
こ の リ ス ト を 活 用 し て

より有意義な実習にしよう!!

実務実習と国家試験に役立つ医薬品リスト
学校でこれまで勉強してきた医薬品の「一般名」と「製剤名」

をマッチングして覚えましょう。実務実習は、処方せん、医薬

品製剤、患者さんの背景を連動して学習することができる格好

の場です。薬剤師国家試験は第 97回から出題数が 345問となっ
ています。薬局にある製剤から沢山出題されていますから、実

務実習は国家試験の準備としても大変重要なことがわかると思

います。

1.リストの掲載順は、厚生労働省薬効分類番号順です(治療薬マニュアルも同様の順で掲載されています)。調剤用医薬品を
中心にし、注射薬は最後のページにまとめました。

2.医薬品の掲載選定については、処方頻度の高いもの、国家試験で出題頻度の高いもの(第 88 回から 97 回で 36-20 回出題
を A、19-10回を B)、2012年の OSCE医薬品リストとしました。

3.国家試験でどのように出題されたかは、97回(2012年 3月)、98回(2013年 3月)の出題番号を付加しています(問 1-90:必
須問題、問 91-345一般問題)。

4.★が付いたものは、昨年の OSCE医薬品リストにあったものです。

(帝京大学薬学部／㈱ファーミック 富士見台調剤薬局) 下平秀夫 2013.06.20



薬効分類 成分名 製品の例
OSC

E
頻
度

98回 97回

01－解熱・鎮痛・抗炎症
薬

非ピリン系解熱鎮痛薬 アセトアミノフェン カロナール、ピリナジン ★ B 236,237,
306

314,315

合剤　非ピリン系 サリチルアミド、アセトアミノフェン等 PL顆粒 ★ 306

サリチル酸系解熱鎮痛薬 アスピリン（アセチルサリチル酸） アスピリン、バイエルアスピリン A 254 58,106,
163,282,28
3,294,295,

327
フェナム酸系解消炎鎮痛薬 メフェナム酸 ポンタール 163

アリール酢酸系消炎鎮痛薬 インドメタシン インテバン ★ B 7,105

アリール酢酸系消炎鎮痛薬 ジクロフェナクナトリウム ボルタレン ★ B 194

アリール酢酸系消炎鎮痛薬 スリンダク クリノリル
アリール酢酸系消炎鎮痛薬 エトドラク ハイペン
プロピオン酸系解熱鎮痛薬 イブプロフェン ブルフェン 159,

314,315
プロピオン酸系解熱鎮痛薬 プラノプロフェン ニフラン ★
プロピオン酸系解熱鎮痛薬 ロキソプロフェンナトリウム水和物 ロキソニン ★ 260 296,297

プロピオン酸系解熱鎮痛薬 ナプロキセン ナイキサン
オキシカム系抗炎症薬 メロキシカム モービック 163

オキシカム系抗炎症薬 ピロキシカム ナパゲルン
オキシカム系抗炎症薬 ピロキシカム セルタッチ
ピリン系解熱鎮痛薬 イソプロピルアンチピリン、アセトアミノ

フェン等
OTC薬-セデス・ハイ

神経障害性疼痛治療薬 プレガバリン リリカ 297

非麻薬、オピオイド トラマドール塩酸塩 トラマドール
02－片頭痛治療薬

麦角アルカロイド 酒石酸エルゴタミンの配合剤 クリアミンA
トリプタン系薬剤 スマトリプタン イミグラン
トリプタン系薬剤 エレトリプタン臭化水素酸塩 レルパックス

03－抗リウマチ薬
抗リウマチ薬 メトトレキサート リウマトレックス B 206 171,221,

261
抗リウマチ薬 レフルノミド アラバ 260

抗リウマチ薬 ブシラミン リマチル 260

抗リウマチ薬 サラゾスルファピリジン アザルフィジンEN 260

抗リウマチ薬　金製剤 オーラノフィン リドーラ
04－通風・高尿酸血症
治療薬

尿酸排泄促進薬 ベンズブロマロン ユリノーム Ｂ 195,212

尿酸排泄促進薬 プロベネシド ベネシッド 171,195

尿酸生成阻害薬 アロプリノール ザイロリック B 224,225 195

尿アルカリ化薬 クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム ウラリット 212
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薬効分類 成分名 製品の例
OSC

