
1

2022年 12月 改訂版

北里大学北里研究所病院

院内医薬品集

第27版 



（ 1）

薬効分類別目次

I　神経系及び感覚器官用医薬品
11　中枢神経系用薬������   1

111　全身麻酔薬�������� ��1

11101　バルビツール酸系麻酔薬� ��1

11102　ベンゾジアゼピン系麻酔

薬����������� ��2

11103　ハロゲン化麻酔薬���� ��3

11104　フェンサイクリジン系麻

酔薬���������� ��3

11105　ブチロフェノン系麻酔薬� ��3

11106　その他の全身麻酔薬��� ��4

11107　中枢性α2-アドレナリン

受容体作動性鎮静薬��� ��5

112　抗不安薬，睡眠薬����� ��5

11201　ベンゾジアゼピン系抗不

安薬（短時間型）����� ��5

11202　ベンゾジアゼピン系抗不

安薬（中間型）������ ��6

11203　ベンゾジアゼピン系抗不

安薬（長時間型）����� ��6

11204　セロトニン1A部分作動薬� ��7

11205　ベンゾジアゼピン系睡眠

薬（超短時間型）����� ��7

11206　ベンゾジアゼピン系睡眠

薬（短時間型）������ ��7

11207　ベンゾジアゼピン系睡眠

薬（中間型）������� ��8

11208　非ベンゾジアゼピン系睡

眠薬（超短時間型）���� ��9

11209　メラトニン受容体作動薬� ��9

11210　オレキシン受容体拮抗薬� ��9

11211　抱水クロラール系睡眠薬� ��9

113　抗てんかん薬������� ��10

11301　バルビツール酸系薬��� ��10

11302　ベンゾジアゼピン系薬�� ��10

11303　主にNaチャネル阻害��� ��10

11305　主にNa/Caチャネル阻害� ��13

11306　複合作用�������� ��13

11307　主にSV2A結合� ���� ��14

114　解熱鎮痛消炎薬������ ��15

11401　アニリン系薬������ ��15

11402　サリチル酸系薬����� ��16

11403　アントラニル系薬���� ��16

11404　フェニル酢酸系薬���� ��17

11406　プロピオン酸系薬���� ��18

11408　コキシブ系薬������ ��18

11410　ピラゾロン系薬（ピリン

系）����������� ��18

11411　オピオイド（非麻薬）�� ��19

11412　神経障害性疼痛緩和薬�� ��20

11413　鎮痛補助薬（生物組織抽

出物）���������� ��21

11414　その他の解熱鎮痛消炎薬� ��21

115　抗パーキンソン薬����� ��22

11501　ドパミン遊離促進薬��� ��22

11502　抗コリン薬������� ��22

11503　レボドパ含有製剤���� ��22

11504　ドパミン受容体刺激（作

動）薬（アゴニスト）��� ��23

11505　レボドパ賦活剤����� ��24

11506　ノルアドレナリン前駆物

質����������� ��25

11507 　モノアミン酸化酵素

（MAO-B）阻害薬� ��� ��25

116　精神神経用薬������� ��26

11601　フェノチアジン系抗精神

病薬���������� ��26

11602　ブチロフェノン系抗精神

病薬���������� ��26

11603　ベンザミド系抗精神病薬� ��27

11604　セロトニン・ドパミン遮

断薬（SDA）������� ��27
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11605　多元受容体作用抗精神病

薬（MARTA）������ ��28

11606　ドパミン受容体部分作動

薬（DPA）�������� ��28

11607　三環系抗うつ薬����� ��28

11609　選択的セロトニン再取込

み阻害薬（SSRI）����� ��29

11610　セロトニン・ノルアドレ

ナリン再取込み阻害薬

（SNRI）��������� ��30

11611　ノルアドレナリン作動

性・特異的セロトニン作動

性抗うつ薬（NaSSA）��� ��31

11618　その他の抗うつ薬���� ��31

11619　気分安定薬������� ��31

11620　精神刺激薬������� ��31

117　その他の中枢神経系用薬�� ��31

11701　脳梗塞治療薬（抗血小板

薬）����������� ��31

11702　脳梗塞治療薬（脳保護薬）���32

11703　脳梗塞治療薬（脳循環・

代謝賦活薬）������� ��32

11704　抗認知症薬（コリンエス

テラーゼ阻害薬）����� ��33

11705　TRH誘導体������� ��33

11706　抗認知症薬（NMDA受容

体アンタゴニスト）���� ��34

118　骨格筋弛緩薬������� ��34

11801　中枢性筋弛緩薬����� ��34

119　片頭痛・慢性頭痛治療薬�� ��35

11901　トリプタン系薬����� ��35

11903　Ca拮抗薬�������� ��36

11904　キサンチン製剤����� ��36

11905　抗CGRPモノクローナル

抗体���������� ��36

12　末梢神経系用薬������   38

121　局所麻酔薬�������� ��38

12101　アミド型局所麻酔薬��� ��38

122　骨格筋弛緩薬������� ��41

12201　末梢性筋弛緩薬（脱分極

性）����������� ��41

12202　末梢性筋弛緩薬（ダント

ロレン）��������� ��41

12203　末梢性筋弛緩薬（ボツリ

ヌス毒素）�������� ��42

12204　末梢性筋弛緩薬（非脱分

極性）���������� ��44

12205　筋弛緩回復薬������ ��44

123　自律神経薬�������� ��44

12301　コリンエステラーゼ阻害

薬（末梢性）������� ��44

12302　コリン類似薬������ ��45

12303　自律神経調整薬����� ��45

124　鎮けい薬��������� ��45

12401　ベラドンナアルカロイド� ��45

12402　四級アンモニウム塩合成

抗コリン薬������� ��46

13　感覚器官用薬�������   47

131　眼科用薬��������� ��47

13101　散瞳薬��������� ��47

13102　縮瞳薬��������� ��47

13103　眼科用局所麻酔薬���� ��48

13104　眼科用副腎皮質ステロイ

ド����������� ��48

13105　眼科用抗菌薬（セフェム

系薬）���������� ��49

13106　眼科用抗菌薬（アミノグ

リコシド系薬）������ ��49

13107　眼科用抗菌薬（ニューキ

ノロン系薬）������� ��50

13108　眼科用抗菌薬（その他）� ��51

13109　眼科用抗ウイルス薬��� ��51

13110　抗アレルギー薬����� ��51

13111　非ステロイド抗炎症薬�� ��52

13113　緑内障治療薬（イオン

チャネル開口薬）����� ��52

13114　緑内障治療薬（PG関連

薬）����������� ��52
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13115　緑内障治療薬（選択的

EP2受容体作動薬）� ��� ��53

13116　緑内障治療薬（α2受容体

選択性刺激薬）������ ��53

13117　緑内障治療薬（β遮断薬）���53

13118　緑内障治療薬（炭酸脱水

酵素阻害薬）������� ��53

13119　緑内障治療薬（ROCK阻

害薬）���������� ��53

13122　緑内障治療薬（PG関連薬

＋β遮断薬配合剤）���� ��54

13123　緑内障治療薬（β遮断薬

＋炭酸脱水酵素阻害薬配合

剤）����������� ��54

13125　緑内障治療薬（α2受容体

選択性刺激薬＋炭酸脱水酵

素阻害薬配合剤）����� ��54

13126　白内障治療薬������ ��54

13127　加齢黄斑変性症治療薬�� ��55

13128　角膜治療薬������� ��55

13129　ドライアイ改善薬���� ��55

13130　眼内灌流液������� ��56

13131　粘弾性物質������� ��56

13132　調節機能改善薬����� ��57

13133　コンタクトレンズ角膜装

着補助剤�������� ��57

13134　蛍光眼底造影剤����� ��57

13135　免疫抑制薬������� ��57

13141　その他の眼科用薬���� ��58

132　耳鼻科用薬�������� ��58

13201　耳鼻科用血管収縮薬��� ��58

13202　耳鼻科用抗菌薬（セフェ

ム系薬）��������� ��58

13203　耳鼻科用抗菌薬（ニュー

キノロン系薬）������ ��58

13204　抗アレルギー薬����� ��59

13205　耳鼻科用副腎皮質ステロ

イド���������� ��59

13206　鼻腔用抗MRSA薬���� ��59

13207　耳垢除去薬������� ��60

133　鎮暈薬���������� ��60

13301　抗めまい薬������� ��60

13302　中枢性制吐・鎮暈薬��� ��60

II　個々の器官用医薬品
21　循環器官用薬�������   61

211　心不全治療薬，昇圧薬��� ��61

21101　ジギタリス製剤����� ��61

21102　カテコラミン������ ��61

21103　PDEIII阻害薬������ ��63

21104　心房性Na利尿ペプチド製

剤����������� ��64

21105　HCNチャネル遮断薬��� ��64

21106　アンジオテンシン受容体

ネプリライシン阻害薬

（ARNI）��������� ��65

212　不整脈用薬�������� ��65

21201　Naチャネル遮断薬（クラ

スIa群）� �������� ��65

21202　Naチャネル遮断薬（クラ

スIb群）� �������� ��66

21203　Naチャネル遮断薬（クラ

スIc群）� �������� ��67

21204　β-遮断薬（クラスII群）� ��67

21205　クラスIII群������� ��68

21206　Ca拮抗薬（クラスIV群）� ��69

213　利尿薬���������� ��70

21301　ループ利尿薬������ ��70

21302　チアジド系利尿薬���� ��70

21303　K保持性利尿薬� ���� ��71

21304　炭酸脱水酵素阻害薬��� ��71

21305　浸透圧利尿薬������ ��72

21306　バゾプレシン拮抗薬��� ��73

214　血圧降下薬�������� ��73

21401　β遮断薬〔β1選択性ISA

（－）〕���������� ��73

21402　β遮断薬〔β1選択性ISA

（＋）〕���������� ��74

21403　β遮断薬〔β1非選択性

ISA（－）〕�������� ��75
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21405　αβ遮断薬������� ��75

21406　α遮断薬�������� ��76

21407　中枢性交感神経抑制薬�� ��76

21408　Ca拮抗薬（ジヒドロピリ

ジン系）��������� ��77

21409　Ca拮抗薬（ベンゾチアゼ

ピン系）��������� ��78

21410　アンジオテンシン変換酵

素（ACE）阻害薬� ��� ��79

21411 　 ア ン ジ オ テ ン シ ンII

（AII） 受 容 体 拮 抗 薬

（ARB）� �������� ��79

21412　Ca拮抗薬・HMG-CoA還

元酵素阻害薬配合剤��� ��80

21413　ARB・利尿薬配合剤��� ��81

21414　ARB・Ca拮抗薬配合剤� ��81

21415　硝酸薬��������� ��82

215　狭心症治療薬������� ��82

21501　硝酸薬��������� ��82

21502　冠血管拡張薬������ ��84

21503　その他の冠拡張薬���� ��84

218　高脂血症用薬������� ��85

21801　HMG-CoA還元酵素阻害

薬����������� ��85

21802　PCSK9阻害薬������ ��85

21803　陰イオン交換樹脂���� ��86

21804　小腸コレステロールトラ

ンスポーター阻害薬��� ��86

21805　フィブラート系薬���� ��86

21806　ニコチン酸系薬����� ��86

21807　多価飽和脂肪酸����� ��87

21808　その他の高脂血症用薬�� ��87

21809　HMG-CoA還元酵素阻害

薬・小腸コレステロールト

ランスポーター阻害薬配合

剤����������� ��87

219　血管拡張薬�������� ��87

21901　プロスタグランジン製剤� ��87

21902　循環ホルモン薬����� ��88

22　呼吸器官用薬�������   89

222　鎮咳薬・去痰薬������ ��89

22201　中枢性麻薬性鎮咳薬��� ��89

22202　中枢性非麻薬性鎮咳薬�� ��89

22203　鎮咳去痰配合剤����� ��89

22204　気道粘液溶解薬（多糖類

分解）���������� ��90

22205　気道粘液修復薬����� ��90

22206　気道潤滑薬������� ��91

225　気管支拡張薬・気管支喘息

治療薬� ��������� ��91

22501　β刺激薬�������� ��91

22502　β2刺激薬������� ��91

22503　短時間作用性β2刺激薬

（SABA）��������� ��92

22504　長時間作用性β2刺激薬

（LABA）�������� ��93

22505　キサンチン誘導体���� ��93

22508　長時間作用性抗コリン薬

（LAMA）� ������� ��94

22509　抗コリン薬・β2刺激薬配

合剤（LAMA/LABA）� � ��94

22510　吸入ステロイド（ICS）�� ��95

22511　吸入ステロイド・β2刺激

薬配合剤（ICS/LABA）�� ��95

22512　吸入ステロイド・β2刺激

薬配合剤・抗コリン薬

（ICS/LAMA/LABA）� � ��97

226　呼吸障害改善薬������ ��97

22601　末梢性呼吸刺激薬���� ��97

22602　中枢性呼吸刺激薬���� ��98

22603　麻薬拮抗薬������� ��98

22604　好中球エラスターゼ選択

的阻害薬�������� ��98

22605　肺線維化抑制薬����� ��98

23　消化器官用薬�������   99

231　止しゃ薬，整腸薬����� ��99

23101　腸運動抑制薬������ ��99

23102　収斂薬��������� ��99

23103　吸着薬��������� ��99

23104　殺菌薬��������� ��99
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23105　活性生菌製剤������ ��99

232　消化性潰瘍用薬������ 100

23201　プロトンポンプ阻害薬

（内服）��������� 100

23202　プロトンポンプ阻害薬

（注射）��������� 103

23203　H2受容体拮抗薬（内服）� 103

23204　H2受容体拮抗薬（注射）� 103

23205　プロスタグランジン製剤� 104

23206　防御因子増強薬����� 104

23207　制酸薬��������� 105

23208　配合剤��������� 105

23209　ヘリコバクター・ピロリ

感染診断薬������� 106

233　胃腸機能調整薬������ 106

23301　健胃薬��������� 106

23302　ドパミン受容体拮抗薬

（内服）��������� 106

23303　ドパミン受容体拮抗薬

（注射）��������� 107

23304　ドパミン受容体拮抗薬

（外用）��������� 107

23305　オピアト作動薬����� 108

23306　セロトニン受容体作動薬� 108

23307　アセチルコリンエステ

ラーゼ阻害薬������ 108

23308　消化酵素配合剤����� 108

23309　消化管ガス駆除薬���� 108

23310　5-HT3受容体拮抗制吐薬� 109

23311　NK1受容体拮抗薬���� 109

23312　その他��������� 110

234　炎症性腸疾患治療薬���� 110

23401　5-ASA製剤（内服）� �� 110

23402　5-ASA製剤（外用）� �� 111

23403　副腎皮質ステロイド（内

服）����������� 111

23404　副腎皮質ステロイド（外

用）����������� 111

235　下剤，浣腸剤������� 112

23501　浸透圧性下剤（塩類下剤）� 112

23502　浸透圧性下剤（糖類下剤）� 113

23503　大腸刺激性下剤（内服）� 113

23504　大腸刺激性下剤（外用）� 113

23505　浣腸剤��������� 114

23506　クロライドイオンチャネ

ルアクチベーター���� 114

23507　胆汁酸トランスポーター

阻害薬��������� 114

23508　オピオイド誘発性便秘症

治療薬��������� 114

23509　経口腸管洗浄薬����� 114

236　過敏性腸症候群治療薬��� 116

23601　膨潤・ゲル化剤����� 116

23602　5-HT3受容体拮抗薬� �� 116

23603　グアニル酸シクラーゼC

受容体アゴニスト���� 116

237　肝疾患治療薬������� 116

23701　インターフェロン製剤�� 116

23702　抗C型肝炎ウイルス薬

（RNAポリメラーゼ阻害）� 118

23707　抗C型肝炎ウイルス薬

（NS5A阻害・NS3/4Aプロ

テアーゼ阻害配合剤）��� 118

23710　抗B型肝炎ウイルス薬� � 119

23715　肝機能改善薬������ 119

23716　肝臓製剤�������� 120

23717　肝不全治療薬������ 121

238　胆道疾患治療薬������ 121

23801　催胆薬（胆汁利胆薬）�� 121

23802　排胆薬��������� 121

239　膵疾患治療薬������� 122

23901　蛋白分解酵素阻害薬��� 122

23902　膵酵素補充薬������ 123

24　ホルモン剤（抗ホルモン剤を

含む） ���������� 124

240　副腎皮質ステロイド���� 124

24001　コルチゾン類������ 124

24002　プレドニゾロン類���� 126

24003　その他の副腎皮質ステロ

イド���������� 134
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24004　その他の副腎皮質ステロ

イド（配合剤）������ 150

241　女性ホルモン製剤・子宮用

剤� ����������� 150

24101　卵胞ホルモン������ 150

242　女性ホルモン製剤・子宮用

剤� ����������� 151

24201　黄体ホルモン������ 151

24202　卵胞・黄体ホルモン配合

剤����������� 152

24204　経口避妊薬������� 153

24205　緊急避妊薬������� 153

24206　子宮内黄体ホルモン放出

システム�������� 153

24207　排卵誘発薬������� 153

24208　GnRHアゴニスト・アン

タゴニスト������� 154

24209　子宮内膜症治療薬���� 154

24210　子宮収縮薬������� 154

244　視床下部向下垂体ホルモン

剤� ����������� 156

24401　視床下部向下垂体ホルモ

ン����������� 156

245　下垂体後葉ホルモン���� 157

24501　下垂体後葉ホルモン��� 157

246　性腺刺激ホルモン����� 157

24601　性腺刺激ホルモン���� 157

247　その他のホルモン剤（抗ホ

ルモン剤を含む）������ 158

24701　グルカゴン������� 158

25　腎・泌尿生殖器官及び肛門用

薬������������ 160

251　痔疾用剤��������� 160

25101　抗炎症薬�������� 160

25102　肉芽形成促進薬����� 160

252　尿路結石治療剤������ 160

25201　結石排出促進薬����� 160

253　頻尿・過活動膀胱治療薬�� 160

25301　抗コリン薬������� 160

25302　β3受容体作動薬���� 161

254　排尿障害治療薬������ 161

25401　α1遮断薬������� 161

25402　5α-還元酵素阻害薬� �� 162

25403　PDE-5阻害薬������ 162

25405　その他の排尿障害治療薬� 162

255　勃起不全改善薬������ 162

25501　PDE-5阻害薬������ 162

256　その他の泌尿器官用薬��� 163

25601　手術灌流液������� 163

257　腎疾患用剤�������� 163

25702　高リン血症治療薬���� 163

25703　尿毒症治療薬������ 164

25704　高K血症治療薬� ���� 164

25705　透析液��������� 164

258　生殖器官用薬������� 166

25801　生殖器官用抗生物質��� 166

25802　生殖器官用抗真菌薬��� 166

26　外皮用薬��������� 167

261　ざ瘡治療薬�������� 167

26101　外用抗生物質������ 167

26102　その他のざ瘡治療薬��� 167

26103　その他のざ瘡治療薬（配

合剤）���������� 168

262　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎薬� 168

26201　副腎皮質ステロイド外用

剤（Strongest）� ���� 168

26202　副腎皮質ステロイド外用

剤（Very�Strong）� ��� 169

26203　副腎皮質ステロイド外用

剤（Strong）������� 170

26204　抗生物質・副腎皮質ステ

ロイド混合製剤（Strong）� 171

26205　副腎皮質ステロイド外用

剤（Medium）� ����� 171

26207　副腎皮質ステロイド外用

剤（その他）������� 172

26208　非ステロイド抗炎症外用

剤����������� 172

26209　非ステロイド抗炎症経皮

用剤���������� 172
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26210　外皮用配合剤������ 173

26211　鎮痒薬��������� 173

26212　アトピー性皮膚炎治療薬� 174

263　角化症・乾癬治療薬���� 174

26301　活性型ビタミンD3製剤�� 174

26302　活性型ビタミンD3・副腎

皮質ステロイド配合剤�� 175

26303　ビタミンA製剤（外用）�� 175

26304　ビタミンA製剤（内服）�� 175

26305　尿素製剤�������� 175

26306　PDE4阻害薬� ����� 176

264　角質軟化薬�������� 176

26401　サリチル酸製剤����� 176

265　血液循環改善薬������ 176

26501　ビタミンE・ビタミンA製

剤����������� 176

266　皮膚潰瘍治療薬������ 177

26601　外用皮膚潰瘍治療薬��� 177

26602　外用抗生物質������ 178

267　血行促進・皮膚保湿剤��� 179

26701　ヘパリン類似物質���� 179

268　抗真菌薬��������� 180

26800　表在性抗真菌薬（アリル

アミン系）（内服）����� 180

26801　表在性抗真菌薬（アリル

アミン系）（外用）����� 180

26803　表在性抗真菌薬（イミダ

ゾール系）�������� 180

26804　表在性抗真菌薬（トリア

ゾール系）�������� 181

26805　表在性抗真菌薬（ベンジ

ルアミン系）������� 181

269　その他の外皮用薬����� 181

26901　脱毛治療薬（外用）��� 181

26902　脱毛治療薬（内服）��� 181

26903　睫毛貧毛症治療薬���� 182

26904　その他（外用薬）���� 182

26905　その他（内服薬）���� 183

27　口腔用薬��������� 184

270　含嗽薬���������� 184

27001　含嗽薬（抗炎症作用）�� 184

27002　含嗽薬（消毒・抗菌作用）� 184

271　トローチ��������� 184

27101　殺菌消毒薬含有製剤��� 184

272　口内炎治療薬������� 184

27201　口腔粘膜用ステロイド�� 184

273　口腔乾燥症状改善薬���� 184

27301　人工唾液�������� 184

27302　口腔乾燥症状改善薬（内

服）����������� 185

28　消毒薬���������� 186

281　殺菌消毒薬�������� 186

28101　高水準（アルデヒド類）� 186

28102　中水準（塩素系）���� 186

28104　中水準（ヨウ素系製剤）� 186

28105　中水準（アルコール類）� 187

28107　低水準（ビグアナイド類）� 188

28108　低水準（第四級アンモニ

ウム塩）��������� 189

28110　過酸化物製剤������ 189

28111　アルコール類������ 189

III　代謝性医薬品
30　内分泌系薬剤������� 191

301　糖尿病用薬�������� 191

30101　スルフォニル尿素系（第

二世代）��������� 191

30102　スルフォニル尿素系（第

三世代）��������� 191

30103　速効性インスリン分泌促

進薬���������� 191

30104　ビグアナイド系����� 191

30105　αグルコシダーゼ阻害薬� 192

30106　チアゾリジン誘導体（イ

ンスリン抵抗性改善薬）�� 192

30107 　インクレチン関連薬

（DPP-4阻害薬）������ 192

30108 　インクレチン関連薬

（GLP-1受容体作動薬）��� 193
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30109　アルドース還元酵素阻害

薬����������� 194

30110　SGLT-2阻害薬� ���� 194

30111　DPP-4阻害薬・ビグアナ

イド系薬配合剤����� 194

30112　DPP-4阻害薬・SGLT-2

阻害薬配合剤������ 195

30115　超速効型インスリンアナ

ログ���������� 195

30116　速効型ヒトインスリン�� 196

30120　持効型溶解インスリンア

ナログ��������� 196

30121　インスリンアナログ（配

合溶解）��������� 197

30130　経口糖忍容力試験用糖質

液����������� 197

30131　ミトコンドリア機能改善

薬����������� 197

302　骨・カルシウム代謝薬��� 197

30201　ビスホスホネート製剤

（Weekly製剤）（内服）� �� 197

30202　ビスホスホネート製剤

（Monthly製剤）（内服）� � 198

30204　ビスホスホネート製剤

（注射）��������� 198

30205　ビスホスホネート製剤

（Once�a�year）（注射）��� 198

30206　活性型ビタミンD3製剤�� 198

30207　ビタミンK2製剤����� 199

30208　SERM��������� 199

30209　抗RANKLモノクロナー

ル抗体��������� 199

30210　副甲状腺ホルモン���� 200

30211　その他の骨・カルシウム

代謝薬��������� 200

30212　抗スクレロスチンモノク

ロナール抗体������ 201

303　甲状腺疾患治療薬����� 201

30301　甲状腺ホルモン製剤��� 201

30302　抗甲状腺ホルモン���� 201

30303　ヨウ素��������� 202

304　痛風・高尿酸血症治療薬�� 202

30401　痛風発作治療薬����� 202

30402　尿酸排泄促進薬����� 202

30403　尿酸生成抑制薬����� 202

30404　酸性尿改善薬������ 203

31　ビタミン剤�������� 204

312　ビタミンB製剤� ����� 204

31201　ビタミンB1・B1誘導体

（内服）��������� 204

31202　ビタミンB1・B1誘導体

（注射）��������� 204

31204　ビタミンB2（注射）� �� 204

31205　パントテン酸（内服）�� 205

31206　パントテン酸（注射）�� 205

31207　ビタミンB6（内服）� �� 205

31208　ビタミンB12（内服）��� 205

31209　ビタミンB12（注射）��� 206

31210　葉酸（内服）������ 206

313　ビタミンC製剤� ����� 206

31302　ビタミンC・パントテン

酸配合剤（内服）����� 206

31303　ビタミンC（注射）���� 206

315　ビタミンK製剤� ����� 207

31503　ビタミンK2（内服）� �� 207

31504　ビタミンK2（注射）� �� 207

316　ビタミンH製剤� ����� 207

31601　ビオチン（内服）���� 207

317　カルニチン�������� 207

31701　レボカルニチン（内服）� 207

318　混合ビタミン製剤����� 207

31801　ビタミンB1・B6・B12�� 207

31802　ビタミンB1・B2・B6・

B12����������� 208

31803　高カロリー輸液用総合ビ

タミン製剤������� 208

32　輸液・栄養製剤������ 209

321　電解質製剤�������� 209

32101　細胞外液補充液（生理食

塩液）���������� 209
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32102　細胞外液補充液����� 210

32103　開始（1号）液����� 210

32104　維持（3号）液����� 210

32105　術後回復（4号）液��� 211

32106　血漿増量剤������� 211

32107　その他の輸液・灌流液�� 211

322　電解質補正剤������� 212

32201　塩化ナトリウム製剤（内

服）����������� 212

32202　塩化ナトリウム製剤（注

射）����������� 212

32203　カリウム製剤（内服）�� 213

32204　カリウム製剤（注射）�� 213

32205　マグネシウム製剤（注射）� 214

32206　カルシウム製剤（内服）� 214

32207　カルシウム製剤（注射）� 214

32208　リン製剤�������� 214

32209　アシドーシス補正用製剤� 215

32210　亜鉛製剤�������� 215

323　糖質輸液用製剤������ 215

32301　ブドウ糖製剤������ 215

324　アミノ酸製剤������� 216

32401　アミノ酸輸液製剤���� 216

32402　腎不全用アミノ酸輸液製

剤����������� 216

32403　肝不全用アミノ酸輸液�� 217

325　末梢静脈栄養用輸液製剤�� 217

32501　ビタミンB1加末梢静脈栄

養用輸液製剤������ 217

326　中心静脈栄養用輸液���� 217

32601　中心静脈栄養用基本液

（糖・電解質）（腎不全用）� 217

32603　中心静脈栄養用キット製

剤（糖・電解質・アミノ

酸・ビタミン・微量元素）� 218

327　脂肪乳剤��������� 218

32701　脂肪乳剤�������� 218

328　微量元素製剤������� 218

32801　微量元素製剤������ 218

329　経腸栄養剤�������� 219

32901　経腸栄養剤（成分栄養）� 219

32902　経腸栄養剤（半消化態）� 219

32903　肝不全用経腸栄養剤（半

消化態）��������� 220

33　血液・体液用薬������ 221

330　造血薬���������� 221

33001　有機酸鉄�������� 221

33002　注射用鉄剤������� 221

33003　エリスロポエチン���� 221

33004　G-CSF��������� 224

33005　トロンボポエチン受容体

作用薬��������� 225

33006　白血球減少症治療薬��� 226

331　止血薬���������� 226

33101　血管強化薬（内服）��� 226

33102　血管強化薬（注射）��� 226

33103　抗プラスミン薬（内服）� 226

33104　抗プラスミン薬（注射）� 227

33105　局所止血薬������� 227

33106　静脈瘤硬化療法薬���� 228

332　血液凝固阻止薬������ 228

33201　ヘパリン�������� 228

33202　DOAC（経口直接Xa阻害

薬）����������� 230

33203　DOAC（トロンビン直接

阻害薬）��������� 231

33204　クマリン系薬������ 231

33205　抗トロンビン薬����� 232

33206　抗血小板薬������� 233

33207　血栓溶解薬（ウロキナー

ゼ）����������� 234

33208　血栓溶解薬（t-PA）� �� 234

33209　トロンボモジュリン��� 234

33210　ヘパリン拮抗薬����� 235

33211　抗血小板薬・プロトンポ

ンプ阻害薬配合剤���� 235

34　炎症，免疫用薬������ 236

340　免疫抑制薬�������� 236

34001　代謝拮抗薬（プリン拮抗

薬）����������� 236
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34002　代謝拮抗薬（葉酸拮抗薬）� 236

34003　カルシニューリン阻害薬� 237

341　抗リウマチ薬������� 238

34101　免疫調節薬������� 238

342　生物学的製剤������� 239

34201　TNFα阻害薬������ 239

34202　抗ヒトα4β7インテグリ

ン阻害薬�������� 242

34203　抗ヒトIL-4/13受容体モノ

クローナル抗体����� 242

34204　抗ヒトIL-12/23p40モノ

クローナル抗体����� 242

34205　抗ヒトα4インテグリン阻

害薬���������� 243

34206　ヒト化抗ヒトIL-23p19モ

ノクローナル抗体製剤�� 243

343　鎮痛薬���������� 243

34301　ヒアルロン酸製剤���� 243

344　分子標的治療薬������ 244

34401　JAK阻害薬������� 244

IV　組織細胞機能用医薬品
41　アレルギー用薬������ 246

410　抗アレルギー薬������ 246

41001　メディエーター遊離抑制

薬����������� 246

41002　H1受容体拮抗薬（第一世

代）（プロピルアミン系）�� 246

41003　H1受容体拮抗薬（第一世

代）（フェノチアジン系）�� 246

41004　H1受容体拮抗薬（第一世

代）（ピペラジン系）���� 247

41005　H1受容体拮抗薬（第一世

代）（ピペリジン系）���� 247

41006　H1受容体拮抗薬（第二世

代）����������� 247

41007　トロンボキサンA2受容体

拮抗薬��������� 250

41008　ロイコトリエン受容体拮

抗薬���������� 250

41009　Th2サイトカイン阻害薬� 250

41010　免疫（減感作）療法薬�� 250

42　腫瘍用薬��������� 252

420　抗悪性腫瘍薬������� 252

42001　アルキル化薬������ 252

42002　代謝拮抗薬（葉酸拮抗薬）� 254

42003　代謝拮抗薬（ピリミジン

拮抗薬）��������� 256

42004　代謝拮抗薬（プリン拮抗

薬）����������� 259

42005　代謝拮抗薬（その他）�� 260

42006　抗生物質（アントラサイ

クリン系）�������� 261

42007　抗生物質（その他）��� 264

42008　微小管阻害薬（ビンカア

ルカロイド）������� 265

42009　微小管阻害薬（タキサン）� 266

42010　微小管阻害薬（その他）� 267

42011　白金製剤�������� 267

42012　トポイソメラーゼI阻害薬� 271

42013　トポイソメラーゼII阻害

薬����������� 271

42014 　 分 子 標 的 治 療 薬（抗

EGFR抗体）� ������ 272

42015 　 分 子 標 的 治 療 薬（抗

HER2抗体）� ������ 272

42016 　 分 子 標 的 治 療 薬（抗

VEGF抗体）� ������ 272

42017　分子標的治療薬（抗CD20

抗体）���������� 273

42018　分子標的治療薬（免疫

チェックポイント阻害剤）� 274

42020　分子標的治療薬（小分

子：EGFR阻害薬）� ��� 275

42030　ホルモン（アロマターゼ

阻害薬）��������� 275

42031　ホルモン（抗エストロゲ

ン薬）���������� 275

42032　ホルモン（抗アンドロゲ

ン薬）���������� 275
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42035　ホルモン（GnRHアゴニ

スト）���������� 276

42036　ホルモン（GnRHアンタ

ゴニスト）�������� 277

42040　非特異的免疫賦活薬��� 277

42041　CDK　4/6阻害剤� ��� 278

42050　その他��������� 278

V　生薬及び漢方処方に基づく
医薬品

52　漢方製剤��������� 279

VI　病原生物に対する医薬品
61　抗菌薬I ��������� 286

610　ペニシリン系������� 286

61002　天然ペニシリン（注射）� 286

61003　アミノペニシリン（内服）� 286

61004　広域ペニシリン（内服）� 287

61005　広域ペニシリン（注射）� 288

61006　βラクタマーゼ阻害薬配

合剤（内服）������� 289

61007　βラクタマーゼ阻害薬配

合剤（注射）������� 289

611　セフェム系�������� 290

61102　第一世代セフェム系（注

射）����������� 290

61103　第二世代セフェム系（内

服）����������� 290

61104　第二世代セフェム系（注

射）����������� 291

61105　第三世代セフェム系（内

服）����������� 292

61106　第三世代セフェム系（注

射）����������� 294

61108　第四世代セフェム系（注

射）����������� 295

61110　βラクタマーゼ阻害薬配

合剤（注射）������� 296

612　カルバペネム系������ 296

61202　カルバペネム系（注射）� 296

614　モノバクタム系������ 297

61402　モノバクタム系（注射）� 297

62　抗菌薬II ��������� 298

620　グリコペプチド系����� 298

62001　グリコペプチド系（注射）� 298

621　ホスホマイシン系����� 298

62101　ホスホマイシン系（内服）� 298

62102　ホスホマイシン系（注射）� 299

622　アミノグリコシド系���� 299

62202　アミノグリコシド系（注

射）����������� 299

623　マクロライド系������ 300

62301　マクロライド系（内服）� 300

62302　マクロライド系（注射）� 302

624　テトラサイクリン系���� 302

62401　テトラサイクリン系（内

服）����������� 302

62402　テトラサイクリン系（注

射）����������� 303

625　リンコマイシン系����� 304

62501　リンコマイシン系（内服）� 304

62502　リンコマイシン系（注射）� 304

626　ニューキノロン系����� 305

62601　ニューキノロン系（内服）� 305

62602　ニューキノロン系（注射）� 306

627　その他���������� 307

62701　ST合剤��������� 307

62702　抗嫌気性菌薬������ 307

62703　難吸収性リファマイシン

系����������� 308

629　抗結核薬��������� 308

62901　イソニアジド������ 308

62902　ピラジナミド������ 308

62903　エタンブトール����� 308

62904　リファンピシン����� 308

63　抗真菌薬��������� 309

630　ポリエン系�������� 309

63001　ポリエン系（内服）��� 309

631　イミダゾール系������ 309

63101　イミダゾール系（内服）� 309



（ 12 ）

toc.実行用_IR_H020_kita_202212_all 2022年12月16日�午後5時01分12

632　トリアゾール系������ 309

63201　トリアゾール系（内服）� 309

63202　トリアゾール系（注射）� 310

633　キャンディン系������ 310

63301　キャンディン系（注射）� 310

64　抗ウイルス薬と抗ウイルス療

法薬����������� 311

641　ヘルペス感染症治療薬��� 311

64101　抗ヘルペス薬（内服）�� 311

64102　抗ヘルペス薬（注射）�� 312

64103　抗ヘルペス薬（外用）�� 312

642　サイトメガロウイルス感染

症治療薬� �������� 312

64202　抗サイトメガロウイルス

（CMV）薬（注射）���� 312

643　インフルエンザ治療薬��� 313

64301　抗インフルエンザウイル

ス薬（ノイラミニダーゼ阻

害薬）（内服）������� 313

64302　抗インフルエンザウイル

ス薬（ノイラミニダーゼ阻

害薬）（注射）������� 313

64303　抗インフルエンザウイル

ス薬（ノイラミニダーゼ阻

害薬）（外用）������� 313

64304　抗インフルエンザウイル

ス薬（キャップ依存性エン

ドヌクレアーゼ活性阻害

薬）（内服）�������� 314

644　HIV感染症治療薬����� 314

64401　抗HIV薬�������� 314

65　生物学的製剤������� 315

651　予防接種用薬（生ワクチン）� 315

65103　乾燥弱毒生麻しん風しん

混合ワクチン������ 315

65104　乾燥弱毒生おたふくかぜ

ワクチン�������� 315

65105　乾燥弱毒生水痘ワクチン� 315

65106　経口弱毒性生ヒトロタウ

イルスワクチン����� 315

65107　乾燥BCGワクチン���� 315

652　予防接種用薬（不活化ワク

チン）����������� 316

65201　不活化ポリオワクチン�� 316

65204　沈降精製百日せきジフテ

リア破傷風不活化ポリオ混

合ワクチン������� 316

65205　インフルエンザHAワク

チン���������� 316

65206　乾燥細胞培養日本脳炎ワ

クチン��������� 317

65207　組換え沈降2価ヒトパピ

ローマウイルス様粒子ワク

チン���������� 318

65208　組換え沈降4価ヒトパピ

ローマウイルス様粒子ワク

チン���������� 318

65209　乾燥培養不活化狂犬病ワ

クチン��������� 318

65210　肺炎球菌ワクチン（23価

肺炎球菌多糖体ワクチン）� 319

65211　沈降13価肺炎球菌結合型

ワクチン�������� 319

65212　乾燥ヘモフィルスb型ワ

クチン（破傷風トキソイド

結合型）��������� 319

65213　乾燥組織培養不活化A型

肝炎ワクチン������ 320

65214　組換え沈降B型肝炎ワク

チン���������� 320

65215　組換え沈降9価ヒトパピ

ローマウイルス様粒子ワク

チン���������� 320

65216　乾燥組換え帯状疱疹ワク

チン���������� 321

653　予防接種用薬（トキソイド）� 321

65301　沈降破傷風トキソイド�� 321

65302　沈降ジフテリア破傷風混

合トキソイド������ 321

654　予防接種用薬（その他）�� 322
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65401　結核診断薬������� 322

655　血液製剤��������� 322

65501　ヒト免疫グロブリン��� 322

65502　抗HBsグロブリン���� 323

65503　アルブミン������� 324

65505　フィブリノゲン����� 324

65506　アンチトロンビン���� 325

66　寄生動物用薬������� 326

661　抗寄生虫薬�������� 326

66101　抗原虫薬�������� 326

66102　抗線虫薬�������� 326

VII　治療を主目的としない医
薬品

71　調剤用薬��������� 327

711　賦形剤���������� 327

71101　乳糖類��������� 327

71102　デンプン類������� 327

712　軟膏基剤��������� 327

71201　油脂性基剤������� 327

71202　乳剤性基剤������� 327

713　溶解剤���������� 328

71301　精製水類�������� 328

714　矯味，矯臭，着色剤���� 328

71402　シロップ製剤������ 328

71409　その他の矯味，矯臭，着

色剤���������� 328

72　診断用薬（体外診断用医薬品

を除く） ��������� 329

721　造影剤���������� 329

72101　MRI用（ガドリニウム系

非イオン性）������� 329

72102　MRI用（ガドリニウム

系）����������� 329

72103　MRI用（その他）� ��� 329

72104　尿路・血管系（非イオン

モノマー）�������� 329

72107　脳槽・脊髄系������ 331

72108　消化管系�������� 331

72109　膵胆・尿路・関節・唾液

腺系���������� 332

72110　胆道系��������� 332

72111　脳・脊髄・関節・子宮卵

管系���������� 332

72112　リンパ・子宮卵管系調製

用剤���������� 333

72113　エコー用�������� 333

72114　X線診断二重造影剤用発

泡剤���������� 333

722　機能検査用試薬������ 333

72201　肝機能検査用試薬���� 333

72202　腎機能検査用試薬���� 334

723　その他の検査薬������ 334

72301　胃内粘液溶解除去剤��� 334

79　その他の治療を主目的としな

い医薬品��������� 335

791　中毒治療薬�������� 335

79101　ニコチン依存症治療薬�� 335

79102　アセトアミノフェン中毒

治療薬��������� 335

79103　吸収阻害薬������� 335

799　他に分類されない治療を主

目的としない医薬品� ��� 336

VIII　麻薬
81　医療用麻薬�������� 337

811　オピオイド�������� 337

81101　モルヒネ（内服）���� 337

81102　モルヒネ（注射）���� 337

81103　モルヒネ（外用）���� 338

81104　オキシコドン（内服）�� 338

81105　オキシコドン（注射）�� 338

81106　フェンタニル（注射）�� 338

81107　フェンタニル（外用）�� 340

81108　コデイン�������� 341

81109　アヘン��������� 341

81111　ペチジン�������� 341

81112　ヒドロモルフォン（内服）� 342

�
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五十音順索引
太字：商品名

す：先発品　あ：後発品

〔アー～アタ〕

【ア】

〔すアーチスト錠2.5㎎〕�

あカルベジロール錠2.5㎎「サワ

イ」������������� ��75

〔すアーチスト錠10㎎〕�

あカルベジロール錠10㎎「サワイ」

�������������� ��76

アーテン錠（2㎎）�������� ��22

アイセントレス錠400㎎����� 314

〔すアイソボリン点滴静注用25㎎〕�

あレボホリナート点滴静注用25㎎

「NP」� ����������� 260

〔すアイソボリン点滴静注用100㎎〕�

あレボホリナート点滴静注用100

㎎「NP」� ���������� 260

アイトロール錠20㎎������ ��82

アイピーディカプセル100���� 250

アイファガン点眼液0.1%� ��� ��53

アイミクス配合錠HD������ ��81

アイモビーグ皮下注70㎎ペン�� ��36

アイラミド配合懸濁性点眼液�� ��54

アイリーア硝子体内注射用キット40

㎎/院������������ ��55

あ亜鉛華（10%）単軟膏「ヨシダ」（無）

�������������� 177

亜鉛七水和物，硫酸������ 215

アキネトン錠1㎎�������� ��22

アクアチムクリーム1%� ���� 167

アクアチムローション1%� ��� 167

アクトシン軟膏3%� ������ 178

アクトス錠15��������� 192

アクトネル錠75㎎������� 198

アクトヒブ���������� 319

アクプラ静注用10㎎（無）���� 270

アクプラ静注用50㎎（無）���� 270

アコファイド錠100㎎������ 108

アザクタム注射用1g� ����� 297

アサコール錠400㎎������� 110

アザニン錠50㎎�������� 236

アザルフィジンEN錠250㎎���� 238

あアシクロビル点滴静注液250㎎「日

医工」������������ 312

アジマイシン点眼液1%� ���� ��51

アジョビ皮下注225㎎シリンジ�� ��37

アジルバ錠20㎎�������� ��79

アジレクト錠1㎎�������� ��25

アズノール軟膏0.033%� ���� 177

アスパラカリウム散50%����� 213

アスパラカリウム錠300㎎���� 213

アスパラカリウム注10mEq� �� 213

アスパラ－CA錠200������� 214

アスピリン「ヨシダ」������ ��16

アスベリン散10%�������� ��89

アスベリン錠10�������� ��89

アスベリンシロップ0.5%� ��� ��89

あアズレンうがい液4%「ケンエー」�184

アセチルシステイン内用液17.6%

「あゆみ」���������� 335

アセリオ静注液1000㎎バッグ�� ��15

アゾルガ配合懸濁性点眼液��� ��54

〔すアダラートCR錠10㎎〕�

あニフェジピンCR錠10㎎「サワ

イ」������������� ��78

〔すアダラートCR錠20㎎〕�

あニフェジピンCR錠20㎎「サワ

イ」������������� ��78

アタラックス錠10㎎������ 247

アタラックス－Pカプセル25㎎�� 247

アタラックス－P注射液（25㎎/ml）�247
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〔アテ～アル〕

