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備考
1. 表中の医薬品等は出典に示した 5 種類の資料に収載のものをまとめたものであり，禁止薬物を含有する全ての医薬品等を網羅したものではありません。
2. 上記資料に収載の該当医薬品等は漢方製剤を除いて原則的に全て記載していますが，一般用医薬品の一部については必要に応じて代表例のみを記載しています。
3. 漢方製剤は記載されていませんが，漢方製剤にはエフェドリンやストリキニーネなどの禁止薬物を含有するものがありますので，漢方製剤及び生薬を含有する医薬品等の
使用には注意が必要です。

本冊子の発行にあたり、ご協力いただいた公益財団法人競走馬理化学研究所に感謝の意を表するとともに、この冊子を手にした方々の
ご参考となることを願っております。

平成２８年７月
全国公営競馬獣医師協会

禁止薬物を含有する医療用医薬品，一般用医薬品及び動物用医薬品
公益財団法人競走馬理化学研究所

禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）

アセプロマジン （Acepromazine）
別名：Acetazine, Acetopromazine, Acetylpromazine
アドラフィニル （Adrafinil）

国内製品に該当なし

アトロピン （Atropine）
別名：dl -hyoscyamine

医療用医薬品（Ａ）
○アトロピン硫酸塩水和物製剤
末
硫酸アトロピン「ホエイ」（マイラン＝ファイザー）
アトロピン硫酸塩注0.5mg 「フソー」（扶桑薬品＝アルフレッサファーマ）
注
アトロピン硫酸塩注0.5mg 「タナベ」（田辺三菱）
注
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」（テルモ）
キット
リュウアト1%眼軟膏（参天）
眼軟膏
日点アトロピン点眼液1% （5mL）（日本点眼薬）
点眼薬
硫酸アトロピン1%点眼液<ミニムス>（千寿＝武田）
点眼薬
○アヘンアルカロイド･アトロピン製剤
注
オピアト注射液タナベ（田辺三菱工場＝田辺三菱）
注
パンアト注（武田）
○炭酸水素ナトリウム・苦味質剤
ベルサン（1.5g）（本草）
散
○ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物製剤
アトワゴリバース静注シリンジ3・6mL （テルモ）
キット
○複方オキシコドン・アトロピン製剤
注
パビナール・アトロピン注（武田）
○モルヒネ塩酸塩水和物・アトロピン硫酸塩水和物製剤
注
モヒアト注射液（武田）
注
モヒアト注射液タナベ（田辺三菱工場＝田辺三菱）
○硫酸イソプロテレノール・臭化メチルアトロピン配合剤
吸入
ストメリンDエアロゾル（アステラス）
○ロートエキス製剤
散
ロートエキス 散（山善，司生堂，日医工=岩城）
散
ロートエキス散「ケンエー」（健栄）

国内製品に該当なし
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）
ロートエキス散 シオエ（シオエ＝日本新薬）
ロートエキス散「ニッコー」（日興製薬＝丸石）
ロートエキス散<ハチ>（東洋製化＝小野＝吉田製薬）
ロートエキス散「ホエイ」（マイラン＝ファイザー）
ロートエキス散「JG」（日本ジェネリック）
一般用医薬品（B）
○ロートエキス含有製剤
カプセル アクロミンカプセルA （小林薬品工業）
散
散
散
散
散

他全185件

動物用医薬品（C）
○ロートエキス含有製剤
錠
ディアバスター（共立製薬-三宝製薬）
デルクリアー（テバ製薬-Meiji Seika ファルマ）
錠
錠
動物用テスミン（佐藤製薬）
錠
動物用メラーゼ（佐藤製薬）
散
協同胃腸薬（理研畜産化薬）
アミノフィリン （Aminophyllin）
医療用医薬品
別名：Theophyllin ethylenediamine, Thephyllamine
○アミノフィリン水和物製剤
海外商品名： Afonilum, Aminodur, Cardophylin, Euphyllina,
末
ネオフィリン原末（サンノーバ＝エーザイ）
ネオフィリン錠100mg （サンノーバ＝エーザイ）
Pecram, Phyllocontine, Phyllotemp, Planphylline, 錠
アミノフィリン静注2.5% 「ミタ」（キョーリンリメディオ＝杏林）
Pullmovet,Tefamin
注
アミノフィリン静注液250mg 「ツルハラ」（鶴原）
注
アミノフィリン静注250mg 「トーワ」（東和薬品）
注
アミノフィリン静注液250mg 「日医工」（日医工）
注
アミノフィリン静注液250mg 「日新」（日新製薬）
注
アミノフィリン注250mg 「NP」（ニプロ）
注
キョーフィリン静注250mg （杏林）
注
テオカルヂン静注250mg （コーアイセイ）
注
ニチフィリン注250mg （日新製薬）
注
ネオフィリン注250mg （エーザイ）
注
アプニション静注15mg （エーザイ）
注
アミノフィリン静注250mgPB 「日新」（日新製薬）
注
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）

ニチフィリン注PB250mg （日新製薬）
ネオフィリン注PL250mg （エーザイ）
ネオフィリン注点滴用バッグ250mg （エーザイ）
一般用医薬品
錠
セルぺロイシン錠（米田薬品）
国内製品に該当なし
注
注
キット

アミノレックス （Aminorex）
別名：Aminoxafen, Aminoxaphen
アルプレノキシム （Alprenoxime）
アルプレノロール （Alprenolol)

国内製品に該当なし
医療用医薬品
○アルプレノロール塩酸塩製剤
スカジロールカプセル25mg・50mg （寿）
カ
国内製品に該当なし

アンフェタミニル （Amphetaminil）
海外商品名：AN 1, Aponeuron
アンフェタミン （Amphetamine）

国内製品に該当なし

イブテロール （Ibuterol）

国内製品に該当なし

イプラトロピウム （Ipratropium）
海外商品名：Atem, Atrovent, Bitrop, Itrop, Narilet, Rinatec

医療用医薬品
○イプラトロピウム臭化物水和物製剤
アトロベントエロゾル20µg （10mL）（帝人ファーマ）
吸入
医療用医薬品
○エタノール含有製剤
アデノシンP 注射液10mg （わかもと製薬）
注

エタノール （Ethanol）
別名：Ethyl alcohol

他全10,299件

一般用医薬品
○エタノール含有製剤
液剤
キューピーコーワ液（興和＝興和新薬）
他全1,782件

動物用医薬品
○エタノール含有製剤
バンパックス100（フジタ製薬）
液剤
他全17件（成分表示があるもの）
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）

エチルアンフェタミン （Ethylamphetamine）

国内製品に該当なし

エチルモルヒネ （Ethylmorphine）

医療用医薬品
○エチルモルヒネ塩酸塩水和物製剤
散
エチルモルヒネ塩酸塩水和物（第一三共プロファーマ＝第一三共）
医療用医薬品
○エフェドリン塩酸塩製剤
エフェドリン塩酸塩散10% 「マルイシ」（丸石）
散
エフェドリン「ナガヰ」錠25mg （日医工）
錠
エフェドリン「ナガヰ」注射液40mg （日医工）
注
○ジヒドロコデイン･エフェドリン配合剤
セキコデ配合シロップ（500mL）（日医工）
シ
○プロキシフィリン･エフェドリン配合剤
錠
アストモリジン配合胃溶錠（マルホ）
腸溶錠
アストモリジン配合腸溶錠（マルホ）
○ジプロフィリン･ノスカピン配合剤（エフェドリン塩酸塩含有）
錠
アストフィリン配合錠（サンノーバ＝エーザイ）
一般用医薬品
カプセル アルガード鼻炎内服薬Z （ジョンション・アンド・ジョンソン-武田）

エフェドリン （Ephedrine）

他全107件

オキシエチルテオフィリン （Oxyethyltheophylline）
別名：Etofylline
海外商品名：Oxytheonyl, Oxphylline, Phyllocormin N
オキシプロピルテオフィリン （Oxypropyltheophylline）
10-オキソカンファー （10-oxocamphor）

動物用医薬品
○エフェドリン塩酸塩含有製剤
液剤
アイペットヤマイチ（フジタ製薬）
点眼薬 犬チョコ目薬（内外製薬）
点眼薬
クリンアイ（内外製薬）
国内製品に該当なし