E
頻
度

98回 97回

05－催眠・鎮静薬
ベンゾジアゼピン系薬物　超短期作用型 トリアゾラム ハルシオン B 238,250,

327
171,

232,293
312,313

ベンゾジアゼピン系薬物　超短期作用型 ゾルピデム酒石酸塩 マイスリー 155,238

ベンゾジアゼピン系薬物　超短期作用型 ゾピクロン アモバン ★ 84,238

ベンゾジアゼピン系薬物　短期作用型 ブロチゾラム レンドルミン
ベンゾジアゼピン系薬物　中期作用型 フルニトラゼパム サイレース、ロヒプノール 84 293

06－抗不安薬
ベンゾジアゼピン系　短期作用型 エチゾラム デパス 260 293

ベンゾジアゼピン系　短期作用型 クロチアゼム リーゼ
ベンゾジアゼピン系　中期作用型 アルプラゾラム ソラナックス 293

ベンゾジアゼピン系　長期作用型 ジアゼパム セルシン B 238 31

ベンゾジアゼピン系　超長期作用型 ロフラゼプ酸エチル メイラックス
非ベンゾジアゼピン系 タンドスピロンクエン酸塩 セディール

07－抗精神病薬
定型抗精神病薬群　高力価群ブチロフェノン
誘導体

ハロペリドール セレネース 85,189

定型抗精神病薬群　低力価群フェノチアジン
誘導体

クロルプロマジン ウインタミン 266

定型抗精神病薬群　低力価群フェノチアジン
誘導体

クロルプロマジン コントミン

定型抗精神病薬群　低力価群フェノチアジン
誘導体

レボメプロマジン ヒルナミン

定型抗精神病薬群　中間・異型群ベンザミド
誘導体

スルピリド ドグマチール 57 36

新世代(否定型）抗精神病薬群　セレトニン・ド
パミン結抗薬

ペロスピロン塩酸塩水和物 ルーラン

新世代(否定型）抗精神病薬群　セレトニン・ド
パミン結抗薬

リスペリドン リスパダール 246,247

新世代(否定型）抗精神病薬群　クロザピンと
類似化合物

オランザピン ジプレキサ

08－抗うつ薬・気分安定
薬・精神刺激薬

抗うつ薬　モノアミン再取り込み阻害薬 アミトリプチリン塩酸塩 トリプタノール 60

抗うつ薬　モノアミン再取り込み阻害薬 イミプラミン塩酸塩 トフラニール B 41 60

抗うつ薬　モノアミン再取り込み阻害薬 トラゾドン塩酸塩 デジレル 31

抗うつ薬　モノアミン再取り込み阻害薬 マプロチリン塩酸塩 ルジオミール 60

抗うつ薬　選択的セロトニン再取り込み阻害
薬(SSRI)

フルボキサミンマレイン酸塩 デプロメール 60

抗うつ薬　選択的セロトニン再取り込み阻害
薬(SSRI)

フルボキサミンマレイン酸塩 ルボックス 60
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薬効分類 成分名 製品の例
OSC

E
頻
度

98回 97回

抗うつ薬　選択的セロトニン再取り込み阻害
薬(SSRI)

パロキセチン塩酸塩水和物 パキシル

抗うつ薬　セロトニン・ノルアドレナリン再取り
込み阻害薬(SNRI)

ミルナシプラン縁酸塩 トレドミン 31

気分安定薬（抗操薬） 炭酸リチウム リーマス B 200 156

09－抗てんかん薬 31

抗てんかん薬 フェノバルビタール フェノバール ★ A 43,155,
208,

270,271

46,186

抗てんかん薬 フェニトイン アレビアチン ★ A 31,45,
186,272,

273
抗てんかん薬 フェニトイン ヒダントール A 31,45,186,

272,273
抗てんかん薬 カルバマゼピン テグレトール ★ B 156 31

抗てんかん薬 バルプロ酸ナトリウム デパケン B 156,
280,281

31,268,269

抗てんかん薬　ベンゾジアゼピン系 クロナゼパム リボトリール 156

10－パーキンソン病／
症候群治療薬

レボドパとドパ脱炭酸酵素阻害薬の配合剤 レボドパ、カルビドパ ネオドパストン B 290,291 210,211

レボドパとドパ脱炭酸酵素阻害薬の配合剤 レボドパ、カルビドパ メネシット B 290,291 210,211

レボドパとドパ脱炭酸酵素阻害薬の配合剤 レボドパ、ベンセラジド イーシー・ドパール 210,211

レボドパとドパ脱炭酸酵素阻害薬の配合剤 レボドパ、ベンセラジド マドパー 210,211

ドパミン受容体作用薬（麦角アルカロイド） ペルゴリドメシル酸塩 ペルマックス 210,211

ドパミン受容体作用薬（麦角アルカロイド） カベルゴリン カバサール
パーキンソン病治療薬MAO-B阻害薬 セレギリン塩酸塩 エフピー 30,337 156,210