アテディオ配合錠������� ��81

あアデノシン負荷用静注60㎎シリン

ジ「FRI」����������� ��84

アデホスコーワ顆粒10%����� ��32

アデラビン9号注2院������ 120

アテレック錠10�������� ��77

アトーゼット配合錠HD����� ��87

アドソルビン原末������� ��99

アドナ錠10㎎��������� 226

アドナ錠30㎎��������� 226

〔すアドナ注（静脈用）50㎎〕�

あカルバゾクロムスルホン酸ナト

リウム静注液50㎎「日医工」�� 226

あアドレナリン注0.1%シリンジ「テ

ルモ」������������ ��62

あアトロピン注0.05%シリンジ「テ

ルモ」������������ ��45

アトロピン点眼液1%，日点� �� ��47

アナフラニール錠10㎎����� ��29

アナペイン注2㎎/院� ����� ��39

アナペイン注7.5㎎/院������ ��40

アナペイン注10㎎/院（無）���� ��40

アネキセート注射液0.5㎎� ��� ��98

アネメトロ点滴静注液500㎎��� 307

アネレム静注用50㎎������ ��2

アバスチン点滴静注用100㎎/4院� 272

アバスチン点滴静注用400㎎/16院� 272

アバプロ錠100㎎�������� ��79

アピドラ注ソロスター����� 195

アブストラル舌下錠100μg� ��� 340

アブストラル舌下錠200μg� ��� 340

〔すアフタゾロン口腔用軟膏0.1%〕�

あデキサメタゾン口腔用軟膏

0.1%「NK」���������� 184

アブラキサン点滴静注用100㎎�� 266

アヘン散「第一三共」������ 341

アボルブカプセル0.5㎎� ���� 162

アマージ錠2.5㎎� ������� ��36

アマリール0.5㎎錠� ������ 191

アマリール1㎎錠�������� 191

あアミオダロン塩酸塩静注150㎎

「TE」�

〔すアンカロン注150〕����� ��68

あアミオダロン塩酸塩速崩錠100㎎

「TE」�

〔すアンカロン錠100〕����� ��68

アミカシン硫酸塩注射液100㎎「日医

工」（無）����������� 299

アミサリン注100㎎������� ��65

アミゼットB輸液�������� 216

アミティーザカプセル12μg���� 114

アミノレバンEN配合散（フレーバー

配合）（コーヒー味）������ 220

アミノレバンEN配合散（フレーバー

配合）（フルーツ味）������ 220

あアムロジピンOD錠2.5㎎「明治」�

〔すアムロジンOD錠2.5㎎，ノル

バスクOD錠2.5㎎〕� ����� ��77

あアムロジピンOD錠5㎎「明治」�

〔すアムロジンOD錠5㎎，ノルバ

スクOD錠5㎎〕�������� ��77

〔すアムロジンOD錠2.5㎎〕�

あアムロジピンOD錠2.5㎎「明治」

�������������� ��77

〔すアムロジンOD錠5㎎〕�

あアムロジピンOD錠5㎎「明治」���77

アメナリーフ錠200㎎������ 311

アモキサンカプセル10㎎���� ��29

アラセナ－A軟膏3%� ����� 312

アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用� ��59

アリセプトD錠3㎎� ������ ��33

アリセプトD錠5㎎� ������ ��33

アリセプトD錠10㎎������� ��33

アリナミンF糖衣錠，25㎎���� 204

アリミデックス錠1㎎������ 275

アリムタ注射用100㎎������ 254

アリムタ注射用500㎎������ 254

アルスロマチック関節手術用灌流液

�������������� 211



（ 17 ）

idx.実行用_IR_H020_kita_202212_all 2022年12月16日 午後5時27分17

〔アル～イソ〕

〔すアルダクトンA錠25㎎〕�

あスピロノラクトン錠25㎎「日医

工」������������� ��71

アルチバ静注用2㎎������� 339

アルツディスポ関節注25㎎��� 243

アルドメット錠250������� ��76

あアルファカルシドールカプセル

0.25μg「フソー」�

〔すアルファロールカプセル0.25

μg〕� ������������ 198

〔すアルファロールカプセル0.25μg〕�

あアルファカルシドールカプセル

0.25μg「フソー」�������� 198

アルブミン5%静注12.5g/250院

「JB」，献血� �������� 324

アルブミン25%静注12.5g/50院，赤

十字������������ 324

アルブミン「VTRS」原末（無），タン

ニン酸����������� ��99

あアルプロスタジルアルファデクス

注射用20μg「タカタ」�

〔すプロスタンディン注射用20μg〕

�������������� ��88

あアルプロスタジル注5μg「F」�

〔すパルクス注5μg，リプル注5μg〕

�������������� ��87

アルロイドG内用液5%� ���� 104

〔すアレグラ錠60㎎〕�

あツフェキソフェナジン塩酸塩

錠60㎎「SANIK」� ������ 249

アレサガテープ4㎎������� 248

アレジオンLX点眼液0.1%���� ��51

アレジオン錠20�������� 248

アレビアチン散10%������� ��11

アレビアチン注250㎎������ ��11

〔すアレロックOD錠5〕�

あオロパタジン塩酸塩OD錠5㎎

「トーワ」���������� 248

アレロック顆粒0.5%� ����� 248

アローゼン顆粒�������� 113

アロカリス点滴静注235㎎（試）�� 110

アロキシ点滴静注バッグ0.75㎎�� 109

あアロプリノール錠100㎎「タナベ」�

〔すザイロリック錠100〕���� 202

アロマシン錠25㎎������� 275

アロンアルフアA「三共」����� 336

〔すアンカロン錠100〕�

あアミオダロン塩酸塩速崩錠100

㎎「TE」� ���������� ��68

〔すアンカロン注150〕�

あアミオダロン塩酸塩静注150㎎

「TE」� ����������� ��68

アンチレクス静注10㎎����� ��44

アンテベートクリーム0.05%��� 169

アンテベート軟膏0.05%����� 169

アンテベートローション0.05%�� 169

アンヒバ坐剤小児用100㎎���� ��15

アンヒバ坐剤小児用200㎎���� ��15

アンプラーグ錠100㎎������ 233

アンペック坐剤10㎎������ 338

【イ】

EOB・プリモビスト注シリンジ� 329

イーケプラ錠500㎎������� ��14

あEPLカプセル250㎎� ����� 120

イオウ・カンフルローション「東豊」

�������������� 167

イオパミロン注300������� 329

イオパミロン注370シリンジ��� 330

イオメロン300注シリンジ100院� 330

イグザレルトOD錠10㎎����� 231

イグザレルトOD錠15㎎����� 231

イクスタンジ錠40㎎������ 276

イスコチン錠100㎎������� 308

〔すイソジン液10%〕�

あポビドンヨード消毒液10%「ケ

ンエー」����������� 187

イソジンゲル10%�������� 187
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〔イソ～エタ〕

あイソジンシュガーパスタ軟膏�

〔すユーパスタコーワ軟膏，ソア

ナース軟膏〕��������� 178

〔すイソジンスクラブ液7.5%〕�

あポビドンヨードスクラブ液

7.5%「ケンエー」� ������ 187

あイソソルビドテープ40㎎

「EMEC」，硝酸�

〔すフランドルテープ40㎎〕�� ��82

イソバイドシロップ70%分包30院� ��72

イソビスト注300�������� 332

一般診断用精製ツベルクリン

（PPD）1人用��������� 322

イトリゾールカプセル50���� 309

イナビル吸入粉末剤20㎎���� 313

イノバン注0.3%シリンジ� ��� ��62

イブランス錠25㎎（無）����� 278

イブランス錠125㎎（無）����� 278

イベニティ皮下注105㎎シリンジ� 201

イミグランキット皮下注3㎎��� ��35

イミグラン錠50�������� ��35

イミグラン点鼻液20������ ��35

イムノブラダー膀注用80㎎��� 277

イメンドカプセルセット���� 109

イモバックスポリオ皮下注��� 316

イリボーOD錠2.5μg������� 116

イレッサ錠250��������� 275

あインクレミンシロップ5%� �� 221

インジゴカルミン注20㎎「AFP」� 334

インデラル錠10㎎������� ��75

インデラル注射液2㎎������ ��75

イントラリポス輸液20%����� 218

インフルエンザHAワクチン「第

一三共」1院��������� 316

【ウ】

ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50

院，献血���������� 323

ウブレチド錠5㎎�������� ��44

ウラリット配合錠������� 203

〔すウルソ錠100㎎〕�

あウルソデオキシコール酸錠100

㎎「サワイ」��������� 121

あウルソデオキシコール酸錠100㎎

「サワイ」�

〔すウルソ錠100㎎〕������ 121

ウルティブロ吸入用カプセル�� ��94

ウロカルン錠225㎎������� 160

ウログラフイン注60%������ 332

ウロナーゼ静注用6万単位���� 234

ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%

�������������� 163

【エ】

ACD－A液����������� 212

エイゾプト懸濁性点眼液1%� �� ��53

あHMG注用150単位「あすか」（無）� 157

HBグロブリン筋注用1000単位「ニチ

ヤク」，乾燥��������� 323

エイベリス点眼液0.002%（試）� � ��53

エイムゲン���������� 320

エカード配合錠HD������� ��81

エキザルベ���������� 178

エクザール注射用10㎎����� 265

エクフィナ錠50㎎������� ��25

エクメット配合錠HD������ 194

エクラープラスター20μg/（試）� 170

エクリラ400μgジェヌエア60吸入用���94

SG配合顆粒� ��������� ��18

エストラーナテープ0.72㎎���� 150

エストリール錠1㎎������� 151

あSPトローチ0.25㎎「明治」� �� 184

エスポー皮下用24000シリンジ�� 221

エスラックス静注50㎎/5.0院��� ��44

あエタノール液IP，消毒用�

〔す消毒用エタノールB液「ケン

エー」〕����������� 187

エタノール注「フソー」，無水�� 187
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〔エタ～オオ〕

〔すエタノールB液「ケンエー」，消

毒用〕�

あ消毒用エタノール液IP���� 187

エタノール「ヨシダ」������ 187

エタプラス，消毒用������ 187

あエチゾラム錠0.5㎎「EMEC」�

〔すデパス錠0.5㎎〕� ����� ��5

エディロールカプセル0.75μg��� 199

エトキシスクレロール1%注射液� 228

エドルミズ錠50㎎������� 278

エバステル錠10㎎������� 247

エパデールS900� ������� ��87

エビスタ錠60㎎�������� 199

エビプロスタット配合錠DB� �� 162

エビリファイ錠3㎎������� ��28

あエピルビシン塩酸塩注射液50㎎

/25院「NK」� �������� 261

あエピルビシン塩酸塩注射用10㎎

「NK」� ����������� 261

エフィエントOD錠20㎎����� 233

エフィエント錠3.75㎎������ 233

あFAD注10㎎「わかもと」�

〔すフラビタン注射液10㎎〕�� 204

ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40㎎���91

〔すエフオーワイ100，注射用〕�

あガベキサートメシル酸塩注射用

100㎎「タカタ」�������� 122

エブトール250㎎錠������� 308

エフピーOD錠2.5� ������ ��25

エフメノカプセル100㎎（試）��� 151

エブランチルカプセル15㎎��� ��76

あエペリゾン塩酸塩錠50㎎「日医工」�

〔すミオナール錠50㎎〕���� ��34

エポジン注シリンジ1500���� 222

あMS温シップ「タイホウ」���� 173

MSコンチン錠10㎎������� 337

エムガルティ皮下注120㎎オートイ

ンジェクター�������� ��37

エムラクリーム�������� ��40

エラスポール100，注射用���� ��98

エリキュース錠2.5㎎� ����� 230

エリキュース錠5㎎������� 230

エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用� ��59

エリスロシンドライシロップW20%

�������������� 301

エルカルチンFF錠250㎎����� 207

エルネオパNF1号輸液������ 218

エルネオパNF2号輸液������ 218

エルプラット点滴静注液100㎎�� 267

あエレジェクト注シリンジ��� 218

エレンタール配合内用剤���� 219

あ塩化カリウム徐放錠600㎎「St」� 213

塩化ナトリウム「オーツカ」��� 212

あ塩化ナトリウム注10%シリンジ

「テルモ」���������� 212

〔す塩酸バンコマイシン点滴静注用

0.5g〕�

あバンコマイシン塩酸塩点滴静注

用0.5g「MEEK」�������� 298

エンシュア・H��������� 219

エンタイビオ点滴静注用300㎎�� 242

エンドキサン100㎎，注射用��� 252

エンドキサン500㎎，注射用��� 253

エンブレル皮下注25㎎シリンジ0.5

院������������� 241

エンレスト錠50㎎������� ��65

エンレスト錠100㎎������� ��65

エンレスト錠200㎎������� ��65

【オ】

オーグメンチン配合錠250RS��� 289

あオイラゾンクリーム0.1%� �� 171

オイラックスクリーム10%���� 173

黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－15〕，ツムラ�������� 280

大塚蒸留水（20院（プラアンプル））� 328

大塚蒸留水（100院（ピギーバック

用））������������ 328

大塚生食注（1L（広口開栓））� �� 209

大塚生食注（20院（プラアンプル））� 209
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〔オオ～カイ〕

大塚生食注（50院（ピギーバック用））

�������������� 209

大塚生食注（100院（ピギーバック

用））������������ 209

大塚生食注（250院（ソフトバッグ））�209

大塚生食注（500院（ソフトバッグ））�209

大塚生食注（500院（細口開栓））�� 209

大塚糖液5%� ��������� 215

大塚糖液5%（250院（ソフトバッグ））

�������������� 215

大塚糖液5%（500院（ソフトバッグ））

�������������� 215

大塚糖液50%（500院（ソフトバッ

グ））������������ 215

大塚糖液70%（350院（ソフトバッ

グ））������������ 215

オキサロール注5μg� ������ 199

オキサロール軟膏25μg/g����� 174

オキサロールローション25μg/g�� 175

オキシコンチンTR錠5㎎����� 338

オキシコンチンTR錠20㎎� ��� 338

オキシドール「ケンエー」���� 189

オキナゾールクリーム1%� ��� 180

オキナゾール腟錠600㎎����� 166

オキノーム散5㎎�������� 338

オキファスト注10㎎������ 338

あオザグレルNa点滴静注80㎎「タカ

タ」������������� ��31

オスバン消毒液10%������� 189

オゼンピック皮下注2㎎����� 193

おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」

�������������� 315

オテズラ錠10㎎�������� 176

オテズラ錠20㎎�������� 176

オテズラ錠30㎎�������� 176

オノアクト点滴静注用150㎎��� ��67

〔すオノンカプセル112.5㎎〕�

あプランルカストカプセル112.5

㎎「サワイ」��������� 250

〔すオパルモン錠5μg〕�

あリマプロストアルファデクス錠

5μg「サワイ」� �������� ��88

オピセゾールA液�������� ��89

オビソート注射用0.1g������ ��45

オフサグリーン静注用25㎎��� ��57

オプソ内服液5㎎�������� 337

オムニパーク240注10院（脳槽・脊髄

用）������������� 331

オムニパーク300注シリンジ150院� 330

オムニパーク350注50院� ���� 330

オムニパーク350注100院���� 330

〔すオメプラール注用20〕�

あオメプラゾール注射用20㎎「日

医工」������������ 103

あオメプラゾール注射用20㎎「日医

工」�

〔すオメプラール注用20〕��� 103

オラセフ錠250㎎�������� 290

オリブ油����������� 327

オルベスコ200μgインヘラー56吸入

用������������� ��95

オルミエント錠2㎎������� 245

あツオルメサルタンOD錠20㎎

「DSEP」�

〔すオルメテックOD錠20㎎〕�� ��79

〔すオルメテックOD錠20㎎〕�

あツオルメサルタンOD錠20㎎

「DSEP」����������� ��79

あオロパタジン塩酸塩OD錠5㎎

「トーワ」�

〔すアレロックOD錠5〕���� 248

オンブレス吸入用カプセル150μg� ��93

【カ】

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ� 318

カイトリル注1㎎�������� 109
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〔カイ～カン〕

〔すカイトリル点滴静注バッグ3㎎

/50院〕�

あグラニセトロン点滴静注バッグ

3㎎/50院「NK」�������� 109

ガスコン錠40㎎�������� 108

ガスコンドロップ内用液2%� �� 108

ガスター注射液20㎎������ 103

〔すガスターD錠10㎎〕�

あファモチジンD錠10㎎「サワイ」

�������������� 103

〔すガスターD錠20㎎〕�

あファモチジンD錠20㎎「サワイ」

�������������� 103

ガストローム顆粒66.7%����� 104

ガストログラフイン経口・注腸用� 331

〔すガスモチン錠2.5㎎〕�

あモサプリドクエン酸塩錠2.5㎎

「杏林」����������� 108

ガスロンN・OD錠2㎎������ 104

カソデックスOD錠80㎎����� 276

ガチフロ点眼液0.3%� ����� ��50

カチリ「ホエイ」�������� 182

葛根湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－1〕，ツムラ�������� 279

カデュエット配合錠4番����� ��80

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ

10院������������ 329

カナグル錠100㎎�������� 194

ガナトン錠50㎎�������� 106

カバサール錠0.25㎎������� ��23

ガバペン錠200㎎�������� ��13

カピステン筋注50㎎������ ��18

カフェイン水和物原末「マルイシ」���36

カプトリル錠12.5㎎������� ��79

あガベキサートメシル酸塩注射用

100㎎「タカタ」�

〔す注射用エフオーワイ100〕�� 122

加味逍遙散エキス顆粒（医療用）〔TJ

－24〕，ツムラ�������� 282

あカモスタットメシル酸塩錠100㎎

「トーワ」�

〔すフオイパン錠100㎎〕���� 122

あカリウム徐放錠600㎎「St」，塩化�213

カルシウム「ケンエー」，乳酸�� 214

カルシウム「VTRS」原末，乳酸�� 214

カルタンOD錠500㎎������ 164

カルチコール注射液8.5%10院� � 214

カルデナリン錠1㎎������� ��76

カルデナリン錠4㎎������� ��76

カルナクリン錠50������� ��88

あカルバゾクロムスルホン酸ナトリ

ウム静注液50㎎「日医工」�

〔すアドナ注（静脈用）50㎎〕�� 226

あカルベジロール錠2.5㎎「サワイ」�

〔すアーチスト錠2.5㎎〕� ��� ��75

あカルベジロール錠10㎎「サワイ」�

〔すアーチスト錠10㎎〕���� ��76

カルボカインアンプル注1%� �� ��38

あカルボシステイン錠500㎎「サワ

イ」�

〔すムコダイン錠500㎎〕���� ��90

あカルボプラチン点滴静注液50㎎

「NK」�

〔すパラプラチン注射液50㎎〕� 268

あカルボプラチン点滴静注液150㎎

「NK」�

〔すパラプラチン注射液150㎎〕� 268

あカルボプラチン点滴静注液450㎎

「NK」�

〔すパラプラチン注射液450㎎〕� 268

カログラ錠120㎎（試）������ 243

あカロナール細粒20%������ ��15

あカロナール錠200������� ��15

あカロナール錠500������� ��15

乾燥HBグロブリン筋注用1000単位

「ニチヤク」��������� 323

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」� 315

乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）

�������������� 315
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〔カン～クレ〕

あツカンデサルタン錠4㎎「あす

か」�

〔すブロプレス錠4〕������ ��80

カンプト点滴静注40㎎����� 271

カンプト点滴静注100㎎����� 271

【キ】

キイトルーダ点滴静注100㎎��� 274

希塩酸「コザカイ・M」������ 106

〔すキサラタン点眼液0.005%〕�

あラタノプロスト点眼液0.005%

「ニッテン」��������� ��53

キシロカイン液「4%」� ����� ��39

キシロカインゼリー2%� ���� ��39

キシロカイン注射液「1%」エピレナ

ミン（1：100,000）含有����� ��40

キシロカイン注射液「2%」エピレナ

ミン（1：80,000）含有� ���� ��40

キシロカイン注ポリアンプ1%� � ��39

キシロカイン注ポリアンプ2%� � ��39

キシロカイン点眼液4%� ���� ��48

キシロカインビスカス2%� ��� ��38

あキシロカインポンプスプレー8%

�������������� ��38

キネダック錠50㎎������� 194

キプレスチュアブル錠5㎎���� 250

ギャバロン錠5㎎�������� ��34

キャブピリン配合錠������ 235

吸水クリーム「ニッコー」���� 327

〔す強力ネオミノファーゲンシー静

注シリンジ40院〕�

あヒシファーゲン配合静注シリン

ジ40院����������� 120

強力ポステリザン（軟膏）���� 160

キンダベート軟膏0.05%����� 171

キンダリー透析剤AF3号����� 164

キンダリー透析剤AF3P号���� 165

【ク】

グーフィス錠5㎎�������� 114

あクエン酸第一鉄Na錠50㎎「サワ

イ」�

〔すフェロミア錠50㎎〕���� 221

グラケーカプセル15㎎����� 199

グラッシュビスタ外用液剤0.03%5

院������������� 182

グラナテック点眼液0.4%� ��� ��53

あグラニセトロン点滴静注バッグ3

㎎/50院「NK」�

〔すカイトリル点滴静注バッグ3㎎

/50院〕� ���������� 109

あグラニセトロン内服ゼリー2㎎

「ケミファ」��������� 109

〔すクラビット錠250㎎〕�

あツレボフロキサシン錠250㎎

「DSEP」����������� 305

クラビット点眼液1.5%� ���� ��51

クラビット点滴静注バッグ500㎎

/100院� ���������� 306

〔すグラマリール錠25㎎〕�

あチアプリド錠25㎎「サワイ」� ��27

クラリス錠200��������� 301

クラリスドライシロップ10%小児用

�������������� 301

グランダキシン錠50������ ��45

クリアクター静注用80万（無）�� 234

グリセリン浣腸液50%「ケンエー」� 114

グリセリン「マルイシ」����� 114

グリセレブ配合点滴静注���� ��72

グリチロン配合錠������� 120

グリミクロンHA錠20㎎����� 191

クリンダマイシンリン酸エステル注

射液600㎎「NP」�������� 304

グルカゴンGノボ注射用1㎎� �� 158

グルコジン消毒用ハンドローション

1%� ������������ 188

グルトハイドプラス3.5%液� �� 186

グルファストOD錠10㎎����� 191

グレースビット錠50㎎����� 305

クレキサン皮下注キット2000IU� 228
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〔クレ～サイ〕

〔すクレストールOD錠2.5㎎〕�

あツロスバスタチンOD錠2.5㎎

「DSEP」����������� ��85

クレナフィン爪外用液10%���� 181

クレメジン速崩錠500㎎����� 164

あツクロピドグレル錠75㎎

「SANIK」�

〔すプラビックス錠75㎎〕��� 233

グロブリン筋注用1000単位「ニチヤ

ク」，乾燥HB��������� 323

クロマイ腟錠100㎎������� 166

クロミッド錠50㎎������� 153

【ケ】

ゲーベンクリーム1%� ����� 177

KN3号輸液����������� 210

〔すケイキサレート散〕�

あポリスチレンスルホン酸Na「フ

ソー」原末���������� 164

あKCL注20mEqキット「テルモ」� 213

桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）〔TJ

－25〕，ツムラ�������� 282

ケイツーN静注10㎎������ 207

ケイツーシロップ0.2%（無）� �� 207

ケタスカプセル10㎎������ 246

ケタラール静注用50㎎����� ��3

ケナコルト－A筋注用関節腔内用水

懸注40㎎/1院� ������� 142

ケフラールカプセル250㎎���� 290

ケラチナミンコーワクリーム20%� 175

献血アルブミン5%静注12.5g/250院

「JB」� ����������� 324

献血ヴェノグロブリンIH10%静注

5g/50院����������� 323

献血ベニロン－I静注用1000㎎（無）�322

献血ベニロン－I静注用2500㎎（無）�322

献血ベニロン－I静注用5000㎎（無）�322

ゲンタシン注40�������� 300

ゲンタシン軟膏0.1%� ����� 178

【コ】

コートリル錠10㎎������� 124

コアテック注5㎎（無）������ ��63

コアベータ静注用12.5㎎����� ��68

香蘇散エキス顆粒（医療用）〔TJ

－70〕，ツムラ�������� 284

牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）〔TJ

－107〕，ツムラ������� 285

呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－31〕，ツムラ�������� 283

コスパノンカプセル40㎎���� 121

コソプト配合点眼液������ ��54

コデインリン酸塩散1%「タケダ」� ��89

コデインリン酸塩散10%「タケダ」� 341

ゴナックス皮下注用80㎎���� 277

ゴナックス皮下注用120㎎���� 277

ゴナトロピン注用5000単位��� 157

コニール錠2���������� ��78

コニール錠4���������� ��78

コムクロシャンプー0.05%（試）�� 168

コララン錠2.5㎎� ������� ��64

コララン錠7.5㎎� ������� ��64

コルヒチン錠0.5㎎「タカタ」� �� 202

五苓散エキス顆粒（医療用）〔TJ

－17〕，ツムラ�������� 281

コレクチム軟膏0.5%� ����� 174

コレバイン錠500㎎������� ��86

コンスタン0.4㎎錠� ������ ��6

コントミン筋注10㎎������ ��26

コントミン糖衣錠12.5㎎����� ��26

コンバントリン錠100㎎����� 326

【サ】

ザーネ軟膏0.5%� ������� 175

サーバリックス�������� 318

サアミオン錠5㎎�������� ��33

柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－11〕，ツムラ� ����� 280
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〔サイ～シフ〕

柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－10〕，ツムラ�������� 280

ザイザル錠5㎎��������� 249

ザイザルシロップ0.05%����� 250

ザイティガ錠250㎎������� 275

サイトテック錠100������� 104

サイビスクディスポ関節注2院� � 244

サイプレジン1%点眼液� ���� ��47

サイレース錠1㎎�������� ��8

サイレース静注2㎎������� ��8

柴苓湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－114〕，ツムラ������� 285

〔すザイロリック錠100〕�

あアロプリノール錠100㎎「タナ

ベ」������������� 202

サインバルタカプセル20㎎��� ��30

ザガーロカプセル0.5㎎� ���� 182

ザクラス配合錠LD� ������ ��81

ザジテン点眼液0.05%������ ��51

サブラッド血液ろ過用補充液BSG� 165

サムスカOD錠7.5㎎������� ��73

サムタス点滴静注用8㎎（試）��� ��73

ザラカム配合点眼液������ ��54

サラゾピリン坐剤500㎎����� 111

サラゾピリン錠500㎎������ 110

サリグレンカプセル30㎎���� 185

あサリチル酸ワセリン軟膏東豊，

10%������������� 176

サリベートエアゾール����� 184

ザルコニン液0.025� ������ 189

サルタノールインヘラー100μg� � ��92

ザルティア錠2.5㎎� ������ 162

サワシリン細粒10%������� 287

サワシリン錠250�������� 287

酸化マグネシウム「ケンエー」，重質

�������������� 112

あ酸化マグネシウム錠250㎎「ヨシ

ダ」������������� 112

サンコバ点眼液0.02%������ ��57

サンドスタチン皮下注用100μg� � 156

サンピロ点眼液2%� ������ ��47

サンリズムカプセル25㎎���� ��67

サンリズム注射液50������ ��67

【シ】

ジーラスタ皮下注3.6㎎� ���� 225

ジアグノグリーン注射用25㎎�� 333

シアリス錠20㎎�������� 163

ジェービックV��������� 317

ジェイゾロフト錠25㎎����� ��29

ジェムザール注射用1g� ���� 257

ジェムザール注射用200㎎���� 257

あシェルガン0.5眼粘弾剤� ��� ��56

あジオクチルソジウムスルホサクシ

ネート耳科用液5%「CEO」� �� ��60

ジクアスLX点眼液3%������ ��55

ジクトルテープ75㎎（試）���� ��17

〔すシグマート錠2.5㎎〕�

あニコランジル錠2.5㎎「トーワ」���84

〔すシグマート錠5㎎〕�

あニコランジル錠5㎎「トーワ」� ��84

シグマート注48㎎������� ��84

ジゴシン注0.25㎎�������� ��61

あシスプラチン注10㎎「日医工」�

〔すランダ注10㎎/20院〕���� 269

あシスプラチン注50㎎「日医工」�

〔すランダ注50㎎/100院〕� �� 269

ジスロマック錠250㎎������ 300

ジスロマック点滴静注用500㎎�� 302

ジセレカ錠100㎎（試）������ 245

ジセレカ錠200㎎（試）������ 245

シダキュアスギ花粉舌下錠

2,000JAU� ��������� 250

シダキュアスギ花粉舌下錠

5,000JAU� ��������� 251

シナール配合錠�������� 206

ジフルカンカプセル100㎎���� 309

ジプレキサ錠5㎎�������� ��28

シプロキサン錠100㎎������ 305

シプロキサン注400㎎������ 306
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〔シヘ～スフ〕

シベノール錠100㎎������� ��65

シムビコートタービュヘイラー60

吸入������������ ��95

弱毒生水痘ワクチン「ビケン」，乾燥

�������������� 315

芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－68〕，ツムラ�������� 284

ジャディアンス錠10㎎����� 194

ジャヌビア錠50㎎������� 192

重質酸化マグネシウム「ケンエー」� 112

十全大補湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－48〕，ツムラ�������� 284

ジュリナ錠0.5㎎� ������� 150

小柴胡湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－9〕，ツムラ�������� 279

あ硝酸イソソルビドテープ40㎎

「EMEC」�

〔すフランドルテープ40㎎〕�� ��82

小青竜湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－19〕，ツムラ�������� 281

あ消毒用エタノール液IP�

〔す消毒用エタノールB液「ケン

エー」〕����������� 187

〔す消毒用エタノールB液「ケン

エー」〕�

あ消毒用エタノール液IP���� 187

消毒用エタプラス������� 187

蒸留水（20院（プラアンプル）），大塚

�������������� 328

蒸留水（100院（ピギーバック用）），

大塚������������ 328

シルガード9水性懸濁筋注シリンジ�320

あシロスタゾールOD錠50㎎「サワ

イ」�

〔すプレタールOD錠50㎎〕��� 233

シロップ，単��������� 328

シングリックス筋注用����� 321

シングレア錠10㎎������� 250

親水クリーム「ホエイ」����� 327

真武湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－30〕，ツムラ�������� 282

シンポニー皮下注50㎎オートイン

ジェクター��������� 241

シンメトレル錠50㎎������ ��22

新レシカルボン坐剤������ 113

シンレスタール錠250㎎����� ��87

【ス】

スープレン吸入麻酔液����� ��3

ズーム������������ 183

水痘ワクチン「ビケン」，乾燥弱毒生

�������������� 315

水溶性ハイドロコートン注射液100

㎎������������� 126

水溶性プレドニン10㎎����� 130

スインプロイク錠0.2㎎� ���� 114

スキサメトニウム注100「マルイシ」

�������������� ��41

スキリージ点滴静注600㎎（試）�� 243

スキリージ皮下注360㎎オートドー

ザー（試）���������� 243

スコピゾル眼科用液������ ��57

ステーブラOD錠0.1㎎������ 160

ステラーラ点滴静注130㎎���� 242

ステラーラ皮下注45㎎シリンジ� 242

ステリクロンW液0.05������ 188

ステリクロンW液0.1� ����� 188

ステリクロンBエタノール液1%�� 188

ストロカイン錠5㎎������� ��38

ストロメクトール錠3㎎（無）��� 326

スピール膏M���������� 176

スピオルトレスピマット60吸入� ��94

スピリーバ2.5μgレスピマット60吸

入������������� ��94

あスピロノラクトン錠25㎎「日医工」�

〔すアルダクトンA錠25㎎〕��� ��71

スピロペント錠10μg������� ��91

〔すスプレキュア点鼻液0.15%〕�

あブセレリン点鼻液0.15%「F」� 154
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〔スヘ～セレ〕

スベニールディスポ関節注25㎎� 244

スポンゼル���������� 227

スミフェロン注DS300万IU���� 116

あスルバシリン静注用1.5g�

〔すユナシン－S静注用1.5g〕� � 289

あスルピリド錠50㎎「サワイ」�

〔すドグマチール錠50㎎〕��� ��27

〔すスルペラゾンキット静注用1g〕�

あワイスタール配合点滴静注用

1gバッグ� ��������� 296

【セ】

生食注（1L（広口開栓）），大塚� � 209

生食注（20院（プラアンプル）），大塚

�������������� 209

生食注（50院（ピギーバック用）），大

塚������������� 209

生食注（100院（ピギーバック用）），

大塚������������ 209

生食注（250院（ソフトバッグ）），大

塚������������� 209

生食注（500院（ソフトバッグ）），大

塚������������� 209

生食注（500院（細口開栓）），大塚� 209

あ生食注シリンジ「テルモ」10院（ル

アースリップ）�������� 209

精製水「ヨシダ」（無），滅菌��� 328

精製ツベルクリン（PPD）1人用，一

般診断用���������� 322

セイブル錠50㎎�������� 192

生理食塩液PL「フソー」� ���� 209

赤十字アルブミン25%静注12.5g/50

院������������� 324

セスデンカプセル30㎎����� ��46

ゼスラン錠3㎎��������� 249

ゼチーア錠10㎎�������� ��86

セディール錠10㎎������� ��7

セパミット－R細粒2%� ���� ��77

ゼビアックスローション2%� �� 167

セファゾリンナトリウム注射用1g

「日医工」���������� 290

セファランチン錠1㎎������ 181

ゼフィックス錠100������� 119

あセフェピム塩酸塩静注用1g「サン

ド」�

〔す注射用マキシピーム1g〕� � 295

あセフォチアム塩酸塩点滴静注用

1gバッグ「NP」�

〔すパンスポリン静注用1gバッグ

S〕� ������������ 291

セフゾン細粒小児用10%����� 293

あセフタジジム静注用1g「VTRS」�

〔すモダシン静注用1g〕� ��� 294

あセフトリアキソンナトリウム静注

用1g「日医工」�

〔すロセフィン静注用1g〕� �� 294

セフメタゾールナトリウム点滴静注

用バッグ1g「NP」� ������ 291

あセボフルラン吸入麻酔液「VTRS」

（無）�

〔すセボフレン吸入麻酔液〕�� ��3

〔すセボフレン吸入麻酔液〕�

あセボフルラン吸入麻酔液

「VTRS」（無）��������� ��3

セララ錠25㎎��������� ��71

セルシン錠，2㎎�������� ��6

セルセプトカプセル250����� 236

セルタッチパップ70������ 173

セルニルトン錠�������� 162

〔すセルベックスカプセル50㎎〕�

あテプレノンカプセル50㎎「サワ

イ」������������� 105

セルベックス細粒10%������ 105

ゼルヤンツ錠5㎎�������� 244

セレキノン錠100㎎������� 108

セレクトール錠100㎎������ ��74

セレコックス錠100㎎������ ��18

セレジストOD錠5㎎������ ��33

セレスタミン配合錠������ 150
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〔セレ～タミ〕

〔すセレネース細粒1%〕�

あハロペリドール細粒1%「ヨシト

ミ」������������� ��26

〔すセレネース錠0.75㎎〕�

あハロペリドール錠0.75㎎「ヨシ

トミ」������������ ��27

〔すセレネース注5㎎〕�

あハロペリドール注5㎎「ヨシト

ミ」������������� ��27

セレベント50ディスカス���� ��93

ゼローダ錠300��������� 256

セロクエル25㎎錠������� ��28

セロクラール錠20㎎������ ��32

セロケン錠20㎎�������� ��74

ゼンタコートカプセル3㎎���� 111

【ソ】

ゾーミッグRM錠2.5㎎������ ��35

〔すソアナース軟膏〕�

あイソジンシュガーパスタ軟膏� 178

〔すゾシン静注用4.5〕�

あタゾピペ配合静注用4.5「明治」�289

ソセゴン注射液15㎎������ ��20

ソナゾイド注射用16μL������ 333

ゾビラックス眼軟膏3%� ���� ��51

ゾビラックス軟膏5%� ����� 312

ソフラチュール貼付剤10㎝��� 179

ゾフルーザ錠20㎎������� 314

ゾメタ点滴静注4㎎/5院����� 198

ゾラデックスLA10.8㎎デポ� �� 276

ソリタ－T4号輸液� ������ 211

ソル・コーテフ静注用250㎎��� 125

ソル・コーテフ静注用500㎎��� 125

ソル・メドロール静注用125㎎�� 133

ソル・メドロール静注用500㎎�� 133

ソルダクトン静注用100㎎���� ��71

ソルデム1輸液��������� 210

ソルデム3AG輸液� ������ 211

ソルデム3A輸液� ������� 211

ソルビトール経口液75%「コーワ」，

D－������������� 113

ソルラクト輸液�������� 210

【タ】

ダイアート錠30㎎������� ��70

ダイアコートクリーム0.05%��� 168

ダイアコート軟膏0.05%����� 168

ダイアモックス錠250㎎����� ��71

ダイアモックス注射用500㎎��� ��72

あ第一鉄Na錠50㎎「サワイ」，クエ

ン酸�

〔すフェロミア錠50㎎〕���� 221

大建中湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－100〕，ツムラ������� 285

大柴胡湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－8〕，ツムラ�������� 279

タウリン散98%「大正」������ 119

タキソール注射液30㎎����� 267

タキソール注射液100㎎����� 267

タケキャブ錠10㎎������� 101

タケキャブ錠20㎎������� 101

〔すタケプロンOD錠15〕�

あランソプラゾールOD錠15㎎「サ

ワイ」������������ 102

〔すタケプロンOD錠30〕�

あランソプラゾールOD錠30㎎「サ

ワイ」������������ 102

タケプロン静注用30㎎����� 103

タコシール組織接着用シート�� 324

〔すタゴシッド200㎎，注射用〕�

あテイコプラニン点滴静注用200

㎎「明治」���������� 298

あタゾピペ配合静注用4.5「明治」�

〔すゾシン静注用4.5〕� ���� 289

タチオン錠50㎎�������� 119

タチオン注射用200㎎������ 119

タプコム配合点眼液������ ��54

タプロス点眼液0.0015%����� ��52

タミフルカプセル75������ 313
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〔タミ～ツム〕

タミフルドライシロップ3%� �� 313

ダラシンカプセル150㎎����� 304

ダラシンTゲル1%�������� 167

ダラシンTローション1%����� 167

タリージェ錠2.5㎎� ������ ��21

タリージェ錠5㎎�������� ��21

〔すタリオンOD錠10㎎〕�

あツベポタスチンベシル酸塩

OD錠10㎎「タナベ」������ 249

タリビッド眼軟膏0.3%� ���� ��50

タリビッド耳科用液0.3%� ��� ��58

タリムス点眼液0.1%� ����� ��57

炭酸水素ナトリウム������ 105

炭酸水素ナトリウム「ケンエー」� 105

単シロップ���������� 328

ダントリウムカプセル25㎎��� ��41

ダントリウム静注用20㎎���� ��41

タンニン酸アルブミン「VTRS」原末

（無）������������ ��99

タンボコール錠50㎎������ ��67

【チ】

あチアプリド錠25㎎「サワイ」�

〔すグラマリール錠25㎎〕��� ��27

チウラジール錠50㎎������ 201

チガソンカプセル10������ 175

チャンピックス錠0.5㎎� ���� 335

チャンピックス錠1㎎������ 335

〔す注射用エフオーワイ100〕�

あガベキサートメシル酸塩注射用

100㎎「タカタ」�������� 122

注射用エラスポール100����� ��98

注射用エンドキサン100㎎���� 252

注射用エンドキサン500㎎���� 253

注射用水����������� 328

注射用水バッグ「フソー」���� 328

〔す注射用タゴシッド200㎎〕�

あテイコプラニン点滴静注用200

㎎「明治」���������� 298

注射用パニマイシン100㎎���� 300

注射用フサン10�������� 122

注射用フサン50�������� 123

注射用ペニシリンGカリウム100万

単位������������ 286

〔す注射用マキシピーム1g〕�

あセフェピム塩酸塩静注用1g「サ

ンド」������������ 295

注射用メソトレキセート50㎎�� 254

チラーヂンS錠50μg� ������ 201

沈降破傷風トキソイド「生研」�� 321

【ツ】

ツートラム錠50㎎（試）����� ��19

ツイミーグ錠500㎎（試）����� 197

つくしA・M配合散������� 106

ツベルクリン（PPD）1人用，一般診

断用精製���������� 322

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－15〕��������� 280

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－1〕����������� 279

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療

用）〔TJ－24〕��������� 282

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療

用）〔TJ－25〕��������� 282

ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）

〔TJ－70〕� ��������� 284

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療

用）〔TJ－107〕� ������� 285

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－31〕� ��������� 283

ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）

〔TJ－17〕� ��������� 281

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒

（医療用）〔TJ－11〕� ����� 280

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－10〕��������� 280

ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－114〕���������� 285



（ 29 ）

idx.実行用_IR_H020_kita_202212_all 2022年12月16日 午後5時27分29

〔ツム～テハ〕

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－68〕��������� 284

ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－48〕��������� 284

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－9〕����������� 279

ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－19〕� ��������� 281

ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－30〕� ��������� 282

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－100〕���������� 285

ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－8〕����������� 279

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキ

ス顆粒（医療用）〔TJ－38〕� �� 283

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療

用）〔TJ－23〕��������� 282

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－29〕� ��������� 282

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療

用）〔TJ－7〕� �������� 279

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－16〕��������� 281

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－14〕��������� 280

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－20〕��������� 281

ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療

用）〔TJ－62〕��������� 284

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－41〕��������� 283

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒

（医療用）〔TJ－127〕������ 285

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）

〔TJ－54〕� ��������� 284

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－43〕� ��������� 283

【テ】

ティーエスワン配合OD錠T20� � 258

ティーエスワン配合OD錠T25� � 258

D－ソルビトール経口液75%「コー

ワ」������������� 113

DTビック〈沈降ジフテリア破傷風

混合トキソイド〉������� 321

あテイコプラニン点滴静注用200㎎

「明治」�

〔す注射用タゴシッド200㎎〕�� 298

ディスオーパ消毒液0.55%���� 186

ディナゲスト錠1㎎������� 154

ディフェリンゲル0.1%� ���� 167

〔すディプリバン注，1%〕�

あプロポフォール静注1%20院「マ

ルイシ」����������� ��4

ディプリバン注－キット，1%� � ��4

低分子デキストランL注����� 211

デエビゴ錠2.5㎎� ������� ��9

テオロング錠100㎎������� ��93

デカドロンエリキシル0.01%��� 136

デカドロン錠0.5㎎� ������ 134

デカドロン注射液1.65㎎����� 138

デカドロン注射液6.6㎎� ���� 138

あデキサメタゾン口腔用軟膏0.1%

「NK」�

〔すアフタゾロン口腔用軟膏

0.1%〕������������ 184

デキストランL注，低分子���� 211

テグレトール錠100㎎������ ��10

デザレックス錠5㎎������� 248

デシコビ配合錠HT� ������ 314

テトラビック皮下注シリンジ�� 316

テノーミン錠25�������� ��73

デノシン点滴静注用500㎎���� 312

デノタスチュアブル配合錠��� 200

デパケンR錠200㎎� ������ ��14

デパケンシロップ5%� ����� ��14
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〔テハ～トラ〕

〔すデパス錠0.5㎎〕�

あエチゾラム錠0.5㎎「EMEC」� ��5

あテプレノンカプセル50㎎「サワイ」�

〔すセルベックスカプセル50㎎〕� 105

デベルザ錠20㎎�������� 194

デュアック配合ゲル������ 168

デュピクセント皮下注300㎎ペン� 242

デュファストン錠5㎎������ 151

あツテラムロ配合錠AP「DSEP」�

〔すミカムロ配合錠AP〕� ��� ��81

テリボン皮下注28.2μgオートイン

ジェクター��������� 200

テリボン皮下注用56.5μg����� 200

テリルジー200エリプタ30吸入用� ��97

テルネリン錠1㎎�������� ��34

テルフィス点滴静注������ 217

あツテルミサルタン錠40㎎

「DSEP」�

〔すミカルディス錠40㎎〕��� ��80

テルモ生食（1000院）������ 209

あテルモ生食TK� ������� 209

テルモ糖注10%��������� 215

デルモベートクリーム0.05%��� 168

デルモベートスカルプローション

0.05%������������ 168

デルモベート軟膏0.05%����� 168

【ト】

糖液5%（50院（ピギーバック用）），

光������������� 216

糖液5%（100院（ピギーバック用）），

光������������� 216

糖液5%（250院（ソフトバッグ）），大

塚������������� 215

糖液5%（500院（ソフトバッグ）），大

塚������������� 215

糖液5%，大塚� �������� 215

糖液50%（500院（ソフトバッグ）），

大塚������������ 215

糖液70%（350院（ソフトバッグ）），

大塚������������ 215

当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒

（医療用）〔TJ－38〕，ツムラ� � 283

当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）〔TJ

－23〕，ツムラ�������� 282

ドキシル注20㎎（無）������ 262

あドキソルビシン塩酸塩注射液50㎎

「サンド」���������� 262

〔すドグマチール錠50㎎〕�

あスルピリド錠50㎎「サワイ」� ��27

あドセタキセル点滴静注20㎎/1院

「ヤクルト」�

〔すワンタキソテール点滴静注20

㎎/1院〕����������� 266

あドセタキセル点滴静注80㎎/4院

「ヤクルト」�

〔すワンタキソテール点滴静注80

㎎/4院〕����������� 266

ドパストン静注25㎎������ ��22

トビエース錠4㎎�������� 161

トピナ錠50㎎��������� ��13

トプシムスプレー0.0143%���� 169

ドプスOD錠100㎎������� ��25

あドブタミン持続静注150㎎シリン

ジ「KKC」� ��������� ��63

トブラシン点眼液0.3%� ���� ��49

トフラニール錠10㎎������ ��29

ドプラム注射液400㎎������ ��97

ドボベットゲル�������� 175

ドボベット軟膏�������� 175

トラゼンタ錠5㎎�������� 192

トラディアンス配合錠AP� ��� 195

あトラニラストカプセル100㎎「タイ

ヨー」�

〔すリザベンカプセル100㎎〕�� 246

トラバタンズ点眼液0.004%� �� ��52

トラベルミン配合錠������ ��60

トラマールOD錠25㎎������ ��19

トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」���58
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〔トラ～ニフ〕

