
2348 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 ) 

サイクロセリン
サッカリン
サリチル酸



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2349 . 

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 ) 

サリチル酸ナトリウム
ザルトプロフェン
サルブタモール硫酸塩



2350 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 ) 

サルポグレラート塩酸塩
サントニン
ジアゼパム



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2351 . 

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 ) 

シアナミド
シクラシリン
ジクロキサシリンナトリウム水和物



2352 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 ) 

シクロスポリン
ジクロフェナクナトリウム
シクロペントラート塩酸塩



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2353 . 

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 ) 

ジゴキシン
ジスチグミン臭化物
L－シスチン



2354 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－システイン
L－システイン塩酸塩水和物
シスプラチン



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2355 . 

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 ) 

 

 

 

ジスルフィラム
ジソピラミド
シタグリプチンリン酸塩水和物 



2356 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 ) 

シタラビン
シチコリン
ジドブジン



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2357 . 

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 ) 

ジドロゲステロン
シノキサシン
ジノプロスト



 2358 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 ) 

 

 

 

ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩
ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩
ジヒドロコデインリン酸塩 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2359 . 

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 ) 

ジピリダモール
ジフェンヒドラミン塩酸塩
ジブカイン塩酸塩 



2360 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 ) 

ジフルコルトロン吉草酸エステル
シプロフロキサシン
シプロフロキサシン塩酸塩水和物



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2361 . 

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 ) 

ジフロラゾン酢酸エステル
シベレスタットナトリウム水和物
シベンゾリンコハク酸塩



2362 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 ) 

シメチジン
ジメモルファンリン酸塩
ジメルカプロール



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2363 . 

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 ) 

ジモルホラミン
シラザプリル水和物
シラスタチンナトリウム



2364 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 ) 

ジラゼプ塩酸塩水和物
シルニジピン
シロスタゾール



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2365 . 

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 ) 

 

 

 

シロドシン
シンバスタチン
スキサメトニウム塩化物水和物 



2366 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 ) 

スピラマイシン酢酸エステル
スピロノラクトン
スリンダク



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2367 . 

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 ) 

スルタミシリントシル酸塩水和物
スルバクタムナトリウム
スルピリド



2368 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 ) 

スルファジアジン銀
スルファメチゾール
スルファメトキサゾール



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2369 . 

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 ) 

 

 

 

スルファモノメトキシン水和物
スルベニシリンナトリウム
セチリジン塩酸塩 



2370 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 ) 

セトチアミン塩酸塩水和物
セトラキサート塩酸塩
セファクロル



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2371 . 

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 ) 

セファゾリンナトリウム
セファゾリンナトリウム水和物
セファトリジンプロピレングリコール



2372 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 ) 

セファドロキシル
セファレキシン
セファロチンナトリウム



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2373 . 

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 ) 

セフィキシム水和物
セフォジジムナトリウム
セフォタキシムナトリウム



2374 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 ) 

セフォチアム塩酸塩
セフォテタン
セフスロジンナトリウム



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2375 . 

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 ) 

 

 

 

セフタジジム水和物
セフチゾキシムナトリウム
セフチブテン水和物 



2376 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 ) 

セフテラム　ピボキシル
セフポドキシム　プロキセチル
セフミノクスナトリウム水和物



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2377 . 

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 ) 

セフメタゾールナトリウム
セフメノキシム塩酸塩
セフロキサジン水和物



2378 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 ) 

セフロキシム　アキセチル
セボフルラン
セラセフェート



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2379 . 

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－セリン
セレコキシブ
ゾニサミド



2380 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 ) 

ゾピクロン
ゾルピデム酒石酸塩
ダウノルビシン塩酸塩 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2381 . 

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 ) 

タウリン
タカルシトール水和物
タクロリムス水和物



 2382 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 ) 

 

 

 

タゾバクタム
ダナゾール
タムスロシン塩酸塩 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2383 . 

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 ) 

タモキシフェンクエン酸塩
タランピシリン塩酸塩
タルチレリン水和物



 2384 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 ) 

 

 

 

ダントロレンナトリウム水和物
タンニン酸ベルベリン
チアプリド塩酸塩 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2385 . 

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 ) 

チアミラールナトリウム
チアミン塩化物塩酸塩
チアラミド塩酸塩



 2386 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 ) 

 

 

 

チオリダジン塩酸塩
チクロピジン塩酸塩
チザニジン塩酸塩 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2387 . 

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 ) 

チニダゾール
チペピジンヒベンズ酸塩
チメピジウム臭化物水和物



2388 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 ) 

チモロールマレイン酸塩
L－チロシン
ツロブテロール



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2389 . 

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 ) 

 

 

 

ツロブテロール塩酸塩
テオフィリン
テガフール 



2390 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 ) 

デキサメタゾン
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
テストステロン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 2391 . 

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 ) 

 

 

 

テトラサイクリン塩酸塩
デフェロキサミンメシル酸塩
テプレノン 



2392 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 ) 

デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩
テモカプリル塩酸塩
テルビナフィン塩酸塩



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2393 . 

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 ) 

テルミサルタン
デンプングリコール酸ナトリウム　タイプA
デンプングリコール酸ナトリウム　タイプB



2394 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 ) 

ドキサゾシンメシル酸塩
ドキサプラム塩酸塩水和物
ドキシサイクリン塩酸塩水和物 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2395 . 

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 ) 

ドキシフルリジン
ドキソルビシン塩酸塩
トコフェロール



2396 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 ) 

トコフェロールコハク酸エステルカルシウム
トコフェロール酢酸エステル
トコフェロールニコチン酸エステル



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2397 . 

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 ) 

トスフロキサシントシル酸塩水和物
ドセタキセル水和物
トドララジン塩酸塩水和物



2398 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 ) 

ドネペジル塩酸塩
ドパミン塩酸塩
トフィソパム



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2399 . 

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 ) 

ドブタミン塩酸塩
トラニラスト
トラネキサム酸



2400 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 ) 

トラマドール塩酸塩
トリアゾラム
トリアムシノロン



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2401 . 

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 ) 

トリアムシノロンアセトニド
トリエンチン塩酸塩
トリクロホスナトリウム



2402 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 ) 

トリクロルメチアジド
L－トリプトファン
ドリペネム水和物



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2403 . 

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 ) 

トリメタジオン
トリメタジジン塩酸塩
トリメトキノール塩酸塩水和物



2404 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 ) 

トリメブチンマレイン酸塩
ドルゾラミド塩酸塩
トルナフタート



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2405 . 

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－トレオニン
トレハロース水和物
ドロキシドパ



2406 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 ) 

トロキシピド
ドロペリドール
ドンペリドン
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