パーキンソン病治療薬抗コリン薬 トリヘキシフェニジル塩酸塩 アーテン 30,
290,291

パーキンソン病治療薬抗コリン薬 ビペリデン アキネトン
パーキンソン病治療薬、抗ウイルス薬 アマンタジン塩酸塩 シンメトレル 30 58,210

パーキンソン病治療薬ノルエピネフリン系 ドロキシドパ ドプス
11－脳循環代謝改善薬

脳循環改善薬 ニセルゴリン サアミオン
12－筋弛緩薬

痙縮・筋緊張治療薬 エペリゾン塩酸塩 ミオナール 204

痙縮・筋緊張治療薬 チザニジン塩酸塩 テルネリン 154,
272,273

156

13－自律神経系作用薬
副交感神経興奮薬　重症筋無力症治療薬 ジスチグミン臭化物 ウブレチド 84 153,332

副交感神経抑制・遮断薬 ブチルスコポラミン臭化物 ブスコパン 28 290

副交感神経抑制・遮断薬 チキジウム臭化物 チアトン
14－抗めまい薬

抗めまい薬 ベタヒスチンメシル酸塩 メリスロン
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薬効分類 成分名 製品の例
OSC

E
頻
度

98回 97回

15－その他の神経系用
薬

アルツハイマー型認知症治療薬 ドネペジル塩酸塩 アリセプト 156

アルツハイマー型認知症治療薬 メマンチン塩酸塩 メマリー
16－強心薬 A 32

ジギタリス製剤 ジゴキシン ジゴシン 32,268 274,275,
334,335

ジギタリス製剤 メチルジゴキシン ラニラピッド
17－抗狭心症薬

硝酸薬 ニトログリセリン ニトロペン A 158 33,166,
248,295,

336
硝酸薬 一硝酸イソソルビド フランドル B
硝酸薬 ニトログリセリン ニトロダームTTS ★ A 158 33,166,

248,295,
336

18－β遮断薬
β1非選択性でISAのないもの プロプラノロール塩酸塩 インデラル A 27,107 85,190,

335
β1選択性でISAのないもの アテノロール テノーミン ★ 153 294

β1選択性でISAのないもの メトプロロール酒石酸塩 セロケン Ｂ
β1選択性でISAのないもの ベタキソロール塩酸塩 ケルロング 33

β1選択性でISAのないもの ビソプロロールフマル酸塩 メインテート 158

α,β遮断薬 アロチノロール塩酸塩 アロチノロール塩酸塩 ★
α,β遮断薬 カルベジロール アーチスト 250,251 335

α,β遮断薬 ラベタロール塩酸塩 トランデート 152

19－Ca拮抗薬
ジヒドロピリジンン系　第一世代 ニフェジピン アダラート、－L、－CR ★ B 238 45,186,

299,302
ジヒドロピリジンン系　第一世代 ニカルジピン塩酸塩 ペルジピン
ジヒドロピリジンン系　第二世代 フェロジピン スプレンジール
ジヒドロピリジンン系　第二世代 フェロジピン ムノバール
ジヒドロピリジンン系　第二世代 ベニジピン コニール
ジヒドロピリジンン系　第三世代 アムロジピンベジル塩酸 アムロジン B 200 183,204,

253
ジヒドロピリジンン系　第三世代 アムロジピンベジル塩酸 ノルバスク B 200 183,204,

253
Ca拮抗薬 ベラパミル塩酸塩 ワソラン B 157,335

Ca拮抗薬 ジルチアゼム塩酸塩 ヘルベッサー 33

20－抗不整脈薬
Ⅰa群（APD延長） ジソピラミド リスモダン
Ⅰa群（APD延長） キニジン硫酸塩水和物 硫酸キニジン Ｂ 157
Ⅰb群（APD短縮） メキシレチン塩酸塩 メキシチール

21－利尿薬 159
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薬効分類 成分名 製品の例
OSC

