
[日本環境感染学会関連用語抗微生物薬、消毒薬]

用語 和訳
a
acetylspiramycin アセチルスピラマイシン
acyclovir アシクロビル
amantadine アマンタジン
amikacin AMK アミカシン
aminodeoxy kanamycin →bekanamycin
aminoglycoside(s) AGs アミノグリコシド系薬
amoxicillin AMPC アモキシシリン
amphotericin B AMPH-B アムホテリシン B
ampicillin ABPC アンピシリン
ampicillin phtalidyl →talampicillin
apalcillin APPC アパルシリン
arbekacin ABK アルベカシン
aspoxicillin ASPC アスポキシシリン
astromicin ASTM アストロマイシン
azithromycin AZM アジスロマイシン
azoles アゾール系薬
aztreonam AZT アズトレオナム

b
bacampicillin BAPC バカンピシリン
bacitracin BC バシトラシン
bekanamycin AKM ベカナマイシン

（aminodeoxy kanamycin アミノデオキシ　カナマイシン)
benzylpenicillin PCG ベンジルペニシリン

（penicillin G ペニシリン G）
biapenem BIPM ビアペネム
bifonazole ビフォナゾール

c
capreomycin CPRM カプレオマイシン
carbacephems カルバセフェム系薬
carbapenems カルバペネム系薬
carbenicillin CBPC カルベニシリン
carindacillin CIPC カリンダシリン

（carbenicillin indanyl カルベニシリン　インダニル）
carumonam CRMN カルモナム
cefaclor CCL セファクロル
cefadroxil CDX セファドロキシル
cefamandole CMD セファマンドール
cefatrizine CFT セファトリジン
cefazolin CEZ セファゾリン
cefbuperazone CBPZ セフブペラゾン
cefcapene pivoxil CFPN-PI セフカペン ピボキシル
cefclidin CFCL セフクリジン
cefdinir CFDN セフジニル
cefditoren pivoxil CDTR-PI セフジトレン ピボキシル
cefepime CFPM セフェピム
cefetamet pivoxil CEMT-PI セフェタメット ピボキシル
cefixime CFIX セフィキシム
cefmenoxime CMX セフメノキシム
cefmetazole CMZ セフメタゾール
cefminox CMNX セフミノクス
cefodizime CDZM セフォジジム
cefoperazone CPZ セフォペラゾン
cefoselis CFSL セフォセリス
cefotaxime CTX セフォタキシム
cefotetan CTT セフォテタン
cefotiam CTM セフォチアム
cefotiam hexetil CTM-HE セフォチアム ヘキセチル
cefoxitin CFX セフォキシチン
cefozopran CZOP セフォゾプラン
cefpimizole CPIZ セフピミゾール
cefpiramide CPM セフピラミド
cefpirome CPR セフピロム
cefpodoxime proxetil CPDX-PR セフポドキシム プロキセチル
cefprozil CFPZ セフプロジル
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cefradine CED セフラジン
cefroxadine CXD セフロキサジン
cefsulodin CFS セフスロジン
ceftazidime CAZ セフタジジム
cefteram pivoxil CFTM-PI セフテラム ピボキシル
ceftezole CTZ セフテゾール
ceftibuten CETB セフチブテン
ceftizoxime CZX セフチゾキシム
ceftriaxone CTRX セフトリアキソン
cefuroxime CXM セフロキシム
cefuroxime axetil CXM-AX セフロキシム アキセチル
cefuzonam CZON セフゾナム
cephacetrile セファセトリル
cephalexin CEX セファレキシン
cephaloglycin CEG セファログリシン
cephaloridine CER セファロリジン
cephalosporin(s) CEPs セファロスポリン系薬
cephalothin CET セファロチン
cephamycins セファマイシン系薬
cephapirin CEPR セファピリン
cephem(s) セフェム系薬
chlortetracycline CTC クロルテトラサイクリン
chloramphenicol CP クロラムフェニコール
ciclacillin ACPC シクラシリン
cinoxacin CINX シノキサシン
ciprofloxacin CPFX シプロフロキサシン
clarithromycin CAM クラリスロマイシン
clavulanic acid<CVA> クラブラン酸
clavulanic acid/amoxicillin CVA/AMPC クラブラン酸／アモキシシリン
clavulanic acid/ticarcillin CVA/TIPC クラブラン酸／チカルシリン
clindamycin CLDM クリンダマイシン
cloconazole クロコナゾール
clotrimazole クロトリマゾール
cloxacillin MCIPC クロキサシリン
colistin CL コリスチン
coumermycin CMRM クメルマイシン
cycloserine CS シクロセリン

d
demethylchlortetracycline DMCTC デメチルクロルテトラサイクリン
dibekacin DKB ジベカシン
dicloxacillin MDIPC ジクロキサシリン
doripenem DRPM ドリペネム
doxycycline DOXY ドキシサイクリン

e
econazole エコナゾール
enoxacin ENX エノキサシン
enramycin EDC エンラマイシン
enviomycin EVM エンビオマイシン

