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飼料添加物及び動物用医薬品一覧 
 

系統別 

テトラサイクリン系 ペニシリン系 セファロスポリン系 マクロライド系 

リンコマイシン系 アミノグリコシド系 ポリエーテル系 ペプタイド系 

オルトソマイシン系 アンサマイシン系  その他の抗生物質 フェニコール系 

サルファ剤 オールドキノロン剤 ニューキノロン剤 ベンズイミダゾール系 

マクロライド系駆虫薬 ニトロフラン剤 ニトロイミダゾール系 ジオキシキノキサリン系 

天然卵胞ホルモン 合成卵胞ホルモン 天然黄体ホルモン 合成黄体ホルモン 

天然男性ホルモン 合成男性ホルモン 天然副腎皮質ホルモン 合成副腎皮質ホルモン 

β-作動薬 鎮静剤 寄生虫駆除剤 抗原虫剤 

抗吸虫剤 葉酸拮抗剤 消炎剤 殺虫剤（農薬） 

抗ヒスタミン剤 自立神経剤 麻酔剤 色素剤 

殺菌剤 抗酸化剤 除草剤 消毒剤 

 

分析対象物質 系統 

オキシテトラサイクリン テトラサイクリン系 

クロルテトラサイクリン テトラサイクリン系 

テトラサイクリン テトラサイクリン系 

ドキシサイクリン テトラサイクリン系 

 
アスポキシシリン ペニシリン系 

アモキシシリン ペニシリン系 

アンピシリン ペニシリン系 

オキサシリン ペニシリン系 

クロキサシリン ペニシリン系 

ジクロキサシリン ペニシリン系 

ナフシリン ペニシリン系 

フェノキシメチルペニシリン ペニシリン系 

ベンジルペニシリン ペニシリン系 

メシリナム ペニシリン系 
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セファゾリン セファロスポリン系 

セファピリン セファロスポリン系 

セファレキシン セファロスポリン系 

セファロニウム セファロスポリン系 

セフォペラゾン セファロスポリン系 

セフロキシム セファロスポリン系 

セフチオフル(デスフロイルセフチオフルとして) セファロスポリン系 

 

エリスロマイシン マクロライド系 

オレアンドマイシン マクロライド系 

キタサマイシン マクロライド系 

酢酸イソ吉草酸タイロシン マクロライド系 

ジョサマイシン マクロライド系 

スピラマイシン マクロライド系 

タイロシン マクロライド系 

チアムリン マクロライド系 

チルミコシン マクロライド系 

ミロサマイシン マクロライド系 

 
ピルリマイシン リンコマイシン系 

リンコマイシン リンコマイシン系 

 
アプラマイシン アミノグリコシド系 

カナマイシン アミノグリコシド系 

ゲンタマイシン アミノグリコシド系 

ジヒドロストレプトマイシン アミノグリコシド系 

ストレプトマイシン アミノグリコシド系 

スペクチノマイシン アミノグリコシド系 

ネオマイシン(フラジオマイシン) アミノグリコシド系 

このページのトップへ戻る 

サリノマイシン ポリエーテル系 

センデュラマイシン ポリエーテル系 

ナラシン ポリエーテル系 

モネンシン ポリエーテル系 

ラサロシド ポリエーテル系 

マデュラマイシン ポリエーテル系 

 

https://www.jfrl.or.jp/
https://www.jfrl.or.jp/index.html


page 3 / 8 

 

https://www.jfrl.or.jp © 2019 Japan Food Research Laboratories 

エンラマイシン ペプタイド系 

コリスチン ペプタイド系 

ノシヘプタイド ペプタイド系 

ノボビオシン ペプタイド系 

バシトラシン ペプタイド系 

バージニアマイシン ペプタイド系 

 