E
頻
度

98回 97回

サイアザイド系利尿薬 トリクロルメチアジド フルイトラン B 159,200 299

ループ利尿薬 フロセミド ラシックス A 196,
260,261

183,253

カリウム保持性利尿薬 スピロノラクトン アルダクトンＡ B 208,260

利尿薬／炭酸脱水酵素阻害薬／
抗てんかん薬

アセダゾラミド ダイアモックス Ｂ
200,201,

206

22－降圧薬
ACE阻害薬 カプトプリル カプトリル B 105

ACE阻害薬 エナラプリルマレイン酸塩 レニベース B 157,238 248,249

ACE阻害薬 テモカプリル塩酸塩 エースコール 198

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 カンデサルタンシレキセチル ブロプレス 186

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 バルサルタン ディオバン 308 248

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 ロサルタンカリウム ニューロタン 33

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 テルミサルタン ミカルディス 238 232,233

交感神経抑制薬　α遮断薬 ドキサゾシンメシル酸塩 カルデナリン
交感神経抑制薬　α遮断薬 プラゾシン塩酸塩 ミニプレス 33 190

降圧薬 ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジ プレミネント 186,206

23－末梢循環障害治療
薬

24－脂質異常症用薬
HMG-CoA還元酵素阻害薬 プラバスタチンナトリウム メバロチン B 208209

232,233
HMG-CoA還元酵素阻害薬 シンバスタチン リポバス Ｂ 85

HMG-CoA還元酵素阻害薬 アトルバスタチンカルシウム水和物 リピトール 252,253

フィブラート系薬剤（CPIB) ベサフィブラート ベザトールSR
脂質異常症用薬 イコサペント酸エチル エパデール 161

25－昇圧薬

26－アレルギー治療薬 161

抗ヒスタミン薬　ピペリジン系 シプロヘプタジン塩酸塩 ペリアクチン ★

抗ヒスタミン薬　プロピルアミン系 クロルフェニラミンマレイン酸塩(d体) ポララミン ★ 38,334

抗アレルギー薬　メディエーター遊離抑制薬 クロモグリク酸ナトリウム インタール 38

坑アレルギー薬　ヒスタミンH1拮抗薬（第2世 メキタジン ゼスラン、ニポラジン ★
坑アレルギー薬　ヒスタミンH1拮抗薬（第2世 ケトチフェンフマル酸塩 ザジテン ★ 194

坑アレルギー薬　ヒスタミンH1拮抗薬（第2世 オキサトミド セルテクト
坑アレルギー薬　ヒスタミンH1拮抗薬（第2世 エバスチン エバステル
坑アレルギー薬　ヒスタミンH1拮抗薬（第2世 アゼラスチン塩酸塩 アゼプチン 188

坑アレルギー薬　ヒスタミンH1拮抗薬（第2世 フェキソフェナジン アレグラ ★
坑アレルギー薬　トロンボキサンA2阻害薬 セラトロダスト ブロニカ 38

坑アレルギー薬　ロイコトリエン拮抗薬 プランルカスト水和物 オノン
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薬効分類 成分名 製品の例
OSC

E
頻
度

98回 97回

坑アレルギー薬　ロイコトリエン拮抗薬 モンテルカストナトリウム キプレス
坑アレルギー薬　ロイコトリエン拮抗薬 モンテルカストナトリウム シングレア
鼻炎用剤 プソイドエフェドリン、クロルフエニラミン OTC薬-アルガード鼻炎ソフト 308

27－気管支拡張薬・喘
息治療薬

β2-アドレナリン受容体刺激薬　第１世代 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 メチエフ 314,315

β2-アドレナリン受容体刺激薬　第１世代 エフェドリン塩酸塩 エフェドリン B 153 101,152,
214,215

β2-アドレナリン受容体刺激薬　第3世代 ツロブテロール ホクナリン ★

β2-アドレナリン受容体刺激薬　第3世代 プロカテロール塩酸塩 メプチン、メプチンミニ ★ 153 190,
250,251

β2-アドレナリン受容体刺激薬　第3世代 サルメテロールキシナホ酸塩 セレベント 194,195

キサンチン誘導体 テオフィリン テオドール ★ A 224 45,194,
195,334

吸入用ステロイド薬　ステロイド単剤 ベクロメタゾンプロピオン酸塩エステル キュバール
吸入用ステロイド薬　ステロイド単剤 フルチカゾンプロピオン酸エステル フルタイド 250,251

吸入用ステロイド薬　ステロイド単剤 ブデソニド パルミコートタービュヘイラー(吸 ★ 288,289

吸入用ステロイド薬　LABAと吸入ステロイド
の合剤

サルメテロール、フルチカゾン合剤 アドエア 284,285

吸入用ステロイド薬　LABAと吸入ステロイド
の合剤

ブデゾニド、ホルモテロール シムビコートタービュヘラー

吸入用抗コリン薬 チオトロピウム臭化物水和物 スピリーバ 194,195

28－鎮咳薬
中枢性麻薬性鎮咳薬 ジヒドロコデイン、メチルエフェドリン等 カフコデN 308 35,314,315

中枢性非麻薬性鎮咳薬 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水
和物

メジコン ★ 202 248

中枢性非麻薬性鎮咳薬 チペピジンヒベンズ酸塩 アスベリン ★
29－去痰薬

去痰薬（粘液調製薬） ブロムヘキシン塩酸塩 ビソルボン ★ 202,203 328

去痰薬（粘液修復薬） カルボシステイン ムコダイン ★ 272

去痰薬（粘膜潤滑薬） アンブロキソール ムコソルバン、ムコソルバンL ★ 35

30－その他の呼吸器用
薬

31－消化性潰瘍治療薬
H2受容体拮抗薬 シメチジン タガメット B 43,63

H2受容体拮抗薬 ラニチジン塩酸塩 ザンタック 84 65

H2受容体拮抗薬 ファモチジン ガスター、ガスターD、OTC薬-ガ
スター10

★ B 260,327 36,
302,303,
320,321

H2受容体拮抗薬 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 アルタット

プロトンポンブ阻害剤 ランソプラゾール タケプロン 65,221
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薬効分類 成分名 製品の例
OSC

