
よく使われているペットのお薬 TOP100

Ranking 疾患名 お薬名 先発O/後発J 調達
1 フィラリア予防 ストロングハートチュアブル小型犬用 J
2 アジソン病 フロリネフ0.1mg J
3 フィラリア予防 ストロングハートチュアブル中型犬用 J
4 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン レボリューション猫用 O
5 フィラリア予防 ストロングハートチュアブル大型犬用 J
6 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン ネクスガードスペクトラ小型犬用3.5～7.5kg未満 O
7 フィラリア予防 キウォフハート小型犬用 J
8 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン ネクスガードスペクトラ中型犬用7.5～15kg未満 O
9 ノミダニ駆除 フィプロフォートプラス小型犬用6本 J

10 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン ネクスガードスペクトラ大型犬用15～30kg未満 O
11 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン ストロングホールド猫用6本 O
12 ノミダニ駆除 フィプロフォートプラス中型犬用6本 J
13 白内障 シーナック (白内障治療の目薬) J
14 フィラリア予防 ハートガードプラス（カルドメック）小型犬用 O
15 フィラリア予防 ハートガードプラス（カルドメック）大型犬用 O
16 フィラリア予防 キウォフハート大型犬用 J
17 ノミダニ駆除 フィプロフォートプラス大型犬用6本 J
18 フィラリア予防 ハートガードプラス（カルドメック）中型犬用 O
19 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン レボリューション超小型犬用 O
20 フィラリア予防 キウォフハート中型犬用 J
21 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン ネクスガードスペクトラ超小型犬用2～3.5kg未満 O
22 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン ネクスガードスペクトラ超大型犬用30～60kg未満 O
23 ノミダニ駆除 フィプロフォートプラス猫用6本 J
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24 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン レボリューション小型犬用 O
25 ノミダニ駆除 フロントラインプラス小型犬用6本 O
26 ノミダニ駆除 フロントラインプラス大型犬用6本 O
27 ノミダニ駆除 ネクスガード28mg（&gt;4kg～10kg）6チュアブル入り O
28 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン レボリューション大型犬用 O
29 ノミダニ駆除 ネクスガード68mg（＞10kg～25kg）6チュアブル入り O
30 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン レボリューション中型犬用 O
31 耳ダニ・外耳炎 トロイイヤードロップス O
32 ノミダニ駆除 フロントラインプラス中型犬用6本 O
33 フィラリア予防＋ノミダニ駆除セット ストロングハートとフィプロフォートプラス小型犬用 J+J
34 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン ブロードラインスポットオン猫用2.5～7.5kg O
35 アトピー・アレルギー性皮膚炎 アポクエル（アポキル錠）3.6mg20錠 O
36 アトピー・アレルギー性皮膚炎 アポクエル（アポキル錠）5.4mg20錠 O
37 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン レボリューション子犬子猫用 O
38 ノミダニ駆除 ネクスガード136mg（＞25kg～50kg）6チュアブル入り O
39 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン セラフォーテ猫用6本入り（レボリューションジェネリック） J
40 ノミダニ駆除 メロニルプラス小型犬用3本 J
41 フィラリア予防＋ノミダニ駆除セット ストロングハートとフィプロフォートプラス中型犬用 J+J
42 ノミダニ駆除 フィプロフォートプラス超大型犬用6本 J
43 フィラリア予防＋ノミダニ駆除セット フロントラインプラスとハートガード大型犬用 O+O
44 回虫駆除 キウォフプラス犬用 J
45 フィラリア予防＋ノミダニ駆除セット ストロングハートとフィプロフォートプラス大型犬用 J+J
46 ジアルジア症 フラジール200mg90錠 O
47 マイコプラズマ・クラミジア・各種感染症 アジー100mg J
48 白内障 キャンC O
49 ノミダニ駆除 メロニルプラス中型犬用3本 J
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50 ノミダニ駆除 ネクスガード11mg（2kg～4kg）6チュアブル入り O
