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ア

アーウィナーゼ　305
アーガメイト　253
アーチスト　65
アートセレブ　343
アイアン 200　274
アイドロイチン　395
アイトロール　69
アイピーディ（IPD）　136
アイボメック注 1%　178
アイミクス　55
亜鉛　151，187
亜鉛華軟膏　371
アカルディ　73
アカルボース　207
アクアチム　365
悪性高熱　114
悪性組織球腫　296，298
悪性貧血　321，322
アクチット　331
アクチノマイシン D　300
アクチバシン　264
アクトシン　75（強心薬），370（外

用）
アクトス　207
アクラトニウム　152
アクリノール　390
アグリリン　315
アグレプリストン　239
アクロマイシン　18，365（軟膏）
アコアラン　263
アコチアミド　152
アコファイド　152
アザクタム　12
アザシチジン　306
アザチオプリン　281
アザルフィジン　161
アシクロビル　40，401（点眼）
アジスロマイシン　20
アジソン病　140，218
アジソン病治療薬　218
アシテア　353
アシドーシス補正　335
アシトレチン　354
アジピン酸ピペラジン　174
アジルサルタン　57

アジルバ　57
アスコルビン酸　323，328
アスタット　366
アストミン　247
アズトレオナム　12
アズノール　370
アスパラ -CA　334
アスパラカリウム　332
アスパラギナーゼ　305
アスパルト　201
アスピリン　268
アスペルギルス　42-45
アズレン　370（皮膚），396（点

眼）
アセタゾラミド　91
アセタノール　63
アセチルサリチル酸　268
アセチルシステイン　250（去

痰），395
アセチルスピラマイシン　21
アセトアミノフェン　134
アセブトロール　63
アセプロマジン　106
アゼルニジピン　60
アセレンド　341
アゾセミド　88
アゾルガ　399
アダパレン　369
アダラート　59
アタラックス　349
アチパメゾール　104
アデール　75
アデスタン　366
アテディオ　56
アデニン　278
アデノウイルス　48
S －アデノシルメチオニン　184
アデノシン 3 リン酸　71
アテノロール　62
アデホスコーワ　71
アデムパス　68
アドシルカ　67
アドソルビン　149
アドナ　272
アトニン -O　236
アトバコン　35
アドバンテージプラス　377，

381
アトピー性皮膚炎　280，285，

348，350，354
アトピカ　280
アドベイト　262
アドボケート　171，180（表），
377，381（表）

アトラント　366
アドリアシン　297
アトルバスタチン　191
アドレスタン　216
アドレナリン　77（カテコラミ

ン），272（外用），371
アドレナリンβ1 受容体作動薬　

75
アドレノクロム　272
アトロピン　81，394（点眼）
アトロベント　244
アナグレリド　315
アナストロゾール　309
アナフラニール　119
アナペイン　113
アネキセート　102
アネメトロ　33
アバタセプト　283
アビガン　41
アビキサバン　271
アピドラ　201
アピナック　54
アフォキソラネル　179，379，

381
アブストラル　117
アフタゾロン　371
アプニション　241
アブラキサン　307
アプレゾリン　70
アプレピタント　156
アベロックス　16
アヘン誘導体　158
アポカイン　156
アポキル　285
アボビス　152
アポモルヒネ　156
アマリール　205
アマンタジン　119
アミオダロン　87
アミカシン　26

（一般名，商品名，キーワードなどで構成しています）

索引

ア－
︱
アミ



日本語索引

411

索引

アミ
︱
イタアミサリン　83

アミゼット B　340
アミドトリゾ酸　403，404
アミトラズ　373
アミトリプチリン　120
アミニック　340
アミノエチルスルホン酸　82
アミノグリコシド系薬剤　25-27
アミノ酸製剤　338，340（輸液）
アミノフィリン　241
アミノレバン　340
アミノレバン EN　345
アミパレン　340
アミペニックス　2
アミロイドーシス　143
アムシノニド　359，367（表）
アムビゾーム　42
アムホテリシン B　42
アムロジピン　58
アモキクリア錠 100　3
アモキシシリン　3
アモキシシリン・クラブラン酸配

合剤　3
アモロルフィン　366
アラセプリル　54
アラバ　282
アラミスト　393
アリクストラ　270
アリスキレン　57
アリチア　328
アリナミン F　318
アリミデックス　309
アリルアミン系抗真菌薬　45，

366（外用，表）
アルガトロバン　265
アルカローシス　333
アルギ U　184
アルギニン　184
アルギメート　184
アルキル化剤　287，292-295
アルキルジアミノエチルグリシン　
389，391-392（表）

アルギン酸ナトリウム　166（止
血），273（止血）

アルクロキサ　370
アルクロメタゾンプロピオン酸エ

ステル　362，368
アルケラン　294
アルコール系中水準消毒薬　386
アルコールデヒドロゲナーゼ阻害

薬　198

アルサルミン　150
アルジェオメガ　194
アルダクトン A　89
アルチバ　118
アルツ　138
アルテプラーゼ　264
アルト　273
アルファカルシドール　323
アルファキサロン　110
アルファキサン　110
アルファトコフェロール　325
アルファロール　323
αグルコシダーゼ阻害薬　204，

206，207
αリポ酸　318
α1 遮断薬　66（循環），255（泌

尿），398（点眼）
α1 受容体刺激　76
α2 作動薬　67（循環），103-104
（鎮静）

アルブテロール　243
アルプラゾラム　121
アルプロスタジル　79，370（外

用）
アルベカシン　27
アルベンダゾール　176
アルメタ　362，368
アルロイド G　166
アレグラ　350
アレジオン　350
アレスリン　373，381
アレビアチン　94
アレベール　250
アレルミューン　353
アレンドロン酸ナトリウム　228
アログリプチン　208
アロプリノール　37
アロペシア X　223，355
アロマターゼ阻害薬　309
アンカロン　87
アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬　

51，55-57
アンギオテンシン変換酵素阻害薬　

51-54
アンコチル　45
アンチセダン　104
アンチトロンビンⅢ　263
アンチレクス　127
アンチローブ25　22
アンテベート　358，367
アントラサイクリン系薬剤　287

アンピシリン　2
アンピシリン・クロキサシリン配

合剤　2
アンピシリン・スルバクタム配合

剤　4
アンブリセンタン　81
アンブロキソール　249
アンベノニウム　128
安楽死　107

イ

イーケプラ　98
イーフェン　117
イオウ（外用）　391，392
イオジキサノール　403
イオトロクス酸メグルミン　404
イオパミドール　403
イオパミロン　403
イオプロミド　403
イオヘキソール　403
イオベルソール　403
イオメプロール　403
イオメロン　403
胃潰瘍　148
イグザレルト　271
イグラチモド　284
移行上皮癌　309
イコサペント酸エチル　194
イサロパン　370
維持液（輸液）　329
イスコチン　31
胃洗浄　195
イソオキサゾリン系　378，

379，381
イソコナゾール　366
イソジン液 10%　385
イソゾール　107
イソソルビド　92
イソトレチノイン　355
イソニアジド　31
イソバイド　92
イソフル　111
イソフルラン　111
イソプレナリン　77
イソプロテレノール　77
イソプロパノール　386
イソプロピルウノプロストン　

397
イソプロピルメチルフェノール　

364
イダマイシン　299
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イダルビシン　299
一硝酸イソソルビド　69
遺伝子組換えヒト bFGF　371
イトプリド　153
イトラコナゾール　43
イトラベット　43
イトリゾール　43
犬糸状虫症　71，173，179，

181，268
犬糸状虫症予防薬　169-172，

381
犬チョコシロップ　174，180
犬チョコ目薬 V　396
犬猫の虫下し　180
犬のワクチン　48
犬用ビルバゲン DA2PPi/L　48
イヌリード　259
イヌリン　259
イノバン　78
イノラス　345
イノリン　242
イパキチン　253
イバンドロン酸　229
イフェクサー SR　123
イフェンプロジル　126
イフォスファミド　294
イプラグリフロジン　204
イプラトロピウム　244
イベルメクチン　169（犬糸状虫

症予防），178
イベルメック　173
イベルメック DSP　178
イベルメック PI　178
イベルメック注　178
胃防御薬　150，151
イホスファミド　254，294（ア

ルキル化）
イホマイド　294
イマチニブ　310
イミダクロプリド　377（ネオニ

コチノイド），381
イミダゾール系抗真菌薬　46，

366
イミダフェナシン　257
イミダプリル　54
イミドカルブ　35
イミノスチルベン系薬剤　96
イミプラミン　120
イミペネム・シラスタチン配合剤　

11
イムネース　313

イムノブラダー　313
イムラン　281
イメンド　156
イリボー　155
イルトラ　55
イルベサルタン　55
イルベタン　55
インクレチン関連薬　204，

207，208
インクレミン　275
インスリノーマ　209，224，

310
インスリノーマ治療薬　310
インスリン　201-203
インスリングラルギン「リリー」　

202
インスリン抵抗性改善薬　207
インターセプター S チュアブル錠
（犬用）　177（条虫駆虫），178

インタードッグ　354
インターフェロンγ（犬）　354
インターロイキン 2　313
インタゲン　2
インダパミド　90
インデラル　64
インドシアニングリーン　405
イントラリポス　196（解毒），
341（脂肪乳剤）

インフラカム　131
インフルエンザ　41

ウ

ヴィーン 3G　331
ヴィーン D　330
ヴィーン F　330
ウインタミン　105
ウエルパス　388
ウェルメイト　14
ウェルメイト L3（動物用－）　14
（ニューキノロン），361（グル
ココルチコイド），364

ヴォリブリス　81
ウォルフ・パーキンソン・ホワイ

ト　83
牛血液抽出物　370
牛用・豚用バイコックス　34
うっ血性心不全　72，89
ウノプロストン　397
ウプトラビ　80
ウブレチド　128（コリンエステ

ラーゼ阻害），399

ウベニメクス　313
ウラリット　254
ウリトス　257
ウリナスタチン　188
ウルソ　185
ウルソ H 注射液　185
ウルソ注射液 10%　185
ウルソデオキシコール酸　185
ウルソデスオキシコール酸　185
ウレパール　370
ウロエース　233
ウロキナーゼ　263
ウログラフイン　404
ウロナーゼ　263
ウロミテキサン　254

エ

エイゾプト　398
エイベリス　397
栄養剤（動物用－）　346
栄養輸液製剤　338
エースコール　53
エースワーカー　53
エールリヒア症　17，35
エカード　56
エキセナチド　208
エクザール　306
エクストラニール　344
エクセグラン　96
エクセルダーム　366
エクラー　359（グルココルチコ

イド），368
エコハートチュアブル　178
エコメクチン　178
エコリシン　400
エサンブトール　31
エスカゾール　176
エスサイド　384
エストラーナ　237
エストラジオール　237
エストリール　237
エストリオール　237
エストロジェン製剤　237
エスポー　276
エスモロール　64
エタノール　197（解毒），386（消

毒）
エダラボン　125
エタンブトール　31
エタンペルオキソ酸　384
エチドロネート　228

索引
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エチ
︱
オキエチドロン酸二ナトリウム　228

エチルアルコール　197
エチレフリン　74
エチレングリコール中毒　197，

198
X 線造影剤　403
エックスフォージ　56
エデト酸カルシウム二ナトリウム　

196
エテルカルセチド　230
エドキサバン　270
エトポシド　308
エトレチネート　354
エドロホニウム　127
エナカルド　52
エナラート　52
エナラプリル　52
エナルモンデポー　231
エネーボ　345
エノキサパリン　269
エノシタビン　301
エバスチン　351
エバステル　351
エパデール　194
エパルレスタット　210
エピオティックペプチド　364
エピデュオ　369
エピナスチン　350
エピネフリン　77（カテコラミ