国内製品に該当なし
国内製品に該当なし

4

禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）

オクスプレノロール （Oxprenolol）

国内製品に該当なし（ H27 販売中止）

カフェイン （Caffeine）
別名：Coffein, Thein, Guaranine，Methyltheobromine，
海外商品名： No-Doz

医療用医薬品
○カフェイン水和物製剤
末
カフェイン「ケンエー」（健栄）
末
カフェイン「ホエイ」（マイラン＝ファイザー）
末
カフェイン水和物「ヨシダ」（吉田製薬）
末
カフェイン水和物原末「マルイシ」（丸石）
○安息香酸ナトリウムカフェイン製剤
末
安息香酸ナトリウムカフェイン（健栄，山善）
末
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」（丸石）
末
アンナカ「ホエイ」（マイラン＝ファイザー）
末
アンナカ「ヨシダ」（吉田製薬）
アンナカ注「フソー」10%・20% （扶桑）
注
○エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン製剤
クリアミン配合錠A1.0 （日医工）
錠
クリアミン配合錠S 0.5 （日医工）
錠
○シメトリド・無水カフェイン製剤
キョーリンAP2配合顆粒（0.5g）（杏林）
顆
○非ピリン系感冒剤（サリチルアミド・無水カフェイン製剤）
サラザック配合顆粒（1g）（テバ製薬）
顆
セラピナ配合顆粒（1g）（シオノ＝ファイザー＝日本ジェネリック）
顆
トーワチーム配合顆粒（1g）（東和薬品）
顆
PL配合顆粒（1g）（塩野義）
顆
幼児用PL配合顆粒（1g）（塩野義）
顆
ぺレックス配合顆粒（1g）（大鵬薬品）
顆
顆
小児用ぺレックス配合顆粒（大鵬薬品）
マリキナ配合顆粒（1g）（鶴原＝日医工）
顆
錠
ピーエイ配合錠（全星＝田辺三菱＝沢井＝田辺販売＝ニプロ）
○ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤
SG 配合顆粒（1g）（塩野義）
散
○フェニトイン・フェノバルビタール・安息香酸ナトリウムカフェイン製剤
ヒダントールD 配合錠，E配合錠，F配合錠（藤永＝第一三共）
錠
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）

○ミグレニン（アンチピリン・カフェイン）製剤
末
ミグレニン（健栄，ニプロ，中北）
末
ミグレニン「ホエイ」（マイラン＝ファイザー）
末
ミグレニン「マルイシ」（丸石）
○無水カフェイン
末
「純正」無水カフェイン（小堺＝日興製薬販売）
レスピア静注・経口液60mg（ノーベル）
注
一般用医薬品
○無水カフェイン含有製剤
散
アスクロン（大正）
他全2,253件

カルバマゼピン（Carbamazepine）
海外商品名：Biston, Calepsin, Carbatrol, Epitol, Finlepsin,
Sirtal, Stazepine, Tegretol, Telesmin, Timonil

カンフル（Camphor）

動物用医薬品
○カフェイン・無水カフェイン含有製剤
散
犬の風邪薬パインスター（内外製薬）
注
ダンプロン（理研畜産化薬）
注
ラドン（日本全薬工業）
○安息香酸ナトリウムカフェイン製剤
20% アンナカ注（日本全薬工業）
注
アンナカ20% 注「KS」（共立製薬）
注
医療用医薬品
カルバマゼピン細粒50% 「アメル」（共和薬品）
細
カルバマゼピン細粒50% 「フジナガ」（藤永＝第一三共）
細
テグレトール細粒50% （ノバルティス）
細
レキシン50% 細粒（藤永＝第一三共）
細
カルバマゼピン錠100mg・200mg 「アメル」（共和薬品）
錠
カルバマゼピン錠100mg・200mg 「フジナガ」（藤永＝第一三共）
錠
テグレトール錠100mg・200mg （ノバルティス）
錠
レキシン錠100mg・200mg （藤永＝第一三共）
錠
医療用医薬品
○d -カンフル製剤
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）
d -カンフル（小堺）
外用末
○dl -カンフル製剤
「純生」dl- カンフル（小堺＝日興製薬販売）
外用液
外用液
「エビス」カンフル精（日興製薬）
外用液

カンフル精（500mL）（小堺＝日興製薬販売，東洋製化＝小野＝健栄＝吉田製薬，フヂミ，ヤクハン，山善）

東豊カンフル チンキ（500mL）（東豊）
外用液
○カンフル・ハッカ油製剤
軟
凍傷膏（丸石）
○イオウ･カンフル製剤
外用液
イオウ･カンフルローション（東豊＝丸石＝ヤクハン＝吉田製薬）
○サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤（dl -カンフル含有）
スチックゼノールA （40g）（三笠）
噴
○サリチル酸メチル・ジフェンヒドラミン配合剤（dl -カンフル含有）
エアーサロンパス（100mL）（久光）
噴
ハイシップスプレー（100mL）（日本臓器）
噴
○パップ剤（dl -カンフル含有）
MS温シップ「タイホウ」（岡山大鵬＝大鵬薬品＝日本化薬＝三笠）
貼
MS冷シップ「タイホウ」（岡山大鵬＝大鵬薬品＝久光＝三笠＝テイカ製薬）
貼
MS温シップ，冷シップ「タカミツ」（タカミツ＝三和化学＝ファイザー＝コーアイセイ＝日本ジェネリック）
貼
パステル温感ハップ（100g）（大石＝キョーリンリメディオ＝杏林）
貼
パステルハップ（10Kg）（大石＝キョーリンリメディオ＝杏林）
貼
貼
ハーネシップ（シオエ＝日本新薬）
貼
ミルサート温シップ，冷シップ（三友＝東和薬品）
貼
ラクール温シップ，冷シップ（東光＝ラクール）
○フェノール･カンフル製剤
歯科用
歯科用フェノール・カンフル（日本歯科）
歯科用
フェノール・カンフル歯科用消毒液「昭和」（昭和薬化）
歯科用
村上キャンフェニック（アグサジャパン）
歯科用
キャンフェニック「ネオ」（ネオ）
一般用医薬品
○カンフル含有製剤
液剤
アンメルツヨコヨコ（小林製薬）
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）
他全551件

キシラジン （Xylazine）

キンボロン （Quinbolone）

動物用医薬品
○カンフル含有製剤
液剤
外用「ホクト」カンフルチンキ（北都製薬）
カンメルブルー（L）（日本全薬工業）
液剤
液剤
シーサンイチ合剤（理研畜産化薬）
液剤
プレドミン「リケン」（理研畜産化薬）
液剤
ラジオール （キルディア）
軟
アダーガード（フジタ製薬）
軟
アンドレス軟膏（共立製薬）
軟
エチール軟膏（理研畜産化薬）
軟
カンメルパスタ（日本全薬工業）
軟
動物用パスタノーゲン「ホクト」（北都製薬）
軟
ライツパスタ（北都製薬）
ライツパスタC（北都製薬）
軟
軟
レスモナ（理研畜産化薬）
動物用医薬品
注
キシラジン（フジ）（富士ケミカル工業）
注
キシラジン「第一」（富士ケミカル工業）
キシラジン注2%「フジタ」（フジタ製薬）
注
注
キシラジン注（田村製薬）
セデラック2%注射液（日本全薬工業）
注
セラクタール2%注射液（バイエル薬品）
注
国内製品に該当なし

グアイフェネシン （Guaifenesin）
医療用医薬品
別名：Guaiphenesin, Guaiacuran
フストジル注射液50mg（京都＝大日本住友）
注
海外商品名：Colrex, Mucinex, Myoscain, Relaxil G, Resyl, Robitussin一般用医薬品
エスタックAC顆粒
顆
他全139件

クレンブテロール （Clenbuterol）
海外商品名：Monores

医療用医薬品
○クレンブテロール塩酸塩製剤
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）

スピロペント顆粒0.002%，錠10µg（帝人ファーマ）
クレンブテロール塩酸塩錠10µg 「タイヨー」（テバ製薬）
トニール錠10µg （原沢＝日本ジェネリック）
動物用医薬品
○クレンブテロール塩酸塩製剤
注
プラニパート（ベリンガーインゲルハイム ベトメディカジャパン-共立製薬）
シ
ベンチプルミンシロップ（ベリンガーインゲルハイム ベトメディカジャパン-共立製薬）
国内製品に該当なし
顆・錠
錠
錠

クロベンゾレックス （Clobenzorex）

クロルプロマジン （Chlorpromazine）
医療用医薬品
海外商品名：Chlorderazin, Chlorpromados, Contomin, Esmind, 細
ウインタミン細粒（10%）（塩野義）
Fenactil, Novomazina, Promactil, Prozil,
錠
クロルプロマジン塩酸塩錠（鶴原）
Plegomazin, Sanopron, Aminazine, Ampliactil,
コントミン糖衣錠12.5mg・25mg・50mg・100mg （田辺三菱＝吉富薬品）
錠
コントミン筋注10mg・25mg・50mg （田辺三菱＝吉富薬品）
Amplictil, Promazil, Proma, Elmarin, Wintermin
注
○クロルプロマジン・プロメタジン配合剤
ベゲタミン-A配合錠，-B配合錠（塩野義）
錠
クロルプロマジンスルホキシド （Chlorpromazine Sulfoxide）
国内製品に該当なし
別名：Opromazine
海外商品名：Secotil
コカイン （Cocaine）
医療用医薬品
○コカイン塩酸塩製剤
末
コカイン塩酸塩「シオノギ」原末（塩野義）
末
コカイン塩酸塩「タケダ」原末（武田）
コデイン （Codeine）
医療用医薬品
海外商品名：Codicept
○コデインリン酸塩水和物製剤
末
コデインリン酸塩水和物（塩野義，第一三共プロファーマ＝第一三共，武田）
末
コデインリン酸塩「タナベ」原末（田辺三菱工場＝田辺三菱）
コデインリン酸塩散1%（コーアイセイ）
散
散
散
散

コデインリン酸塩散10% （塩野義，第一三共プロファーマ＝第一三共，武田，田辺三菱工場＝田辺三菱，大日本住友）

リン酸コデイン散1% 「コトブキ」（寿）
リン酸コデイン散1% 「日医工」（日医工）
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）

