
抗がん剤略称一覧（分類別） 2011.03.03一部改正

一般名英語 一般名カナ 略語

●アルキル化剤

busulfan ブスルファン BSF、BUS

cyclophosphamide シクロホスファミド CPA

dacarbazine ダカルバジン DTIC

ifosfamide イホスファミド IFM

melphalan(L-phenylalanine mustard) メルファラン L-PAM

nimustine hydrochloride ニムスチン塩酸塩 ACNU

procarbazine hydrochloride プロカルバジン塩酸塩 PCZ

ranimustine ラニムスチン MCNU

temozolomide テモゾロミド TEM

thiotepa チオテパ TESPA

●代謝拮抗剤

5-fluorouracil フルオロウラシル 5-FU

6-mercaptopurine hydrate メルカプトプリン水和物 6-MP

cladribine クラドリビン 2-CdA

carmofur カルモフール HCFU

cytarabine ocfosfate hydrate シタラビンオクホスファート水和物 SPAC

cytarabine(cytosine arabinoside) シタラビン Ara-C

doxifluridine ドキシフルリジン 5'-DFUR

enocitabine(behenoyl-ara-c) エノシタビン BH-AC

fludarabin phosphate フルダラビンリン酸エステル F-ara-AMP

gemcitabine hydrochloride ゲムシタビン塩酸塩 GEM

hydroxycarbamide ヒドロキシカルバミド HU

methotrexate メソトレキサート MTX

nelarabine ネララビン NEL

pemetrexed sodium hydrate ペメトレキセドナトリウム水和物 PEM

pentostatin ペントスタチン DCF

tegafur テガフール TGF、FT

tegafur/uracil テガフール/ウラシル合剤 UFT

tegafur/gimeracil/oteracil potassium テガフール/ギメラシル/オテラシル合剤 Sｰ1

●ビンカアルカロイド系

vinblastine sulfate ビンブラスチン硫酸塩 VＢL、VLB

vincristine sulfate ビンクリスチン硫酸塩 VCR

vindesine sulfate ビンデシン硫酸塩 VDS

vinorelbine ditartrate ビノレルビン酒石酸塩 VNR

●タキサン系

docetaxel hydrate ドセタキセル水和物 DTX、DOC、TXT



一般名英語 一般名カナ 略語

paclitaxel パクリタキセル PTX、TXL、TAX

●抗腫瘍性抗生物質

aclarubicin hydrochloride
(aclacinomycin a)

アクラルビシン塩酸塩 ACR、（ACM）

actinomycin D アクチノマイシンD ACT-D

amrubicin アムルビシン塩酸塩 AMR

bleomycin hydrochloride ブレオマイシン塩酸塩 BLM

daunorubicin hydrochloride
(daunomycin)

ダウノルビシン塩酸塩 DNR、（DM）

doxorubicin hydrochloride
(adriamycin)

