
第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2407 . 

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 ) 

ナテグリニド
ナファモスタットメシル酸塩
ナフトピジル



2408 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 ) 

ナブメトン
ナプロキセン
ナリジクス酸



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2409 . 

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 ) 

ナロキソン塩酸塩
ニカルジピン塩酸塩
ニコモール



2410 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 ) 

ニコランジル
ニザチジン
ニセリトロール



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2411 . 

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 ) 

ニセルゴリン
ニトレンジピン
ニフェジピン



 2412 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 ) 

 

 

 

無水乳糖
乳糖水和物
ニルバジピン 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2413 . 

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 ) 

ネオスチグミンメチル硫酸塩
ノスカピン
ノルアドレナリン



 2414 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 ) 

 

 

 

ノルエチステロン
ノルゲストレル
ノルトリプチリン塩酸塩 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2415 . 

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 ) 

ノルフロキサシン
バカンピシリン塩酸塩
精製白糖



2416 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 ) 

パズフロキサシンメシル酸塩
パニペネム
パラアミノサリチル酸カルシウム水和物 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2417 . 

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 ) 

パラオキシ安息香酸エチル
パラオキシ安息香酸ブチル
パラオキシ安息香酸プロピル 



2418 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 ) 

パラオキシ安息香酸メチル
バラシクロビル塩酸塩
L－バリン 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2419 . 

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 ) 

バルサルタン
バルプロ酸ナトリウム
ハロキサゾラム



2420 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 ) 

パロキセチン塩酸塩水和物
ハロタン
ハロペリドール



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2421 . 

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 ) 

パンクロニウム臭化物
バンコマイシン塩酸塩
パントテン酸カルシウム 



2422 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 ) 

 

精製ヒアルロン酸ナトリウム
ピオグリタゾン塩酸塩
ビオチン 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2423 . 

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 ) 

ビカルタミド
ピコスルファートナトリウム水和物
ビサコジル 



2424 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－ヒスチジン
L－ヒスチジン塩酸塩水和物
ビソプロロールフマル酸塩



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2425 . 

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 ) 

ヒドララジン塩酸塩
ヒドロキシプロピルセルロース
低置換度ヒドロキシプロピルセルロース



2426 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 ) 

ヒドロコタルニン塩酸塩水和物
ヒドロコルチゾン
ヒドロコルチゾンコハク酸エステル



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2427 . 

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 ) 

 

 

 

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
ヒドロコルチゾン酪酸エステル
ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム 



2428 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 ) 

ピブメシリナム塩酸塩
ヒプロメロースフタル酸エステル　置換度タイプ　200731
ヒプロメロースフタル酸エステル　置換度タイプ　220824



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2429 . 

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 ) 

 

 

 

ピペミド酸水和物
ピペラシリン水和物
ピペラシリンナトリウム 



2430 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 ) 

ピペラジンアジピン酸塩
ピペラジンリン酸塩水和物
ビペリデン塩酸塩 



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2431 . 

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 ) 

 

 

 

ビホナゾール
ヒメクロモン
ピモジド 



2432 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 ) 

ピラジナミド
ピランテルパモ酸塩
ピリドキサールリン酸エステル水和物 



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2433 . 

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 ) 

 

 

 

ピリドキシン塩酸塩
ピルシカイニド塩酸塩水和物
ピレノキシン 



2434 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 ) 

ピレンゼピン塩酸塩水和物
ピロキシカム
ピロールニトリン 



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2435 . 

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 ) 

 

 

 

ビンクリスチン硫酸塩
ピンドロール
ビンブラスチン硫酸塩 



2436 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 ) 

ファモチジン
フィトナジオン
フェキソフェナジン塩酸塩



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2437 . 

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－フェニルアラニン
フェネチシリンカリウム
フェノバルビタール



2438 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 ) 

フェノフィブラート
フェルビナク
フェロジピン



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2439 . 

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 ) 

フェンタニルクエン酸塩
フェンブフェン
ブクモロール塩酸塩



 2440 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 ) 

 

 

 

フシジン酸ナトリウム
ブシラミン
ブスルファン 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2441 . 

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 ) 

ブチルスコポラミン臭化物
ブテナフィン塩酸塩
フドステイン



2442 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 ) 

ブナゾシン塩酸塩
ブピバカイン塩酸塩水和物
ブフェトロール塩酸塩 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2443 . 

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 ) 

ブプラノロール塩酸塩
ブプレノルフィン塩酸塩
ブホルミン塩酸塩 



 2444 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 ) 

 

 

 

ブメタニド
プラステロン硫酸エステルナトリウム水和物
プラゼパム 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2445 . 

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 ) 

プラゾシン塩酸塩
プラノプロフェン
フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム



 2446 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 ) 

 

 

 

フラボキサート塩酸塩
プランルカスト水和物
フルオシノロンアセトニド 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2447 . 

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 ) 

フルオロメトロン
フルコナゾール
フルジアゼパム



2448 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 ) 

フルスルチアミン塩酸塩
フルタミド
フルトプラゼパム



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2449 . 

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 ) 

フルドロコルチゾン酢酸エステル
フルニトラゼパム
フルフェナジンエナント酸エステル



2450 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 ) 

フルボキサミンマレイン酸塩
フルラゼパム塩酸塩
フルルビプロフェン



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2451 . 

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 ) 

ブレオマイシン塩酸塩
ブレオマイシン硫酸塩
フレカイニド酢酸塩



2452 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 ) 

プレドニゾロン
プレドニゾロンコハク酸エステル
プレドニゾロン酢酸エステル 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2453 . 