リン酸コデイン散1% 「ヒシヤマ」（ニプロ）
リン酸コデイン散1% 「ホエイ」（マイラン＝ファイザー）
コデインリン酸塩散1% 「シオエ」（シオエ＝日本新薬）
コデインリン酸塩散1% 「第一三共」（第一三共）
コデインリン酸塩散1% 「タカタ」（高田）
コデインリン酸塩散1% 「タケダ」（武田）
コデインリン酸塩散1% 「タナベ」（田辺三菱工場＝田辺三菱）
コデインリン酸塩散1% 「マルイシ」（丸石）
リン酸コデイン散1% 「イワキ」（岩城）
リン酸コデイン散1% <ハチ> （東洋製化＝小野＝健栄）
リン酸コデイン散1% 「フソー」（扶桑）
リン酸コデイン散1% 「メタル」（1g，2g）（中北＝山善＝吉田製薬＝日興製薬販売）
コデインリン酸塩錠（シオエ＝日本新薬，塩野義，第一三共プロファーマ＝第一三共，武田，大日本住友）
リン酸コデイン錠5mg 「ファイザー」（ファイザー）
○桜皮エキス・コデインリン酸塩水和物製剤
内用液 サリパラ・コデイン液（丸石）
濃厚ブロチンコデイン配合シロップ（500mL）（第一三共）
シ
一般用医薬品
○コデイン含有製剤
アネトンせき止めZ 錠（ジョンソン・アンド・ジョンソン）
錠
散
散
散
散
散
散
散
散
散
散
散
散
錠
錠

他全629件

コリンテオフィリン （Choline theophilline）
別名：Theophylline Cholinate, Oxtriphylline, Oxytrimethylline
海外商品名：Sabidal, Teokolin, Teofilcolina, Filoral,
Cholinophylline,Choledyl, Theoxylline,
Soliphylline
サルブタモール （Salbutamol）
別名：Albuterol

国内製品に該当なし（ H22 年販売中止）

医療用医薬品
○サルブタモール硫酸塩製剤
サルブタモール錠2mg 「日医工」（日医工）
錠
ベネトリン錠2mg （GSK）
錠
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）

シクラゾドン （Cyclazodone）

ベネトリンシロップ0.04%（500mL）（GSK）
アイロミールエアゾール100µg （8.9g）（大日本住友）
サルタノールインヘラー100µg （13.5mL）（GSK）
ベネトリン吸入液 0.5% （30mL）（GSK）
国内製品に該当なし

ジヒドロオキシプロピルテオフィリン （Dihydroxytheophilline）

国内製品に該当なし

ジブカイン （Dibucaine）
別名：Benzolin
海外商品名：Nupercaine, Percaine, Cincaine, Sovcaine,
Cinchocaine

医療用医薬品
○アミノ安息香酸エチル・ジブカイン塩酸塩配合剤
プロネスパスタアロマ（20g）（日本歯科）
歯科用
○サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤
ジカベリン注2・5mL （シオノ＝ファイザー＝日本ジェネリック）
注
ジブカルソー注2・5mL（日新製薬＝旭化成ファーマ）
注
タイオゼット注2・5 mL（テバ製薬）
注
トリガイン注2・5 mL（共和薬品）
注
ネオビタカイン注2・5 mL（ビタカイン＝田辺三菱）
注
ビーセルファ注2・5mL（東和薬品）
注
ネオビタカイン注シリンジ2・5 mL（ビタカイン＝田辺三菱）
キット
○パラホルムアルデヒド・ジブカイン塩酸塩配合剤
歯科用
ペリオドン（ネオ）
○ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤（ジブカイン塩酸塩）
坐
プロクトセディル坐薬（味の素製薬）
プロクトセディル軟膏（2g，15g）（味の素製薬）
軟
ヘモレックス軟膏（2g，20 g）（ジェイドルフ＝堀井）
軟
一般用医薬品
○ジブカイン含有製剤
新サニアD 軟膏（ゼリア新薬）
軟

シ
吸入
吸入
吸入

他全89件

動物用医薬品
○ジブカイン塩酸塩含有製剤
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）

エイトンエアゾール （エア・ウォーター・ゾル）
キモトリプシンNZ，-1000，-25（日本全薬工業）
ヒフコール（特殊エアゾール）
ライデン液（フジタ製薬）
ロデオスキンヘルス（エア・ウォーター・ゾル）
医療用医薬品
○シプロヘプタジン塩酸塩水和物製剤
ペリアクチン散1% （日医工）
散
ペリアクチン錠4mg （日医工）
錠
シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04% 「タイヨー」（500mL）（テバ製薬）
シ
ペリアクチンシロップ0.04% （250mL，500mL）（日医工）
シ
国内製品に該当なし
噴
液
噴
液剤
噴

シプロヘプタジン （Cyproheptadine）
海外商品名：Periactinol

ジメチルアンフェタミン （Dimethylamphetamine）
ジモルホラミン （Dimorpholamine）
海外商品名：Amipan T, Theraleptique, Theraptique

医療用医薬品
テラプチク皮下・筋注30mg （エーザイ）
注
テラプチク静注45mg （エーザイ）
注
スコポラミン （Scopolamine）
医療用医薬品
別名：Hyoscine
○スコポラミン臭化水素酸塩水和物製剤
海外商品名：Scop, Scopoderm TTS, Transcop, Transderm Scop 注
ハイスコ皮下注0.5mg （杏林）
○アヘンアルカロイド・スコポラミン製剤
注
オピスコ注射液タナベ（田辺三菱工場＝田辺三菱）
注
パンスコ注（武田）
注
弱オピスコ注射液タナベ（田辺三菱工場＝田辺三菱）
注
弱パンスコ注（武田）
○ロートエキス製剤
散
ロートエキス散（山善，司生堂，日医工＝岩城）
散
ロートエキス散「ケンエー」（健栄）
散
ロートエキス散シオエ（シオエ＝日本新薬）
散
ロートエキス散「ニッコー」（日興製薬＝丸石）
散
ロートエキス散<ハチ> （東洋製化＝小野＝吉田製薬）

12

禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）

ロートエキス散「ホエイ」（マイラン＝ファイザー）
ロートエキス散「JG」（日本ジェネリック）
○炭酸水素ナトリウム・苦味質剤
ベルサン（1.5g）（本草）
散
一般用医薬品
○スコポラミン含有製剤
アーター錠 （協和薬品工業）
錠
散
散

他全266件

スタノゾロール （Stanozolol）
別名：Androstanazole, Stanazol
海外商品名：Stromba, Strombaject, Winstrol
ストリキニーネ （Strychnine）

動物用医薬品
○ロートエキス含有製剤
散
協同胃腸薬（理研畜産化薬）
錠
ディアバスター（共立製薬）
錠
デルクリアー（テバ製薬）
錠
動物用・テスミン（佐藤製薬）
錠
動物用メラーゼ（佐藤製薬）
国内製品に該当なし

医療用医薬品
○ホミカ製剤
末
ホミカエキス（司生堂）
散
ホミカエキス散（司生堂，マイラン＝ファイザー）
散
ホミカエキス散「ニッコー」（日興製薬＝丸石）
内用液
ホミカチンキ（司生堂）
一般用医薬品
○ストリキニーネ含有製剤
カ
ハンビロン（日本薬品＝あかひげ薬局）
カ
マヤ金蛇精（摩耶堂製薬）
○ホミカ含有製剤
顆
バンジアス顆粒（テイカ製薬，白石薬品）
ワクナガ胃腸薬G (湧永製薬）
錠
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）

赤玉はら薬（大和合同製薬）
金魚胃腸薬 (大和合同製薬）
動物用医薬品
○ホミカエキス含有製剤
錠
動物用メラーゼ（佐藤製薬）
散
ボビノン（日本全薬工業）
セレギリン （Selegiline）
医療用医薬品
別名：L-deprenil
○セレギリン塩酸塩製剤
エフピーOD錠2.5 （エフピー）
錠
セレギリン塩酸塩錠2.5mg 「アメル」（共和薬品）
錠
セレギリン塩酸塩錠2.5mg 「タイヨー」（テバ製薬）
錠
テオフィリン （Theophylline）
医療用医薬品
海外商品名：Accurbron, Aerobin, Aerolate, Afonilum,
スロービッド顆粒20% （サンド）
徐放顆
Armophylline, Austyn, Bilordyl, Bronchoretard,
テオドール顆粒20% （0.5g）（田辺三菱）
徐放顆
Bronkodyl, Cetraphylline, Duraphyllin, Diffumal, 徐放顆
テオロング顆粒50% （エーザイ）
Elixophyllin, Etheophyl, Euphyllin, Euphylong,
チルミン錠 100・200mg （鶴原）
徐放錠
LaBID, Lasma, Nuelin, Physpan, Pro-Vent,
テオドール錠50mg・100mg・200mg （田辺三菱）
徐放錠
PulmiDur, Pulmo-Timelets, Respbid, Slo-Bid,
テオフィリン錠100mg・200mg 「アメル」（共和薬品）
徐放錠
Slo-Phyllin, Solosin, Talotren, Teosona,Theobid,
テオフィリン錠50mg 「TYK」（大正薬品＝テバ製薬）
徐放錠
Theoclear, Theochron, Theo-Dur, Theolair, Theon, 徐放錠
テオフィリン錠100mg・200mg 「TYK」（大正薬品＝テバ製薬＝ニプロ）
Theophyl,Theograd, Theostat, Theovent, Unifyl,
テオフィリン徐放錠50mg・100mg・200mg 「サワイ」（沢井）
徐放錠
Uniphyl, Uniphyllin, Xanthium
テオフィリン徐放錠50mg 「ツルハラ」（鶴原）
徐放錠
テオフィリン徐放錠50mg・100mg・200mg 「日医工」（日医工）
徐放錠
テオフィリン徐放U錠100mg・200mg・400mg 「トーワ」（東和薬品）
徐放錠
テオロング錠50mg・100mg・200mg （エーザイ）
錠
ユニコン錠100・200・400 （日医工）
錠
ユニフィルLA錠100mg・200mg・400mg （大塚製薬）
錠
スロービッドカプセル50mg （サンド）
徐放カ
スロービッドカプセル100mg・200mg （サンド＝日本ジェネリック）
徐放カ
テオドールシロップ2% （500mL）（田辺三菱）
シ
テオドールドライシロップ20% （0.4g）（田辺三菱）
シ
錠
散
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）

テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20% 「サワイ」（沢井）
テオフィリン徐放DS小児用20% 「トーワ」（0.4g）（東和薬品＝高田）
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20% 「日医工」（日医工）
テオフィリンドライシロップ20% 「タカタ」（高田）
シ
テルバンスDS20%（0.4g） （メディサ＝エルメッドエーザイ）
シ
アプネカット経口液10mg （興和＝興和創薬）
内用液
一般用医薬品
○テオフィリン含有製剤
顆粒
アネトンせき止め顆粒（ジョンソン・アンド・ジョンソン=武田）
ミルコデ錠A （佐藤製薬）
錠
国内製品に該当なし
シ
シ
シ

テオブロミン （Theobromine）
デキストロアンフェタミン （Dextroamphetamine）
別名：Dexamphetaminel
デクスメデトミジン （Dexmedetomidine）
別名：Dexamphetaminel

テストステロン （Testosterone）
海外商品名；Andro, Androderm, Andropatch, Mertestate,
Oreton, Testoderm, Testgel, Testolin, Testro AQ,
Virosterone

国内製品に該当なし
医療用医薬品
○デクスメデトミジン塩酸塩製剤
プレセデックス静注液200µg 「ホスピーラ」（ホスピーラ）
注
プレセデックス静注液200µg 「マルイシ」（丸石）
注
医療用医薬品
○テストステロンエナント酸エステル製剤
エナルモンデポー筋注125mg・250mg （あすか製薬＝武田）
注
テスチノンデポー筋注用125mg・250mg （持田）
注
テストロンデポー筋注250mg （富士製薬）
注
○テストステロンエナント酸エステル・エストラジオール吉草酸エステル製剤
注
ダイホルモン・デポー注（持田）
注
プリモジアン・デポー筋注（富士製薬）
○テストステロンプロピオン酸エステル製剤
エナルモン注10・25 （あすか製薬＝武田）
注
○テストステロン・エストラジオール製剤
注
ボセルモン水懸注（あすか製薬＝武田）
○テストステロン・エストラジオール配合剤
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）
注
ボセルモンデポー筋注（あすか製薬＝武田）
一般用医薬品
○テストステロン含有製剤
軟
グローミン（大東製薬）
他全14件

デトミジン （Detomidine）
テトラカイン （Tetracaine）
別名：Dicain, Amethocaine
海外商品名：Anethaine, Decicain, Pantocaine, Pontocaine,
Tonexol

デプレニル （Deprenil）
テルブタリン （Terbutaline）

トラマドール （Tramadol）

動物用医薬品
○テストステロンエナント酸エステル製剤
注
動物用エナルモンデポー（あすかアニマルヘルス）
国内製品に該当なし
医療用医薬品
○テトラカイン塩酸塩製剤
テトカイン注用20mg 「杏林」（杏林）
注射用
コーパロン歯科用表面麻酔液6%（昭和薬化）
歯科用
○アミノ安息香酸エチル・ジブカイン塩酸塩配合剤
プロネスパスタアロマ（20g）（日本歯科）
歯科用
国内製品に該当なし
医療用医薬品
○テルブタリン硫酸塩製剤
コンボン細粒1% （辰巳）
細
テルブタリン硫酸塩細粒1% 「TCK」 （辰巳）
細
コンボン錠2mg （辰巳＝日本ジェネリック）
錠
テルブタリン硫酸塩錠2mg 「TCK」 （辰巳＝日本ジェネリック）
錠
ブリカニール錠2mg （アストラゼネカ）
錠
ブリカニールシロップ0.5mg/mL （500mL）（アストラゼネカ）
シ
ブリカニール皮下注0.2mg （アストラゼネカ）
注
医療用医薬品
○トラマドール塩酸塩製剤
トラマールOD錠25mg・50mg （日本新薬）
錠
ワントラム錠100mg （日本新薬）
徐放錠
トラマールカプセル25mg・50mg （日本新薬）
カ

16

禁止薬物名

トランスパイオキソカンファー (Transpioxocamphor)
トレンボロン （Trenbolone）
別名：Trienbolone, Trienolone
ナンドロロン （Nandrolone）

禁止薬物含有品等（国内品）

トラマール注100 （日本新薬）
注
○トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン製剤
錠
トラムセット配合錠（ヤンセン＝持田）
国内製品に該当なし
国内製品に該当なし
国内製品に該当なし

ニケタミド （Nikethamide）
国内製品に該当なし
海外商品名：Anacardone, Astrocar, Carbamidal, Cardamine,
Cardiamid, Cardimon, Coracon, Coractiv N,
Coramine, Cordiamin, Corediol, Cormed, Cormid,
Corvitol, Corvotone, Dynacoryl, Eucoran,
Inicardio, Niamine, Nicamide, Nicor, Nicorine,
Nikardin，Pyricardyl, Salvacard, Stimulin,
Ventramine
ニコチン （Nicotine）
医療用医薬品
海外商品名：Habitrol, Nicabate, Nicoderm CQ, Nicolan
○ニコチン製剤
ニコチネルTTS10・20・30 （ノバルティス）
貼
一般用医薬品
ニコチネル スペアミント（ノバルティスファーマ）
他
他全12件

ノスカピン （Noscapine）
別名：Narcosine, Methoxyhydrastine, Opian, Opianine,
海外商品名：Nipaxon, Noscapalin, Tusscapine

医療用医薬品
末
「純生」ノスカピン（小堺）
○ジプロフィリン・ノスカピン配合剤
錠
アストフィリン配合錠（サンノーバ＝エーザイ）
○ジプロフィリン・メトキシフェナミン配合剤
カ
アストーマ配合カプセル（日医工）
一般用医薬品
○ノスカピン含有製剤
散
アスクロン（大正製薬）
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）
他全188件

バルビタール （Barbirtal）
別名：Barbitone
海外商品名：Veronal
バルビツール酸誘導体
アモバルビタール （Amobarbital）
別名：Barbamil, Amylobarbitone, Pentymal
海外商品名：Amal, Amasust, Amytal, Eunoctal, Isomytal,
Mylodorm, Sednotic, Stadadorm
アロバルビタール （Aｌobarbital）
別名：Allobarbitone
海外商品名：Dial
シクロバルビタール （Cyclobarbital）
別名：Cyclobarbitone, Hexemal, Tetrahydrophenobarbital
海外商品名：Cavonyl, Cyclodorm, Cyklodorm, Fanodormo,
Irifan, Namuron, Palinum, Phanodorm, Phanodorn, Philodorm, Pralumin, Pro-Sonil, Sonaform
セコバルビタール （Secobarbital）
別名：Meballymal, Quinalbarbitone
海外商品名：Barbosec, Immenoctal, Pramil, Quinalspan,
Sedutain, Seconal, Seotalnatrium
チアミラール （Thiamylal）
別名：Thioseconal

チオペンタール （Thiopental）
別名：Thiomebumal, Penthiobarbital, Thiopentone,
Thionembutal
海外商品名：Intraval, Nesdonal, Pentothal, Trapanal
フェノバルビタール （Phenobarbital）

医療用医薬品
末
バルビタール（マイラン＝ファイザー）

医療用医薬品
末
イソミタール原末（日本新薬）

国内製品に該当なし（ H23 年販売中止）

国内製品に該当なし

医療用医薬品
○セコバルビタールナトリウム製剤
注射用アイオナール・ナトリウム（0.2）（日医工）
注射用
医療用医薬品
○チアミラールナトリウム製剤
イソゾール注射用0.5g （日医工）
注射用
チトゾール注用 0.3g・0.5g （杏林）
注射用
医療用医薬品
○チオペンタールナトリウム製剤
ラボナール注射用0.3g・0.5g （田辺三菱）
注射用
医療用医薬品
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禁止薬物名

別名：Phenobarbitone
海外商品名：Agrypnal, Barbiphenyl, Barbipil, Gardenal,
Luminal, Phenobal