ドキソルビシン塩酸塩 DOX 、（ADM）

epirubicin hydrochloride エピルビシン塩酸塩 EPI

idarubicin hydrochloride イダルビシン塩酸塩 IDR

mitomycin C マイトマイシンC MMC

mitoxantrone hydrochloride ミトキサントロン塩酸塩 MIT

peplomycin sulfate ペプロマイシン硫酸塩 PEP

pirarubicin hydrochloride ピラルビシン塩酸塩 THP

●トポイソメラーゼ阻害剤

etoposide エトポシド ETP、VP-16

irinotecan hydrochloride hydrate イリノテカン塩酸塩水和物 CPT-11、（IRT）

nogitecan hydrochloride ノギテカン塩酸塩 NGT

sobuzoxane ソブゾキサン SBZ

●プラチナ製剤

carboplatin カルボプラチン CBDCA

cisplatin シスプラチン CDDP

nedaplatin ネダプラチン NDP

oxaliplatin オキサリプラチン L-OHP

●ホルモン製剤

anastrozole アナストロゾール ANA

exemestane エキセメスタン EXE

letrozole レトロゾール ＲＥＴ

tamoxifen citrate タモキシフェンクエン酸塩 TAM

toremifene citrate トレミフェンクエン酸塩 TOR

fadrozole hydrochloride hydrate ファドロゾール塩酸水和物 AFE

estramustine phosphate sodium エストラムスチンリン酸エステルナトリウ
ム

EP

flutamide フルタミド FLU、FLT

goserelin acetate ゴセレリン酢酸塩 ZOL

leuprorelin acetate リュープロレリン酢酸塩 LEU

medroxyprogesterone acetate メドロキシプロゲステロン酢酸エステル MPA

mepitiostane メピチオスタン MPT
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●その他

aceglatone アセグラトン SLA

arsenic trioxide 三酸化ヒ素 As2O3

krestin かわらたけ多糖体製剤末 PSK

l-asparaginase L-アスパラギナーゼ L-ASP

lentinan レンチナン LTN

levofolinate calcium レボホリナート l-LV

mitotane ミトタン LYS

OK-432 抗悪性腫瘍溶連菌製剤 OK-432

porfimer sodium ポルフィマーナトリウム PF

sizofiran シゾフィラン SPG

tamibarotene タミパロテン Am-80

tretinoin トレチノイン ATRA

ubenimex ウベニメクス UBX



新抗微生物薬略称一覧（分類別）

　

一般名英語 一般名カナ 略語

●βーラクタム系(β-lactams)

【penicillins】 ペニシリン系

amoxicillin hydrate アモキシシリン水和物 AMPC

ampicillin アンピシリン ABPC

aspoxicillin hydrate アスポキシシリン水和物 ASPC

bacampicillin hydrochloride バカンピシリン塩酸塩 BAPC

benzylpenicillin benzathine hydrate ベンジルペニシリンベンザチン水和物 DBECPCG

benzylpenicillin(penicillinG) pottasium ベンジルペニシリンカリウム PCG

ciclacillin シクラシリン ACPC

lenampicillin hydrochloride レナンピシリン塩酸塩 LAPC

piperacillin sodium ピペラシリンナトリウム PIPC

pivmecillinam hydrochloride ピブメシリナム塩酸塩 PMPC

sultamicillin tosilate hydrate スルタミシリントシル酸塩水和物 SBTPC

amoxicillin/clavulanate potassium （合剤）アモキシシリン/クラブラン酸カリウム AMPC/CVA

ampicillin/cloxacillin （合剤）アンピシリン/クロキサシリン ABPC/MCIPC

ampicillin/sulbactam
（合剤）アンピシリンナトリウム/スルバクタムナト
リウム

ABPC/SBT

piperacillin/tazobactam
（合剤）ピペラシリンナトリウム/タゾバクタムナトリ
ウム

PIPC/TAZ

【cephalosporins（inj)】 セファロスポリン系（注射）

cefalotin sodium セファロチンナトリウム CET

cefazolin sodium セファゾリンナトリウム CEZ

cefepime hydrochloride hydrate セフェピム塩酸塩水和物 CFPM

cefmenoxime hydrochloride セフメノキシム塩酸塩 CMX

cefodizime sodium セフォジジムナトリウム CDZM

cefoperazone sodium セフォペラゾンナトリウム CPZ

cefotaxime sodium セフォタキシムナトリウム CTX

cefotiam hydrochloride セフォチアム塩酸塩 CTM

cefozopran hydrochloride セフォゾプラン塩酸塩 CZOP

cefpirome　sulfate セフピロム硫酸塩 CPR

cefsulodin sodium セフスロジンナトリウム CFS

ceftazidime hydrate セフタジジム水和物 CAZ

ceftriaxone sodium hydrate セフトリアキソンナトリウム水和物 CTRX

ceftizoxime　sodium セフチゾキシムナトリウム CZX

cefoperazone/sulbactam
（合剤）セフォペラゾンナトリウム/スルバクタムナ
トリウム

CPZ/SBT

【cephalosporins（po)】 セファロスポリン系（経口）
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cefaclor セファクロル CCL