E
頻
度

98回 97回

プロトンポンブ阻害剤 ラベプラゾールナトリウム パリエット 250

プロトンポンブ阻害剤 オメプラゾール オメプラール B 210 46,218,299

プロトンポンブ阻害剤 エソメプラゾール マグネシウム水和物 ネキシウム
粘膜抵抗強化薬　潰瘍病巣保護薬 スクラルファート水和物 アルサルミン 181 65

粘液産生・分泌促進薬 テプレノン セルベックス ★ 342

粘液産生・分泌促進薬 レバミピド ムコスタ 63,272 296,297

粘液産生・分泌促進薬 ミソプロストール サイトテック 57 334

32－健胃・消化薬
健胃薬　胃腸機能調整薬 メトクロプラミド プリンペラン 41 36,171

健胃薬　胃腸機能調整薬 ドンペリドン ナウゼリン 327

健胃薬　胃腸機能調整薬 モサプリドクエン酸塩水和物 ガスモチン 162 36

健胃薬　胃腸機能調整薬 トリメブチンマレイン塩酸 セレキノン 159

健胃薬　総合消化酵素 消化酵素配合剤 ベリチーム
33－下剤

塩類下剤 酸化マグネシウム 酸化マグネシウム ★ B 276,277

刺激性下剤　大腸刺激性下剤 センノシド プルゼニド 214,215

刺激性下剤　大腸刺激性下剤 ピコスルファートナトリウム水和物 ラキソベロン 181 290

刺激性下剤　大腸刺激性下剤 センナ葉等（合剤） アローゼン 110

34－止痢・整腸剤
止痢薬 塩酸ロペラミド ロペミン 181

過敏性腸症候群治療薬 メペンゾラート臭化物 トランコロン 159

過敏性腸症候群治療薬 ポリカルボフィルカルシウム コロネル
過敏性腸症候群治療薬 ポリカルボフィルカルシウム ポリフル
炎症性腸疾患治療薬 メサラジン ペンタサ
整腸薬 ビフィズス菌 ラックビー 280 290

整腸薬 耐性乳酸菌 ビオフェルミンR 280 284

消泡剤 ジメチコン（ジメチルポリシロキサン） ガスコン
35－その他の消化器用
薬

蛋白分解酵素阻害薬（膵炎治療薬） カモスタットメシル酸 フオイパン
肝疾患治療薬 肝臓加水分怪物 プロヘパール錠
胆石溶解薬 ウルソデスオキシコール酸 ウルソ ★ 34

36－糖尿病用薬 212,218,
234

インスリン製剤 B 219 11

インスリン製剤（超速効形） インスリンリスプロ(遺伝子組み換え） ノボラビット注 B 341

インスリン製剤（速攻型） 中性インスリン注射液（遺伝子組み換 ペンフィルR注
インスリン製剤　持効性溶解インスリンアナロ
グ製剤

インスリングラルギン(遺伝子組み換
え）

ランタス注 341

経口血糖降下薬　スルフォニルウレア系
経口血糖降下薬　スルフォニルウレア系 グリベンクラミド オイグルゴン ★ B 198,199 160,

300,301
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薬効分類 成分名 製品の例
OSC

E
頻
度

98回 97回

経口血糖降下薬　スルフォニルウレア系 グリベンクラミド ダオニール B 198,199 160,
300,301

経口血糖降下薬　スルフォニルウレア系 グリクラジド グリミクロン
経口血糖降下薬　スルフォニルウレア系 グリメピリド アマリール ★ 82 63,333

経口血糖降下薬　ビグアナイド系 メトホルミン塩酸塩 メルビン、メトグルコ B 82 160,204,
333

経口血糖降下薬　インスリン抵抗性改善薬 ピオグリタゾン塩酸塩 アクトス 82 63,160,
300,301

経口血糖降下薬　食後過血糖改善薬 ボグリボース ベイスン B 82,
252,253

63,
300,301

経口血糖降下薬　食後過血糖改善薬 アカルボース グルコバイ 327 160

経口血糖降下薬　速効型食後血糖降下薬 ナテグリニド スターシス 256 63,160

経口血糖降下薬　速効型食後血糖降下薬 ナテグリニド ファスティック 256 63,160

経口血糖降下薬　速効型食後血糖降下薬 ミチグリニドカルシウム グルファスト 219

DPP-4阻害薬 シタグリプチンリン酸塩 ジャヌビア、グラクティブ 82,
252,253

301

糖尿病性末梢神経障害治療薬 エパルレスタット キネダック
37－下垂体ホルモン製

38－副腎皮質ホルモン
製剤

163

副腎皮質ホルモン製剤 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナト
リウム

コートリル 163

副腎皮質ホルモン製剤 プレドニゾロン プレドニン B 163 221,260

副腎皮質ホルモン製剤 デキサメタゾン デカドロン B 163 264,265

副腎皮質ホルモン製剤 ベタメタゾン リンデロン
副腎皮質ホルモン製剤 ベタメタゾン、クロフェニラミン セレスタミン

39－性ホルモン製剤
女性ホルモン製剤　卵胞ホルモン製剤 エストリオール エストリール
女性ホルモン製剤　卵胞ホルモン製剤 エストラジオール エストラーナ

40－その他のホルモン
製剤

GnRH誘導体 ブセレリン酢酸塩 スプレキュア点鼻液
子宮内膜症治療薬 ダナゾール ボンゾール
甲状腺ホルモン製剤 レボチロキシンナトリウム水和物 チラーヂンS 190