トラムセット配合錠������ ��20

トランサミン散50%������� 226

トランサミン錠250㎎������ 226

トランサミン注5%� ������ 227

トリアムシノロンアセトニド口腔用

貼付剤25μg「大正」������� 184

トリクロリールシロップ10%（無）� ��9

トリノシンS注射液20㎎����� ��32

トリプタノール錠10������ ��28

ドルナー錠20μg��������� 234

〔すドルミカム注射液10㎎〕�

あミダゾラム注射液10㎎「テバ」� ��2

トルリシティ皮下注0.75㎎アテオス

�������������� 193

トレーランG液75g� ������ 197

トレシーバ注フレックスタッチ� 196

トレドミン錠25㎎������� ��30

ドレニゾンテープ4μg/����� 172

トレリーフOD錠25㎎������ ��24

あトローチ0.25㎎「明治」，SP� � 184

ドロレプタン注射液25㎎���� ��3

トロンビン液モチダソフトボトル5

千������������� 227

あドンペリドン錠10㎎「EMEC」�

〔すナウゼリン錠10〕����� 106

【ナ】

ナウゼリン坐剤60������� 107

〔すナウゼリン錠10〕�

あドンペリドン錠10㎎「EMEC」� 106

ナウゼリンドライシロップ1%� � 107

ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用� ��59

ナトリウム，炭酸水素����� 105

ナトリウム「オーツカ」，塩化�� 212

ナトリウム「ケンエー」，炭酸水素� 105

あNa錠50㎎「サワイ」，クエン酸第

一鉄�

〔すフェロミア錠50㎎〕���� 221

あナトリウム注10%シリンジ「テル

モ」，塩化���������� 212

Na補正液0.5mmol/院，リン酸�� 214

ナパゲルンクリーム3%� ���� 173

〔すナパゲルン軟膏3%〕�

あフェルビナクスチック軟膏3%

「三笠」����������� 173

あナフトピジルOD錠25㎎「EE」�

〔すフリバスOD錠25㎎〕���� 162

ナベルビン注10�������� 265

ナベルビン注40�������� 265

ナルサス錠2㎎��������� 342

ナルラピド錠1㎎�������� 342

ナロキソン塩酸塩静注0.2㎎「AFP」���98

【ニ】

あニカルジピン塩酸塩注射液2㎎「日

医工」�

〔すペルジピン注射液2㎎〕��� ��77

あニカルジピン塩酸塩注射液10㎎

「日医工」�

〔すペルジピン注射液10㎎〕�� ��77

ニコチネルTTS10（無）������ 335

ニコチネルTTS20（無）������ 335

ニコチネルTTS30（無）������ 335

あニコランジル錠2.5㎎「トーワ」�

〔すシグマート錠2.5㎎〕� ��� ��84

あニコランジル錠5㎎「トーワ」�

〔すシグマート錠5㎎〕����� ��84

ニゾラールクリーム2%� ���� 180

ニゾラールローション2%� ��� 180

日点アトロピン点眼液1%� ��� ��47

ニトプロ持続静注液6㎎����� ��82

ニトロール持続静注25㎎シリンジ���83

ニトロール注5㎎�������� ��83

あニトログリセリン静注25㎎/50院

シリンジ「TE」� ������� ��83

あニトロペン舌下錠0.3㎎� ��� ��83

あニフェジピンCR錠10㎎「サワイ」�

〔すアダラートCR錠10㎎〕� �� ��78

あニフェジピンCR錠20㎎「サワイ」�

〔すアダラートCR錠20㎎〕� �� ��78
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〔ニフ～ハツ〕

ニフラン点眼液0.1%� ����� ��52

ニフレック配合内用剤����� 115

ニュープロパッチ4.5㎎� ���� ��24

ニュープロパッチ9㎎������ ��24

ニューモバックスNPシリンジ� � 319

ニューロタン錠25㎎������ ��80

乳酸カルシウム「ケンエー」��� 214

乳酸カルシウム「VTRS」原末��� 214

乳糖「ホエイ」��������� 327

ニュベクオ錠300㎎（試）����� 276

【ネ】

ネイリンカプセル100㎎����� 181

ネオーラル25㎎カプセル���� 237

ネオーラル50㎎カプセル���� 237

ネオアミユー輸液������� 216

ネオシネジンコーワ5%点眼液� � ��47

ネオシネジンコーワ注1㎎���� ��63

〔すネオドパストン配合錠L100〕�

あレプリントン配合錠L100� � ��22

ネオビタカイン注シリンジ5院� � ��41

ネオフィリン注250㎎������ ��93

〔すネオミノファーゲンシー静注シ

リンジ40院，強力〕�

あヒシファーゲン配合静注シリン

ジ40院����������� 120

ネオメドロールEE軟膏� ���� ��49

ネキシウムカプセル20㎎���� 100

ネスプ注射液30μgプラシリンジ�� 223

ネスプ注射液60μgプラシリンジ�� 223

【ノ】

ノイアート静注用1500単位（無）� 325

ノイロトロピン錠4単位����� ��21

ノイロトロピン注射液3.6単位� � ��21

ノバスタンHI注10㎎/2院� ��� 232

ノバミン筋注5㎎�������� ��26

ノバミン錠5㎎��������� ��26

ノボリンR注100単位/院����� 196

ノリトレン錠10㎎������� ��29

ノルアドリナリン注1㎎����� ��63

ノルスパンテープ5㎎������ ��19

〔すノルバスクOD錠2.5㎎〕�

あアムロジピンOD錠2.5㎎「明治」

�������������� ��77

〔すノルバスクOD錠5㎎〕�

あアムロジピンOD錠5㎎「明治」���77

ノルバデックス錠20㎎����� 275

【ハ】

パージェタ点滴静注420㎎/14院

（無）������������ 273

ハーセプチン注射用150����� 272

ハーフジゴキシンKY錠0.125��� ��61

バイアグラ錠25㎎������� 162

バイアグラ錠50㎎������� 162

あバイアスピリン錠100㎎���� 233

ハイカリックRF輸液� ����� 217

ハイドレアカプセル500㎎���� 260

ハイドロコートン注射液100㎎，水

溶性������������ 126

ハイポ2%AL綿棒16������� 190

あハイポエタノール液2%「ケン

エー」������������ 189

パキシル錠10㎎�������� ��30

白色ワセリン��������� 327

バクタ配合錠��������� 307

バクトロバン鼻腔用軟膏2%（無）� ��59

麦門冬湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－29〕，ツムラ�������� 282

はしか風しん混合生ワクチン「第

一三共」����������� 315

破傷風トキソイド「生研」，沈降� 321

パスタロンローション10%���� 176

パタノール点眼液0.1%� ���� ��51

八味地黄丸エキス顆粒（医療用）〔TJ

－7〕，ツムラ�������� 279

ハッカ油「日医工」������� 328

あバックス発泡顆粒������ 333

パッチテストパネル（S）����� 182
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〔ハツ～ヒカ〕

バップフォー錠10������� 161

パニマイシン100㎎，注射用��� 300

パピロックミニ点眼液0.1%� �� ��57

ハベカシン注射液200㎎（無）��� 300

ハラヴェン静注1㎎������� 267

バラクルード錠0.5㎎� ����� 119

〔すパラプラチン注射液50㎎〕�

あカルボプラチン点滴静注液50㎎

「NK」� ����������� 268

〔すパラプラチン注射液150㎎〕�

あカルボプラチン点滴静注液150

㎎「NK」� ���������� 268

〔すパラプラチン注射液450㎎〕�

あカルボプラチン点滴静注液450

㎎「NK」� ���������� 268

バラマイシン軟膏������� 179

〔すパリエット錠10㎎〕�

あラベプラゾールNa塩錠10㎎「明

治」������������� 101

バリテスターA240散������ 331

バリトップP���������� 332

バリブライトLV� ������� 332

〔すパルクス注5μg〕�

あアルプロスタジル注5μg「F」�� ��87

ハルシオン0.25㎎錠������� ��7

バルトレックス顆粒50%����� 311

バルトレックス錠500������ 311

ハルナールD錠0.2㎎� ����� 161

パルミコート200μgタービュヘイ

ラー56吸入� �������� ��95

パルモディア錠0.1㎎� ����� ��86

バレイショデンプン「ケンエー」� 327

あハロペリドール細粒1%「ヨシト

ミ」�

〔すセレネース細粒1%〕� ��� ��26

あハロペリドール錠0.75㎎「ヨシト

ミ」�

〔すセレネース錠0.75㎎〕���� ��27

あハロペリドール注5㎎「ヨシトミ」�

〔すセレネース注5㎎〕����� ��27

半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－16〕，ツムラ�������� 281

半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－14〕，ツムラ�������� 280

あバンコマイシン塩酸塩点滴静注用

0.5g「MEEK」�

〔す塩酸バンコマイシン点滴静注

用0.5g〕� ���������� 298

〔すバンコマイシン点滴静注用

0.5g，塩酸〕�

あバンコマイシン塩酸塩点滴静注

用0.5g「MEEK」�������� 298

〔すパンスポリン静注用1gバッグS〕�

あセフォチアム塩酸塩点滴静注用

1gバッグ「NP」� ������� 291

パントール注射液250㎎����� 205

パントシン錠100�������� 205

ハンプ注射用1000������� ��64

【ヒ】

PA・ヨード点眼・洗眼液� ��� ��58

ビーエスエスプラス500眼灌流液

0.0184%（バッグ）������� ��56

PL配合顆粒� ��������� ��21

BCGワクチン（経皮用・1人用），乾

燥������������� 315

ビーフリード輸液������� 217

ビームゲン注0.5院� ������ 320

ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ

0.6院� ����������� ��56

ビ・シフロール錠0.125㎎� ��� ��23

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生

化学」������������ ��56

ヒアレイン点眼液0.1%� ���� ��55

ヒアレインミニ点眼液0.1%� �� ��55

ヒアレインミニ点眼液0.3%� �� ��55

ビオスリー配合錠������� 100

ビオチン散0.2%「ホエイ」� ��� 207

あビオフェルミンR錠������ ��99

ビカーボン輸液�������� 210
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〔ヒカ～フエ〕

光糖液5%（50院（ピギーバック用））�216

光糖液5%（100院（ピギーバック用））

�������������� 216

ビクシリン注射用1g（無）� ��� 286

ビクトーザ皮下注18㎎����� 193

ビケンHA����������� 317

あピコスルファートナトリウム内用

液0.75%「日医工」�

〔すラキソベロン内用液0.75%〕� 113

ピコプレップ配合内用剤���� 115

ピシバニール注射用1KE����� 277

ピシバニール注射用5KE����� 277

あヒシファーゲン配合静注シリンジ

40院�

〔す強力ネオミノファーゲンシー

静注シリンジ40院〕������ 120

ビソノテープ2㎎�������� ��73

ビソノテープ4㎎�������� ��73

あビソプロロールフマル酸塩錠

0.625㎎「トーワ」�

〔すメインテート錠0.625㎎〕� � ��74

あビソプロロールフマル酸塩錠2.5

㎎「トーワ」�

〔すメインテート錠2.5㎎〕� �� ��74

〔すビソルボン吸入液0.2%〕�

あブロムヘキシン塩酸塩吸入液

0.2%「タイヨー」� ������ ��90

〔すビソルボン注4㎎〕�

あブロムヘキシン塩酸塩注射液4

㎎「タイヨー」�������� ��90

あビタジェクト注キット���� 208

ビタノイリンカプセル25���� 208

あピタバスタチンCa・OD錠2㎎「サ

ワイ」�

〔すリバロOD錠2㎎〕����� ��85

ビタミンC注「フソー」－500㎎� � 206

ビタメジン静注用������� 207

ピドキサール錠20㎎������ 205

ピトレシン注射液20������ 157

ピノルビン注射用20㎎����� 264

ビビアント錠20㎎������� 199

ビブラマイシン錠100㎎����� 302

あピモベンダン錠1.25㎎「TE」� � ��64

ピューラックス600院� ����� 186

ピューラックス1800院����� 186

ヒュミラ皮下注40㎎ペン0.4院� � 239

ヒュミラ皮下注80㎎ペン0.8院� � 239

ビラノアOD錠20㎎������� 248

ピラマイド原末�������� 308

ビリスコピン点滴静注50���� 332

ヒルドイドクリーム0.3%� ��� 179

ヒルドイドソフト軟膏0.3%� �� 179

〔すヒルドイドフォーム0.3%〕�

あヘパリン類似物質外用スプレー

0.3%「日医工」� ������� 179

ヒルドイドローション0.3%� �� 179

ヒルナミン細粒10%������� ��26

ピレスパ錠200㎎�������� ��98

ピレチア錠（25㎎）������� 246

あピレノキシン懸濁性点眼液

0.005%「参天」� ������� ��54

【フ】

5－FU注250㎎� �������� 257

5－FU注1000㎎��������� 257

ファムビル錠250㎎������� 311

あファモチジンD錠10㎎「サワイ」�

〔すガスターD錠10㎎〕���� 103

あファモチジンD錠20㎎「サワイ」�

〔すガスターD錠20㎎〕���� 103

ファンガード点滴用75㎎���� 310

ファンギゾンシロップ100㎎/院� 309

フィアスプ注フレックスタッチ� 195

フィジオ35輸液�������� 211

フィジオ140輸液�������� 210

フィブラストスプレー500���� 177

あフィルグラスチムBS注75μgシリ

ンジ「F」����������� 224

フェインジェクト静注500㎎��� 221
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〔フエ～フリ〕

あツフェキソフェナジン塩酸塩錠

60㎎「SANIK」�

〔すアレグラ錠60㎎〕����� 249

フェジン静注40㎎������� 221

フェソロデックス筋注250㎎��� 275

フエナゾールクリーム5%� ��� 172

フエナゾール軟膏5%� ����� 172

フェノバール散10%������� ��10

フェノバール注射液100㎎���� ��10

フェブリク錠10㎎������� 202

フェマーラ錠2.5㎎� ������ 275

あフェルビナクスチック軟膏3%「三

笠」�

〔すナパゲルン軟膏3%〕� ��� 173

フェルムカプセル100㎎����� 221

フェロベリン配合錠������ ��99

〔すフェロミア錠50㎎〕�

あクエン酸第一鉄Na錠50㎎「サワ

イ」������������� 221

フエロン注射用300万（無）���� 117

〔すフェンタニル注射液0.1㎎「第

一三共」〕�

あフェンタニル注射液0.1㎎「テル

モ」������������� 338

あフェンタニル注射液0.1㎎「テル

モ」�

〔すフェンタニル注射液0.1㎎「第

一三共」〕���������� 338

あフェンタニル注射液0.5㎎「テル

モ」������������� 338

フェントステープ0.5㎎� ���� 340

フェントステープ1㎎������ 340

フェントステープ2㎎������ 340

フェントステープ6㎎������ 340

〔すフオイパン錠100㎎〕�

あカモスタットメシル酸塩錠100

㎎「トーワ」��������� 122

フォシーガ錠5㎎�������� 194

フォシーガ錠10㎎������� 194

フォリアミン錠�������� 206

フォルテオ皮下注キット600μg� � 200

複方ヨード・グリセリン「コザカ

イ・M」� ���������� 186

フサン10，注射用������� 122

フサン50，注射用������� 123

ブスコパン錠10㎎（試）����� ��46

ブスコパン注20㎎������� ��46

フスタゾール糖衣錠10㎎���� ��89

あブセレリン点鼻液0.15%「F」�

〔すスプレキュア点鼻液0.15%〕� 154

あブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」

�������������� 216

フラグミン静注5000単位/5院� � 228

プラザキサカプセル75㎎���� 231

プラザキサカプセル110㎎���� 231

フラジール内服錠250㎎����� 326

プラノバール配合錠������ 152

あプラバスタチンNa錠10㎎「サワ

イ」�

〔すメバロチン錠10〕����� ��85

〔すフラビタン注射液10㎎〕�

あFAD注10㎎「わかもと」� �� 204

〔すプラビックス錠75㎎〕�

あツクロピドグレル錠75㎎

「SANIK」� ��������� 233

プラリア皮下注60㎎シリンジ�� 199

〔すフランドルテープ40㎎〕�

あ硝酸イソソルビドテープ40㎎

「EMEC」����������� ��82

あプランルカストカプセル112.5㎎

「サワイ」�

〔すオノンカプセル112.5㎎〕� � 250

ブリディオン静注200㎎����� ��44

〔すフリバスOD錠25㎎〕�

あナフトピジルOD錠25㎎「EE」� 162

〔すプリンペラン錠5〕�

あメトクロプラミド錠5㎎「NIG」

（無）������������ 107



（ 36 ）

idx.実行用_IR_H020_kita_202212_all 2022年12月16日 午後5時27分36

〔フリ～フロ〕

〔すプリンペラン注射液10㎎〕�

あメトクロプラミド注10㎎「NIG」

�������������� 107

フルービックHAシリンジ���� 317

フルイトラン錠1㎎������� ��70

あフルオレサイト静注500㎎��� ��57

プルゼニド錠12㎎������� 113

フルタイド200ディスカス���� ��95

フルティフォーム125エアゾール120

吸入用����������� ��96

フルメタ軟膏��������� 170

フルメトロン点眼液0.02%���� ��48

フルメトロン点眼液0.1%� ��� ��48

ブレオ注射用5㎎�������� 264

ブレオ注射用15㎎������� 264

プレセデックス静注液200μg「ファイ

ザー」������������ ��5

〔すプレタールOD錠50㎎〕�

あシロスタゾールOD錠50㎎「サワ

イ」������������� 233

プレドニゾロン散「タケダ」1%� � 126

プレドニゾロン錠1㎎（旭化成）�� 126

プレドニン10㎎，水溶性���� 130

プレドニン錠5㎎�������� 128

あプレドネマ注腸20㎎����� 111

プレベナー13水性懸濁注� ��� 319

プレマリン錠0.625㎎� ����� 151

あフローレス眼検査用試験紙0.7㎎���58

プロクトセディル坐薬����� 160

プロクトセディル軟膏����� 160

プログラフカプセル0.5㎎� ��� 237

プログラフカプセル1㎎����� 237

プロジフ静注液200������� 310

あフロジン外用液5%� ����� 181

プロスタルモン・F注射液1000�� 154

〔すプロスタンディン注射用20μg〕�

あアルプロスタジルアルファデク

ス注射用20μg「タカタ」����� ��88

プロスタンディン軟膏0.003%� � 177

あフロセミド錠10㎎「NP」�

〔すラシックス錠10㎎〕���� ��70

あフロセミド錠20㎎「NIG」�

〔すラシックス錠20㎎〕���� ��70

あフロセミド錠40㎎「NP」�

〔すラシックス錠40㎎〕���� ��70

あフロセミド注20㎎「NIG」�

〔すラシックス注20㎎〕���� ��70

プロタノールL注0.2㎎������ ��61

プロタミン硫酸塩静注100㎎「モチ

ダ」������������� 235

あブロチゾラムOD錠0.25㎎「サワ

イ」�

〔すレンドルミンD錠0.25㎎〕�� ��7

プロトピック軟膏0.03%小児用�� 174

プロトピック軟膏0.1%� ���� 174

プロナーゼMS��������� 334

ブロナック点眼液0.1%� ���� ��52

ブロニカ錠80��������� 250

プロハンス静注シリンジ13院�� 329

〔すブロプレス錠4〕�

あツカンデサルタン錠4㎎「あす

か」������������� ��80

プロペシア錠1㎎�������� 182

プロペト����������� 327

プロベラ錠2.5㎎� ������� 152

あプロポフォール静注1%20院「マル

イシ」�

〔す1%ディプリバン注〕� ��� ��4

〔すプロマックD錠75〕�

あポラプレジンクOD錠75㎎「サワ

イ」������������� 105

あブロムヘキシン塩酸塩吸入液

0.2%「タイヨー」�

〔すビソルボン吸入液0.2%〕� � ��90

あブロムヘキシン塩酸塩シロップ

0.08%「トーワ」�������� ��90

あブロムヘキシン塩酸塩注射液4㎎

「タイヨー」�

〔すビソルボン注4㎎〕����� ��90
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〔フロ～ヘリ〕

ブロメライン軟膏5万単位/g��� 183

フロモックス小児用細粒100㎎�� 292

フロリードゲル経口用2%� ��� 309

〔すプロレナール錠5μg〕�

あリマプロストアルファデクス錠

5μg「サワイ」� �������� ��88

【ヘ】

ベオーバ錠50㎎�������� 161

ペガシス皮下注90μg������� 117

ペガシス皮下注180μg（無）� ��� 117

〔すベガモックス点眼液0.5%〕�

あモキシフロキサシン点眼液

0.5%「日点」� �������� ��50

ヘキザックAL1%OR綿棒16� �� 188

ベクティビックス点滴静注100㎎� 272

〔すベザトールSR錠200㎎〕�

あベザフィブラートSR錠200㎎

「サワイ」���������� ��86

あベザフィブラートSR錠200㎎「サ

ワイ」�

〔すベザトールSR錠200㎎〕��� ��86

ベシケアOD錠5㎎������� 161

ベストロン耳鼻科用1%� ���� ��58

ベストロン点眼用0.5%� ���� ��49

ベセルナクリーム5%� ����� 182

ベタニス錠25㎎�������� 161

あベタヒスチンメシル酸塩錠6㎎

「CEO」�

〔すメリスロン錠6㎎〕����� ��60

あベタメタゾンリン酸エステル

Na・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」�

〔すリンデロン点眼・点耳・点鼻

液0.1%〕����������� ��49

ペチジン塩酸塩注射液35㎎「タケダ」

�������������� 341

ペニシリンGカリウム100万単位，

注射用����������� 286

ベニロン－I静注用1000㎎（無），献

血������������� 322

ベニロン－I静注用2500㎎（無），献

血������������� 322

ベニロン－I静注用5000㎎（無），献

血������������� 322

ベネトリン吸入液0.5%� ���� ��92

ベノキシール点眼液0.4%� ��� ��48

〔すヘパフラッシュ10単位/院シリ

ンジ10院〕�

あヘパリンNaロック用10単位/院

シリンジ「オーツカ」10院��� 230

ヘパリンNa注1万単位/10院「モチ

ダ」������������� 229

あヘパリンNa透析用250単位/院シ

リンジ20院「ニプロ」����� 229

〔すヘパリンNaロック用10単位/院

シリンジ10院「ニプロ」〕�

あヘパリンNaロック用10単位/院

シリンジ「オーツカ」10院��� 230

あヘパリンNaロック用10単位/院シ

リンジ「オーツカ」10院�

〔すヘパフラッシュ10単位/院シ

リンジ10院，ヘパリンNaロック

用10単位/院シリンジ10院「ニプ

ロ」〕������������ 230

あヘパリン類似物質外用スプレー

0.3%「日医工」�

〔すヒルドイドフォーム0.3%〕� 179

ベピオゲル2.5%� ������� 167

ベプシド注100㎎�������� 271

ヘプタバックス－II水性懸濁注シリ

ンジ0.25院���������� 320

ヘプタバックス－II水性懸濁注シリ

ンジ0.5院� ��������� 320

ベプリコール錠50㎎������ ��69

あツベポタスチンベシル酸塩OD

錠10㎎「タナベ」�

〔すタリオンOD錠10㎎〕���� 249

ベムリディ錠25㎎������� 119

ヘモナーゼ配合錠������� 160

ペリアクチン散1%� ������ 247
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〔ヘリ～マー〕

ベリチーム配合顆粒������ 108

ペルサンチン錠25㎎������ ��84

〔すペルジピン注射液2㎎〕�

あニカルジピン塩酸塩注射液2㎎

「日医工」���������� ��77

〔すペルジピン注射液10㎎〕�

あニカルジピン塩酸塩注射液10㎎

「日医工」���������� ��77

ベルソムラ錠15㎎������� ��9

ベルソムラ錠20㎎������� ��9

ヘルベッサーRカプセル100㎎� � ��78

ヘルベッサー注射用50����� ��78

ベンザリン錠5��������� ��8

ペンタサ顆粒94%�������� 110

ペンタサ坐剤1g� ������� 111

ペンタサ錠500㎎�������� 110

ペンタサ注腸1g� ������� 111

ペントシリン注射用2g� ���� 288

ペンレステープ18㎎������ ��38

【ホ】

ボースデル内用液10������ 329

ホーリンV腟用錠1㎎� ����� 151

防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－20〕，ツムラ�������� 281

防風通聖散エキス顆粒（医療用）〔TJ

－62〕，ツムラ�������� 284

ホクナリンテープ1㎎������ ��92

ホクナリンテープ2㎎������ ��92

ポステリザン（軟膏），強力��� 160

ホスミシンS静注用2g������ 299

ホスミシン錠500�������� 298

ホスミシンドライシロップ400�� 299

ボスミン外用液0.1%� ����� 227

ボスミン注1㎎��������� ��62

ホスレノールOD錠250㎎���� 163

あボチシート20%�������� 177

補中益気湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－41〕，ツムラ�������� 283

ボトックス注用50単位����� ��42

ボトックスビスタ注用50単位�� ��43

ボナロン錠35㎎�������� 197

ボノテオ錠50㎎�������� 198

ポビドンヨードガーグル液7%「明

治」������������� 184

あポビドンヨード消毒液10%「ケン

エー」�

〔すイソジン液10%〕������ 187

あポビドンヨードスクラブ液7.5%

「ケンエー」�

〔すイソジンスクラブ液7.5%〕� 187

あポラプレジンクOD錠75㎎「サワ

イ」�

〔すプロマックD錠75〕����� 105

ポララミン散1%� ������� 246

ポララミン錠2㎎�������� 246

ポララミン注5㎎�������� 246

あポリスチレンスルホン酸Ca経口

ゼリー20%分包25g「三和」��� 164

あポリスチレンスルホン酸Na「フ

ソー」原末�

〔すケイキサレート散〕���� 164

ホリゾン注射液10㎎������ ��7

ポリドカスクレロール1%注2院�� 228

ポリフル錠500㎎�������� 116

ボルタレンSRカプセル37.5㎎� � ��17

ボルタレンサポ25㎎������ ��17

ボルタレンサポ50㎎������ ��17

ボルタレン錠25㎎������� ��17

ポルトラック原末������� 121

ボルヒール組織接着用��� 324,325

ボルベン輸液6%� ������� 211

ポンタールカプセル250㎎���� ��16

ポンタールシロップ3.25%���� ��16

ボンビバ錠100㎎�������� 198

【マ】

マーカイン注脊麻用0.5%高比重� ��38

マーカイン注脊麻用0.5%等比重� ��38

マーズレンS配合顆粒������ 105
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〔マー～ムコ〕

マーデュオックス軟膏����� 175

マーベロン28��������� 153

マイクロシールドスクラブ液4%� 188

マイザー軟膏0.05%������� 169

マイスリー錠5㎎�������� ��9

マイテラーゼ錠10㎎������ ��44

マイトマイシン注用2㎎����� 265

マイトマイシン注用10㎎���� 265

マヴィレット配合錠������ 118

麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－127〕，ツムラ������ 285

〔すマキシピーム1g，注射用〕�

あセフェピム塩酸塩静注用1g「サ

ンド」������������ 295

マキュエイド眼注用40㎎���� ��48

マグコロール内用液13.6%分包250

院������������� 114

マクサルトRPD錠10㎎� ���� ��36

マグネシウム「NikP」，硫酸� �� 112

マグネシウム「ケンエー」，重質酸化

�������������� 112

あマグネシウム錠250㎎「ヨシダ」，

酸化������������ 112

Mg補正液1mEq/院，硫酸���� 214

マンニットールS注射液����� ��72

【ミ】

ミールビック��������� 315

ミオコールスプレー0.3㎎� ��� ��83

〔すミオナール錠50㎎〕�

あエペリゾン塩酸塩錠50㎎「日医

工」������������� ��34

〔すミカムロ配合錠AP〕�

あツテラムロ配合錠AP「DSEP」

�������������� ��81

〔すミカルディス錠40㎎〕�

あツテルミサルタン錠40㎎

「DSEP」����������� ��80

ミグシス錠5㎎��������� ��36

ミケランLA点眼液2%������ ��53

ミケルナ配合点眼液������ ��54

あミダゾラム注射液10㎎「テバ」�

〔すドルミカム注射液10㎎〕�� ��2

ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU�251

ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU

�������������� 251

ミドリンM点眼液0.4%� ���� ��47

ミドリンP点眼液�������� ��47

ミニリンメルトOD錠25μg� ��� 157

ミネブロ錠2.5㎎� ������� ��71

あミノサイクリン塩酸塩錠50㎎「サ

ワイ」�

〔すミノマイシン錠50㎎〕��� 303

あミノサイクリン塩酸塩点滴静注用

100㎎「日医工」�

〔すミノマイシン点滴静注用100

㎎〕������������� 303

〔すミノマイシン錠50㎎〕�

あミノサイクリン塩酸塩錠50㎎

「サワイ」���������� 303

〔すミノマイシン点滴静注用100㎎〕�

あミノサイクリン塩酸塩点滴静注

用100㎎「日医工」������� 303

ミヤBM細粒���������� 100

ミラクリッド注射液5万単位��� 122

ミラペックスLA錠0.375㎎���� ��23

ミリプラ動注用70㎎（無）���� 270

ミリプラ用懸濁用液4院（無）��� 271

ミルセラ注シリンジ50μg����� 222

ミルセラ注シリンジ100μg� ��� 222

ミルリーラ注射液10㎎（無）��� ��64

ミレーナ52㎎��������� 153

ミンクリア内用散布液0.8%� �� 110

【ム】

ムコスタ点眼液UD2%������ ��56

ムコソルバンL錠45㎎������ ��91

ムコソルバン錠15㎎������ ��91
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〔ムコ～モサ〕

〔すムコダイン錠500㎎〕�

あカルボシステイン錠500㎎「サワ

イ」������������� ��90

ムコダインDS50%� ������ ��90

無水エタノール注「フソー」��� 187

ムルプレタ錠3㎎�������� 225

【メ】

メイアクトMS錠100㎎� ���� 293

メイアクトMS小児用細粒10%� � 292

メイラックス錠1㎎������� ��7

メイロン静注7%� ������� 215

〔すメインテート錠0.625㎎〕�

あビソプロロールフマル酸塩錠

0.625㎎「トーワ」� ������ ��74

〔すメインテート錠2.5㎎〕�

あビソプロロールフマル酸塩錠

2.5㎎「トーワ」� ������� ��74

メキシチールカプセル50㎎��� ��66

メキシチール点滴静注125㎎��� ��66

メサデルムクリーム0.1%� ��� 170

メサデルム軟膏0.1%� ����� 170

メジコン錠15㎎�������� ��89

メスチノン錠60㎎������� ��45

メソトレキセート50㎎，注射用� 254

メタボリンG注射液10㎎����� 204

メタルカプターゼカプセル50㎎（無）

�������������� 238

メチエフ散10%��������� ��91

あメチコバール錠500μg� ���� 205

メチコバール注射液500μg� ��� 206

メチルエルゴメトリン錠0.125㎎「あ

すか」������������ 156

あメチルエルゴメトリン注0.2㎎「あ

すか」������������ 156

滅菌精製水「ヨシダ」（無）���� 328

メトグルコ錠250㎎������� 191

あメトクロプラミド錠5㎎「NIG」

（無）�

〔すプリンペラン錠5〕����� 107

あメトクロプラミド注10㎎「NIG」�

〔すプリンペラン注射液10㎎〕� 107

あメトトレキサート錠2㎎「あゆみ」�236

〔すメネシット配合錠100〕�

あレプリントン配合錠L100� � ��22

メノエイドコンビパッチ���� 152

〔すメバロチン錠10〕�

あプラバスタチンNa錠10㎎「サワ

イ」������������� ��85

メプチンキッドエアー5μg吸入100回

�������������� ��93

メプチン錠50μg��������� ��92

メプチンスイングヘラー10μg吸入

100回������������ ��93

メプチンドライシロップ0.005%� ��92

メマリーOD錠5㎎� ������ ��34

メマリーOD錠20㎎������� ��34

〔すメリスロン錠6㎎〕�

あベタヒスチンメシル酸塩錠6㎎

「CEO」� ���������� ��60

メルカゾール錠5㎎������� 201

あメロペネム点滴静注用0.5g「明治」�

〔すメロペン点滴用バイアル0.5g〕

�������������� 296

〔すメロペン点滴用バイアル0.5g〕�

あメロペネム点滴静注用0.5g「明

治」������������� 296

メンタックスクリーム1%� ��� 181

【モ】

モーラステープL40㎎������ 172

モーラスパップXR240㎎����� 172

モイゼルト軟膏1%（試）� ���� 174

あモキシフロキサシン点眼液0.5%

「日点」�

〔すベガモックス点眼液0.5%〕� ��50

あモサプリドクエン酸塩錠2.5㎎「杏

林」�

〔すガスモチン錠2.5㎎〕� ��� 108
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〔モタ～ラン〕

〔すモダシン静注用1g〕�

あセフタジジム静注用1g「VTRS」

�������������� 294

〔すモニラック・シロップ65%〕�

あラクツロースシロップ65%

「NIG」������������ 121

モビコール配合内用剤LD� ��� 112

モビプレップ配合内用剤���� 115

モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末

�������������� 337

モルヒネ塩酸塩注射液10㎎「シオノ

ギ」������������� 337

【ヤ】

ヤーズフレックス配合錠���� 152

薬用炭「日医工」�������� 335

【ユ】

ユーエフティ E配合顆粒T100� � 259

ユーエフティ配合カプセルT100� 259

ユーゼル錠25㎎�������� 260

〔すユーパスタコーワ軟膏〕�

あイソジンシュガーパスタ軟膏� 178

ユービット錠100㎎������� 106

ユーロジン1㎎錠�������� ��8

〔すユナシン－S静注用1.5g〕�

あスルバシリン静注用1.5g��� 289

ユニフィルLA錠200㎎������ ��94

ユベラNソフトカプセル200㎎� � ��86

ユベラ軟膏���������� 176

ユリーフOD錠4㎎������� 161

ユリノーム錠25㎎������� 202

【ヨ】

ヨード・グリセリン「コザカイ・

M」，複方� ��������� 186

ヨウ化カリウム「日医工」���� 202

ヨウレチン錠「100」（無）����� 202

抑肝散エキス顆粒（医療用）〔TJ

－54〕，ツムラ�������� 284

【ラ】

ライゾデグ配合注フレックスタッチ

�������������� 197

ラキソベロン錠2.5㎎� ����� 113

〔すラキソベロン内用液0.75%〕�

あピコスルファートナトリウム内

用液0.75%「日医工」������ 113

あラクツロースシロップ65%「NIG」�

〔すモニラック・シロップ65%〕� 121

ラクテックD輸液�������� 210

ラコールNF配合経腸用液（無）� � 220

ラジカット点滴静注バッグ30㎎� ��32

〔すラシックス錠10㎎〕�

あフロセミド錠10㎎「NP」� �� ��70

〔すラシックス錠20㎎〕�

あフロセミド錠20㎎「NIG」��� ��70

〔すラシックス錠40㎎〕�

あフロセミド錠40㎎「NP」� �� ��70

〔すラシックス注20㎎〕�

あフロセミド注20㎎「NIG」��� ��70

あラタノプロスト点眼液0.005%

「ニッテン」�

〔すキサラタン点眼液0.005%〕� ��53

ラックビー微粒N�������� 100

ラピアクタ点滴静注液バッグ300㎎�313

ラビピュール筋注用������ 318

あラベプラゾールNa塩錠10㎎「明

治」�

〔すパリエット錠10㎎〕���� 101

ラボナール注射用0.3g������ ��1

ラミクタール錠25㎎������ ��11

ラミシールクリーム1%� ���� 180

ラミシール錠125㎎������� 180

あランソプラゾールOD錠15㎎「サワ

イ」�

〔すタケプロンOD錠15〕���� 102

あランソプラゾールOD錠30㎎「サワ

イ」�

〔すタケプロンOD錠30〕���� 102
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〔ラン～リユ〕

ランタスXR注ソロスター� ��� 196

〔すランダ注10㎎/20院〕�

あシスプラチン注10㎎「日医工」� 269

〔すランダ注50㎎/100院〕�

あシスプラチン注50㎎「日医工」� 269

ランマーク皮下注120㎎����� 200

【リ】

リーゼ錠5㎎���������� ��6

リーバクト配合顆粒������ 121

リーマス錠100��������� ��31

リアルダ錠1200㎎������� 111

リキスミア皮下注300μg� ���� 193

リクシアナOD錠30㎎������ 230

リクシアナOD錠60㎎������ 231

リクラスト点滴静注液5㎎���� 198

リコモジュリン点滴静注用12800� 234

〔すリザベンカプセル100㎎〕�

あトラニラストカプセル100㎎「タ

イヨー」����������� 246

リザベン点眼液0.5%� ����� ��52

リスパダール錠1㎎������� ��27

〔すリスパダール内用液1㎎/院〕�

あリスペリドン内用液1㎎/院「ヨ

シトミ」����������� ��27

あリスペリドン内用液1㎎/院「ヨシ

トミ」�

〔すリスパダール内用液1㎎/院〕���27

リスミー錠1㎎��������� ��8

リズミック錠10㎎������� ��62

リスモダンカプセル100㎎���� ��65

リゾビスト注��������� 329

リタリン錠10㎎�������� ��31

リツキサン点滴静注100㎎（無）�� 273

リツキサン点滴静注500㎎（無）�� 273

六君子湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－43〕，ツムラ�������� 283

あリドカイン静注用2%シリンジ「テ

ルモ」������������ ��66

あリドカイン点滴静注液1%「タカ

タ」������������� ��66

リドメックスコーワ軟膏0.3%� � 172

リドメックスコーワローション

0.3%� ����������� 172

リパクレオンカプセル150㎎��� 123

〔すリバロOD錠2㎎〕�

あピタバスタチンCa・OD錠2㎎

「サワイ」���������� ��85

リピオドール480注10院� ���� 333

リピトール錠10㎎������� ��85

リファジンカプセル150㎎���� 308

リフキシマ錠200㎎������� 308

〔すリプル注5μg〕�

あアルプロスタジル注5μg「F」�� ��87

リベルサス錠3㎎�������� 193

リベルサス錠7㎎�������� 193

リベルサス錠14㎎������� 193

リボスチン点眼液0.025%� ��� ��52

リボスチン点鼻液0.025㎎112噴霧用

�������������� ��59

リボトリール錠0.5㎎� ����� ��10

リマチル錠100㎎�������� 238

あリマプロストアルファデクス錠5

μg「サワイ」�

〔すオパルモン錠5μg，プロレナー

ル錠5μg〕����������� ��88

リュープリンSR注射用キット11.25

㎎������������� 276

リュープリン注射用キット1.88㎎� 154

〔すリュープリン注射用キット3.75

㎎〕�

あリュープロレリン酢酸塩注射用

キット3.75㎎「NP」� ����� 276

リュープリンPRO注射用キット22.5

㎎������������� 277

あリュープロレリン酢酸塩注射用

キット3.75㎎「NP」�

〔すリュープリン注射用キット

3.75㎎〕� ���������� 276
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〔リユ～レメ〕

硫酸亜鉛七水和物������� 215

硫酸マグネシウム「NikP」� ��� 112

硫酸Mg補正液1mEq/院����� 214

リリカOD錠25㎎�������� ��20

リリカOD錠75㎎�������� ��20

リンヴォック錠15㎎（試）���� 244

リン酸Na補正液0.5mmol/院��� 214

リンゼス錠0.25㎎�������� 116

リンデロン坐剤0.5㎎� ����� 146

リンデロン錠0.5㎎� ������ 144

リンデロン注2㎎（0.4%）����� 146

リンデロン点眼・点耳・点鼻液

0.1%� ����������� ��49

〔すリンデロン点眼・点耳・点鼻液

0.1%〕�

あベタメタゾンリン酸エステル

Na・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」

�������������� ��49

リンデロン点眼液0.01%����� ��48

リンデロン－VGクリーム0.12%� 171

リンデロン－VG軟膏0.12%� �� 171

リンデロン－VGローション��� 171

【ル】

ルコナック爪外用液5%� ���� 180

ルセンティス硝子体内注射用キット

10㎎/院����������� ��55

ルナベル配合錠LD� ������ 152

ルナベル配合錠ULD� ����� 153

ルネスタ錠1㎎��������� ��9

ルネスタ錠2㎎��������� ��9

ルパフィン錠10㎎������� 249

ルボックス錠25�������� ��30

ルミガン点眼液0.03%������ ��52

ルムジェブ注100単位/院� ��� 196

ルムジェブ注ミリオペンHD��� 195

ルリコンクリーム1%� ����� 181

ルリコン軟膏1%� ������� 181

ルリッド錠150��������� 302

【レ】

レキソタン錠2��������� ��6

レキップCR錠2㎎�������� ��24

レクサプロ錠10㎎������� ��29

レクタブル2㎎注腸フォーム14回� 111

レクチゾール錠25㎎������ 183

レザルタス配合錠HD������ ��81

レシカルボン坐剤，新����� 113

レスキュラ点眼液0.12%����� ��52

レスタミンコーワクリーム1%� � 174

レスリン錠25��������� ��31

レニベース錠5��������� ��79

レパーサ皮下注420㎎オートミニ

ドーザー���������� ��85

レバミピド錠100㎎「VTRS」� �� 105

レビトラ錠10㎎�������� 163

あレプリントン配合錠L100�

〔すネオドパストン配合錠L100，

メネシット配合錠100〕���� ��22

レペタン坐剤0.2㎎� ������ ��19

レペタン注0.2㎎� ������� ��20

レベトールカプセル200㎎（無）�� 118

レボノルゲストレル錠1.5㎎「F」�� 153

あツレボフロキサシン錠250㎎

「DSEP」�

〔すクラビット錠250㎎〕���� 305

あレボホリナート点滴静注用25㎎

「NP」�

〔すアイソボリン点滴静注用25㎎〕

�������������� 260

あレボホリナート点滴静注用100㎎

「NP」�

〔すアイソボリン点滴静注用100

㎎〕������������� 260

レミケード点滴静注用100���� 240

レミッチOD錠2.5μg������� 174

レミニールOD錠4㎎������ ��33

レミニールOD錠8㎎������ ��33

レメロン錠15㎎�������� ��31
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〔レル～ワン〕

