント注射用 88
ビスタマイシン注射液 104
ピペユンシン注射用 88
ピレタゾール静注用 82

販売名索引 注射薬
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【フ】

ファーストシン静注用0.5g 37
ファーストシン静注用１ g 37
ファーストシン静注用１ gキットＳ 37
ファーストシン静注用１ gバッグＳ 37
ファーストシン静注用１ gバッグＧ 37
プランジン注射用 88
プルテツシン注射液 19
ブルバトシン注射液 204
フルマリンキット静注用１ g 90
フルマリン静注用0.5g 90
フルマリン静注用１ g 90
ブレカシン注射液 19
ブロアクト静注用0.5g 100
ブロアクト静注用１ g 100

【ヘ】

ベクタシン注射液75mg 101
ベクタシン注射液100mg 101
ベストコール筋注用0.5g 43
ベストコール静注用0.5g 44
ベストコール静注用１ g 44
ベナンバックス300 211
ペランコシン注射液 7
ベルマトンA注 19
ペントシリン筋注用 86
ペントシリン静注用１ gバッグ 88
ペントシリン静注用２ gバッグ 88
ペントシリン注射用１ g 88
ペントシリン注射用２ g 88
ペンマリン注射用 88

【ホ】

ホスミシン Sキット２ g 206
ホスミシン Sバッグ１ g点滴静注用 206
ホスミシン Sバッグ２ g点滴静注用 206
ホロサイル S静注用 206
ホンパスチン静注用 39

【ミ】

ミドシン注射液 202
ミノペン点滴静注用 129

【メ】

メロペン点滴用0.25g 93
メロペン点滴用0.5g 93

【モ】

モダシン静注用 70

【ヤ】

ヤマテタン静注用１ g 64

【ユ】

ユナシン－ S静注用0.75g 165
ユナシン－ S静注用1.5g 165

【ラ】

ラセナゾリン筋注用 50
ラセナゾリン注射用 51

【リ】

リアソフィン静注用0.5g 75
リアソフィン静注用１ g 75
リズピオン注射液 7
硫酸アミカシン注射液「萬有」100mg 19
硫酸アミカシン注射液「萬有」200mg 19
硫酸カナマイシン注射液明治 20
硫酸ストレプトマイシン明治 140
リンコシン注射液 7
リンコメイス注射液 7
リンタシン S注射液 202
リンタマイシン注 7

【ル】

ルイネシン注 95
ルニアマイシン注600mg 7
ルニアマイシン注１ g 7
ルニアマイシン注1.5g 7

【ロ】

ロゼクラート静注用１ g 75
ロセフィン静注用0.5g 75
ロセフィン静注用１ g 75
ロセフィン点滴静注用１ gバッグ 75
ロセメルク静注用１ g 75
ロミカシン注射液 19

外 用 薬

【ア】

アクアチムクリーム 224
アクアチム軟膏１％ 224
アクアチムローション 224
アクロマイシントローチ 122
アクロマイシン軟膏 122
アクロマイシン末 121

販売名索引 注射薬・外用薬
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【エ】

エアゾリンD1 230
エコリシン眼軟膏 217
エコリシン点眼液 217
エポセリン坐剤125 72
エポセリン坐剤250 72
エリコリ眼軟膏T 217
エリスリット眼軟膏 109
エリスロシン軟膏１％ 109
エルタシン軟膏 96

【オ】

オーハラキシン点眼液0.3％ 149
オプール点眼液0.3％ 149
オフサロン点眼液 216
オフタイト眼軟膏0.3％ 150
オフテクター点眼液0.3％ 149
オフロキサット点眼液0.3％ 149
オフロキシン点眼液0.3％ 149
オルカビット点眼液0.3％ 149

【カ】

ガチフロ0.3％点眼液 215
カナマイシンスプレー明治 21
カナマイシン軟膏明治 13
眼・耳科用リンデロンA液 219
眼・耳科用リンデロンA軟膏 218

【キ】

キサトロン点眼液0.3％ 149
強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 230

【ク】

クラビット点眼液 160
クロマイ腟錠 137
クロマイ－ P軟膏 224
クロラムフェニコール点眼液T 134
クロロマイセチン局所用 136
クロロマイセチン耳科用 134
クロロマイセチン軟膏２％ 135
クロロマイセチン末 132

【ケ】

ゲーベンクリーム 222
ケナコルト－AGクリーム 229
ケナコルト－AG軟膏 229
ゲルナート軟膏0.1％ 96
ゲンタシンクリーム 96
ゲンタシン点眼液 96
ゲンタシン軟膏 96

ゲンタロール点眼液 96

【コ】

コリナコール点眼液 216
コリマイ C点眼液 216
コリマイシンT眼軟膏 216
コリマイフォーム 160

【サ】

サイアジン点眼液 217
サルペリン点眼用 49
サンテマイシン点眼液 103

【シ】

耳科用プレデックス液 220
耳科用ホスミシン S 219
シセプチン点眼液 97

【ス】

スルファジアジンパスタ「三恵」 221

【ソ】

ソフラチュール 22
ソフラチュール帯 22

【タ】

ダラシンTゲル１％ 223
タリキサシン点眼液0.3％ 149
タリザート点眼液0.3％ 149
タリビッド眼軟膏 150
タリビッド耳科用液 150
タリビッド点眼液 149
タリフロン点眼液0.3％ 149

【テ】

デキサンG軟膏 227
デキサン－VGローション 228
テトラ・コーチゾン軟膏 226
テトラゾール油性点眼・点耳液 214
デビオン－VG軟膏 227
テラ・コートリル軟膏 226
テラコー・スプレー 227
テラジアパスタ 221
テラマイシン眼軟膏（ポリミキシンB含有） 214
テラマイシン軟膏（ポリミキシンB含有） 223
デルモゾールGクリーム 227
デルモゾールG軟膏 227
デルモゾールGローション 228
デルモランF軟膏 229
点眼用エリコリT 217

販売名索引 外用薬
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【ト】

トブラシン点眼液 17

【ニ】

ニッテン・コリスロール点眼液 217

【ネ】

ネオ・ロイコマイシントローチH 220
ネオメドロールEE軟膏 218

【ノ】

ノキサシン点眼液 156
ノフロキサン点眼液 156
ノフロ点眼液 156

【ハ】

ハイセチン膣錠 137
ハイセチン P軟膏 224
バクシダール点眼液 156
バクトロバン鼻腔用軟膏 231
バクファミル点眼液 156
バシトラシン・トローチ 221
パニマイシン点眼液 99
バラマイシン軟膏 225

【ヒ】

ビスコレット点眼液 156

【フ】

ファルキサシン点眼液0.3％ 149
フシジンレオインターチュール 222
フシジンレオ軟膏 222
フラジオ軟膏「山川」 21
フランセチン・T・パウダー 225
フルコートF 229
フロバール点眼液 156

【ヘ】

ベストフランクリーム 228
ベストフラン軟膏 228
ベストロン耳鼻科用 46
ベストロン点眼用 45
ベトネベートNクリーム 228
ベトネベートN軟膏 228
ベトノバールGクリーム 227
ベトノバールG軟膏 227
ベルベゾロンF液 219

【ホ】

ポロミキシンB末 24

【マ】

マリオットン点眼液 156
マロメール点眼液0.3％ 149

【ミ】

ミタトニン点眼液 156

【メ】

メタミキシン末 24

【リ】

リビゲット点眼液0.3％ 149
リフタマイシン点眼液 96
硫酸ゲンタマイシン点眼液T 96
硫酸ポリミキシンB末 24
硫酸ポリミキシンB末ファイザー 24
リンデロン－VGクリーム0.12％ 227
リンデロン－VG軟膏0.12％ 227
リンデロン－VGローション 228

【ル】

ルリクールVG軟膏0.12％ 227

【レ】

レダマイシン軟膏 125

【ロ】

ロメフロン耳科用液 147
ロメフロン点眼液 145
ロメフロンミニムス眼科耳科用液 146

歯 科 用 薬

【オ】

オキシテトラコーン「昭和」 234

【シ】

歯科用クロラムフェニコール液「昭和」 137
歯科用フラジオマイシンセルデント 234

【タ】

立川歯科用テトラサイクリンパスタ 123

【テ】

テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏 234
テトラサイクリンCMCペイスト「昭和」 123
デンターグルF 22