ン），272（止血）
エピビル　38
エピルビシン　298
エピレス　96
エフィエント　267
エフェドリン　256，396
エフェドリン「ナガヰ」　256
エフオーワイ　189
エフピー　124
エプラジノン　248
エプリノメクチン　171，181
エプレレノン　89
エベレンゾ　277
エポエチンβペゴル　277
エポジン　276
エホチール　74
エホニジピン　58
エポプロステノール　80
エムラ　113
エモデプシド　174，180
エラスポール　246
エリキュース　271

エリスロシン　19
エリスロポエチン　276，277
エリスロマイシン　19，400（点

眼）
エリテマトーデス（円板状－）　

283
エルエイジー 10 液 10%　389
エルカトニン　230
エルカルチン FF　327
エルシトニン　230
エルトロンボパグ　279
エルネオパ NF　339
エレメンミック　341
エレンタール　345
塩化アンモニウム　254（尿石治

療・予防），333（輸液補正）
塩化エドロホニウム　127
塩化カリウム　333
塩化カルシウム　334
塩化コリン　328
塩化スキサメトニウム　115
塩化ナトリウム　333（輸液補

正），395
塩化ベタネコール　259
塩化ベルベリン　159
塩化ベンザルコニウム　388
塩化ベンゼトニウム　389
塩化マンガン四水和物　405
エンコラフェニブ　312
塩酸アミトリプチリン　120
塩酸イソプロテレノール　77
塩酸イミプラミン　120
塩酸エフェドリン　256
塩酸オキシブチニン　256
塩酸オザグレル　137
塩酸オンダンセトロン　154
塩酸クロルプロマジン　105
塩酸ケタミン　109
塩酸シプロヘプタジン　157
塩酸ジルチアゼム　60
塩酸セベラマー　252
塩酸セルトラリン　123
塩酸チアミン　317
塩酸チクロピジン　266
塩酸ドパミン　78
塩酸トリエンチン　188
塩酸トリメトキノール　242
塩酸ナロキソン　119
塩酸バンコマイシン　29
塩酸ピオグリタゾン　207
塩酸フェキソフィナジン　350

塩酸ブピバカイン　113
塩酸ブレオマイシン　300
塩酸プロカルバジン　295
塩酸ブロムヘキシン　249
塩酸メクロフェノキサート　126
塩酸メトホルミン　206
塩酸モルヒネ　118
塩酸リドカイン　85（抗不整脈），
112（局所麻酔）

塩酸レバミゾール散　175
塩酸レボブピバカイン　113
塩酸ロペラミド　158
塩酸リンコマイシン　22
エンシュア　345
炎症性腸炎　142，143，161
エンセファリトゾーン症　175，

176
エンドキサン　293
エンドセリン受容体拮抗薬　81
エントミン　152
エンバグリフロジン　204
円板状エリテマトーデス　283，

319
エンペシド　366
塩類下剤　163，164
エンロクリア錠　13
エンロフロキサシン　13
エンロフロキサシン注「KS」　13

オ

オイグルコン　205
オイラゾン　362，368
黄色脂肪症　325
黄体ホルモン製剤　231-233
オウバクアルカロイド　159
オーグメンチン　3
オーツイヤークリーナー　364
オーツカ MV 注 1 号　326
オーツカ MV 注 2 号　326
大塚塩カル　334
大塚糖液　336
オーツ抽出物　364
オーラ　371
オーラノフィン　284
オキサロール　324，369
オキシコナゾール　366
オキシテトラサイクリン　18，

365，368
オキシドール　157（催吐），

390（消毒）
オキシトシン　236
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オキシブチニン　256
オキシブプロカイン　401
オキシメタゾリン　394
オキナゾール　366
オクトチアミン　318（ビタミン

B1），328
オクトピロックス　391，392
オクトレオチド　224
オクラシチニブ　285
オザグレル　137
オサテロン　233
オスバン　388
オスルニア　360，364
オゼックス　16，400（点眼）
オゼノキサシン　365
オゼルタミビル　41
オトマックス　360，364
オドメール　395
オノン　351
オパルモン　79
オピアト作動薬　153
オピオイド

非麻薬性－　134-136
麻薬性－　117，118

オフェブ　246
オフサグリーン　405
オプチレイ　403
オプティミューン　280，396（点

眼）
オフロキサシン　14（ニューキ

ノロン），364，365，400
オフロキサシン錠「KS」　14
オペプリム　216
オミデネパグ　397
オムニスキャン　404
オムニパーク　403
オメガシン　11
オメガ－ 3 脂肪酸　194
オメプラール　146
オメプラゾール　146
オラペネム　12
オルガドロン　141
オルガラン　270
オルセノン　369
オルトフタルアルデヒド　383
オルドレブ　30
オルビフロキサシン　15，364（外

用）
オルプリノン　74
オルミエント　285
オルメサルタン　57

オルメテック　57
オレンシア　283
オンコビン　306
オンシオール　131
オンダンセトロン　154

カ

カーバメイト系薬剤　374，376，
381

カーバメート系薬剤中毒　198
カーボン　251
開始液　329，330
疥癬　179，374，381
回虫症　172-176，179，181
外用抗菌薬　365
外用抗真菌薬　366
外用剤（皮膚・耳）　364
外用ステロイド　357-363
外用ステロイド配合剤（人薬，表）　

367-369
潰瘍性大腸炎　161
過角化症　317
過活動膀胱　257，258
過緊張性膀胱　256
角化異常症　317，354
角化亢進（パッドの－）　325
角結膜炎（乾性－）　280，281
拡張型心筋症　65，327
角膜保護（点眼）　395
過酢酸　384
過酸化水素水　157（催吐），390
（消毒）

過酸化ベンゾイル　365，369，
370，391，392

ガスコン　167
ガスター　145
ガストリノーマ　224
ガストログラフイン　403
カスポファンギン　45
ガスモチン　154
カタクロット　137
カタプレキシー　120
カタプレス　67
カタレプシー　128
カチーフ N　325
ガチフロ　400
ガチフロキサシン　400
褐色細胞腫　64，66，67，217
活性炭　195，251
カテコラミン　74，77-79
カデックス　370

果糖　337
ガドキセト酸ナトリウム　405
ガドジアミド　404
ガドテリドール　404
ガドテル酸メグルミン　404
ガドビスト　404
ガドブトロール　404
カナグリフロジン　204
カナグル　204
ガナゼック　35
ガナトン　153
カナマイシン　25
カニマールワン　392
ガニレスト　214
ガニレリクス　214
カバサール　215
ガバペン　97
ガバペンチン　97
カプトプリル　51
カプトリル　51
カプロモレリン　158
ガベキサート　189
カペシタビン　304
カベルゴリン　215
カモスタット　189
ガラクトース・パルチミン酸　

405
カリーユニ　399
カリウム　330，331，332（注

射薬），333（経口薬），339，
340

K 交換樹脂　253
K 保持性利尿薬　89，90
カリシウイルス　49
カリナール 1　253
カリメート　253
顆粒球コロニー刺激因子　277
カルグート　75
カルシウム　330，331，334，

340
カルシウム塩　334
カルシウム拮抗薬　58-61
Ca 製剤　253
カルシトニン　229，230
カルシトラン　229
カルシトリオール　324
カルシニューリン阻害薬　280，

281
カルシポトリオール　369
ガルスルファーゼ　227
カルタン　253
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カルチコール　334
カルテオロール　65（β遮断），

397，399
カルデミン　324
カルドメックチュアブル P　173
（線虫駆虫），178

カルトロフェン　138
カルニチン　327
カルバゾクロムスルホン酸ナトリ

ウム　272
カルバペネム系薬剤　10-12
カルバマジン　172
カルバマゼピン　96
カルビスケン　65
カルビマゾール　221
カルブロック　60
カルプロフェン　130
カルベジロール　65
カルペリチド　76
カルボキシルメチルセルロース　

164
カルボシステイン　250
カルボプラチン　310
カルメロース　164
カロナール　134
カロリーエース　346
眼圧上昇　91
肝機能改善薬　183，184
緩下剤　164
肝硬変　186
カンサイダス　45
眼・耳科用リンデロン A　27
ガンシクロビル　40
カンジダ　42-45
肝疾患治療薬　183
乾性角結膜炎　280，281
癌性胸水　315
肝性脳症　25，166
関節炎（多発性－）　283，284
関節症治療薬　138
関節リウマチ　283-285
眼洗浄剤　401
乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒　

149
乾燥はぶウマ抗毒素　50（ワク

チン），199（解毒）
乾燥 BCG　313
乾燥まむしウマ抗毒素　50（ワ

クチン），198（解毒）
浣腸　165
カンデサルタン　56

冠動脈拡張薬　70，71
肝不全　325
肝不全用アミノ酸輸液　340
肝保護薬・機能改善薬　183，

184
ガンマ - アミノ酪酸　126
ガンマガード　261
ガンマロン　126
肝リピドーシス　184，327
灌流液　343
カンレノ酸カリウム　90

キ

期外収縮（心臓）　83，84
気管支拡張薬　241-244
気管支喘息　137，242
キサラタン　397
キサンチンオキシダーゼ阻害薬　

187
キサンチン誘導体　241
キシラジン　103
キシリトール　331，336（輸液）
キシロカイン　85（抗不整脈），

112（局所麻酔），401（点眼）
気道潤滑薬　249
キドミン　340
キニジン　84
偽妊娠の治療　215，231
キネダック　210
忌避剤（昆虫）　375
逆性石鹸（低水準消毒薬）　388，

389
キャニバック KC-3　48
ギャバロン　114
キャプスター錠　377
キャンディン系抗真菌薬　44，

45
急性腎障害　78
急性心不全　69，73，76
急性膵炎　189
吸入抗コリン薬　244
吸入ステロイド剤　244，245
吸入麻酔薬　111
キュビシン　31
狂犬病ワクチン　47
凝固因子合成　325
強心薬　74，75，78
胸水（癌性－）　315
キョウベリン　159
強力ネオミノファーゲンシー　

183

強力ビスラーゼ　318
希ヨードチンキ　385
局所ステロイド（点鼻）　393
局所麻酔中毒　196
局所麻酔薬　112，113，163，

371，401（点眼）
去痰剤　249，250
魚鱗癬　355
キリット　336
キレート剤（金属）　187，196
キロサイド　301
筋萎縮性側索硬化症治療薬　125
筋弛緩　121
筋弛緩回復薬　116
筋弛緩薬　114，115

中枢性－　114
金製剤　283，284
キンダベート　362，368
金チオリンゴ酸ナトリウム　283

ク

グアニル酸シクラーゼ受容体作動
薬　165

クエン酸　330
クエン酸カリウム　254
クエン酸ジエチルカルバマジン　

172
クエン酸第一鉄　275
クエン酸鉄アンモニウム　405
クエン酸ナトリウム　254
クエン酸ピペラジン　174，180
クエン酸マグネシウム　163
グスペリムス　283
クッシング病　46，123，215-
217，225

