
BLs ● β-ラクタム系
　（β-lactams）

PCs 　ペニシリン系
　（penicillins）

　ABPC 　　ampicillin
　ACPC 　　ciclacillin
　AMPC 　　amoxicillin
　APPC 　　apalcillin PC-904
　ASPC 　　aspoxicillin TA-058
　BAPC 　　bacampicillin
　CBPC 　　carbenicillin
　CFPC 　　carfecillin
　CIPC 　　carindacillin
　DMPPC 　　methicillin
　IPABPC 　　hetacillin
　LAPC 　　lenampicillin KBT-1585
　MCIPC 　　cloxacillin
　MDIPC 　　dicloxacillin
　MFIPC 　　flucloxacillin
　MPC 　　mecillinam
　MPIPC 　　oxacillin
　MZPC 　　mezlocillin
　NFPC 　　nafcillin
　PCG 　　benzylpenicillin

　　（penicillin G）
　PCV 　　phenoxymethyl penicillin

　　（penicillin V）
　PEPC 　　phenethicillin
　PIPC 　　piperacillin
　PMPC 　　pivmecillinam
　PPPC 　　propicillin
　PVPC 　　pivampicillin
　SBPC 　　sulbenicillin
　SBTPC 　　sultamicillin
　TAPC 　　talampicillin
　TIPC 　　ticarcillin
　ABPC/
　　MCIPC 　　ampicillin/cloxacillin
　CVA/
　　AMPC 　　clavulanic acid/amoxicillin BRL25000
　CVA/
　　TIPC 　　clavulanic acid/ticarcillin BRL28500
　SBT/
　　ABPC 　　sulbactam/ampicillin
　TAZ/PIPC 　　tazobactam/piperacillin YP-14

　セフェム系（cephems）
CEPs 　　セファロスポリン系

　　（cephalosporins）
　　（注射用）

　CAZ 　　ceftazidime SN401
　CDZM 　　cefodizime THR-221

略　語 一般名（慣用名） 開発番号 略　語 一般名（慣用名） 開発番号

　CEC 　　cephacetrile
　CEPR 　　cephapirin
　CER 　　cephaloridine
　CET 　　cephalothin
　CEZ 　　cefazolin
　CFCL 　　cefclidin E1040
　CFDC 　　cefiderocol S-649266
　CFLP 　　cefluprenam E1077
　CFPM 　　cefepime BMY-28142
　CFS 　　cefsulodin SCE-129
　CFSL 　　cefoselis FK037
　CMD 　　cefamandole
　CMX 　　cefmenoxime SCE-1365
　CPIZ 　　cefpimizole AC-1370
　CPM 　　cefpiramide SM-1652
　CPR 　　cefpirome HR-810
　CPZ 　　cefoperazone T-1551
　CTM 　　cefotiam SCE-963
　CTRX 　　ceftriaxone Ro13-9904
　CTX 　　cefotaxime
　CTZ 　　ceftezole
　CXM 　　cefuroxime
　CZON 　　cefuzonam L-015
　CZOP 　　cefozopran SCE-2787
　CZX 　　ceftizoxime
　SBT/CPZ 　　sulbactam/cefoperazone
　TAZ/CTLZ 　　tazobactam/ceftolozane MK-7625A

　　（経口用）
　CCL 　　cefaclor
　CDTR-PI 　　cefditoren pivoxil ME-1207
　CDX 　　cefadroxil BL-S578
　CED 　　cefradine
　CEG 　　cephaloglycin
　CEMT-PI 　　cefetamet pivoxil Ro15-8075
　CETB 　　ceftibuten 7432-S
　CEX 　　cephalexin
　CFDN 　　cefdinir FK482
　CFIX 　　cefixime FK027
　CFPN-PI 　　cefcapene pivoxil S-1108
　CFPZ 　　cefprozil BMY-28100
　CFT 　　cefatrizine
　CFTM-PI 　　cefteram pivoxil T-2588
　CPDX-PR 　　cefpodoxime proxetil CS-807
　CTM-HE 　　cefotiam hexetil SCE-2174
　CXD 　　cefroxadine CGP-9000
　CXM-AX 　　cefuroxime axetil SN407
　CZX-AP 　　ceftizoxime alapivoxil AS-924