cefadroxil セファドロキシル CDX

cefalexin セファレキシン CEX

cefatrizine propyleneglycolate セファトリジンプロピレングリコール CFT

cefcapene pivoxil hydrochloride hydrate セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 CFPN-PI

cefdinir セフジニル CFDN

cefditoren pivoxil セフジトレンピボキシル CDTR-PI

cefixime セフィキシム CFIX

cefotiam hexetil セフォチアムヘキセチル塩酸塩 CTM-HE

cefpodoxime proxetil セフポドキシムプロキセチル CPDX-PR

cefroxadine hydrate セフロキサジン水和物 CXD

cefteram pivoxil セフテラムピボキシル CFTM-PI

ceftibuten セフチブテン水和物 CETB

cefuroxime axetil セフロキシムアキセチル CXM-AX

【cephamycins】 セファマイシン系

cefbuperazone sodium セフブペラゾンナトリウム CBPZ

cefmetazole sodium セフメタゾールナトリウム CMZ

cefminox sodium hydrate セフミノクスナトリウム水和物 CMNX

【oxacephems】 オキサセフェム系

flomoxef sodium フロモキセフナトリウム FMOX

latamoxef sodium ラタモキセフナトリウム LMOX

【penems】 ペネム系

faropenem sodium hydrate ファロペネムナトリウム水和物 FRPM

【carbapenems】 カルバペネム系

biapenem ビアペネム BIPM

doripenem hydrate ドリペネム水和物 DRPM

meropenem hydrate メロペネム水和物 MEPM

tebipenem pivoxil(ME1211) テビペネムピボキシル TBPM-PI

imipenem/cilastatin sodium (合剤）イミペネム/シラスタチンナトリウム IPM/CS

panipenem/betamipron (合剤）パニペネム/ベタミプロン PAPM/BP

【monobactams】 モノバクタム系

aztreonam アズトレオナム AZT

carumonam sodium カルモナムナトリウム CRMN

●アミノグリコシド系(aminoglycosides)

amikacin sulfate アミカシン硫酸塩 AMK

arbekacin sulfate アルベカシン硫酸塩 ABK

bekanamycin sulfate ベカナマイシン硫酸塩 AKM

dibekacin sulfate ジベカシン硫酸塩 DKB

fradiomycin(neomycin) sulfate フラジオマイシン硫酸塩 FRM



一般名英語 一般名カナ 略語

gentamicin sulfate ゲンタマイシン硫酸塩 GM

isepamicin sulfate イセパマイシン硫酸塩 ISP

kanamycin sulfate カナマイシン一硫酸塩 KM

micronomicin sulfate ミクロノマイシン硫酸塩 MCR

ribostamycin sulfate リボスタマイシン硫酸塩 RSM

spectinomycin hydrochloride hydrate スペクチノマイシン塩酸塩水和物 SPCM

streptomycin sulfate ストレプトマイシン硫酸塩 SM

tobramycin トブラマイシン TOB

●マクロライド系(macrolides)

azithromycin hydrate アジスロマイシン水和物 AZM

clarithromycin クラリスロマイシン CAM

erythromycin エリスロマイシン EM

josamycin ジョサマイシン JM

midecamycin acetate ミデカマイシン酢酸エステル MDM

rokitamycin ロキタマイシン RKM

roxithromycin ロキシスロマイシン RXM

spiramycin acetate スピラマイシン酢酸エステル SPM

●リンコマイシン系（lincomycins)

clindamycin クリンダマイシン CLDM

lincomycin hydrochloride hydrate リンコマイシン塩酸塩水和物 LCM

●ケトライド系（ketolides)

telithromycin(HMR3467) テリスロマイシン TEL

●テトラサイクリン系（tetracyclines)

demethylchlortetracycline hydrochloride デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩 DMCTC