グラクティブ　207
グラセプター　281
グラナテック　399
グラニセトロン　154
クラバモックス　3
クラビット　15（ニューキノロ

ン），400（点眼）
クラフォラン　8
クラブラン酸　3
クラミジア　20，49
クラミドフィラ　49
クラリス　20
クラリスロマイシン　20
クラリチン　351
グラルギン（インスリン）　202
グラン　277
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クリアクター　264
クリーム剤　357
グリコピロレート　82
グリコペプチド系薬剤　29
クリサンタスパーゼ　305
グリセオール　91
グリセリン　91（浸透圧利尿），

165（下剤）
グリチルリチン　183，394（点

眼）
グリチロン　183
クリティカルリキッド　346
クリニザルツ　331
グリニド系薬剤　206
クリプトコックス　42，43，

45，46
グリブリド　205
グリベック　310
グリベンクラミド　205
グリメピリド　205
クリンダマイシン　22，365（外

用），370（外用）
グルカゴン　209
グルコース　339，340，344
グルココルチコイド　139，
　357（外用）

消化器用－　162，163
グルコバイ　207
グルコン酸　330，331
グルコン酸亜鉛　365
グルコンサン K　333
グルコン酸クロルヘキシジン　

387
グルタールアルデヒド　383
グルタチオン　183，399（点眼）
グルタミン　151
グルタミン酸アルギニン　184
グルタラール　383
グルリジン（インスリン）　201
クレキサン　269
クレデリオ錠　379，381
クレマスチン　348
クレメジン　251
グレリン受容体アゴニスト　158
クレンブテロール　256
クロキサシリン　2
クロストリジウム　19，29，

31，33
クロトリマゾール　364，366
クロナゼパム　95
クロニジン　67

クロピドグレル　267
クロファジミン　31
クロフィブラート　192
クロフェダノール　248
クロプロステロール　239
クロベタゾール　367
クロベタゾールプロピオン酸エス

テル　357
クロベタゾン酪酸エステル　
362，368

クロペラスチン　248
クロマイ P 軟膏　368
クロミカルム　119
クロミプラミン　119
クロラゼプ酸二カリウム　101
クロラムフェニコール　28，365
（外用），368（外用），400（点眼）

クロラムブシル　292
クロルキシレノール　391，392
クロルジアゼポキシド　121
クロルフェニラミン　249（鎮

咳），349（抗ヒスタミン），
394，396

クロルプロパミド　205
クロルプロマジン　105
クロルヘキシジン　371，387（消

毒），391，392，401
クロルマジノン　232
クロロニコチニル系　377，381
クロロマイセチン　28，365（外

用）

ケ

ケアラム　284
ケアロード LA　251
ケイキサレート　253
経口強心薬　74，75
経口血糖降下薬　204
蛍光試薬　405
経口昇圧薬　76
ケイ酸アルミニウム　149
経腸栄養剤　338，345
ケイツー　326
ゲーベン　370
下剤　163-166
ケタミン　109
ケタラール　109
血圧降下剤　70
血液抗凝固剤　265
血液製剤　261-263
結核　31，32

血管拡張薬　68-71
血管収縮薬（外用）　274，393，

394
血管造影剤　403
血管肉腫　314
血漿浸透圧　344
血漿増量剤　342
血小板凝集抑制　71，79，251，
266-268

血小板減少症
免疫介在性－　261，279，

282
血小板造血因子　279
結節性肉芽腫（無菌性－）　319
血栓症　264，265，267-270
血栓溶解薬　263，264
血友病　262
血流増強剤（外用）　370
解毒剤　183
ケトコナゾール　46，364（外用），

366（外用）
ケナコルト A　140
ケフラール　6
ケフレックス　5
ゲムシタビン　302
ケラチナミン　370
ケラトラックスペプチド　392
ゲルネ F（動物用－）　363，364
ケルロング　63
減感作療法薬　352，353
嫌気性菌　9，22
献血グロベニン -I　261
献血ベニロン -I　261
ゲンタシン　25，365（外用）
ゲンタマイシン　25（注射），

364，365，368，400（点眼）

コ

コアキシン　7
コアテック　74
コアテック SB（キット）　74
コアヒビター　189
コアワクチン（犬）　48
抗 IL-31 抗体　353
抗アレルギー薬　183，347
抗アンドロジェン製剤　233，

234
高アンモニア血症　166
抗ウイルス薬　38

点眼　401
抗うつ薬　121-123
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三環系－　119，120
抗エストロジェン製剤　238
抗炎症薬（点眼）　396

ステロイド系－　395（点眼）
非ステロイド系－　396（点

眼）
硬化性被嚢性腹膜炎　238
高 Ca 血症治療薬　228-230
高カロリー栄養輸液製剤　338-

340
抗菌薬　1-32，365（外用），

393（点鼻），400（点眼）
口腔用製剤　371
高血圧　62-64，66，69，90
高血圧症治療薬（肺高血圧）　

67，68
抗血清　198，199
抗原虫薬　33-37
抗甲状腺薬　221
抗コリン薬　81-82（循環器），

147-149（消化器）
吸入－　244
四級アンモニア塩－　148

高コレステロール血症　190，
191

高脂血症治療薬　190-192
抗腫瘍性抗生物質　287，297-
300

甲状腺癌　222
甲状腺機能亢進症　221，222
甲状腺機能診断薬　220
甲状腺機能低下症　219，220，

222
甲状腺刺激ホルモン　220
抗条虫薬　380
抗真菌薬　42-46，401（点眼）
高水準消毒薬　383，384
合成ケイ酸アルミニウム　149
抗生物質（抗腫瘍）　287，297-

300
光線力学治療薬　314
酵素製剤（抗腫瘍）　288，305
好中球エラスターゼ阻害薬　246
鉤虫症　172-176，179，181
抗てんかん薬　93-102
行動治療　101，119-124
抗トキソプラズマ薬　21
抗ドパミン薬　152
高トリグリセリド血症　191
抗トロンビン薬　265，266
高尿酸血症　37，186

抗破傷風人免疫グロブリン　50，
261

紅斑性狼瘡（円板状－）　319
抗ヒスタミン薬　151，157，

347，348-351
抗不安薬　99-101，121
抗不整脈薬　83-87

クラスⅠa　83，84
クラスⅠb　85
クラスⅠc　86
クラスⅢ　64，87
クラスⅣ　61

抗プラスミン剤　272
抗ヘルペスウイルス薬　39，40
硬膜外麻酔　112，113
肛門周囲瘻　280
抗リウマチ薬　284
抗利尿ホルモン　226，227
抗利尿ホルモン不適合分泌症候群　

18，227
高リン血症　149，252
抗レトロウイルス薬　38，39
コートリル　140
コートロシン　219
コールタール　391，392
コールタイジン　274（止血），
393（点鼻）

呼吸刺激剤　245
コクシジウム　34
コスパノン　185
コスメゲン　300
ゴセレリン　213
コソプト　399
骨髄異形成症候群　301，306，

326
骨髄腫（多発性）　292，294，

296，314
骨髄性白血病　292，299，314
骨粗鬆症　229
骨肉腫　228，309-311
コディオ　56
コデイン　247
ゴナドレリン　211
ゴナトロピン　235
コバルジン　251
コビナン　232
コペガス　41
コムクロシャンプー　357，367
コラージュフルフルネクストシャ

ンプー　392
コリスチン　30（ポリペプチド），

400
コリスチンメタンスルホン酸ナト

リウム　30
コリマイシン　30
コリンエステラーゼ阻害薬　

127，128
コリン作動薬　259
コルタバンス　362，364
コルドリン　248
コルヒチン　186
コルホルシン　75
コレキサミン　193
コロナウイルス　41，48
コンサータ　128
コンスタン　121
コンセーブ　96
昆虫忌避剤　375
昆虫発育阻害薬　379-381
コントール　121
コントミン　105
コンドロイチン硫酸　138（注

射），395（点眼）
コンバントリン　173
コンビビル　38
コンフォティス錠　178（表），
376（マクロライド），381（表）

コンプラビン　267，268
コンベニア　9

サ

サージセル・アプソーバブル・ヘ
モスタット　273

ザーネ　369
サーファクタント　246
サアミオン　126
サイアザイド系利尿薬　90
サイクロフォスファミド　293
ザイザル　350
再生不良性貧血　231
サイデクチン ポアオン　171
サイトテック　150
サイトポイント　353
催吐薬　103，156，157，272
サイネピリン　375
サイプレジン　394
細胞外液補充液　329，330
サイメリン　296
サイレース　101
ザイロリック　37
サヴィオゾール　342
酢酸　330，331
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酢酸オサテロン　233
酢酸フルドロコルチゾン　218
酢酸メゲストロール　231
酢酸リンゲル　330
酢酸リンゲル糖加　330
サクシニルコリン　115
サクシマー　196
ザクラス　57
サケカルシトニン　229
殺菌薬（外用）　370
殺鼠剤中毒　325，326
ザノサー　310
ザバクサ　10
サビーン　297
サブビタン　328
サムスカ　92
サムチレール　35
ザラカム　399
サラゾスルファピリジン　161
サラゾピリン　161
サリチル酸（外用）　364，371，

391，392
サリチル酸ワセリン　371
サリドマイド　314
サリメテロール　244
サリンヘス　342
サルトキシン注　34
サルファ剤　34，161，355，

370（外用）
サルブタモール　243
サレド　314
サロラネル　378，381
酸化セルロース　273
酸化マグネシウム　164
三環系抗うつ薬　119，120
三叉神経痛　96
サンスポット　381
ザンタック　145
サンディミュン　280
散瞳剤（点眼）　394
サンドスタチン　224
サントニン　174（線虫駆虫），

180
サンピロ　399
サンラビン　301

シ

次亜塩素酸ナトリウム　384
ジアゼパム　100
ジアゾキシド　209
シアノコバラミン　322，328

ジアフェニルスルホン　355
ジアルジア症　33，176
ジースインプラント　232
シーパラ　328
ジーラスタ　277
ジェイゾロフト　123
ジェノトロピン　223
シオゾール　283
シオマリン　9
歯科用キシロカインカートリッジ　
112（局所麻酔），371

色素造影剤　405
子宮収縮増強　236
糸球体腎炎　71，292
糸球体濾過率　259
子宮脱　236
子宮蓄膿症　238，239
ジクアス　395
ジクアホソルナトリウム　395
シグニフォー　225
シグマート　70
シクロオキシゲナーゼ　129
ジクロード　396
シクロキャップ　280
シクロスポリン　280（免疫抑

制），396
ジクロフェナク　133，396（点

眼）
シクロフォスファミド　254，
293

シクロペントラート　394
ジクロルイソシアヌール酸ナトリ

ウム　384
刺激性下剤　164，165
止血剤　116（消化管），272-

274
ジゴキシン　72
ジゴシン　72
止瀉薬　158，159
次硝酸ビスマス　159
ジスチグミン　128，399
シスチン尿石症　183
システック　178，380，381
ジステンパー　41，48
シスプラチン　309
ジスロマック　20
脂腺炎（肉芽腫性－）　317，

354
ジソピラミド　84
シダキュア　352
シダグリプチン　207

シダトレン　352
シタラビン　301
シタラビンオクホスファート　

301
シチコリン　125
シトシンアラビノシド　301
ジドプジン　38
シナール　323
シナカルセト　230
ジノテフラン　377
ジノプロスト　238
ジヒドロピリジン系薬剤　58-60
ジヒドロコデイン・メチルエフェ