(tuberactinomycin ツベラクチノマイシン)
erythromycin EM エリスロマイシン
ethambutol EB エタンブトール
ethionamide ETH エチオナミド

f
faropenem FRPM ファロペネム
fleroxacin FLRX フレロキサシン
flomoxef FMOX フロモキセフ
flucloxacillin FMIPC フルクロキサシリン
fluconazole FLCZ フルコナゾール
flucytosine(5-fluorocytosine) 5-FC フルシトシン（5-フルオロシトシン）
fosfluconazole F-FLCZ ホスフルコナゾール
fosfomycin FOM ホスホマイシン
fradiomycin(neomycin) FRM フラジオマイシン（ネオマイシン）
fusidic acid FA フシジン酸
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g
gatifloxacin GFLX ガチフロキサシン
gentamicin GM ゲンタマイシン
glycopeptides GPs グリコペプチド系薬
gramicidin S グラミシジンS
grepafloxacin GPFX グレパフロキサシン
griseofulvin GRF グリセオフルビン

h
hetacillin IPABPC ヘタシリン

i
imipenem/cilastatin IPM/CS イミペネム／シラスタチン
isepamicin ISP イセパマイシン
isoconazole イソコナゾール
isoniazid INH イソニアジド
itraconazole ITCZ イトラコナゾール

j
josamycin ジョサマイシン

k
kanamycin KM カナマイシン
kasugamycin KSM カスガマイシン
ketoconazole KCZ ケトコナゾール
ketolides KLs ケトライド系薬
kitasamycin LM キタサマイシン

（leucomycin ロイコマイシン）

l
latamoxef LMOX ラタモキセフ
lenampicillin LAPC レナンピシリン
leucomycin →kitasamycin
levofloxacin LVFX レボフロキサシン
lincomycin LCM リンコマイシン
linezolid LZD リネゾリド
lomefloxacin LFLX ロメフロキサシン
loracarbef LCBF ロラカルベフ

m
macrolide(s) MLs マクロライド系薬
mecillinam MPC メシリナム
meropenem MEPM メロペネム
methacycline MTC メタサイクリン
methicillin DMPPC メチシリン
metronidazole メトロニダゾール
mezolocillin MZPC メズロシリン
micafungin MCFG ミカファンギン
miconazole MCZ ミコナゾール
micronomycin MCR ミクロノマイシン
midecamycin MDM ミデカマイシン
mikamycin MKM ミカマイシン
minocycline MINO ミノサイクリン
monobactam(s) モノバクタム系薬
moxifloxacin MFLX モキシフロキサシン
mupirocin MUP ムピロシン

n
nalidixic acid NA ナリジクス酸
netilmicin NTL ネチルマイシン
norfloxacin NFLX ノルフロキサシン
novobiocin NB ノボビオシン
nystatin NYS ナイスタチン

o
ofloxacin OFLX オフロキサシン
oleandomycin OL オレアンドマイシン
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oxacephem(s) オキサセフェム系薬
oxacillin MPIPC オキサシリン
oxazolidinones Ozs オキサゾリジノン系薬

p
p-aminosalicylic acid PAS パラアミノサリチル酸
panipenem/betamipron PAPM/BP パニペネム／ベタミプロン
paromomycin PRM パロモマイシン
pazufloxacin PZFX パズフロキサシン
pazufloxacin mesilate PZFX-ME パズフロキサシン メシレート
penam(s) ぺナム系薬
penem(s) ぺネム系薬
penicillin(s) PCs ペニシリン系薬
penicillin G PCG ペニシリンG
peptide(s) ペプチド系薬
phenethicillin PEPC フェネチシリン
pimaricin PMR ピマリシン
pipemidic acid PPA ピペミド酸
piperacillin PIPC ピペラシリン
piromidic acid PA ピロミド酸
pivmecillinam PMPC ピブメシリナム
polyene［macrolide］(s) ポリエン［マクロライド］系薬
polymyxin B PL-B ポリミキシンB
polypeptide(s) ポリペプチド系薬
propicillin PPPC プロピシリン
prulifloxacin PUFX プルリフロキサシン
pyrazinamide PZA ピラジナミド
pyridone carboxylic acid
derivatives

ピリドンカルボン酸系薬

q
quinolones キノロン系［抗菌］薬
quinupristin/dalfopristin QPR/DPR キヌプリスチン／ダルホプリスチン

r
ribostamycin RSM リボスタマイシン
rifampicin RFP リファンピシン
riposomal amphotericin B L-AMB リポソーマル アムホテリシンB
rokitamycin RKM ロキタマイシン
roxithromycin RXM ロキシスロマイシン

s
sisomicin SISO シソマイシン
sitafloxacin STFX シタフロキサシン
sparfloxacin SPFX スパルフロキサシン
spectinomycin スペクチノマイシン
spiramycin SPM スピラマイシン
streptogramins SGs ストレプトグラミン系薬
streptomycin SM ストレプトマイシン
sulbactam SBT スルバクタム
sulbactam/ampicillin SBT/ABPC スルバクタム／アンピシリン
sulbactam/cefoperazone SBT/CPZ スルバクタム／セフォペラゾン
sulbenicillin SBPC スルベニシリン
sulconazole スルコナゾール
sulfamethoxazole-trimethoprim ST スルファメトキサゾール-トリメトプリム
sultamicillin SBTPC スルタミシリン

t
tazobactam TAZ タゾバクタム
tazobactam/pipracillin TAZ/PIPC タゾバクタム／ピペラシリン
telithromycin TEL テリスロマイシン
teicoplanin TEIC テイコプラニン
tetracycline TC テトラサイクリン
tetracycline(s) TCs テトラサイクリン系薬
thiamphenicol TP チアンフェニコール
ticarcillin TIPC チカルシリン
tobramycin TOB トブラマイシン
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tosufloxacin TFLX トスフロキサシン

v
vancomycin VCM バンコマイシン
variotin VR バリオチン
vidarabine ビダラビン
viomycin VM バイオマイシン
voriconazole VRCZ ボリコナゾール
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