　セファマイシン系
　（cephamycins）

　CBPZ 　　cefbuperazone T-1982
　CFX 　　cefoxitin

抗微生物薬略語一覧表
 （Abbreviations of Antimicrobial Agents） （日本化学療法学会制定）

系統内は略語のアルファベット順に（ただし合剤はそれぞれの系統内末尾に略語のアルファベット順で）記載されています。
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　SPCM 　　spectinomycin
　TOB 　　tobramycin
MLs ●マクロライド系

　（macrolides）
　AZM 　　azithromycin CP-62, 993
　CAM 　　clarithromycin TE-031
　EM 　　erythromycin
　FDX 　　fidaxomicin
　JM 　　josamycin
　LM 　　kitasamycin

　　（leucomycin）
　MDM 　　midecamycin
　OL 　　oleandomycin
　RKM 　　rokitamycin TMS-19-Q
　RXM 　　roxithromycin RU28965
　SPM 　　spiramycin
LCMs ●リンコマイシン系

　（lincomycins）
　CLDM 　　clindamycin
　LCM 　　lincomycin
KLs ●ケトライド系

　（ketolides）
　TEL 　　telithromycin HMR 3647
FKLs ●フルオロケトライド系

　（fluoroketolides）
　SOL 　　solithromycin T-4288
SGs ●ストレプトグラミン系

　（streptogramins）
　QPR/DPR 　　quinupristin/dalfopristin
QLs ●キノロン系

　（quinolones）
　BLFX 　　balofloxacin Q-35
　CINX 　　cinoxacin
　CPFX 　　ciprofloxacin BAYo9867
　ENX 　　enoxacin AT-2266
　FLRX 　　fleroxacin AM-833
　GFLX 　　gatifloxacin AM-1155
　GPFX 　　grepafloxacin OPC-17116
　GRNX 　　garenoxacin mesilate hydrate T-3811ME
　LFLX 　　lomefloxacin NY-198
　LSFX 　　lascufloxacin AM-1977
　LVFX 　　levofloxacin DR-3355
　MFLX 　　moxifloxacin BAY12-8039
　MLX 　　miloxacin AB-206
　NA 　　nalidixic acid
　NDFX 　　nadifloxacin OPC-7251
　NFLX 　　norfloxacin AM-715
　OFLX 　　ofloxacin DL-8280
　OZNX 　　ozenoxacin T-3912
　PA 　　piromidic acid
　PPA 　　pipemidic acid
　PUFX 　　prulifloxacin NM441
　PZFX 　　pazufloxacin T-3761
　PZFX-ME 　　pazufloxacin mesilate T-3762

　CMNX 　　cefminox MT-141
　CMZ 　　cefmetazole CS-1170
　CTT 　　cefotetan YM09330

　オキサセフェム系
　（oxacephems）

　FMOX 　　flomoxef 6315-S
　LMOX 　　latamoxef 6059-S

　ペネム系
　（penems）

　FRPM 　　faropenem SY5555
　RIPM-AC 　　ritipenem acoxil FC/TA-891

　カルバペネム系
　（carbapenems）

　BIPM 　　biapenem L-627
　DRPM 　　doripenem S-4661
　MEPM 　　meropenem SM-7338
　TBPM-PI 　　tebipenem pivoxil ME1211
　IPM/CS 　　imipenem/cilastatin MK0787/

MK0791
　PAPM/BP 　　panipenem/betamipron CS-976
　REL/IPM/ 　　relebactam/imipenem/ MK-7655A
　　CS 　　　cilastatin

　カルバセフェム系
　（carbacephems）

　LCBF 　　loracarbef KT3777
　モノバクタム系
　（monobactams）

　AZT 　　aztreonam SQ26, 776
　CRMN 　　carumonam AMA-1080

　β-ラクタマーゼ阻害薬
　（β-lactamase inhibitors）

　CVA 　　clavulanic acid
　REL 　　relebactam
　SBT 　　sulbactam
　TAZ 　　tazobactam
AGs ●アミノグリコシド系