アビラマイシン オルトソマイシン系 

 
リファキシミン アンサマイシン系 

 
ビコザマイシン その他の抗生物質 

ホスホマイシン その他の抗生物質 

 
クロラムフェニコール フェニコール系 

チアンフェニコール フェニコール系 

フロルフェニコール フェニコール系 

このページのトップへ戻る 

スルファキノキサリン サルファ剤 

スルファグアニジン サルファ剤 

スルファクロルピリダジン サルファ剤 

スルファジアジン サルファ剤 

スルファジミジン(スルファメサジン) サルファ剤 

スルファジメトキシン サルファ剤 

スルファセタミド サルファ剤 

スルファチアゾール サルファ剤 

スルファドキシン サルファ剤 

スルファニトラン サルファ剤 

スルファニルアミド サルファ剤 

スルファピリジン サルファ剤 

スルファベンズアミド サルファ剤 

スルファメトキサゾール サルファ剤 

スルファメトキシピリダジン サルファ剤 

スルファメラジン サルファ剤 

スルファモノメトキシン サルファ剤 

スルフイソゾール サルファ剤 

スルフイソミジン サルファ剤 
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スルフイソキサゾール サルファ剤 

 
オキソリニック酸(オキソリン酸) オールドキノロン剤 

ナリジクス酸 オールドキノロン剤 

フルメキン オールドキノロン剤 

ピロミド酸 オールドキノロン剤 

 
エンロフロキサシン ニューキノロン剤 

オフロキサシン ニューキノロン剤 

オルビフロキサシン ニューキノロン剤 

サラフロキサシン ニューキノロン剤 

ジフロキサシン ニューキノロン剤 

ダノフロキサシン ニューキノロン剤 

ノルフロキサシン ニューキノロン剤 

マルボフロキサシン ニューキノロン剤 

 
チアベンダゾール ベンズイミダゾール系 

5-プロピルスルホニル-1Ｈ-ベンズイミダゾー

ル-2-アミン (アルベンダゾールの代謝物) 
ベンズイミダゾール系 

オキシベンダゾール ベンズイミダゾール系 

フルベンダゾール ベンズイミダゾール系 

メベンダゾール ベンズイミダゾール系 

トリクラベンダゾール［5-クロロ-6-(2,3-ジクロ

ロフェノキシ)-ベンズイミダｿﾞｰﾙ-2-オンとし

て］ 

ベンズイミダゾール系 

オクスフェンダゾール ベンズイミダゾール系 

フェンベンダゾール ベンズイミダゾール系 

フェバンテル ベンズイミダゾール系 

 

アバメクチン マクロライド系駆虫薬 

イベルメクチン マクロライド系駆虫薬 

エプリノメクチン マクロライド系駆虫薬 

ドラメクチン マクロライド系駆虫薬 

モキシデクチン マクロライド系駆虫薬 

このページのトップへ戻る 

ニフルスチレン酸ナトリウム ニトロフラン剤 

ニトロフラゾン ニトロフラン剤 
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フラゾリドン（ＡＯＺ） ニトロフラン剤 

ニトロフラントイン（ＡＨＤ） ニトロフラン剤 

フラルタドン（ＡＭＯＺ） ニトロフラン剤 

セミカルバジド ニトロフラン剤 

パナゾン(ジフラゾン) ニトロフラン剤 

 
ジメトリダゾール ニトロイミダゾール系 

メトロニダゾール ニトロイミダゾール系 

ロニダゾール ニトロイミダゾール系 

 
オラキンドックス ジオキシキノキサリン系 

カルバドックス 

(キノキサリン-２-カルボン酸として) 
ジオキシキノキサリン系 

 
エストラジオール 天然卵胞ホルモン 

エストリオール 天然卵胞ホルモン 

エストロン 天然卵胞ホルモン 

 
エチニルエストラジオール 合成卵胞ホルモン 

ジエチルスチルベストロール 合成卵胞ホルモン 

ゼラノール 合成卵胞ホルモン 

 
プロゲステロン 天然黄体ホルモン 

 
酢酸メレンゲステロール 合成黄体ホルモン 

 