抗甲状腺薬 チアマゾール メルカゾール 37

41-子宮用薬
切迫早産治療薬 リトドリン塩酸塩 ウテメリン

42－骨粗鬆症・骨代謝
改善薬

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD３製剤 アルファカルシドール アルファロール 256,257

ビタミンK製剤 メナテトレノン グラケー 256,257

ビスホスホネート製剤
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薬効分類 成分名 製品の例
OSC

E
頻
度

98回 97回

ビスホスホネート製剤 アレンドロン酸ナトリウム水和物 フォサマック 164 256,257

ビスホスホネート製剤 アレンドロン酸ナトリウム水和物 ボナロン 164 256,257

ビスホスホネート製剤 リセドロン酸ナトリウム水和物 アクトネル 296,297

ビスホスホネート製剤 リセドロン酸ナトリウム水和物 ベネット 296,297

ビスホスホネート製剤 エチドロン酸ナトリウム水和物 ダイドロネル
43－ビタミン製剤

総合ビタミン剤 ビオチニン、ピリドキシン、シアノコバラ ビタメジン
ビタミンB2製剤 フラビンアテ゜ニンジヌクレオチド フラビタン
ビタミンB12製剤 メコバラミン メチコバール

ビタミンC,パントテン酸配合剤 アスコルビン酸(VC)、パントテン酸カル
シウム

シナール

ビタミンB6製剤 ピリドキサールリン酸エステル水和物 ピドキサール 231

葉酸 葉酸 フォリアミン 135

ビタミンE製剤 トコフェロール酢酸エステル ユベラ
44－造血と血液凝固関
係製剤

鉄剤　経口用鉄剤 フマル酸第一鉄 フェルム
鉄剤　経口用鉄剤 クエン酸第一鉄ナトリウム フェロミア
止血剤　対血管性止血剤 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム

水和物
アドナ

止血剤　抗プラスミニン剤 トラネキサム酸 トランサミン 36,308 162,248

抗血栓剤　血小板凝集抑制剤 アスピリン、ダイアルミネート バファリン８１ｍｇ 254 106,294,
327

抗血栓剤　血小板凝集抑制剤 アスピリン バイアスピリン 254 106,294,
327

抗血栓剤　血小板凝集抑制剤 チクロピジン塩酸塩 パナルジン ★ B 327

抗血栓剤　血小板凝集抑制剤 シロスタゾール プレタール 218,327

抗血栓剤　血小板凝集抑制剤 クロピログレル硫酸塩 プラビックス 254,255

経口抗凝固剤（クマリン系抗凝固剤） ワルファリンカリウム ワーファリン A 42,121,
190

46,69,
197,327

経口抗凝固剤（トロンビン阻害剤） ダビガトランエテキシラートメタンスル
ホン酸塩

プラザキサ

経口抗凝固剤（合成Xa阻害薬） リバーロキサバン イグザレルト
45－輸液・栄養製剤

アミノ酸製剤　肝不全用アミノ酸製剤 分岐鎖アミノ酸 アミノレバン
経口・経腸栄養剤　消化態栄養剤 消化態栄養剤 エレンタール
経口・経腸栄養剤　半消化態栄養剤 半消化態栄養剤 エンシュア・リキッド
経口・経腸栄養剤　半消化態栄養剤 半消化態栄養剤 ラコール