ドリン・クロルフェニラミン配
合剤　249

ジピベフリン　399
ジピリダモール　71
ジピリダモール散 12.5%　71
ジフェンヒドラミン　348，371，

392
ジフルカン　44
ジフルコルトロン吉草酸エステル　
359，367

ジフルプレドナート　358，367，
395

シプロキサン　14
ジプロピオン酸イミドカルブ　

35
ジプロフィリン　241
シプロフロキサシン　14
シプロヘプタジン　157
ジフロラゾン　357，367（表）
ジベカシン　400
シベレスタット　246
脂肪肝　184
脂肪酸製剤　194
脂肪乳剤　196（解毒），338，
341

ジミナゼン　35
ジメチコン　167
シメチジン　145
ジメチルスルホオキシド　143
ジメトキシン　34
ジメモルファン　247
ジメルカプロール　196
ジメンヒドリナート　151
ジモルホラミン　245
シャーペイ熱　186
ジャディアンス　204
ジャドニュ　197
ジャヌビア　207
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シャンプー　391
ステロイド入り　357

臭化カリウム　98
臭化ピリドスチグミン　127
臭化ブチルスコポラミン　148
臭化プロパンテリン　148
臭化ベクロニウム　115
重金属中毒　196
シュウ酸カルシウム　254
重症筋無力症　127，128
重症熱性血小板減少症　41
重積（てんかん）　100，102
重炭酸　330
重度瘙痒症　120
収斂剤　159
出血性膀胱炎　254（予防），

293，294
術後回復液　329
ジュリナ　237
昇圧薬　76，77，79，272
消炎剤（外用）　370
消炎鎮痛薬　134

非ステロイド系－　129-133
消化管運動改善薬　152-154
消化管間質腫瘍　310
消化管機能障害　152
消化管線虫　179
消化管造影　403
消化管麻痺　320
消化器運動抑制　149，167
消化器サポート　346
消化器用グルココルチコイド　

162，163
消化酵素剤　162
消化態　345
硝酸イソソルビド　68，69
硝酸テトラヒドロゾリン　274
硝酸ナファゾリン　274
硝酸ミコナゾール　364，391，

392
硝酸薬　68-70
上室性頻脈　62-64，71
条虫症　175-177，179，181
消毒薬　364，365，370（外用），
383，390

高水準－　383，384
中水準－　384-386

アルコール系　386
ヨウ素製剤　385

低水準－　387-389
逆性石鹸・両性石鹸　

388，389
フェノール系－　387

消毒用アルコール　386
消毒用エタノール　386
小児用ミケラン　65
上皮小体機能低下症　323，324
上部消化管検査　167
消泡薬　167
褥瘡　75
食欲増進剤　100，157，158
ジョサマイ　21
ジョサマイシン　21
ジョチュウギクエキス　381
ショ糖硫酸エステルアルミニウム

塩　150
シラスタチン　11
シラミ　373，374
ジルチアゼム　60
ジルテック　350
シルデナフィル　67
シルピナ　364
ジルロタピド　194
脂漏症　354
シロスタゾール　266
シロドシン　255
腎機能検査薬　259
心筋症

拡張型－　65，327
タウリン欠乏性－　82
肥大型－　64

シングレア　136
神経障害

糖尿病性－　85
末梢－　321，322

神経障害治療薬（糖尿病性－）　
210

神経痛　97
人工血液　276
心室期外収縮　83
心室細動　87
浸潤麻酔　112
腎障害（急性－）　78
真性多血症　292，305
腎臓機能検査　259
腎臓サポート　346
腎臓病（慢性－）（猫）　251
心蘇生　77
新テスミン（動物用－）　159
浸透圧利尿薬　91，92
シンバスタチン　190
シンパリカ　378，381

シンビット　87
心不全

うっ血性－　72，89
急性－　69，73，76

腎不全　252
腎不全用アミノ酸輸液　340
シンプリセフ錠　7
心房細動　84
シンメトレル　119
シンレスタール　192

ス

膵炎　188，189
膵外分泌不全　162
水酸化アルミニウム　149
水酸化マグネシウム　150
水頭症　91
水溶性プレドニン　141
スーグラ　204
スープレン　111
スオード　16
頭蓋内圧上昇　91，92
スガマデクス　116
スギ花粉（アレルゲン）　352
スキサメトニウム　115
スキャンドネスト　371
スクラルファート　150
スクロオキシ水酸化鉄　252
スタチン系治療薬　190，191
スタラシド　301
ステリハイド　383
ステロイド　140-143

外用　367-369
吸入　244，245
局所（点鼻）　393

ステロイド入りシャンプー　357
ステロイド入り皮膚用外用剤　

357
ステロイド系抗炎症薬（点眼）　

395
ステロイド・局所麻酔薬の配合剤　

163
ステロップ　395
ステロネマ　162
ストルバイト結石　254
ストレプトキナーゼ　263
ストレプトゾシン　310
ストレプトマイシン　26
スナイリン　164
スパカール　186
スパトニン　172
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スパニジン　283
スピノサド　179，376，381
スピラマイシン　21
スピロノラクトン　89
スピロヘータ　18
スピロペント　256
スプラタスト　136
スプリセル　311
スプレー行動　120，157
スプレキュア　213
スペクチノマイシン　27
スベニール　138
スポロトリクム症　222
スポンゼル　273
炭　195
スルコナゾール　366
スルバクタム　4，10
スルファサラジン　161
スルファジアジン銀　370
スルファジメトキシン　34
スルファメトキサゾール / トリメ

トプリム　23
スルペラゾン　10
スルホニル尿素系薬剤　204，

205
スルホンアミド系薬剤　23
スローケー　333

セ

制酸剤　149，150
精子形成能の改善　235
生殖機能の判定　211
性腺刺激ホルモン（胎盤性－）　

235
性腺刺激ホルモンアンタゴニスト　

214
性腺刺激ホルモン関連薬　211-

214
性腺刺激ホルモンワクチン　214
成長ホルモン　222，223，225
成長ホルモン欠乏症診断　67
成長ホルモン分泌診断薬　222
整腸薬　160
制吐薬　151，152，154-156，

349
セイブル　206
成分栄養　345
生理食塩水　330
セスデン　148
セタプリル　54
セチリジン　350

セトロタイド　214
セトロレリクス　214
ゼナキル　15
セパミット　59
ゼビアックス　365
セファクリア　5
セファクロル　6
セファセプチン　5
セファゾリン　7
セファメジンα　7
セファランチン　278
セファレキシン　5
セファロチン　7
セフィキシム　6
ゼフィックス　38
セフェピム　9
セフェム系薬剤　5-10
セフォタキシム　8
セフォタックス　8
セフォベシン　9
セフォペラゾン・スルバクタム配

合剤　10
セフジニル　6
セフスパン　6
セフゾン　6
セフタジジム　8
セフトリアキソン　8
セフトロザン・タゾバクタム配合

剤　10
ゼフナート　366
セフポドキシムプロキセチム　7
セフメタゾール　8
セフメタゾン　8
セフメノキシム　365，393，

400
セベラマー　252
セボフルラン　111
セボフレン　111
セボフロ　111
セボリティック　392
セミントラ　55
セラクタール　103
ゼラチン　273
セラトリダスト　137
セラメクチン　172，181，381
セララ　89
セルシン　100
セルセプト　282
セルトラリン　123
セルニチン花粉エキス　234
セルニルトン　234

ゼルボラフ　311
ゼルヤンツ　285
セレキシパグ　80
セレキノン　153
セレギリン　124
セレギリン錠　124
ゼレトン　392
セレニア　155
セレネース　124
セレベント　244
セレン　341
ゼローダ　304
セロクラール　126
セロトニン再取り込み阻害薬

選択的－　122，123
セロトニン遮断再取り込み阻害薬　

121
セロトニン受容体（5-HT3）拮抗

薬　152，154
セロトニン・ノルアドレナリン再

取り込み阻害薬　123
洗浄灌流液　343
全身性エリテマトーデス　283
全身性炎症反応症候群　246
全身麻酔薬　108-110
喘息　77，137，242，244
選択的β1 遮断薬（点眼）　398
ゼンタコート　143
線虫駆虫薬　173-175
先天性代謝異常症治療薬　227
前立腺肥大　66，212，231-

234，238，255，309

ソ

臓器移植　281
造血剤　277，278
総合アミノ酸輸液　340
総合ビタミン　326
瘙痒症　348，349

重度－　120
粟粒性皮膚炎　231，232
ゾシン　4
ソセゴン　134
ソタコール　64
ソタロール　64
ソナゾイド　405
ゾニサミド　96
ゾビラックス　40，401（点眼）
ソマゾン　223
ソマトスタチン関連薬　223-225
ソマトメジン C　223
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ソマトレリン　222
ソマトロピン　223
ソマバート　225
ゾメタ　229
ゾラデックス　213
ソリタ（輸液）　330，331
ソリタックス H　331
ソリフェナシン　258
ソリューション　357
ソルアセト F　330
ソル・コーテフ　140
ソルコセリル　370
ソルダクトン　90
ソルデム（輸液）　330，331
ソルビー錠　173，180
ソルビトール　163，330（表）
ソル・メドロール　142
ソルラクト（輸液）　330
ゾレドロン酸　229
ゾンネ　319

タ

ダイアート　88
ダイアコート　357，367
ダイアップ　100
ダイアニール　344
ダイアモックス　91
第 1 世代抗ヒスタミン薬　347
退院サポート　346
第Ⅸ因子製剤　262
代謝異常症治療薬（先天性－）　

227
代謝拮抗薬（腫瘍）　287，301-

306
第 Xa 因子阻害薬　270
ダイズ油　196
耐性菌製剤　160
大腸炎（潰瘍性－）　161
ダイドロネル　228
第Ⅶ因子製剤　262
第 2 世代抗ヒスタミン薬　347
第Ⅷ因子製剤　262
胎盤性性腺刺激ホルモン　235
ダイビタミックス　328
体表面積（換算表）　289
代用血漿増量剤　342
タイラン　19
タイロゲン　220
タイロシン　19
ダウノマイシン　298
ダウノルビシン　298

タウリン　82（循環器），328
ダオニール　205
タガメット　145
タカルシトール　369
ダカルバジン　295
タキソール　307
タキソテール　308
ダクチノマイシン　300
タクロリムス　281，369（外用），

396（外用）
タケキャブ　147
多血症（真性－）　292，305
タケプロン　146
タケルダ　268
タゴシッド　29
ダサチニブ　311
タゾバクタム　10
タダラフィル　67
タチオン　183（肝保護・機能改

善），399（点眼）
脱水補給液　329，330
脱毛（ホルモン反応性－）　231
タナドーパ　74
タナトリル　54
ダナパロイド　270
ダニ　181，378，379
ダニカット　373
ダニ寄生　172
ダニ抗原　353
ダバグリフロジン　204
多発性関節炎　283，284
多発性骨髄腫　292，294，314
ダビガトラン　266
タフィンラー　312
ダフクリア　31
タプコム　399
ダプソン　355
ダプトマイシン　31
タフマック E　162
ダブラフェニブ　312
タフルプロスト　397，399
タプロス　397
タベジール　348
タミフル　41
タムスロシン　255
タモキシフェン　238
ダラシン　22
ダラシン T　365
タラポルフィン　314
タラモナール　106
タリビッド　14，365（耳・皮膚），

