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くすりの検索：当院で処方していないくすりも調べられます。
薬商品名　　　　 　１錠（ｍｇ）　　適応病名　　　　　 　　効能、 注意点
アクトス　　　　　　　　15 30　　　　　　糖尿病　　　　　　インシュリンの反応を改善する　１日１回
アイミクス　　　　　　　ＬＤ　　ＨＤ　　　高血圧症　　　アバプロにカルシウム拮抗剤を加え強力にした
アクトネル　　　　　　　2.5　　　　　骨粗しょう症　　　朝食事前３０分コップ１杯の水で服用
アスベリン　　　　　　20　　　　　　　咳止め
アダラートＣＲ　　　　20　　　　　　　高血圧　　　　　　カルシウム拮抗剤
アーテン　　　　　　　　2　　　　　　パーキンソン　　　　手の振るえに有効 顔面けいれんに有効
アテレック　　　　　　１０　　　　高血圧　血管のＬ型だけでなく交感神経のＮ型のブロックするため白衣高血圧に有効
アデホス　　　　　　　20　　　　　　めまい　　　　　　　ＡＴＰ製剤　血管拡張作用
アポノール　　　　　　10　20　　　　　脳梗塞　　　　　　　脳の血流を増加　ふわふわ感じに有効
アバプロ　　　　　　　１００　　　　　　高血圧　　　アムロジンと同程度の降圧剤　ＡＲＢ製剤
アマージ　　　　　　　　2.5　　　　　片頭痛　　　　有効時間が長いため再発することが少ない
アマリール　　　　　　　1　3　　　　　糖尿病　　　　インシュリン感受性増強効果　空腹感すくない
アムロジン　　　　　　2.5　　　　　　高血圧　　　　　　　カルシウム拮抗剤　グレープフルーツを同時に食べないで
アムロジン　　　　　　　5　　　　　　高血圧　　　　　　　カルシウム拮抗剤
アモキサン　　　　　　10　　　　　　抗うつ剤　　　　　　精神的な緊張から痛みに有効
アモバン　　　　　　　　7.5　　　　　睡眠薬　　　　　　　　習慣性すくない
アリセプト　　　　　　　3　　　アルツハイマー　脳のアセチルコリンを増加　神経細胞死　飲み始め吐き気がでやすい
アリセプト　　　　　　　5　　　　　　アルツハイマー　　神経細胞死を防ぐことはできない　心臓で徐脈の方は注意
アルサルミン細粒　　　　　　　　　　胃薬
アルファロール　　　　0.5　　　　　骨粗しょう症　　　　　ビタミンＤ製剤
アルマール　　　　　　10　　　　　　本態性震戦　　　　　　手の振るえに有効
アレグラ 60 花粉症 1日２錠で服用　眠気少ない
アレジオン 20 花粉症 １日１錠　眠気少ない
アレビアチン 100 抗てんかん剤
アローゼン 便秘粉薬
アロチーム 100 高尿酸血症 尿酸の排泄を促進
アロファルム 0.5 頭痛、不眠 筋肉の緊張をのぞいて頭痛を軽減
アンプラーグ 50 慢性動脈閉塞症 下肢の血行障害、しびれ、痛み
アンプラーグ 100 慢性動脈閉塞症 下肢の血行障害、しびれ、痛み
イソメニール 7.5 めまい 自律神経を改善してめまいを軽減
イミグラン　　　　　　　50　　　　　　片頭痛　　　　　頭痛発作時に飲んでください
イリボー　　　　　　　　　　　　　　　精神面駆るくる急性下痢症に有効
イーケプラ　　　　　　500　２－３Ｔ　　てんかん　　シナプス小胞からの神経伝達物質の放出を抑制　精神興奮を抑制
  イーケプラは片頭痛の予防にも有効です。
インテバンＳＰ　　　　25　　　　　　神経痛の頭痛に有効
ウルソ 100 肝障害
エカードＨＤ　　　　　　　　　　　　　ブロプレス８ｍｇと利尿剤の合剤
エカードＬＤ　　　　　　　　　　　　　　ブロプレス４ｍｇと利尿剤の合剤
エクセグラン 100 抗てんかん剤 １日１－２錠
エビスタ 60 閉経後骨粗しょう症 １日１回服用の制限なし
オイグルコン　　　　　1.25　　　　　糖尿病　　　　　　　　　　インシュリンの分泌を促進する
オイグルコン　　　　　2.5　　　　　　糖尿病　　　　　　　　　　インシュリンの分泌を促進する