51 ノミダニ駆除 メロニルプラス大型犬用3本 J
52 アトピー・アレルギー性皮膚炎 アポクエル（アポキル錠）16mg20錠 O
53 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン ストロングホールド小型犬用6本 O
54 マラセチア性皮膚炎・真菌感染症 イトラコナゾール100mg15カプセル J
55 フィラリア予防＋ノミダニ駆除セット ストロングハートチュアブルとフロントラインプラス小型犬用 J+O
56 ノミダニ駆除 フロントラインプラス猫用6本 O
57 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン セラフォーテ小型犬用6本入り（レボリューションジェネリック） J
58 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン ストロングホールド大型犬用6本 O
59 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン ストロングホールド中型犬用6本 O
60 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン コンフォティスプラス超大型犬用 O
61 心疾患 セーフハートチュアブル30錠 5mg J
62 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン セラフォーテ超小型犬用6本入り(レボリューションジェネリック） J
63 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン ストロングホールド超小型犬用6本 O
64 抗炎症ステロイド剤 ワイゾロン（プレドニゾロン）5mg90錠 O
65 アトピー性皮膚炎 アイチュミューン 25mg（アトピー性皮膚炎の薬） J
66 フィラリア予防＋ノミダニ駆除セット ストロングハートチュアブルとフロントラインプラス大型犬用 J+O
67 心疾患 エナカルド錠ジェネリックエナラプリル10mg J
68 フィラリア予防＋ノミダニ駆除セット フロントラインプラスとハートガード小型犬用 O+O
69 膿皮症・皮膚感染症・尿路感染症 リクセン錠300mg O
70 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン セラフォーテ子犬子猫用6本入り（レボリューションジェネリック） J
71 口臭・歯石付着防止 デンタルフレッシュ犬用503ml 衛生用品
72 結膜炎・角膜炎 テラマイシン3.5mg O
73 ノミダニ駆除 フロントラインプラス超大型犬用6本 O
74 膿皮症・皮膚感染症・尿路感染症 リクセン錠600mg O
75 心疾患 / 腎不全 フォルテコール2.5mg28錠 O
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76 アトピー性皮膚炎 アトピカ25mg O
77 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン ストロングホールドプラス猫用（2.5～5kg未満）3本 O
78 フィラリア予防＋ノミダニ駆除セット ストロングハートチュアブルとフロントラインプラス中型犬用 J+O
79 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン コンフォティスプラス中型犬用 O
80 ノミダニ駆除 フロントラインプラス小型犬用3本 O
81 フィラリア予防＋ノミダニ駆除セット フロントラインプラスとハートガード中型犬用 O+O
82 関節炎 カロダイル75mg60錠 J
83 心疾患 エナカルド錠ジェネリックエナラプリル5mg J
84 外耳炎・ミミヒゼンダニ・耳垢 エピオティック237ml 衛生用品
85 心疾患 エナカルド錠ジェネリックエナラプリル2.5mg J
86 アトピー・アレルギー性皮膚炎 オーガニックスキンスプレー 衛生用品
87 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン ストロングホールド子犬子猫用6本 O
88 アジソン病 フロリコット100mcg100錠 J
89 バクテリア感染 セファレキシン150錠 J
90 フィラリア予防 ハートプロテクトプラス中型犬用 J
91 膿皮症・皮膚感染症・尿路感染症 アタキシン50mg100錠 J
92 アトピー性皮膚炎 アイチュミューン100mg（アトピー性皮膚炎の薬） J
93 マラセチア・ブラストミセス症・ヒストプラズマ症 ケトコナゾールクリーム J
94 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン コンフォティスプラス小型犬用 O
95 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン コンフォティスプラス大型犬用 O
96 回虫駆除 キウォフプラス猫用 J
97 肥満細胞腫・消化管間質腫瘍 イマチブ100mg10錠 J
98 ウイルス性鼻気管炎・ヘルペスウィルス感染症 ゾビラックスジェネリック200mg100錠 J
99 心疾患 ヴェドメディン5mg カプセルタイプ 100カプセル O

100 フィラリア予防/ノミダニ駆除オールインワン ブロードラインスポットオン猫用2.5kg未満 O
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