400（点眼）
タリムス　396
タルク　315
ダルテパリン　269
ダルベポエチン　276
ダルマジン　239
胆管結石　147，148
胆管・胆嚢系造影　404
炭酸水素ナトリウム　335
炭酸脱水素酵素阻害薬　91，398
（点眼）

炭酸ランタン　252
炭酸リチウム　278
男性ホルモン製剤　231
胆石溶解　185
炭素　251
ダントリウム　114
タンニン酸アルブミン　159
蛋白同化ステロイド　231
蛋白分解酵素阻害薬　188，189
タンボコール　86

チ

チアトン　147
チアマゾール　221
チアミラール　107
チアミン　317，328
チウラジール　221
チエナム　11
チオカルバミン系抗真菌薬　366
チオストレプトン　364
チオビタン C　328
チオプロニン　183
チオペンタール　107
チオラ　183
チカグレロル　267
チガソン　354
チキジウム　147
チクロピジン　266
チトゾール　107
チニダゾール　33
チバセン　53
チメピジウム　148
チモプトール　397
チモロール　397，399
中鎖トリグリセリド　166
中水準消毒薬　384-386
中枢神経系腫瘍　296
中枢性筋弛緩薬　114
中枢性鎮咳薬　247，248
中絶　215，237，239
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注腸ステロイド　162
チューブダイエット　346
腸炎（炎症性－）　142，143，

161
超音波造影剤　405
腸管洗浄　195
調剤用パンビタン　326
チョコラ A　317
チラーヂン S　219
チリジン　350
治療標準化アレルゲンエキス「ト

リイ」　352
治療用ダニアレルゲンエキス「ト

リイ」　353
チロキサポール　250
チロトロピン　220
チロナミン　220
鎮咳薬　248，249

中枢性－　247，248
沈降炭酸カルシウム　253
沈降破傷風トキソイド　50（ワ

クチン），199（解毒）
鎮静薬　101-106
鎮痛薬　129

麻薬拮抗性－　129
麻薬性－　117，118，129

ツ

ツインライン　345
痛風・尿酸代謝治療薬　186，

187
爪ジストロフィー　319
ツロブテロール　243

テ

ディアバスター　159
ティアローズ　396
Ｔ細胞リンパ腫（皮膚型－）　

355
ディート　375
ディオバン　56
低 K 血症時のカリウム添加量　

332
低 Ca 血症　323，324，334
低緊張性膀胱　128
低 Cl 性アルカローシス　333
低血糖治療薬　209
テイコプラニン　29
低水準消毒薬　387-389
ディスオーパ　383
ディフェリン　369

低分子デキストラン糖　342
停留精巣　211，235
低リン血症　335
テオドール　241
テオフィリン　241
デカドロン　141
デキサメタゾン（経口・注射）　

141
デキサメタゾン（皮膚）　359，

360，362，367，368，371
テキサント　384
デキサン VG　25
デキストラン（低分子輸液）　

342
デキストラン鉄　274
デキストロメトルファン　247
デクスラゾキサン　297
デクトマックス　178，375
デグルデク（インスリン）　202
テグレトール　96
デザレックス　351
デスオキシコルチコステロンピバ

レート　218
テストステロンエナント酸エステ

ル　231
デスパ　371
デスフェラール　197
デスフルラン　111
デスモプレシン　226
デスロラタジン　351
テセロイキン　313
デソパン　216
テタガム P　50
テタノブリン　50
テタノブリン IH　261
デタントール　66（α1 遮断），

398（点眼）
鉄剤　274，275
鉄中毒　197
デテミル（インスリン）　202
テトラサイクリン　18，365，

371（外用）
テトラサイクリン系薬剤　17，

18
テトラヒドロゾリン　274（点

鼻），393（表）
デトルシトール　258
テノーミン　62
デノサリン 1　330
デノシン　40
デノパミン　75

テピエローション　363，364
デヒドロコール酸　185
テビペネム　12
デフィブラーゼ　265
デフェラシロクス　197
デフェロキサミン　197
デプレニル　124
デプロドンプロピオン酸エステル　

359，368
デプロメール　122
デベルザ　204
デポ・メドロール　142
デムサー　217
デメクロサイクリン　18
デメチルクロルテトラサイクリン　

18
テモカプリル　53
テモゾロミド　295
テモダール　295
デュアック　365（耳・皮膚），

370（殺菌・消毒）
デュオトラバ　399
デュロテップ MT パッチ　117
テラ・コートリル　363，368
テラプチク　245
テラマイシン・LA 注射液　18
テラマイシン軟膏　365
デルクリアー　159
テルビナフィン　45，364（外用），

366（外用）
テルブタリン　242
デルボステロン　232
テルミサルタン　55
デルモベート　357，367
テレミンソフト　165
電解質液　195
電解質サポート　346
電解質の補正　332
てんかん　93-98，100-102
点眼薬　394-401
テンシロンテスト　127
伝達麻酔　112，113
点鼻薬　393
天疱瘡　292，319，355

ト

銅蓄積症　187，188
疼痛緩和　119
糖尿病性神経障害　85
糖尿病性神経障害治療薬　210
糖尿病用経口薬　204
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動物用アミペニックス　2
動物用イサロパン　370
動物用ウェルメイト L3　14，

361，364
動物用栄養剤　346
動物用エナルモンデポー　231
動物用ゲルネ F　363，364
動物用新テスミン　159
動物用タイラン 200 注射液　19
動物用チオラ　183
動物用ホスミシン S　24
動物用ポリ F ローション　363，

364
動物用薬用シャンプー　391
動脈硬化症（閉塞性－）　193
動脈梗塞　263
動脈内注入（腫瘍）　299
動脈閉塞症　79，265
糖類下剤　163
トービイ　26
ドカルパミン　74
ドキサプラム　245
ドキシサイクリン　17
ドキシフルリジン　303
ドキシル　297
トキソプラズマ　17，34
ドキソルビシン　297
特異的セロトニン作動薬　158
トコフェロール　325，369（外

用）
トコフェノール ニコチン酸エス

テル　193
トコン　156
トシル酸スプラタスト　136
トスフロキサシン　16，400（外

用）
ドセタキセル　308
トセラニブ　311
ドパミン　78
ドパミン受容体作動薬　156，
215

ドパミン放出促進薬　119
トビエース　258
トピナ　97
トピラマート　97
トファシチニブ　285
トプシム　358，367
ドブタミン　78
ドブトレックス　78
トブラシン　26，400（点眼）
トフラニール　120

トブラマイシン　26，400
ドプラム　245
トポイソメラーゼ阻害薬　308
トホグリフロジン　204
ドボネックス　369
ドボベット　369
ドミトール　104
ドメナン　137
トラクリア　81
トラセミド　88
トラゾドン　121
トラネキサム酸　272
トラバタンズ　397
トラフェルミン　370
トラボプロスト　397，399
ドラマ　394
トラマール　136
トラマゾリン　393
トラマドール　136
ドラマミン　151
トラムリン　272
ドラメクチン　178，375
トラメチニブ　312
トランサミン　272
トリアゾール系抗真菌薬　43，

44
トリアムシノロン　140，361（外

用），364（外用），368（外用）
トリアムテレン　89
トリオプリン注射液　23
トリグリセリド（中鎖－）　166
トリクロルメチアジド　90
トリコモナス　33
トリテレン　89
トリドセラン　328
トリトラズル　181
トリパノゾーマ　37
トリプタノール　120
ドリペネム　10
トリメトキノール　242
トリメトプリム　23
トリメノール　34
トリメブチン　153
トリロスタン　216
トルソプト　398
ドルゾラミド　398，399
トルテロジン　258
トルトラズリル　34
ドルナー　251
トルバプタン　92
ドルベネ　104

ドルミカム　102
トレシーバ　202
トレチノイントコフェリル　369
トレチノニン　314
トレピブトン　186
トレプロスチニル　80
トレプロスト　80
トロコキシル　132
トロピカミド　394
トロビシン　27
ドロペリドール　106
ドロレプタン　106
ドロンシット　177，180
ドロンタール錠　173，177，

180
ドロンタールプラス錠　173，

175，177，180
トロンビン　273
トロンボキサン A2 合成酵素阻害

薬　137，347
トンキー 200　274
ドンペリドン　153

ナ

ナイアシン　319
ナイクリン　319
内視鏡洗浄　383，384
ナイスタチン　46，364（外用）
ナイスピー　393
ナイトロジェンマスタード　287
ナウゼリン　153
ナグラザイム　227
ナサニール　214
ナシビン　394
ナジフロキサシン　365
ナゼア　155
ナゾネックス　393
ナテグリニド　206
ナトリウム　333
ナトリックス　90
ナファゾリン　274，393，394
ナファモスタット　189
ナファレリン　214
ナフトピジル　255
ナベルビン　307
鉛中毒　196
ナルコレプシー　123，128
ナロキソン　119，156
軟膏　357
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ニ

ニカルジピン　59
肉芽形成（外用）　370
肉芽腫（無菌性結節性－）　319
肉芽腫性脂腺炎　317，354
肉腫（ワクチン誘発性－）　294，

298
ニコチン酸アミド　193，319（ビ

タミン B3），327，328
ニコペリック　344
ニコモール　193
ニコランジル　70
ニコリン　125
ニセリトロール　193
ニセルゴリン　126
ニゾラール　366
日生研狂犬病 TC ワクチン　47
ニテンピラム　377
ニトプロ　70
ニドラン　296
ニトロール　68
ニトログリセリン　69
ニトロソウレア系抗腫瘍薬　

287，296
ニトロプルシド　70
ニトロペン　69
ニフェカラント　87
ニフェジピン　59
ニプラジロール　398
ニフレック　195
ニムスチン　296
にゃんにゃんカロリー　346
乳癌　238
ニューキノロン系薬剤　13-16
乳酸　330，331
乳酸カルシウム　334
乳酸菌製剤　160
乳酸リンゲル液　330
乳石錠　334
乳腺過形成　239
乳腺腫　212，213，303，314
ニュートリカル　346
ニュートリプラスゲル　346
乳び胸　224
ニューロキニン -1 受容体拮抗薬　

155，156
ニューロタン　56
尿管結石　147，185
尿酸結石　37，186，187
尿酸代謝治療薬　186，187

尿失禁　212，213，256
ホルモン反応性－　231，

237
尿失禁・頻尿治療薬　256-258
尿石症（シスチン－）　183
尿石予防・治療薬　254
尿素　370
尿道過緊張　114
尿毒症　251
尿崩症　226
尿路結石　148
尿路造影　404
二硫化セレン　391，392
ニンテダニブ　246

ネ

ネオアミユー　340
ネオ犬の虫下し犬チョコ　180
ネオーラル　280
ネオシネジン　79（カテコラミ

ン），394（点眼）
ネオスチグミン　127
ネオステリングリーン　371
ネオニコチノイド系　377
ネオパレン　339
ネオフィリン　241
ネオヘキサメチオニン　328
ネオメドロール EE　395
ネオラミン・スリービー　328
ネクスガード　178，379，381
猫ウイルス性鼻気管炎ウイルス　

49
猫伝染性腹膜炎　137，323
猫のワクチン　49
猫白血病ウイルス　49
猫免疫不全ウイルス　38，49
ネシーナ　208
ネスプ　276
ネチコナゾール　366
ネバナック　396
ネパフェナク　396
ネフガード　251
ネブライジング　250
ネリゾナ　359，367
ネリプロクト　163