46－電解質製剤
カリウム補給剤 L-アスパラギン酸カリウム アスパラカリウム
カルシウム補給剤 L-アスパラギン酸カルシウム水和物 アスパラ-CA

47－灌流用剤
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薬効分類 成分名 製品の例
OSC

E
頻
度

98回 97回

薬

49－抗菌薬 ■殺菌性抗生物質 165

ペニシリン系 アンピシリン水和物 ビクシリン B 280 224

ペニシリン系 アモキシシリン水和物 サワシリン 183

セフェム系（第一世代経口薬） セファクロル ケフラール 229

セフェム系（第三世代セファロスポリン系経口
薬）

セフジニル セフゾン ★ 165 229,248

セフェム系（第三世代セファロスポリン系経口
薬）

セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 フロモックス ★

βラクタム抗生物質　ペネム系 ファロペネムナトリウム水和物 ファロム

グリコペプチド系(抗MRSA抗菌薬) バンコマイシン塩酸塩 バンコマイシン(注、散、眼軟膏) Ｂ
164,

270,271
■静菌性抗生物質
テトラサイクリン系 ミノサイクリン塩酸塩 ミノマイシン 165

テトラサイクリン系 テトラサイクリン塩酸塩 テトラサイクリン 109 164

マクロライド系 エリスロマイシン エリスロシン B 43 164,171,
198,199

マクロライド系 クラリスロマイシン クラリス 63

■化学療法剤
キノロン薬（ピリドンカルボンﾝ酸） レボフロキサシン水和物 クラビット 83,164

抗結核薬
抗結核薬 イソニアジド イスコチン B 132,165,

272
抗結核薬 リファンピシン リファジン A 164

抗結核薬 エタンブトール塩酸塩 エサンブトール
50－抗真菌薬

ポリエン系抗生物質 アムホテリシンB ファンギソン Ｂ 262,263

トリアゾール系 イトラコナゾール イトリゾール Ｂ 43,
210,211

85,
292,293

アリルアミン系 テルビナフィン塩酸塩 ラミシール 39

51－抗ウイルス薬
ヘルペスウイルス感染症治療薬 アシクロビル ゾビラックス 264,265

327
165

インフルエンザ治療薬 ザナミビル水和物 リレンザ 58

インフルエンザ治療薬 オセルタミビルリン酸塩 タミフル 58,165

インフルエンザ治療薬 ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 イナビル
B型肝炎治療薬 ラミブジン ゼフィックス
C型肝炎治療薬 リバビリン レベトール

52－寄生虫・原虫薬

53－抗癌剤 244,245
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薬効分類 成分名 製品の例
OSC

E
頻
度

98回 97回

アルキル化剤 シクロホスファミド エンドキサン B
代謝拮抗剤 フルオロウラシル 5-FU B 49,76,

302,303
286

代謝拮抗剤 テガフール、ウラシル ユーエフティ 13

代謝拮抗剤 テガフール、ギメラシル、オテラシルカ
リウム

ティーエスワン 275

代謝拮抗剤 カペシタビン ゼローダ
ホルモン製剤(抗癌剤) ビカルタミド カソデックス
分子標的治療薬 ゲフィチニブ イレッサ 61

54－免疫抑制薬
カルシニューリン阻害薬 シクロスポリン サンディミュン A 37 302

カルシニューリン阻害薬 シクロスポリン ネオーラル A 37 302

カルシニューリン阻害薬 タクロリムス水和物 プログラフ B 208,209

55－眼科用薬
白内障治療 ピレノキシン カタリン点眼液
白内障治療 ピレノキシン カリーユニ点眼液
緑内障用薬
緑内障用薬 ラタノプロスト キサラタン点眼液 246,247 200

緑内障用薬 カルテオロール塩酸塩 ミケラン点眼液 200

緑内障用薬 チモロールマレイン酸塩 チモプトール点眼液 B 278,279

緑内障用薬 ピロカルピン塩酸塩 サンピロ点眼液 B 109,153,
178

眼科用薬 ネオスチグミン、無機塩類配合剤液 ミオピン点眼液
眼科用薬 ヒアルロン酸ナトリウム ヒアレイン点眼液

56－耳鼻咽喉科用薬
アレルギー性鼻炎用治療薬 フルチカゾンプロピオン酸エステル フルナーゼ(点鼻) ★ 250,251

アレルギー性鼻炎用治療薬 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル アルデシンAQネーザル(点鼻)
57－口腔用薬

58－泌尿・生殖器用薬
前立腺肥大・頻尿治療薬 タムスロシン塩酸塩 ハルナール 248,249

神経因性膀胱治療薬 プロピベリン塩酸塩 バップフォー
59－痔治療薬

60－皮膚用薬
副腎皮質ホルモン剤　作用が中程度 酪酸ヒドロコルチゾン ロコイド軟膏・クリーム 163

副腎皮質ステロイド(strong) ベタメタゾン吉草酸エステル リンデロンV(軟膏) ★
副腎皮質ステロイド(very strong) ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸

エステル
アンテベート(軟膏) ★

皮膚外用　ステロイド+抗生物質 ベタメタゾン吉草酸エステル
ゲンタマイシン硫酸塩

リンデロン-VG軟膏 ★ (42)

消炎剤 ジメチルイソプロピルアズレン アズノール(軟膏) ★
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薬効分類 成分名 製品の例
OSC

E
頻
度

98回 97回

消炎・鎮痛パップ剤 ケトプロフェン モーラス 204

消炎・鎮痛パップ剤 ケトプロフェン ミルタックス 204

アトピー性皮膚炎治療薬 タクロリムス水和物 プロトピック軟膏 B 188

消炎・鎮痛 サリチル酸メチル、dl-カンフル等 MS冷湿布 ★
外皮用　ビタミン剤 ビタミンA油 ザーネ(軟膏) ★
経皮複合消炎剤 ヘパリン類似物質 ヒルドイドソフト(軟膏) ★
皮膚潰瘍治療薬 亜鉛華軟膏 亜鉛華軟膏 ★