【ヘ】

ペリオクリン歯科用軟膏 130
ペリオフィール歯科用軟膏 130

販売名索引 外用薬・歯科用薬
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会社別販売名索引

旭化成ファーマ㈱
アミペニックスカプセル 32
エクサシン注射液 19
エクサシン注射液400 19
エフペニックスカプセル 30
コンビペニックス 170
静注用ロイコマイシン 113
シンクルカプセル 56
シンクル錠250 56
シンクルドライシロップ200 54
ツベラクチン 207
ネオ・ロイコマイシントローチH 220
フロキシール錠200 143
リカマイシン錠 118
リカマイシンドライシロップ 118
リカマイシンドライシロップ200 118
ロイコマイシン錠〈200mg〉 110

アベンティス ファーマ㈱
クラフォラン注射用500mg 63
クラフォラン注射用１ g 63
ケテック錠300mg 187
ソフラチュール 22
ソフラチュール帯 22
注射用シナシッド 204
注射用タゴシッド 8
ノイセフ静注用 62
ブロアクト静注用0.5g 100
ブロアクト静注用１ g 100
ベナンバックス300 211
ルリッド錠150 188

アボット ジャパン㈱
クラリシッド錠50mg 小児用 111
クラリシッド錠200mg 113
クラリシッド・ドライシロップ小児用 111
トスキサシン錠75mg 153
トスキサシン錠150mg 153
バレオンカプセル100mg 144
バレオン錠200mg 144

アルフレッサファーマ㈱
オラスポアドライシロップ 82

㈱イセイ
ウナセラ錠200mg 154
ウナセルス 153
カルノマチン 157
トキオゾール静注用 82
トキオ注射用 51
トキクロルカプセル 183

トキクロル細粒 183
硫酸ポリミキシンB末 24

岩城製薬㈱
ゲルナート軟膏0.1％ 96
デルモゾールGクリーム 227
デルモゾールG軟膏 227
デルモゾールGローション 228
ノルコジン錠200 154

エーザイ㈱
アザクタム注射用0.5g 12
アザクタム注射用１ g 12
ルリッド錠150 188

エスエス製薬㈱
L －キサール顆粒500 57

エルメッド エーザイ㈱
ノルフロキサシン錠100「EMEC」 154
ノルフロキサシン錠200「EMEC」 154

太田製薬㈱
オーレキシンドライシロップ500 54

大塚製薬㈱
アクアチムクリーム 224
アクアチム軟膏１％ 224
アクアチムローション 224
オーツカ CEZ注－MC 52
ヒドラジット「オーツカ」 192
ヒドラ錠「オーツカ」50mg 192

㈱大塚製薬工場
オーツカCEZ注－MC 52
ヒドラジット「オーツカ」 192
ヒドラ錠「オーツカ」50mg 192

大原薬品工業㈱
オーハラキシン点眼液0.3％ 149

小野薬品工業㈱
バラマイシン軟膏 225

科研製薬㈱
アプテシンカプセル 189
エブトール125mg 錠 194
エブトール250mg 錠 194
ケイペラゾン静注用 77
コリマイ C点眼液 216
硫酸ポリミキシンB末 24

㈱科薬
アクロマイシンVカプセル50mg 119
アクロマイシンVカプセル250mg 119
アクロマイシントローチ 122
アクロマイシン軟膏 122
アクロマイシン末 121
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コリマイシン S散 181
コリマイフォーム 160
スルタムジン静注用１ g 166
バシトラシン・トローチ 221
メタコリマイシンカプセル 181
メタコリマイシン顆粒 181
メタミキシン末 24
レダマイシンカプセル 124

京都薬品工業㈱
ミノスタシン錠50 128
ミノスタシン錠100 128

杏林製薬㈱
ガチフロ錠100mg 196
小児用バクシダール錠50mg 155
ノイセフ静注用 62
バクシダール錠100mg 154
バクシダール錠200mg 154
バクシダール点眼液 156
ベストロン耳鼻科用 46
メガロシン錠100mg 158
メガロシン錠150mg 158

協和醱酵工業㈱
アセチルスピラマイシン錠協和 106
サガミシン注60 103
サガミシン注120 103
注射用フォーチミシン 205
パセトシンカプセル 29
パセトシン細粒 26
パセトシン錠50 27
パセトシン錠250 28
ミノスタシン錠50 128
ミノスタシン錠100 128

共和薬品工業㈱
タイトスタン静注用 167
ノルバクシン錠100mg 154
ノルバクシン錠200mg 154

グラクソ・スミスクライン㈱
オーグメンチン錠 161
オーグメンチン S錠 161
オーグメンチン小児用顆粒 162
オラセフ錠 83
バクトロバン鼻腔用軟膏 231
バナン錠 79
バナンドライシロップ 78
ベトネベートNクリーム 228
ベトネベートN軟膏 228
モダシン静注用 70

グレラン製薬㈱
ベストロン耳鼻科用 46
ロメフロン耳科用液 147

㈱ケミックス
ケミスポリン静注用 39
スペルゾン静注用 166
ピペユンシン注射用 88
リアソフィン静注用0.5g 75
リアソフィン静注用１ g 75

興和㈱
強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 230
ファルキサシン点眼液0.3％ 149

小林化工㈱
アーマイカプセル250 199
点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」 203

小林薬学工業㈱
セフォン静注用１ g 167

小林薬品工業㈱
ナリジクス酸カプセル250mg － K 153
ナリジクス酸カプセル500mg － K 153

埼玉第一製薬㈱
アプシードシロップ 141
ウイントマイロンシロップ 153
ダイメトンシロップ 190
テラジアパスタ 221

佐藤製薬㈱
ダラシンTゲル１％ 223
デルモランF軟膏 229
ベトノバールGクリーム 227
ベトノバールG軟膏 227

沢井製薬㈱
イセシン注 19
エリスロマイシン錠「サワイ」 108
オプール点眼液0.3％ 149
キサフロール錠100 154
キサフロール錠200 154
ケフポリンカプセル250 183
ケフポリン細粒 183
セフォセフ静注用１ g 166
セフサンDS250 82
セフサンドライシロップ 82
セフラコールドライシロップ 185
セフラコールドライシロップ250 185
セラーゼン注射用 66
セロニード静注用１ g 75
注射用メイセリン 80
ブレカシン注射液 19
フロキシール錠200 143
ベストフランクリーム 228
ベストフラン軟膏 228
ペンマリン注射用 88
ホスマリンドライシロップ400 91
ミドシン注射液 202
ミノペン顆粒 127
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ミノペン錠50 128
ミノペン錠100 128
ミノペン点滴静注用 129
メガキサシン錠100mg 158
リファンピシンカプセル150「サワイ」 189

三共㈱
オラセフ錠 83
カルベニン点滴用0.25g 168
カルベニン点滴用0.5g 168
クロマイ腟錠 137
クロマイ－ P軟膏 224
クロロマイセチン50 133
クロロマイセチン250 133
クロロマイセチン局所用 136
クロロマイセチンサクシネート 138
クロロマイセチン耳科用 134
クロロマイセチン軟膏２％ 135
クロロマイセチンパルミテート液（小児用） 139
クロロマイセチン末 132
ケテック錠300mg 187
ケナコルト－AGクリーム 229
ケナコルト－AG軟膏 229
セフメタゾンキット点滴静注用１ g 82
セフメタゾン筋注用0.5g 82
セフメタゾン静注用0.25g 82
セフメタゾン静注用0.5g 82
セフメタゾン静注用１ g 82
セフメタゾン静注用２ g 82
ネチリン注射液75mg 101
ネチリン注射液100mg 101
バナン錠 79
バナンドライシロップ 78
ピラマイド 193
フシジンレオインターチュール 222
フシジンレオ軟膏 222

三共エール薬品㈱
クロロマイセチンサクシネート 138
クロロマイセチン末 132

㈱三恵薬品
イソニアジド「三恵」 192
イソニアジド錠「三恵」 192
ウイントリン錠250 153
ウイントリン錠500 153
スルファジアジンパスタ「三恵」 221