プリミドン （Primidone）
別名：2-desoxyphenobarbital

ヘキソバルビタール （Hexobarbital）
別名：Methylhexabital, Methexenyl, Enhexymal, Hexobarbitone
海外商品名：Citodon, Citopan, Cyclonal, Dorico, Evipal,
Evipan, Hexanastab, Noctivane, Sombucaps,
Sombulex, Somnalert
ペントバルビタール （Pentobarbital）

禁止薬物含有品等（国内品）
○フェノバルビタール製剤
末
フェノバール原末（藤永＝第一三共）
末
フェノバルビタール「ホエイ」（マイラン＝ファイザー）
フェノバルビタール散10% （マイラン＝ファイザー＝日本ジェネリック）
散
フェノバール散10% （100g，500g） （藤永＝第一三共）
散
フェノバルビタール散10% 「シオエ」 （シオエ＝日本新薬）
散
フェノバルビタール散10% 「マルイシ」 （丸石）
散
フェノバール錠30mg （藤永＝第一三共）
錠
フェノバールエリキシル0.4% （500mL） （藤永＝第一三共）
内用液
フェノバール注射液100mg （藤永＝第一三共）
注
ノーベルバール静注用250mg （ノーベル）
注射用
ルピアール坐剤25・50・100 （久光）
坐
ワコビタール坐剤15・30・50・100 （高田）
坐
○フェニトイン・フェノバルビタール製剤
錠
複合アレビアチン配合錠（大日本住友）
○フェニトイン・フェノバルビタール・安息香酸ナトリウムカフェイン製剤
ヒダントールD 配合錠（藤永＝第一三共）
錠
ヒダントールE 配合錠（藤永＝第一三共）
錠
ヒダントールF 配合錠（藤永＝第一三共）
錠
○メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール製剤
トランコロンP 配合錠（アステラス）
錠
医療用医薬品
○プリミドン製剤
プリミドン細粒99.5% 「日医工」（日医工）
細
プリミドン錠250mg 「日医工」（日医工）
錠
国内製品に該当なし

医療用医薬品
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禁止薬物名

別名：Mebubarbital, Pentobarbitone
海外商品名：Neodorm

メタルビタール （Metharbital）
海外商品名：Gemonil
メホバルビタール （Mephobarbital）
別名：Methylphenobarbital
海外商品名：Phemiton, Prominal, Mebaral
バンブテロール （Bambuterol）
ピプラドロール （Pipradrol）
別名：Pipradol
ファンプロファゾン （Famprofazone）

禁止薬物含有品等（国内品）
○ペントバルビタールカルシウム製剤
ラボナ錠50mg （田辺三菱）
錠
動物用医薬品
○ペントバルビタールナトリウム製剤
注
ソムノペンチル（共立製薬）
国内製品に該当なし
国内製品に該当なし

国内製品に該当なし
国内製品に該当なし
国内製品に該当なし

フェネチリン （Fenethylline）
別名：Theophyllineethylamphetamine
フェンカミン （Fencamine）

国内製品に該当なし

フェンプロポレックス （Fenproprex）

国内製品に該当なし

フラザボール （Furazabol）
別名：Androfrazanol, Furazalon
海外商品名：Frazalon, Miotolon, Myotolon
フルオキシメステロン （Fluoxymesterone）
海外商品名：Androfluorene, Androfluorone, Halotestin,
Oratestin, Ora-Testryl, Testoral, Ultandren
ブルシン （Brucine）

国内製品に該当なし

国内製品に該当なし

国内製品に該当なし（ H18 年販売中止）

医療用医薬品
○ホミカ製剤
末
ホミカエキス（司生堂）
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）
ホミカエキス散（司生堂，マイラン＝ファイザー）
ホミカエキス散「ニッコー」（日興製薬＝丸石）
内用液
ホミカチンキ（司生堂）
一般用医薬品
○ホミカ含有製剤
顆
バンジアス顆粒（テイカ製薬，白石薬品）
ワクナガ胃腸薬G (湧永製薬）
錠
錠
赤玉はら薬（大和合同製薬）
金魚胃腸薬 (大和合同製薬）
散
動物用医薬品
○ホミカエキス含有製剤
錠
動物用メラーゼ（佐藤製薬）
散
ボビノン（日本全薬工業）
国内製品に該当なし
散
散

フルフェノレックス （Furfenorex）
プレニラミン （Prenylamine）
海外商品名：Elecor
プロカイン （Procaine）

国内製品に該当なし
医療用医薬品
○プロカイン塩酸塩製剤
プロカイン塩酸塩注射液（5mL・10mL）（日医工）
注
0.5%塩酸プロカイン注射液「トーワ」（1mL・2mL）（東和薬品）
注
1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」（日新製薬）
注
2%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」（日新製薬）
注
塩プロ1%注「小林」（1mL・2mL)（共和クリティケア＝日本ジェネリック）
注
塩プロ1%注「小林」（5mL)（共和クリティケア）
注
プロカニン注0.5%・1% （光）
注
ロカイン注1%（1mL・2mL・5mL）・2%（1mL・2mL・5mL） （扶桑＝アルフレッサファーマ）
注
外用末
塩酸プロカイン「ホエイ」（マイラン＝ファイザー）
外用末
プロカイン塩酸塩原末「マルイシ」（丸石）
一般用医薬品
○プロカイン含有製剤
散
トノス（大東製薬工業）
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）
パピナリン（原沢製薬工業）
レーバンG ローション（万協製薬＝日邦薬品工業）
動物用医薬品
○プロカイン塩酸塩製剤
動物用塩プロ注「KS」（共立製薬）
注
○プロカイン塩酸塩・アドレナリン製剤
注
アドサン（理研畜産化薬）
○ベンジルペニシリンプロカイン製剤
懸濁水性プロカインペニシリンG 「meiji」（日本全薬工業）
注
懸濁水性プロカインペニシリンG 注 NZ （日本全薬工業）
注
懸濁水性プロカインペニシリンG明治（Meiji Seika ファルマ）
注
動物用懸濁水性プロカインペニシリンG （田村製薬）
注
動物用懸濁水性プロカインペニシリンG 注射液「理研」 （理研畜産化薬）
注
動物用プロカインペニシリンG ゾル「KS」（共立製薬）
注
○ベンジルペニシリンプロカイン・ジヒドロストレプトマイシン硫酸塩製剤
懸濁水性マイシリン注NZ （日本全薬工業）
注
動物用マイシリンゾル「KS」（共立製薬）
注
マイシリンゾル「meiji」（日本全薬工業）
注
注
マイシリン・ゾル「タムラ」（田村製薬）
マイシリンゾル明治（Meiji Seika ファルマ）
注
注
理研マイシリン（理研畜産化薬）
乾乳用軟膏A（日本全薬工業）
軟
S.P.乳軟シリンジL 「KS」（共立製薬）
軟
ベルマイシンSP 「タムラ」（田村製薬）
軟
グルコマイシンSP 「タムラ」（田村製薬）
軟
乾乳用ホーミングDC （理研畜産化薬）
液剤
グリコパールS （田村製薬）
液剤
液剤
子宮内膜炎用ホーミングマイシン（理研畜産化薬）
内膜炎用ネオポリシダールA （日本全薬工業）
液剤
ニューサルマイA・S （日本全薬工業）
液剤
ベルマイシン内膜ゲルS （田村製薬）
液剤
ホーミングMC （理研畜産化薬）
液剤
点鼻
液剤
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）

マストップ・L （共立製薬）
リケプロマイシンPD （理研畜産化薬）
マイシリン・エアゾール「タムラ」（田村製薬）
○ベンジルペニシリンプロカイン・カナマイシン硫酸塩製剤
メイリッチPK，2PK （科学飼料研究所＝Meiji Seika ファルマ）
散
カナマスチンディスポ（Meiji Seika ファルマ＝ノルブルック）
注
カナマスチンKP 「タムラ」（田村製薬）
軟
タイニーPK・PKW（フジタ製薬）
軟
○ベンジルペニシリンプロカイン・フラジオマイシン硫酸塩製剤
ハイポリA・S （日本全薬工業）
液剤
○ベンジルペニシリンプロカイン・ストレプトマイシン硫酸塩製剤
メイリッチ PS，2PS，10PS （科学飼料研究所＝Meiji Seika ファルマ）
散
ピー・エス散，ピー・エス散2・5 （フジタ製薬）
散
医療用医薬品
○プロカテロール塩酸塩水和物製剤
メプチン顆粒0.01% （大塚製薬）
顆
エプカロール錠25µg・50µg （東和薬品）
錠
プロカテロール塩酸塩錠25µg・50µg 「サワイ」（沢井）
錠
プロカテロール塩酸塩錠25µg・50µg 「テバ」（大正薬品＝テバ製薬）
錠
プロカテロール塩酸塩錠25µg・50µg 「日医工」（日医工）
錠
マーヨン錠「25µg」（辰巳＝日本ジェネリック）
錠
マーヨン錠「50µg」（辰巳）
錠
メチレフト錠25・50 （沢井）
錠
メプチン錠50µg （大塚製薬）
錠
メプチンミニ錠25µg （大塚製薬）
錠
エプカロールシロップ5µg/mL（500mL）（東和薬品）
シ
プロカテロール塩酸塩シロップ5µg/mL （テバ）（500mL）（大正薬品＝テバ製薬）
シ
プロカテロール塩酸塩シロップ5µg/mL （日医工）（500mL）（日医工）
シ
メプチンシロップ5µg/mL （500mL）（大塚製薬）
シ
レンブリスシロップ5µg/mL （500mL）（日新製薬＝ファイザー）
シ
エステルチンドライシロップ0.01% （高田＝日本化薬）
シ
メプチンドライシロップ0.005% （大塚製薬）
シ
液剤
液剤
噴