61－酵素製剤
消炎酵素薬 リゾチーム塩酸塩 ノイチーム (220),308 314,315

消炎酵素薬 リゾチーム塩酸塩 レフトーゼ ★ (220),308 314,315

62－血液製剤類

63－ワクチン・トキソイド

64－麻薬 312,313

アヘンアルカロイド系麻薬 モルヒネ硫酸塩水和物 MSコンチン A 41,97,
162,282

109,287

アヘンアルカロイド系麻薬 コデインリン酸塩 リン酸コデイン B 337 312,341

アヘンアルカロイド系麻薬 モルヒネ塩酸塩 アンペック 41,97,
162

109

コカアルカロイド系麻薬 コカイン塩酸塩 塩酸コカイン B 75 154

非アルカロイド系麻薬 フェンタニル デュロテップMT B 30,312

65－麻酔薬

66－生活改善薬
禁煙補助剤 ニコチン ニコチネルTTS(貼付) 300,301

経口避妊薬　１相性 エチニルエストラジオール、ノルエチス
テロン

オーソＭ-21

経口避妊薬　３相性 ニチニルエストラジオール、ノボノルゲ
ストレル合剤

トリキュラー21,28

勃起不全治療薬 クエン酸シルデナフィル バイアグラ
67－その他の治療薬

食欲抑制剤 マジンドール サノレックス
68－検査・診断用薬

69－造影剤

70－放射性医薬品

71－消毒薬

72－歯科用薬
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薬効分類 成分名 製品の例
OSC

E
頻
度

98回 97回

73－漢方薬

99－OTC医薬品
78,

266,267
発毛　ダイレクトOTC ミノキシジル リアップ

100－その他
賦形剤 乳糖 乳糖 ★ 84

非麻薬性鎮痛薬（オピオイド） ペンタゾシン ソセゴン（注） B
非麻薬性鎮痛薬（オピオイド） ペンタゾシン ペンタジン（注） B

16－強心薬 カテコールアミン系薬剤 アドレナリン ボスミン（注） B 155,
214,215

27－気管支拡張薬・喘
息治療薬

キサンチン誘導体 アミノフィリン水和物 ネオフィリン（注）

31－消化性潰瘍治療薬 H2受容体拮抗薬 ロキサジン酢酸エステル塩酸塩 アルタット（注） ★

38－副腎皮質ホルモン
製剤

副腎皮質ホルモン製剤 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナト
リウム

サクシゾン(注) ★ 163

43－ビタミン製剤 パントテン酸製剤 パンテノール パントール(注) ★
ビタミンB2 フラビンアテ゜ニンジヌクレオチドナトリ

ウム
フラビタン（注） ★

混合ビタミンB群 ビタミンB1、B6、B12混合 ビタメシン（注） ★
血栓溶解薬(t-PA製剤) アルテプラーゼ アクチバンシン、グルトパ（注） Ｂ 258,259
抗凝血薬 ヘパリンナトリウム ヘパリンナトリウム（注） Ｂ

46－電解質製剤 輸液-開始液 ナトリウムイオン、クロルイオン等 ソルデムI（注） ★ 229,329

輸液用電解質のベース 生理食塩水（塩化ナトリウム0.9w/v%） 生理食塩液（注） ★ 199,229

重金属その他の中毒治療薬 プラリドキシムヨウ化物 パム（注） 23,28,237

呼吸興奮薬 ナロキソン塩酸塩 ナロキソン塩酸塩(注) Ｂ 7,235
49－抗菌薬 ペニシリン系 ピペラシリンナトリウム ペントシリン(注) ★ 206

51－抗ウイルス薬 インターフェロン製剤 インターフェロンアルファ スミフェロン（注） B 120

53－抗癌剤 白金製剤 シスプラチン ランダ（注） B 49,
274,275

286

1型トポイソメラーゼ阻害薬 イリノテカン塩酸塩水和物 トポテシン（注） B 302,303 40,286

1型トポイソメラーゼ阻害薬 イリノテカン塩酸塩水和物 カンプト（注） B 302,303 40,286

アヘンアルカロイド系麻薬 モルヒネ・アトロピン モヒアト（注） A
中枢興奮 覚醒剤 メタンフェタミン塩酸塩 ヒロポン(錠・注) Ｂ 234

65－麻酔薬 局所麻酔薬 リドカイン、塩酸－ キシロカイン（注） A 29 45,154

48－解毒薬・中毒治療
薬

44-造血と血液凝固関
連製剤

64－麻薬・覚醒剤

◆国家試験　高頻度出題注射薬
01－解熱・鎮痛・抗炎症
薬
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