サンスター㈱
ペリオクリン歯科用軟膏 130

参天製薬㈱
エコリシン眼軟膏 217
エコリシン点眼液 217
クラビット点眼液 160
サンテマイシン点眼液 103

タリビッド眼軟膏 150
タリビッド点眼液 149

サンノーバ㈱
ノルフロキサシン錠100「EMEC」 154
ノルフロキサシン錠200「EMEC」 154

㈱三和化学研究所
セクロダン細粒 183

シー・エイチ・オー新薬㈱
アルカベミン注射用 88
ホンパスチン静注用 39

シェリング・プラウ㈱
イセパシン注射液 19
イセパシン注射液400 19
ゲンタシンクリーム 96
ゲンタシン注 95
ゲンタシン注10 95
ゲンタシン注60 95
ゲンタシン点眼液 96
ゲンタシン軟膏 96
シセプチン注射液50mg 97
シセプチン注射液75mg 97
シセプチン点眼液 97
ベクタシン注射液75mg 101
ベクタシン注射液100mg 101

塩野義製薬㈱
L －ケフラール顆粒 184
L －ケフレックス顆粒 57
L －ケフレックス小児用顆粒 58
塩酸バンコマイシン散 180
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g 203
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g キット 203
眼・耳科用リンデロンA液 219
眼・耳科用リンデロンA軟膏 218
ケフラールカプセル250mg 183
ケフラール細粒小児用100mg 183
ケフレックスカプセル 56
ケフレックスシロップ用細粒100 54
ケフレックスシロップ用細粒200 54
シオマリン静注用１ g 94
セフテムカプセル100mg 181
セフテムカプセル200mg 181
バクタ顆粒 200
バクタ錠 200
フルマリンキット静注用１ g 90
フルマリン静注用0.5g 90
フルマリン静注用１ g 90
ブロアクト静注用0.5g 100
ブロアクト静注用１ g 100
フロモックス錠75mg 42
フロモックス錠100mg 42
フロモックス小児用細粒100mg 41
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ホロサイル S静注用 206
リンデロン－VGクリーム0.12％ 227
リンデロン－VG軟膏0.12％ 227
リンデロン－VGローション 228
ロメバクトカプセル100mg 144

シオノケミカル㈱
オルカビット点眼液0.3％ 149
ザルツクラールカプセル250 183
ザルツクラール細粒小児用100 183
ザルツクラール細粒200 183
シオザクトカプセル200mg 197
シオセシン注射液200 19
シオセシン注射液400 19
静注用セプラメタシン 82
静注用ホスカリーゼ S 206
シンノルフ錠100mg 154
シンノルフ錠200mg 154
セフォチアロン静注用 39
セフキソン静注用１ g 75
チエペネム点滴用 163
ナスパルン静注用 167
ピシリアント注射用 88
ブルバトシン注射液 204

静岡フジサワ㈱
ケイテン静注用0.5g 100
ケイテン静注用１ g 100
セファメジンαキット 52
セファメジンα筋注用 50
セファメジンα注射用 51

昭和薬品化工㈱
オキシテトラコーン「昭和」 234
キサトロン点眼液0.3％ 149
ザルツクラールカプセル250 183
サワシリンカプセル 29
サワシリン細粒 26
サワシリン錠250 28
歯科用クロラムフェニコール液「昭和」 137
歯科用フラジオマイシンセルデント 234
ジョサママレット・シロップ用 116
ジョサレット錠 114
テトラサイクリンCMCペイスト「昭和」 123
デンターグルF 22
トミロン錠100 73
ペリオフィール歯科用軟膏 130
ホスホミンドライシロップ400 91

住友製薬㈱
スミフォン 192
スミフォン錠 192
セパトレン静注用１ g 76
ダラシンカプセル 5
トロビシン注 205

ネオメドロールEE軟膏 218
メロペン点滴用0.25g 93
メロペン点滴用0.5g 93
リンコシンカプセル 6
リンコシン注射液 7

千寿製薬㈱
ガチフロ0.3％点眼液 215
サルペリン点眼用 49
耳科用プレデックス液 220
バクシダール点眼液 156
ベストロン耳鼻科用 46
ベストロン点眼用 45
ロメフロン耳科用液 147
ロメフロン点眼液 145
ロメフロンミニムス眼科耳科用液 146

全星薬品工業㈱
バスティーン錠 154

第一サントリーファーマ㈱
ファロム錠150mg 89
ファロム錠200mg 89
ファロムドライシロップ小児用 88

第一製薬㈱
アプシード 141
アプシードシロップ 141
アプシード注 141
イスコチン 192
イスコチン錠50mg 192
イスコチン錠100mg 192
イスコチン注 208
イスコチン末100％ 192
ウイントマイロン錠250 153
ウイントマイロン錠500 153
ウイントマイロンシロップ 153
クラビット細粒 159
クラビット錠 159
ダイメトンシロップ 190
ダイメトン注 208
タリビッド耳科用液 150
タリビッド錠 148
テラジアパスタ 221
ネオイスコチン 193
ネオイスコチン錠 193
ベトネベートNクリーム 228
ベトネベートN軟膏 228
リファジンカプセル 189

大興製薬㈱
マロメール点眼液0.3％ 149

大正製薬㈱
クラリス錠50小児用 111
クラリス錠200 113
クラリスドライシロップ小児用 111
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大正富山医薬品㈱
エシノールドライシロップ 107
エシノールドライシロップ200 107
エリスロマイシン錠トヤマ 108
オゼックス錠75 153
オゼックス錠150 153
クラリス錠50小児用 111
クラリス錠200 113
クラリスドライシロップ小児用 111
セフォペラジン筋注用0.5g 66
セフォペラジン筋注用１ g 66
セフォペラジン注射用0.5g 66
セフォペラジン注射用１ g 66
タゾシン静注用1.25g 207
タゾシン静注用2.5g 207
トミポラン静注用 77
トミロン細粒小児用100 72
トミロン錠50 73
トミロン錠100 73
パシル点滴静注液300mg 210
パシル点滴静注液500mg 210
ハロスポア静注用0.25g 39
ハロスポア静注用0.5g 39
ハロスポア静注用１ g 39
ペントシリン筋注用 86
ペントシリン静注用１ gバッグ 88
ペントシリン静注用２ gバッグ 88
ペントシリン注射用１ g 88
ペントシリン注射用２ g 88
ラリキシンカプセル 56
ラリキシン錠 56
ラリキシンドライシロップ 54
ラリキシンドライシロップ200 54

大正薬品工業㈱
セキスパノン細粒50mg 61
タリザート点眼液0.3％ 149
ノフキサン錠100mg 154
ノフキサン錠200mg 154

ダイト㈱
ホスホミンドライシロップ400 91

大日本製薬㈱
エリスロシン錠100mg 115
エリスロシン錠200mg 115
エリスロシンW顆粒20％ 107
エリスロシンドライシロップ10％ 107
エリスロシンドライシロップW20％ 107
エリスロシン軟膏１％ 109
ガチフロ錠100mg 196
クラリシッド錠50mg 小児用 111
クラリシッド錠200mg 113
クラリシッド・ドライシロップ小児用 111

スパラ錠100mg 151
注射用エリスロシン 117
トスキサシン錠75mg 153
トスキサシン錠150mg 153
ドルコール錠250mg 157
パナシッド錠 157
フルマーク錠100mg 142
フルマーク錠200mg 142

大鵬薬品工業㈱
ケニセフ静注用 62
タゾシン静注用1.25g 207
タゾシン静注用2.5g 207

大洋薬品工業㈱
アモピシリンカプセル250 30
インダストキット 163
インダスト点滴用 163
エルパシン注射液200 19
エルパシン注射液400 19
ジスプロチン錠100mg 143
ジスプロチン錠200mg 143
静注用フラゼミシン S 206
ストバニール錠100mg 154
ストバニール錠200mg 154
セクロダンカプセル250 183
セクロダン細粒 183
セクロダン細粒200 183
セファピコール静注用 39
セフィーナカプセル100 60
セフィーナ細粒50 61
セフィーナ細粒100 61
セフロニックキット 167
セフロニック静注用 167
タイセファコールカプセル 185
タイセファコールドライシロップ 185
タイペラシリン注射用 88
注射用セフルトール 82
注射用タイセゾリン 51
デコンタシン注射液 204
パナンコシン S注射液 202
パルドクリン点滴静注用 129
パルドマイシン錠50 126
フラゼミシンカプセル 92
プルテツシン注射液 19
フルミコシン錠100 158
ペランコシン注射液 7
ロゼクラート静注用１ g 75

高田製薬㈱
クーペラシン顆粒 127
クーペラシン錠50mg 128
クーペラシン錠100mg 128
クーペラシン点滴静注用 129
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タカスノン錠200 115
タカスノンドライシロップ 107
ホロサイル S静注用 206