　（aminoglycosides）
　ABK 　　arbekacin HBK
　AKM 　　bekanamycin
　AMK 　　amikacin
　ASTM 　　astromicin KW-1070
　DKB 　　dibekacin
　FRM 　　fradiomycin

　　（neomycin）
　GM 　　gentamicin
　ISP 　　isepamicin HAPA-B
　KM 　　kanamycin
　LVDM 　　lividomycin
　MCR 　　micronomicin
　NTL 　　netilmicin
　PRM 　　paromomycin
　RSM 　　ribostamycin
　SISO 　　sisomicin
　SM 　　streptomycin
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●抗結核薬
　（anti-mycobacterial agents）

　CPRM 　　capreomycin
　CS 　　cycloserine
　EB 　　ethambutol
　ETH 　　ethionamide 1314 TH
　EVM 　　enviomycin

　　（tuberactinomycin）
　INH 　　isoniazid
　PAS 　　p-aminosalicylic acid
　PTH 　　prothionamide 1321 TH
　PZA 　　pyrazinamide
　RBT 　　rifabutin
　RFP 　　rifampicin
　THZ 　　thiazolidomycin
　VM 　　viomycin

●抗真菌薬
　（antifungal agents）

　AMPH-B 　　amphotericin B
　CPFG 　　caspofungin acetate
　EFCZ 　　efinaconazole
　F-FLCZ 　　fosfluconazole UK-292, 663
　FLCZ 　　fluconazole UK-49858

　F-RVCZ 　　Fosravuconazole L-Lysine 
　　　Ethanolate

　GRF 　　griseofulvin
　ISCZ 　　isavuconazole
　ITCZ 　　itraconazole
　KCZ 　　ketoconazole
　L-AMB 　　liposomal amphotericin B SM-26000
　MCFG 　　micafungin FK463
　MCZ 　　miconazole
　NYS 　　nystatin
　PMR 　　pimaricin
　PNT 　　pentamycin
　PSCZ 　　posaconazole MK-5592
　RVCZ 　　ravuconazole
　TRM 　　trichomycin
　VR 　　variotin
　VRCZ 　　voriconazole UK-109, 496
　5-FC 　　flucytosine

●抗ウイルス薬
　（antiviral agents）

　AMNV 　　amenamevir ASP2151

　SPFX 　　sparfloxacin AT-4140
　STFX 　　sitafloxacin DU-6859
　TFLX 　　tosufloxacin T-3262
　TMFX 　　temafloxacin TA-167
TCs ●テトラサイクリン系

　（tetracyclines）
　CTC 　　chlortetracycline
　DMCTC 　　demethylchlortetracycline
　DOXY 　　doxycycline
　MINO 　　minocycline
　MTC 　　methacycline
　OTC 　　oxytetracycline
　TC 　　tetracycline
CPs ●クロラムフェニコール系

　（chloramphenicols）
　CP 　　chloramphenicol
　TP 　　thiamphenicol
OZs ●オキサゾリジノン系

　（oxazolidinones）
　LZD 　　linezolid
　TZD 　　tedizolid
PLs ●ポリペプチド系

　（polypeptides）
　BC 　　bacitracin
　CL 　　colistin
　PL-B 　　polymyxin B
GPs ●グリコペプチド系

　（glycopeptides）
　TEIC 　　teicoplanin
　VCM 　　vancomycin

●リポペプチド系
　（lipopeptides）

　DAP 　　daptomycin
●グリシルサイクリン系
　（glycylcyclines）

　TGC 　　tigecycline
●その他の抗菌薬
　（ miscellaneous antibacterial 

agents）
　CMRM 　　coumermycin
　CRM 　　carbomycin
　EDC 　　enramycin
　FA 　　fusidic acid
　FOM 　　fosfomycin
　KSM 　　kasugamycin
　MKM 　　mikamycin
　MNZ 　　metronidazole
　MUP 　　mupirocin
　NB 　　novobiocin
　NF 　　nitrofurazone
　RCT 　　ristocetin

　ST 　　sulfamethoxazole-
　　　trimethoprim
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