レルパックス錠20㎎������ ��35

レルベア100エリプタ30吸入用�� ��96

レルベア200エリプタ30吸入用�� ��96

レルミナ錠40㎎�������� 154

〔すレンドルミンD錠0.25㎎〕�

あブロチゾラムOD錠0.25㎎「サワ

イ」������������� ��7

【ロ】

ロイケリン散10%�������� 259

ロイコン錠10㎎�������� 226

〔すロキソニン錠60㎎〕�

あロキソプロフェン錠60㎎

「EMEC」����������� ��18

ロキソニンテープ100㎎����� 173

ロキソニンパップ100㎎����� 173

あロキソプロフェン錠60㎎「EMEC」�

〔すロキソニン錠60㎎〕���� ��18

ロケルマ懸濁用散分包5g� ��� 164

ロケルマ懸濁用散分包10g���� 164

ロコアテープ��������� 173

ロコイドクリーム0.1%� ���� 171

ロコイド軟膏0.1%� ������ 171

あツロスバスタチンOD錠2.5㎎

「DSEP」�

〔すクレストールOD錠2.5㎎〕�� ��85

ロゼックスゲル0.75%（試）���� 278

〔すロセフィン静注用1g〕�

あセフトリアキソンナトリウム静

注用1g「日医工」� ������ 294

ロゼレム錠8㎎��������� ��9

ロタリックス内用液������ 315

ロトリガ粒状カプセル2g� ��� ��87

ロピオン静注50㎎������� ��18

〔すロペミンカプセル1㎎〕�

あロペラミド塩酸塩カプセル1㎎

「サワイ」���������� ��99

ロペミン小児用細粒0.05%���� ��99

あロペラミド塩酸塩カプセル1㎎「サ

ワイ」�

〔すロペミンカプセル1㎎〕��� ��99

ロラメット錠1.0� ������� ��8

【ワ】

ワーファリン顆粒0.2%� ���� 231

ワーファリン錠0.5㎎� ����� 231

ワーファリン錠1㎎������� 231

ワーファリン錠5㎎������� 232

あワイスタール配合点滴静注用1g

バッグ�

〔すスルペラゾンキット静注用

1g〕������������� 296

ワイパックス錠0.5� ������ ��6

ワゴスチグミン注2㎎������ ��45

ワセリン，白色�������� 327

ワソラン錠40㎎�������� ��69

ワソラン静注5㎎�������� ��70

〔すワンタキソテール点滴静注20㎎

/1院〕�

あドセタキセル点滴静注20㎎/1

院「ヤクルト」�������� 266

〔すワンタキソテール点滴静注80㎎

/4院〕�

あドセタキセル点滴静注80㎎/4

院「ヤクルト」�������� 266

ワントラム錠100㎎������� ��19
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◆亜鉛華単軟膏

あ亜鉛華（10%）単軟膏「ヨシダ」

（無）����������� 177
◆亜鉛華軟膏

あボチシート20% ������ 177
◆アクリジニウム臭化物

エクリラ400μgジェヌエア60吸入

用������������  94
◆アコチアミド塩酸塩水和物

アコファイド錠100㎎ ���� 108
◆アザチオプリン

アザニン錠50㎎������� 236
◆アシクロビル

あアシクロビル点滴静注液250㎎

「日医工」��������� 312

ゾビラックス眼軟膏3% ���  51

ゾビラックス軟膏5% ���� 312
◆アジスロマイシン水和物

アジマイシン点眼液1% ���  51

ジスロマック錠250㎎ ���� 300

ジスロマック点滴静注用500㎎ 

������������� 302
◆アジルサルタン

アジルバ錠20㎎�������  79

ザクラス配合錠LD �����  81
◆アスコルビン酸

シナール配合錠������� 206

あビタジェクト注キット��� 208

ビタミンC注「フソー」－500㎎ 

������������� 206

モビプレップ配合内用剤��� 115
◆アズトレオナム

アザクタム注射用1g ���� 297
◆アスピリン

アスピリン「ヨシダ」 ����  16

キャブピリン配合錠����� 235

あバイアスピリン錠100㎎ �� 233
◆アズレンスルホン酸ナトリウム水和

物

あアズレンうがい液4%「ケン

エー」 ���������� 184

マーズレンS配合顆粒 ���� 105
◆アセタゾラミド

ダイアモックス錠250㎎ ���  71
◆アセタゾラミドナトリウム

ダイアモックス注射用500㎎ �  72
◆アセチルコリン塩化物

オビソート注射用0.1g ����  45
◆アセチルシステイン

アセチルシステイン内用液17.6%

「あゆみ」��������� 335
◆アセトアミノフェン

PL配合顆粒 ��������  21

SG配合顆粒 ��������  18

アセリオ静注液1000㎎バッグ�  15

アンヒバ坐剤小児用100㎎ ��  15

アンヒバ坐剤小児用200㎎ ��  15

あカロナール細粒20% ����  15

あカロナール錠200 �����  15

あカロナール錠500 �����  15

トラムセット配合錠�����  20
◆アゼルニジピン

レザルタス配合錠HD ����  81
◆アゾセミド

ダイアート錠30㎎������  70
◆アダパレン

ディフェリンゲル0.1% ���� 167
◆アダリムマブ（遺伝子組換え）

ヒュミラ皮下注40㎎ペン0.4mL 

������������� 239

一般名五十音順索引
◆太字：一般名・成分名　　細字：商品名

あ：後発品　（試）：短期試用医薬品　（無）：在庫無し採用医薬品
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ヒュミラ皮下注80㎎ペン0.8mL 

������������� 239
◆アデニン

ロイコン錠10㎎������� 226
◆アデノシン

あアデノシン負荷用静注60㎎シリ

ンジ「FRI」 ��������  84
◆アデノシン三リン酸二ナトリウム水

和物

アデホスコーワ顆粒10% ���  32

トリノシンS注射液20㎎ ���  32
◆アテノロール

テノーミン錠25�������  73
◆アトルバスタチンカルシウム水和物

アトーゼット配合錠HD ���  87

カデュエット配合錠4番 ���  80

リピトール錠10㎎������  85
◆アドレナリン

あアドレナリン注0.1%シリンジ

「テルモ」���������  62

キシロカイン注射液「2%」エピレ

ナミン（1：80,000）含有 ��  40

キシロカイン注射液「1%」エピレ

ナミン（1：100,000）含有 �  40

ボスミン外用液0.1% ����� 227

ボスミン注1㎎ �������  62
◆アトロピン硫酸塩水和物

あアトロピン注0.05%シリンジ

「テルモ」���������  45

日点アトロピン点眼液1% ��  47
◆アナストロゾール

アリミデックス錠1㎎ ���� 275
◆アナモレリン塩酸塩

エドルミズ錠50㎎������ 278
◆アピキサバン

エリキュース錠2.5㎎ ���� 230

エリキュース錠5㎎ ����� 230
◆アビラテロン酢酸エステル

ザイティガ錠250㎎ ����� 275

◆アフリベルセプト（遺伝子組換え）

アイリーア硝子体内注射用キット

40㎎/mL ���������  55
◆アプレピタント

イメンドカプセルセット��� 109
◆アプレミラスト

オテズラ錠10㎎������� 176

オテズラ錠20㎎������� 176

オテズラ錠30㎎������� 176
◆アヘン

アヘン散「第一三共」 ���� 341
◆アマンタジン塩酸塩

シンメトレル錠50㎎�����  22
◆アミオダロン塩酸塩

あアミオダロン塩酸塩静注150㎎

「TE」 ����������  68

あアミオダロン塩酸塩速崩錠

100㎎「TE」 �������  68
◆アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩注射液100㎎

「日医工」（無） ������ 299
◆アミドトリゾ酸

ウログラフイン注60% ���� 332

ガストログラフイン経口・注腸用

������������� 331
◆アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミ

ン

ウログラフイン注60% ���� 332

ガストログラフイン経口・注腸用

������������� 331
◆アミトリプチリン塩酸塩

トリプタノール錠10�����  28
◆アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

ビーフリード輸液������ 217
◆アミノフィリン水和物

ネオフィリン注250㎎ ����  93
◆アムホテリシンB

ファンギゾンシロップ100㎎/mL 

������������� 309
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◆アムロジピン

アイミクス配合錠HD ����  81

ザクラス配合錠LD �����  81
◆アムロジピンベシル酸塩

あアムロジピンOD錠2.5㎎「明治」 

������������� 77

あアムロジピンOD錠5㎎「明治」 

�������������  77

カデュエット配合錠4番 ���  80

あツテラムロ配合錠AP

「DSEP」 

�������������  81
◆アメジニウムメチル硫酸塩

リズミック錠10㎎������  62
◆アメナメビル

アメナリーフ錠200㎎ ���� 311
◆アモキサピン

アモキサンカプセル10㎎���  29
◆アモキシシリン水和物

オーグメンチン配合錠250RS � 289

サワシリン細粒10% ����� 287

サワシリン錠250 ������ 287
◆アリピプラゾール

エビリファイ錠3㎎ �����  28
◆アリルイソプロピルアセチル尿素

SG配合顆粒 ��������  18
◆アルガトロバン水和物

ノバスタンHI注10㎎/2mL �� 232
◆アルギン酸ナトリウム

アルロイドG内用液5% ���� 104
◆アルファカルシドール

あアルファカルシドールカプセル

0.25μg「フソー」 ������ 198
◆アルプラゾラム

コンスタン0.4㎎錠 �����   6
◆アルプロスタジル

あアルプロスタジル注5μg「F」 

�������������  87

◆アルプロスタジルアルファデクス

あアルプロスタジルアルファデク

ス注射用20μg「タカタ」 ��  88

プロスタンディン軟膏0.003% 

������������� 177
◆アルベカシン硫酸塩

ハベカシン注射液200㎎（無） � 300
◆アレルゲンパッチテスト試薬

パッチテストパネル（S） ��� 182
◆アレンドロン酸ナトリウム水和物

ボナロン錠35㎎������� 197
◆アロプリノール

あアロプリノール錠100㎎「タナ

ベ」 ����������� 202
◆アンピシリンナトリウム

あスルバシリン静注用1.5g �� 289

ビクシリン注射用1g（無） �� 286
◆アンブロキソール塩酸塩

ムコソルバンL錠45㎎ ����  91

ムコソルバン錠15㎎�����  91
◆アンベノニウム塩化物

マイテラーゼ錠10㎎�����  44

【イ】

◆イオウ

イオウ・カンフルローション「東

豊」 ����������� 167
◆イオトロクス酸

ビリスコピン点滴静注50��� 332
◆イオトロクス酸メグルミン

ビリスコピン点滴静注50��� 332
◆イオトロラン

イソビスト注300 ������ 332
◆イオパミドール

イオパミロン注300 ����� 329

イオパミロン注370シリンジ � 330
◆イオヘキソール

オムニパーク240注10mL（脳槽・

脊髄用） ��������� 331
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オムニパーク300注シリンジ

150mL ���������� 330

オムニパーク350注50mL ��� 330

オムニパーク350注100mL �� 330
◆イオメプロール

イオメロン300注シリンジ100mL 

������������� 330
◆イコサペント酸エチル

エパデールS900 ������  87
◆イソソルビド

イソバイドシロップ70%分包30mL 

������������� 72
◆イソニアジド

イスコチン錠100㎎ ����� 308
◆イソプロピルアンチピリン

SG配合顆粒 ��������  18
◆イソプロピルウノプロストン

レスキュラ点眼液0.12% ���  52
◆一硝酸イソソルビド

アイトロール錠20㎎�����  82
◆イトプリド塩酸塩

ガナトン錠50㎎������� 106
◆イトラコナゾール

イトリゾールカプセル50��� 309
◆イバブラジン塩酸塩

コララン錠2.5㎎ ������  64

コララン錠7.5㎎ ������  64
◆イバンドロン酸ナトリウム水和物

ボンビバ錠100㎎ ������ 198
◆イフェンプロジル酒石酸塩

セロクラール錠20㎎�����  32
◆イブジラスト

ケタスカプセル10㎎����� 246
◆イベルメクチン

ストロメクトール錠3㎎（無） � 326
◆イミキモド

ベセルナクリーム5% ���� 182
◆イミダフェナシン

ステーブラOD錠0.1㎎ ���� 160

◆イミプラミン塩酸塩

トフラニール錠10㎎�����  29
◆イメグリミン塩酸塩

ツイミーグ錠500㎎（試） ��� 197
◆イリノテカン塩酸塩水和物

カンプト点滴静注40㎎���� 271

カンプト点滴静注100㎎ ��� 271
◆イルソグラジンマレイン酸塩

ガスロンN・OD錠2㎎ ���� 104
◆イルベサルタン

アイミクス配合錠HD ����  81

アバプロ錠100㎎ ������  79
◆インジゴカルミン

インジゴカルミン注20㎎「AFP」 

������������� 334
◆インスリンアスパルト（遺伝子組換

え）

フィアスプ注フレックスタッチ 

������������� 195

ライゾデグ配合注フレックスタッ

チ������������ 197
◆インスリングラルギン（遺伝子組換

え）

ランタスXR注ソロスター �� 196
◆インスリングルリジン（遺伝子組換

え）

アピドラ注ソロスター���� 195
◆インスリンデグルデク（遺伝子組換

え）

トレシーバ注フレックスタッチ 

������������� 196

ライゾデグ配合注フレックスタッ

チ������������ 197
◆インスリンリスプロ（遺伝子組換

え）

ルムジェブ注100単位/mL �� 196

ルムジェブ注ミリオペンHD � 195
◆インターフェロンアルファ

（NAMALWA）

スミフェロン注DS300万IU � 116
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◆インターフェロンベータ

フエロン注射用300万（無） �� 117
◆インダカテロールマレイン酸塩

ウルティブロ吸入用カプセル�  94

オンブレス吸入用カプセル150μg 

������������� 93
◆インドシアニングリーン

オフサグリーン静注用25㎎��  57

ジアグノグリーン注射用25㎎ 

������������� 333
◆インフリキシマブ（遺伝子組換え）

レミケード点滴静注用100 �� 240
◆インフルエンザHAワクチン

インフルエンザHAワクチン「第

一三共」1mL ������� 316

ビケンHA ��������� 317

フルービックHAシリンジ �� 317

【ウ】

◆ウイキョウ

つくしA・M配合散 ����� 106
◆ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

ステラーラ点滴静注130㎎ �� 242

ステラーラ皮下注45㎎シリンジ 

������������� 242
◆ウパダシチニブ水和物

リンヴォック錠15㎎（試） �� 244
◆ウフェナマート

フエナゾールクリーム5% �� 172

フエナゾール軟膏5% ���� 172
◆ウメクリジニウム臭化物

テリルジー 200エリプタ30吸入用 

������������� 97
◆ウラシル

ユーエフティ E配合顆粒T100 

������������� 259

ユーエフティ配合カプセルT100 

������������� 259
◆ウラジロガシエキス

ウロカルン錠225㎎ ����� 160

◆ウラピジル

エブランチルカプセル15㎎��  76
◆ウリナスタチン

ミラクリッド注射液5万単位 � 122
◆ウルソデオキシコール酸

あウルソデオキシコール酸錠

100㎎「サワイ」 ������ 121
◆ウロキナーゼ

ウロナーゼ静注用6万単位 �� 234

【エ】

◆A型ボツリヌス毒素

ボトックスビスタ注用50単位�  43

ボトックス注用50単位����  42
◆エカベトナトリウム水和物

ガストローム顆粒66.7% ��� 104
◆液状フェノール

カチリ「ホエイ」 ������ 182

複方ヨード・グリセリン「コザカ

イ・M」 ��������� 186
◆エキセメスタン

アロマシン錠25㎎������ 275
◆エサキセレノン

ミネブロ錠2.5㎎ ������  71
◆エスクロシド

プロクトセディル坐薬���� 160

プロクトセディル軟膏���� 160
◆エスシタロプラムシュウ酸塩

レクサプロ錠10㎎������  29
◆エスゾピクロン

ルネスタ錠1㎎ �������   9

ルネスタ錠2㎎ �������   9
◆エスタゾラム

ユーロジン1㎎錠 ������   8
◆エストラジオール

エストラーナテープ0.72㎎ �� 150

ジュリナ錠0.5㎎ ������ 150

メノエイドコンビパッチ��� 152
◆エストリオール

エストリール錠1㎎ ����� 151
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ホーリンV腟用錠1㎎ ���� 151
◆エスフルルビプロフェン

ロコアテープ�������� 173
◆エゼチミブ

アトーゼット配合錠HD ���  87

ゼチーア錠10㎎�������  86
◆エソメプラゾールマグネシウム水和

物

ネキシウムカプセル20㎎��� 100
◆エタネルセプト（遺伝子組換え）

エンブレル皮下注25㎎シリンジ

0.5mL ���������� 241
◆エタノール

エタノール「ヨシダ」 ���� 187

あ消毒用エタノール液IP �� 187
◆エダラボン

ラジカット点滴静注バッグ30㎎ 

�������������  32
◆エタンブトール塩酸塩

エブトール250㎎錠 ����� 308
◆エチゾラム

あエチゾラム錠0.5㎎「EMEC」 

�������������   5
◆エチニルエストラジオール

プラノバール配合錠����� 152

マーベロン28�������� 153

ヤーズフレックス配合錠��� 152

ルナベル配合錠LD ����� 152

ルナベル配合錠ULD ���� 153
◆エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナOD錠30㎎ ���� 230

リクシアナOD錠60㎎ ���� 231
◆エトポシド

ベプシド注100㎎ ������ 271
◆エトレチナート

チガソンカプセル10����� 175
◆エドロホニウム塩化物

アンチレクス静注10㎎����  44
◆エナラプリルマレイン酸塩

レニベース錠5 �������  79

◆エノキサパリンナトリウム

クレキサン皮下注キット2000IU 

������������� 228
◆エバスチン

エバステル錠10㎎������ 247
◆エパルレスタット

キネダック錠50㎎������ 194
◆エピナスチン塩酸塩

アレジオンLX点眼液0.1% ��  51

アレジオン錠20������� 248
◆エピルビシン塩酸塩

あエピルビシン塩酸塩注射液50㎎

/25mL「NK」 ������� 261

あエピルビシン塩酸塩注射用10㎎

「NK」 ���������� 261
◆エフィナコナゾール

クレナフィン爪外用液10% �� 181
◆エフェドリン塩酸塩

ヱフェドリン「ナガヰ」注射液

40㎎�����������  91
◆エプレレノン

セララ錠25㎎��������  71
◆エペリゾン塩酸塩

あエペリゾン塩酸塩錠50㎎「日医

工」 �����������  34
◆エポエチンアルファ（遺伝子組換

え）

エスポー皮下用24000シリンジ 

������������� 221
◆エポエチンベータ（遺伝子組換え）

エポジン注シリンジ1500��� 222
◆エポエチンベータペゴル（遺伝子組

換え）

ミルセラ注シリンジ50μg �� 222

ミルセラ注シリンジ100μg �� 222
◆エボロクマブ（遺伝子組換え）

レパーサ皮下注420㎎オートミニ

ドーザー���������  85
◆エムトリシタビン

デシコビ配合錠HT ����� 314
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◆エメダスチンフマル酸塩

アレサガテープ4㎎ ����� 248
◆エリスロマイシンエチルコハク酸エ

ステル

エリスロシンドライシロップ

W20% ���������� 301
◆エリブリンメシル酸塩

ハラヴェン静注1㎎ ����� 267
◆L－アスコルビン酸ナトリウム

モビプレップ配合内用剤��� 115
◆L－アスパラギン酸カリウム

アスパラカリウム散50% ��� 213

アスパラカリウム錠300㎎ �� 213

アスパラカリウム注10mEq � 213
◆L－アスパラギン酸カルシウム水和

物

アスパラ－CA錠200 ����� 214
◆l－イソプレナリン塩酸塩

プロタノールL注0.2㎎ ����  61
◆L－イソロイシン

リーバクト配合顆粒����� 121
◆L－カルボシステイン

あカルボシステイン錠500㎎「サ

ワイ」 ����������  90

ムコダインDS50% �����  90
◆L－グルタミン

マーズレンS配合顆粒 ���� 105
◆エルゴカルシフェロール

あビタジェクト注キット��� 208
◆L－システイン塩酸塩水和物

あヒシファーゲン配合静注シリン

ジ40mL ��������� 120
◆エルデカルシトール

エディロールカプセル0.75μg � 199
◆L－バリン

リーバクト配合顆粒����� 121
◆l－メントール

ミンクリア内用散布液0.8% �� 110
◆L－ロイシン

リーバクト配合顆粒����� 121

◆エレトリプタン臭化水素酸塩

レルパックス錠20㎎�����  35
◆エレヌマブ（遺伝子組換え）

アイモビーグ皮下注70㎎ペン�  36
◆エロビキシバット水和物

グーフィス錠5㎎ ������ 114
◆塩化カリウム

あKCL注20mEqキット「テルモ」

������������� 213

キンダリー透析剤AF3P号 �� 165

キンダリー透析剤AF3号 ��� 164

サブラッド血液ろ過用補充液

BSG ���������� 165

サリベートエアゾール���� 184

スコピゾル眼科用液�����  57

ニフレック配合内用剤���� 115

モビコール配合内用剤LD �� 112

モビプレップ配合内用剤��� 115

あ塩化カリウム徐放錠600㎎「St」

������������� 213
◆塩化カルシウム水和物

キンダリー透析剤AF3P号 �� 165

キンダリー透析剤AF3号 ��� 164

サブラッド血液ろ過用補充液

BSG ���������� 165

サリベートエアゾール���� 184
◆塩化ナトリウム

キンダリー透析剤AF3P号 �� 165

キンダリー透析剤AF3号 ��� 164

サブラッド血液ろ過用補充液

BSG ���������� 165

サリベートエアゾール���� 184

スコピゾル眼科用液�����  57

ニフレック配合内用剤���� 115

モビコール配合内用剤LD �� 112

モビプレップ配合内用剤��� 115

塩化ナトリウム「オーツカ」 � 212

あ塩化ナトリウム注10%シリンジ

「テルモ」��������� 212
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◆塩化マグネシウム

キンダリー透析剤AF3P号 �� 165

キンダリー透析剤AF3号 ��� 164

サブラッド血液ろ過用補充液

BSG ���������� 165

サリベートエアゾール���� 184
◆塩化マンガン四水和物

ボースデル内用液10����� 329
◆エンザルタミド

イクスタンジ錠40㎎����� 276
◆塩酸シプロフロキサシン

シプロキサン錠100㎎ ���� 305
◆塩酸セルトラリン

ジェイゾロフト錠25㎎����  29
◆塩酸ロメリジン

ミグシス錠5㎎ �������  36
◆エンテカビル水和物

バラクルード錠0.5㎎ ���� 119
◆エンパグリフロジン

ジャディアンス錠10㎎���� 194

トラディアンス配合錠AP �� 195

【オ】

◆オウバク

つくしA・M配合散 ����� 106
◆黄連解毒湯

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医

療用）〔TJ-15〕 ������ 280
◆オオウメガサソウエキス

エビプロスタット配合錠DB � 162
◆オキサリプラチン

エルプラット点滴静注液100㎎ 

������������� 267
◆オキシグルタチオン

ビーエスエスプラス500眼灌流液

0.0184%（バッグ） �����  56
◆オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンTR錠5㎎ ��� 338

オキシコンチンTR錠20㎎ �� 338

オキノーム散5㎎ ������ 338

オキファスト注10㎎����� 338
◆オキシコナゾール硝酸塩

オキナゾールクリーム1% �� 180

オキナゾール腟錠600㎎ ��� 166
◆オキシドール

オキシドール「ケンエー」 �� 189
◆オキシブプロカイン塩酸塩

ベノキシール点眼液0.4% ���  48
◆オキセサゼイン

ストロカイン錠5㎎ �����  38
◆オクトレオチド酢酸塩

サンドスタチン皮下注用100μg 

������������� 156
◆オザグレルナトリウム

あオザグレルNa点滴静注80㎎「タ

カタ」 ����������  31
◆オゼノキサシン

ゼビアックスローション2% � 167
◆オセルタミビルリン酸塩

タミフルカプセル75����� 313

タミフルドライシロップ3% � 313
◆オテラシルカリウム

ティーエスワン配合OD錠T20 

������������� 258

ティーエスワン配合OD錠T25 

������������� 258
◆オフロキサシン

タリビッド眼軟膏0.3% ����  50

タリビッド耳科用液0.3% ���  58
◆オミデネパグイソプロピル

エイベリス点眼液0.002%（試） 

�������������  53
◆オメガ－3脂肪酸エチル

ロトリガ粒状カプセル2g ��  87
◆オメプラゾール

あオメプラゾール注射用20㎎「日

医工」 ���������� 103
◆オランザピン

ジプレキサ錠5㎎ ������  28
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◆オリブ油

オリブ油���������� 327
◆オルプリノン塩酸塩水和物

コアテック注5㎎（無） ����  63
◆オルメサルタンメドキソミル

あツオルメサルタンOD錠20㎎

「DSEP」 ���������  79

レザルタス配合錠HD ����  81
◆オロダテロール

スピオルトレスピマット60吸入 

�������������  94
◆オロパタジン塩酸塩

アレロック顆粒0.5% ����� 248

あオロパタジン塩酸塩OD錠5㎎

「トーワ」��������� 248

パタノール点眼液0.1% ����  51

【カ】

◆過酸化ベンゾイル

デュアック配合ゲル����� 168

ベピオゲル2.5% ������� 167
◆ガチフロキサシン水和物

ガチフロ点眼液0.3% �����  50
◆葛根湯

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ-1〕 �������� 279
◆果糖

グリセレブ配合点滴静注���  72
◆ガドキセト酸ナトリウム

EOB・プリモビスト注シリンジ 

������������� 329
◆ガドテリドール

プロハンス静注シリンジ13mL 

������������� 329
◆ガドブトロール

ガドビスト静注1.0mol/Lシリン

ジ10mL ��������� 329
◆カナグリフロジン水和物

カナグル錠100㎎ ������ 194

◆ガバペンチン

ガバペン錠200㎎ ������  13
◆カフェイン水和物

カフェイン水和物原末「マルイ

シ」 �����������  36
◆カプトプリル

カプトリル錠12.5㎎ �����  79
◆ガベキサートメシル酸塩

あガベキサートメシル酸塩注射用

100㎎「タカタ」 ������ 122
◆カペシタビン

ゼローダ錠300 ������� 256
◆カベルゴリン

カバサール錠0.25㎎ �����  23
◆加味逍遙散

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医

療用）〔TJ-24〕 ������ 282
◆カモスタットメシル酸塩

あカモスタットメシル酸塩錠

100㎎「トーワ」 ������ 122
◆ガランタミン臭化水素酸塩

レミニールOD錠4㎎ ����  33

レミニールOD錠8㎎ ����  33
◆カリジノゲナーゼ

カルナクリン錠50������  88
◆ガルカネズマブ（遺伝子組換え）

エムガルティ皮下注120㎎オート

インジェクター������  37
◆カルシポトリオール水和物

ドボベットゲル������� 175

ドボベット軟膏������� 175
◆カルテオロール塩酸塩

ミケランLA点眼液2% ����  53

ミケルナ配合点眼液�����  54
◆カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ

ム水和物

アドナ錠10㎎�������� 226

アドナ錠30㎎�������� 226
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あカルバゾクロムスルホン酸ナト

リウム静注液50㎎「日医工」 

������������� 226
◆カルバマゼピン

テグレトール錠100㎎ ����  10
◆カルビドパ水和物

あレプリントン配合錠L100 �  22
◆カルプロニウム塩化物

あフロジン外用液5% ���� 181
◆カルベジロール

あカルベジロール錠2.5㎎「サワ

イ」 �����������  75

あカルベジロール錠10㎎「サワ

イ」 �����������  76
◆カルペリチド（遺伝子組換え）

ハンプ注射用1000������  64
◆カルボキシマルトース第二鉄

フェインジェクト静注500㎎ � 221
◆カルボプラチン

あカルボプラチン点滴静注液50㎎

「NK」 ���������� 268

あカルボプラチン点滴静注液

150㎎「NK」 ������� 268

あカルボプラチン点滴静注液

450㎎「NK」 ������� 268
◆カロテグラストメチル

カログラ錠120㎎（試） ���� 243
◆肝硬変用アミノ酸製剤

リーバクト配合顆粒����� 121
◆ガンシクロビル

デノシン点滴静注用500㎎ �� 312
◆カンゾウ

つくしA・M配合散 ����� 106
◆肝臓エキス

アデラビン9号注2mL ���� 120
◆乾燥組換え帯状疱疹ワクチン（チャ

イニーズハムスター卵巣細胞由来）

シングリックス筋注用���� 321

◆乾燥抗HBs人免疫グロブリン

乾燥HBグロブリン筋注用1000単

位「ニチヤク」 ������ 323
◆乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

おたふくかぜ生ワクチン「第一三

共」 ����������� 315
◆乾燥弱毒生水痘ワクチン

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケ

ン」 ����������� 315
◆乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチ

ン

はしか風しん混合生ワクチン「第

一三共」 ��������� 315

ミールビック�������� 315
◆乾燥水酸化アルミニウムゲル

つくしA・M配合散 ����� 106
◆乾燥スルホ化人免疫グロブリン

献血ベニロン－I静注用1000㎎

（無）����������� 322

献血ベニロン－I静注用2500㎎

（無）����������� 322

献血ベニロン－I静注用5000㎎

（無）����������� 322
◆乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチ

ン

エイムゲン��������� 320
◆乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン

ラビピュール筋注用����� 318
◆乾燥炭酸ナトリウム

スコピゾル眼科用液�����  57
◆乾燥濃縮人アンチトロンビンIII

ノイアート静注用1500単位（無） 

������������� 325
◆乾燥BCG膀胱内用（日本株）

イムノブラダー膀注用80㎎�� 277
◆乾燥BCGワクチン

乾燥BCGワクチン（経皮用・1人

用） ����������� 315
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◆乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（破

傷風トキソイド結合体）

アクトヒブ��������� 319
◆カンデサルタンシレキセチル

エカード配合錠HD �����  81

あツカンデサルタン錠4㎎「あす

か」 

������������� 80
◆含糖酸化鉄

フェジン静注40㎎������ 221
◆肝不全用アミノ酸製剤

テルフィス点滴静注（200mL/袋） 

������������� 217

テルフィス点滴静注（500mL/袋） 

������������� 217
◆肝不全用成分栄養剤

アミノレバンEN配合散（フレー

バー配合）（コーヒー味） �� 220

アミノレバンEN配合散（フレー

バー配合）（フルーツ味） �� 220
◆カンレノ酸カリウム

ソルダクトン静注用100㎎ ��  71

【キ】

◆希塩酸

希塩酸「コザカイ・M」 ��� 106
◆キキョウ

オピセゾールA液 ������  89
◆ギメラシル

ティーエスワン配合OD錠T20 

������������� 258

ティーエスワン配合OD錠T25 

������������� 258
◆球形吸着炭

クレメジン速崩錠500㎎ ��� 164
◆吸水クリーム

吸水クリーム「ニッコー」 �� 327

【ク】

◆クエチアピンフマル酸塩

セロクエル25㎎錠������  28
◆クエン酸カリウム

ウラリット配合錠������ 203
◆クエン酸第一鉄ナトリウム

あクエン酸第一鉄Na錠50㎎「サワ

イ」 ����������� 221
◆クエン酸ナトリウム水和物

ウラリット配合錠������ 203
◆クエン酸マグネシウム

マグコロール内用液13.6%分包

250mL ���������� 114
◆組換え沈降2価ヒトパピローマウイ

ルス様粒子ワクチン

サーバリックス������� 318
◆組換え沈降9価ヒトパピローマウイ

ルス様粒子ワクチン（酵母由来）

シルガード9水性懸濁筋注シリン

ジ������������ 320
◆組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母

由来）

ビームゲン注0.5mL ����� 320

ヘプタバックス－II水性懸濁注シ

リンジ0.25mL ������� 320

ヘプタバックス－II水性懸濁注シ

リンジ0.5mL ������� 320
◆組換え沈降4価ヒトパピローマウイ

ルス様粒子ワクチン（酵母由来）

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ

������������� 318
◆グラニセトロン塩酸塩

カイトリル注1㎎ ������ 109

あグラニセトロン点滴静注バッグ

3㎎/50mL「NK」 ������ 109

あグラニセトロン内服ゼリー 2㎎

「ケミファ」�������� 109
◆クラブラン酸カリウム

オーグメンチン配合錠250RS � 289
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◆クラリスロマイシン

クラリスドライシロップ10%小児

用������������ 301

クラリス錠200 ������� 301
◆グリクラジド

グリミクロンHA錠20㎎ ��� 191
◆グリコピロニウム臭化物

ウルティブロ吸入用カプセル�  94
◆グリシン

グリチロン配合錠������ 120

あヒシファーゲン配合静注シリン

ジ40mL ��������� 120
◆グリセリン

グリセリン「マルイシ」 ��� 114

グリセリン浣腸液50%「ケンエー」

（50%60mL/個） ������ 114

グリセリン浣腸液50%「ケンエー」

（50%120mL/個） ������ 114

複方ヨード・グリセリン「コザカ

イ・M」 ��������� 186
◆グリチルリチン酸一アンモニウム

グリチロン配合錠������ 120

あヒシファーゲン配合静注シリン

ジ40mL ��������� 120
◆グリメピリド

アマリール0.5㎎錠 ����� 191

アマリール1㎎錠 ������ 191
◆クリンダマイシン塩酸塩

ダラシンカプセル150㎎ ��� 304
◆クリンダマイシンリン酸エステル

クリンダマイシンリン酸エステル

注射液600㎎「NP」 ���� 304

ダラシンTゲル1% ������ 167

ダラシンTローション1% ��� 167
◆グルカゴン

グルカゴンGノボ注射用1㎎ � 158
◆グルコン酸カルシウム水和物

カルチコール注射液8.5%10mL 

������������� 214

◆グルタチオン

タチオン錠50㎎������� 119

タチオン注射用200㎎ ���� 119
◆グルタラール

グルトハイドプラス3.5%液 �� 186
◆グレカプレビル水和物

マヴィレット配合錠����� 118
◆クレンブテロール塩酸塩

スピロペント錠10μg ����  91
◆クロタミトン

オイラックスクリーム10% �� 173
◆クロチアゼパム

リーゼ錠5㎎ ��������   6
◆クロナゼパム

リボトリール錠0.5㎎ ����  10
◆クロピドグレル硫酸塩

あツクロピドグレル錠75㎎

「SANIK」 �������� 233
◆クロベタゾールプロピオン酸エステ

ル

コムクロシャンプー 0.05%（試） 

������������� 168

デルモベートクリーム0.05% � 168

デルモベートスカルプローション

0.05% ���������� 168

デルモベート軟膏0.05% ��� 168
◆クロベタゾン酪酸エステル

キンダベート軟膏0.05% ��� 171
◆クロペラスチン塩酸塩

フスタゾール糖衣錠10㎎���  89
◆クロミフェンクエン酸塩

クロミッド錠50㎎������ 153
◆クロミプラミン塩酸塩

アナフラニール錠10㎎����  29
◆クロラムフェニコール

クロマイ腟錠100㎎ ����� 166
◆クロルフェニラミンマレイン酸塩

ポララミン注5㎎ ������ 246
◆クロルプロマジン塩酸塩

コントミン筋注10㎎�����  26
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コントミン糖衣錠12.5㎎ ���  26
◆クロルヘキシジングルコン酸塩

グルコジン消毒用ハンドローショ

ン1% ���������� 188

ステリクロンBエタノール液1% 

������������� 188

ステリクロンW液0.05 ���� 188

ステリクロンW液0.1 ���� 188

ヘキザックAL1%OR綿棒16 � 188

マイクロシールドスクラブ液4% 

������������� 188

【ケ】

◆経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチ

ン

ロタリックス内用液����� 315
◆桂枝茯苓丸

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医

療用）〔TJ-25〕 ������ 282
◆経腸成分栄養剤（消化態）

エレンタール配合内用剤��� 219
◆経腸成分栄養剤（半消化態）

エンシュア・H ������� 219

ラコールNF配合経腸用液（無） 

������������� 220
◆ケイヒ

つくしA・M配合散 ����� 106
◆ケタミン塩酸塩

ケタラール静注用50㎎����   3
◆結合型エストロゲン

プレマリン錠0.625㎎ ���� 151
◆ケトコナゾール

ニゾラールクリーム2% ��� 180

ニゾラールローション2% �� 180
◆ケトチフェンフマル酸塩

ザジテン点眼液0.05% ����  51
◆ケトプロフェン

カピステン筋注50㎎�����  18

モーラステープL40㎎ ���� 172

モーラスパップXR240㎎ �� 172

◆ゲフィチニブ

イレッサ錠250 ������� 275
◆ゲムシタビン塩酸塩

ジェムザール注射用1g ��� 257

ジェムザール注射用200㎎ �� 257
◆健胃消化剤

つくしA・M配合散 ����� 106
◆ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタシン注40������� 300

ゲンタシン軟膏0.1% ����� 178

リンデロン－VGクリーム0.12% 

������������� 171

リンデロン－VGローション � 171

リンデロン－VG軟膏0.12% � 171
◆ゲンノショウコ

フェロベリン配合錠�����  99

【コ】

◆高カロリー輸液用基本液

ハイカリックRF輸液 ���� 217
◆高カロリー輸液用総合ビタミン

あビタジェクト注キット��� 208
◆高カロリー輸液用微量元素製剤

あエレジェクト注シリンジ�� 218
◆香蘇散

ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療

用）〔TJ-70〕 ������� 284
◆牛車腎気丸

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医

療用）〔TJ-107〕 ������ 285
◆呉茱萸湯

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ-31〕 ������� 283
◆ゴセレリン酢酸塩

ゾラデックスLA10.8㎎デポ � 276
◆コデインリン酸塩水和物

コデインリン酸塩散1%「タケダ」 

�������������  89

コデインリン酸塩散10%「タケダ」

������������� 341
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◆コハク酸ソリフェナシン

ベシケアOD錠5㎎ ����� 161
◆ゴリムマブ（遺伝子組換え）

シンポニー皮下注50㎎オートイン

ジェクター�������� 241
◆コルヒチン

コルヒチン錠0.5㎎「タカタ」 � 202
◆五苓散

ツムラ五苓散エキス顆粒（医療

用）〔TJ-17〕 ������� 281
◆コレカルシフェロール

デノタスチュアブル配合錠�� 200
◆コレスチミド

コレバイン錠500㎎ �����  86
◆混合死菌浮遊液

エキザルベ��������� 178
◆コンドロイチン硫酸エステルナトリ

ウム

あシェルガン0.5眼粘弾剤 ��  56

【サ】

◆柴胡桂枝乾姜湯

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒

（医療用）〔TJ-11〕 ����� 280
◆柴胡桂枝湯

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医

療用）〔TJ-10〕 ������ 280
◆柴苓湯

ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ-114〕 ������� 285
◆酢酸ノルエチステロン

メノエイドコンビパッチ��� 152
◆サクビトリルバルサルタンナトリウ

ム水和物

エンレスト錠50㎎������  65

エンレスト錠100㎎ �����  65

エンレスト錠200㎎ �����  65
◆サフィナミドメシル酸塩

エクフィナ錠50㎎������  25

◆サラシミツロウ

吸水クリーム「ニッコー」 �� 327
◆サラゾスルファピリジン

アザルフィジンEN錠250㎎ �� 238

サラゾピリン坐剤500㎎ ��� 111

サラゾピリン錠500㎎ ���� 110
◆サリチルアミド

PL配合顆粒 ��������  21
◆サリチル酸

あ10%サリチル酸ワセリン軟膏東

豊������������ 176

スピール膏M�������� 176
◆サリチル酸ナトリウム

ネオビタカイン注シリンジ5mL 

�������������  41
◆サリチル酸メチル

あMS温シップ「タイホウ」 �� 173
◆サルブタモール硫酸塩

サルタノールインヘラー 100μg 

�������������  92

ベネトリン吸入液0.5% ����  92
◆サルポグレラート塩酸塩

アンプラーグ錠100㎎ ���� 233
◆サルメテロールキシナホ酸塩

セレベント50ディスカス���  93
◆酸化亜鉛

カチリ「ホエイ」 ������ 182
◆酸化マグネシウム

ピコプレップ配合内用剤��� 115

あ酸化マグネシウム錠250㎎「ヨ

シダ」 ���������� 112

重質酸化マグネシウム「ケン

エー」 ���������� 112

【シ】

◆ジアスメン

つくしA・M配合散 ����� 106
◆ジアゼパム

2㎎セルシン錠 �������   6

ホリゾン注射液10㎎�����   7
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◆シアノアクリレート

アロンアルフアA「三共」 ��� 336
◆シアノコバラミン

サンコバ点眼液0.02% ����  57

あビタジェクト注キット��� 208

ビタメジン静注用������ 207
◆ジアフェニルスルホン

レクチゾール錠25㎎����� 183
◆ジエノゲスト

ディナゲスト錠1㎎ ����� 154
◆ジオクチルソジウムスルホサクシ

ネート

あジオクチルソジウムスルホサク

シネート耳科用液5%「CEO」 

�������������  60
◆ジクアホソルナトリウム

ジクアスLX点眼液3% ����  55
◆シクレソニド

オルベスコ200μgインヘラー 56吸

入用�����������  95
◆シクロスポリン

ネオーラル25㎎カプセル��� 237

ネオーラル50㎎カプセル��� 237

パピロックミニ点眼液0.1% ��  57
◆ジクロフェナクナトリウム

ジクトルテープ75㎎（試） ��  17

ボルタレンSRカプセル37.5㎎ 

�������������  17

ボルタレンサポ25㎎�����  17

ボルタレンサポ50㎎�����  17

ボルタレン錠25㎎������  17
◆シクロペントラート塩酸塩

サイプレジン1%点眼液 ���  47
◆シクロホスファミド水和物

注射用エンドキサン100㎎ �� 252

注射用エンドキサン500㎎ �� 253
◆ジゴキシン

ジゴシン注0.25㎎ ������  61

ハーフジゴキシンKY錠0.125 �  61

◆ジスチグミン臭化物

ウブレチド錠5㎎ ������  44
◆シスプラチン

あシスプラチン注10㎎「日医工」 

������������� 269

あシスプラチン注50㎎「日医工」 

������������� 269
◆ジソピラミド

リスモダンカプセル100㎎ ��  65
◆シタグリプチンリン酸塩水和物

ジャヌビア錠50㎎������ 192
◆シタフロキサシン水和物

グレースビット錠50㎎���� 305
◆ジドロゲステロン

デュファストン錠5㎎ ���� 151
◆ジノプロスト

プロスタルモン・F注射液1000 

������������� 154
◆ジピリダモール

ペルサンチン錠25㎎�����  84
◆ジファミラスト

モイゼルト軟膏1%（試） ��� 174
◆ジフェンヒドラミン

レスタミンコーワクリーム1% 

������������� 174
◆ジフェンヒドラミンサリチル酸塩

トラベルミン配合錠�����  60
◆ジブカイン塩酸塩

ネオビタカイン注シリンジ5mL 

�������������  41

プロクトセディル坐薬���� 160

プロクトセディル軟膏���� 160
◆ジフルプレドナート

マイザー軟膏0.05% ����� 169
◆ジプロフィリン

トラベルミン配合錠�����  60
◆シプロフロキサシン

シプロキサン注400㎎ ���� 306
◆シプロヘプタジン塩酸塩水和物

ペリアクチン散1% ����� 247
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◆ジフロラゾン酢酸エステル

ダイアコートクリーム0.05% � 168

ダイアコート軟膏0.05% ��� 168
◆ジベカシン硫酸塩

注射用パニマイシン100㎎ �� 300
◆シベレスタットナトリウム水和物

注射用エラスポール100 ���  98
◆シベンゾリンコハク酸塩

シベノール錠100㎎ �����  65
◆ジメチコン

ガスコンドロップ内用液2% � 108

ガスコン錠40㎎������� 108
◆ジメチルイソプロピルアズレン

アズノール軟膏0.033% ���� 177
◆シャクヤク

オピセゾールA液 ������  89
◆芍薬甘草湯

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医

療用）〔TJ-68〕 ������ 284
◆シャゼンソウ

オピセゾールA液 ������  89
◆臭化カルシウム

ネオビタカイン注シリンジ5mL 

�������������  41
◆十全大補湯

ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医

療用）〔TJ-48〕 ������ 284
◆酒石酸

あバックス発泡顆粒����� 333
◆ショウキョウ

つくしA・M配合散 ����� 106
◆小柴胡湯

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ-9〕 �������� 279
◆硝酸イソソルビド

ニトロール持続静注25㎎シリンジ 

������������� 83

ニトロール注5㎎ ������  83

あ硝酸イソソルビドテープ40㎎

「EMEC」 ��������  82

◆小青竜湯

ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ-19〕 ������� 281
◆ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウ

ム水和物

ロケルマ懸濁用散分包10g �� 164

ロケルマ懸濁用散分包5g �� 164
◆ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサー Rカプセル100㎎ 