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 ) 

プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム
プロカイン塩酸塩
プロカインアミド塩酸塩 



2454 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 ) 

プロカテロール塩酸塩水和物
プロカルバジン塩酸塩
プログルミド 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2455 . 

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 ) 

プロゲステロン
フロセミド
ブロチゾラム



2456 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 ) 

プロチレリン
プロパフェノン塩酸塩
プロピベリン塩酸塩 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2457 . 

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 ) 

プロブコール
プロプラノロール塩酸塩
フロプロピオン



2458 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 ) 

ブロマゼパム
ブロムフェナクナトリウム水和物
ブロムヘキシン塩酸塩 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2459 . 

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 ) 

プロメタジン塩酸塩
フロモキセフナトリウム
ブロモクリプチンメシル酸塩



2460 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－プロリン
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
ベザフィブラート



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2461 . 

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 ) 

ベタキソロール塩酸塩
ベタネコール塩化物
ベタヒスチンメシル酸塩 



2462 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 ) 

ベタミプロン
ベタメタゾン
ベタメタゾン吉草酸エステル 



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2463 . 

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 ) 

 

 

 

ベタメタゾンジプロピオン酸エステル
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
ペチジン塩酸塩 



2464 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 ) 

ベニジピン塩酸塩
ペプロマイシン硫酸塩
ベポタスチンベシル酸塩 



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2465 . 

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 ) 

 

 

 

ぺミロラストカリウム
ベラパミル塩酸塩
ベラプロストナトリウム 



2466 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 ) 

ベルベリン塩化物水和物
ベンジルアルコール
ベンジルペニシリンカリウム 



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2467 . 

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 ) 

 

 

 

ベンジルペニシリンベンザチン水和物
ベンズブロマロン
ベンセラジド塩酸塩 



2468 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 ) 

ペントキシベリンクエン酸塩
ペントバルビタールカルシウム
ペンブトロール硫酸塩 



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2469 . 

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 ) 

 

 

 

ボグリボース
ホスホマイシンカルシウム水和物
ホスホマイシンナトリウム 



2470 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 ) 

ポビドン
ホモクロルシクリジン塩酸塩
ポラプレジンク



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2471 . 

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 ) 

 

 

 

ボリコナゾール
ポリスチレンスルホン酸カルシウム
ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 



2472 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 ) 

ホリナートカルシウム水和物
ホルモテロールフマル酸塩水和物
マイトマイシンC



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2473 . 

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 ) 

マニジピン塩酸塩
マプロチリン塩酸塩
D－マンニトール



2474 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 ) 

ミグリトール
ミコナゾール
ミゾリビン



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2475 . 

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 ) 

ミチグリニドカルシウム水和物
ミデカマイシン
ミデカマイシン酢酸エステル



2476 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 ) 

ミノサイクリン塩酸塩
メキシレチン塩酸塩
メキタジン



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2477 . 

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 ) 

メサラジン
メストラノール
メダゼパム



2478 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－メチオニン
メチクラン
dl－メチルエフェドリン塩酸塩



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2479 . 

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 ) 

メチルジゴキシン
メチルテストステロン
メチルドパ水和物



2480 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 ) 

メチルプレドニゾロンコハク酸エステル
メテノロン酢酸エステル
メトトレキサート



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2481 . 

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 ) 

 

 

 

メトプロロール酒石酸塩
メトホルミン塩酸塩
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル 



2482 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 ) 

メトロニダゾール
メナテトレノン
メピチオスタン



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2483 . 

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 ) 

 

 

 

メピバカイン塩酸塩
メフルシド
メフロキン塩酸塩 



 2484 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 ) 

 

 

 

モサプリドクエン酸塩水和物
モルヒネ塩酸塩水和物
モルヒネ硫酸塩水和物 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2485 . 

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 ) 

モンテルカストナトリウム
ユビデカレノン
ラウリル硫酸ナトリウム



 2486 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 ) 

 

 

 

ラタモキセフナトリウム
ラニチジン塩酸塩
ラノコナゾール 



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2487 . 

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 ) 

ラフチジン
ラベタロール塩酸塩
ラベプラゾールナトリウム



2488 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 ) 

ランソプラゾール
リシノプリル水和物
L－リシン塩酸塩



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2489 . 

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－リシン酢酸塩
リスペリドン
リセドロン酸ナトリウム水和物



2490 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 ) 

リドカイン
リトドリン塩酸塩
リバビリン



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2491 . 

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 ) 

リファンピシン
リュープロレリン酢酸塩
リルマザホン塩酸塩水和物



2492 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 ) 

リンコマイシン塩酸塩水和物
レセルピン
レナンピシリン塩酸塩



第十八改正日本薬局方 参照赤外吸収スペクトル 2493 . 

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 ) 

レバミピド
レバロルファン酒石酸塩
レボフロキサシン水和物



2494 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 ) 

レボホリナートカルシウム水和物
L－ロイシン
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2495 . 

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 ) 

 

 

 

 

ロキシスロマイシン
ロキソプロフェンナトリウム水和物
ロサルタンカリウム 



 2496 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 ) 

 

 

 

ロスバスタチンカルシウム
ロフラゼプ酸エチル
ロベンザリットナトリウム 



第十八改正日本薬局方  参照赤外吸収スペクトル 2497 . 

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 ) 

 

 

ロラゼパム
ワルファリンカリウム
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