オノン　　　　　　　　　　　　　　　　　花粉症、鼻閉
オパルモン　　　　　　　5　　　　　　腰部脊椎間狭窄症　　　　下肢のしびれ、歩行障害
オメプラ－ル　　　　　10　　　　　　胃潰瘍　　　　　　　　　　プロトポンプ阻害薬
オルメテイック　　　　20　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　　ＡＲＢ製剤
カデユエット　　１番ー４番　　　　　高血圧と高脂血症　　　アムロジンとメバロチンの合剤
カバサール　　　　0.25　パーキンソン　プロクチン下垂腺腫の治パーキンソン全般の症状改善　週2回寝る前に内服
ガバペン　　200-400　　　　　難治性てんかん　２－４Ｔ　　てんかん以外に後頭神経痛、坐骨神経痛にも有効
カルデナリン 1 めまい、高血圧 内耳の循環を改善しめまいを予防 糖、脂質代謝を改善する降圧剤
カルナクリン 50 めまい、高血圧 内耳の循環を改善しめまいを予防
カルブロック　　　１６　　　　　　　高血圧　　　カルシウム拮抗剤　　頻脈傾向の人に有用
カロナール細粒 解熱剤
カロナール 200 解熱剤 １回２錠
ガスコン 40 腹部膨満感
ガスター　　　　　　　　20　　　　　　胃潰瘍
ガスターＤ　　　　　　　20　　　　　　胃潰瘍
ガスモチン　　　　　　　5　　　　　　　胃炎　胸焼け　　５ＨＴ４受容体刺激薬　消化器症状を改善
キプレス　　　　　　　　10　　　　　　アレルギー性鼻炎　　鼻閉に有効
クラビット　　　　　　　100　　　　　　抗生剤　　　　　　　　　　胃腸炎
クラリス　　　　　　　　200　　　　　　抗生剤　　　　　　　　　各種炎症特にマイコプラズマに有効
グペリース　　　　　　　0.5　　　　　　安定剤、筋肉収縮性頭痛に有効　　デパスと同じ成分
グラマリール　　　　　　50　　　　　脳代謝改善薬　　　　　　興奮を抑える薬です　アルツハイマーの興奮に有効
グランダキシン　　　　50　　　　　　自律神経改善薬　　　　ふらつきめまいに有効



グリミクロン　　　　　　40　　　　　　糖尿病　　　　　　　　　　インシュリンの分泌を促進
クレストール　　　　　2.5　　　　　　高脂血症　　　　リピトールと同程度の効果　筋肉痛がでたらやめてください
グルコバイ　　　　　　　50　　　　　　糖尿病　　　　　糖の吸収を抑制　腹部暴満感が出やすい
コートリル　　　　　　　10　　　副腎皮質ホルモン　下垂体腫瘍で低ナトリウム血症の人に使用
コニール　　　　　　　　4　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　　カルシウム拮抗剤
コバシル　　　　　　　　4　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　　カルシウム拮抗剤
コランチル細粒　　　　　　　　　　　　　胃薬
サワシリン　　　　　　250　　　　　　抗生剤　　　　　　　　　　　扁桃腺炎、しょう紅熱など
コレバインミニ　　　　3.63g 高脂血症　　　コレステロールの吸収を押さええる（こんにゃくと同じ）
酸化マグネシウム　　　　　　　　　　便秘の薬
サインバルタ　　　　４０－６０　　　うつ病、糖尿病性神経疼痛　　吐気、眠気など最初の１週間でる可能性
サンリズム　　　　　　50　　　　　　　不整脈　　　　　　　　　７０歳以上の不整脈の方に使う
シグマート　　　　　　　2.5　　　　　　　狭心症
シラブル　　　　　　　　60　　　　　　腰痛、筋肉痛　　　　　　　ロキソニンの後発品
シンメトレル　　　　　　50　　　　パーキンソン　　　　　ドーパミンの感受性を高めて症状を軽減
シンレスタール　　　　250　　　　高脂血症　　　　　　　効果はスタチン系に比べて少ない
ジゴシン　　　　　　　0.125　　　　　心不全　　　　　　　　高カリウム血症に注意