竹島製薬㈱
タケシマイロン錠250 153

武田薬品工業㈱
アマスリン静注用１ g 15
アモリンカプセル125 30
アモリンカプセル250 30
アモリン細粒10％ 26
エアゾリンD1 230
ガチフロ0.3％点眼液 215
サルペリン点眼用 49
耳科用プレデックス液 220
センセファリンカプセル125 56
センセファリンカプセル250 56
センセファリンシロップ用細粒10％ 54
センセファリンシロップ用細粒20％ 54
ソルシリンカプセル250 32
ソルシリンカプセル500 32
ソルシリン顆粒10％ 31
タケスリン静注用0.5g 69
タケスリン静注用１ g 69
点滴静注用ミノマイシン 129
バストシリンカプセル250 49
バストシリン細粒10％ 48
バストシリン細粒20％ 48
パンスポリン筋注用0.25g 39
パンスポリン静注用0.25g 39
パンスポリン静注用0.5g 39
パンスポリン静注用１ g 39
パンスポリン静注用１ gバッグ S 39
パンスポリン静注用１ gバッグ G 39
パンスポリンT錠100 40
パンスポリンT錠200 40
ファーストシン静注用0.5g 37
ファーストシン静注用１ g 37
ファーストシン静注用１ gキットＳ 37
ファーストシン静注用１ gバッグＳ 37
ファーストシン静注用１ gバッグＧ 37
ベストコール筋注用0.5g 43
ベストコール静注用0.5g 44
ベストコール静注用１ g 44
ベストロン耳鼻科用 46
ベストロン点眼用 45
ミノマイシンカプセル50mg 128
ミノマイシンカプセル100mg 128
ミノマイシン顆粒 127
ミノマイシン錠50mg 129
ミノマイシン錠100mg 129
メリシン錠50mg 14

ランサップ400 190
ランサップ800 190
ロメフロン耳科用液 147
ロメフロン点眼液 145
ロメフロンミニムス眼科耳科用液 146

辰巳化学㈱
アモキシシリンカプセル「タツミ」 30
アモキシシリン細粒「タツミ」 26
L －パシビドール顆粒「500」 57
クリレールカプセル「250｣ 183
クリレール細粒小児用「100」 183
クリレール細粒小児用「200」 183
クルロラキシンカプセル「500」 92
クルロラキシンドライシロップ「400」 91
サリスロンドライシロップ「200」 53
シーヌン錠100mg 154
シーヌン錠200mg 154
セファレキシンドライシロップ「タツミ」500 54
タツミラン錠100mg 158
タツレキシンカプセル200mg 197
プリモール錠100mg 143
プリモール錠200mg 143
リモベロンカプセル 189

田辺製薬㈱
アルミノニッパスカルシウム顆粒 191
ドイル注射用 25
ニッパスカルシウム顆粒 191
ニッパスカルシウム錠（0.25g） 191
フルコートF 229
モダシン静注用 70

中外製薬㈱
スルキシン末 141
セフォタックス注射用0.5g 63
セフォタックス注射用１ g 63
セフォタックス注射用２ g 63
バクトラミン 200
バクトラミン顆粒 200
バクトラミン注 211
ベナンバックス300 211
ロセフィン静注用0.5g 75
ロセフィン静注用１ g 75
ロセフィン点滴静注用１ gバッグ 75

長生堂製薬㈱
アセオシリン250カプセル 182
アルキバクトカプセル200mg 197
アレンフラールカプセル250mg 183
アレンフラール細粒小児用100mg 183
カンザシンドライシロップ 82
シフロサシン錠200 143
セアプロン250カプセル 185
セアプロンドライシロップ250 185
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セオキシリンカプセル250 30
セキスパノン細粒50mg 61
セファレックスR顆粒 57
タイトスタン静注用 167
デビオン－VG軟膏 227
ピペラマイシン錠100 126
ブレマラート錠100mg 155
ブレマラート錠200mg 155
フレメガシン錠100mg 158
フレメガシン錠150mg 158
ホスカシリンドライシロップ 91
リビゲット点眼液0.3％ 149

鶴原製薬㈱
L －ラスポリジン顆粒500 57
シバスタン錠200mg 143
セファクロル細粒小児用100mg（ツルハラ） 183
セフィラート細粒50mg 61
ダイフェン 200
ダイフェン顆粒 200
バフロキサール錠100mg 154
バフロキサール錠200mg 154
バルトネール錠100mg 158
バルトネール錠150mg 158
マリオットン点眼液 156

テイカ製薬㈱
テラ・コートリル軟膏 226
テラマイシン軟膏（ポリミキシンB含有） 223

テイコクメディックス㈱
アレンフラールカプセル250mg 183
アレンフラール細粒小児用100mg 183
オーレキシンドライシロップ500 54
スルペゾール静注用１ g 166
デキサン G軟膏 227

東亜薬品㈱
オフロキシン点眼液0.3％ 149

東菱薬品工業㈱
スルペゾール静注用１ g 166
注射用コアキシン 59
ルベラールカプセル250mg 183
ルベラール細粒小児用100mg 183

東洋製薬化成㈱
バラマイシン軟膏 225

東洋ファルマー㈱
ファルキサシン点眼液0.3％ 149
ミタトニン錠100 155
ミタトニン錠200 155
ミタトニン点眼液 156

東和薬品㈱
アモキシシリンカプセル「トーワ」 29
エリカナール L顆粒 184
エリカナールカプセル250 183

エリカナール細粒 183
シプキサノン錠200 143
静注用リリアジン１ g 82
静注用リリアジン２ g 82
セキシムカプセル100mg 60
セキシム細粒50mg 61
セファレキシン・C「トーワ」 56
セフロング顆粒 57
タリフロン点眼液0.3％ 149
注射用エフニコール 51
注射用セジペラ 66
点滴静注用ソルレイン0.5g 203
トーワキサン錠100 154
トーワキサン錠200 154
トブラシン注小児用10mg 16
トブラシン注60mg 16
トブラシン注90mg 16
ドルセファンカプセル250 53
ドルセファンドライシロップ100 53
ドルセファンドライシロップ200 53
バクフォーゼ静注用１ g 167
パラントシンドライシロップ250 185
ハンダラミン注 202
ピペロテート錠250 157
プランジン注射用 88
ホスマイカプセル500 92
ミノトーワ錠50 128
ミノトーワ錠100 128
リズピオン注射液 7
ルリクールVG軟膏0.12％ 227

富山化学工業㈱
エシノールドライシロップ 107
エシノールドライシロップ200 107
エリスロマイシン錠トヤマ 108
オゼックス錠75 153
オゼックス錠150 153
セフォペラジン筋注用0.5g 66
セフォペラジン筋注用１ g 66
セフォペラジン注射用0.5g 66
セフォペラジン注射用１ g 66
トミポラン静注用 77
トミロン細粒小児用100 72
トミロン錠50 73
トミロン錠100 73
パシル点滴静注液300mg 210
パシル点滴静注液500mg 210
ハロスポア静注用0.25g 39
ハロスポア静注用0.5g 39
ハロスポア静注用１ g 39
ペントシリン筋注用 86
ペントシリン静注用１ gバッグ 88
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ペントシリン静注用２ gバッグ 88
ペントシリン注射用１ g 88
ペントシリン注射用２ g 88
ラリキシンカプセル 56
ラリキシン錠 56
ラリキシンドライシロップ 54
ラリキシンドライシロップ200 54

富山フジサワ㈱
エポセリン筋注用 71
エポセリン坐剤125 72
エポセリン坐剤250 72
エポセリン静注用 71
セフスパンカプセル50mg 60
セフスパンカプセル100mg 60
セフスパン細粒50mg 61
セフゾンカプセル50mg 68
セフゾンカプセル100mg 68
セフゾン細粒小児用 68

㈱ナイツ
キサトロン点眼液0.3％ 149

ナガセ医薬品㈱
バロクール錠100mg 154
バロクール錠200mg 155

日清キョーリン製薬㈱
バクシダール錠100mg 154
バクシダール錠200mg 154

日新製薬㈱
ウロニジクス錠 153
タリキサシン点眼液0.3％ 149
バクファミル点眼液 156

日東メディック㈱
エリコリ眼軟膏T 217
オフロキシン点眼液0.3％ 149
クロラムフェニコール点眼液T 134
テラマイシン眼軟膏（ポリミキシンB含有） 214
点眼用エリコリT 217
トブラシン点眼液 17
ビスコレット点眼液 156
ミタトニン点眼液 156
硫酸ゲンタマイシン点眼液T 96