テストステロン 天然男性ホルモン 

 
酢酸トレンボロン 合成男性ホルモン 

メチルテストステロン 合成男性ホルモン 

 
ヒドロコルチゾン 天然副腎皮質ホルモン 

 
デキサメタゾン 合成副腎皮質ホルモン 

ベタメタゾン 合成副腎皮質ホルモン 

プレドニゾロン 合成副腎皮質ホルモン 

メチルプレドニゾロン 合成副腎皮質ホルモン 

このページのトップへ戻る 
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クレンブテロール β-作動薬 

サルブタモール(アルブテロール) β-作動薬 

ラクトパミン β-作動薬 

 
アザペロン 鎮静剤 

カラゾロール 鎮静剤 

クロルプロマジン 鎮静剤 

キシラジン 鎮静剤 

マホプラジン 鎮静剤 

 
アクロミド 寄生虫駆除剤 

2-アセチルアミノｰ 5-ニトロチアゾール 寄生虫駆除剤 

オキシクロザニド 寄生虫駆除剤 

クロルスロン 寄生虫駆除剤 

トリブロムサラン 寄生虫駆除剤 

トルトラズリル 寄生虫駆除剤 

ハロクソン 寄生虫駆除剤 

ハロフジノン 寄生虫駆除剤 

ビチオノール 寄生虫駆除剤 

ピランテル 寄生虫駆除剤 

モランテル 寄生虫駆除剤 

レバミゾール 寄生虫駆除剤 

このページのトップへ戻る 

アンプロリウム 抗原虫剤 

イソメタミジウム 抗原虫剤 

エトパベート 抗原虫剤 

クロピドール 抗原虫剤 

ジアベリジン 抗原虫剤 

ジクラズリル 抗原虫剤 

ジニトルミド(ゾーリン) 抗原虫剤 

デコキネート 抗原虫剤 

ナイカルバジン 

[N,N′-ビス-(4-ニトロフェニル)ウレアとして] 
抗原虫剤 

ピリメタミン 抗原虫剤 

ロベニジン 抗原虫剤 

 
クロサンテル 抗吸虫剤 
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ニトロキシニル 抗吸虫剤 

プラジクアンテル 抗吸虫剤 

 
オルメトプリム 葉酸拮抗剤 

トリメトプリム 葉酸拮抗剤 

 
カルプロフェン 消炎剤 

ケトプロフェン 消炎剤 

フルニキシン 消炎剤 

グリチルリチン酸 消炎剤 

 
クマホス 殺虫剤（農薬） 

ジフルベンズロン 殺虫剤（農薬） 

シロマジン 殺虫剤（農薬） 

トリクロルホン 殺虫剤（農薬） 

ファムフール 殺虫剤（農薬） 

フェノブカルブ 殺虫剤（農薬） 

 
トリペレナミン 抗ヒスタミン剤 

このページのトップへ戻る 

プリフィ二ウム 自立神経剤 

 
ベンゾカイン 麻酔剤 

イソオイゲノール 麻酔剤 

オイゲノール 麻酔剤 

 
カンタキサンチン 色素剤 

 
マラカイトグリーン 

(ロイコマラカイトグリーンを含む) 
殺菌剤 

メチレンブルー 殺菌剤 

クリスタルバイオレット 殺菌剤 

ブリリアントグリーン 殺菌剤 

 
エトキシキン 抗酸化剤 

ジブチルヒドロキシトルエン(BHT) 抗酸化剤 

ブチルヒドロキシアニソール(BHA) 抗酸化剤 
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オルトジクロロベンゼン 除草剤 

ブロマシル 除草剤 

 
イソシアヌル酸 消毒剤 

塩化ジデシルジメチルアンモニウム 消毒剤 

[モノ,ビス(塩化トリメチルアンモニウムメチレ

ン)]-アルキル(C9-15)トルエン 
消毒剤 

このページのトップへ戻る 
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