ジゴシン　　　　　　　0.25　　　　　　心不全　　　　　　　　高カリウム血症に注意
ジスロマック　　　　　　250　　　　　　肺炎　　　　　　　　　１回２錠で３日分で終了
ジヒデルゴット　　　　　1　　　　　　　起立性低血圧
ジルテック　　　　　　　10　　　　　　花粉症　　　　　　　　　　　多少眠気でる　１日１錠
スターシス　　　　　　　30　　　　　　糖尿病　　　　　　インシュリン分泌促進薬　１日３回食直前
スペリア　　　　　　　　200　　　　　気管支喘息　　　気道粘膜細胞の修復作用　痰の排出促進
セデイール　　　　　　　5　　　　　　めまい　　　　　　　　　睡眠障害やめまいなどに有効
セパゾン　　　　　　　　1　　　　　　　安定剤
セファドール　　　　　　25　　　　　　めまい　　　　　　　　　内耳の障害によるめまいに有効
セルベックス　　　　　　50　　　　　　胃薬、胃炎
セレジスト　　　　　　　　5　　　　　　脊髄小脳変性症　　　　平衡機能障害、歩行障害に有効
セレニカＲ顆粒　　　　　　　　　　　　抗てんかん剤　　　　　　デパケンＲと同じ成分
セレネース　　　　　　0.75　　　　　　向精神薬　　　　　　　　　不安、緊張を軽減する
センノサイド　　　　　　12　　　　　　　便秘薬
ソラナックス　　　　　　0.4　　　　　　　抗うつ剤
ソラナックス　　　　　　0.8　　　　　　　抗うつ剤
ゾビラックス　　　　　200　　　　　　　帯状疱疹　　　　　　　　　１日４回服用　５日で終了
ゾーミッグ　　　　　　　2.5　　　　　　片頭痛　　　　頭痛発作時１錠内服し効果なければもう１錠
ゾーミッグＲＭ　　　　2.5　　　　　　　片頭痛　　　　　　　　　　　水なしで内服可能
タケプロン　　　　　　　15　　　胃潰瘍、アスピリンによる胃障害の予防　プロトポンプ阻害薬　寝る前１錠
タナトリル　　　　　　　　5　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　　ＡＣＥ阻害薬
タミフル　　　　　　　　　75　　　インフルエンザ　　インフルエンザの特効薬　発熱後２日以内に
タンボコール　　　　　50　　　　　　　抗不整脈剤　　　　　　　６０歳代の人
ダオニール　　　　　　1.25　　　　　　糖尿病　　　　　　　　　　　オイグルコンと同じ
ダントリウム　　　　　25　　　　　　　脳梗塞の筋緊張筋肉の緊張をのぞいて動きを良くする
チクピロン　　　　　　100　　　　　　　脳梗塞　　　　　　　　　　　パナルジンの後発品
チラージンｓ　　　　　　50　　　　　　　甲状腺機能低下　　　　　甲状腺ホルモン剤
ツムラカッコントウ　　　　　　　　　　感冒、肩こり　　　　　　　　　感冒以外に肩こりにも有効
デパス　　　　　　　　0.5　　　　不安、頭痛　　　　　筋緊張性頭痛に有効　デパス中毒に注意　
トピナ　　　　　　　　５０－１００　　抗痙攣剤、片頭痛の予防　　副作用　体重減少
カミショウヨウサン　　　漢方薬　　更年期障害　　　　ホルモン剤ではないので副作用すくない
キキョウトウ　　　　　漢方薬　　　　のどの痛みの風邪に有効
ゴシャジンキガン　　　　漢方薬　　　下肢しびれ、冷え
ツムラ呉茱萸湯（ごしゅゆとう）　漢方薬　　冷え症気味の人の片頭痛の治療
ツムラ五苓散　　　漢方薬　　　　　冷えを伴わない片頭痛
シュクヤクカンゾウトウ　　漢方薬　　こむらがえり下肢のつりを軽減
ジュウゼンタイホウトウ　　漢方薬　　食欲不振病後で体力が低下しているときに有効
ショウセイリュウトウ　　　漢方薬　　　アレルギー性の鼻、目の症状　眠気でない
ジュンチョウトウ　　　　　漢方薬　　　　慢性便秘に有効
チョウトウサン　　　　　　　漢方薬　　　慢性頭痛
ダイオウカンゾウトウ　　　　漢方薬　　　慢性便秘に有効
トウキシャクヤクサン　　漢方薬　　　月経時の片頭痛に有効
ニンジンヨウエイトウ　　　　漢方薬　　　　体力低下病後に有効