㈱ニデック
トブラシン点眼液 17

ニプロファーマ㈱
アモペニキシンカプセル 30
アモペニキシン細粒 26
カシミー注 19
クリダマシン注 202
静注用セフメタゾールナトリウム
「ヒシヤマ」１ g１瓶 82
静注用セフメタゾールナトリウム
「ヒシヤマ」２ g１瓶 82

静注用セフメタゾールナトリウム
「ヒシヤマ」１ g１キット 82

静注用セフメタゾールナトリウム
「ヒシヤマ」２ g１キット 82

セフィローム静注用0.5g 75
セフィローム静注用１ g 75
注用セフマゾン 51
注用ホスホマイシンナトリウム「ヒシヤマ」 206
注用ワイスタール 167
注用ワイスタールキット１ g 167
注用ワイスタール１ gバッグ S 167
パセトクール静注用 39
パセトクール静注用１ gバッグ S 39
リファンピシンカプセル「ヒシヤマ」 189
リンコメイス注射液 7

日本アルコン㈱
オーハラキシン点眼液0.3％ 149
バクファミル点眼液 156

日本イーライリリー㈱
塩酸バンコマイシン散 180
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g 203
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g キット 203

日本医薬品工業㈱
アモセパシンカプセル 30
L －シーシーエルカプセル 184
塩酸ミノサイクリン錠50「マルコ」 128
オフロキサット点眼液0.3％ 149
シーシーエルカプセル 183
シフロキノン錠100 143
シフロキノン錠200 143
静注用イソラマイシン 206
静注用セプラメタシン 82
セファレキシンカプセル「日医工」 56
セファレキシンドライシロップ「日医工」 54
セフォン静注用１ g 167
セフパ細粒50mg 61
注射用ピペラシリンNa１ g「日医工」 88
注射用ピペラシリンNa２ g「日医工」 88
ノフロキサン錠100mg 154
ノフロキサン錠200mg 154
ノフロキサン点眼液 156
パンセフォ静注用１ g 39
バンマイシン点滴静注用0.5g 203
ブルーバシリンカプセル 92
ブルーバシリンドライシロップ 91
ペングッド顆粒250mg 47
ペングッド錠250mg 47
ロバフィリンカプセル 129

日本オルガノン㈱
バラシリン錠 182
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日本化薬㈱
クーペラシン点滴静注用 129
フラジオ軟膏「山川」 21

日本ケミファ㈱
セクロダン細粒 183
セクロダン細粒200 183
セファピコール静注用 39
タイペラシリン注射用 88
ナスパルン静注用 167
ブルバトシン注射液 204

日本歯科薬品㈱
テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏 234

日本チバガイギー㈱
ランプレンカプセル50mg 195
リマクタンカプセル 189

㈱日本点眼薬研究所
エリスリット眼軟膏 109
オフタイト眼軟膏0.3％ 150
ゲンタロール点眼液 96
コリナコール点眼液 216
コリマイシンT眼軟膏 216
テトラゾール油性点眼・点耳液 214
ニッテン・コリスロール点眼液 217
ベルベゾロンF液 219
マロメール点眼液0.3％ 149

日本ヘキサル㈱
エサンブトール錠125mg 194
エサンブトール錠250mg 194
ノトラー錠100mg 154
ノトラー錠200mg 154
リファンピシンカプセル「ヘキサル」 189

日本薬品工業㈱
コパスター 157
タイトスタン静注用 167
ホンパスチン静注用 39

ノバルティスファーマ㈱
ランプレンカプセル50mg 195
リマクタンカプセル 189

バイエル薬品㈱
シプロキサン錠100mg 143
シプロキサン錠200mg 143
シプロキサン注200mg 209
シプロキサン注300mg 209

原沢製薬工業㈱
ホンパスチン静注用 39

萬有製薬㈱
チエナム筋注用 164
チエナム点滴用 163
注射用硫酸アミカシン「萬有」100mg 19
注射用硫酸アミカシン「萬有」200mg 19
ノフロ点眼液 156

バイシリンG顆粒 11
硫酸アミカシン注射液「萬有」100mg 19
硫酸アミカシン注射液「萬有」200mg 19

ファイザー㈱
ザイボックス錠600mg 199
ザイボックス注射液600mg 210
ジスロマックカプセル小児用100mg 104
ジスロマック細粒小児用 104
ジスロマック錠250mg 105
ジスロマック錠600mg 106
スルペラゾン静注用0.5g 166
スルペラゾン静注用１ g 166
セフォビッド注射用１ g 66
ダラシン S注射液 202
ダラシンカプセル 5
ダラシンTゲル１％ 223
テラ・コートリル軟膏 226
テラコー・スプレー 227
テラマイシン眼軟膏（ポリミキシンB含有） 214
テラマイシン軟膏（ポリミキシンB含有） 223
トロビシン注 205
ネオメドロールEE軟膏 218
ビブラマイシン錠 126
ユナシン－ S静注用0.75g 165
ユナシン－ S静注用1.5g 165
ユナシン細粒小児用 84
ユナシン錠 84
硫酸ポリミキシンB錠ファイザー 23
硫酸ポリミキシンB末ファイザー 24
硫酸ポリミキシンB溶性錠 23
リンコシンカプセル 6
リンコシン注射液 7

藤沢薬品工業㈱
エポセリン筋注用 71
エポセリン坐剤125 72
エポセリン坐剤250 72
エポセリン静注用 71
ケイテン静注用0.5g 100
ケイテン静注用１ g 100
ケテック錠300mg 187
サワシリンカプセル 29
サワシリン細粒 26
サワシリン錠250 28
セファメジンαキット 52
セファメジンα筋注用 50
セファメジンα注射用 51
セフスパンカプセル50mg 60
セフスパンカプセル100mg 60
セフスパン細粒50mg 61
セフゾンカプセル50mg 68
セフゾンカプセル100mg 68
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セフゾン細粒小児用 68
注射用シナシッド 204
注射用タゴシッド 8

富士製薬工業㈱
エルタシン注 95
エルタシン軟膏 96
デキサン G軟膏 227
デキサン－VGローション 228
点滴静注用ナミマイシン 129
ハイセチン膣錠 137
ハイセチン P軟膏 224
ポロミキシンB末 24
リンタシン S注射液 202
リンタマイシン注 7
ロミカシン注射液 19

㈱富士薬品
オフテクター点眼液0.3％ 149
ビスコレット点眼液 156

扶桑薬品工業㈱
ジメキシン 141
ジメキシン錠 141

ブリストル・マイヤーズ㈱
サマセフカプセル250 53
サマセフシロップ用散200 53
注射用マキシピーム0.5g 34
注射用マキシピーム１ g 34
ビクリン注射液 19
ビクリン注射用 19

ブリストル製薬㈲
サマセフカプセル250 53
サマセフシロップ用散200 53
注射用マキシピーム0.5g 34
注射用マキシピーム１ g 34
ビクリン注射液 19
ビクリン注射用 19

前田薬品工業㈱
レダマイシン軟膏 125

マルコ製薬㈱
塩酸ミノサイクリンカプセル100「マルコ」 128
塩酸ミノサイクリン錠50「マルコ」 128
塩酸ミノサイクリン点滴静注用「マルコ」 129
クリダマシン注 202
シバスタン錠200mg 143
静注用セフメタゾールナトリウム
「ヒシヤマ」１ g１キット 82
静注用セフメタゾールナトリウム
「ヒシヤマ」２ g１キット 82
ジョサマイシロップ 116
ジョサマイシン錠 114
ジョサマイドライシロップ 116
セピドナリン静注用１ g 39