プロカテロール （Procaterol）
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）

メプチンエアー10µg 吸入100回（5mL）（大塚製薬）
メプチンキッドエアー5µg 吸入100回（2.5mL）（大塚製薬）
メプチンクリックヘラー10µg （大塚製薬）
メプチンスイングヘラー10µg 吸入100回（大塚製薬）
メプチン吸入液ユニット0.3mL・0.5mL （大塚製薬）
メプチン吸入液0.01% （30mL）（大塚製薬）
フロセミド （Furosemide）
医療用医薬品
別名：Frusemide, Fursemide
フロセミド細粒4% 「EMEC」（エルメッドエーザイ）
細
海外商品名：Aisemide, Beronald, Desdemin, Discoid, Diural,
ラシックス細粒4% （サノフィ＝日医工）
細
フロセミド錠10mg・20mg・40mg 「NP」（ニプロ）
Dryptal, Durafurid, Errolon, Eutensin, Frusetic,
錠
フロセミド錠20mg・40mg 「テバ」（テバ製薬）
Frusid, Fulsix, Fuluvamide, Furesis, Furo-Puren,
錠
フロセミド錠20mg・40mg 「JG」（日本ジェネリック）
Furosedon, Hydro-rapid, Impugan, Katlex, Lasilix, 錠
フロセミド錠40mg 「イセイ」（コーアイセイ）
Lasix, Lowpston, Macasirool, Mirfat, Nicorol,
錠
フロセミド錠40mg 「トーワ」（東和薬品）
Odemase, Oedemex, Profemin, Rosemide, Rusyde, 錠
ラシックス錠10mg・20mg・40mg （サノフィ＝日医工）
Trofruit, Urex
錠
オイテンシンカプセル40mg （サノフィ＝日医工）
徐放カ
フロセミド注20mg 「タイヨー」（テバ製薬）
注
フロセミド注20mg 「テバ」（テバ製薬）
注
フロセミド注射液20mg 「日医工」（日医工）
注
フロセミド注20mg 「トーワ」（東和薬品）
注
ラシックス注20mg・100mg （サノフィ＝日医工）
注
フロセミド注20mg シリンジ「タイヨー」（テバ製薬）
キット
フロセミド注20mg シリンジ「テバ」（テバ製薬）
キット
動物用医薬品
○フロセミド製剤
注
ディマゾン注（インターベット）
ディマゾン注1% （共立製薬）
注
プロピオニルプロマジン （Propionylpromazine）
国内製品に該当なし
吸入
吸入
吸入
吸入
吸入
吸入

プロプラノロール （Propranolol）
海外商品名：Avlocardyl, Euprovasin

医療用医薬品
○プロプラノロール塩酸塩製剤
インデラル錠10mg （アストラゼネカ）
錠
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）

ソラシロール錠10mg （東和薬品）
プロプラノロール塩酸塩錠10mg 「日医工」（日医工）
プロプラノロール塩酸塩錠10mg 「ツルハラ」（鶴原）
プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg 「サワイ」（沢井）
徐放カ
インデラル注射液2mg （アストラゼネカ）
注
国内製品に該当なし
錠
錠
錠

プロマジン （Promazine）
ベタキソロール （Betaxolol）

ペモリン （Pemoline）
別名：Azoxodone
海外商品名：Azoksodon, Cylert, Deltamine, Hyton Asa,
Kethamed, Nitan, Pioxol, Pondex, Senior,
Sigmadyn, Stimul, Tradon, Volital, Stimul,
Tradon, Volital
ヘロイン （Heroin）
別名：Diacetylmorphine
ベンズフェタミン （Benzphetamine）
別名：Diacetylmorphine

医療用医薬品
○ベタキソロール塩酸塩剤
ケフナン錠5mg・10mg （東和薬品）
錠
ケルロング錠5mg・10mg （サノフィ）
錠
タルロング錠5mg・10mg （大正薬品＝テバ製薬）
錠
ベタキソロール塩酸塩錠5mg・10mg 「サワイ」 （沢井＝日本ジェネリック）
錠
ベタキソロール塩酸塩錠5mg・10mg 「テバ」 （テバ製薬）
錠
ベタキール錠5・10 （沢井＝日本ジェネリック）
錠
点眼液 ベタキソロール点眼液0.5% 「SW」（5mL） （沢井＝日東メディック）
点眼液 ベタキソン点眼液0.5% （5mL）（日本点眼薬）
点眼液 ベタキール0.5%点眼液 （沢井＝日東メディック）
点眼液 ベトプティック点眼液0.5% （5mL）（アルコン）
点眼液 ベトプティック エス懸濁性点眼液0.5% （5mL）（アルコン）
医療用医薬品
ベタナミン錠10mg・25mg・50mg （三和化学）
錠

国内製品に該当なし
国内製品に該当なし
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禁止薬物名
ベンゾジアゼピン誘導体
オキサゾラム （Oxazoｌam）
別名：Oxazolazepam
海外商品名：Hializan, Serenal, Tranquit
クロラゼプ酸二カリウム （Clorazepate dipotassium）
海外商品名：Belseren, Mendon, Tranxilene, Tranxilium,
Transene, Tranxene
クロルジアゼポキシド （Chlordiazepoxide）
別名：Clopoxide
海外商品名：Helogaphen, Libritabs, Multum, Risolid,
Silibrin, Tropium

ケタゾラム （Ketazolam）
海外商品名：Anseren, Unakalm
ジアゼパム （Diazepam）
別名：Diacepin
海外商品名：Apaurin, Atensine, Atilen, Bialzepam, Calmpose, Ceregulart,

禁止薬物含有品等（国内品）
医療用医薬品
セレナール散10% （第一三共）
散
オキサゾラム細粒10% 「イセイ」（コーアイセイ）
細
セレナール錠5・10 （第一三共）
錠
医療用医薬品
メンドンカプセル7.5mg （アボット）
カ
医療用医薬品
散
クロルジアゼポキシド散（鶴原）
コントール散1%・10% （武田）
散
バランス散10% （丸石）
散
クロルジアゼポキシド錠（5mg・10mg） （鶴原）
錠
5mg コントール錠（武田）
錠
10mg コントール錠（武田）
錠
バランス錠5mg・10mg （丸石）
錠
国内製品に該当なし

医療用医薬品
ジアゼパム散1% 「アメル」（共和薬品）
散
セルシン散1% （武田）
散
ホリゾン散1% （丸石）
Dialar, Diazemuls, Dipam, Eridan, Eurosan, Evacalm, Faustan,
散
ジアゼパム錠2 「サワイ」（沢井）
Gewacalm, Horizon, Lamra, Lembrol, Levium, Mandrozep,
錠
ジアゼパム錠2mg・5mg 「ツルハラ」（鶴原）
Neurolytril, Noan, Novazam, Paceum, Pacitran, Paxate, Pro錠
ジアゼパム錠 2 ・5「トーワ」（東和薬品）
Pam, Q-Pam, Relanium, Sedapam, Seduxen, Servizepam, Setonil, 錠
ジアゼパム錠2mg・5mg 「アメル」（共和薬品）
Solis, Stesolid, Tranquase, Tranquo-Puren, Tranquo-Tablinen,
錠
ジアパックス錠2mg・5mg （大鵬薬品）
Unisedil, Valaxona, Valiquid, Valium, Valrelease, Vival, Vivol 錠
2mg セルシン錠（武田）
錠
5mg セルシン錠（武田）
錠
10mg セルシン錠（武田）
錠
セレナミン錠2mg・5mg （旭化成ファーマ）
錠
ホリゾン錠2mg・5mg （丸石）
錠
ジアゼパム錠10mg 「ツルハラ」（鶴原）
錠
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）

セルシンシロップ0.1% （100mL）（武田）
ジアゼパム注射液5mg・10mg 「タイヨー」（テバ製薬）
セルシン注射液5mg・10mg （武田）
ホリゾン注射液10mg （丸石）
ダイアップ坐剤4・6・10 （高田）
国内製品に該当なし
シ
注
注
注
坐

デモキセパム （Demoxepam）
ノルダゼパム （Nordazepam）
別名：Desmethyldiazepam, Nordiazepam, DMDZ
海外商品名：Calmday, Madar, Nordaz, Praxadium, Stilny
ハラゼパム （Halazepam）
別名：Paxipam
ピナゼパム （Pinazepam）
海外商品名：Domar, Duda
フォサゼパム （Fosazepam）
プラゼパム （Prazepam）
海外商品名：Centrax, Demetrin, Lysanxia, Prazene,
Sedapran, Settima, Trepidan, Verstran
メダゼパム （Medazepam）
海外商品名：Ansilan, Diepin, Medazepol, Megasedan,
Narsis, Nobrium, Psiquium, Resmit, Rudotel,
Tranquilax
ペンタゾシン （Pentazocine）
海外商品名：Fortralin