ハチミジオウガン　　　　　　漢方薬　　アルツハイマー　　　　　　　　痴呆症に有効な漢方薬
ハンゲコウボクトウ　　　　　漢方薬　　のどの違和感　　　　　　　　はっきししない症状に有効
バクモンドウトウ　　　　　漢方薬　　　感冒、咳　　　　　　　　　　　　　感冒で長引く咳に有効
ヨッカンサン　　　　　　　　漢方薬　　　アルツハイマーの予防、不安、徘徊、妄想に有効
リックンクンシトウ　　　　漢方薬　　　　腹部症状　胃もたれ
ファルロジン　　　　　100　　　　　　　脳梗塞　　　　パナルジンと同じ成分
マオウトウ　　　　　　　　漢方薬　　感冒　　　　　　感冒の初期で発熱を促してウイルスを攻撃
テオドール　　　　　　100　　　　　　　気管支喘息　　　　　　気管支を拡張させる
テオドール　　　　　　200　　　　　　　気管支喘息
テグレトール　　　　　100　　　　　　　三叉神経痛、精神運動性てんかん　　　　　　眠気でやすい
テグレトール　　　　　200　　　　　　　三叉神経痛
テラナス　　　　　　　　5　　　片頭痛　　片頭痛の際の血管収縮を抑える薬　胸の圧迫感がでますが心配ありません
テルネリン　　　　　　　1　　　　　　　　筋収縮性頭痛　　　　デパスと併用しないこと
デイオバン　　　　　　40　　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　　　　ＡＲＢ製剤
デイオバン　　　　　　80　　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　　　　ＡＲＢ製剤



デタントールＲ　　　　　3　　　　　　　　高血圧　　　　　　αブロッカー　緊張による高血圧に有効
デパケンＲ　　　　　　200　　　　　　　抗てんかん剤　　　　　　けいれんの予防や片頭痛の予防
デパス　　　　　　　　　0.5　　　　　　　頭痛、不眠　　　　　　　　　　緊張による頭痛に有効
デプロメール　　　　　25　　　　　　　　抗うつ剤　　　　　　　　ＳＳＲＩ脳内のセロトニンを増加
ドグマチール　　　　　50　　　　　　　　抗不安薬　　　　不安による不定愁訴を軽減 副作用に高プロラクチン血症あり
トレリーフ　　　　　　　２５　　　　　　　抗パーキンソン剤　　振戦に有効　抗痙攣剤エクセグランと同じ成分
ドラール　　　　　　　　20　　　　　　　　不眠症　　　　　　　　　長時間作用型の睡眠薬
ナウゼリン　　　　　　10　　　　　　　　嘔吐　　　　　　　　　　　吐気を予防する薬
ニトロールＲ　　　　　20　　　　　　　　高血圧、狭心症
ニバジール　　　　　　2　　　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　カルシウム拮抗剤　脳の微細循環を改善する効果
ニバジール　　　　　　4　　　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　カルシウム拮抗剤
ニューロタン　　　　　25　　　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　　ＡＲＢ製剤
ニューロタン　　　　　50　　　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　　ＡＲＢ製剤
ノイロトロピン　　　　　４　　　　　　　　　神経痛の軽減　　後頭神経痛、坐骨神経痛に有用
ノルバスク　　　　　　2.5　　　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　カルシウム拮抗剤
ノルバスク　　　　　　　5　　　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　カルシウム拮抗剤
ノイビタ　　　　　　　　25　　　　　　　　めまい　　　　　　　　　　ビタミンＢ１
ハルシオン　　　　　0.25　　　　　　　　不眠症　　　老人には不向き　水虫の内服薬（イトラコナゾールなど）の併用禁