ノ

ノイキノン　82
ノイトロジン　277
ノイビタ　318
ノイロビタン　328

脳圧上昇　91
脳機能低下　125
濃グリセリン　91
脳血流量増加　126
脳梗塞　263
脳腫瘍　296
脳症（肝性－）　25，166
脳脊髄造影　403
脳卒中治療薬　125
脳代謝改善　126
脳代謝改善薬　126
ノバスタン HI　265
ノバミン　151
ノバントロン　298
ノビバック　48，49
ノベルジン　187
ノボセブン HI　262
ノボラピッド　201，202
ノボリン　201，202
ノミ　179，181，373，374，

376，378-381
乗り物酔い　151，349
ノルアドレナリン作動薬　158
ノルスパン　135
ノルバサンオチック　365
ノルバサンシャンプー（0.5）　

392
ノルバスク　58
ノルバデックス　238
ノルフロキサシン　400
ノロメクチン　178

ハ

パーサビブ　230
ハートメクチン　178
パーロデル　215
バイアスピリン　268
ハイアミン 10% 液　389
バイエッタ　208
ハイカリック　339
肺吸虫症　176
バイクロット　262
敗血症ショック　188
肺高血圧　67，68，80，81
肺サーファクタント　246
ハイシー　323
肺水腫　68，76，88
肺線維症治療薬　246
排胆薬　185，186
バイトリル　13
ハイドレア　305
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排尿障害　66，114，128，255
ハイパジール　398
ハイ・プレアミン　340
ハイボン　319
パキシル　122
バキソ　133
白金製剤　288，309，310
バクシダール　400
白色ワセリン　371
バクトラミン　23
バクトロバン　393
白内障治療薬（点眼）　399
パクリタキセル　307
バクロフェン　114
パシトラシン　365
播種性血管内凝固　125，189，

263，269，270
破傷風　50，199
パシレオチド　225
パセトシン　3
バソトップ　52
バソプレシン　226
バソプレシン拮抗薬　92
バソラミン　272
バソレーター　69
パターン脱毛　355
バチリオン　3
白血球減少症　277，278
白血病　301，302，303

骨髄性－　292，299，314
非リンパ性－　313
リンパ球性－　292

発情の中断　231
発情誘起　212，215，235
発情抑制　214，232，233

猫　231
パッドの角化亢進　325
バップフォー　257
バトロキソビン　265
鼻の充血　393
パナメクチン　178
パナメクチンチュアブル　173，
178

パナルジン　266
バナン　7
パニマイシン　400
パノラミス錠　170，178，376，

381
パピテイン　395
パピロックミニ　396
ハブ　50

バファリン　268
はぶ毒抗毒素　199
ハベカシン　27
バベシア　35，36
パミドロン酸二ナトリウム　228
パム　198
パモ酸ピランテル　173，179，

180
パラインフルエンザウイルス　

48
バラシクロビル　40
パラディア　311
パラナイン　360，368
パラプラチン　310
バラマイシン　365
バリウム　403
パリエット　146
バリシチニブ　285
ハリゾン錠　42
バリトゲン　403
バル　196
パルクス　79
バルコーゼ　164
バルサルタン　56
パルス療法（ステロイド）　142
ハルトマン G3 号　331
バルトレックス　40
ハルナール　255
バルビツレート系麻酔薬　107
パルボウイルス　41，48，49
パルミコート　143，245（吸入）
パルミチン酸レチノール　317
パルモディア　192
パレセーフ　340
パレプラス　340
パロキセチン　122
ハロペリドール　124
ハロマンス　124
半栄養体　345
バンガード　48
パンクレアチン　162
バンコマイシン　29，400（点眼）
パンテチン　320
パンテノール　320，328
パンデル　358，367
パントール　320
パントシン　320
パントテン酸　327
パントテン酸カルシウム　320
ハンプ　76

ヒ

ビアペネム　11
ヒアルロン酸　138（関節症治

療），395（点眼），401（眼洗浄）
ヒアレイン　395
ピーエヌツイン　339
非イオン性造影剤　403
ピートル　252
ビーフリード　340
鼻炎　351，393
ピオグリタゾン塩酸塩　207
ビオチン　326（ビタミンＨ），

327
ビオチン・ドライシロップ　326
ビオフェルミン　160
ビカーボン　330
ビカネイト　330
ビグアナイド類　204，206
ビクシリン　2
ビクタス　15
ビクタス S MT クリーム　15，

361，364
ビクトーザ　208
ピコスルファートナトリウム　

164
ビサコジル　165
ビジパーク　403
ピシバニール　312
鼻出血　274
微小管阻害薬　288，306-308
ビスダーム　359，367
ヒスタリジン　348
非ステロイド系抗炎症薬　129-

133，396（点眼）
ヒストプラズマ　43
ビスフォスフォネート製剤　

228，229
ビスベンチアミン　318
ビスマス製剤　159
ビスラーゼ　318
ヒスロン　233
非選択的β遮断薬（点眼）　397
ヒゼンダニ　381
ヒ素化合物　173
ビソノテープ　62
ビソプロロール　62
ビソルボン　249
ビダーザ　306
肥大型心筋症　64
ビタジェクト A 液　326
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ビタシミン　323
ビタダン　328
ビタノイリン　328
ピタバスタチン　191
ビタミン　317，326
ビタミンＡ　317，369（外用）
ビタミン B　275，328（配合剤）
ビタミン B1　317，318
ビタミン B2　318，319，395
ビタミン B3　319
ビタミン B5　320，328
ビタミン B6　321
ビタミン B12　321，322
ビタミンＣ　323，328
ビタミンＤ　323，324，369（外

用）
ビタミン D3　369
ビタミンＥ　325，369
ビタミンＨ　326
ビタミンＫ　325，326
ビタメジン　328
ヒダントイン系抗てんかん薬　

94
必須アミノ酸　340
ビデュリオン　208
ヒドロキシエチル製剤　342
人免疫グロブリン　261

抗破傷風－　50，261
ヒドララジン　70
ピトレシン　226
ヒドロキシウレア　305
ヒドロキシカルバミド　305
ヒドロキシクロロキン　283
ヒドロキシジン　349
ヒドロキソコバラミン　321，

328
ヒドロクロロチアジド　90
ヒドロコルチゾン　140
ヒドロコルチゾン（外用）358，

362-364，368，371
皮内角化上皮腫　355
ビニメチニブ　312
避妊手術の判定　211
ビノレルビン　307
ピバレフリン　399
ヒビクス軟膏　361，364
ヒビスコール　387
ヒビテン・グルコネート液 20%　

387
皮膚炎

亜鉛反応性－　187

アトピー性－　280，285，
348，350，354

アレルギー性－　280
粟粒性－　231，232

皮膚潰瘍　75
皮膚外用薬　357-363，364（表）
皮膚型Ｔ細胞リンパ腫　355
皮膚糸状菌　45
ビブラマイシン　17
ビフロキシン　328
ヒプロメロール　401
ピペゲン錠　174，180
ピペラシリン　4
ピペラジン　174
ピペラックスシロップ 50ml 液　

180
ヒベルナ　349
ピペロニルブトキサイド　375，

381
ヒポクライン　211
ビホナゾール　366
ビマトプロスト　397
非麻薬性オピオイド　134-136
ピマリシン　401
肥満　194，208
肥満細胞腫　296，306，307，

310，311
ピモベハート　73
ピモベンダン　73
ピュアバックス　49
ヒューマリン　201，202
ヒューマログ　201
ヒューマログミックス　202
表面麻酔　112
ビラフトビ　312
ピランテル　173，179，180
ビリスコピン　404
ピリドキサール　321，328
ピリドキシン　321，328
ピリドスチグミン　127
ピリプロール　378，380
ピリプロキシフェン　379，381
ピリミジン系抗真菌薬　45
微量元素製剤　341
非リンパ性白血病　313
ビルデンタマイシン　22
ヒルドイド　371
ヒルトニン　220
ビルトリシド　177
ヒルナミン　105
ビルバゲン CRP　49

ビルバゾイル　392
ピルフェニドン　246
ピレスパ　246
ピレスリン系薬剤　373
ピレスロイド系薬剤　373，

374，381
ピレチア　349
ピレトリン　374
ピレノキシン　399
ピレンゼピン　147
ピロカルピン　399
ピロキシカム　133
ピロクトンオラミン　391，392
ビンクリスチン　306
貧血　276

悪性－　321，322
再生不良性－　231
鉄欠乏性－　274，275
免疫介在性溶血性－　261，

266，267，270，282
ピンドロール　65
頻尿　256
頻尿治療薬　256-258
ビンブラスチン　306
頻脈

上室性－　62-64，71
発作性－　84

フ

ファスティック　206
ファビピラビル　41
ファムシクロビル　39
ファムビル　39
ファモチジン　145
ファルモルビシン　298
ファロペネム　12
ファロム　12
ファンガード　44
ファンギゾン　42
フィアスプ　201
フィジオ　330，331
フィジオゾール 3 号　331
フィズリン　227
フィダキソマイシン　31
フィトナジオン　325
フィナステリド　234
フィニバックス　10
ブイフェンド　43
フィブラート系高脂血症治療薬　

191，192
フィブラスト　370
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フィブリノーゲン分解薬　265
フィプロスポット　380
フィプロニル　181，378，380
フィロコキシブ　132
フェキソフィナジン　350
フェジン　274
フェソテロジン　258
フェニトイン　94
フェニルアルキルアミン系　61
フェニルピラゾール系　378，

380
フェニレフリン　79，394（外用）
フェノール系消毒薬　387
フェノキシエタノール　364
フェノチアジン系薬剤　105，

106
フェノトリン　374，381
フェノバール　93
フェノバルビタール　93
フェノフィブラート　192
フェバンテル　175，180
フェブキソスタット　187
フェブリク　187
フェリセルツ　405
フェリバック　49
フェルカルボストラン　405
フェロガードプラス 3　49
フェロ・グラデュメット　275
フェロセル CVR　49
フェロバックス　49
フェロビタⅡ　346
フェロミア　275
フェンタニル　117
フェントス（テープ）　117
フェンベンダゾール　175
フォアガルト C スポット　377
フオイパン　189
フォートレオン　374，377，

381
フォーベット　132
フォーレン　111
フォサマック　228
フォシーガ　204
フォスブロック　252
フォトフリン　314
フォリアミン　322
フォリルモン　235
フォルテコール　53
フォレカルシトリオール　324
フォンダパリヌクス　270
フォンビルブランド病　226

複合アレビアチン　94
副作用レスキュー用製剤　297，

304
副腎腫瘍　216
副腎腫瘍（フェレット）　212
副腎皮質刺激ホルモン　219
腹膜炎（硬化性被嚢性－）　238
腹膜透析　344
ブクラデシン　75（注射），370
（外用）

フザプラジブ　188
フサン　189
フシジン酸ナトリウム　365
フシジンレオ　365
ブシラミン　284
ブスコパン　148
フスタゾール　248
ブスルファン　292
ブスルフェクス　292
ブセレリン　213
フタラール　383
フタルアルデヒド　383
フタルスリン　374
ブチルスコポラミン臭化物　148
ブチロフェノン系薬剤　106，