セファクロルカプセル250「マルコ」 183
セファクロル細粒「マルコ」 183
セファクロル細粒200「マルコ」 183
セファレキシン錠250「マルコ」 56
セファレキシンドライシロップ250「マルコ」 54
セフィローム静注用0.5g 75
セフィローム静注用１ g 75
注用ワイスタール 167
注用ワイスタール１ gバッグ S 167
パセトクール静注用１ gバッグ S 39
ハロスミン Sキット２ g 206
ハロスミン S静注用 206
ハロスミンカプセル500 92
ハロスミンドライシロップ400 91
ビクフェニン注射用 88
ピレタゾール静注用 82
ベルマトンA注 19
ラセナゾリン筋注用 50
ラセナゾリン注射用 51
ラセナマイシン錠50mg 126
ラセナマイシン錠100mg 126
硫酸ポリミキシンB錠ファイザー 23
硫酸ポリミキシンB末ファイザー 24
ルイネシン注 95
ルニアマイシン注600mg 7
ルニアマイシン注１ g 7
ルニアマイシン注1.5g 7

三菱ウェルファーマ㈱
ゲーベンクリーム 222
25mg プロトゲン錠 195
パズクロス注300 210
パズクロス注500 210
ペンマリン注射用 88
レクチゾール錠25mg 180

明治製菓㈱
アミカマイシン注射液 19
オメガシン点滴用0.3g 85
オメガシン点滴用0.3g バッグ 85
カナマイシンカプセル明治 13
カナマイシンシロップ明治 13
カナマイシンスプレー明治 21
カナマイシンドライシロップ明治 13
カナマイシン軟膏明治 13
カネンドマイシン注射液 102
サイクロセリンカプセル明治 188
耳科用ホスミシン S 219
シプロキサン注200mg 209
シプロキサン注300mg 209
静注用ホスミシン S 206
シンセペン錠 9
スオード錠100 198
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注射用パニマイシン 98
注射用ビクシリン 33
注射用ビクシリン S 170
注射用ビクシリン S500 171
注射用ビクシリン S1000 171
注射用ペニシリンGカリウム20万単位 10
注射用ペニシリンGカリウム100万単位 10
注射用メイセリン 80
ツベルミン錠 194
点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」 203
パニマイシン注射液 99
パニマイシン点眼液 99
ハベカシン注射液 204
ビクシリン Sカプセル 169
ビクシリン S錠 169
ビクシリンカプセル 32
ビクシリンドライシロップ 31
ビスタマイシン注射液 104
ホスミシン Sキット２ g 206
ホスミシン Sバッグ１ g点滴静注用 206
ホスミシン Sバッグ２ g点滴静注用 206
ホスミシン錠250 92
ホスミシン錠500 92
ホスミシンドライシロップ200 91
ホスミシンドライシロップ400 91
ミオカマイシン錠200 186
ミオカマイシンドライシロップ100 186
ミオカマイシンドライシロップ200 186
メイアクトMS小児用細粒 66
メイアクト錠100 67
メイアクト小児用細粒 66
メデマイシンカプセル 117
硫酸カナマイシン注射液明治 20
硫酸ストレプトマイシン明治 140
ワイドシリン細粒200 26

明治薬品㈱
ナリジクス酸錠・250mg 153

メディサ新薬㈱
オプール点眼液0.3％ 149
セフサンドライシロップ 82

メルク・ホエイ㈱
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g
「メルク」 203
セキスパノン細粒50mg 61
バロクール錠100mg 154
バロクール錠200mg 155
フロバール点眼液 156
リビゲット点眼液0.3％ 149
ロセメルク静注用１ g 75

メルシャン㈱
ストラシン点滴静注用0.5g 203

持田製薬㈱
フランセチン・T・パウダー 225

㈱模範薬品研究所
フロバール点眼液 156

㈱山崎帝国堂
立川歯科用テトラサイクリンパスタ 123
テトラ・コーチゾン軟膏 226

山之内製薬㈱
サイアジン点眼液 217
サンセファール静注用１ g 76
シセプチン注射液50mg 97
シセプチン注射液75mg 97
ジョサマイシロップ 116
ジョサマイシン錠 114
ジョサマイドライシロップ 116
ファロム錠150mg 89
ファロム錠200mg 89
ファロムドライシロップ小児用 88
ヤマテタン静注用１ g 64

㈱陽進堂
アスデュフェ錠100mg 154
アスデュフェ錠200mg 154
セファレキシン－R顆粒「ヨウシン」 57
ペピミドール錠 157
ヨウジクス錠 153
ヨウジクス錠500 153

ワイス㈱
アクロマイシンVカプセル50mg 119
アクロマイシンVカプセル250mg 119
アクロマイシントローチ 122
アクロマイシン軟膏 122
アクロマイシン末 121
オメガシン点滴用0.3g 85
オメガシン点滴用0.3g バッグ 85
点滴静注用ミノマイシン 129
ミノマイシンカプセル50mg 128
ミノマイシンカプセル100mg 128
ミノマイシン顆粒 127
ミノマイシン錠50mg 129
ミノマイシン錠100mg 129
レダマイシンカプセル 124

わかもと製薬㈱
オフサロン点眼液 216
オフテクター点眼液0.3％ 149
ノキサシン点眼液 156
リフタマイシン点眼液 96

会社別販売名索引

― 259 ―



問合せ先会社一覧

会 社 名 問 合 せ 窓 口 電 話 ＦＡＸ

旭 化 成 フ ァ ー マ ㈱ くすり相談窓口 (03)3259-5807 (03)3259-5818

アベンティス ファーマ㈱ カスタマーサービス部 お客様相談室 (0120)109-905 (03)6301-3010

ア ボ ッ ト ジ ャ パ ン ㈱ くすり相談室 (06)6942-2065 (06)6942-8729

㈱ イ セ イ 調査管理課 (023)622-7755 (023)624-4717

アルフレッサファーマ㈱ 医薬推進部 (06)6941-0306 (06)6943-8212

岩 城 製 薬 ㈱ 学術部 (03)3241-3210 (03)3241-0270

エ ー ザ イ ㈱ お客様ホットライン室 (0120)419-497 (03)3811-4946

エ ス エ ス 製 薬 ㈱ 医薬学術部 (03)3865-6850 (03)3865-9186

エ ル メ ッ ド エ ー ザ イ ㈱ 商品情報センター (0120)223-698 (03)3980-6634

太 田 製 薬 ㈱ 安全管理部 (048)650-1689 (048)648-8833

大 塚 製 薬 ㈱ くすり相談室 (03)3292-0021
（代表） (03)3257-6566

㈱ 大 塚 製 薬 工 場 医薬情報部 安全性情報課 (088)684-2389 (088)685-1173

大 原 薬 品 工 業 ㈱ 安全性調査部 (03)5614-6577 (03)5614-6588

小 野 薬 品 工 業 ㈱ 医薬情報部 (06)6263-2960 (06)6263-2969

科 研 製 薬 ㈱ 医薬品情報サービス室 (03)5977-5198 (03)5977-5139

㈱ 科 薬 医薬情報室 (03)3558-2725 (03)3558-2739

京 都 薬 品 工 業 ㈱ 協和醱酵工業株式会社
医薬品情報センター

(0120)850-150
(03)3282-0069 (03)3282-0102

杏 林 製 薬 ㈱ 学術部 (03)3293-3412 (03)3293-3475

協 和 醱 酵 工 業 ㈱ 医薬品情報センター (0120)850-150
(03)3282-0069 (03)3282-0102

共 和 薬 品 工 業 ㈱ 薬事・PMS室 (06)6308-3388 (06)6308-0334

グラクソ・スミスクライン㈱ カスタマー・ケア・センター (0120)561-007 (0120)561-047

グ レ ラ ン 製 薬 ㈱ 学術研修室 (03)5651-8063 (03)5651-8074

㈱ ケ ミ ッ ク ス 薬事部 (045)290-0256 (045)290-0256

興 和 ㈱ くすり相談室 (03)3279-7587 (03)3279-7566

小 林 化 工 ㈱ 安全管理室 (0776)73-0911 (0776)73-0821

小 林 薬 学 工 業 ㈱ 薬事・開発部 (0763)22-7227 (0763)22-7228

小 林 薬 品 工 業 ㈱ 開発センター (058)272-0251 (058)276-4824

埼 玉 第 一 製 薬 ㈱ 第一製薬㈱ 製品情報センター (0120)189-861 (03)5640-1741
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佐 藤 製 薬 ㈱ 医薬情報部 PMS管理課 (03)5412-7379 (03)5412-7332