ハルナール　　　　　0.2　　　　　　　　　前立腺肥大　　　　　　　排尿障害に有効
バイアスピリン　　　　100　　　　　　　　脳梗塞　　　　　　　　　血栓の予防
バップフォー　　　　　10　　　　　　　　　頻尿　　　　　　　膀胱の容積を増やして尿の回数を減少
バップフォー　　　　　20　　　　　　　　　頻尿
バナン　　　　　　　　100　　　　　　　　　抗生剤　　　　　　　　　　炎症や肺炎
バファリン　　　　　　　81　　　　　　　　脳梗塞　　　　　　　　　　血栓の予防
バファリン　　　　　　330　　　　　　　　　発熱、痛み　　　　　　　鎮痛解熱剤　１回２錠
パキシル　　　　　　　　10　　　　　　　　うつ病、パニック　　　　　ＳＳＲＩ脳内のセロトニンを増加
パナルジン　　　　　100　　　　　　　　　脳梗塞　　　　　　　　抗血小板剤　血小板の減少に注意
パリエット　　　　10　　20　　　　　　　胃潰瘍、逆流性食道炎　　　寝る前に1錠　アスピリンの胃障害を軽減
パーロデル　　　　　　2.5　　　　プロラクチン下垂体　ドーパミン作用でプロラクチン細胞を減少
ヒダントールＦ　　　　　　　　　　　　　　抗けいれん剤
ヒデルギン　　　　　　2　　　　　　　　　めまい　　　　　　　　　脳の血流を増加してめまいを予防
ビオフェルミン　　　　　　　　　　　　　　下痢、腹痛整腸剤
ビ・シフロール　　　　0.125　　　　　　パーキンソン下肢むずむず症　　手の振るえに有効　下肢のむずむず感に有効
ＰＬ顆粒　　　　　　　　　　　　　　　　　感冒　　　　　　　　　　　　　一般的なかぜ薬
プラザキサ　　　　７５ｍｇ　１日４Ｃ　　心房細動による脳塞栓の予防　　　出血リスク少ない
ファルロジン　　　　100　　　　　　　　脳梗塞　　　パナルジンと同じ成分です
フェノバール　　　　　30　　　　　　　　抗けいれん剤
フェノバール散　　　　　　　　　　　　　抗けいれん剤
フェルム　　　　　　　305　　　　　　　　貧血鉄剤　　　　　　　　　お茶と服用禁止
フェブリク　　　　　　　10-20ｍｇ　　　　　高尿酸血症　　　　　　アロプリノールより尿酸低下作用強い
フェロミア　　　　　　　50　　　　　　　　貧血鉄剤　　　　　　　　　お茶と服用禁止
フォサマック　　　　　　5　　　　　　　　骨粗しょう症　　　　　　　　１日１回　骨の漏出を抑える
フラビタン　　　　　　　5　　　　　　　　味覚障害　　　　　　　　　　ビタミンＢ２製剤
フルイトラン　　　　　　2　　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　利尿剤　他の降圧剤と併用する
フロモックス　　　　100　　　　　　　　抗生剤　　　　　　　　　　　一般的な抗生剤
ブスコパン　　　　　　10　　　　　　　　腹痛　　　　　　　　　　急な腹痛　胃の動きを抑える薬
ブロプレス　　　　　　　4　　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　　ＡＲＢ製剤、片頭痛の予防
ブロプレス　　　　　　　8　　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　　ＡＲＢ製剤
プルゼニド　　　　　　12　　　　　　　　　便秘
プレミネント　　　　　　　　　　　　　　　高血圧　　　ニューロタンと利尿剤の合剤
プレタール　　　　　　50　　　　　　　　脳梗塞　　　　　　　抗血小板剤　バファリンより作用強い
プレタール　　　　　100　　　　　　　　脳梗塞　　　　　　　　抗血小板剤　まれに血管拡張作用で頭痛があります
プレドニン　　　　　　　5　　　　　　　脊髄障害、顔面麻痺
プロタカジン　　　　　10　　　　　　　　胃潰瘍　　　　　　　　　プロトポンプ阻害薬