124
ブデソニド　143，245（吸入）
ブテナフィン　366
ブドウ糖　330，331，336（輸液）
ブトルファノール　135
ブナゾシン　66，398
不妊化　214
不妊治療　235
ブパルバコン　36
ブピバカイン　113
ブプレノルフィン　135
不飽和脂肪酸　194
ブメタニド　89
ブライアン S　196
プラク－ティック　378，380
フラグミン　269
プラケニル　283
プラザキサ　266
フラジール　33
フラジオマイシン　27，364，

365，367，368，395
プラジクアンテル　177，179，

180，380
プラス　346
プラスアミノ　340
プラスグレル　267

ブラストミセス　42，43
プラゾシン　66
ブラダロン　257
ブラダロン顆粒 20%　257
プラドリキシム　198
プラノプロフェン　396
プラバスタチン　190
フラビタン　319
プラビックス　267
フラビンアデニンジヌクレオチド

ナトリウム　319
ブラベクト　379，381
フラボキサート塩酸塩　257
プラルモレリン　222
フランドル　68
プランルカスト　351
フリーラジカル除去作用　125
ブリカニール　242
ブリディオン　116
フリバス　255
プリビナ　274，393，394
プリミドキシン　23
プリミドン　94
プリモビスト　405
プリモボラン　231
ブリリンタ　267
プリン拮抗薬　281
ブリンゾラミド　398，399
プリンペラン　152
フルイトラン　90
フルオシノニド　358，367
フルオシノロンアセトニド　
359，368

フルオレサイト　405
フルオレセイン　405
フルオロウラシル　303
フルオロメトロン　395
フルカリック　339
フルクトース　331，337
フルクトラクト　331
フルクトン　337
フルコート　359，368
フルコート F　359，368
フルコナゾール　44
フルシトシン　45
フルスルチアミン　318，328
フルタイド　244
フルチカゾン　244，393（外用）
フルツロン　303
フルドロコルチゾン　218
フルナーゼ　244，393
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フルニキシンメグルミン　132
フルニトラゼパム　101
フルバスタチン　190
フルベンダソール　176
フルボキサミンマレイン酸　122
フルマゼニル　102
フルマリン　9
フルメタ　358，367
フルメトリン　374，381
フルモキサール散　176
フルララネル　379，381
プルリフロキサシン　16
プレアミン P　340
ブレーザベス　227
ブレオマイシン　300
フレカイニド　86
プレガバリン　97
フレスミン S　321
プレセデックス　104
プレタール　266
ブレディニン　281
プレドニゾロン　141，162（注腸）
プレドニゾロン（外用）　361，

362，368，393
プレドネマ　162
プレビコックス　132
プレビタ S　328
ブレビブロック　64
プレポダイン　385
プレリキサホル　39
ブレンダ Z　188
プロイメンド　156
ブロードライン　171，177，

180，380
フローラン　80
プロカインアミド　83
プロカテロール　243
プロカルバジン　295
プロギノン・デポー　237
プロクトセディル　163
プログラフ　281
ブロクリン L　65
プロクロルペラジン　151
プロコックス　34，174（線虫

駆虫），180
プロジェステロン拮抗薬　239
プロジフ　44
フロジン　371
プロジンク　202，203
プロスコープ　403
プロスタール　232

プロスタグランジン E1　79（循
環器），150，370

プロスタグランジン F2α　238
プロスタグランジン I2　80，

251
プロスタルモン・F　238
プロスタンディン　79（循環器），

370
フロセミド　88（ループ利尿），

293
プロタノール　77
プロタミン　271
プロチレリン　220
プロテアミン 12　340
プロトピック　281（免疫抑制），

369
プロトポンプ阻害薬　146，147
ブロナック　396
プロナミド　154
ブロニカ　137
プロノン　86
プロハート12　171，180
プロパフェノン　86
プロ・バンサイン　148
プロハンス　404
プロパンテリン臭化物　148
プロピトカイン　113
プロピベリン　257
プロピルチオウラシル　221
プロフェンダースポット　174，

177，180
プロブコール　192
プロプラノロール　64
ブロプレス　56
フロプロピオン　185
プロペシア　234
プロペト　371
プロベネシド　186
プロベラ　233
プロポクスル　376（カーバメイ

ト），381
プロポフォール　108
プロポフロ28　108
プロマック　151
ブロムフェナク　396
ブロムヘキシン　249
プロメタジン　349
フロモキセフ　9
ブロモクリプチン　215
フロリード D　366
プロリゲストン　232

フロリネフ　218
フロルフェニコール　364
フロントライン　378，380
フロントラインプラス　380
分岐鎖アミノ酸輸液　340
分子標的薬（小分子型）　288，

310-312
分娩誘発　239
分離不安　101，120

ヘ

閉塞性動脈硬化症　193
β作動薬　242，243，256
β遮断薬　62-65
β遮断薬（点眼）

非選択的－　397
β1 遮断薬（点眼）

選択的－　398
βラクタム系　1
ベガモックス　400
ヘキサミン　32
ペキロン　366
ペグビソマント　225
ベクロニウム　115
ベクロメタゾンプロピオン酸エス

テル　360，368，393
ベサコリン　259
ベザトール SR　191
ベサノイド　314
ベザフィブラート　191
ベシケア　258
ベスタチン　313
ベストロン　365（耳・皮膚），

393（点鼻），400（点眼）
ベストン　318
ヘスパンダー　342
ベタキソロール　63，398（外用）
ベタネコール　259
ベタメタゾン　142，162（注腸

用），395
ベタメタゾン吉草酸エステル　
360，364，367，368

ベタメタゾン酢酸エステル　364
ベタメタゾンジプロピオン酸エス

テル　357，367，369
ベタメタゾン酪酸エステルプロ

ピオン酸エステル　358，367，
369

ベタメタゾンリン酸エステルナト
リウム　162

ベッツケアイヤークリーナー　
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364
ペットチニック　275
ペットヘルス　194
ベテシリン　2
ベトネベート　360，367
ベトプティック　398
ベトメディン　73
ベトラタン　397
ベトルファール　135
ベナゼプリル　53
ベナンバックス　36
ペニシラミン　187
ペニシリン系薬剤　1-4
ペニシリンＧ　1
ベネシッド　186
ベネトリン　243
ペネム系薬剤　12
ベノキシール　401
ヘパアクト　184
ヘパテクトプラス　184
ヘパトゾーン症　34，35
ヘパフラッシュ　269
ヘパリン　269，270，371
ヘパリン Z　371
ヘパリン製剤（外用）　371
ヘパリン中和薬　271
へパン ED　345
ベピオ　370
ペプレオ　300
ペプロマイシン　300
ペマフィブラート　192
ベムラフェニブ　311
ヘモグロビン　276
ヘモプラズマ　17，18
ペラニンデポー　237
ベラパミル　61
ベラプロスト　251
ペリアクチン　157
ペリオクリン　371
ペリシット　193
ペリセート　344
ペルサンチン　71
ペルジピン　59
ペルフルブタン　405
ヘルペスウイルス　39，40，49
ヘルベッサー　60
ベルベリン　159
ペルメトリン　374，381
ベンザルコニウム　371，388
ベンジルアミン系抗真菌薬　366
ベンジルペニシリン　1

ベンズイソキサゾール系薬剤　
96

ベンズイミダゾール系駆虫薬　
175，176

変性性脊髄症　125
ベンゼトニウム　371，389（消

毒）
ベンゾジアゼピン拮抗薬　102
ベンゾジアゼピン系薬剤　95，

99-102，121
ベンゾチアゼピン系　60
ペンタサ　161
ペンタゾシン　134
ペンタミジン　36
鞭虫症　175，176
ペントキシベリン　248
ペントシリン　4
ペントバルビタールナトリウム　

107
便秘　165
扁平上皮癌　133，303，309，

310，354
弁膜症　65
ペンライブ　331
ベンラファキシン　123
ペンレステープ　112

ホ

ボアラ　360，368
膀胱炎（出血性－）　254，293，

294
膀胱腫瘍　133，299，311-313
ホウ酸　396，401
ボースデル　405
ホーネル　324
ホーリン　237
ホクナリン　243
保湿剤（外用）　370
ホストイン　95
ホスフェニトイン　95
ホスフルコナゾール　44
ホスホマイシン　24，365
ホスミシン　24
ホスミシン S　365
ボスミン　77（注射），272（止血）
ホスレノール　252
ボセンタン　81
ポタコール R　330
発作性頻脈　84
ボナロン　228
ボノプラザン　147

ポビドンヨード　385（消毒），
391，392

ポプスカイン　113
ボミットバスター　152
ホメピゾール　198
ホモクロルシクリジン　348
ポラキス　256
ポラプレジンク　151
ポララミン　349
ポリ F ローション（動物用－）　
363，364

ポリエンマクロライド系抗真菌薬　
42

ポリオキシエチレンオクチルフェ
ニルエーテル　365

ボリコナゾール　43
ポリスチレンスルホン酸ナトリウ

ム　253
ホリナートカルシウム　304
ポリペプチド系薬剤　30
ポリミキシン B 硫酸塩　30，365
（外用）

ポリ硫酸ペントサンナトリウム　
138

ボルタレン　133
ボルデテラ　48
ポルフィマー　314
ボルベン　342
ボルホプラスカラー　374，376，

381
ホルモン反応性脱毛　231
ホルモン反応性尿失禁　231，

237
ポロクサマーヨード　385
ボンアルファ　369
ボンビバ　229

マ

マーカイン　113
マーデュオックス　369
マーロックス　150
マイコクロリン　400
マイコスポール　366
マイコバクテリウム　31
マイコプラズマ　19-21
マイザー　358，367
マイシリン　1，26
マイティア　395
マイテラーゼ　128
マイトマイシン　299
マイフリーガード　380
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マキサカルシトール　324，
　369（外用）
マキシオティック　365
マキシピーム　9
マグコロール　163
マクトンオイル　166
マグネシウム　150（制酸），

330，331，335（輸液補正），
340

マグネスコープ　404
マクロライド系薬剤（抗菌）　19-

21
マクロライド系薬剤（抗寄生虫）

375，376，381
マシチニブ　311
麻酔導入　101，107，108
麻酔前投与　100-102
麻酔薬

吸入－　111
局所－　112，113，163，

371
局所－（眼）　401
全身－　107-110

マスキン W エタノール液 0.5　
387

マスタード系薬剤　287
マダニ　179，181，374，376，

377，380，381
松研狂犬病 TC ワクチン　47
末梢栄養輸液　340
末梢神経障害　321，322
末梢性筋弛緩薬　114，115
マバコキシブ　132
マブリン　292
マムシ　50，198
麻薬　117，118
麻薬拮抗性鎮痛薬　129
麻薬拮抗薬　119
麻薬性オピオイド　117，118
麻薬性鎮痛薬　117，118，129
マラセチア　43，46
マラセブシャンプー　392
マラロン　35
マルタミン注射用　326
マルトース　330，331，337（輸

液）
マルトス　337
マルボフロキサシン　15
マレイン酸エナラプリル　52
マロピタント　155
慢性腎臓病（猫）　251

慢性膵炎　188，189
マンニットール　91
マンニトール　91

ミ

ミオコール　69
ミオテクター冠血管注　343
ミカファンギン　44
ミカルディス　55
ミキシッド　339
ミグリトール　206
ミグルスタット　227
ミケラン　65（β遮断），397（緑