�������������  78

ヘルベッサー注射用50����  78
◆シルデナフィルクエン酸塩

バイアグラ錠25㎎������ 162

バイアグラ錠50㎎������ 162
◆シルニジピン

アテディオ配合錠������  81

アテレック錠10�������  77
◆シロスタゾール

あシロスタゾールOD錠50㎎「サ

ワイ」 ���������� 233
◆シロドシン

ユリーフOD錠4㎎ ����� 161
◆親水クリーム

親水クリーム「ホエイ」 ��� 327
◆腎不全用アミノ酸製剤

ネオアミユー輸液������ 216
◆真武湯

ツムラ真武湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ-30〕 ������� 282

【ス】

◆水酸化ナトリウム

ウログラフイン注60% ���� 332

ガストログラフイン経口・注腸用

������������� 331
◆スガマデクスナトリウム

ブリディオン静注200㎎ ���  44
◆スギ花粉エキス

シダキュアスギ花粉舌下錠

2,000JAU �������� 250
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シダキュアスギ花粉舌下錠

5,000JAU �������� 251
◆スキサメトニウム塩化物水和物

スキサメトニウム注100「マルイ

シ」 �����������  41
◆スギナエキス

エビプロスタット配合錠DB � 162
◆ステアリルアルコール

親水クリーム「ホエイ」 ��� 327
◆ストレプトコックス・ピオゲネス

（A群3型）Su株ペニシリン処理凍結

乾燥粉末

ピシバニール注射用1KE ��� 277

ピシバニール注射用5KE ��� 277
◆スピロノラクトン

あスピロノラクトン錠25㎎「日医

工」 �����������  71
◆スプラタストトシル酸塩

アイピーディカプセル100 �� 250
◆スボレキサント

ベルソムラ錠15㎎������   9

ベルソムラ錠20㎎������   9
◆スマトリプタン

イミグラン点鼻液20�����  35
◆スマトリプタンコハク酸塩

イミグランキット皮下注3㎎ �  35

イミグラン錠50�������  35
◆スルバクタムナトリウム

あスルバシリン静注用1.5g �� 289

あワイスタール配合点滴静注用

1gバッグ �������� 296
◆スルピリド

あスルピリド錠50㎎「サワイ」 

�������������  27
◆スルファジアジン銀

ゲーベンクリーム1% ���� 177
◆スルファメトキサゾール

バクタ配合錠�������� 307

【セ】

◆精製小麦胚芽油

エビプロスタット配合錠DB � 162
◆精製水

吸水クリーム「ニッコー」 �� 327

親水クリーム「ホエイ」 ��� 327
◆精製ツベルクリン

一般診断用精製ツベルクリン

（PPD）1人用 ������� 322
◆精製白糖

あイソジンシュガーパスタ軟膏 

������������� 178
◆精製ヒアルロン酸ナトリウム

アルツディスポ関節注25㎎�� 243

あシェルガン0.5眼粘弾剤 ��  56

スベニールディスポ関節注25㎎ 

������������� 244

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%

「生化学」���������  56

ヒアレインミニ点眼液0.1% ��  55

ヒアレインミニ点眼液0.3% ��  55

ヒアレイン点眼液0.1% ����  55

ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ

0.6mL ����������  56
◆セイヨウオキナグサ

エビプロスタット配合錠DB � 162
◆生理食塩液

テルモ生食（1000mL） ���� 209

あテルモ生食TK ������ 209

あ生食注シリンジ「テルモ」10mL

（ルアースリップ）����� 209

生理食塩液PL「フソー」 ��� 209

大塚生食注（20mL（プラアンプ

ル））����������� 209

大塚生食注（50mL（ピギーバック

用））����������� 209

大塚生食注（100mL（ピギーバック

用））����������� 209
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大塚生食注（250mL（ソフトバッ

グ））����������� 209

大塚生食注（500mL（ソフトバッ

グ））����������� 209

大塚生食注（500mL（細口開栓）） 

������������� 209

大塚生食注（1L（広口開栓）） � 209
◆セスキオレイン酸ソルビタン

吸水クリーム「ニッコー」 �� 327
◆セタノール

吸水クリーム「ニッコー」 �� 327
◆セビメリン塩酸塩水和物

サリグレンカプセル30㎎��� 185
◆セファクロル

ケフラールカプセル250㎎ �� 290
◆セファゾリンナトリウム水和物

セファゾリンナトリウム注射用

1g「日医工」 ������� 290
◆セファランチン

セファランチン錠1㎎ ���� 181
◆セフェピム塩酸塩水和物

あセフェピム塩酸塩静注用1g「サ

ンド」 ���������� 295
◆セフォチアム塩酸塩

あセフォチアム塩酸塩点滴静注用

1gバッグ「NP」 ������ 291
◆セフォペラゾンナトリウム

あワイスタール配合点滴静注用

1gバッグ �������� 296
◆セフカペンピボキシル塩酸塩水和物

フロモックス小児用細粒100㎎ 

������������� 292
◆セフジトレンピボキシル

メイアクトMS小児用細粒10% 

������������� 292

メイアクトMS錠100㎎ ��� 293
◆セフジニル

セフゾン細粒小児用10% ��� 293

◆セフタジジム水和物

あセフタジジム静注用1g

「VTRS」 ��������� 294
◆セフトリアキソンナトリウム水和物

あセフトリアキソンナトリウム静

注用1g「日医工」 ����� 294
◆セフメタゾールナトリウム

セフメタゾールナトリウム点滴静

注用バッグ1g「NP」 ���� 291
◆セフメノキシム塩酸塩

ベストロン耳鼻科用1% ���  58

ベストロン点眼用0.5% ����  49
◆セフロキシムアキセチル

オラセフ錠250㎎ ������ 290
◆セボフルラン

あセボフルラン吸入麻酔液

「VTRS」（無） ������   3
◆セマグルチド（遺伝子組換え）

オゼンピック皮下注2㎎ ��� 193

リベルサス錠3㎎ ������ 193

リベルサス錠7㎎ ������ 193

リベルサス錠14㎎������ 193
◆ゼラチン

スポンゼル��������� 227
◆セラトロダスト

ブロニカ錠80�������� 250
◆セリプロロール塩酸塩

セレクトール錠100㎎ ����  74
◆セルニチンGBX

セルニルトン錠������� 162
◆セルニチンT－60

セルニルトン錠������� 162
◆セレギリン塩酸塩

エフピー OD錠2.5 �����  25
◆セレコキシブ

セレコックス錠100㎎ ����  18
◆センナ

アローゼン顆粒������� 113
◆センナジツ

アローゼン顆粒������� 113
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◆センノシド

プルゼニド錠12㎎������ 113

【ソ】

◆総合アミノ酸製剤

アミゼットB輸液 ������ 216
◆ゾニサミド

トレリーフOD錠25㎎ ����  24
◆ゾルピデム酒石酸塩

マイスリー錠5㎎ ������   9
◆ゾルミトリプタン

ゾーミッグRM錠2.5㎎ ���  35
◆ゾレドロン酸水和物

ゾメタ点滴静注4㎎/5mL ��� 198

リクラスト点滴静注液5㎎ �� 198

【タ】

◆大建中湯

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ-100〕 ������� 285
◆大柴胡湯

ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ-8〕 �������� 279
◆ダイズ油

イントラリポス輸液20% ��� 218
◆耐性乳酸菌

あビオフェルミンR錠 ����  99
◆大腸菌死菌浮遊液

強力ポステリザン（軟膏） �� 160
◆タウリン

タウリン散98%「大正」 ���� 119
◆タクロリムス水和物

タリムス点眼液0.1% �����  57

プログラフカプセル0.5㎎ �� 237

プログラフカプセル1㎎ ��� 237

プロトピック軟膏0.03%小児用 

������������� 174

プロトピック軟膏0.1% ���� 174

◆タゾバクタム

あタゾピペ配合静注用4.5「明治」

������������� 289
◆タダラフィル

ザルティア錠2.5㎎ ����� 162

シアリス錠20㎎������� 163
◆ダパグリフロジンプロピレングリ

コール

フォシーガ錠5㎎ ������ 194

フォシーガ錠10㎎������ 194
◆ダビガトランエテキシラートメタン

スルホン酸塩

プラザキサカプセル110㎎ �� 231

プラザキサカプセル75㎎��� 231
◆タフルプロスト

タプコム配合点眼液�����  54

タプロス点眼液0.0015% ���  52
◆タムスロシン塩酸塩

ハルナールD錠0.2㎎ ���� 161
◆タモキシフェンクエン酸塩

ノルバデックス錠20㎎���� 275
◆タルチレリン水和物

セレジストOD錠5㎎ ����  33
◆ダルテパリンナトリウム

フラグミン静注5000単位/5mL 

������������� 228
◆ダルベポエチンアルファ（遺伝子組

換え）

ネスプ注射液30μgプラシリンジ 

������������� 223

ネスプ注射液60μgプラシリンジ 

������������� 223
◆ダロルタミド

ニュベクオ錠300㎎（試） ��� 276
◆炭酸水素ナトリウム

つくしA・M配合散 ����� 106

ニフレック配合内用剤���� 115

あバックス発泡顆粒����� 333

メイロン静注7%（1.4g/20mL/A） 

������������� 215
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メイロン静注7%（17.5g/250mL/

本） ����������� 215

モビコール配合内用剤LD �� 112

新レシカルボン坐剤����� 113

炭酸水素ナトリウム����� 105

炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 

������������� 105
◆炭酸マグネシウム

つくしA・M配合散 ����� 106

デノタスチュアブル配合錠�� 200
◆炭酸ランタン水和物

ホスレノールOD錠250㎎ �� 163
◆炭酸リチウム

リーマス錠100 �������  31
◆単シロップ

単シロップ��������� 328
◆タンドスピロンクエン酸塩

セディール錠10㎎������   7
◆ダントロレンナトリウム水和物

ダントリウムカプセル25㎎��  41

ダントリウム静注用20㎎���  41
◆タンニン酸アルブミン

タンニン酸アルブミン「VTRS」

原末（無） ��������  99

【チ】

◆チアプリド塩酸塩

あチアプリド錠25㎎「サワイ」 

�������������  27
◆チアマゾール

メルカゾール錠5㎎ ����� 201
◆チアミン塩化物塩酸塩

メタボリンG注射液10㎎ ��� 204
◆チオトロピウム

スピオルトレスピマット60吸入 

�������������  94
◆チオトロピウム臭化物水和物

スピリーバ2.5μgレスピマット60

吸入�����������  94

◆チオペンタールナトリウム

ラボナール注射用0.3g ����   1
◆チオ硫酸ナトリウム

あハイポエタノール液2%「ケン

エー」 ���������� 189
◆チオ硫酸ナトリウム水和物

ハイポ2%AL綿棒16 ����� 190
◆チザニジン塩酸塩

テルネリン錠1㎎ ������  34
◆チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリンシロップ0.5% ���  89

アスベリン散10% ������  89

アスベリン錠10�������  89
◆チメピジウム臭化物水和物

セスデンカプセル30㎎����  46
◆チモロール

コソプト配合点眼液�����  54
◆チモロールマレイン酸塩

アゾルガ配合懸濁性点眼液��  54

ザラカム配合点眼液�����  54

タプコム配合点眼液�����  54
◆注射用水

大塚蒸留水（20mL（プラアンプ

ル））����������� 328

大塚蒸留水（100mL（ピギーバック

用））����������� 328

注射用水���������� 328

注射用水バッグ「フソー」 �� 328
◆沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン

（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）

プレベナー 13水性懸濁注 �� 319
◆沈降ジフテリア破傷風混合トキソイ

ド

DTビック<沈降ジフテリア破傷

風混合トキソイド> ���� 321
◆沈降精製百日せきジフテリア破傷風

不活化ポリオ混合ワクチン

テトラビック皮下注シリンジ 

������������� 316
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◆沈降炭酸カルシウム

カルタンOD錠500㎎ ���� 164

つくしA・M配合散 ����� 106

デノタスチュアブル配合錠�� 200
◆沈降破傷風トキソイド

沈降破傷風トキソイド「生研」 

������������� 321

【ツ】

◆ツロブテロール

ホクナリンテープ1㎎ ����  92

ホクナリンテープ2㎎ ����  92

【テ】

◆dl－カンフル

あMS温シップ「タイホウ」 �� 173

イオウ・カンフルローション「東

豊」 ����������� 167
◆DL－メチオニン

グリチロン配合錠������ 120
◆dl－メチルエフェドリン塩酸塩

メチエフ散10% �������  91
◆d－クロルフェニラミンマレイン酸

塩

ポララミン散1% ������ 246

ポララミン錠2㎎ ������ 246

セレスタミン配合錠����� 150
◆D－ソルビトール

D－ソルビトール経口液75%「コー

ワ」 ����������� 113

ウロマチックS泌尿器科用灌流液

3% ����������� 163

マンニットールS注射液 ���  72
◆D－マンニトール

マンニットールS注射液 ���  72
◆テイコプラニン

あテイコプラニン点滴静注用

200㎎「明治」 ������� 298
◆テオフィリン

テオロング錠100㎎ �����  93

ユニフィルLA錠200㎎ ����  94
◆テガフール

ティーエスワン配合OD錠T20 

������������� 258

ティーエスワン配合OD錠T25 

������������� 258

ユーエフティ E配合顆粒T100 

������������� 259

ユーエフティ配合カプセルT100 

������������� 259
◆デカリニウム塩化物

あSPトローチ0.25㎎「明治」 � 184
◆デガレリクス酢酸塩

ゴナックス皮下注用80㎎��� 277

ゴナックス皮下注用120㎎ �� 277
◆デキサメタゾン

あオイラゾンクリーム0.1% �� 171

デカドロンエリキシル0.01% � 136

デカドロン錠0.5㎎ ����� 134

あデキサメタゾン口腔用軟膏0.1%

「NK」 ���������� 184
◆デキサメタゾンシペシル酸エステル

エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 

������������� 59
◆デキサメタゾンプロピオン酸エステ

ル

メサデルムクリーム0.1% ��� 170

メサデルム軟膏0.1% ����� 170
◆デキサメタゾンリン酸エステルナト

リウム

デカドロン注射液1.65㎎ ��� 138

デカドロン注射液6.6㎎ ��� 138
◆デキストロメトルファン臭化水素酸

塩水和物

メジコン錠15㎎�������  89
◆デクスメデトミジン塩酸塩

プレセデックス静注液200μg

「ファイザー」�������   5
◆デスフルラン

スープレン吸入麻酔液����   3
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◆デスモプレシン酢酸塩水和物

ミニリンメルトOD錠25μg �� 157
◆デスロラタジン

デザレックス錠5㎎ ����� 248
◆デソゲストレル

マーベロン28�������� 153
◆デノスマブ（遺伝子組換え）

プラリア皮下注60㎎シリンジ 

������������� 199

ランマーク皮下注120㎎ ��� 200
◆テノホビルアラフェナミドフマル酸

塩

デシコビ配合錠HT ����� 314

ベムリディ錠25㎎������ 119
◆テプレノン

セルベックス細粒10% ���� 105

あテプレノンカプセル50㎎「サワ

イ」 ����������� 105
◆デプロドンプロピオン酸エステル

エクラープラスター 20μg/cm2

（試）����������� 170
◆デュタステリド

アボルブカプセル0.5㎎ ��� 162

ザガーロカプセル0.5㎎ ��� 182
◆デュピルマブ（遺伝子組換え）

デュピクセント皮下注300㎎ペン

������������� 242
◆デュラグルチド（遺伝子組換え）

トルリシティ皮下注0.75㎎アテオ

ス������������ 193
◆デュロキセチン塩酸塩

サインバルタカプセル20㎎��  30
◆テリパラチド（遺伝子組換え）

フォルテオ皮下注キット600μg 

������������� 200
◆テリパラチド酢酸塩

テリボン皮下注28.2μgオートイン

ジェクター�������� 200

テリボン皮下注用56.5μg ��� 200

◆デルゴシチニブ

コレクチム軟膏0.5% ����� 174
◆テルビナフィン塩酸塩

ラミシールクリーム1% ��� 180

ラミシール錠125㎎ ����� 180
◆テルミサルタン

あツテラムロ配合錠AP

「DSEP」 

�������������  81

あツテルミサルタン錠40㎎

「DSEP」 

������������� 80
◆天然ケイ酸アルミニウム

アドソルビン原末������  99
◆デンプン部分加水分解物

トレーランG液75g ����� 197

【ト】

◆糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミ

ン・微量元素

エルネオパNF1号輸液 ���� 218

エルネオパNF2号輸液（1000mL） 

������������� 218

エルネオパNF2号輸液（1500mL） 

������������� 218
◆糖化菌

ビオスリー配合錠������ 100
◆トウガラシエキス

あMS温シップ「タイホウ」 �� 173
◆当帰四逆加呉茱萸生姜湯

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エ

キス顆粒（医療用）〔TJ-38〕 

������������� 283
◆当帰芍薬散

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医

療用）〔TJ-23〕 ������ 282
◆ドキサゾシンメシル酸塩

カルデナリン錠1㎎ �����  76

カルデナリン錠4㎎ �����  76
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◆ドキサプラム塩酸塩水和物

ドプラム注射液400㎎ ����  97
◆ドキシサイクリン塩酸塩水和物

ビブラマイシン錠100㎎ ��� 302
◆ドキソルビシン塩酸塩

ドキシル注20㎎（無） ���� 262

あドキソルビシン塩酸塩注射液

50㎎「サンド」 ������ 262
◆トコフェロール

ユベラ軟膏��������� 176
◆トコフェロール酢酸エステル

あビタジェクト注キット��� 208

ヘモナーゼ配合錠������ 160
◆トコフェロールニコチン酸エステル

ユベラNソフトカプセル200㎎ 

�������������  86
◆ドセタキセル水和物

あドセタキセル点滴静注20㎎

/1mL「ヤクルト」 ����� 266

あドセタキセル点滴静注80㎎

/4mL「ヤクルト」 ����� 266
◆ドネペジル塩酸塩

アリセプトD錠3㎎ �����  33

アリセプトD錠5㎎ �����  33

アリセプトD錠10㎎ �����  33
◆ドパミン塩酸塩

イノバン注0.3%シリンジ ���  62
◆トピラマート

トピナ錠50㎎��������  13
◆トファシチニブクエン酸塩

ゼルヤンツ錠5㎎ ������ 244
◆トフィソパム

グランダキシン錠50�����  45
◆ドブタミン塩酸塩

あドブタミン持続静注150㎎シリ

ンジ「KKC」 �������  63
◆トブラマイシン

トブラシン点眼液0.3% ����  49
◆トホグリフロジン水和物

デベルザ錠20㎎������� 194

◆トラスツズマブ（遺伝子組換え）

ハーセプチン注射用150 ��� 272
◆トラゾドン塩酸塩

レスリン錠25��������  31
◆トラニラスト

あトラニラストカプセル100㎎

「タイヨー」�������� 246

リザベン点眼液0.5% �����  52
◆トラネキサム酸

トランサミン散50% ����� 226

トランサミン錠250㎎ ���� 226

トランサミン注5% ����� 227
◆トラフェルミン（遺伝子組換え）

フィブラストスプレー 500 �� 177
◆トラボプロスト

トラバタンズ点眼液0.004% ��  52
◆トラマゾリン塩酸塩

トラマゾリン点鼻液0.118%

「AFP」 ���������  58
◆トラマドール塩酸塩

ツートラム錠50㎎（試） ���  19

トラマールOD錠25㎎ ����  19

トラムセット配合錠�����  20

ワントラム錠100㎎ �����  19
◆トリアゾラム

ハルシオン0.25㎎錠 �����   7
◆トリアムシノロンアセトニド

ケナコルト－A筋注用関節腔内用

水懸注40㎎/1mL ����� 142

トリアムシノロンアセトニド口腔

用貼付剤25μg「大正」 ��� 184

マキュエイド眼注用40㎎���  48
◆トリクロホスナトリウム

トリクロリールシロップ10%（無） 

������������� 9
◆トリクロルメチアジド

フルイトラン錠1㎎ �����  70
◆トリヘキシフェニジル塩酸塩

アーテン錠（2㎎） ������  22
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◆トリメトプリム

バクタ配合錠�������� 307
◆トリメブチンマレイン酸塩

セレキノン錠100㎎ ����� 108
◆ドルゾラミド

コソプト配合点眼液�����  54
◆トルバプタン

サムスカOD錠7.5㎎ �����  73
◆トルバプタンリン酸エステルナトリ

ウム

サムタス点滴静注用8㎎（試） �  73
◆ドロキシドパ

ドプスOD錠100㎎ �����  25
◆ドロスピレノン

ヤーズフレックス配合錠��� 152
◆トロピカミド

ミドリンM点眼液0.4% ����  47

ミドリンP点眼液 ������  47
◆ドロペリドール

ドロレプタン注射液25㎎���   3
◆トロンビン

トロンビン液モチダソフトボトル

5千 ����������� 227
◆トロンボモデュリンアルファ（遺伝

子組換え）

リコモジュリン点滴静注用12800

������������� 234
◆ドンペリドン

あドンペリドン錠10㎎「EMEC」 

������������� 106

ナウゼリンドライシロップ1% 

������������� 107

ナウゼリン坐剤60������ 107

【ナ】

◆ナジフロキサシン

アクアチムクリーム1% ��� 167

アクアチムローション1% �� 167

◆ナヒョウヒダニ抽出エキス

ミティキュアダニ舌下錠

3,300JAU �������� 251

ミティキュアダニ舌下錠

10,000JAU ������� 251
◆ナファモスタットメシル酸塩

注射用フサン10������� 122

注射用フサン50������� 123
◆ナフトピジル

あナフトピジルOD錠25㎎「EE」 

������������� 162
◆ナラトリプタン塩酸塩

アマージ錠2.5㎎ ������  36
◆ナルデメジントシル酸塩

スインプロイク錠0.2㎎ ��� 114
◆ナルフラフィン塩酸塩

レミッチOD錠2.5μg ����� 174
◆ナロキソン塩酸塩

ナロキソン塩酸塩静注0.2㎎

「AFP」 ���������  98

【ニ】

◆ニガキ

つくしA・M配合散 ����� 106
◆ニカルジピン塩酸塩

あニカルジピン塩酸塩注射液10㎎

「日医工」���������  77

あニカルジピン塩酸塩注射液2㎎

「日医工」���������  77
◆ニコチン

ニコチネルTTS10（無） ��� 335

ニコチネルTTS20（無） ��� 335

ニコチネルTTS30（無） ��� 335
◆ニコランジル

シグマート注48㎎������  84

あニコランジル錠2.5㎎「トーワ」 

�������������  84

あニコランジル錠5㎎「トーワ」 

�������������  84
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◆ニセルゴリン

サアミオン錠5㎎ ������  33
◆ニトラゼパム

ベンザリン錠5 �������   8
◆ニトログリセリン

あニトログリセリン静注25㎎

/50mLシリンジ「TE」 ���  83

あニトロペン舌下錠0.3㎎ ��  83

ミオコールスプレー 0.3㎎ ��  83
◆ニトロプルシドナトリウム水和物

ニトプロ持続静注液6㎎ ���  82
◆ニフェジピン

セパミット－R細粒2% ����  77

あニフェジピンCR錠10㎎「サワ

イ」 �����������  78

あニフェジピンCR錠20㎎「サワ

イ」 �����������  78
◆日本脳炎ワクチン

ジェービックV ������� 317
◆乳酸カルシウム水和物

乳酸カルシウム「VTRS」原末 

������������� 214

乳酸カルシウム「ケンエー」 � 214
◆乳糖水和物

乳糖「ホエイ」 ������� 327
◆尿素

ケラチナミンコーワクリーム20%

������������� 175

パスタロンローション10% �� 176
◆尿素（13C）

ユービット錠100㎎ ����� 106

【ネ】

◆ネオスチグミンメチル硫酸塩

ワゴスチグミン注2㎎ ����  45
◆ネダプラチン

アクプラ静注用10㎎（無） �� 270

アクプラ静注用50㎎（無） �� 270

【ノ】

◆濃グリセリン

グリセレブ配合点滴静注���  72
◆ノルアドレナリン

ノルアドリナリン注1㎎ ���  63
◆ノルエチステロン

ルナベル配合錠LD ����� 152

ルナベル配合錠ULD ���� 153
◆ノルゲストレル

プラノバール配合錠����� 152
◆ノルトリプチリン塩酸塩

ノリトレン錠10㎎������  29

【ハ】

◆肺炎球菌ワクチン

ニューモバックスNPシリンジ 

������������� 319
◆白色ワセリン

あ10%サリチル酸ワセリン軟膏東

豊������������ 176

プロペト���������� 327

吸水クリーム「ニッコー」 �� 327

親水クリーム「ホエイ」 ��� 327

白色ワセリン�������� 327
◆麦門冬湯

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ-29〕 ������� 282
◆パクリタキセル

アブラキサン点滴静注用100㎎ 

������������� 266

タキソール注射液100㎎ ��� 267

タキソール注射液30㎎���� 267
◆バクロフェン

ギャバロン錠5㎎ ������  34
◆ハコヤナギエキス

エビプロスタット配合錠DB � 162
◆バシトラシン

バラマイシン軟膏������ 179
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◆バゼドキシフェン酢酸塩

ビビアント錠20㎎������ 199
◆バソプレシン

ピトレシン注射液20����� 157
◆八味地黄丸

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医

療用）〔TJ-7〕 ������� 279
◆ハッカ油

ハッカ油「日医工」 ����� 328

ロコアテープ�������� 173
◆パニツムマブ（遺伝子組換え）

ベクティビックス点滴静注

100㎎ ���������� 272
◆パラオキシ安息香酸プロピル

吸水クリーム「ニッコー」 �� 327

親水クリーム「ホエイ」 ��� 327
◆パラオキシ安息香酸メチル

吸水クリーム「ニッコー」 �� 327

親水クリーム「ホエイ」 ��� 327
◆バラシクロビル塩酸塩

バルトレックス錠500 ���� 311

バルトレックス顆粒50% ��� 311
◆バリシチニブ

オルミエント錠2㎎ ����� 245
◆バルサルタン

アテディオ配合錠������  81
◆バルデナフィル塩酸塩水和物

レビトラ錠10㎎������� 163
◆バルプロ酸ナトリウム

デパケンR錠200㎎ �����  14

デパケンシロップ5% ����  14
◆パルボシクリブ

イブランス錠25㎎（無） ��� 278

イブランス錠125㎎（無） ��� 278
◆バレイショデンプン

バレイショデンプン「ケンエー」 

������������� 327
◆バレニクリン酒石酸塩

チャンピックス錠0.5㎎ ��� 335

チャンピックス錠1㎎ ���� 335

◆バロキサビルマルボキシル

ゾフルーザ錠20㎎������ 314
◆パロキセチン塩酸塩水和物

パキシル錠10㎎�������  30
◆パロノセトロン塩酸塩

アロキシ点滴静注バッグ0.75㎎ 

������������� 109
◆ハロペリドール

あハロペリドール細粒1%「ヨシト

ミ」 �����������  26

あハロペリドール錠0.75㎎「ヨシ

トミ」 ����������  27

あハロペリドール注5㎎「ヨシト

ミ」 �����������  27
◆パンクレリパーゼ

リパクレオンカプセル150㎎ � 123
◆半夏厚朴湯

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医

療用）〔TJ-16〕 ������ 281
◆半夏瀉心湯

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医

療用）〔TJ-14〕 ������ 280
◆バンコマイシン塩酸塩

あバンコマイシン塩酸塩点滴静注

用0.5g「MEEK」 ����� 298
◆パンテチン

パントシン錠100 ������ 205
◆パンテノール

パントール注射液250㎎ ��� 205

あビタジェクト注キット��� 208
◆パントテン酸カルシウム

シナール配合錠������� 206

【ヒ】

◆ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポ

リマー

サイビスクディスポ関節注2mL 

������������� 244
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◆ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポ

リマービニルスルホン架橋体

サイビスクディスポ関節注2mL 

������������� 244
◆ピオグリタゾン塩酸塩

アクトス錠15�������� 192
◆ビオチン

ビオチン散0.2%「ホエイ」 �� 207

あビタジェクト注キット��� 208
◆ビカルタミド

カソデックスOD錠80㎎ ��� 276
◆ピコスルファートナトリウム水和物

あピコスルファートナトリウム内

用液0.75%「日医工」 ���� 113

ピコプレップ配合内用剤��� 115

ラキソベロン錠2.5㎎ ���� 113
◆ビソプロロール

ビソノテープ2㎎ ������  73

ビソノテープ4㎎ ������  73
◆ビソプロロールフマル酸塩

あビソプロロールフマル酸塩錠

0.625㎎「トーワ」 �����  74

あビソプロロールフマル酸塩錠

2.5㎎「トーワ」 ������  74
◆ピタバスタチンカルシウム

あピタバスタチンCa・OD錠2㎎

「サワイ」���������  85
◆ビタミンA油

ユベラ軟膏��������� 176

ザーネ軟膏0.5% ������� 175
◆ビダラビン

アラセナ－A軟膏3% ����� 312
◆ヒトインスリン（遺伝子組換え）

ノボリンR注100単位/mL ��� 196
◆ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン

あHMG注用150単位「あすか」

（無）����������� 157
◆人血清アルブミン

献血アルブミン5%静注

12.5g/250mL「JB」 ����� 324

赤十字アルブミン25%静注

12.5g/50mL �������� 324
◆ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

ゴナトロピン注用5000単位�� 157
◆ヒドロキシエチルセルロース

スコピゾル眼科用液�����  57
◆ヒドロキシエチルデンプン130000

ボルベン輸液6% ������ 211
◆ヒドロキシカルバミド

ハイドレアカプセル500㎎ �� 260
◆ヒドロキシジン塩酸塩

アタラックス－P注射液（25㎎/

ml） ����������� 247

アタラックス錠10㎎����� 247
◆ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックス－Pカプセル25㎎ 

������������� 247
◆ヒドロキソコバラミン

ビタノイリンカプセル25��� 208
◆ヒドロクロロチアジド

エカード配合錠HD �����  81
◆ヒドロコルチゾン

エキザルベ��������� 178

コートリル錠10㎎������ 124

プロクトセディル坐薬���� 160

プロクトセディル軟膏���� 160

強力ポステリザン（軟膏） �� 160
◆ヒドロコルチゾンコハク酸エステル

ナトリウム

ソル・コーテフ静注用250㎎ � 125

ソル・コーテフ静注用500㎎ � 125
◆ヒドロコルチゾン酪酸エステル

ロコイドクリーム0.1% ���� 171

ロコイド軟膏0.1% ������ 171
◆ヒドロコルチゾンリン酸エステルナ

トリウム

水溶性ハイドロコートン注射液

100㎎ ���������� 126
◆ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルサス錠2㎎ ������� 342
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ナルラピド錠1㎎ ������ 342
◆ビノレルビン酒石酸塩

ナベルビン注10������� 265

ナベルビン注40������� 265
◆ビフィズス菌

ラックビー微粒N ������ 100
◆ピブレンタスビル

マヴィレット配合錠����� 118
◆ビベグロン

ベオーバ錠50㎎������� 161
◆ピペラシリン水和物

あタゾピペ配合静注用4.5「明治」

������������� 289
◆ピペラシリンナトリウム

ペントシリン注射用2g ��� 288
◆ビペリデン塩酸塩

アキネトン錠1㎎ ������  22
◆ビマトプロスト

グラッシュビスタ外用液剤

0.03%5mL ��������� 182

ルミガン点眼液0.03% ����  52
◆ピモベンダン

あピモベンダン錠1.25㎎「TE」 

�������������  64
◆ピラジナミド

ピラマイド原末������� 308
◆ビラスチン

ビラノアOD錠20㎎ ����� 248
◆ピラルビシン塩酸塩

ピノルビン注射用20㎎���� 264
◆ピランテルパモ酸塩

コンバントリン錠100㎎ ��� 326
◆ビランテロールトリフェニル酢酸塩

テリルジー 200エリプタ30吸入用 

������������� 97

レルベア100エリプタ30吸入用 

�������������  96

レルベア200エリプタ30吸入用 

�������������  96

◆ピリドキサールリン酸エステル水和

物

ビタノイリンカプセル25��� 208

ピドキサール錠20㎎����� 205
◆ピリドキシン塩酸塩

ビタメジン静注用������ 207
◆ピリドスチグミン臭化物

メスチノン錠60㎎������  45
◆ピルシカイニド塩酸塩水和物

サンリズムカプセル25㎎���  67

サンリズム注射液50�����  67
◆ビルダグリプチン

エクメット配合錠HD ���� 194
◆ピルフェニドン

ピレスパ錠200㎎ ������  98
◆ピレノキシン

あピレノキシン懸濁性点眼液

0.005%「参天」 ������  54
◆ピロカルピン塩酸塩

サンピロ点眼液2% �����  47
◆ビンブラスチン硫酸塩

エクザール注射用10㎎���� 265

【フ】

◆ファムシクロビル

ファムビル錠250㎎ ����� 311
◆ファモチジン

ガスター注射液20㎎����� 103

あファモチジンD錠10㎎「サワイ」

������������� 103

あファモチジンD錠20㎎「サワイ」

������������� 103
◆フィトナジオン

あビタジェクト注キット��� 208
◆フィナステリド

プロペシア錠1㎎ ������ 182
◆フィルグラスチム（遺伝子組換え）

あフィルグラスチムBS注75μgシ

リンジ「F」 �������� 224
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◆フィルゴチニブマレイン酸塩

ジセレカ錠100㎎（試） ���� 245

ジセレカ錠200㎎（試） ���� 245
◆フェキソフェナジン塩酸塩

あツフェキソフェナジン塩酸塩

錠60㎎「SANIK」 ����� 249
◆フェソテロジンフマル酸塩

トビエース錠4㎎ ������ 161
◆フェニトイン

アレビアチン散10% �����  11

アレビアチン注250㎎ ����  11
◆フェニレフリン塩酸塩

ネオシネジンコーワ5%点眼液 

�������������  47

ネオシネジンコーワ注1㎎ ��  63

ミドリンP点眼液 ������  47
◆フェノール・亜鉛華リニメント

カチリ「ホエイ」 ������ 182
◆フェノバルビタール

フェノバール散10% �����  10

フェノバール注射液100㎎ ��  10
◆フェブキソスタット

フェブリク錠10㎎������ 202
◆フェルカルボトラン

リゾビスト注�������� 329
◆フェルビナク

セルタッチパップ70����� 173

ナパゲルンクリーム3% ��� 173

あフェルビナクスチック軟膏3%

「三笠」���������� 173
◆フェンタニルクエン酸塩

アブストラル舌下錠100μg �� 340

アブストラル舌下錠200μg �� 340

あフェンタニル注射液0.1㎎「テル

モ」 ����������� 338

あフェンタニル注射液0.5㎎「テル

モ」 ����������� 338

フェントステープ0.5㎎ ��� 340

フェントステープ1㎎ ���� 340

フェントステープ2㎎ ���� 340

フェントステープ6㎎ ���� 340
◆不活化ポリオワクチン

イモバックスポリオ皮下注�� 316
◆複方ヨード・グリセリン

複方ヨード・グリセリン「コザカ

イ・M」 ��������� 186
◆ブクラデシンナトリウム

アクトシン軟膏3% ����� 178
◆ブシラミン

リマチル錠100㎎ ������ 238
◆ブセレリン酢酸塩

あブセレリン点鼻液0.15%「F」 

������������� 154
◆フタラール

ディスオーパ消毒液0.55% �� 186
◆ブチルスコポラミン臭化物

ブスコパン錠10㎎（試） ���  46

ブスコパン注20㎎������  46
◆ブデソニド

シムビコートタービュヘイラー

60吸入����������  95

ゼンタコートカプセル3㎎ �� 111

パルミコート200μgタービュヘイ

ラー 56吸入 �������  95

レクタブル2㎎注腸フォーム14回

������������� 111
◆ブテナフィン塩酸塩

メンタックスクリーム1% �� 181
◆ブドウ糖

キンダリー透析剤AF3P号 �� 165

キンダリー透析剤AF3号 ��� 164

サブラッド血液ろ過用補充液

BSG ���������� 165

テルモ糖注10% ������� 215

あブドウ糖注50%シリンジ「テル

モ」 ����������� 216

光糖液5%（100mL（ピギーバック

用））����������� 216

光糖液5%（50mL（ピギーバック

用））����������� 216
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大塚糖液5%（5%20mL/A） ��� 215

大塚糖液5%（250mL（ソフトバッ

グ））����������� 215

大塚糖液5%（500mL（ソフトバッ

グ））����������� 215

大塚糖液50%（500mL（ソフトバッ

グ））����������� 215

大塚糖液70%（350mL（ソフトバッ

グ））����������� 215
◆ブピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注脊麻用0.5%高比重 

�������������  38

マーカイン注脊麻用0.5%等比重 

�������������  38
◆ブプレノルフィン

ノルスパンテープ5㎎ ����  19
◆ブプレノルフィン塩酸塩

レペタン坐剤0.2㎎ �����  19

レペタン注0.2㎎ ������  20
◆フマル酸第一鉄

フェルムカプセル100㎎ ��� 221
◆フラジオマイシン硫酸塩

ソフラチュール貼付剤10cm � 179

ネオメドロールEE軟膏 ���  49

バラマイシン軟膏������ 179

プロクトセディル坐薬���� 160

プロクトセディル軟膏���� 160
◆プラスグレル塩酸塩

エフィエントOD錠20㎎ ��� 233

エフィエント錠3.75㎎ ���� 233
◆プラノプロフェン

ニフラン点眼液0.1% �����  52
◆プラバスタチンナトリウム

あプラバスタチンNa錠10㎎「サワ

イ」 �����������  85
◆フラビンアデニンジヌクレオチドナ

トリウム

あFAD注10㎎「わかもと」 �� 204

アデラビン9号注2mL ���� 120

◆プラミペキソール塩酸塩水和物

ビ・シフロール錠0.125㎎ ��  23

ミラペックスLA錠0.375㎎ ��  23
◆プランルカスト水和物

あプランルカストカプセル

112.5㎎「サワイ」 ����� 250
◆ブリモニジン酒石酸塩

アイファガン点眼液0.1% ���  53

アイラミド配合懸濁性点眼液�  54
◆ブリンゾラミド

アイラミド配合懸濁性点眼液�  54

アゾルガ配合懸濁性点眼液��  54

エイゾプト懸濁性点眼液1% �  53
◆フルオシノニド

トプシムスプレー 0.0143% �� 169
◆フルオレセインナトリウム

あフルオレサイト静注500㎎ �  57

あフローレス眼検査用試験紙

0.7㎎ ����������  58
◆フルオロウラシル

5－FU注250㎎ ������� 257

5－FU注1000㎎ ������� 257
◆フルオロメトロン

フルメトロン点眼液0.02% ��  48

フルメトロン点眼液0.1% ���  48
◆フルコナゾール

ジフルカンカプセル100㎎ �� 309
◆フルスルチアミン

25㎎アリナミンF糖衣錠 ��� 204
◆フルスルチアミン（TTFD）

ビタノイリンカプセル25��� 208
◆フルチカゾンフランカルボン酸エス

テル

アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 

������������� 59

テリルジー 200エリプタ30吸入用 

������������� 97

レルベア100エリプタ30吸入用 

�������������  96
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レルベア200エリプタ30吸入用 

�������������  96
◆フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルタイド200ディスカス ��  95

フルティフォーム125エアゾール

120吸入用 ��������  96
◆フルドロキシコルチド

ドレニゾンテープ4μg/cm2 �� 172
◆フルニトラゼパム

サイレース錠1㎎ ������   8

サイレース静注2㎎ �����   8
◆フルベストラント

フェソロデックス筋注250㎎ � 275
◆フルボキサミンマレイン酸塩

ルボックス錠25�������  30
◆フルマゼニル

アネキセート注射液0.5㎎ ��  98
◆フルルビプロフェンアキセチル

ロピオン静注50㎎������  18
◆ブレオマイシン塩酸塩

ブレオ注射用5㎎ ������ 264

ブレオ注射用15㎎������ 264
◆フレカイニド酢酸塩

タンボコール錠50㎎�����  67
◆プレガバリン

リリカOD錠25㎎ ������  20

リリカOD錠75㎎ ������  20
◆プレドニゾロン

プレドニゾロン散「タケダ」1% 

������������� 126

プレドニゾロン錠1㎎（旭化成） 

������������� 126

プレドニン錠5㎎ ������ 128
◆プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸

エステル

リドメックスコーワローション

0.3% ����������� 172

リドメックスコーワ軟膏0.3% 

������������� 172

◆プレドニゾロンコハク酸エステルナ

トリウム

水溶性プレドニン10㎎���� 130
◆プレドニゾロンリン酸エステルナト

リウム

あプレドネマ注腸20㎎���� 111
◆フレマネズマブ（遺伝子組換え）

アジョビ皮下注225㎎シリンジ 

�������������  37
◆プロカインアミド塩酸塩

アミサリン注100㎎ �����  65
◆プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンキッドエアー 5μg吸入

100回 ����������  93

メプチンスイングヘラー 10μg吸

入100回 ���������  93

メプチンドライシロップ0.005% 

�������������  92

メプチン錠50μg ������  92
◆プロクロルペラジンマレイン酸塩

ノバミン錠5㎎ �������  26
◆プロクロルペラジンメシル酸塩

ノバミン筋注5㎎ ������  26
◆プロゲステロン

エフメノカプセル100㎎（試） � 151
◆フロセミド

あフロセミド錠10㎎「NP」 ��  70

あフロセミド錠20㎎「NIG」 �  70

あフロセミド錠40㎎「NP」 ��  70

あフロセミド注20㎎「NIG」 �  70
◆プロタミン硫酸塩

プロタミン硫酸塩静注100㎎「モ

チダ」 ���������� 235
◆ブロチゾラム

あブロチゾラムOD錠0.25㎎「サワ

イ」 �����������   7
◆プロナーゼ

プロナーゼMS ������� 334
◆プロピトカイン

エムラクリーム�������  40
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◆プロピベリン塩酸塩

バップフォー錠10������ 161
◆プロピルチオウラシル

チウラジール錠50㎎����� 201
◆プロピレングリコール

親水クリーム「ホエイ」 ��� 327
◆プロブコール

シンレスタール錠250㎎ ���  87
◆プロプラノロール塩酸塩

インデラル錠10㎎������  75

インデラル注射液2㎎ ����  75
◆フロプロピオン

コスパノンカプセル40㎎��� 121
◆プロポフォール

1%ディプリバン注－キット �   4

あプロポフォール静注1%20mL「マ

ルイシ」 ���������   4
◆ブロマゼパム

レキソタン錠2 �������   6
◆ブロムフェナクナトリウム水和物

ブロナック点眼液0.1% ����  52
◆ブロムヘキシン塩酸塩

あブロムヘキシン塩酸塩シロップ

0.08%「トーワ」 ������  90

あブロムヘキシン塩酸塩吸入液

0.2%「タイヨー」 �����  90

あブロムヘキシン塩酸塩注射液

4㎎「タイヨー」 ������  90
◆プロメタジン塩酸塩

ピレチア錠（25㎎） ����� 246
◆プロメタジンメチレンジサリチル酸

塩

PL配合顆粒 ��������  21
◆ブロメライン

ブロメライン軟膏5万単位/g � 183

ヘモナーゼ配合錠������ 160

【ヘ】

◆ペグインターフェロンアルファ

－2a（遺伝子組換え）

ペガシス皮下注90μg ���� 117

ペガシス皮下注180μg（無） �� 117
◆ペグフィルグラスチム（遺伝子組換

え）

ジーラスタ皮下注3.6㎎ ��� 225
◆ベザフィブラート

あベザフィブラートSR錠200㎎

「サワイ」���������  86
◆ベタヒスチンメシル酸塩

あベタヒスチンメシル酸塩錠6㎎

「CEO」 ���������  60
◆ベタメタゾン

セレスタミン配合錠����� 150

リンデロン坐剤0.5㎎ ���� 146

リンデロン錠0.5㎎ ����� 144
◆ベタメタゾン吉草酸エステル

リンデロン－VGクリーム0.12% 

������������� 171

リンデロン－VGローション � 171

リンデロン－VG軟膏0.12% � 171
◆ベタメタゾンジプロピオン酸エステ

ル

ドボベットゲル������� 175

ドボベット軟膏������� 175
◆ベタメタゾン酪酸エステルプロピオ

ン酸エステル

アンテベートクリーム0.05% � 169

アンテベートローション0.05% 

������������� 169

アンテベート軟膏0.05% ��� 169

マーデュオックス軟膏���� 175
◆ベタメタゾンリン酸エステルナトリ

ウム

あベタメタゾンリン酸エステル

Na・PF眼耳鼻科用液0.1%「日

点」 �����������  49
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リンデロン注2㎎（0.4%） ��� 146