プロマック　　　　　　　　　　　　　　　　胃潰瘍　　　　胃薬の中に亜鉛が含まれており亜鉛欠乏による味覚障害に有効
プロヘパール　　　　　　　　　　　　慢性肝障害肝臓製剤
ヘルバッサーＲ　　　200　　　　　　　　高血圧、狭心症　　　　　カルシウム拮抗剤
ヘルバッサーＲ　　　100　　　　　　　　高血圧、狭心症　　　　　カルシウム拮抗剤
ベイスン　　　　　　　　0.2　0.3　　　　糖尿病　　　　　　食前に服用を　糖の吸収を抑える薬
ベサトールＳＲ　　　　200　　　　　高グリセリド血症　　　　　　　中性脂肪を低下させる
ベシケア　　　　　5　　　　　　　　過活動膀胱　　　尿漏れ、尿意切迫感に有効
ベタニス　　　　　　　50　　　　　過活動膀胱　　　膀胱の容積を増やして尿漏れ、尿意切迫感に有効
ベプリコール　　　　　50　　　　　　　　不整脈　　　　　　　　　　　カルシウム拮抗剤
ベプリコール　　　　　100　　　　　　　不整脈　　　　　　　　　　　カルシウム拮抗剤
ペリアクチン　　　　　　4　　　　　　　　片頭痛　　　　　　　　　　　小児の片頭痛に使用
ペリアクチンシロップ　　　　　　　　　　片頭痛　　　　　　　　　　　小児の片頭痛に使用
ペリアクチン散　　　　　　　　　　　　　片頭痛　　　　　　　　　　　小児の片頭痛に使用
ペルマックス　　　　　50　　　　　　　パーキンソン　　　　　　　　　パーキンソン全般に有効
ペルマックス　　　　　250　　　　　　パーキンソン　　　　　　　　　パーキンソン全般に有効
ボルタレン　　　　　　25　　　　　　　発熱、疼痛解熱鎮痛剤
ボルタレンＳＲ　　　　37.5　　　　　　発熱、疼痛解熱鎮痛剤
ポララミン　　　　　　　2　　　　　　　　　かぜ　　　　　　　　　　　　抗ヒスタミン剤
ポンタールシロップ　　　　　　　　　　　かぜ　　　　　　　　　　　　　解熱鎮痛剤
マイスリー　　　　　　10　　　　　　　　　　不眠症
マクサルト　　　　　　10　　　　　　　　　片頭痛　　　　　　　片頭痛の際の血管収縮を抑える薬



マーズレンＳ　　　　　　　　　　　　　　　胃炎
ミオナール　　　　　　50　　　　　　　　筋収縮性頭痛　　　　　　　筋肉の緊張を低下させる
ミカルデイス　　　　　40　　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　　　ＡＲＢ製剤　早朝高血圧に有効
ミニプレス　　　　　　0.5　　高血圧、前立腺肥大　　　αブロッカー　緊張による高血圧に有効
ムコスタ　　　　　　　100　　　　　　　　　胃炎
ムコソルバン　　　　　15　　　　　　　気管支炎　　　　　　　　　　　痰の切れをよくする
ムスカルムＤ　　　　100　　　　　　　　脳梗塞　　半身麻痺中枢性筋弛緩薬　筋肉の緊張を除く
ムノバール　　　　　　5　　　　　　　　高血圧　　　特に白衣高血圧など緊張の強い方に有効
メイアクト　　　　　　　100　　　　　　　抗生剤　　　　　　　　　　　一般的な抗生剤
メイアクト小児細粒　　　　　　　　　　　抗生剤
メイラックス　　　　　　1　　　　　　　　安定剤　　　　　　　　　　　眠気でる
メイラックス　　　　　　2　　　　　　　　安定剤
メインテート　　　　　2.5　　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　　　頻脈を伴う高血圧に使用
メインテート　　　　　　5　　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　　　頻脈を伴う高血圧に使用
メキシチール　　　　50　　　　　　　　不整脈　　　　　　　　心室性期外収縮の多い場合に使用
メトリジン　　　　　　　2　　　　　　　起立性低血圧
メトリジンＤ　　　　　　2　　　　　　　起立性低血圧　　　　　　　　口腔内溶解錠で便利
メネシット　　　　　　100　　　　　　　パーキンソン　　ドーパミン製剤でパーキンソン全般に有効