内障治療）
ミケルナ　399
ミコナゾール　366，391，392
ミコフェノール酸モフェチル　

282
ミソプロストール　150
ミゾリビン　281
ミダゾラム　102
ミダフレッサ　102
ミッドペリック　344
ミティキュア　353
ミトキサントロン　298
ミトタン　216
ミドドリン　76
ミドリン　394
ミニプレス　66
ミニリンメルト　226
ミネラルコルチコイド　139
ミノサイクリン　17，371（外用）
ミノマイシン　17
耳洗浄剤　364，365
ミミヒゼンダニ　181
ミミピュア　14，361，364
耳用外用剤　364
ミヤ BM　160
ミラクリッド　188
ミリステープ　69
ミルセラ　277
ミルタザピン　158
ミルトン　384
ミルベガード　178
ミルベマイシン　170，178，

381
ミルベマックスフレーバー（猫用）　

177，178
ミルマグ　150
ミルリーラ　73
ミルリノン　73

ミンクリア　167

ム

無菌性結節性肉芽腫　319
ムコスタ　395
ムコゾーム　396
ムコソルバン　249
ムコダイン　250
ムコ多糖症　227
ムコティア　395
ムコファジン　395
ムコフィリン　250
ムスカリン受容体拮抗薬　147
ムピロシン　393
ムルプレタ　279

メ

メイポール　175
メイロン　335
メイロング　325
メインテート　62
メカセルミン　223
メキシチール　85
メキシレチン　85
メキニスト　312
メクトビ　312
メクロフェノキサート　126
メゲストロール　231
メコバラミン　321
メサデルム　359，367
メサラジン　161
メサラミン　161
メジコン　247
メシル酸ガベキサート　189
メシル酸カモスタット　189
メシル酸デフェロキサミン　197
メシル酸ナファモスタット　189
メシル酸ブロモクリプチン　215
メスチノン　127
メスナ　254，293，294
メソトレキセート　302
メタカム　131
メタコリマイシン　30
メタノール変性アルコール・イソ

プロパノール配合剤　386
メタボリン G　317
メタライト　188
メタルカプターゼ　187
メチコバール　321
メチマゾール　221
メチラポン　217
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メチルエフェドリン　249
メチルジゴキシン　72
メチルチオニウム　195
メチルフェニデート　128
メチルプレドニゾロン　142，

395
メチレンブルー　195
メチロシン　217
メディエーター遊離阻害薬　347
メディダーム　392
メデトミジン　104
メデトミジン拮抗薬　104
メテノロン　231
メトカルバモール　114
メトグルコ　206
メトクロプラミド　152
メトトリメプラジン　105
メトトレキサート　302
メトピロン　217
メトプレン　181，380
メトプロロール　63
メトヘモグロビン血症　195
メトリジン　76
メドロール　142
メドロキシプロジェステロン　

233
メトロニダゾール　33
メナテトレノン　326
メバロチン　190
メピバカイン　371
メプチン　243
メベンダゾール　176
メラトニン　355
メラトベル　355
メラルソミン　173
メルカゾール　221
メルカプトプリン　281，303
メルファラン　294
メロキシカム　131
メロキシリン　131
メロペネム　11
メロペン　11
免疫介在性血小板減少症　261，

279，282
免疫介在性溶血性貧血　261，

266，267，270，282
免疫刺激剤　175
免疫抑制剤　280-283

外用　369
点眼　396

免疫療法薬　312，313

メンタックス　366
メントール　167
メンドン　101
面皰　355

モ

毛包虫症　169，170，179，
373，375，377

網膜変性　82
モービック　131
モキシガード　178
モキシデクチン　171，178，

181，381
モキシデック錠　171，178
モキシハート　171，178
モキシフロキサシン　16，400（外

用）
モザバプタン　227
モサプリド　154
モゾビル　39
モダシン　8
モニラック　166
モノアミン酸化酵素阻害薬　124
モノバクタム系薬剤　12
モメタオティック　358，364
モメタゾン　364
モメタゾンフランカルボン酸エス

テル　358，367，393
モリアミン S　340
モリプロンＦ　340
モリヘパミン　340
モルヒネ　118
モルヒネ拮抗薬　119
モルホリン系抗真菌薬　366
問題行動　99，119，231，233
モンテプラーゼ　264
モンテルカスト　136

ヤ

薬用酢酸クロルヘキシジンシャン
プー　392

薬用サルファ・サリチル酸シャン
プー　392

薬用シャンプー（動物用）　391
薬用炭　195
薬用ベッツイヤークリーナー　

364
薬用ペッツテクト＋ フォース

ガード　381
薬用ヨードシャンプー　392

ユ

有機リン中毒　198
遊離アミノ酸　339，340
ユーリカン　48
輸液製剤（糖質）　336，337
輸液補正製剤（電解質）　332-

335
油性輸液剤　196
ユナシン　4
ユニシア　56
ユニタルク　315
ユニバーサルメディケートシャン

プー　392
ユビデカレノン　82
ユベラ　325，369（外用）
ユベラ N　193
ユリーフ　255

ヨ

陽イオン交換樹脂　253
ヨウ化カリウム　222
ヨウ化銀　364
ヨウ化ナトリウム　222
ヨウ化プラリドキシム　198
溶血性貧血

免疫介在性－　261，266，
267，270，282

葉酸　322，327
溶性ピロリン酸第二鉄　275
ヨウ素　370
ヨウ素製剤（中水準消毒薬）　

385
ヨウ素（造影剤）　403
ヨウラーゼ E　162
ヨード化ケシ油脂脂肪エステル　

404
ヨード系造影剤　403
ヨードチンキ　385
四級アンモニア塩抗コリン薬　

148

ラ

ライゾデグ　202
ライトクリーン　399
ライム病　17
ラキソベロン　164
酪酸菌製剤　160
酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾ

ン　358，367
ラクツロース　166
ラクテック　330
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ラクリミン　401
ラコール NF　345
ラジカット　125
ラシックス　88
ラジレス　57
ラステット　308
ラタノプロスト　397，399
ラタモキセフ　9
ラニチジン　145
ラニムスチン　296
ラニラピッド　72
ラノコナゾール　366
ラビピュール　47
ラプロス　251
ラベプラゾール　146
ラボナール　107
ラミシール　45，366
ラミブジン　38
ラミプリル　52
ラモセトロン　155
ラリキシン　5
卵巣遺残　235
卵巣腫瘍　310
卵巣嚢腫　213
ランソプラゾール　146
ランダ　309
ランタス　202
ランタン　252
ランプレン　31
卵胞刺激ホルモン　235

リ

リーシュマニア症　37，176
リーマス　278
リオシグアト　68
リオチロニンナトリウム　220
リオレサール　114
リキッド　345
リクシアナ　270
リクスビス　262
リグロス　371
リケッチア　18，19
リシノプリル　54
リスプロ（インスリン）　201
リズミナール　52
リスモダン　84
リゾチーム　370，396
リゾビスト　405
リタリン　128
利胆薬　185
リチウム炭酸塩　278

リドカイン　85（抗不整脈），
112（局所麻酔），364，371，
401

リドカイン・プロピトカイン配合
剤　113

リドメックス　361，368
リナクロチド　165
利尿薬

K 保持性－　89，90
サイアザイド系－　90
浸透圧－　91，92
ループ－　88，89

リバーロキサバン　271
リバガード　184
リパスジル　399
リハビックス　339
リバビリン　41
リバロ　191
リピオドール　404
リピディル　192
リピトール　191
リファジン　32
リファンピシン　32
リファンピン　32
リプラス 3 号　331
リフラップ　370
リフレックス　158
リボトリール　95
リポバス　190
リボフラビン　318，319，328
リマダイル　130
リマチル　284
リマプロスト　79
リュウアト　394
リュウコゲン　49
硫酸亜鉛　396
硫酸アトロピン　81
硫酸カナマイシン　25
硫酸キニジン　84
硫酸ストレプトマイシン　26
硫酸鉄　275
硫酸バリウム　403
硫酸プロタミン　271
硫酸ポリミキシン B　30
硫酸 Mg 補正液　335
リュープリン　212
リュープロレリン　212
両性石鹸（低水準消毒薬）　388，

389
良性前立腺過形成　212
緑内障治療　91，92

緑内障治療薬（点眼）　397-399
緑膿菌　4，8-12，16，25，26，

30
リラグルチド　208
リラナフタート　366
リリカ　97
リルゾール　125
リルテック　125
リレキシペット　5
リン　330
リン吸着剤　149，252
リンゲル液　330
リンコシン　22
リンコマイシン　22
リン酸（補正用）　335
リン酸コデイン　247
リン酸ピペラジン　174
リンゼス　165
リンデロン　142
リンデロン A　395
リンデロン-DP　357，367
リンデロン -V　360，367
リンデロン -VG　25，360，368
リンパ管拡張症　166
リンパ球性白血病　292
リンパ系造影　404
リンパ腫　293-298，300，

302，303，308
リンパ腫治療プロトコール

犬　290
猫　291

ル

ループ利尿薬　88，89
ル・エストロジェル　237
ルシドリール　126
ルストロンボパグ　279
ルセオグリフロジン　204
ルセフィ　204
ルトラール　232
ルネトロン　89
ルピアール　93
ルフェヌロン　179，380，381
ルプラック　88
ルミガン　397
ルムジェブ　201
ルリコナゾール　366
ルリコン　366

レ

レギュニール　344
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レクタブル　143
レクチゾール　355
レグパラ　230
レザフィリン　314
レザルタス　57
レスキュラ　397
レスタミン　348
レスチオン V　328
レスプレン　248
レスリン　121
レダコート　140，361，368
レダマイシン　18
レチノイド誘導体　354，355
レチノイン配合製剤（外用）　

369
レチノール　317
レトロビル　38
レナジェル　252
レニベース　52
レネバル錠　13
レバギニン　328
レバチオ　67
レバチオニン　328
レバミゾール　175
レパミピド　395
レプトスピラ　48
レフルノミド　282
レペタン　135
レベチラセタム　98
レベトール　41
レベミル　202
レベンタ　219
レボカルニチン　327
レボチロキシンナトリウム　219
レボビスト　405

レボブノロール　398
レボブピバカイン　113
レボフロキサシン　15，400（外

用）
レボメプロマジン　105
レボリューション　172，180，

381
レボリューションプラス　172，

180
レボレード　279
レミフェンタニル　118
レメロン　158
レンジアレン　252
レンチナン　313

ロ

ロイケリン　303
ロイコトリエン受容体拮抗薬　

136，347，351
ロイコボリン　304
ロイコン　278
ローコール　190
ローション　357
ロートエキス　149
ロカルトロール　324
ロキサデュスタット　277
ロキソニン　133
ロキソプロフェン　133
ロキベトマブ　353
ロコイド　362，368
ロサルタン　56
ロセフィン　8
ロタラジン　136
ロチラネル　379，381
ロトリガ　194

ロバキシン　114
ロピバカイン　113
ロプレソール　63
ロベナコキシブ　131
ロペミン　158
ロペラミド　158
ロミプレート　279
ロミプロスチム　279
ロムスチン　296
ロメフロキサシン　400
ロメフロン　400
ロラゼパム　99
ロラタジン　351
ロラピタ　99
ロンゲス　54

ワ

ワーファリン　265
矮小症　223
ワイパックス　99
ワクチン

犬の－　48
猫の－　49

ワクチン誘発性肉腫　294，298
ワゴスチグミン　127
ワコビタール　93
ワソラン　61
ワルファリン　265
ワンアルファ　323
ワンクリーン　401
ワンデュロパッチ　117
ワントラム　136
わんわんカロリー　346
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