doxycycline hydrochloride hydrate ドキシサイクリン塩酸塩水和物 DOXY

minocycline hydrochloride ミノサイクリン塩酸塩 MINO

oxytetracycline hydrochloride オキシテトラサイクリン塩酸塩 OTC

tetracycline hydrochloride テトラサイクリン塩酸塩 TC

●クロラムフェニコール系(chloramphenicols)

chloramphenicol クロラムフェニコール CP

●ホスホマイシン系（fosfomycins）

fosfomycin sodium(calcium) ホスホマイシンナトリウム（カルシウム） FOM

●ポリペプチド系(polypeptides)
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bacitracin バシトラシン BC

colistin sodium methanesulfonate コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム CL

polymyxin B sulfate ポリミキシンB硫酸塩 PL-B

●グリコペプチド系(glycopeptides)

teicoplanin テイコプラニン TEIC

vancomycin hydrochloride バンコマイシン塩酸塩 VCM

●ストレプトグラミン(streptogramins)

quinuprisitin/dalfopristin (合剤)キヌプリスチン/ダルホプリスチン QPR/DPR

●キノロン系(quinolones)

【old　quinolones】

cinoxacin シノキサシン CINX

nalidixic acid ナリジクス酸 NA

pipemidic acid hydrate ピペミド酸水和物 PPA

piromidic acid ピロミド酸 PA

【new quinolones】

ciprofloxacin hydrochloride シプロフロキサシン塩酸塩 CPFX

enoxacin hydrate エノキサシン水和物 ENX

fleroxacin フレロキサシン FLRX

gatifloxacin ガチフロキサシン GFLX

garenoxacin mesilate hydrate ガレノキサシンメシル酸水和物 GRNX

lomefloxacin　hydrochloride ロメフロキサシン塩酸塩 LFLX

levofloxacin hydrate レボフロキサシン水和物 LVFX

moxifloxacin hydrochloride モキシフロキサシン塩酸塩 MFLX

nadifloxacin　hydrochloride ナジフロキサシン塩酸塩 NDFX

norfloxacin ノルフロキサシン NFLX

ofloxacin オフロキサシン OFLX

pazufloxacin mesilate パズフロキサシンメシル酸塩 PZFX

prulifloxacin プルリフロキサシン PUFX

sitafloxacin hydrate シタフロキサシン水和物 STFX

sparfloxacin スパルフロキサシン SPFX

tosufloxacin tosilate hydrate トスフロキサシントシル酸塩水和物 TFLX

●オキサゾリジノン系(oxazolidinones)

linezolid リネゾリド LZD

●その他の抗菌薬 

sulfamethoxazole/trimethoprim スルファメトキサゾール/トリメトプリム合剤 ST
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fusidate sodium フシジン酸ナトリウム FA

mupirocin calcium hydrate ムピロシンカルシウム水和物 MUP
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●抗結核薬(anti-mycobacterial agents)

cycloserine サイクロセリン CS

enviomycin(tuberactinomycin)　sulfate エンビオマイシン硫酸塩 EVM

ethambutol hydrochloride エタンブトール塩酸塩 EB

ethionamide エチオナミド ETH

isoniazid イソニアジド INH

para-aminosalicylate calcium hydrate パラアミノサリチル酸カルシウム水和物 PAS-Ca

pyrazinamide ピラジナミド PZA

rifabutin リファブチン RBT

rifampicin リファンピシン RFP

●抗真菌薬(antifungal agents)

amphotericin B アムホテリシンＢ AMPH-B

fluconazole フルコナゾール FLCZ

flucytosine フルシトシン 5-FC

fosfluconazole ホスフルコナゾール F-FLCZ

griseofulvin グリセオフルビン GRF

itraconazole イトラコナゾール ITCZ

ketoconazole ケトコナゾール KCZ

liposomal amphotericin B リポソームアムホテリシンＢ L-AMB

micafungin sodium ミカファンギンナトリウム MCFG

miconazole ミコナゾール MCZ

nystatin ナイスタチン NYS

pimaricin ピマリシン PMR

voriconazole ボリコナゾール VRCZ
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