
 

成分名 代表的な商品名 代表的な薬効分類 

インスリン   糖尿病治療薬 

テトラサイクリン アクロマイシン 抗菌薬 

アズトレオナム アザクタム 抗菌薬 

ニザチジン アシノン 消化器官用薬 

ニフェジピン アダラート 降圧薬 

ヒドララジン アプレゾリン 降圧薬 

モキシフロキサシン アベロックス 抗菌薬 

プロカインアミド アミサリン 抗不整脈薬 

アムロジピン アムロジン、ノルバスク 降圧薬 

スピロノラクトン アルダクトン 利尿薬 

メチルドパ アルドメット 降圧薬 

フェキソフェナジン アレグラ 抗ヒスタミン薬 

センナ、センノシド アローゼン、プルゼニド 消化器官用薬 

イソニアジド イスコチン 抗菌薬 

スマトリプタン イミグラン 片頭痛治療薬 

インドメタシン インテバン 解熱・鎮痛薬 

ウルソデオキシコール酸 ウルソ 消化器官用薬 

エタンブトール エサンブトール 抗菌薬 

アルベンダゾール エスカゾール 抗寄生虫薬 

セフチゾキシム エポセリン 抗菌薬 

エリスロマイシン エリスロシン 抗菌薬 

エタネルセプト エンブレル 抗リウマチ薬 

セフロキシム オラセフ 抗菌薬 

ケトプロフェン カピステン 解熱・鎮痛薬 

カプトプリル カプトリル 降圧薬 

アセトアミノフェン カロナール 解熱・鎮痛薬 

ファモチジン ガスター 消化器官用薬 

リドカイン キシロカイン 抗不整脈薬、麻酔薬 

レボフロキサシン クラビット 抗菌薬 

クラリスロマイシン クラリス 抗菌薬 

ロラタジン クラリチン 抗ヒスタミン薬 

フィルグラスチム グラン その他 

セファクロル ケフラール 抗菌薬 

セファレキシン ケフレックス 抗菌薬 



 

成分名 代表的な商品名 代表的な薬効分類 

アモキシシリン サワシリン、パセトシン 抗菌薬 

アロプリノール ザイロリック 痛風治療薬 

ラニチジン ザンタック 消化器官用薬 

シプロフロキサシン シプロキサン 抗菌薬 

ソマトロピン ジェノトロピン 成長ホルモン 

ジゴキシン ジゴシン 強心薬 

アジスロマイシン ジスロマック 抗菌薬 

フルコナゾール ジフルカン 抗真菌薬 

イベルメクチン ストロメクトール 抗寄生虫薬 

セファゾリン セファメジン 抗菌薬 

セフォタキシム セフォタックス 抗菌薬 

セフォペラゾン セフォペラジン 抗菌薬 

アシクロビル ゾビラックス 抗ウイルス薬 

シメチジン タガメット 消化器官用薬 

オセルタミビル タミフル 抗ウイルス薬 

オフロキサシン タリビッド 抗菌薬 

フレカイニド タンボコール 抗不整脈薬 

アセタゾラミド ダイアモックス 利尿薬 

クリンダマイシン ダラシン 抗菌薬 

イミペネム-シラスタチン チエナム 抗菌薬 

レボチロキシン チラーヂン S 甲状腺ホルモン薬 

リオチロニン チロナミン 甲状腺ホルモン薬 

テオフィリン テオドール 喘息治療薬 

デスモプレシン デスモプレシン その他のホルモン 

ラベタロール トランデート 降圧薬 

ジメンヒドリナート ドラマミン 抗めまい薬 

セファドロキシル ドルセファン 抗菌薬 

ナプロキセン ナイキサン 解熱・鎮痛薬 

ドンペリドン ナウゼリン 消化器官用薬 

ピロキシカム バキソ 解熱・鎮痛薬 

ノルフロキサシン バクシダール 抗菌薬 

バラシクロビル バルトレックス 抗ウイルス薬 

バンコマイシン バンコマイシン 抗菌薬 

ブデソニド パルミコート 吸入ステロイド薬 



 

成分名 代表的な商品名 代表的な薬効分類 

アンピシリン ビクシリン 抗菌薬 

アンピシリン-クロキサシリン ビクシリン S 抗菌薬 

クロキサシリン ビクシリン S 抗菌薬 

ドキシサイクリン ビブラマイシン 抗菌薬 

ピラジナミド ピラマイド 抗菌薬 

ダルテパリン フラグミン 抗血栓薬 

フルルビプロフェン フロベン 解熱・鎮痛薬 

テルブタリン ブリカニール 喘息治療薬 

イブプロフェン ブルフェン 解熱・鎮痛薬 

ジルチアゼム ヘルベッサー 降圧薬 

ジフェンヒドラミン ベナ 抗ヒスタミン薬 

トリプロリジン ベネン 抗ヒスタミン薬 

ベンジルペニシリン ペニシリンＧ 抗菌薬 

ニカルジピン ペルジピン 降圧薬 

ピペラシリン ペントシリン 抗菌薬 

ホスホマイシン ホスミシン 抗菌薬 

ジクロフェナク ボルタレン 解熱・鎮痛薬 

メキシレチン メキシチール 抗不整脈薬 

セフタジジム モダシン 抗菌薬 

リファンピシン リファジン 抗菌薬 

エナラプリル レニベース 降圧薬 

インフリキシマブ レミケード 抗リウマチ薬 

エレトリプタン レルパックス 片頭痛治療薬 

カルシトリオール ロカルトロール ビタミン D 薬 

セフトリアキソン ロセフィン 抗菌薬 

ロペラミド ロペミン 消化器官用薬 

ベラパミル ワソラン 抗不整脈薬 

ワルファリン ワーファリン 抗血栓薬 

塩酸キニーネ 塩酸キニーネ 抗マラリア薬 

キニジン 硫酸キニジン 抗不整脈薬 

硫酸マグネシウム 硫酸マグネシウム 消化器官用薬 

 