沢 井 製 薬 ㈱ 医薬情報部 市販後調査グループ (06)6921-4067 (06)6921-6662

三 共 ㈱ 製品情報サービス部
（NTT 専用）
(0570)081-390
(03)5255-7177

(03)5255-7092

三 共 エ ー ル 薬 品 ㈱ 開発部 (03)5821-6434 (03)5821-6438

㈱ 三 恵 薬 品 情報室 (0532)45-6136 (0532)48-0468

サ ン ス タ ー ㈱ 医薬品インフォメーションセンター (072)682-4815 (072)684-5669

参 天 製 薬 ㈱ 医薬事業部 医薬情報室 (06)6321-7056 (06)6321-1688

サ ン ノ ー バ ㈱ 生産技術研究所 技術推進室 (0276)52-6145 (0276)52-6143

㈱ 三 和 化 学 研 究 所 安全情報管理部 (052)951-8130 (052)950-2829

シー・エイチ・オー新薬㈱ 学術情報部 (088)642-1748 (088)642-9025

シ ェ リ ン グ・プ ラ ウ ㈱ 医薬情報室 (06)6201-8696 (06)6201-2099

塩 野 義 製 薬 ㈱ 学術情報部 (06)6202-2161 (06)6202-1541

シ オ ノ ケ ミ カ ル ㈱ PMS部 (03)5202-0213 (03)5202-0230

静 岡 フ ジ サ ワ ㈱ 藤沢薬品工業㈱
営業本部DI センター (0120)243-800 (06)6206-8911

昭 和 薬 品 化 工 ㈱ 商品情報部 (03)3567-9585 (03)3567-9580

住 友 製 薬 ㈱ くすり情報センター (0120)03-4389 (06)6233-2287

千 寿 製 薬 ㈱ 安全品質管理本部
ファーマコヴィジランス部 (06)6201-9621 (06)6229-3293

全 星 薬 品 工 業 ㈱ 学術調査部 (072)250-6219 (072)250-1677

第一サントリーファーマ㈱ 医薬情報部 (03)5210-5029 (03)5210-5069

第 一 製 薬 ㈱ 製品情報センター (0120)189-861 (03)5640-1741

大 興 製 薬 ㈱ 学術部 (049)266-6061 (049)266-6078

大 正 製 薬 ㈱ 大正富山医薬品㈱
医薬情報部 お客様相談室 (03)3985-5599 (03)3980-3468

大 正 富 山 医 薬 品 ㈱ 医薬情報部 お客様相談室 (03)3985-5599 (03)3980-3468

大 正 薬 品 工 業 ㈱ 薬事部 (0748)88-3367 (0748)88-6336

ダ イ ト ㈱ 医薬情報室 (03)5294-7150 (03)5294-7148

大 日 本 製 薬 ㈱ 医薬製品情報部（東京）
〈抗菌薬再評価関係の問合せ窓口〉 (03)3270-2015 (03)3279-0315

大 鵬 薬 品 工 業 ㈱ 臨床研究部 調査管理課 (03)3293-2346 (03)3556-7688

大 洋 薬 品 工 業 ㈱ 安全性調査室 (052)205-5006 (052)205-5012

高 田 製 薬 ㈱ 医薬情報部 (03)3851-1370 (03)3864-4685
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竹 島 製 薬 ㈱ 学術情報室 (048)754-7801 (048)754-7687

武 田 薬 品 工 業 ㈱ 医薬営業本部
医薬学術部 くすり相談室 (03)3278-2490 (03)3278-2469

辰 巳 化 学 ㈱ 薬事学術部 (076)247-2132 (076)247-5740

田 辺 製 薬 ㈱ 医薬情報センター
市販後業務推進グループ (06)6205-5407 (06)6205-5580

中 外 製 薬 ㈱ 医薬情報センター (0120)189-706 (0120)189-705

長 生 堂 製 薬 ㈱ 企画開発本部 医薬情報部 (088)642-7280 (088)642-5726

鶴 原 製 薬 ㈱ 医薬情報部 (072)761-1456 (072)760-5252

テ イ カ 製 薬 ㈱ 学術部 (076)431-8881 (076)431-8883

テイコクメディックス㈱ 医薬情報部 情報管理室 (03)3663-3883 (03)3663-3887

東 亜 薬 品 ㈱ 薬事部 (076)478-5101 (076)478-5161

東 菱 薬 品 工 業 ㈱ 学術情報室 (03)3213-3923 (03)3214-4070

東 洋 製 薬 化 成 ㈱ 医薬情報部 (06)6911-3471 (06)6912-3654

東 洋 フ ァ ル マ ー ㈱ 安全管理部 (0763)82-3151 (0763)82-3710

東 和 薬 品 ㈱ 安全管理部 (06)6900-9116 (06)6908-2164

富 山 化 学 工 業 ㈱ 大正富山医薬品㈱
医薬情報部 お客様相談室 (03)3985-5599 (03)3980-3468

富 山 フ ジ サ ワ ㈱ 藤沢薬品工業㈱
営業本部DI センター (0120)243-800 (06)6206-8911

㈱ ナ イ ツ 営業企画管理部 (052)589-3343 (052)589-3537

ナ ガ セ 医 薬 品 ㈱ 品質保証部 (072)781-5097 (072)781-5852

日 清 キ ョ ー リ ン 製 薬 ㈱ 学術部 (03)5259-1473 (03)5259-1464

日 新 製 薬 ㈱ 医薬情報室 (023)655-2131 (023)655-3419

日 東 メ デ ィ ッ ク ㈱ 医薬情報室 (03)3272-1517 (03)3272-1521

㈱ ニ デ ッ ク 医薬部新薬企画研究課 (0533)67-9058 (0533)67-5628

ニ プ ロ フ ァ ー マ ㈱ 安全管理部 (06)6231-9866 (06)6231-9849

日 本 ア ル コ ン ㈱ 学術情報室 (03)3812-6596 (03)3812-0188

日 本 イ ー ラ イ リ リ ー ㈱ 塩野義製薬㈱
製品情報部 バンコマイシン係 (06)6202-2161 (06)6202-1541

日 本 医 薬 品 工 業 ㈱ くすりの相談室 (0120)517-215 (076)442-8948

日 本 オ ル ガ ノ ン ㈱ メディカルインフォセンター (06)6347-9783 (06)6347-9757

日 本 化 薬 ㈱ 営業本部 学術部 (0120)505-282 (03)3237-5082

日 本 ケ ミ フ ァ ㈱ 安全管理部 (03)3863-1225 (03)3861-9567

日 本 歯 科 薬 品 ㈱ お客様窓口 (0120)8020-96 (0832)22-2220
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日 本 チ バ ガ イ ギ ー ㈱ ノバルティスファーマ㈱ 学術情報部 (0120)003-293 (03)3797-3458