リンデロン点眼・点耳・点鼻液

0.1% �����������  49

リンデロン点眼液0.01% ���  48
◆ペチジン塩酸塩

ペチジン塩酸塩注射液35㎎「タケ

ダ」 ����������� 341
◆ベドリズマブ（遺伝子組換え）

エンタイビオ点滴静注用300㎎ 

������������� 242
◆ベニジピン塩酸塩

コニール錠2 ��������  78

コニール錠4 ��������  78
◆ペニシラミン

メタルカプターゼカプセル50㎎

（無）����������� 238
◆ベバシズマブ（遺伝子組換え）

アバスチン点滴静注用100㎎

/4mL ���������� 272

アバスチン点滴静注用400㎎

/16mL ���������� 272
◆ヘパリンナトリウム

あヘパリンNaロック用10単位/mL

シリンジ「オーツカ」10mL � 230

ヘパリンNa注1万単位/10mL「モ

チダ」 ���������� 229

あヘパリンNa透析用250単位/mL

シリンジ20mL「ニプロ」 �� 229
◆ヘパリン類似物質

ヒルドイドクリーム0.3% ��� 179

ヒルドイドソフト軟膏0.3% �� 179

ヒルドイドローション0.3% �� 179

あヘパリン類似物質外用スプレー

0.3%「日医工」 ������ 179
◆ベプリジル塩酸塩水和物

ベプリコール錠50㎎�����  69
◆ベポタスチンベシル酸塩

あツベポタスチンベシル酸塩

OD錠10㎎「タナベ」 ���� 249

◆ペマフィブラート

パルモディア錠0.1㎎ ����  86
◆ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）

キイトルーダ点滴静注100㎎ � 274
◆ペメトレキセドナトリウム水和物

アリムタ注射用100㎎ ���� 254

アリムタ注射用500㎎ ���� 254
◆ベラパミル塩酸塩

ワソラン錠40㎎�������  69

ワソラン静注5㎎ ������  70
◆ベラプロストナトリウム

ドルナー錠20μg ������ 234
◆ペラミビル水和物

ラピアクタ点滴静注液バッグ

300㎎ ���������� 313
◆ペルツズマブ（遺伝子組換え）

パージェタ点滴静注420㎎/14mL

（無）����������� 273
◆ペルフルブタン

ソナゾイド注射用16μL ��� 333
◆ベルベリン塩化物水和物

フェロベリン配合錠�����  99
◆ベンザルコニウム塩化物

オスバン消毒液10% ����� 189

ザルコニン液0.025 ����� 189
◆ベンジルペニシリンカリウム

注射用ペニシリンGカリウム100

万単位���������� 286
◆ベンズブロマロン

ユリノーム錠25㎎������ 202
◆ペンタゾシン

ソセゴン注射液15㎎�����  20

【ホ】

◆防已黄耆湯

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医

療用）〔TJ-20〕 ������ 281
◆ホウ酸

スコピゾル眼科用液�����  57
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◆防風通聖散

ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医

療用）〔TJ-62〕 ������ 284
◆ホスネツピタント塩化物塩酸塩

アロカリス点滴静注235㎎（試） 

������������� 110
◆ホスフルコナゾール

プロジフ静注液200 ����� 310
◆ホスホマイシンカルシウム水和物

ホスミシンドライシロップ400 

������������� 299

ホスミシン錠500 ������ 298
◆ホスホマイシンナトリウム

ホスミシンS静注用2g ���� 299
◆ホスラブコナゾールL－リシンエタ

ノール付加物

ネイリンカプセル100㎎ ��� 181
◆補中益気湯

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医

療用）〔TJ-41〕 ������ 283
◆ボノプラザン

キャブピリン配合錠����� 235
◆ボノプラザンフマル酸塩

タケキャブ錠10㎎������ 101

タケキャブ錠20㎎������ 101
◆ポビドンヨード

イソジンゲル10% ������ 187

あイソジンシュガーパスタ軟膏 

������������� 178

ポビドンヨードガーグル液7%「明

治」 ����������� 184

あポビドンヨードスクラブ液7.5%

「ケンエー」�������� 187

あポビドンヨード消毒液10%「ケ

ンエー」 ��������� 187
◆ポラプレジンク

あポラプレジンクOD錠75㎎「サ

ワイ」 ���������� 105

◆ポリエチレングリコール処理人免疫

グロブリン

献血ヴェノグロブリンIH10%静注

5g/50mL ��������� 323
◆ポリエンホスファチジルコリン

あEPLカプセル250㎎ ���� 120
◆ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60

親水クリーム「ホエイ」 ��� 327
◆ポリカルボフィルカルシウム

ポリフル錠500㎎ ������ 116
◆ポリスチレンスルホン酸カルシウム

あポリスチレンスルホン酸Ca経

口ゼリー 20%分包25g「三和」 

������������� 164
◆ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

あポリスチレンスルホン酸Na「フ

ソー」原末 �������� 164
◆ポリドカノール

エトキシスクレロール1%注射液 

������������� 228

ポリドカスクレロール1%注2mL 

������������� 228
◆ホリナートカルシウム

ユーゼル錠25㎎������� 260
◆ポリビニルアルコール

PA・ヨード点眼・洗眼液 ��  58
◆ポリビニルアルコールヨウ素

PA・ヨード点眼・洗眼液 ��  58
◆ホルモテロールフマル酸塩水和物

シムビコートタービュヘイラー

60吸入����������  95

フルティフォーム125エアゾール

120吸入用 ��������  96

【マ】

◆マイトマイシンC

マイトマイシン注用10㎎��� 265

マイトマイシン注用2㎎ ��� 265
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◆麻黄附子細辛湯

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒

（医療用）〔TJ-127〕 ���� 285
◆マキサカルシトール

オキサロールローション25μg/g 

������������� 175

オキサロール注5μg ����� 199

オキサロール軟膏25μg/g �� 174

マーデュオックス軟膏���� 175
◆マクロゴール

モビコール配合内用剤LD �� 112

モビプレップ配合内用剤��� 115

【ミ】

◆ミカファンギンナトリウム

ファンガード点滴用75㎎��� 310
◆ミグリトール

セイブル錠50㎎������� 192
◆ミコナゾール

フロリードゲル経口用2% �� 309
◆ミコフェノール酸モフェチル

セルセプトカプセル250 ��� 236
◆ミソプロストール

サイトテック錠100 ����� 104
◆ミダゾラム

あミダゾラム注射液10㎎「テバ」 

�������������   2
◆ミチグリニドカルシウム水和物

グルファストOD錠10㎎ ��� 191
◆ミノサイクリン塩酸塩

あミノサイクリン塩酸塩錠50㎎

「サワイ」��������� 303

あミノサイクリン塩酸塩点滴静注

用100㎎「日医工」 ����� 303
◆ミノドロン酸水和物

ボノテオ錠50㎎������� 198
◆ミラベグロン

ベタニス錠25㎎������� 161
◆ミリプラチン水和物

ミリプラ動注用70㎎（無） �� 270

◆ミルタザピン

レメロン錠15㎎�������  31
◆ミルナシプラン塩酸塩

トレドミン錠25㎎������  30
◆ミルリノン

ミルリーラ注射液10㎎（無） �  64
◆ミロガバリンベシル酸塩

タリージェ錠2.5㎎ �����  21

タリージェ錠5㎎ ������  21

【ム】

◆無水エタノール

無水エタノール注「フソー」 � 187
◆無水カフェイン

PL配合顆粒 ��������  21

SG配合顆粒 ��������  18
◆無水クエン酸

ピコプレップ配合内用剤��� 115
◆無水酢酸ナトリウム

キンダリー透析剤AF3P号 �� 165

キンダリー透析剤AF3号 ��� 164

サブラッド血液ろ過用補充液

BSG ���������� 165
◆無水硫酸ナトリウム

ニフレック配合内用剤���� 115

モビプレップ配合内用剤��� 115
◆無水リン酸二水素ナトリウム

新レシカルボン坐剤����� 113
◆ムピロシンカルシウム水和物

バクトロバン鼻腔用軟膏2%（無） 

�������������  59

【メ】

◆メキシレチン塩酸塩

メキシチールカプセル50㎎��  66

メキシチール点滴静注125㎎ �  66
◆メキタジン

ゼスラン錠3㎎ ������� 249
◆メグルミン

ウログラフイン注60% ���� 332
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ガストログラフイン経口・注腸用

������������� 331

ビリスコピン点滴静注50��� 332
◆メコバラミン

あメチコバール錠500μg ��� 205

メチコバール注射液500μg �� 206
◆メサラジン

アサコール錠400㎎ ����� 110

ペンタサ坐剤1g ������ 111

ペンタサ錠500㎎ ������ 110

ペンタサ注腸1g ������ 111

ペンタサ顆粒94%（94%1g） �� 110

ペンタサ顆粒94%（94%2g） �� 110

リアルダ錠1200㎎������ 111
◆メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

メチルエルゴメトリン錠0.125㎎

「あすか」��������� 156

あメチルエルゴメトリン注0.2㎎

「あすか」��������� 156
◆メチルドパ水和物

アルドメット錠250 �����  76
◆メチルフェニデート塩酸塩

リタリン錠10㎎�������  31
◆メチルプレドニゾロン

ネオメドロールEE軟膏 ���  49
◆メチルプレドニゾロンコハク酸エス

テルナトリウム

ソル・メドロール静注用125㎎ 

������������� 133

ソル・メドロール静注用500㎎ 

������������� 133
◆滅菌精製水

滅菌精製水「ヨシダ」（無） �� 328
◆メトクロプラミド

あメトクロプラミド錠5㎎「NIG」

（無）����������� 107

あメトクロプラミド注10㎎

「NIG」 ���������� 107

◆メトトレキサート

あメトトレキサート錠2㎎「あゆ

み」 ����������� 236

注射用メソトレキセート50㎎ 

������������� 254
◆メトプロロール酒石酸塩

セロケン錠20㎎�������  74
◆メトホルミン塩酸塩

エクメット配合錠HD ���� 194

メトグルコ錠250㎎ ����� 191
◆メドロキシプロゲステロン酢酸エス

テル

プロベラ錠2.5㎎ ������ 152
◆メトロニダゾール

アネメトロ点滴静注液500㎎ � 307

フラジール内服錠250㎎ ��� 326

ロゼックスゲル0.75%（試） �� 278
◆メナテトレノン

グラケーカプセル15㎎���� 199

ケイツー N静注10㎎ ���� 207

ケイツーシロップ0.2%（無） � 207
◆メピバカイン塩酸塩

カルボカインアンプル注1% �  38
◆メフェナム酸

ポンタールカプセル250㎎ ��  16

ポンタールシロップ3.25% ��  16
◆メマンチン塩酸塩

メマリー OD錠5㎎ �����  34

メマリー OD錠20㎎ �����  34
◆メルカプトプリン水和物

ロイケリン散10% ������ 259
◆メロペネム水和物

あメロペネム点滴静注用0.5g「明

治」 ����������� 296

【モ】

◆モキシフロキサシン塩酸塩

あモキシフロキサシン点眼液0.5%

「日点」����������  50
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◆モサプリドクエン酸塩水和物

あモサプリドクエン酸塩錠2.5㎎

「杏林」���������� 108
◆モノステアリン酸グリセリン

親水クリーム「ホエイ」 ��� 327
◆モメタゾンフランカルボン酸エステ

ル

ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧

用������������  59

フルメタ軟膏�������� 170
◆モルヒネ塩酸塩水和物

アンペック坐剤10㎎����� 338

オプソ内服液5㎎ ������ 337

モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」

原末����������� 337

モルヒネ塩酸塩注射液10㎎「シオ

ノギ」 ���������� 337
◆モルヒネ硫酸塩水和物

MSコンチン錠10㎎ ����� 337
◆モンテプラーゼ（遺伝子組換え）

クリアクター静注用80万（無） 

������������� 234
◆モンテルカストナトリウム

キプレスチュアブル錠5㎎ �� 250

シングレア錠10㎎������ 250

【ヤ】

◆薬用炭

薬用炭「日医工」 ������ 335
◆ヤケヒョウヒダニ抽出エキス

ミティキュアダニ舌下錠

3,300JAU �������� 251

ミティキュアダニ舌下錠

10,000JAU ������� 251

【ヨ】

◆ヨウ化カリウム

ヨウ化カリウム「日医工」 �� 202
◆葉酸

あビタジェクト注キット��� 208

フォリアミン錠������� 206
◆溶性ピロリン酸第二鉄

あインクレミンシロップ5% � 221
◆ヨウ素

PA・ヨード点眼・洗眼液 ��  58

複方ヨード・グリセリン「コザカ

イ・M」 ��������� 186
◆ヨウ素レシチン

ヨウレチン錠「100」（無） ��� 202
◆ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステ

ル

ミリプラ用懸濁用液4mL（無） � 271

リピオドール480注10mL ��� 333
◆抑肝散

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療

用）〔TJ-54〕 ������� 284

【ラ】

◆ラウロマクロゴール

吸水クリーム「ニッコー」 �� 327
◆酪酸菌

ビオスリー配合錠������ 100

ミヤBM細粒 �������� 100
◆ラクチトール水和物

ポルトラック原末������ 121
◆ラクツロース

あラクツロースシロップ65%

「NIG」 ���������� 121
◆ラクトミン

ビオスリー配合錠������ 100
◆ラサギリンメシル酸塩

アジレクト錠1㎎ ������  25
◆ラタノプロスト

ザラカム配合点眼液�����  54

ミケルナ配合点眼液�����  54

あラタノプロスト点眼液0.005%

「ニッテン」��������  53
◆ラニナミビルオクタン酸エステル水

和物

イナビル吸入粉末剤20㎎��� 313
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◆ラニビズマブ（遺伝子組換え）

ルセンティス硝子体内注射用キッ

ト10㎎/mL ��������  55
◆ラベプラゾールナトリウム

あラベプラゾールNa塩錠10㎎「明

治」 ����������� 101
◆ラミブジン

ゼフィックス錠100 ����� 119
◆ラメルテオン

ロゼレム錠8㎎ �������   9
◆ラモセトロン塩酸塩

イリボー OD錠2.5μg ���� 116
◆ラモトリギン

ラミクタール錠25㎎�����  11
◆ラルテグラビルカリウム

アイセントレス錠400㎎ ��� 314
◆ラロキシフェン塩酸塩

エビスタ錠60㎎������� 199
◆ランジオロール塩酸塩

オノアクト点滴静注用150㎎ �  67

コアベータ静注用12.5㎎ ���  68
◆ランソプラゾール

タケプロン静注用30㎎���� 103

あランソプラゾールOD錠15㎎

「サワイ」��������� 102

あランソプラゾールOD錠30㎎

「サワイ」��������� 102

【リ】

◆リキシセナチド

リキスミア皮下注300μg ��� 193
◆リザトリプタン安息香酸塩

マクサルトRPD錠10㎎ ���  36
◆リサンキズマブ（遺伝子組換え）

スキリージ点滴静注600㎎（試） 

������������� 243

スキリージ皮下注360㎎オート

ドーザー（試） ������ 243
◆リスペリドン

リスパダール錠1㎎ �����  27

あリスペリドン内用液1㎎/mL「ヨ

シトミ」 ���������  27
◆リセドロン酸ナトリウム水和物

アクトネル錠75㎎������ 198
◆リツキシマブ（遺伝子組換え）

リツキサン点滴静注100㎎（無） 

������������� 273

リツキサン点滴静注500㎎（無） 

������������� 273
◆六君子湯

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ-43〕 ������� 283
◆リドカイン

エムラクリーム�������  40

あキシロカインポンプスプレー

8% �����������  38

ペンレステープ18㎎�����  38
◆リドカイン塩酸塩

キシロカインゼリー 2% ���  39

キシロカインビスカス2% ��  38

キシロカイン液「4%」 ����  39

キシロカイン注ポリアンプ1% 

�������������  39

キシロカイン注ポリアンプ2% 

�������������  39

キシロカイン注射液「2%」エピレ

ナミン（1：80,000）含有 ��  40

キシロカイン注射液「1%」エピレ

ナミン（1：100,000）含有 �  40

キシロカイン点眼液4% ���  48

あリドカイン静注用2%シリンジ

「テルモ」���������  66

あリドカイン点滴静注液1%「タカ

タ」 �����������  66
◆リナグリプチン

トラゼンタ錠5㎎ ������ 192

トラディアンス配合錠AP �� 195
◆リナクロチド

リンゼス錠0.25㎎ ������ 116
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◆リバーロキサバン

イグザレルトOD錠10㎎ ��� 231

イグザレルトOD錠15㎎ ��� 231
◆リパスジル塩酸塩水和物

グラナテック点眼液0.4% ���  53
◆リバビリン

レベトールカプセル200㎎（無） 

������������� 118
◆リファキシミン

リフキシマ錠200㎎ ����� 308
◆リファンピシン

リファジンカプセル150㎎ �� 308
◆リボフラビン

ビタノイリンカプセル25��� 208
◆リマプロストアルファデクス

あリマプロストアルファデクス錠

5μg「サワイ」 �������  88
◆硫酸バリウム

バリテスター A240散 ���� 331

バリトップP �������� 332

バリブライトLV ������ 332
◆硫酸マグネシウム水和物

硫酸Mg補正液1mEq/mL ��� 214

硫酸マグネシウム「NikP」 �� 112
◆リュープロレリン酢酸塩

リュープリンPRO注射用キット

22.5㎎ ���������� 277

リュープリンSR注射用キット

11.25㎎ ��������� 276

リュープリン注射用キット

1.88㎎ ���������� 154

あリュープロレリン酢酸塩注射用

キット3.75㎎「NP」 ���� 276
◆リラグルチド（遺伝子組換え）

ビクトーザ皮下注18㎎���� 193
◆リルマザホン塩酸塩水和物

リスミー錠1㎎ �������   8
◆リン酸水素ナトリウム水和物

スコピゾル眼科用液�����  57

◆リン酸チアミンジスルフィド

ビタメジン静注用������ 207
◆リン酸二カリウム

サリベートエアゾール���� 184
◆リンダマイシンリン酸エステル水和

物

デュアック配合ゲル����� 168

【ル】

◆ルストロンボパグ

ムルプレタ錠3㎎ ������ 225
◆ルパタジンフマル酸塩

ルパフィン錠10㎎������ 249
◆ルビプロストン

アミティーザカプセル12μg � 114
◆ルリコナゾール

ルコナック爪外用液5% ��� 180

ルリコンクリーム1% ���� 181

ルリコン軟膏1% ������ 181

【レ】

◆レチノールパルミチン酸エステル

あビタジェクト注キット��� 208
◆レトロゾール

フェマーラ錠2.5㎎ ����� 275
◆レバミピド

ムコスタ点眼液UD2% ����  56

レバミピド錠100㎎「VTRS」 � 105
◆レベチラセタム

イーケプラ錠500㎎ �����  14
◆レボカバスチン塩酸塩

リボスチン点眼液0.025% ���  52

リボスチン点鼻液0.025㎎112噴霧

用������������  59
◆レボカルニチン

エルカルチンFF錠250㎎ ��� 207
◆レボセチリジン塩酸塩

ザイザルシロップ0.05% ��� 250

ザイザル錠5㎎ ������� 249
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◆レボチロキシンナトリウム水和物

チラーヂンS錠50μg ����� 201
◆レボドパ

ドパストン静注25㎎�����  22

あレプリントン配合錠L100 �  22
◆レボノルゲストレル

ミレーナ52㎎�������� 153

レボノルゲストレル錠1.5㎎「F」 

������������� 153
◆レボフロキサシン水和物

クラビット点眼液1.5% ����  51

クラビット点滴静注バッグ500㎎

/100mL ��������� 306

あツレボフロキサシン錠250㎎

「DSEP」 ��������� 305
◆レボホリナートカルシウム

あレボホリナート点滴静注用25㎎

「NP」 ���������� 260

あレボホリナート点滴静注用

100㎎「NP」 ������� 260
◆レボメプロマジンマレイン酸塩

ヒルナミン細粒10% �����  26
◆レミフェンタニル塩酸塩

アルチバ静注用2㎎ ����� 339
◆レミマゾラムベシル酸塩

アネレム静注用50㎎�����   2
◆レルゴリクス

レルミナ錠40㎎������� 154
◆レンボレキサント

デエビゴ錠2.5㎎ ������   9

【ロ】

◆ロキシスロマイシン

ルリッド錠150 ������� 302
◆ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンテープ100㎎ ��� 173

ロキソニンパップ100㎎ ��� 173

あロキソプロフェン錠60㎎

「EMEC」 ��������  18

◆ロクロニウム臭化物

エスラックス静注50㎎/5.0mL �  44
◆ロサルタンカリウム

ニューロタン錠25㎎�����  80
◆ロスバスタチンカルシウム

あツロスバスタチンOD錠2.5㎎

「DSEP」 ���������  85
◆ロチゴチン

ニュープロパッチ4.5㎎ ���  24

ニュープロパッチ9㎎ ����  24
◆ロピニロール塩酸塩

レキップCR錠2㎎ ������  24
◆ロピバカイン塩酸塩水和物

アナペイン注2㎎/mL ����  39

アナペイン注7.5㎎/mL ����  40

アナペイン注10㎎/mL（無） ��  40
◆ロフラゼプ酸エチル

メイラックス錠1㎎ �����   7
◆ロペラミド塩酸塩

ロペミン小児用細粒0.05% ��  99

あロペラミド塩酸塩カプセル1㎎

「サワイ」���������  99
◆ロモソズマブ（遺伝子組換え）

イベニティ皮下注105㎎シリンジ

������������� 201
◆ロラゼパム

ワイパックス錠0.5 �����   6
◆ロルメタゼパム

ロラメット錠1.0 ������   8

【ワ】

◆ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮

膚抽出液

ノイロトロピン錠4単位 ���  21

ノイロトロピン注射液3.6単位 

�������������  21
◆ワルファリンカリウム

ワーファリン顆粒0.2% ���� 231

ワーファリン錠0.5㎎ ���� 231

ワーファリン錠1㎎ ����� 231
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ワーファリン錠5㎎ ����� 232
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11　中枢神経系用薬

I　神経系及び感覚器官用医薬品

11　中枢神経系用薬
111　全身麻酔薬
11101　バルビツール酸系麻酔薬
 

（チオペンタールナトリウム）

Thiopental sodium

‛ラボナール注射用0.3g� お
Ravonal 300㎎/12mL付/A  〔田辺三菱〕

〔薬価〕793.00円/A

【効】全身麻酔，全身麻酔の導入，局所

麻酔剤・吸入麻酔剤との併用，精神神

経科における電撃療法の際の麻酔，局

所麻酔剤中毒・破傷風・子癇等に伴う

痙攣，精神神経科における診断（麻酔

インタビュー）

【用】（注）1．静脈内投与  

〔溶液濃度〕2.5%水溶液（5%溶液は静

脈炎を起こすことがある）〔投与量・投

与法〕調製したチオペンタール水溶液

を静脈より注入．1）全身麻酔の導

入：最初に2 ～ 4mL（2.5%溶液で50 ～

100㎎）を注入して患者の全身状態，

抑制状態等を観察し，その感受性より

追加量を決定．次に患者が応答しなく

なるまで追加注入し，応答がなくなっ

た時の注入量を就眠量とする．更に就

眠量の半量ないし同量を追加注入した

後，他の麻酔法に移行．気管内に挿管

する場合は筋弛緩剤を併用．2）短時

間麻酔（a）患者とコンタクトを保ち

ながら最初に2 ～ 3mL（2.5%溶液で50

～75㎎）を10～15秒位の速度で注入

後30秒間麻酔の程度，患者の全身状態

を観察する．更に必要ならば2 ～3mL

を同速度で注入し，患者の応答のなく

なった時の注入量を就眠量とする．手

術に先立ち，更に2 ～ 3mLを同速度で

分割注入すれば，10 ～ 15分程度の麻

酔が得られる．（b）短時間で手術が

終了しない場合は，注射針を静脈中に

刺したまま呼吸，脈拍，血圧，角膜反

射，瞳孔対光反射等に注意しながら手

術の要求する麻酔深度を保つように1

～ 4mL（2.5%溶液で25 ～ 100㎎）を分

割 注 入（1 回 の 最 大 使 用 量 は 1gま

で）．3）精神神経科における電撃療法

の際の麻酔：通常，12mL（2.5%溶液で

300㎎）を25～35秒で注入し，必要な

麻酔深度に達したことを確かめた後，

直ちに電撃療法を行う．4）併用使

用：本剤は局所麻酔剤あるいは吸入麻

酔剤と併用することができる．通常，

2～4mL（2.5%溶液で50～100㎎）を間

歇的に静脈内注入．点滴投与を行う場

合は静脈内点滴麻酔法に準ずる．5）

痙攣時における使用：患者の全身状態

を 観 察 し な が ら， 通 常，2 ～ 8mL

（2.5%溶液で50 ～ 200㎎）を痙攣が止

まるまで徐々に注入．6）精神神経科

における診断（麻酔インタビュー）：

約 1mL/分 で 3 ～ 4mL注 入 し 入 眠 さ せ

る．その後2～10分で呼びかければ覚

醒し，質問に答えるようになればイン

タ ビ ュ ー を 実 施 す る． そ の 後 は 約

1mL/分で追加注入．  

2．直腸内注入  

〔溶液濃度〕10%水溶液〔投与量〕20

～ 40 ㎎/㎏（10%溶 液 で 0.2 ～ 0.4mL/

㎏）を基準とする．〔注入法〕溶液を

注射器に入れ，注射器の先に導尿用カ

テーテルをつけ肛門より直腸に挿入

し，注腸．注入後15分で麻酔に入り，

約1時間持続する．  

3．筋肉内注射  

1

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1115400
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〔溶液濃度〕2.0～2.5%水溶液，特に7

歳以下の小児に対しては2%溶液を使

用する（2.5%以上の濃度は組織の壊死

を起こす危険がある）．〔筋注部位〕大

腿筋肉，上腕部筋肉など筋肉の多い部

位を選んで注射する．〔投与量〕20㎎

/㎏（2%溶液で1mL/㎏）を基準とす

る．〔投与法〕一度に全量を注入して

はならず，全量を2～3等分して，5分

ごとに必要に応じて追加投与．注入後

5～15分で麻酔に入り，約40～50分程

度持続する

�����������������

11102　ベンゾジアゼピン系麻酔薬
 

（ミダゾラム）Midazolam

‛ミダゾラム注射液10㎎「テバ」
あ� ゎ

Midazolam 10㎎2mL/A  〔武田テバ〕

ラ
〔薬価〕92.00円/A

〔先発品〕ドルミカム注射液10㎎

【効】①麻酔前投薬．②全身麻酔の導

入・維持．③集中治療における人工呼

吸中の鎮静．④歯科・口腔外科領域に

おける手術及び処置時の鎮静

【用】（注）①0.08～0.10㎎/㎏を手術前

30分～1時間に筋注．修正在胎45週以

上（在胎週数＋出生後週数）の小児：

0.08～0.15㎎/㎏を手術前30分～1時間

に 筋 注． ② 0.15 ～ 0.30 ㎎/㎏ を 静 注

し，必要に応じて初回量の半量ないし

同量を追加投与．静注する場合には，

なるべく太い静脈を選んで，できるだ

け緩徐に（1分間以上の時間をかけ

て）．③1）導入：初回投与は，0.03㎎

/㎏を少なくとも1分以上かけて静

注．より確実な鎮静導入が必要とされ

る場合の初回投与量は0.06㎎/㎏ま

で．必要に応じて，0.03㎎/㎏を少な

くとも5分以上の間隔を空けて追加投

与．初回投与及び追加投与の総量は

0.30㎎/㎏まで．修正在胎45週以上

（在胎週数＋出生後週数）の小児：初

回投与は0.05～0.20㎎/㎏を少なくと

も2～3分以上かけて静注．必要に応

じて，初回量と同量を少なくとも5分

以上の間隔を空けて追加投与．2）維

持：0.03～0.06㎎/㎏/時より持続静脈

内投与を開始，鎮静状態をみながら適

宜増減．（0.03 ～ 0.18㎎/㎏/時の範囲

が推奨される）．修正在胎45週以上

（在胎週数＋出生後週数）の小児：

0.06～0.12㎎/㎏/時より持続静脈内投

与を開始し，鎮静状態をみながら適宜

増減．（投与速度の増減は25%の範囲

内とする）．修正在胎45週未満（在胎

週数＋出生後週数）の小児のうち，修

正在胎32週未満では0.03㎎/㎏/時，修

正在胎32週以上では0.06㎎/㎏/時より

持続静脈内投与を開始し，鎮静状態を

みながら適宜増減．④初回投与として

1～2㎎をできるだけ緩徐に（1～2㎎

/分）静注し，必要に応じて0.5～1㎎

を少なくとも2分以上の間隔を空け

て，できるだけ緩徐に（1 ～ 2㎎/分）

追加．初回の目標鎮静レベルに至るま

での，初回投与及び追加投与の総量は

5㎎まで

�����������������

（レミマゾラムベシル酸塩）Remima-

zolam besilat

‛アネレム静注用50㎎� ゎ
Anerem 50㎎/V  〔ムンディ〕

ラ
〔薬価〕2,218.00円/瓶

【効】全身麻酔の導入及び維持

【用】（注） 導 入：12 ㎎/㎏/時 の 速 度

で，患者の全身状態を観察しながら，

意識消失が得られるまで静脈内へ持続

2

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1124401
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1124401
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1119403
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注入．患者の年齢，状態に応じて投与

速度を適宜減速  

維持：1㎎/㎏/時の速度で静脈内への

持続注入を開始し，適切な麻酔深度が

維持できるよう患者の全身状態を観察

しながら，投与速度を適宜調節する

が，上限は2㎎/㎏/時とする．患者の

年齢，状態に応じて投与開始速度を適

宜減速．覚醒徴候が認められた場合

は，最大0.2㎎/㎏を静注してもよい

�����������������

11103　ハロゲン化麻酔薬
 

（セボフルラン）Sevoflurane

‛セボフルラン吸入麻酔液
「VTRS」（無）あ� お

Sevoflurane 250mL/瓶 

 〔ヴィアトリス製薬〕

〔薬価〕31.40円/mL

〔先発品〕セボフレン吸入麻酔液

【効】全身麻酔

【用】（外）導入：本剤と酸素もしくは

酸素・亜酸化窒素混合ガスとで導入．

睡眠量の静脈麻酔剤を投与し，本剤と

酸素もしくは酸素・亜酸化窒素混合ガ

スでも導入できる．本剤による導入

は，0.5～5.0%で行うことができる．

維持：患者の臨床徴候を観察しなが

ら，酸素・亜酸化窒素と併用し，最小

有効濃度で外科的麻酔状態を維持．

4.0%以下の濃度で維持できる

�����������������

（デスフルラン）Desflurane

‛スープレン吸入麻酔液� お
Suprane 240mL/本  〔バクスター〕

ラ
〔薬価〕40.30円/mL

【効】全身麻酔の維持

【用】（外）3.0%の濃度で開始し，適切

な麻酔深度が得られるよう患者の全身

状態を観察しながら，濃度を調節．亜

酸化窒素の併用の有無にかかわらず，

7.6%以下の濃度で外科的手術に適切な

麻酔深度が得られる

�����������������

11104　フェンサイクリジン系麻酔
薬

 

（ケタミン塩酸塩）Ketamine 

hydrochloride

‛ケタラール静注用50㎎� おう
Ketalar 50㎎/5mL/A  〔第一三共〕

〔薬価〕292.00円/A

【効】手術，検査及び処置時の全身麻酔

及び吸入麻酔の導入

【用】（注）初回1～2㎎/㎏を緩徐（1分

間以上）に静注．必要に応じて，初回

量と同量又は半量を追加

�����������������

11105　ブチロフェノン系麻酔薬
 

（ドロペリドール）Droperidol

‛ドロレプタン注射液25㎎� お
Droleptan 25㎎/10mL/V 

 〔アルフレッサ〕

〔薬価〕101.00円/mLV

【効】①フェンタニルとの併用による手

術，検査及び処置時の全身麻酔並びに

局所麻酔の補助．②ドロペリドールの

単独投与による麻酔前投薬

【用】（注）①導入麻酔剤として投与す

る場合には0.25～0.5㎎/㎏（本注射液

として0.1～0.2mL/㎏）をフェンタニ

ル5 ～ 10μg/㎏（フェンタニル注射液

として0.1～0.2mL/㎏）と共に緩徐に

静注するか，又はブドウ糖液等に希釈

して点滴静注．局所麻酔の補助として

投与する場合には局所麻酔剤投与10

～15分後に0.25㎎/㎏（本注射液とし

て0.1mL/㎏）をフェンタニル5μg/㎏

3

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1119702
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1119702
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1119703
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1119400
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1119401
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（フェンタニル注射液として0.1mL/㎏）

と共に緩徐に静注．②0.05～0.1㎎/㎏

（本注射液として0.02～0.04mL/㎏）を

麻酔開始30～60分前に筋注

�����������������

11106　その他の全身麻酔薬
 

（プロポフォール）Propofol

‛1%ディプリバン注－キット�お
Diprivan 500㎎/50mL/キット 

 〔アスペン〕

ラ
〔薬価〕1,367.00円/筒

【効】①全身麻酔の導入及び維持．②集

中治療における人工呼吸中の鎮静

【用】（注）①（1）ディプリフューザー

TCI機能を用いない投与方法  

1）導入：0.5㎎/㎏/10秒（本剤として

0.05mL/㎏/10秒）で，患者の全身状態

を観察しながら，就眠が得られるまで

静注．ASAIII及びIVの患者には，よ

り緩徐に投与．2.0 ～ 2.5㎎/㎏（本剤

として0.20 ～ 0.25mL/㎏）で就眠が得

られる．  

2）維持：酸素もしくは酸素・亜酸化

窒素混合ガスと併用し，静注．適切な

麻酔深度が得られるよう患者の全身状

態を観察しながら，投与速度を調節．

4 ～ 10 ㎎/㎏/時（本 剤 と し て 0.4 ～

1.0mL/㎏/時）で適切な麻酔深度が得

られる．鎮痛剤（麻薬性鎮痛剤，局所

麻酔剤等）を併用．局所麻酔剤併用時

には通常より低用量で適切な麻酔深度

が得られる．  

（2）ディプリフューザー TCI機能を

用いる投与方法  

1）導入：目標血中濃度3.0μg/mLで静

注を開始し，投与開始3分後に就眠が

得られない場合には1分毎に1.0～2.0

μg/mLずつ目標血中濃度を上げる．目

標血中濃度3.0～6.0μg/mL，投与開始

後1 ～ 3分で就眠が得られる．高齢

者，ASAIII及びIVの患者には，より

低い目標血中濃度で投与を開始．  

2）維持：酸素もしくは酸素・亜酸化

窒素混合ガスと併用し，本剤を静注．

適切な麻酔深度が得られるよう患者の

全身状態を観察しながら，目標血中濃

度を調節．目標血中濃度2.0～5.0μg/

mLで適切な麻酔深度が得られる．鎮痛

剤（麻薬性鎮痛剤，局所麻酔剤等）を

併用．  

②0.3㎎/㎏/時（本剤として0.03mL/㎏

/時）で，持続注入にて静注を開始

し，適切な鎮静深度が得られるよう患

者の全身状態を観察しながら，投与速

度を調節．0.3～3.0㎎/㎏/時（本剤と

して0.03～0.30mL/㎏/時）で適切な鎮

静深度が得られる．必要に応じて鎮痛

剤を併用

�����������������

（プロポフォール）Propofol

‛プロポフォール静注1%20mL
「マルイシ」あ� お

Propofol 200㎎/20mL/A  〔丸石〕

ラ
〔薬価〕501.00円/A

〔先発品〕1%ディプリバン注

【効】①全身麻酔の導入及び維持．②集

中治療における人工呼吸中の鎮静

【用】（注）①1）導入：0.5㎎/㎏/10秒

（本剤として0.05mL/㎏/10秒）で，患

者の全身状態を観察しながら，就眠が

得られるまで静注．ASAIII及びIVの

患者には，より緩徐に投与．2.0～2.5

㎎/㎏（本剤として0.20 ～ 0.25mL/㎏）

で就眠が得られる．2）維持：酸素も

しくは酸素・亜酸化窒素混合ガスと併

用し，静注．適切な麻酔深度が得られ

るよう患者の全身状態を観察しなが

4
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ら，投与速度を調節．4～10㎎/㎏/時

（本剤として0.4～1.0mL/㎏/時）で適

切な麻酔深度が得られる．鎮痛剤（麻

薬性鎮痛剤，局所麻酔剤等）を併用．

局所麻酔剤併用時には通常より低用量

で適切な麻酔深度が得られる．②0.3

㎎/㎏/時（本剤として0.03mL/㎏/時）

で，持続注入にて静注を開始し，適切

な鎮静深度が得られるよう患者の全身

状態を観察しながら，投与速度を調

節．0.3 ～ 3.0㎎/㎏/時（本剤として

0.03～0.30mL/㎏/時）で適切な鎮静深

度が得られる．必要に応じて鎮痛剤を

併用

�����������������

11107　中枢性α2-アドレナリン受
容体作動性鎮静薬

 

（デクスメデトミジン塩酸塩）Dexme-

detomidine hydrochloride

‛プレセデックス静注液200μg
「ファイザー」� お

Precedex 200μg/2mL/V  〔ファイザー〕

ラ
〔薬価〕2,764.00円/瓶

【効】①集中治療における人工呼吸中及

び離脱後の鎮静．②局所麻酔下におけ

る非挿管での手術及び処置時の鎮静

【用】（注）①6μg/㎏/時で10分間持続

静注し（初期負荷投与），続いて患者

の状態に合わせて，至適鎮静レベルが

得られる様，維持量として0.2 ～ 0.7

μg/㎏/時の範囲で持続静注（維持投

与）．維持投与から開始することも

可．6歳以上の小児には，0.2μg/㎏/時

の投与速度で静脈内へ持続注入し，患

者の状態に合わせて，至適鎮静レベル

が得られる様，0.2～1.0μg/㎏/時の範

囲で持続注入．修正在胎（在胎週数＋

出生後週数）45週以上6歳未満の小児

には，0.2μg/㎏/時の投与速度で静脈

内へ持続注入し，患者の状態に合わせ

て，至適鎮静レベルが得られる様，

0.2～1.4μg/㎏/時の範囲で持続注入．

投与速度を適宜減速．②6μg/㎏/時で

10分間持続静注し（初期負荷投与），

続いて患者の状態に合わせて，至適鎮

静レベルが得られる様，維持量として

0.2 ～ 0.7μg/㎏/時の範囲で持続静注

（維持投与）．投与速度を適宜減速

�����������������

112　抗不安薬，睡眠薬
11201　ベンゾジアゼピン系抗不安

薬（短時間型）
 

（エチゾラム）Etizolam

‛エチゾラム錠0.5㎎「EMEC」
あ� ゎ

Etizolam 0.5㎎/T  〔日医工〕

ラ
〔薬価〕6.40円/T

〔先発品〕デパス錠0.5㎎

【効】①神経症における不安・緊張・抑

うつ・神経衰弱症状・睡眠障害．②う

つ病における不安・緊張・睡眠障害．

③心身症（高血圧症，胃・十二指腸潰

瘍）における身体症候ならびに不安・

緊張・抑うつ・睡眠障害．④統合失調

症における睡眠障害．⑤次記疾患にお

ける不安・緊張・抑うつ及び筋緊張：

頸椎症，腰痛症，筋収縮性頭痛

【用】（内）①②1日3㎎を3回に分割．③

⑤1日1.5㎎を3回に分割．睡眠障害に

用いる場合（①②③④）：1日1 ～ 3㎎

を就寝前に1回．全ての場合で高齢者

は1日1.5㎎まで

【投与制限日数】30日

�����������������
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（クロチアゼパム）Clotiazepam

‛リーゼ錠5㎎� ゎ
Rize 5㎎/T  〔田辺三菱〕

ラ
〔薬価〕6.40円/T

【効】①心身症（消化器疾患，循環器疾

患）における身体症候ならびに不安・

緊張・心気・抑うつ・睡眠障害．②自

律神経失調症におけるめまい・肩こ

り・食欲不振．③麻酔前投薬

【用】（内）①②1日15～30㎎を3回に分

割．③就寝前又は手術前に10～15㎎

【投与制限日数】30日

�����������������

11202　ベンゾジアゼピン系抗不安
薬（中間型）

 

（アルプラゾラム）Alprazolam

‛コンスタン0.4㎎錠� ゎ
Constan 0.4㎎/T  〔武田〕

ラ
〔薬価〕6.40円/T

【効】心身症（胃・十二指腸潰瘍，過敏

性腸症候群，自律神経失調症）におけ

る身体症候ならびに不安・緊張・抑う

つ・睡眠障害

【用】（内）1日1.2㎎を3回に分割．増量

する場合には最高用量を1日2.4㎎とし

て漸次増量し，3 ～ 4回に分割．高齢

者：1回0.4㎎の1日1～2回投与から開

始し，増量する場合でも1日1.2㎎まで

【投与制限日数】30日

�����������������

（ブロマゼパム）Bromazepam

‛レキソタン錠2� ゎ
Lexotan 2㎎/T  〔エーザイ〕

ラ
〔薬価〕5.90円/T

【効】①神経症における不安・緊張・抑

うつ及び強迫・恐怖．うつ病における

不安・緊張．②心身症（高血圧症，消

化器疾患，自律神経失調症）における

身体症候並びに不安・緊張・抑うつ及

び睡眠障害．③麻酔前投薬

【用】（内）①1日量6～15㎎を1日2～3

回に分割．②1日量3～6㎎を1日2～3

回に分割．③5㎎を就寝前又は手術前

【投与制限日数】30日

�����������������

（ロラゼパム）Lorazepam

‛ワイパックス錠0.5� ゎ
Wypax 0.5㎎/T  〔ファイザー〕

ラ
〔薬価〕5.90円/T

【効】①神経症における不安・緊張・抑

うつ．②心身症（自律神経失調症，心

臓神経症）における身体症候並びに不

安・緊張・抑うつ

【用】（内）1日1～3㎎を2～3回に分割

【投与制限日数】30日

�����������������

11203　ベンゾジアゼピン系抗不安
薬（長時間型）

 

（ジアゼパム）Diazepam

‛2㎎セルシン錠� ゎ
Cercine 2㎎/T  〔武田〕

ラ
〔薬価〕6.00円/T

【効】①神経症における不安・緊張・抑

うつ．うつ病における不安・緊張．心

身症（消化器疾患，循環器疾患，自律

神経失調症，更年期障害，腰痛症，頸

肩腕症候群）における身体症候並びに

不安・緊張・抑うつ．②次記疾患にお

ける筋緊張の軽減：脳脊髄疾患に伴う

筋痙攣・疼痛．③麻酔前投薬

【用】（内）①1回2～5㎎を1日2～4回．

外来患者は1日量15㎎以内．小児：3歳

以下は1日量1～5㎎，4～12歳は1日量

6
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2～10㎎，それぞれ1～3回に分割．②

1回2 ～ 10㎎を1日3 ～ 4回．③1回5 ～

10㎎を就寝前又は手術前

【投与制限日数】90日

�����������������

（ジアゼパム）Diazepam

‛ホリゾン注射液10㎎� ゎ
Horizon 10㎎/2mL/A  〔丸石〕

ラ
〔薬価〕82.00円/A

【効】①神経症における不安・緊張・抑

うつ．②次記疾患及び状態における不

安・興奮・抑うつの軽減：麻酔前，麻

酔導入時，麻酔中，術後，アルコール

依存症の禁断（離脱）症状，分娩時．

③次記状態における痙攣の抑制：てん

かん様重積状態，有機リン中毒，カー

バメート中毒

【用】（注）初回10㎎をできるだけ緩徐

に筋注又は静注．以後必要に応じて3

～4時間ごとに注射．静注には，なる

べく太い静脈を選んで，できるだけ緩

徐に（2分間以上をかけて）

�����������������

（ロフラゼプ酸エチル）Ethyl 

loflazepate

‛メイラックス錠1㎎� ゎ
Meilax 1㎎/T  〔Meiji Seika〕

ラ
〔薬価〕12.40円/T

【効】①神経症における不安・緊張・抑

うつ・睡眠障害．②心身症（胃・十二

指腸潰瘍，慢性胃炎，過敏性腸症候

群，自律神経失調症）における不安・

緊張・抑うつ・睡眠障害

【用】（内）2㎎を1日1～2回に分割

【投与制限日数】30日

�����������������

11204　セロトニン1A部分作動薬
 

（タンドスピロンクエン酸塩）

Tandospirone citrate

‛セディール錠10㎎� お
Sediel 10㎎/T  〔大日本住友〕

ラ
〔薬価〕21.30円/T

【効】①心身症（自律神経失調症，本態

性高血圧症，消化性潰瘍）における身

体症候ならびに抑うつ，不安，焦躁，

睡眠障害．②神経症における抑うつ，

恐怖

【用】（内）1日30㎎を3回に分割．1日60

㎎まで

�����������������

11205　ベンゾジアゼピン系睡眠薬
（超短時間型）

 