メバロチン　　　　　　5　　　　　　　　高脂血症　　　　　水溶性の治療薬　併用薬の制限少ない
メバロチン　　　　　10　　　　　　　　高脂血症　　　　　水溶性の治療薬　併用薬の制限少ない
メプチン　　　　　　　0.05　　　　　　　気管支喘息、炎症　　　　β刺激薬　副作用不整脈
メマリー　　　　　　　　　　　　　　　アルツハイマー、レビー小体認知症　　興奮を抑える作用あり　アリセプトと併用
メリスロン　　　　　　　6　　　　　　　　めまい　　　　　　　　　　内耳の障害によるめまいに有効
モービッグ　　　　　　10　　　　　　　　鎮痛剤　　　　　　　　　　１日１回の服用　胃にやさしい
ユベラＮ　　　　　　　100　　　　　　末梢循環障害　　　　　　　ニコチン酸系の薬剤
ユリノーム　　　　　　50　　　　　　　高尿酸血症　　　　　　　　尿酸の排泄を促進
ユニシアＬＤ　　　　　　　　　　　　　高血圧　　ブロプレス８ｍｇとアムロジン２．５ｍｇの合剤
ユニシアＨＤ　　　　　　　　　　　　　高血圧　　ブロプレス８ｍｇとアムロジン５ｍｇの合剤
ヨウコバール　　　　500　　　　　　　末梢神経炎　　　　　　　　ビタミンＢ１２　しびれに有効
ラキソベロン液　　　　　　　　　　　便秘　　　　　水液で適当に服用量を変更可能１０滴ー２０滴
ラックビー　　　　　　　　　　　　　　胃腸炎整腸剤
ラミクタール　　　　25-100　　抗痙攣剤　　　神経痛の予防　　躁状態の興奮を抑える作用
ラシックス　　　　　　20　　　　　　　浮腫　　　　　　　　　　　　　　　利尿剤
ラニラピット　　　　　0.05　　　　　　心房細動、頻脈　　　　　　　ジギタリス製剤　
ラニラピット　　　　　　1　　　　　　　心房細動、頻脈　　　　　　　ジギタリス製剤　
ランドセン　　　　　　0.5　　　　　　不随意運動　　　　　　　　　　抗てんかん剤
リーゼ　　　　　　　　　1　　　　　　　　安定剤
リスパダール　　　　　１　　　　　アルツハイマーの妄想興奮に有効　慢性片頭痛にも有効
リバスタッチ　パップ剤　　　　　アルツハイマー　拒薬の方に便利です。副作用かゆみ
リバロ　　　　　　　　　1　　　　　　　　高脂血症　　　　　　　　糖尿病を合併した高脂血症
リバロ　　　　　　　　　2　　　　　　　　高脂血症　　　　　　　　糖尿病を合併した高脂血症
リピトール　　　　　　　5　　　　　　　　高脂血症　　　　　　　ＨＭＧ還元酵素阻害剤　作用強い
リピトール　　　　　　10　　　　　　　　高脂血症　　　　　　　　ＨＭＧ還元酵素阻害剤　作用強い
リポバス　　　　　　　　5　　　　　　　　高脂血症　　　　　　　ＨＭＧ還元酵素阻害剤　作用強い
リポバス　　　　　　　10　　　　　　　　高脂血症　　　　　　　　ＨＭＧ還元酵素阻害剤　作用強い
リマチル　　　　　　　50　　　　　　　リウマチ　　　　発症初期のリウマチに有効　長期投与可能
リリカ　　　　　　　　　７５　　２Ｔ　　　　神経痛の緩和　　帯状疱疹後疼痛に有効
リン酸コデイン　　　１％　　　　　　　　咳
ルジオミール　　　　10　　　　　　　　うつ病
ルボックス　　　　　10　　　　　　　　うつ病、パニック障害　　当初吐き気がでることがある
レキソタン　　　　　　2　　　　　　　　　安定剤
レクサプロ　　　　　10　　　　　　　　抗うつ剤　　　パニック障害　慢性頭痛に有効
レザルタスＬＤ　　　　　　　　　　　　高血圧　　　オルメテック１０ｍｇとカルブロック８ｍｇの合剤
レザルタスＨＤ　　　　　　　　　　　　高血圧　　　オルメテック２０ｍｇとカルブロック１６ｍｇの合剤
レミニール　　　　　　　　　　　　アリセプトと同様アセチルコリン分解酵素素材剤　軽度、中等度認知症に有効
レルパックス　　　　　20　　　　　　　片頭痛　　　　　　　　　片頭痛の発作時に服用　効果大 高血圧の方は注意を
レンドルミン　　　　　0.25　　　　　　　不眠症　　　　　　　　　　習慣性あり
