
参照赤外吸収スペクトル



参照赤外吸収スペクトル

ここに掲げる参照スペクトルは，フーリエ変換赤外分光光度計を用い，医薬品各条に規定する方法により測定を行ったものである．

横軸に波数（cm-1
），縦軸に透過率（％）をとり図示する．なお，参考に試料と同様の条件で測定したポリスチレン膜のスペクトル

を示す．



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2281 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

 

 

 

ポリスチレン
アクラルビシン塩酸塩
アクリノール水和物 



2282 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

アシクロビル
アジスロマイシン水和物
亜硝酸アミル



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2283 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

L－アスパラギン酸
アスポキシシリン水和物
注射用アセチルコリン塩化物



2284 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

アセチルシステイン
アセトアミノフェン
アセトヘキサミド



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2285 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

アセブトロール塩酸塩
アセメタシン
アゼラスチン塩酸塩



2286 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

アゼルニジピン
アゾセミド
アテノロール



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2287 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

アトルバスタチンカルシウム水和物
アドレナリン
アプリンジン塩酸塩



 2288 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

 

 

 

アフロクアロン
アマンタジン塩酸塩
アミオダロン塩酸塩 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2289 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

アミカシン硫酸塩
アミドトリゾ酸
アムロジピンベシル酸塩



2290 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

アモキサピン
アモキシシリン水和物
アモスラロール塩酸塩



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2291 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

アラセプリル
L－アラニン
アルガトロバン水和物



2292 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

L－アルギニン
L－アルギニン塩酸塩
アルジオキサ



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2293 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

アルプレノロール塩酸塩
アルプロスタジル
アルミノプロフェン



 2294 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

 

 

 

アレンドロン酸ナトリウム水和物
アロチノロール塩酸塩
アロプリノール 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2295 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

無水アンピシリン
アンピシリン水和物
アンピシリンナトリウム



2296 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

アンピロキシカム
アンベノニウム塩化物
アンレキサノクス



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2297 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

 

 

 

イオタラム酸
イオトロクス酸
イオパミドール 



 2298 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

 

 

 

イオヘキソール
イコサペント酸エチル
イソクスプリン塩酸塩 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2299 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

イソソルビド
イソニアジド
イソフルラン



2300 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

L－イソロイシン
一硝酸イソソルビド
イトラコナゾール



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2301 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

イフェンプロジル酒石酸塩
イブジラスト
イブプロフェン



2302 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

イブプロフェンピコノール
イプラトロピウム臭化物水和物
イプリフラボン



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2303 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

イミダプリル塩酸塩
イミペネム水和物
イリノテカン塩酸塩水和物



2304 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

イルソグラジンマレイン酸塩
イルベサルタン
インダパミド



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2305 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

インデノロール塩酸塩
インドメタシン
ウベニメクス



2306 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

ウラピジル
ウルソデオキシコール酸
エカベトナトリウム水和物



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2307 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

エストラジオール安息香酸エステル
エストリオール
エタノール



2308 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

無水エタノール
エダラボン
エチオナミド



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2309 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

エチゾラム
エチドロン酸二ナトリウム
L－エチルシステイン塩酸塩



 2310 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

 

 

 

エチルセルロース
エチルモルヒネ塩酸塩水和物
エチレフリン塩酸塩 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2311 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

エデト酸カルシウムナトリウム水和物
エテンザミド
エトドラク



2312 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

エトポシド
エナラプリルマレイン酸塩
エノキサシン水和物



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2313 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

エバスチン
エパルレスタット
エフェドリン塩酸塩



 2314 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

 

 

 

エプレレノン
エペリゾン塩酸塩
エメダスチンフマル酸塩 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2315 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

エモルファゾン
エリスロマイシン
エリスロマイシンエチルコハク酸エステル



2316 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

エリスロマイシンステアリン酸塩
エルゴカルシフェロール
エンタカポン



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2317 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

エンフルラン
オキサピウムヨウ化物
オキサプロジン



2318 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

オキシコドン塩酸塩水和物
オキシテトラサイクリン塩酸塩
オキシメトロン



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2319 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

オキセサゼイン
オクスプレノロール塩酸塩
オザグレルナトリウム



2320 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

オフロキサシン
オメプラゾール
オーラノフィン



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2321 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

オルメサルタン　メドキソミル
オロパタジン塩酸塩
ガチフロキサシン水和物



 2322 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

 

 

 

果糖
カドララジン
カプトプリル 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2323 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

カベルゴリン
カルテオロール塩酸塩
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物



2324 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

カルビドパ水和物
カルベジロール
L－カルボシステイン



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2325 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

 

 

 

カルボプラチン
カルメロース
カルモナムナトリウム 



2326 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

カルモフール
カンデサルタン　シレキセチル
カンレノ酸カリウム



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2327 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

 

 

 

キシリトール
キタサマイシン酢酸エステル
キタサマイシン酒石酸塩 



2328 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

キナプリル塩酸塩
キニーネエチル炭酸エステル
キニーネ硫酸塩水和物



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2329 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

グアイフェネシン
グアナベンズ酢酸塩
グアネチジン硫酸塩 



2330 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

クエチアピンフマル酸塩
無水クエン酸
クエン酸水和物



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2331 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

クラブラン酸カリウム
グリクラジド
グリシン



 2332 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

 

 

 

グリセリン
濃グリセリン
クリノフィブラート 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2333 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

グリベンクラミド
グリメピリド
クリンダマイシン塩酸塩



2334 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

クリンダマイシンリン酸エステル
グルタチオン
L－グルタミン



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2335 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

L－グルタミン酸
クレボプリドリンゴ酸塩
クロカプラミン塩酸塩水和物



2336 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

クロキサシリンナトリウム水和物
クロコナゾール塩酸塩
クロトリマゾール



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2337 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

クロナゼパム
クロニジン塩酸塩
クロピトグレル硫酸塩



2338 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

クロフィブラート
クロフェダノール塩酸塩
クロベタゾールプロピオン酸エステル



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2339 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

 

 

 

クロペラスチン塩酸塩
クロペラスチンフェンジゾ酸塩
クロラゼプ酸二カリウム 



2340 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

クロラムフェニコール
クロラムフェニコールコハク酸エステルナトリウム
クロルジアゼポキシド



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2341 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

クロルフェニラミンマレイン酸塩
d－クロルフェニラミンマレイン酸塩
クロルフェネシンカルバミン酸エステル



2342 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

クロルプロパミド
クロルマジノン酢酸エステル
ケタミン塩酸塩



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2343 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

ケトコナゾール
ケトチフェンフマル酸塩
ケトプロフェン



2344 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

ケノデオキシコール酸
ゲファルナート
ゲフィチニブ



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2345 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

 

コカイン塩酸塩
コデインリン酸塩水和物
ゴナドレリン酢酸塩



2346 参照赤外吸収スペクトル . 第十八改正日本薬局方

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

コポビドン
コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム
コルチゾン酢酸エステル



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2347 . 

日本薬局方の医薬品の適否は，その医薬品各条の規定，通則，生薬総則，製剤総則及び一般試験法の規定によって判定する．(通則5参照 ) 

コルヒチン
コレカルシフェロール
コレスチミド
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