㈱ 日 本 点 眼 薬 研 究 所 研究本部 市販後調査室 (052)822-5771 (052)825-0340

日 本 ヘ キ サ ル ㈱ 薬事グループ (023)673-5225 (023)672-8166

日 本 薬 品 工 業 ㈱ 学術部 (03)5833-5011 (03)5833-5100

ノバルティスファーマ㈱ 学術情報部 (0120)003-293 (03)3797-3458

バ イ エ ル 薬 品 ㈱ 安全性情報市販後調査 (06)6398-1080 (06)6398-1079

原 沢 製 薬 工 業 ㈱ 開発本部 (03)3441-5191 (03)5475-5485

萬 有 製 薬 ㈱ 市販後調査管理部 (03)5641-6102 (03)5641-6652

フ ァ イ ザ ー ㈱ お客様相談室 (0120)664-467 (03)3379-3053

藤 沢 薬 品 工 業 ㈱ 営業本部DI センター (0120)243-800 (06)6206-8911

富 士 製 薬 工 業 ㈱ マーケティング部 学術情報課 (076)478-0032 (076)478-0336

㈱ 富 士 薬 品 医薬品研究開発本部
開発部 医薬情報室 (048)851-7200 (048)851-7201

扶 桑 薬 品 工 業 ㈱ 研究開発センター医薬情報部門 (06)6969-3131 (06)6964-2706

ブリストル・マイヤーズ㈱ 市販後調査部 (03)5323-8385 (03)5323-8389

ブ リ ス ト ル 製 薬 ㈲ ブリストル・マイヤーズ㈱
市販後調査部 (03)5323-8385 (03)5323-8389

前 田 薬 品 工 業 ㈱ 研究開発部 (076)451-3731 (076)451-4077

マ ル コ 製 薬 ㈱ 安全管理部 (052)524-2371 (052)524-2402

三 菱 ウ ェ ル フ ァ ー マ ㈱ 営業本部 製品情報部 (0120)189-707 (06)6233-2777

明 治 製 菓 ㈱ くすり相談室 (03)3273-3539 (03)3272-2438

明 治 薬 品 ㈱ 薬事部 (03)3253-3451 (03)3253-3456

メ デ ィ サ 新 薬 ㈱ 情報室 (06)6921-3511 (06)6921-3512

メ ル ク ・ ホ エ イ ㈱ 製品開発室 (06)6252-6856 (06)6252-6740

メ ル シ ャ ン ㈱ 医薬情報センター (03)3231-8952 (03)3276-0151

持 田 製 薬 ㈱ くすり相談窓口 (03)5229-3906 (03)5229-3955

㈱ 模 範 薬 品 研 究 所 生産部 医薬情報室 (03)5394-5273 (03)5394-6500

㈱ 山 崎 帝 国 堂 ㈱山崎帝国堂 福山工場 (084)943-8171 (084)946-6077

山 之 内 製 薬 ㈱ 製品情報センター (03)5916-5614 (03)5916-5195

㈱ 陽 進 堂 学術情報部 (076)465-7737 (076)465-7780

ワ イ ス ㈱ メディカルコミュニケーショングループ (03)3561-8720 (03)3561-0031

わ か も と 製 薬 ㈱ 信頼性保証部 安全管理室 (03)3279-0967 (03)3279-6450
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◆１ 動作環境 
 
 ・Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP 
 ・上記OSが動作するDOS/Vパソコン 
 ・CPU PentiumⅢ 500MHz以上（１GHz以上のCPUを推奨） 
 ・メモリ 128MB以上（256MB以上のメモリを推奨） 
 ・1024×768ピクセル、256色以上が表示可能なグラフィックカード及びモニタ 
 ・空き容量200MB以上 
 ・インターネットに接続できる環境（ダイヤルアップ環境以上を推奨） 
 ・AdobeReader 
 ・Internet Explorer5.0以上が必要です。 
 

Adobe、Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の商標です。 
 
 
 

抗菌薬検索システム 
取扱説明書 
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◆２ インストール 
図１：インストール画面 

  
ＣＤ－ＲＯＭをパソコンに挿入すると、自

動的にインストール画面が表示されます。 
  
※インストール画面が表示されない場合

は、「マイコンピュータ」を開き、ＣＤ－

ＲＯＭを起動させて、「Install.exe」をク
リックして下さい。 
 
【Windows2000・XPをご利用の方へ】 
インストール時のユーザーは

Administrator権限を持つユーザーをご使
用下さい。 
 

 
図２：インストールウィザード 

  
［抗菌薬検索システムをインストール］を

クリックすると、図２のような画面が表示
されますので、［次へ］を２回クリックし、

インストールを進めます。 
 
インストールが完了するまでには、数分間

かかります。 
 
 
 
 
 

図３：インストール完了画面 
 
正常にインストールが完了すると、図３の

ような画面が表示されますので、［完了］

をクリックしてインストールを完了して
下さい。 
 
インストールが完了したら、図１のインス
トール画面は閉じて下さい。 
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◆３ アンインストール 
図４ 「アプリケーションの追加と削除」 

 
本ソフトをアンインストールする

場合は、「スタート」→「設定」→

「コントロールパネル」から、「ア
プリケーションの追加と削除」

（98SE/Me）または「プログラムの
追加と削除」（2000/XP）を選択して
下さい。 
 
「インストールと削除」から「抗菌
薬検索システム」を選択し、「追加

と削除」 ボタンを押して下さい。
削除プログラムが起動しますので、
指示にそって削除を行って下さい。 

 
◆４ プログラムの起動 
 
デスクトップ上にある右図のアイコンをクリックするとプログラムが起動します。 
また、「スタート」→「プログラム」→「抗菌薬検索システム」をクリックしても 
プログラムを起動することができます。プログラムを起動すると、メインメニュー

が表示されます。 
 
図５ メインメニュー 

□表検索 ・・・・・・  
お探しの抗菌薬を、表を利用して検索
できます。 
 
□キーワード検索・・・・・・  
お探しの抗菌薬を、キーワードを入力
して検索できます。 
 
□トピックス・・・・・・ 
トピックスを表示します。 
 
 
 
 
 

□パスワード申請 ・・・・・薬価、レセコードを閲覧するためのパスワード申請が可能です。 
□パスワード入力 ・・・・・取得したパスワードを入力すると、薬価、レセコードが表示されるように

なります。 
□データ更新 ・・・・・・・データの更新やソフトウェアのバージョンアップに使用します。 
 
※「パスワード申請」及び「データ更新」に関しては、インターネットに接続している必要があります。 
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◆５ 表検索 
図６：表検索メインメニュー 

 
メインメニューの「表検索」クリックす
ると、図６の画面が表示されます。STEP1
からSTEP3まで、該当する項目を選択し
て、「検索」ボタンをクリックして下さ
い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図７：表検索結果表示 

 
図７のように検索結果が表示されます。 
 
 
英語を選択し検索をクリックすると、表
示が英語表記に切り替わります。 
 
 
上部のCSVをクリックすると、検索結果
がCSV形式（カンマ区切り）の形式でダ
ウンロードされます。成分名、適応症、
適応菌種が出力されます。 
 
 
 
 

図８：表検索結果表示 
「詳細」及び「PDF」をクリックすると、
詳細頁、PDFファイルが表示されます。 
 
 
続けて検索する場合は、詳細頁上部の検
索をご利用下さい。その際も必ず STEP1
～STEP3の順に項目を選択し、「検索」を
クリックして下さい。 
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◆６ キーワード検索 
図９：表検索結果表示 

 
メインメニューの「キーワード」クリッ
クすると、図９の画面が表示されます。
STEP1と STEP2まで該当する項目を選択
して、「検索」ボタンをクリックして下
さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図１０：キーワード検索結果 

 
図１０のように検索結果が表示されま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図１１：キーワード検索結果表示 

 
「詳細」及び「PDF」をクリックすると、
詳細頁、PDFファイルが表示されます。 
 
続けて検索する場合は、詳細頁上部の検
索をご利用下さい。その際も必ず STEP1
～STEP2の順に項目を選択し、「検索」を
クリックして下さい。 
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◆７ パスワード申請 
 
メインメニューの「パスワード申請」をクリックすると、パスワード申請用の入力画面が表示されますの
で、表示された項目に従って情報を入力して下さい。 
 
【注意】 
※パスワード申請にはインターネット環境が必要です。 
※パスワードは電子メールで送信いたしますので、取得可能な電子メールアドレスをご用意下さい。 
 
◆８ パスワード入力 
 
メインメニューより、「パスワード入力」をクリックすると画面が表示されますので、電子メールで送られ
てきた「パスワード」をコピーし、入力欄に貼り付けて下さい。 
パスワード入力後は、「薬価」の表示が可能となります。 
 
◆９ データ更新 
 
本ソフトウェアは、不定期でデータの更新及びソフトウェアのバージョンアップを行います。 
ご利用の都度、「データ更新」をクリックして、最新バージョンのデータがないかどうかご確認下さい。 
 
◆１０ 備考 
 
パソコンを入れ替える場合は、お手元のCD-ROMをお使いになり、改めてインストールして下さい。 
その際、パスワード申請をされた方は、再度パスワードを入力して下さい。 
 
 
◆１１ お問合せ先 
 
ソフトウェアに関するお問合せは下記宛にお願い致します。 
 
中和印刷株式会社 
【電話番号】 03-3552-0426  
【FAX番号】 03-3551-4604 
【電子メール】  webmaster@chuwa-p.co.jp 

 
 
※ 本 CD-ROM に収録されているプログラムの使用に伴う間接的・直接的傷害・損傷等に対して
日本製薬団体連合会及び中和印刷株式会社は一切の責任を負いかねます。 



本書の内容を無断で複写・転載すること

を禁じます。

抗 菌 薬 の 再 評 価 結 果 及 び
効能・効果読替えに関するご案内

平成16年10月 発 行

編 集 日 本 製 薬 団 体 連 合 会
再 評 価 委 員 会

発 行 日 本 製 薬 団 体 連 合 会
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町2-1-5
電 話（03）3 2 7 0 - 0 5 8 1

印刷・データ
ベース作成 中 和 印 刷 株 式 会 社
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