ロキソニン　　　　　　60　　　　　　　腰痛、筋肉痛　　　　　胃に負担あり　胃潰瘍の人は禁忌
ロコルナール　　　　　50　　　　　　狭心症、めまい　　　　　　循環不全によるめまいに有効
ローコール　　　　　　20　　　高脂血症　　ＨＭＧ還元酵素阻害剤　作用弱い　血管内膜安定化
ロゼレム　　　　　　　8 不眠症　　入眠障害　脳内のメラトニン受容体を活性化して自然な眠りを誘導
ロペミン　　　　　　　　1　　　　　　　下痢　　　　　　　　　　　　　　頓服で
ロンゲス　　　　　　　　5　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　　　　ＡＣＥ阻害薬
ロンゲス　　　　　　　10　　　　　　　高血圧　　　　　　　　　　　　ＡＣＥ阻害薬
ワイパックス　　　　　0.5　　　　　　　神経症、不安症　　　　　　眠気あり
ワソラン　　　　　　　40　　　　　　　群発頭痛　　　　　　　群発頭痛の予防　カルシウム拮抗剤
ワーファリン　　　　　1　　　　　　心房細動　　　　　　心臓内の血栓を抑制する　脳塞栓の予防
ワーファリン　　　　0.5　　　　　　心房細動　　　　　　TT-INR 1.6-2.6に調整する　1mg-2.5mg
アスタット液　　　　　　　　　　　　　　白癬
アスタットクリーム　　　　　　　　　　　白癬
アズノール軟膏　　　　　　　　　　　　口内炎
アルデシンAＱネーザル　8.5　　　　　鼻炎
アルメタ軟膏　　　　　　　　　　　　　　　湿疹
イソジンガーグル　　　　　　　　　　　　かぜ
イドメシンコーワクリーム　　　　　　　　筋肉痛



イドメシンコーワパップ　　　　　　　　　筋肉痛
イミグラン点鼻薬　　　　　　　　　　片頭痛　　　　　　　内服のイミグランより即効性あり点鼻薬　３０分で効果でる
インサイドパップ　　　　　　　　　　　腰痛、筋肉痛　　　　　　　　　冷たい湿布
インタール点鼻薬　　　　　　　　　 アレルギー性鼻炎　　　　　　　　花粉症
インタール点眼薬　　　　　　　　　 アレルギー性結膜炎　　　　　　　花粉症
エコリシン点眼薬　　　　　　　　　　結膜炎　　　　　　　　　　　　　　抗生剤の点眼薬
ＳＰトローチ明治　　　　　　　　　　　　咽頭炎　　　　　　　　　　　　　　トローチ
ＭＳ温湿布　　　タイホウ　　　　　　腰痛、筋肉痛　　　　　　　　　　温かい湿布
カロナール座薬　　　　　100　　　　発熱解熱鎮痛剤
コンドロン点眼薬　　　　　　　　　　　結膜炎　　　　　　　　　　　　　　ステロイド入りの点眼薬
人工涙液マイテイア　　5　　　　　　　乾燥目
セルタッチ　　　　　　　　　　　　　　　腰痛、筋肉痛
ゾビラックス軟膏　　　　　　　　　　　帯状疱疹
デキサルチン軟膏　口腔用　　　　　口内炎
デスモプレシン点鼻薬　　250　　　　尿崩症　　　　　　　　　　　　　下垂体障害の多尿
ナウゼリン座薬　　　　30　　　　　　　嘔吐　　　　　　　　　　　　　　　吐気を予防する座薬
ナウゼリン座薬　　　　60　　　　　　　嘔吐　　　　　　　　　　　　　　　吐気を予防する座薬
ナパゲルローション　　　　　　　　　　腰痛、筋肉痛　　　　　　　　　　ローション
フラビタン点眼薬　　　　　　　　　　　疲れ目　　　　　　　　　　　　　　ビタミンＢ２入りの点眼薬
フルタイド１００ロタデイスク　　　　　気管支喘息　　　　　　　　吸入剤　１日２回　ステロイド剤
フルナーゼ点鼻薬　　　　　　　　　　花粉症
ボルタレンサポ　　　　25　　　　　　　解熱剤　　　　　　　　　　　　　　　座薬
ボルタレンサポ　　　　50　　　　　　　解熱剤　　　　　　　　　　　　　　　座薬
メデイトランテープ　　　27　　　　　　狭心症　　　　　　　　　　　　　硝酸剤　皮膚から吸収
リザベン点眼薬　　　　　　　　　 アレルギー性結膜炎
リンデロンＶ軟膏　　　　　　　　　　　湿疹
レスタミン軟膏　　　　　　　　　　　　　痒み