国内製品に該当なし

国内製品に該当なし
国内製品に該当なし
国内製品に該当なし
国内製品に該当なし（ H24 年販売中止）

医療用医薬品
メダゼパム錠2・5 （ツルハラ）（鶴原）
錠
レスミット錠2・5 （塩野義）
錠
医療用医薬品
ソセゴン錠25mg （丸石）
錠
ペルタゾン錠25 （あすか製薬＝日本化薬）
錠
ペンタジン錠25 （第一三共）
錠
ソセゴン注射液15mg・30mg （丸石）
注
トスパリール注15 （小林化工）
注
トスパリール注30mg （小林化工）
注
ペンタジン注射液15・30 （第一三共）
注
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）

ペンテトラゾール （Pentetrazol）
別名：Pentylenetetrazole
海外商品名：Cardiazol, Cenalene-M, Cenazol, Coranormol,
Corazole, Corvasol, Deumacard, Gewazol,
Korazol, Metrazol, Phrenazol, Ventrazol
ボルジオン （Boldione）

国内製品に該当なし

ボルデノン （Boldenone）
別名：Dehydrotestosterone
メサピリレン （Methapyrilene）
別名：Thenylpyramine
海外商品名：Thenylene, Pyrathyn, Thionylan, Histadyl,
Restryl, Rest-On, Sleepwell, Paradormalene,
Pyrinistab, Pyrinistol, Lullamin
メソカルブ （Mesocarb）

国内製品に該当なし

メタンフェタミン （Methamphetamine）
別名：Norodin

医療用医薬品
○メタンフェタミン塩酸塩製剤
末
ヒロポン（大日本住友）
錠
ヒロポン錠（大日本住友）
注
ヒロポン注射液（大日本住友）
医療用医薬品
○dl -メチルエフェドリン塩酸塩製剤
dl -メチルエフェドリン塩酸塩散10% （三恵，三和化学）
散
dl -塩酸メチルエフェドリン散10% 「メタル」（中北＝吉田製薬＝日興製薬販売）
散
メチエフ散10% （田辺三菱）
散
メチルエフェドリン散10% 「フソー」（扶桑）
散
dl -メチルエフェドリン塩酸塩散10% 「マルイシ」（丸石）
散
メチルホエドリン散10% （マイラン＝ファイザー）
散
メチエフ注40mg （田辺三菱）
注
○dl -メチルエフェドリン塩酸塩・ジプロフィリン製剤

メチルエフェドリン （Methylephedrine）

国内製品に該当なし

国内製品に該当なし

国内製品に該当なし
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）
坐
アニスーマ坐剤（長生堂＝日本ジェネリック）
○ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤
カフコデN 配合錠（ファイザー）
錠
○鎮咳配合剤
クロフェドリンS配合散（キョーリンリメディオ＝杏林）
散
ニチコデ配合散（1g）（日医工）
散
散
プラコデ配合散（小林化工）
クロフェドリンS配合錠（キョーリンリメディオ＝杏林）
錠
錠
フスコデ配合錠（アボット）
クロフェドリンS配合シロップ（500mL）（キョーリンリメディオ＝杏林＝辰巳＝陽進堂）
シ
フスコデ配合シロップ（500mL）（アボット）
シ
フスコブロン配合シロップ（500mL）（テバ製薬）
シ
プラコデ配合シロップ（500mL）（小林化工）
シ
ミゼロン配合シロップ（500mL）（コーアイセイ）
シ
ムコブロチン配合シロップ（500mL）（東和薬品）
シ
ライトゲン配合シロップ（500mL）（帝人ファーマ）
シ
一般用医薬品
○メチルエフェドリン含有製剤
錠
エスエスブロン錠（エスエス製薬）
他全984件

動物用医薬品
○dl -メチルエフェドリン塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩製剤
注
フスクロン注（共立製薬）
○ジフェンヒドラミン塩酸塩・メチルエフェドリン塩酸塩・カフェイン製剤
注
ラドン（日本全薬工業）
○カフェイン・アンチピリン・dl -メチルエフェドリン塩酸塩・ジフェンヒドラミン塩酸塩製剤
注
ダンプロン（理研畜産化薬）
○スルピリン・dl -メチルエフェドリン塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩製剤
注
ネオアス注射液（東亜薬品工業）
ネオアスP（東亜薬品工業）
注
○dl -メチルエフェドリン塩酸塩・アンチピリン製剤
注
スパドリン注（理研畜産化薬）
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禁止薬物名
17α-メチルステロイド類
オキシメトロン （Oxymetholone）
別名：Anasterone
海外商品名：Adroyd, Anapolon, Anadrol, Pardroyd,
Plenastril, Protanabol, Nastenon, Synasteron
メスタノロン （Mestanolone）
海外商品名：Anabo, Antalone, Duramin, Mechiaron,
Prohormo, Protenolon, Tantarone
メタンジエノン （Methandienone）
別名：Methandrostenolone
海外商品名：Danabol, Nerobol, Nabolin, Stenolon, Dianabol
メタンドリオール （Methandriol）
別名：Methylandrostendiol, Mestenediol
海外商品名：Masdiol, Metocryst, Metildiolo, Androdiol,
Metidione, Nabadial, Neosteron, Diolandrone,
Stenediol, Protandren, Neostene, Crestabolic,
Diolostene, Metendiol, Metandiol, Methandiol,
Methanabol, Methostan, Neutrormone,
Neutrormone, Neutrosteron, Androteston-M,
Megabion, Notandron
メチルテストステロン （Methyltestosterone）
海外商品名：Android, Metandren, Neohombreol M, Oreton，
Methyl, Testred

禁止薬物含有品等（国内品）
国内製品に該当なし

国内製品に該当なし（ H22 年販売中止）

国内製品に該当なし

国内製品に該当なし

医療用医薬品
○メチルテストステロン製剤
エナルモン錠25mg （あすか製薬＝武田）
錠
一般用医薬品
○メチルテストステロン含有製剤
錠
金蛇精（糖衣錠） （摩耶堂製薬＝大和製薬）
錠
ブリズマホルモン錠（原沢製薬工業＝宝仙堂，メイクトモロー）
活力・M （東南製薬）
カ
カ
マヤ金蛇精（カプセル） （摩耶堂製薬）
オットビンS （ヴィタリス製薬＝あかひげ薬局）
液剤
外用ホルモン塗布剤オットビン （ヴィタリス製薬＝大和製薬）
液剤
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）
強力バロネス（日新製薬）
ブリズマホルモン精（原沢製薬工業＝宝仙堂）
ベレウス（協和新薬＝森下仁丹，三友薬品）
ミクロゲン・パスタ（啓芳堂製薬）
医療用医薬品
○メチルフェニデート塩酸塩製剤
リタリン散1% （ノバルティス）
散
リタリン錠10mg （ノバルティス）
錠
コンサータ錠18mg・27mg・36mg （ヤンセン）
徐放錠
動物用医薬品
注
ドミトール（日本全薬工業）
注
ドルベネ注（共立製薬）
注
メデトミジン注「フジタ」（フジタ製薬）
メデトミン注「Meiji」（フジタ製薬）
注
注
メデトミン注「フジタ」（フジタ製薬）
医療用医薬品
プリモボラン錠5mg （バイエル）
錠
プリモボラン・デポー筋注100mg （富士製薬）
注
医療用医薬品
ロバキシン顆粒90% （あすか製薬＝武田）
顆
一般用医薬品
○メトカルバモール含有製剤
錠
ドキシン錠（武田）
医療用医薬品
○メトキシフェナミン塩酸塩製剤
メトキシフェナミン塩酸塩錠100mg 「トーワ」（東和薬品）
錠
○ジプロフィリン・メトキシフェナミン配合剤
カ
アストーマ配合カプセル（日医工）
一般用医薬品
○メトキシフェナミン含有製剤
散
アスクロン（大正製薬）
カ
アストーマゴールド（新新薬品工業）
液剤
液剤
液剤
液剤

メチルフェニデート （Methylphenidate）
別名：Methylphenidan

メデトミジン（Medetomidine）

メテノロン （Methenolone）
別名：Metenolone
メトカルバモール （Methocarbamol）
海外商品名：Neuraxin, Miolaxene, Lumirelax, Etroflex,
Delaxin, Robamol, Traumacut, Tresortil,
Relestrid, Robaxin
メトキシフェナミン （Methoxyphenamine）
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禁止薬物名
メトプロロール （Metoprolol）

メフェノレックス （Mefenorex）
モダフィニル （Modafinil）
海外商品名：Attenace, Provigil
モルヒネ （Morphine）
別名：Morphium, Morphia
海外商品名：Avinza, Dolcontine, Kadian, Kapanol, Morcap,
Moscontine, MS Contin, MSIR, MST Continus,
Oramorph, Sevredol

禁止薬物含有品等（国内品）
シ
エスカップこども用鼻炎シロップ（エスエス製薬）
医療用医薬品
○メトプロロール酒石酸塩製剤
セロケン錠20mg（アストラゼネカ）
錠
メトプリック錠20mg・40mg （テバ製薬）
錠
メトプロロール酒石酸塩錠20mg・40mg 「サワイ」（沢井）
錠
メトプロロール酒石酸塩錠20mg・40mg 「テバ」（テバ製薬）
錠
メトプロロール酒石酸塩錠20mg・40mg 「トーワ」（東和薬品）
錠
メトプロロール酒石酸塩錠20mg・40mg 「JG」（長生堂＝日本ジェネリック）
錠
メトプロロール酒石酸塩錠20mg 「TCK」（辰巳＝日本ジェネリック）
錠
メトプロロール酒石酸塩錠40mg 「TCK」（辰巳）
錠
メトプロロール酒石酸塩錠20mg・40mg 「YD」（陽進堂）
錠
ロプレソール錠20mg・40mg （ノバルティス）
錠
セロケンL錠 120mg （アストラゼネカ）
徐放錠
ロプレソールSR錠 120mg （ノバルティス）
徐放錠
国内製品に該当なし

医療用医薬品
モディオダール錠100mg （アルフレッサファーマ＝田辺三菱）
錠
医療用医薬品
○モルヒネ塩酸塩水和物製剤
末
モルヒネ塩酸塩水和物（塩野義，第一三共プロファーマ＝第一三共，武田）
錠
モルヒネ塩酸塩錠（大日本住友）
パシーフカプセル30mg・60mg・120mg （武田）
徐放カ
オプソ内服液5mg （2.5mL）（大日本住友）
内用薬
オプソ内服液10mg （5mL）（大日本住友）
内用薬
注
注
注
注
キット
坐

モルヒネ塩酸塩注射液（1% 1mL・5mL） （塩野義，第一三共プロファーマ＝第一三共，武田，田辺三菱工場＝田辺三菱）

モルヒネ塩酸塩注射液（4%） （塩野義，第一三共プロファーマ＝第一三共，武田，田辺三菱工場＝田辺三菱）
アンペック注10mg・50mg・200mg （大日本住友）
塩酸モルヒネ注射液200mg 「タナベ」（田辺三菱工場＝田辺三菱）
プレペノン注50mg・100mg シリンジ（テルモ）
アンペック坐剤10mg・20mg・30mg （大日本住友）
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）
○モルヒネ硫酸塩水和物製剤
カディアンスティック粒30mg・60mg・120mg （大日本住友）
徐放顆
モルペス細粒2%・6% （0.5g）（藤本）
徐放細
MS コンチン錠10mg・30mg・60mg （塩野義）
徐放錠
ピーガード錠20mg・30mg・60mg・120mg （田辺三菱工場＝田辺三菱）
徐放錠
MSツワイスロンカプセル10mg・30mg・60mg （帝國製薬＝日本化薬）
徐放カ
カディアンカプセル20mg・30mg・60mg （大日本住友）
徐放カ
○モルヒネ塩酸塩水和物・アトロピン硫酸塩水和物製剤
注
モヒアト注射液（武田）
注
モヒアト注射液タナベ（田辺三菱工場＝田辺三菱）
○アヘン製剤
末
アヘン末（第一三共プロファーマ＝第一三共）
散
アヘン散（第一三共プロファーマ＝第一三共，武田）
内用液
アヘンチンキ（第一三共プロファーマ＝第一三共，武田）
○アヘンアルカロイド塩酸塩製剤
末
パンオピン「タケダ」（武田）
オピアル皮下注20mg 「タナベ」（田辺三菱工場＝田辺三菱）
注
パンピオン皮下注20mg （武田）
注
○アヘンアルカロイド･アトロピン製剤
注
オピアト注射液タナベ（田辺三菱工場＝田辺三菱）
注
パンアト注（武田）
○アヘンアルカロイド・スコポラミン製剤
注
オピスコ注射液タナベ（田辺三菱工場＝田辺三菱）
注
パンスコ注（武田）
注
弱オピスコ注射液タナベ（田辺三菱工場＝田辺三菱）
注
弱パンスコ注（武田）
○アヘン・トコン散
散
ドーフル散（武田）
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禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）

リスデクスアンフェタミン （Lisdexamfetamine）

国内製品に該当なし

リドカイン （Lidocaine）
別名：Lignocaine
海外商品名：Cuivasil, Duncaine, Leostesin, Lidothesin,
Rucaina, Xylocaine, Xylocitin, Xylotox

医療用医薬品
メドカイン内用ゼリー2% （15g）（メドレックス＝堀井）
内用ゼリー
アネトカインビスカス2% （100mL）（小林化工＝ファイザー）
ビスカス
キシロカインビスカス2% （100mL）（アストラゼネカ）
ビスカス
パートランビスカス2% （100mL）（日新製薬）
ビスカス
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」 （100mL）（日新製薬）
ビスカス
オリベス点滴用1%・2% （高田）
注
静注用キシロカイン2% （アストラゼネカ）
注
キシロカイン注射液0.5%・1%・2% （100mL）（アストラゼネカ）
注
リドカイン注「NM」0.5%・1%・2% （ナガセ＝丸石＝ファイザー）
注
キシロカイン注ポリアンプ0.5%・1%・2% （5mL・10mL）（アストラゼネカ）
注
局麻用フリードカイン注0.5%・1%・2% （5mL・10mL）（マイラン＝ファイザー）
注
リドカイン塩酸塩注0.5%・1% 「日新」（5mL・10mL）（日新製薬＝富士フィルムファーマ）
注
リドカイン塩酸塩注2%「日新」（5mL・10mL）（日新製薬）
注
リドカイン塩酸塩注射液0.5%・1%・2% 「ファイザー」（5mL・10mL）（マイラン＝ファイザー）
注
キシロカイン注シリンジ0.5%・1% （ニプロ＝アストラゼネカ）
キット
リドカイン静注用2% シリンジ「テルモ」（テルモ）
キット
キシロカイン点眼液4% （20mL・100mL）（アストラゼネカ）
点眼液
アネトカインゼリー2% （50mL）（小林化工＝ファイザー）
外用ゼリー
キシロカインゼリー2% （30mL）（アストラゼネカ）
外用ゼリー
パートランゼリー2% （100mL）（日新製薬）
外用ゼリー
リドカイン塩酸塩ゼリー2%「日新」 （100mL）（日新製薬）
外用ゼリー
キシロカイン液「4%」（20mL・100mL）（アストラゼネカ）
外用液
キシロカインポンプスプレー8% （80g）（アストラゼネカ）
噴
パートランポンプスプレー8% （日新製薬）
噴
リドカインポンプスプレー8%「日新」 （80g）（日新製薬）
噴
ペンレステープ18mg （日東電工＝マルホ）
貼
ユーパッチテープ18mg （祐徳＝メディキット）
貼
リドカインテープ18mg 「ニプロ」（ニプロパッチ＝ニプロ）
貼
リドカインテープ18mg 「NP」（ニプロ）
貼

34

禁止薬物名

禁止薬物含有品等（国内品）
○リドカイン塩酸塩・アドレナリン製剤
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン（1：100,000）含有（20mL・100mL）（アストラゼネカ）
注
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1：100,000）含有（20mL・100mL）（アストラゼネカ）
注
キシロカイン注射液「2%」エピレナミン（1：80,000）含有（20mL）（アストラゼネカ）
注
エピリド配合注歯科用カートリッジ1.8mL（ニプロ）
歯科用
キシレステシンA注射液（カートリッジ）（スリーエム＝白水）
歯科用
歯科用
歯科用キシロカインカートリッジ（デンツプライ）
○リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩製剤
オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL（1mL）（昭和薬化）
歯科用
オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL（1.8mL）（昭和薬化）
歯科用
○リドカイン・次没食子酸ビスマス配合剤
ヘルミチンS坐剤（長生堂＝日本ジェネリック）
坐
○リドカイン・プロピトカイン製剤
エムラクリーム（5g）（佐藤製薬）
ク
○塩化アルミニウム・セチルピリジニウム塩化物水和物配合剤
歯科用TDゼット・ゼリー（10g）（東洋製化＝ビーブランド）
歯科用
歯科用TDゼット液（10mL）（東洋製化＝ビーブランド）
歯科用
○ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン製剤
坐
ネイサート坐剤（日新製薬＝富士フイルムファーマ）
坐
ネリコルト坐剤（大正薬品＝テバ製薬）
坐
ネリザ坐剤（ジェイドルフ）
坐
ネリプロクト坐剤（バイエル）
ネリコルト軟膏（2g）（大正薬品＝テバ製薬）
軟
ネリザ軟膏（2g）（ジェイドルフ）
軟
ネリプロクト軟膏（2g，10g）（バイエル）
軟
○トリベノシド・リドカイン製剤
ボラザG坐剤（天藤＝武田）
坐
ボラザG軟膏（2.4g）（天藤＝武田）
軟
一般用医薬品
○リドカイン含有製剤
エスジールAE軟膏（エスエス製薬）
軟
他全514件
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禁止薬物名

ロミフィジン （Romifidine）

禁止薬物含有品等（国内品）
動物用医薬品
○ヒドロコルチゾン酢酸塩・リドカイン・イソプロピルメチルフェノール製剤
動物用ポリFローション（佐藤製薬）
液剤
○フラジオマイシン硫酸塩・ヒドロコルチゾン酢酸塩・リドカイン製剤
動物用ゲルネF（佐藤製薬）
液剤
テピエローション（佐藤製薬＝Meiji Seika ファルマ）
液剤
国内製品に該当なし
平成28年7月作成
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