（トリアゾラム）Triazolam

‛ハルシオン0.25㎎錠� ゎ
Halcion 0.25㎎/T  〔ファイザー〕

ラ
〔薬価〕10.70円/T

【効】①不眠症．②麻酔前投薬

【用】（内）①1回0.25㎎を就寝前．高度

な不眠症には0.5㎎投与可．高齢者：1

回 0.125 ㎎ ～ 0.25 ㎎ ま で． ② 手 術 前

夜：1回0.25㎎を就寝前．必要に応じ

0.5㎎を投与可

【投与制限日数】30日

�����������������

11206　ベンゾジアゼピン系睡眠薬
（短時間型）

 

（ブロチゾラム）Brotizolam

‛ブロチゾラムOD錠0.25㎎「サ
ワイ」あ� ゎ

Brotizolam OD 0.25㎎/T  〔沢井〕

ラ

7
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〔薬価〕10.10円/T

〔先発品〕レンドルミンD錠0.25㎎

【効】①不眠症．②麻酔前投薬

【用】（内）①1回0.25㎎を就寝前．②手

術 前 夜：1 回 0.25 ㎎ を 就 寝 前． 麻 酔

前：1回0.5㎎

【投与制限日数】30日

�����������������

（リルマザホン塩酸塩水和物）

Rilmazafone hydrochloride hydrate

‛リスミー錠1㎎
Rhythmy 1㎎/T  〔共和〕

ラ
〔薬価〕13.10円/T

【効】①不眠症．②麻酔前投薬

【用】（内）①1回1 ～ 2㎎を就寝前．高

齢者：1回2㎎まで．②1回2㎎を就寝前

又は手術前．高齢者：1回2㎎まで

�����������������

（ロルメタゼパム）Lormetazepam

‛ロラメット錠1.0� ゎ
Loramet 1㎎/T  〔あすか〕

ラ
〔薬価〕16.80円/T

【効】不眠症

【用】（内）1回1 ～ 2㎎を就寝前．高齢

者：1回2㎎まで

【投与制限日数】30日

�����������������

11207　ベンゾジアゼピン系睡眠薬
（中間型）

 

（エスタゾラム）Estazolam

‛ユーロジン1㎎錠� ゎ
Eurodin 1㎎/T  〔武田〕

ラ
〔薬価〕6.70円/T

【効】①不眠症．②麻酔前投薬

【用】（内）①1回1 ～ 4㎎を就寝前．②

手術前夜：1回1～2㎎を就寝前．麻酔

前：1回2～4㎎

【投与制限日数】30日

�����������������

（ニトラゼパム）Nitrazepam

‛ベンザリン錠5� ゎ
Benzalin 5㎎/T  〔共和〕

ラ
〔薬価〕9.10円/T

【効】①不眠症．②麻酔前投薬．③異型

小発作群：点頭てんかん，ミオクロヌ

ス発作，失立発作等．④焦点性発作：

焦点性痙攣発作，精神運動発作，自律

神経発作等

【用】（内）①1回5～10㎎を就寝前．②

1回5～10㎎を就寝前又は手術前．③

④成人・小児とも1日5～15㎎を適宜

分割投与

【投与制限日数】90日

�����������������

（フルニトラゼパム）Flunitrazepam

‛サイレース錠1㎎� ゎ
Silece 1㎎/T  〔エーザイ〕

ラ
〔薬価〕10.30円/T

【効】①不眠症．②麻酔前投薬

【用】（内）1回0.5 ～ 2㎎を就寝前又は

手術前．高齢者：1回1㎎まで

【投与制限日数】30日

�����������������

（フルニトラゼパム）Flunitrazepam

‛サイレース静注2㎎� ゎ
Silece 2㎎/1mL/A  〔エーザイ〕

〔薬価〕137.00円/A

【効】①全身麻酔の導入．②局所麻酔時

の鎮静

【用】（注）用時注射用蒸留水にて2倍以

上に希釈，できるだけ緩徐に（1㎎/

分以上かけて）静注．①0.02～0.03㎎

/㎏を静注．②0.01 ～ 0.03㎎/㎏を静

注．必要に応じて初回量の半量ないし
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同量を追加

�����������������

11208　非ベンゾジアゼピン系睡眠
薬（超短時間型）

 

（エスゾピクロン）Eszopiclone

‛ルネスタ錠1㎎
Lunesta 1㎎/T  〔エーザイ〕

ラ
〔薬価〕39.40円/T

‛ルネスタ錠2㎎
Lunesta 2㎎/T

ラ
〔薬価〕63.00円/T

【効】不眠症

【用】（内）1回2㎎を，高齢者には1回1

㎎を就寝前．1回3㎎まで，高齢者では

1回2㎎まで

�����������������

（ゾルピデム酒石酸塩）Zolpidem 

tartrate

‛マイスリー錠5㎎� ゎ
Myslee 5㎎/T  〔アステラス〕

ラ
〔薬価〕27.30円/T

【効】不眠症（統合失調症及び躁うつ病

に伴う不眠症は除く）

【用】（内）1回5～10㎎を就寝直前．高

齢者：1回5㎎から投与を開始．1日10

㎎まで

【投与制限日数】30日

�����������������

11209　メラトニン受容体作動薬
 

（ラメルテオン）Ramelteon

‛ロゼレム錠8㎎
Rozerem 8㎎/T  〔武田〕

ラ
〔薬価〕85.90円/T

【効】不眠症における入眠困難の改善

【用】（内）1回8㎎を就寝前

�����������������

11210　オレキシン受容体拮抗薬
 

（スボレキサント）Suvorexant

‛ベルソムラ錠15㎎
Belsomra 15㎎/T  〔MSD〕

ラ
〔薬価〕90.80円/T

‛ベルソムラ錠20㎎
Belsomra 20㎎/T

ラ
〔薬価〕109.90円/T

【効】不眠症

【用】（内）1日1回20㎎，高齢者：1日1

回15㎎．就寝直前

�����������������

（レンボレキサント）Lemborexant

‛デエビゴ錠2.5㎎
Dayvigo 2.5㎎/T  〔エーザイ〕

ラ
〔薬価〕55.40円/T

【効】不眠症

【用】（内）1日1回5㎎を就寝直前．1日1

回10㎎まで

�����������������

11211　抱水クロラール系睡眠薬
 

（トリクロホスナトリウム）Triclofos 

sodium

‛トリクロリールシロップ10%
（無）� お

Tricloryl 10%500mL/本 

 〔アルフレッサ〕

ラ
〔薬価〕10.20円/mL

【効】①不眠症．②脳波・心電図検査等

における睡眠

【用】（内）1回1～2g（本剤として10～

20mL）を就寝前又は検査前．20 ～ 80

9
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㎎/㎏（本剤として0.2～0.8mL/㎏）を

標準とし，総量2g（本剤として20mL）

まで．幼小児は年齢により適宜減量

�����������������

113　抗てんかん薬
11301　バルビツール酸系薬
 

（フェノバルビタール）Phenobarbi-

tal

‛フェノバール散10%� おゎ
Phenobal 100㎎/g  〔第一三共〕

ラ
〔薬価〕7.50円/g

【効】①不眠症．②不安緊張状態の鎮

静．てんかんの痙攣発作：強直間代発

作（全般痙攣発作，大発作），焦点発

作（ジャクソン型発作を含む）．自律

神経発作，精神運動発作

【用】（内）①1回30～200㎎を就寝前．

②1日30～200㎎を1～4回に分割

【投与制限日数】90日

�����������������

（フェノバルビタール）Phenobarbi-

tal

‛フェノバール注射液
100㎎� おゎ

Phenobal 100㎎/1mL/A  〔第一三共〕

ラ
〔薬価〕71.00円/A

【効】①不安緊張状態の鎮静（緊急に必

要な場合）．②てんかんの痙攣発作：

強直間代発作（全般痙攣発作，大発

作），焦点発作（ジャクソン型発作を

含む）．③自律神経発作，精神運動発

作

【用】（注）1 回 50 ～ 200 ㎎ を 1 日 1 ～ 2

回，皮下又は筋注

�����������������

11302　ベンゾジアゼピン系薬
 

（クロナゼパム）Clonazepam

‛リボトリール錠0.5㎎� ゎ
Rivotril 0.5㎎/T  〔太陽ファルマ〕

ラ
〔薬価〕9.30円/T

【効】①小型（運動）発作［ミオクロ

ニー発作，失立（無動）発作，点頭て

ん か ん（幼 児 痙 縮 発 作，BNS痙 攣

等）］．②精神運動発作．③自律神経発

作

【用】（内）成人・小児：初回量1日0.5

～1㎎を1～3回に分割．徐々に増量．

維持量は1日2～6㎎を1～3回に分割．

乳・幼児：初回量1日0.025㎎/㎏を1～

3回に分割．徐々に増量．維持量は1日

0.1㎎/㎏を1～3回に分割

【投与制限日数】90日

�����������������

11303　主にNaチャネル阻害
 

（カルバマゼピン）Carbamazepine

‛テグレトール錠100㎎
Tegretol 100㎎/T  〔田辺三菱〕

ラ
〔薬価〕5.90円/T

【効】①精神運動発作，てんかん性格及

びてんかんに伴う精神障害，てんかん

の痙攣発作［強直間代発作（全般痙攣

発作，大発作）］．②躁病，躁うつ病の

躁状態，統合失調症の興奮状態．③三

叉神経痛

【用】（内）①最初1日量200～400㎎を1

～2回に分割し，至適効果が得られる

ま で（1 日 600 ㎎） 徐 々 に 増 量．1 日

1200㎎まで．小児：1日100～600㎎を

分割．②最初1日量200～400㎎を1～2

回に分割し，至適効果が得られるまで

（1日600㎎）徐々に増量．1日1200㎎ま

10
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で．③最初1日量200～400㎎からはじ

め，1日600㎎までを分割するが，1日

800㎎まで

�����������������

（フェニトイン）Phenytoin

‛アレビアチン散10%� お
Aleviatin 100㎎/g  〔大日本住友〕

ラ
〔薬価〕12.10円/g

【効】①てんかんの痙攣発作：強直間代

発作（全般痙攣発作，大発作），焦点

発作（ジャクソン型発作を含む）．②

自律神経発作．③精神運動発作

【用】（内）1日200 ～ 300㎎，小児：次

記用量を毎食後3回に分割．学童：100

～ 300㎎．幼児：50 ～ 200㎎．乳児：

20～100㎎

�����������������

（フェニトイン）Phenytoin

‛アレビアチン注250㎎� お
Aleviatin 250㎎/5mL/A  〔大日本住友〕

ラ
〔薬価〕124.00円/A

【効】①てんかん様痙攣発作が長時間引

き続いて起こる場合（てんかん発作重

積症）．②経口投与が不可能で，か

つ，痙攣発作の出現が濃厚に疑われる

場合（特に意識障害，術中，術後）．

③急速にてんかん様痙攣発作の抑制が

必要な場合

【用】（注）125 ～ 250 ㎎（本 剤 2.5 ～

5mL）を，1分間1mLを超えない速度で

徐々に静注．以上の用量で発作が抑制

できないときには，30分後更に100～

150㎎（2～3mL）を追加するか，他の

対策を考慮．小児：成人量を基準とし

て，体重により決定．痙攣が消失し，

意識が回復すれば経口に切り替える

�����������������

（ラモトリギン）Lamotrigine

‛ラミクタール錠25㎎� お
Lamictal 25㎎/T 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

ラ
〔薬価〕49.10円/T

【効】①てんかん患者の次記発作に対す

る単剤療法：部分発作（二次性全般化

発作を含む），強直間代発作，定型欠

神発作．②他の抗てんかん薬で十分な

効果が認められないてんかん患者の次

記発作に対する抗てんかん薬との併用

療法：部分発作（二次性全般化発作を

含 む）， 強 直 間 代 発 作，Lennox-

Gastaut症候群における全般発作．③

双極性障害における気分エピソードの

再発・再燃抑制

【用】（内）〔成人（錠25・100㎎）〕  

（1）てんかん患者に用いる場合  

（a）単剤療法の場合（部分発作（二

次性全般化発作を含む）及び強直間代

発作に用いる場合）：最初の2週間は1

日25㎎を1日1回経口投与し，次の2週

間は1日50㎎を1日1回経口投与し，5週

目は1日100㎎を1日1回又は2回に分

服．その後は，1～2週間ごとに1日量

として最大100㎎ずつ漸増．維持用量

は1日100 ～ 200㎎とし，1日1回又は2

回に分服．症状に応じて適宜増減する

が，増量は1週間以上の間隔をあけて1

日量として最大100㎎ずつ，1日用量は

最大400㎎までとし，いずれも1日1回

又は2回に分服  

（b）バルプロ酸ナトリウムを併用す

る場合：最初の2週間は1回25㎎を隔日

に経口投与し，次の2週間は1日25㎎を

1日1回経口投与．その後は，1 ～ 2週

間ごとに1日量として25～50㎎ずつ漸

増．維持用量は1日100～200㎎とし，

1日2回に分服  
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（c）バルプロ酸ナトリウムを併用しな

い場合※1  

（ア）本剤のグルクロン酸抱合を誘導

する薬剤※2を併用する場合：最初の2

週間は1日50㎎を1日1回経口投与し，

次の2週間は1日100㎎を1日2回に分

服．その後は，1～2週間ごとに1日量

として最大100㎎ずつ漸増．維持用量

は1日200～400㎎とし，1日2回に分服  

（イ）（ア）以外の薬剤※3を併用する場

合：単剤療法の場合に従う  

（2）双極性障害における気分エピソー

ドの再発・再燃抑制に用いる場合  

（a）単剤療法の場合：最初の2週間は

1日25㎎を1日1回経口投与，次の2週間

は1日50㎎を1日1回又は2回に分服，5

週目は1日100㎎を1日1回又は2回に分

服．6週目以降は維持用量として1日

200㎎を1日1回又は2回に分服．症状に

応じて適宜増減するが，増量は1週間

以上の間隔をあけて1日量として最大

100㎎ずつ，1日用量は最大400㎎まで

とし，いずれも1日1回又は2回に分服  

（b）バルプロ酸ナトリウムを併用す

る場合：最初の2週間は1回25㎎を隔日

に経口投与，次の2週間は1日25㎎を1

日1回経口投与し，5週目は1日50㎎を1

日1回又は2回に分服．6週目以降は維

持用量として1日100㎎を1日1回又は2

回に分服．症状に応じて適宜増減する

が，増量は1週間以上の間隔をあけて1

日量として最大50㎎ずつ，1日用量は

最大200㎎までとし，いずれも1日1回

又は2回に分服  

（c）バルプロ酸ナトリウムを併用しな

い場合※1  

（ア）本剤のグルクロン酸抱合を誘導

する薬剤※2を併用する場合：最初の2

週間は1日50㎎を1日1回経口投与，次

の2週間は1日100㎎を1日2回に分服，5

週目は1日200㎎を1日2回に分服．6週

目は1日300㎎を1日2回に分服し，7週

目以降は維持用量として1日300～400

㎎を1日2回に分服．症状に応じて適宜

増減するが，増量は1週間以上の間隔

をあけて1日量として最大100㎎ずつ，

1日用量は最大400㎎までとし，いずれ

も1日2回に分服  

（イ）（ア）以外の薬剤※3を併用する場

合：単剤療法の場合に従う．※1：本

剤のグルクロン酸抱合に対する影響が

明らかでない薬剤による併用療法で

は，バルプロ酸ナトリウムを併用する

場合の用法・用量に従う．※2 本剤の

グルクロン酸抱合を誘導する薬剤：

フェニトイン，カルバマゼピン，フェ

ノバルビタール，プリミドン，リファ

ンピシン，ロピナビル・リトナビル配

合剤（相互作用及び「薬物動態8．」の

項参照）．※3 本剤のグルクロン酸抱

合に対し影響を及ぼさない薬剤：アリ

ピプラゾール，オランザピン，ゾニサ

ミド，ガバペンチン，シメチジン，ト

ピラマート，プレガバリン，リチウ

ム，レベチラセタム，ペランパネル，

ラコサミド（「薬物動態8．」の項参

照）．  

〔小児（錠小児用2・5㎎，錠25・100

㎎）〕  

てんかん患者に用いる場合  

（1）単剤療法の場合（定型欠伸発作に

用いる場合）：最初の2週間は1日0.3㎎

/㎏を1日1回又は2回に分割して投

与，次の2週間は1日0.6㎎/㎏を1日1回

又は2回に分割して投与．その後は，1

～2週間毎に1日量として最大0.6㎎/㎏

ずつ漸増する．維持用量は1日1～10

㎎/㎏とし，1日1回又は2回に分割し

て投与．増量は1週間以上の間隔をあ

けて1日量として最大0.6㎎/㎏ずつ，1

12
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日用量は最大200㎎まで，いずれも1日

1回又は2回に分割して投与．  

（2）バルプロ酸ナトリウムを併用する

場合：最初の2週間は1日0.15㎎/㎏を1

日1回経口投与し，次の2週間は1日0.3

㎎/㎏を1日1回経口投与．その後は，

1 ～ 2週間ごとに1日量として最大0.3

㎎/㎏ずつ漸増．維持用量は，バルプ

ロ酸ナトリウムに加えて本剤のグルク

ロン酸抱合を誘導する薬剤※2を併用

する場合は1日1～5㎎/㎏とし，本剤

のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤※

2を併用していない場合は1日1～3㎎/

㎏とし，1日2回に分服．なお，1日用

量は最大200㎎まで  

（3）バルプロ酸ナトリウムを併用しな

い場合※1  

（a）本剤のグルクロン酸抱合を誘導

する薬剤※2を併用する場合：最初の2

週間は1日0.6㎎/㎏を1日2回に分服

し，次の2週間は1日1.2㎎/㎏を1日2回

に分服．その後は，1～2週間ごとに1

日量として最大1.2㎎/㎏ずつ漸増．維

持用量は1日5～15㎎/㎏とし，1日2回

に分服．なお，1日用量は最大400㎎ま

で  

（b）（a）以外の薬剤※3を併用する場

合：バルプロ酸ナトリウムを併用する

場合に従う．※1：本剤のグルクロン

酸抱合に対する影響が明らかでない薬

剤による併用療法では，バルプロ酸ナ

トリウムを併用する場合の用法・用量

に従う．※2 本剤のグルクロン酸抱合

を誘導する薬剤：フェニトイン，カル

バマゼピン，フェノバルビタール，プ

リミドン，リファンピシン，ロピナビ

ル・リトナビル配合剤（相互作用及び

「薬物動態8．」の項参照）．※3 本剤の

グルクロン酸抱合に対し影響を及ぼさ

ない薬剤：アリピプラゾール，オラン

ザピン，ゾニサミド，ガバペンチン，

シメチジン，トピラマート，プレガバ

リン，リチウム，レベチラセタム，ペ

ランパネル，ラコサミド（「薬物動態

8．」の項参照）

�����������������

11305　主にNa/Caチャネル阻害
 

（トピラマート）Topiramate

‛トピナ錠50㎎
Topina 50㎎/T  〔協和キリン〕

ラ
〔薬価〕67.20円/T

【効】他の抗てんかん薬で十分な効果が

認められないてんかん患者の部分発作

（二次性全般化発作を含む）に対する

抗てんかん薬との併用療法

【用】（内）1回量50㎎を1日1回又は1日2

回で開始．以後，1週間以上の間隔を

あけて漸増し，維持量として1日量200

～ 400 ㎎ を 2 回 に 分 割，1 日 600 ㎎ ま

で．小児：2歳以上の小児には1日量1

㎎/㎏で開始し，2週間以上の間隔を

あけて1日量2㎎/㎏に増量．以後，2

週間以上の間隔をあけて1日量として2

㎎/㎏以下ずつ漸増し，維持量として

1日量6㎎/㎏を投与．1日最高投与量

は9㎎/㎏又は600㎎のいずれか少ない

投与量まで．いずれも1日2回に分割

�����������������

11306　複合作用
 

（ガバペンチン）Gabapentin

‛ガバペン錠200㎎
Gabapen 200㎎/T  〔富士製薬〕

ラ
〔薬価〕27.60円/T

【効】他の抗てんかん薬で十分な効果が

認められないてんかん患者の部分発作

（二次性全般化発作を含む）に対する
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抗てんかん薬との併用療法

【用】（内）成人及び13歳以上の小児：

初日1日量600㎎，2日目1日量1200㎎を

それぞれ3回に分割．3日目以降は，維

持量として1日量1200㎎～ 1800㎎を3

回に分割．1日2400㎎まで．3 ～ 12歳

の幼児及び小児：初日1日量10㎎/

㎏，2日目1日量20㎎/㎏をそれぞれ3

回に分割．3日目以降は維持量とし

て，3 ～ 4歳の幼児には1日量40㎎/

㎏，5 ～ 12歳の幼児及び小児には1日

量25～35㎎/㎏を3回に分割．1日50㎎

/㎏まで．いずれの時期における投与

量についても，成人及び13歳以上の小

児での投与量を超えない

�����������������

（バルプロ酸ナトリウム）Sodium 

valproate

‛デパケンR錠200㎎
Depakene R 200㎎/T  〔協和キリン〕

ラ
〔薬価〕11.80円/T

【効】①各種てんかん（小発作・焦点発

作・精神運動発作ならびに混合発作）

及びてんかんに伴う性格行動障害（不

機嫌・易怒性等）の治療．②躁病及び

躁うつ病の躁状態の治療．③片頭痛発

作の発症抑制

【用】（内）①②1日量400 ～ 1200㎎を1

日1～2回に分割．③1日量400～800㎎

を1日1 ～ 2回に分割，1日量として

1000㎎まで

�����������������

（バルプロ酸ナトリウム）Sodium 

valproate

‛デパケンシロップ5%
Depakene 50㎎/mL  〔協和キリン〕

ラ
〔薬価〕7.70円/mL

【効】①各種てんかん（小発作・焦点発

作・精神運動発作ならびに混合発作）

及びてんかんに伴う性格行動障害（不

機嫌・易怒性等）の治療．②躁病及び

躁うつ病の躁状態の治療．③片頭痛発

作の発症抑制

【用】（内）①②1日量400～1200㎎（本

剤として8～24mL）を1日2～3回に分

割．③1日量400～800㎎（本剤として

8～16mL）を1日2～3回に分割，1日量

として1000㎎（本剤として20mL）まで

�����������������

11307　主にSV2A結合
 

（レベチラセタム）Levetiracetam

‛イーケプラ錠500㎎
E Keppra 500㎎/T  〔大塚〕

ラ
〔薬価〕150.50円/T

【効】てんかん患者の部分発作（二次性

全般化発作を含む）．他の抗てんかん

薬で十分な効果が認められないてんか

ん患者の強直間代発作に対する抗てん

かん薬との併用療法

【用】（内）1日1000㎎を1日2回に分割．

1日3000㎎まで．増量は2週間以上の間

隔をあけて1日用量として1000㎎以下

ずつ．小児：4歳以上の小児：1日20㎎

/㎏を1日2回に分割．1日60㎎/㎏ま

で．増量は2週間以上の間隔をあけて1

日用量として20㎎/㎏以下ずつ行う．

体重50㎏以上の小児：成人と同じ用

法・用量を用いる

�����������������
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114　解熱鎮痛消炎薬
11401　アニリン系薬
 

（アセトアミノフェン）Acetamino-

phen

‛アセリオ静注液1000㎎バッグ
� お

Acelio 1000㎎/100mL/袋  〔テルモ〕

〔薬価〕310.00円/袋

【効】経口製剤及び坐剤の投与が困難な

場合における疼痛及び発熱

【用】（注）次記のとおり本剤を15分か

けて静脈内投与  

〈成人における疼痛〉1回300～1000㎎

を15分かけて静脈内投与し，投与間隔

は4～6時間以上とする．1日総量とし

て4000㎎まで．体重50㎏未満の成人：

1回15㎎/㎏を上限として静脈内投与

し，投与間隔は4 ～ 6時間以上とす

る．1日総量として60㎎/㎏まで．  

〈成人における発熱〉1回300 ～ 500㎎

を15分かけて静脈内投与し，投与間隔

は4～6時間以上とする．1日2回まで

とし，1日最大1500㎎まで．  

〈2歳以上の幼児及び小児における疼痛

及び発熱〉1回10 ～ 15㎎/㎏を15分か

けて静脈内投与し，投与間隔は4～6

時間以上とする．1日総量として60㎎

/㎏まで．成人の用量を超えない．  

〈乳児及び2歳未満の幼児における疼痛

及び発熱〉1回7.5㎎/㎏を15分かけて

静脈内投与し，投与間隔は4～6時間

以上とする．1日総量として30㎎/㎏

まで

�����������������

（アセトアミノフェン）Acetamino-

phen

‛アンヒバ坐剤小児用100㎎
Anhiba 100㎎/個  〔マイランEPD〕

〔薬価〕19.70円/個

‛アンヒバ坐剤小児用200㎎
Anhiba 200㎎/個

〔薬価〕21.90円/個

【効】小児科領域における解熱・鎮痛

【用】（外）乳児・幼児・小児：1回10

～15㎎/㎏を直腸内に挿入．投与間隔

4～6時間以上，1日総量として60㎎/

㎏を限度．成人の用量を超えない

�����������������

（アセトアミノフェン）Acetamino-

phen

‛カロナール細粒20%あ� お
Calonal 200㎎/g  〔あゆみ〕

〔薬価〕7.10円/g

【効】①次記の疾患並びに症状の鎮痛：

頭痛，耳痛，症候性神経痛，腰痛症，

筋肉痛，打撲痛，捻挫痛，月経痛，分

娩後痛，がんによる疼痛，歯痛，歯科

治療後の疼痛，変形性関節症．②次記

疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急

性気管支炎を伴う急性上気道炎を含

む）．③小児科領域における解熱・鎮

痛

【用】（内）①1回300～1000㎎，投与間

隔は4～6時間以上とし，1日総量4000

㎎まで，空腹時投与禁止希望．②1回

300～500㎎を頓用．1日2回まで，1日

1500㎎まで．空腹時投与禁止希望．③

乳児，幼児及び小児：1回10 ～ 15㎎/

㎏．投与間隔は4～6時間以上とし，1

日総量60㎎/㎏まで．成人の用量を超

えない．空腹時投与禁止希望

�����������������

（アセトアミノフェン）Acetamino-

phen

‛カロナール錠200あ�
Calonal 200㎎/T  〔あゆみ〕

〔薬価〕5.90円/T

‛カロナール錠500あ� お
Calonal 500㎎/T
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〔薬価〕7.60円/T

【効】①次記の疾患並びに症状の鎮痛：

頭痛，耳痛，症候性神経痛，腰痛症，

筋肉痛，打撲痛，捻挫痛，月経痛，分

娩後痛，がんによる疼痛，歯痛，歯科

治療後の疼痛，変形性関節症．②次記

疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急

性気管支炎を伴う急性上気道炎を含

む）．③小児科領域における解熱・鎮

痛

【用】（内）①1回300～1000㎎，投与間

隔は4～6時間以上とし，1日総量4000

㎎まで，空腹時投与禁止希望．②1回

300～500㎎を頓用．1日2回まで，1日

1500㎎まで．空腹時投与禁止希望．③

幼児及び小児：1回10 ～ 15㎎/㎏．投

与間隔は4～6時間以上とし，1日総量

60㎎/㎏まで．成人の用量を超えな

い．空腹時投与禁止希望

�����������������

11402　サリチル酸系薬
 

（アスピリン）Aspirin

‛アスピリン「ヨシダ」
Aspirin 1g/g  〔吉田〕

〔薬価〕3.56円/g

【効】①関節リウマチ，リウマチ熱，変

形性関節症，強直性脊椎炎，関節周囲

炎，結合織炎，術後疼痛，歯痛，症候

性神経痛，関節痛，腰痛症，筋肉痛，

捻挫痛，打撲痛，痛風による痛み，頭

痛，月経痛．②次の疾患の解熱・鎮

痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴

う急性上気道炎を含む）．③川崎病

（川崎病による心血管後遺症を含む）

【用】（内）①1回0.5 ～ 1.5g，1日1.0 ～

4.5g，1日4.5gまで．②1回0.5 ～ 1.5g

を頓用，1日2回まで，1日4.5gまで．

空腹時の投与は避けさせることが望ま

しい．③急性期有熱期間：1日30～50

㎎/㎏を3回に分割．解熱後の回復期

から慢性期：1日3～5㎎/㎏を1回

�����������������

11403　アントラニル系薬
 

（メフェナム酸）Mefenamic acid

‛ポンタールカプセル250㎎
Pontal 250㎎/cap  〔第一三共〕

リ
〔薬価〕7.80円/cap

【効】①手術後及び外傷後の炎症及び腫

脹の緩解．②次記疾患の消炎，鎮痛，

解熱：変形性関節症，腰痛症，症候性

神経痛，頭痛（他剤が無効な場合），

副鼻腔炎，月経痛，分娩後疼痛，歯

痛．③次記疾患の解熱・鎮痛：急性上

気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気

道炎を含む）

【用】（内）①②1回500㎎，その後6時間

毎に1回250㎎．空腹時の投与禁止希

望．③1回500㎎を頓用．原則1日2回ま

でとし，1日1500㎎まで．空腹時の投

与禁止希望

�����������������

（メフェナム酸）Mefenamic acid

‛ポンタールシロップ3.25%
Pontal 32.5㎎/mL  〔第一三共〕

リ
〔薬価〕6.50円/mL

【効】次記疾患の解熱・鎮痛：急性上気

道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道

炎を含む）

【用】（内）小児：1回6.5㎎/㎏（本剤と

して0.2mL/㎏）を頓用．1日2回まで．

空腹時の投与禁止希望

�����������������
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11404　フェニル酢酸系薬
 

（ジクロフェナクナトリウム）

Diclofenac sodium

‛ジクトルテープ75㎎（試）
Zicthoru 75㎎/枚  〔久光〕

ラ
〔薬価〕155.80円/枚

【効】①各種がんにおける鎮痛．②腰痛

症，肩関節周囲炎，頸肩腕症候群及び

腱鞘炎における鎮痛・消炎

【用】（外）①1日1回，2枚を胸部，腹

部，上腕部，背部，腰部又は大腿部に

貼付し，1日（約24時間）毎に貼り替

える．症状や状態により1日3枚に増量

可．②1日1回，1枚又は2枚を胸部，腹

部，上腕部，背部，腰部又は大腿部に

貼付し，1日（約24時間）毎に貼り替

える

�����������������

（ジクロフェナクナトリウム）

Diclofenac sodium

‛ボルタレン錠25㎎� お
Voltaren 25㎎/T  〔ノバルティス〕

ラ
〔薬価〕9.20円/T

【効】①次記の疾患並びに症状の鎮痛・

消炎：関節リウマチ，変形性関節症，

変形性脊椎症，腰痛症，腱鞘炎，頸肩

腕症候群，神経痛，後陣痛，骨盤内炎

症，月経困難症，膀胱炎，前眼部炎

症，歯痛．②手術並びに抜歯後の鎮

痛・消炎．③次記疾患の解熱・鎮痛：

急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急

性上気道炎を含む）

【用】（内）①②1日量75 ～ 100㎎とし3

回に分割．頓用する場合には25 ～ 50

㎎．空腹時の投与は避けさせることが

望ましい．③1回量25～50㎎を頓用．

1日2回までとし，1日100㎎まで．空腹

時の投与は避けさせることが望ましい

�����������������

（ジクロフェナクナトリウム）

Diclofenac sodium

‛ボルタレンSRカプセル
37.5㎎� お

Voltaren SR 37.5㎎/cap 

 〔ノバルティス〕

ラ
〔薬価〕11.60円/cap

【効】次記の疾患ならびに症状の消炎・

鎮痛：関節リウマチ，変形性関節症，

腰痛症，肩関節周囲炎，頸肩腕症候群

【用】（内）1回37.5㎎を1日2回食後

�����������������

（ジクロフェナクナトリウム）

Diclofenac sodium

‛ボルタレンサポ25㎎� お
Voltaren 25㎎/個  〔ノバルティス〕

ラ
〔薬価〕31.90円/個

‛ボルタレンサポ50㎎� お
Voltaren 50㎎/個

ラ
〔薬価〕36.70円/個

【効】①次記の疾患並びに症状の鎮痛・

消炎：関節リウマチ，変形性関節症，

腰痛症，後陣痛．②手術後の鎮痛・消

炎．③他の解熱剤では効果が期待でき

ないか，あるいは，他の解熱剤の投与

が不可能な場合の急性上気道炎（急性

気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）

の緊急解熱

【用】（外）1回25～50㎎を1日1～2回，

直腸内に挿入するが，年齢，症状に応

じ低用量投与が望ましい．低体温によ

るショックを起こすことがあるので，

高齢者に投与する場合には少量から開

始．小児：1回0.5～1.0㎎/㎏を1日1～

2回，直腸内に挿入．年齢，症状に応
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じ低用量投与が望ましい．低体温によ

るショックを起こすことがあるので，

少量から開始．年齢別投与量の目安は

1回量として次記のとおり．1歳以上3

歳未満：6.25㎎．3歳以上6歳未満：

6.25㎎～ 12.5㎎．6歳以上9歳未満：

12.5㎎．9歳以上12歳未満：12.5㎎～

25㎎

�����������������

11406　プロピオン酸系薬
 

（ケトプロフェン）Ketoprofen

‛カピステン筋注50㎎ お
Capisten 50㎎/A  〔キッセイ〕

〔薬価〕114.00円/A

【効】①次記の疾患ならびに状態におけ

る鎮痛・消炎：術後，外傷，各種癌，

痛風発作，症候性神経痛．②緊急に解

熱を必要とする場合

【用】（注）①1回50㎎を殿部筋肉内に，

必要に応じて1日1～2回反復．②1回

50㎎を1日1～2回殿部筋肉内に

�����������������

（フルルビプロフェンアキセチル）

Flurbiprofen axetil

‛ロピオン静注50㎎� お
Ropion 50㎎/5mL/A  〔科研〕

〔薬価〕203.00円/A

【効】次記疾患並びに状態における鎮

痛：術後，各種癌

【用】（注）1回50㎎をできるだけゆっく

り静注．必要に応じて反復投与．本剤

の使用は経口投与が不可能な場合又は

効果が不十分な場合とする

�����������������

（ロキソプロフェンナトリウム水和物）

Loxoprofen sodium hydrate

‛ロキソプロフェン錠60㎎
「EMEC」あ�

Loxoprofen 60㎎/T  〔日医工〕

〔薬価〕9.80円/T

〔先発品〕ロキソニン錠60㎎

【効】①次記疾患並びに症状の消炎・鎮

痛：関節リウマチ，変形性関節症，腰

痛症，肩関節周囲炎，頸肩腕症候群，

歯痛．②手術後，外傷後並びに抜歯後

の鎮痛・消炎．③次記疾患の解熱・鎮

痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴

う急性上気道炎を含む）

【用】（内）①②1回60㎎，1日3回．頓用

の場合は，1回60～120㎎．③1回60㎎

を頓用．1日2回までとし，1日180㎎ま

で．それぞれ空腹時の投与禁止希望

�����������������

11408　コキシブ系薬
 

（セレコキシブ）Celecoxib

‛セレコックス錠100㎎� お
Celecox 100㎎/T  〔アステラス〕

リ
〔薬価〕38.90円/T

【効】次記疾患並びに症状の消炎・鎮

痛：①関節リウマチ，②変形性関節

症，腰痛症，肩関節周囲炎，頸肩腕症

候群，腱・腱鞘炎，③手術後，外傷後

並びに抜歯後

【用】（内） ① 1 回 100 ～ 200 ㎎ を 1 日 2

回，朝・夕食後．②1回100㎎を1日2

回，朝・夕食後．③初回のみ400㎎，2

回目以降は1回200㎎として1日2回．投

与間隔は6時間以上あけること．頓用

の場合は，初回のみ400㎎，以降は200

㎎を6時間以上あける．1日2回まで

�����������������

11410　ピラゾロン系薬（ピリン
系）

 

‛SG配合顆粒
SG 1g/包（配合剤）  〔塩野義〕

ラ
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〔薬価〕9.40円/g

1g中： 

イソプロピルアンチピリン 150㎎ 

アセトアミノフェン 250㎎ 

アリルイソプロピルアセチル尿素

 60㎎ 

無水カフェイン 50㎎

【効】感冒の解熱，耳痛，咽喉痛，月経

痛，頭痛，歯痛，症候性神経痛，外傷

痛

【用】（内）1回1g（分包品1包）を1日3

～4回．頓用の場合には，1～2g（分

包品1～2包），追加するときは少なく

とも4時間以上経過後．1日4g（分包

品4包）まで
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11411　オピオイド（非麻薬）
 

（トラマドール塩酸塩）Tramadol 

hydrochloride

‛ツートラム錠50㎎（試）� お
Twotram 50㎎/T  〔日本臓器〕

ラ
〔薬価〕58.50円/T

【効】非オピオイド鎮痛剤で治療困難な

次記における鎮痛：慢性疼痛，疼痛を

伴う各種がん

【用】（内）1日100 ～ 300㎎を2回に分

割．1回200㎎，1日400㎎まで

�����������������

（トラマドール塩酸塩）Tramadol 

hydrochloride

‛トラマールOD錠25㎎� お
Tramal OD 25㎎/T  〔日本新薬〕

ラ
〔薬価〕30.20円/T

【効】非オピオイド鎮痛剤で治療困難な

次記疾患における鎮痛：疼痛を伴う各

種癌，慢性疼痛

【用】（内）1日100 ～ 300㎎を4回に分

割．1回100㎎，1日400㎎まで
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（トラマドール塩酸塩）Tramadol 

hydrochloride

‛ワントラム錠100㎎� お
Onetram 100㎎/T  〔日本新薬〕

ラ
〔薬価〕93.60円/T

【効】非オピオイド鎮痛剤で治療困難な

次記疾患における鎮痛：疼痛を伴う各

種癌，慢性疼痛

【用】（内）1日100 ～ 300㎎を1回．1日

400㎎まで

�����������������

（ブプレノルフィン）Buprenorphine

‛ノルスパンテープ5㎎� おろ
Norspan 5㎎/枚  〔ムンディ〕

ラ
〔薬価〕1,579.40円/枚

【効】非オピオイド鎮痛剤で治療困難な

次記疾患に伴う慢性疼痛における鎮

痛：変形性関節症，腰痛症

【用】（外）前胸部，上背部，上腕外部

又は側胸部に貼付し，7日毎に貼り替

えて使用．初回貼付用量は5㎎．20㎎

まで

【投与制限日数】14日
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（ブプレノルフィン塩酸塩）Bu-

prenorphine hydrochloride

‛レペタン坐剤0.2㎎� おろ
Lepetan 0.2㎎/個  〔大塚〕

ラ
〔薬価〕141.90円/個

【効】次記疾患並びに状態における鎮

痛：①術後．②各種癌

【用】（外）①1回0.4㎎を直腸内に．必

要に応じて約8～12時間ごとに反復投

与．術直後の激しい疼痛には注射剤を

投与し，その後，必要に応じて坐剤を
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投与．②1回0.2㎎又は0.4㎎を直腸内

に．その後，約8～12時間ごとに反復

投与．低用量より開始することが望ま

しい

【投与制限日数】14日
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（ブプレノルフィン塩酸塩）Bu-

prenorphine hydrochloride

‛レペタン注0.2㎎ おろ
Lepetan 0.2㎎/1mL/A  〔大塚〕

ラ
〔薬価〕118.00円/A

【効】①次記疾患並びに状態における鎮

痛：（1）術後，各種癌．（2）心筋梗塞

症．②麻酔補助

【用】（注）①（1）1回0.2㎎～0.3㎎（4

μg/㎏～ 6μg/㎏）を筋注．初回量は

0.2㎎とすることが望ましい．約6～8

時間ごとに反復注射．（2）1回0.2㎎を

徐々に静注．②0.2㎎～0.4㎎（4μg/㎏

～ 8μg/㎏）を麻酔導入時に徐々に静

注

【投与制限日数】30日
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（ペンタゾシン）Pentazocine

‛ソセゴン注射液15㎎� おろ
Sosegon 15㎎/1mL/A  〔丸石〕

ラ
〔薬価〕59.00円/A

【効】①次記疾患並びに状態における鎮

痛：各種癌，術後，心筋梗塞，胃・

十二指腸潰瘍，腎・尿路結石，閉塞性

動脈炎，胃・尿管・膀胱検査器具使用

時．②麻酔前投薬及び麻酔補助

【用】（注）①1回15㎎を筋注又は皮下

注，その後，必要に応じて，3 ～ 4時

間 毎 に 反 復 注 射． ② 30 ～ 60 ㎎ を 筋

注，皮下注，静注

�����������������

‛トラムセット配合錠� お
Tramcet 配合剤  〔ヤンセン〕

ラ
〔薬価〕41.70円/T

1錠中： 

トラマドール塩酸塩 37.5㎎ 

アセトアミノフェン 325㎎

【効】非オピオイド鎮痛剤で治療困難な

次記疾患における鎮痛：①非がん性慢

性疼痛．②抜歯後の疼痛

【用】（内）①1回1錠，1日4回．投与間

隔は4時間以上空ける．1回2錠，1日8

錠まで．空腹時の投与禁止希望．②1

回2錠．追加投与の場合は，投与間隔

を4時間以上空ける．1回2錠，1日8錠

まで．空腹時の投与禁止希望
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11412　神経障害性疼痛緩和薬
 

（プレガバリン）Pregabalin

‛リリカOD錠25㎎
Lyrica 25㎎/T  〔ファイザー〕

ラ
〔薬価〕45.20円/T

‛リリカOD錠75㎎
Lyrica 75㎎/T

ラ
〔薬価〕75.00円/T

【効】①神経障害性疼痛．②線維筋痛症

に伴う疼痛

【用】（内）①初期用量として1日150㎎

を1日2回に分割し，その後1週間以上

かけて1日用量として300㎎まで漸増．

1日最高用量は600㎎を超えない，いず

れも1日2回に分割．②初期用量として

1日150㎎を1日2回に分割し，その後1

週間以上かけて1日用量として300㎎ま

で漸増した後，300～450㎎で維持．1

日最高用量は450㎎を超えない，いず

れも1日2回に分割
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（ミロガバリンベシル酸塩）Miro-

gabalin besylate

‛タリージェ錠2.5㎎
Tarlige 2.5㎎/T  〔第一三共〕

ラ
〔薬価〕72.90円/T

‛タリージェ錠5㎎
Tarlige 5㎎/T

ラ
〔薬価〕100.40円/T

【効】神経障害性疼痛

【用】（内）初期用量1回5㎎を1日2回，

その後1回用量として5㎎ずつ1週間以

上の間隔をあけて漸増し，1回15㎎を1

日2回
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11413　鎮痛補助薬（生物組織抽出
物）

 

（ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮

膚抽出液）An extract from inflam-

matory rabbit skin inoculated by 

vaccinia virus

‛ノイロトロピン錠4単位
Neurotropin 4単位/T  〔日本臓器〕

〔薬価〕28.90円/T

1錠中： 

ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮

膚抽出液 4.0ノイロトロピン単位含

有

【効】帯状疱疹後神経痛，腰痛症，頸肩

腕症候群，肩関節周囲炎，変形性関節

症

【用】（内）1日4錠を朝夕2回に分割
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（ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮

膚抽出液）An extract from inflam-

matory rabbit skin inoculated by 

vaccinia virus

‛ノイロトロピン注射液3.6単位
� け

Neurotropin 3.6単位/3mL/A 

 〔日本臓器〕

〔薬価〕160.00円/A

1管（3mL）中： 

ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮

膚抽出液 3.6ノイロトロピン単位

【効】①腰痛症，頸肩腕症候群，症候性

神経痛，皮膚疾患（湿疹・皮膚炎，蕁

麻疹）に伴うそう痒，アレルギー性鼻

炎．②スモン（SMON）後遺症状の

冷感・異常知覚・痛み

【用】（注）①1日1回ノイロトロピン単

位として，3.6単位（1管）を静注，筋

注，皮下注．②1日1回ノイロトロピン

単位として，7.2単位（2管）を静注
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11414　その他の解熱鎮痛消炎薬
 

‛PL配合顆粒� お
PL 1g/包（配合剤）  〔塩野義〕

ラ
〔薬価〕6.50円/g

1g中： 

サリチルアミド 270㎎ 

アセトアミノフェン 150㎎ 

無水カフェイン 60㎎ 

プロメタジンメチレンジサリチル酸

塩 13.5㎎

【効】感冒若しくは上気道炎に伴う次記

症状の改善及び緩和：鼻汁，鼻閉，

咽・喉頭痛，頭痛，関節痛，筋肉痛，

発熱

【用】（内）1回1gを1日4回

�����������������
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115　抗パーキンソン薬
11501　ドパミン遊離促進薬
 

（アマンタジン塩酸塩）Amantadine 

hydrochloride

‛シンメトレル錠50㎎
Symmetrel 50㎎/T  〔田辺三菱〕

ラ
〔薬価〕11.40円/T

【効】①パーキンソン症候群．②脳梗塞

後遺症に伴う意欲・自発性低下の改

善．③A型インフルエンザウイルス感

染症

【用】（内）①初期量1日100㎎を1～2回

に分割し，1週間後に維持量として1日

200㎎を2回に分割．1日300㎎3回分割

まで．②1日100～150㎎を2～3回に分

割．③1日100㎎を1 ～ 2回に分割．高

齢者及び腎障害のある患者では1日100

㎎まで
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11502　抗コリン薬
 

（トリヘキシフェニジル塩酸塩）

Trihexyphenidyl hydrochloride

‛アーテン錠（2㎎）
Artane 2㎎/T  〔ファイザー〕

ラ
〔薬価〕8.80円/T

【効】①向精神薬投与によるパーキンソ

ニズム・ジスキネジア（遅発性を除

く）・アカシジア．②特発性パーキン

ソニズム及びその他のパーキンソニズ

ム（脳炎後，動脈硬化性）

【用】（内）①1日量2～10㎎を3～4回に

分割．②第1日目1㎎，第2日目2㎎，以

後1日につき2㎎ずつ増量し，1日量6

～10㎎を維持量として3～4回に分割
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（ビペリデン塩酸塩）Biperiden 

hydrochloride

‛アキネトン錠1㎎
Akineton 1㎎/T  〔大日本住友〕

ラ
〔薬価〕5.70円/T

【効】①特発性パーキンソニズム．②そ

の他のパーキンソニズム（脳炎後，動

脈硬化性，中毒性）．③向精神薬投与

によるパーキンソニズム・ジスキネジ

ア（遅発性を除く）・アカシジア

【用】（内）1回1㎎1日2回から開始，そ

の後漸増し1日3～6㎎を分割
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11503　レボドパ含有製剤
 

（レボドパ）Levodopa

‛ドパストン静注25㎎
Dopaston 25㎎/10mL/A  〔大原〕

ラ
〔薬価〕141.00円/A

【効】パーキンソン病，パーキンソン症

候群

【用】（注）1日量25～50㎎を1～2回に

分割し，そのままゆっくり静注又は生

理食塩液もしくはブドウ糖注射液など

に希釈して点滴静注
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‛レプリントン配合錠L100あ�
Leprinton 配合剤  〔ファイザー〕

ラ
〔薬価〕9.40円/T

〔先発品〕ネオドパストン配合錠L100 

メネシット配合錠100

1錠中： 

レボドパ 100㎎ 

カルビドパ水和物 10.8㎎ 

（無水カルビドパとして10㎎）

【効】パーキンソン病，パーキンソン症

候群
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【用】（内）①レボドパ未服用患者：レ

ボドパ量として1回100 ～ 125㎎，1日

100 ～ 300㎎よりはじめ，毎日又は隔

日にレボドパ量として100 ～ 125㎎宛

増量し，最適量を定め維持量（標準維

持量：レボドパ量として1回200～250

㎎，1日3回）とする．レボドパ量とし

て1日1500㎎まで．②レボドパ既服用

患者：レボドパ単味製剤の服用後，少

なくとも8時間の間隔をおいてから，

レボドパ1日維持量の約1/5量に相当

するレボドパ量を目安として初回量を

きめ，1日3回に分割．以後，適宜増減

して最適量を定め維持量（標準維持

量：レボドパ量として1回200 ～ 250

㎎，1日3回）とする．レボドパ量とし

て1日1500㎎まで

�����������������

11504　ドパミン受容体刺激（作
動）薬（アゴニスト）

 

（カベルゴリン）Cabergoline

‛カバサール錠0.25㎎� お
Cabaser 0.25㎎/T  〔ファイザー〕

ラ
〔薬価〕51.10円/T

【効】①パーキンソン病．②乳汁漏出

症，高プロラクチン血性排卵障害，高

プロラクチン血性下垂体腺腫（外科的

処置を必要としない場合に限る）．③

産褥性乳汁分泌抑制．④生殖補助医療

に伴う卵巣過剰刺激症候群の発症抑制

【用】（内）①1日量0.25㎎から始め，2

週目には1日量を0.5㎎とし，以後経過

を観察しながら，1週間毎に1日量とし

て0.5㎎ずつ増量し，維持量定める．1

日3㎎まで．いずれの投与量の場合も1

日1回朝食後．②1週1回（同一曜日）

就寝前とし，1回量0.25㎎から始め，

以後臨床症状を観察しながら，少なく

とも2週間以上の間隔で1回量を0.25㎎

ずつ増量し，維持量（標準1回量0.25

～0.75㎎）を定める．1回量の上限は

1.0㎎．③1.0㎎を胎児娩出後に1回の

み食後．④1日1回0.5㎎を最終的な卵

胞成熟の誘発日又は採卵日から7～8

日間，就寝前に投与

�����������������

（プラミペキソール塩酸塩水和物）

Pramipexole hydrochloride hydrate

‛ビ・シフロール錠0.125㎎� お
BI sifrol 0.125㎎/T 

 〔日本ベーリンガー〕

ラ
〔薬価〕29.90円/T

【効】①パーキンソン病．②中等度から

高度の特発性レストレスレッグス症候

群（下肢静止不能症候群）

【用】（内）①1日量0.25㎎からはじめ，

2週目に1日量を0.5㎎とし，以後経過

を観察しながら，1週間毎に1日量とし

て0.5㎎ずつ増量し，維持量（標準1日

量1.5～4.5㎎）を定める．1日量が1.5

㎎未満の場合は2回に分割して朝夕食

後に，1.5㎎以上の場合は3回に分割し

て毎食後．1日量は4.5㎎まで．②0.25

㎎を1日1回就寝2 ～ 3時間前に．1日

0.125㎎より開始し，1日0.75㎎まで．

増量は1週間以上の間隔をあけて
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（プラミペキソール塩酸塩水和物）

Pramipexole hydrochloride hydrate

‛ミラペックスLA錠0.375㎎ お
Mirapex-LA 0.375㎎/T 

 〔日本ベーリンガー〕

ラ
〔薬価〕87.10円/T

【効】パーキンソン病

【用】（内）1日量0.375㎎1日1回食後か

らはじめ，2週目に1日量を0.75㎎と
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し，以後経過を観察しながら，1週間

毎に1日量として0.75㎎ずつ増量し，

維持量（標準1日量1.5～4.5㎎1日1回

食後）を定める．1日量は4.5㎎まで

�����������������

（ロチゴチン）Rotigotine

‛ニュープロパッチ4.5㎎� お
Neupro 4.5㎎/枚  〔大塚〕

ラ
〔薬価〕367.70円/枚

【効】①パーキンソン病．②中等度から

高度の特発性レストレスレッグス症候

群（下肢静止不能症候群）

【用】（外）①1日1回4.5㎎/日からはじ

め，以後経過を観察しながら1週間毎

に1日量として4.5㎎ずつ増量し維持量

（標準1日量9㎎～ 36㎎）を定める．1

日量は36㎎まで．肩，上腕部，腹部，

側腹部，臀部，大腿部のいずれかの正

常な皮膚に貼付し，24時間毎に貼り替

える．②1日1回2.25㎎/日からはじ

め，以後経過を観察しながら1週間以

上の間隔をあけて1日量として2.25㎎

ずつ増量し維持量（標準1日量4.5㎎～

6.75㎎）を定める．1日量は6.75㎎ま

で．肩，上腕部，腹部，側腹部，臀

部，大腿部のいずれかの正常な皮膚に

貼付し，24時間毎に貼り替える
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（ロチゴチン）Rotigotine

‛ニュープロパッチ9㎎� お
Neupro 9㎎/枚  〔大塚〕

ラ
〔薬価〕563.70円/枚

【効】パーキンソン病

【用】（外）1 日 1 回 4.5 ㎎/日 か ら は じ

め，以後経過を観察しながら1週間毎

に1日量として4.5㎎ずつ増量し維持量

（標準1日量9㎎～ 36㎎）を定める．1

日量は36㎎まで．肩，上腕部，腹部，

側腹部，臀部，大腿部のいずれかの正

常な皮膚に貼付し，24時間毎に貼り替

える
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（ロピニロール塩酸塩）Ropinirole 

hydochloride

‛レキップCR錠2㎎� お
ReQuip CR 2㎎/T 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

ラ
〔薬価〕169.20円/T

【効】パーキンソン病

【用】（内）1日1回2㎎から始め，2週目

に4㎎/日とする．以後経過観察しな

がら，必要に応じ，2㎎/日ずつ1週間

以上の間隔で増量．いずれの投与量の

場合も1日1回．1日量16㎎まで
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11505　レボドパ賦活剤
 

（ゾニサミド）Zonisamide

‛トレリーフOD錠25㎎� お
Trerief OD 25㎎/T  〔大日本住友〕

ラ
〔薬価〕966.10円/T

【効】①パーキンソン病（レボドパ含有

製剤に他の抗パーキンソン病薬を使用

しても十分に効果が得られなかった場

合）．②レビー小体型認知症に伴う

パーキンソニズム（レボドパ含有製剤

を使用してもパーキンソニズムが残存

する場合）

【用】（内）レボドパ含有製剤と併用．

①1日1回25㎎．パーキンソン病におけ

る症状の日内変動（wearing-off現象）

の改善には，1日1回50㎎．②1日1回25

㎎

�����������������
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11506　ノルアドレナリン前駆物質
 

（ドロキシドパ）Droxidopa

‛ドプスOD錠100㎎
Dops OD 100㎎/T  〔大日本住友〕

〔薬価〕44.90円/T

【効】①パーキンソン病（Yahr重症度

ステージIII）におけるすくみ足，立

ちくらみの改善．②次記疾患における

起立性低血圧，失神，立ちくらみの改

善：シャイドレーガー症候群，家族性

アミロイドポリニューロパチー．③起

立性低血圧を伴う血液透析患者におけ

る次記症状の改善：めまい・ふらつ

き・立ちくらみ，倦怠感，脱力感

【用】（内）①1日量100㎎，1日1回より

始め，隔日に100㎎ずつ増量，最適量

を定め維持量とする（標準維持量は1

日600㎎，1日3回分割）．1日900㎎ま

で．②1日量200～300㎎を2～3回に分

割より始め，数日から1週間毎に1日量

100㎎ずつ増量，最適量を定め維持量

とする（標準維持量は1日300 ～ 600

㎎，1日3回分割）．1日900㎎まで．③1

回量200～400㎎を透析開始30分から1

時間前．1回量は400㎎まで

�����������������

11507　モノアミン酸化酵素
（MAO-B）阻害薬

 

（サフィナミドメシル酸塩）Safin-

amide mesilate

‛エクフィナ錠50㎎� お
Equfina 50㎎/T  〔エーザイ〕

ラ
〔薬価〕930.90円/T

【効】レボドパ含有製剤で治療中のパー

キンソン病におけるwearing off現象

の改善

【用】（内）レボドパ含有製剤と併用．

50㎎を1日1回．症状に応じて100㎎を1

日1回投与可
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（セレギリン塩酸塩）Selegiline 

hydrochloride

‛エフピーOD錠2.5� おき
FP OD 2.5㎎/T  〔エフピー〕

ラ
〔薬価〕283.70円/T

【効】パーキンソン病（レボドパ含有製

剤を併用する場合：Yahr重症度ス

テージI ～ IV，レボドパ含有製剤を

併用しない場合：Yahr重症度ステー

ジI ～ III）

【用】（内）レボドパ含有製剤と併用：1

日1回2.5㎎を朝食後服用から始め，2

週ごとに1日量として2.5㎎ずつ増量

し，最適量を定めて，維持量とする

（標準維持量1日7.5㎎）．1日量が5.0㎎

以上の場合は朝食及び昼食後に分服．

7.5㎎の場合は朝食後5.0㎎及び昼食後

2.5㎎．1日10㎎まで．レボドパ含有製

剤を併用しない場合：1日1回2.5㎎を

朝食後服用から始め，2週ごとに1日量

として2.5㎎ずつ増量し1日10㎎とす

る．1日量が5.0㎎以上の場合は朝食及

び昼食後に分服．7.5㎎の場合は朝食

後5.0㎎及び昼食後2.5㎎．1日10㎎ま

で

�����������������

（ラサギリンメシル酸塩）Rasagiline 

mesilate

‛アジレクト錠1㎎� お
Azilect 1㎎/T  〔武田〕

ラ
〔薬価〕953.80円/T

【効】パーキンソン病

【用】（内）1㎎を1日1回

�����������������
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116　精神神経用薬
11601　フェノチアジン系抗精神病

薬
 

（クロルプロマジン塩酸塩）Chlor-

promazine hydrochloride

‛コントミン筋注10㎎ お
Contomin 10㎎/2mL/A  〔田辺三菱〕

ラ
〔薬価〕94.00円/A

【効】統合失調症，躁病，神経症におけ

る不安・緊張・抑うつ，悪心・嘔吐，

吃逆，破傷風に伴う痙攣，麻酔前投

薬，人工冬眠，催眠・鎮静・鎮痛剤の

効力増強

【用】（注）1回10～50㎎を緩徐に筋注

�����������������

（クロルプロマジン塩酸塩）Chlor-

promazine hydrochloride

‛コントミン糖衣錠12.5㎎
Contomin 12.5㎎/T  〔田辺三菱〕

ラ
〔薬価〕9.40円/T

【効】統合失調症，躁病，神経症におけ

る不安・緊張・抑うつ，悪心・嘔吐，

吃逆，破傷風に伴う痙攣，麻酔前投

薬，人工冬眠，催眠・鎮静・鎮痛剤の

効力増強

【用】（内）1日30～100㎎を分割．精神

科領域において用いる場合には，1日

50～450㎎を分割
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（プロクロルペラジンマレイン酸塩）

Prochlorperazine maleate

‛ノバミン錠5㎎
Novamin 5㎎/T  〔共和〕

ラ
〔薬価〕9.80円/T

【効】統合失調症，術前・術後等の悪

心・嘔吐

【用】（内）1日5～20㎎を分割．精神科

領域において用いる場合には，1日15

～45㎎を分割．（参考）幼児・小児：

1回2.5㎎を1日1～3回．体重15㎏以下

では1日量が7.5㎎を超えないよう注

意．生後6か月未満の乳児への使用は

避ける
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（プロクロルペラジンメシル酸塩）

Prochlorperazine mesilate

‛ノバミン筋注5㎎
Novamin 5㎎/1mL/A  〔共和〕

ラ
〔薬価〕59.00円/A

【効】術前・術後等の悪心・嘔吐

【用】（注）1日1回5㎎を筋注．（参考）

小児：0.1㎎/㎏を筋注．生後6か月未

満の乳児への使用は避けることが望ま

しい
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（レボメプロマジンマレイン酸塩）

Levomepromazine maleate

‛ヒルナミン細粒10%� お
Hirnamin 100㎎/g  〔共和〕

ラ
〔薬価〕11.80円/g

【効】統合失調症，躁病，うつ病におけ

る不安・緊張

【用】（内）1日25～200㎎を分割
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11602　ブチロフェノン系抗精神病
薬

 

（ハロペリドール）Haloperidol

‛ハロペリドール細粒1%「ヨシ
トミ」あ� お

Haloperidol 10㎎/g  〔田辺三菱〕

ラ
〔薬価〕12.30円/g

〔先発品〕セレネース細粒1%

26

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1171400
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1171001
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1172010
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1172404
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1172014
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1179020
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1179020


－27－

11

11　中枢神経系用薬

‛ハロペリドール錠0.75㎎「ヨシ
トミ」あ� お

Haloperidol 0.75㎎/錠

ラ
〔薬価〕6.00円/T

〔先発品〕セレネース錠0.75㎎

【効】統合失調症，躁病

【用】（内）1日0.75～2.25㎎から始め，

徐々に増量．維持量として1日3～6㎎
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（ハロペリドール）Haloperidol

‛ハロペリドール注5㎎「ヨシト
ミ」あ� お

Haloperidol 5㎎/A  〔田辺三菱〕

ラ
〔薬価〕57.00円/A

〔先発品〕セレネース注5㎎

【効】統合失調症，躁病

【用】（注）急激な精神運動興奮等で緊

急を要する場合に用いる．1回5㎎を1

日1～2回静注又は筋注
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11603　ベンザミド系抗精神病薬
 

（スルピリド）Sulpiride

‛スルピリド錠50㎎「サワイ」
あ�

Sulpiride 50㎎/T  〔沢井〕

ラ
〔薬価〕6.40円/T

〔先発品〕ドグマチール錠50㎎

【効】①胃・十二指腸潰瘍．②統合失調

症．③うつ病・うつ状態

【用】（内）①1日150㎎を3回に分割．②

1日300 ～ 600㎎を分割．1日1200㎎ま

で．③1日150～300㎎を分割．1日600

㎎まで
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（チアプリド塩酸塩）Tiapride 

hydrochloride

‛チアプリド錠25㎎「サワイ」
あ�

Tiapride 25㎎/T  〔沢井〕

ラ
〔薬価〕7.90円/T

〔先発品〕グラマリール錠25㎎

【効】①脳梗塞後遺症に伴う攻撃的行

為，精神興奮，徘徊，せん妄の改善．

②特発性ジスキネジア及びパーキンソ

ニズムに伴うジスキネジア

【用】（内）1日75㎎～ 150㎎を3回に分

割．パーキンソニズムに伴うジスキネ

ジアの患者では，1日1回，25㎎から開

始することが望ましい
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11604　セロトニン・ドパミン遮断
薬（SDA）

 

（リスペリドン）Risperidone

‛リスパダール錠1㎎� お
Risperdal 1㎎/T  〔ヤンセン〕

ラ
〔薬価〕18.80円/T

‛リスペリドン内用液1㎎/mL
「ヨシトミ」あ� お

Risperidone 0.5㎎/0.5mL包 

 〔田辺三菱〕

ラ
〔薬価〕36.20円/mL

〔先発品〕リスパダール内用液1㎎/mL

【効】①統合失調症．②小児期の自閉ス

ペクトラム症に伴う易刺激性

【用】（内）①1回1㎎1日2回より始め，

徐々に増量．維持量は1日2～6㎎を原

則として1日2回に分割．1日量は12㎎

まで．②体重15㎏以上20㎏未満の患

者：1日1回0.25㎎より開始し，4日目

より1日0.5㎎を1日2回に分けて経口投
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与．増量する場合は1週間以上の間隔

をあけて1日量として0.25㎎ずつ増

量．1日量は1㎎を超えない．体重20㎏

以上の患者：1日1回0.5㎎より開始

し，4日目より1日1㎎を1日2回に分け

て経口投与．増量する場合は1週間以

上の間隔をあけて1日量として0.5㎎ず

つ増量．1日量は，体重20㎏以上45㎏

未満の場合は2.5㎎，45㎏以上の場合

は3㎎を超えない
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11605　多元受容体作用抗精神病薬
（MARTA）

 

（オランザピン）Olanzapine

‛ジプレキサ錠5㎎� お
Zyprexa 5㎎/T  〔日本イーライリリー〕

ラ
〔薬価〕132.50円/T

【効】①統合失調症．②双極性障害にお

ける躁症状及びうつ症状の改善．③抗

悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に

伴う消化器症状（悪心，嘔吐）

【用】（内）①5 ～ 10㎎を1日1回より開

始．維持量として1日1回10㎎．1日量

は20㎎まで．②双極性障害における躁

症状の改善：10㎎を1日1回より開始．

1日量は20㎎まで．双極性障害におけ

るうつ症状の改善：5㎎を1日1回より

開始，その後1日1回10㎎に増量．いず

れも就寝前に投与．1日量は20㎎ま

で．③他の制吐剤との併用において，

5㎎を1日1回．1日量は10㎎を超えない
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（クエチアピンフマル酸塩）Quetiap-

ine fumarate

‛セロクエル25㎎錠� お
Seroquel 25㎎/錠  〔アステラス〕

ラ
〔薬価〕25.10円/T

【効】統合失調症

【用】（内）1回25㎎，1日2又は3回より

開始し，徐々に増量．1日量は150 ～

600㎎とし，2又は3回に分割．1日量と

して750㎎まで
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11606　ドパミン受容体部分作動薬
（DPA）

 

（アリピプラゾール）Aripiprazole

‛エビリファイ錠3㎎� お
Abilify 3㎎/T  〔大塚〕

ラ
〔薬価〕50.00円/T

【効】①統合失調症．②双極性障害にお

ける躁症状の改善．③うつ病・うつ状

態（既存治療で十分な効果が認められ

ない場合に限る）．④小児期の自閉ス

ペクトラム症に伴う易刺激性

【用】（内）①1日6～12㎎を開始用量，

1日6～24㎎を維持用量とし，1回又は

2回に分割．1日30㎎まで．②12 ～ 24

㎎を1日1回．開始用量は24㎎とし，1

日30㎎まで．③3㎎を1日1回．増量幅

は1日量として3㎎とし，1日量は15㎎

まで．④1日1㎎を開始用量，1日1 ～

15㎎を維持用量とし，1日1回．増量幅

は1日量として最大3㎎とし，1日量は

15㎎まで
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11607　三環系抗うつ薬
 

（アミトリプチリン塩酸塩）Amitrip-

tyline hydrochloride

‛トリプタノール錠10
Tryptanol 10㎎/T  〔日医工〕

ラ
〔薬価〕9.80円/T

【効】①精神科領域におけるうつ病・う

つ状態．②夜尿症．③末梢性神経障害

28

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1179044
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1179042
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1179045
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1179002


－29－

11

11　中枢神経系用薬

性疼痛

【用】（内）①1日30 ～ 75㎎を初期用量

とし，1日150㎎まで漸増し，分割．ま

れに300㎎まで増量することもある．

②1日10～30㎎を就寝前．③1日10㎎

を初期用量とし，1日150㎎を超えない
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（アモキサピン）Amoxapine

‛アモキサンカプセル10㎎� お
Amoxan 10㎎/cap  〔ファイザー〕

ラ
〔薬価〕5.90円/cap

【効】うつ病・うつ状態

【用】（内）1日25～75㎎を1～数回に分

割．1日量150㎎，症状が特に重篤な場

合には1日300㎎まで
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（イミプラミン塩酸塩）Imipramine 

hydrochloride

‛トフラニール錠10㎎
Tofranil 10㎎/T  〔アルフレッサ〕

ラ
〔薬価〕9.80円/T

【効】①精神科領域におけるうつ病・う

つ状態．②遺尿症（昼，夜）

【用】（内）①1日30 ～ 70㎎を初期用量

とし，1日200㎎まで漸増し分割．まれ

に300㎎まで増量することもある．②

学童は1日量30～50㎎を1～2回
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（クロミプラミン塩酸塩）Clomip-

ramine hydrochloride

‛アナフラニール錠10㎎
Anafranil 10㎎/T  〔アルフレッサ〕

ラ
〔薬価〕9.60円/T

【効】①精神科領域におけるうつ病・う

つ状態．②遺尿症．③ナルコレプシー

に伴う情動脱力発作

【用】（内）①1日50～100㎎を1～3回に

分割．1日225㎎まで．②6歳未満の幼

児：1日10～25㎎．6歳以上の小児：1

日20～50㎎，1～2回に分割．③1日10

～75㎎を1～3回に分割
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（ノルトリプチリン塩酸塩）Nortrip-

tyline hydrochloride

‛ノリトレン錠10㎎� お
Noritren 10㎎/T  〔大日本住友〕

ラ
〔薬価〕5.70円/T

【効】精神科領域におけるうつ病及びう

つ状態（内因性うつ病，反応性うつ

病，退行期うつ病，神経症性うつ状

態，脳器質性精神障害のうつ状態）

【用】（内）初め1回量として10 ～ 25㎎

相当量を1日3回投与するか，その1日

量を2回に分割．必要ある場合は漸次

増量．最大量は1日150㎎相当量以内で

あり，これを2～3回に分割
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11609　選択的セロトニン再取込み
阻害薬（SSRI）

 

（エスシタロプラムシュウ酸塩）

Escitalopram oxalate

‛レクサプロ錠10㎎� お
Lexapro 10㎎/T  〔持田〕

リ
〔薬価〕169.90円/T

【効】うつ病・うつ状態，社会不安障害

【用】（内）10㎎を1日1回夕食後，増量

は1週間以上の間隔をあけて行い，1日

20㎎まで
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（塩酸セルトラリン）Sertraline 

hydrochloride

‛ジェイゾロフト錠25㎎� お
Jzoloft 25㎎/T  〔ファイザー〕

リ
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〔薬価〕63.90円/T

【効】うつ病・うつ状態，パニック障

害，外傷後ストレス障害

【用】（内）1日25㎎を初期用量とし，1

日100㎎まで漸増し，1日1回．1日100

㎎まで
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（パロキセチン塩酸塩水和物）

Paroxetine hydrochloride hydrate

‛パキシル錠10㎎� お
Paxil 10㎎/T 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

リ
〔薬価〕59.30円/T

【効】①うつ病・うつ状態．②パニック

障害．③強迫性障害．④社会不安障

害．⑤外傷後ストレス障害

【用】（内）①1日1回夕食後，20 ～ 40

㎎．1回10 ～ 20㎎より開始し，1週ご

と に 10 ㎎/日 ず つ 増 量．1 日 40 ㎎ ま

で．②1日1回夕食後，30㎎．1回10㎎

より開始し，1週ごとに10㎎/日ずつ

増量．1日30㎎まで．③1日1回夕食

後，40㎎．1回20㎎より開始し，1週ご

と に 10 ㎎/日 ず つ 増 量．1 日 50 ㎎ ま

で．④1日1回夕食後，20㎎．1回10㎎

より開始し，1週ごとに10㎎/日ずつ

増量．1日40㎎まで．⑤1日1回夕食

後，20㎎．1回10～20㎎より開始し，

1週ごとに10㎎/日ずつ増量．1日40㎎

まで
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（フルボキサミンマレイン酸塩）

Fluvoxamine maleate

‛ルボックス錠25
Luvox 25㎎/T  〔アッヴィ〕

ラ
〔薬価〕22.10円/T

【効】うつ病・うつ状態，強迫性障害，

社会不安障害

【用】（内）成人：うつ病・うつ状態，

強迫性障害，社会不安障害で1日50㎎

を初期用量とし，1日150㎎まで増量

し，1日2回に分割．小児：強迫性障害

で8歳以上の小児に，1日1回25㎎就寝

前経口投与から開始．1週間以上の間

隔をあけて1日50㎎を1日2回朝及び就

寝前に経口投与．1日150㎎を超えない

範囲で適宜増減するが，増量は1週間

以上の間隔をあけて1日用量として25

㎎ずつ
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11610　セロトニン・ノルアドレナ
リン再取込み阻害薬（SNRI）

 

（デュロキセチン塩酸塩）Duloxetine 

hydrochloride

‛サインバルタカプセル20㎎� お
Cymbalta 20㎎/cap 

 〔日本イーライリリー〕

ラ
〔薬価〕105.80円/cap

【効】①うつ病・うつ状態．②糖尿病性

神経障害に伴う疼痛．③線維筋痛症に

伴う疼痛．④慢性腰痛症に伴う疼痛．

⑤変形性関節症に伴う疼痛

【用】（内）①②1日1回40㎎を朝食後．1

日20㎎より開始し，1週間以上の間隔

を空けて1日用量として20㎎ずつ増

量．1日60㎎まで増量可．③④⑤1日1

回60㎎を朝食後．1日20㎎より開始

し，1週間以上の間隔を空けて1日用量

として20㎎ずつ増量
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（ミルナシプラン塩酸塩）Milnacip-

ran hydrochloride

‛トレドミン錠25㎎� お
Toledomin 25㎎/T  〔旭化成〕

ラ
〔薬価〕19.70円/T
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【効】うつ病・うつ状態

【用】（内）1日25㎎を初期用量とし，1

日100㎎まで漸増し，1日2 ～ 3回に分

割食後．高齢者：1日25㎎を初期用量

とし，1日60㎎まで漸増し，1日2 ～ 3

回に分割食後
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11611　ノルアドレナリン作動性・
特異的セロトニン作動性抗
うつ薬（NaSSA）

 

（ミルタザピン）Mirtazapine

‛レメロン錠15㎎� お
Remeron 15㎎/T  〔MSD〕

ラ
〔薬価〕95.90円/T

【効】うつ病・うつ状態

【用】（内）1日15㎎を初期用量とし，15

～ 30㎎を1日1回就寝前．1日45㎎ま

で．増量は1週間以上の間隔をあけて1

日用量として15㎎ずつ
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11618　その他の抗うつ薬
 

（トラゾドン塩酸塩）Trazodone 

hydrochloride

‛レスリン錠25� お
Reslin 25㎎/T  〔MSD〕

ラ
〔薬価〕10.70円/T

【効】うつ病・うつ状態

【用】（内）1日75～100㎎を初期用量と

し，1日200㎎まで増量し，1～数回に

分割
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11619　気分安定薬
 

（炭酸リチウム）Lithium carbonate

‛リーマス錠100� お
Limas 100㎎/T  〔大正製薬〕

ラ
〔薬価〕9.90円/T

【効】躁病及び躁うつ病の躁状態

【用】（内）1 日 400 ～ 600 ㎎ よ り 開 始

し，1日2 ～ 3回に分割．以後3日ない

し1週間毎に，1日1200㎎までの治療量

に漸増．改善がみられたならば症状を

観察しながら，維持量1日200～800㎎

の1～3回分割に漸減

�����������������

11620　精神刺激薬
 

（メチルフェニデート塩酸塩）

Methylphenidate hydrochloride

‛リタリン錠10㎎� おれ
Ritalin 10㎎/T  〔ノバルティス〕

ラ
〔薬価〕7.50円/T

【効】ナルコレプシー

【用】（内）1日20～60㎎を1～2回に分

割

【投与制限日数】30日

�����������������

117　その他の中枢神経系用薬
11701　脳梗塞治療薬（抗血小板

薬）
 

（オザグレルナトリウム）Ozagrel 

sodium

‛オザグレルNa点滴静注80㎎
「タカタ」あ�

Ozagrel sodium 80㎎/V  〔高田〕

〔薬価〕704.00円/瓶

【効】①クモ膜下出血術後の脳血管攣縮

及びこれに伴う脳虚血症状の改善．②

脳血栓症（急性期）に伴う運動障害の

改善

【用】（注）①1日量80㎎を適当量の電解

質液又は糖液で希釈し，24時間かけて

持続静注．クモ膜下出血術後早期に開
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始し，2週間持続投与することが望ま

しい．②1回量80㎎を適当量の電解質

液又は糖液で希釈し，2時間かけて1日

朝夕2回の持続静注を約2週間行う
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11702　脳梗塞治療薬（脳保護薬）
 

（エダラボン）Edaravone

‛ラジカット点滴静注バッグ
30㎎

Radicut 30㎎/100mL/袋  〔田辺三菱〕

〔薬価〕2,524.00円/キット

【効】①脳梗塞急性期に伴う神経症候，

日常生活動作障害，機能障害の改善．

②筋萎縮性側索硬化症（ALS）にお

ける機能障害の進行抑制

【用】（注）①1回30㎎を，30分かけて1

日朝夕2回の点滴静注．発症後24時間

以内に投与を開始し，期間は14日以

内．②1回60㎎を，60分かけて1日1回

点滴静注．投与期と休薬期を組み合わ

せた28日間を1クールとし，これを繰

り返す．第1クールは14日間連日投与

する投与期の後14日間休薬し，第2

クール以降は14日間のうち10日間投与

する投与期の後14日間休薬する
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11703　脳梗塞治療薬（脳循環・代
謝賦活薬）

 

（アデノシン三リン酸二ナトリウム水

和物）Adenosine triphosphate 

disodium hydrate

‛アデホスコーワ顆粒10%
Adetphos 100㎎/g/包  〔興和〕

〔薬価〕19.90円/g

【効】①次記疾患に伴う諸症状の改善：

頭部外傷後遺症．心不全．調節性眼精

疲労における調節機能の安定化．消化

管機能低下のみられる慢性胃炎．②メ

ニエール病及び内耳障害に基づくめま

い

【用】（内）①1回40 ～ 60㎎を1日3回．

②1回100㎎を1日3回
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（アデノシン三リン酸二ナトリウム水

和物）Adenosine triphosphate 

disodium hydrate

‛トリノシンS注射液20㎎
Trinosin S 20㎎/2mL/A 

 〔トーアエイヨー〕

〔薬価〕59.00円/A

【効】①次記疾患に伴う諸症状の改善：

頭部外傷後遺症．②心不全，筋ジスト

ロフィー症及びその類縁疾患，急性灰

白髄炎，脳性小児麻痺（弛緩型），進

行性脊髄性筋萎縮症及びその類似疾

患，調節性眼精疲労における調節機能

の安定化，耳鳴・難聴，消化管機能低

下のみられる慢性胃炎，慢性肝疾患に

おける肝機能の改善

【用】（注）静注：1回5～40㎎を1日1～

2回，等張ないし高張ブドウ糖注射液

に溶解して，徐々に静注．点滴静注：

1回40～80㎎を1日1回，5%ブドウ糖注

射液200 ～ 500mLに溶解し，30 ～ 60分

かけて点滴静注．筋注又は皮下注：1

回5～40㎎を1日1～2回

�����������������

（イフェンプロジル酒石酸塩）

Ifenprodil tartrate

‛セロクラール錠20㎎
Cerocral 20㎎/T  〔サノフィ〕

〔薬価〕10.50円/T

【効】脳梗塞後遺症，脳出血後遺症に伴

うめまいの改善

【用】（内）1回20㎎を1日3回毎食後

�����������������
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（ニセルゴリン）Nicergoline

‛サアミオン錠5㎎
Sermion 5㎎/T  〔田辺三菱〕

〔薬価〕19.40円/T

【効】脳梗塞後遺症に伴う慢性脳循環障

害による意欲低下の改善

【用】（内）1日量15㎎を3回に分割

�����������������

11704　抗認知症薬（コリンエステ
ラーゼ阻害薬）

 

（ガランタミン臭化水素酸塩）

Galantamine hydrobromide

‛レミニールOD錠4㎎� お
Reminyl OD 4㎎/T  〔武田〕

リ
〔薬価〕71.40円/T

‛レミニールOD錠8㎎� お
Reminyl OD 8㎎/T

リ
〔薬価〕128.10円/T

【効】軽度及び中等度のアルツハイマー

型認知症における認知症症状の進行抑

制

【用】（内）1日8㎎（1回4㎎を1日2回）

から開始し，4週間後に1日16㎎（1回8

㎎を1日2回）に増量．1日24㎎（1回12

㎎を1日2回）まで増量できるが，その

場合は変更前の用量で4週間以上投与

した後に増量

�����������������

（ドネペジル塩酸塩）Donepezil 

hydrochloride

‛アリセプトD錠3㎎� お
Aricept D 3㎎/T  〔エーザイ〕

ラ
〔薬価〕99.00円/T

‛アリセプトD錠5㎎� お
Aricept D 5㎎/T

ラ

〔薬価〕143.00円/T

‛アリセプトD錠10㎎� お
Aricept D 10㎎/T

ラ
〔薬価〕248.60円/T

【効】①アルツハイマー型認知症におけ

る認知症症状の進行抑制．②レビー小

体型認知症における認知症症状の進行

抑制

【用】（内）①1日1回3㎎から開始し，1

～ 2週間後に5㎎に増量．高度のアル

ツハイマー型認知症患者には，5㎎で4

週間以上経過後，10㎎に増量．症状に

より適宜減量．②1日1回3㎎から開始

し，1～2週間後に5㎎に増量．5㎎で4

週間以上経過後，10㎎に増量．症状に

より5㎎まで減量できる．投与開始12

週間後までを目安に，認知機能検査，

患者及び家族・介護者から自他覚症状

の聴取等による有効性評価を行い，認

知機能，精神症状・行動障害，日常生

活動作等を総合的に評価してベネ

フィットがリスクを上回ると判断でき

ない場合は，投与を中止．投与開始12

週間後までの有効性評価の結果に基づ

き投与継続を判断した場合であって

も，定期的に有効性評価を行い，投与

継続の可否を判断

�����������������

11705　TRH誘導体
 

（タルチレリン水和物）Taltirelin 

hydrate

‛セレジストOD錠5㎎
Ceredist OD 5㎎/T  〔田辺三菱〕

〔薬価〕814.00円/T

【効】脊髄小脳変性症における運動失調

の改善

【用】（内）1回5㎎を1日2回朝夕食後

�����������������
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11706　抗認知症薬（NMDA受容体
アンタゴニスト）

 

（メマンチン塩酸塩）Memantine 

hydrochloride

‛メマリーOD錠5㎎� お
Memary OD 5㎎/T  〔第一三共〕

ラ
〔薬価〕110.90円/T

‛メマリーOD錠20㎎� お
Memary OD 20㎎/T

ラ
〔薬価〕355.60円/T

【効】中等度及び高度アルツハイマー型

認知症における認知症症状の進行抑制

【用】（内）1日1回5㎎から開始し，1週

間に5㎎ずつ増量し，維持量として1日

1回20㎎

�����������������

118　骨格筋弛緩薬
11801　中枢性筋弛緩薬
 

（エペリゾン塩酸塩）Eperisone 

hydrochloride

‛エペリゾン塩酸塩錠50㎎「日
医工」あ�

Eperisone hydrochloride 50㎎/T 

 〔日医工〕

ラ
〔薬価〕5.90円/T

〔先発品〕ミオナール錠50㎎

【効】①次記疾患による筋緊張状態の改

善：頸肩腕症候群，肩関節周囲炎，腰

痛症．②次記疾患による痙性麻痺：脳

血管障害，痙性脊髄麻痺，頸部脊椎

症，術後後遺症（脳・脊髄腫瘍を含

む），外傷後遺症（脊髄損傷，頭部外

傷），筋萎縮性側索硬化症，脳性小児

麻痺，脊髄小脳変性症，脊髄血管障

害，スモン（SMON），その他の脳脊

髄疾患

【用】（内）1日量として150㎎を3回に分

割し食後

�����������������

（チザニジン塩酸塩）Tizanidine 

hydrochloride

‛テルネリン錠1㎎
Ternelin 1㎎/T  〔田辺三菱〕

ラ
〔薬価〕11.00円/T

【効】①次記疾患による筋緊張状態の改

善：頸肩腕症候群，腰痛症．②次記疾

患による痙性麻痺：脳血管障害，痙性

脊髄麻痺，頸部脊椎症，脳性（小児）

麻痺，外傷後遺症（脊髄損傷，頭部外

傷），脊髄小脳変性症，多発性硬化

症，筋萎縮性側索硬化症

【用】（内）①3㎎を1日3回に分割し食

後．②1日3㎎より始め，1日6～9㎎ま

で漸増し，1日3回に分割し食後

�����������������

（バクロフェン）Baclofen

‛ギャバロン錠5㎎� お
Gabalon 5㎎/T  〔第一三共〕

ラ
〔薬価〕13.00円/T

【効】次記疾患による痙性麻痺：脳血管

障害，脳性（小児）麻痺，痙性脊髄麻

痺，脊髄血管障害，頸部脊椎症，後縦

靭帯骨化症，多発性硬化症，筋萎縮性

側索硬化症，脊髄小脳変性症，外傷後

遺症（脊髄損傷，頭部外傷），術後後

遺症（脳・脊髄腫瘍を含む），その他

の脳性疾患，その他のミエロパチー

【用】（内）初回量として1日5～15㎎を

1～3回に分割し食後，症状を観察し

ながら標準用量に達するまで2～3日

毎に1日5～10㎎ずつ増量．標準用量

は1日30㎎．小児：初回量として1日5

㎎を1～2回に分割し食後，以後の症
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状を観察しながら標準用量に達するま

で，2～3日毎に1日5㎎ずつ増量．（標

準用量）4～6歳：1日5～15㎎を2～3

回に分割し食後．7～11歳：1日5～20

㎎を2 ～ 3回に分割し食後．12 ～ 15

歳：1日5～25㎎を2～3回に分割し食

後

�����������������

119　片頭痛・慢性頭痛治療薬
11901　トリプタン系薬
 

（エレトリプタン臭化水素酸塩）

Eletriptan hydrobromide

‛レルパックス錠20㎎� お
Relpax 20㎎/T  〔ファイザー〕

ラ
〔薬価〕543.70円/T

【効】片頭痛（家族性片麻痺性・孤発性

片麻痺性・脳底型・眼筋麻痺性片頭痛

を除く）

【用】（内）1回20㎎を片頭痛の頭痛発現

時．追加することができるが，前回か

ら2時間以上あける．20㎎で効果が不

十分であった場合には，次回片頭痛発

現時から40㎎．1日40㎎以内

�����������������

（スマトリプタンコハク酸塩）

Sumatriptan

‛イミグラン錠50� お
Imigran 50㎎/T 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

ラ
〔薬価〕490.10円/T

【効】片頭痛（家族性片麻痺性・孤発性

片麻痺性・脳底型・眼筋麻痺性片頭痛

を除く）

【用】（内）1回50㎎を片頭痛の頭痛発現

時．追加することができるが，前回か

ら2時間以上あける．50㎎で効果が不

十分であった場合には，次回片頭痛発

現時から100㎎．1日200㎎以内

�����������������

（スマトリプタン）Sumatriptan

‛イミグラン点鼻液20� お
Imigran 20㎎/0.1mL/本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

ラ
〔薬価〕631.40円/個

【効】片頭痛（家族性片麻痺性・孤発性

片麻痺性・脳底型・眼筋麻痺性片頭痛

を除く）

【用】（外）1回20㎎を片頭痛の頭痛発現

時に鼻腔内に．追加できるが，前回か

ら2時間以上あける．1日40㎎まで

�����������������

（スマトリプタンコハク酸塩）

Sumatriptan

‛イミグランキット皮下注3㎎ お
Imigran 3㎎/0.5mL/本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

ラ
〔薬価〕2,203.00円/筒

【効】片頭痛（家族性片麻痺性・孤発性

片麻痺性・脳底型・眼筋麻痺性片頭痛

を除く），群発頭痛

【用】（注）片頭痛及び群発頭痛発作の

頭痛発現時に，1回3㎎を皮下注．1回3

㎎，1日6㎎まで．片頭痛：1回の頭痛

発作において，初回で頭痛が軽減した

場合には，24時間以内に起こった次の

発作に対して追加できるが，2回の間

には少なくとも1時間の間隔をおく．

群発頭痛：1日2回の発作に投与するこ

とができるが，2回の間には少なくと

も1時間の間隔をおく

�����������������

（ゾルミトリプタン）Zolmitriptan

‛ゾーミッグRM錠2.5㎎� お
Zomig RM 2.5㎎/T  〔沢井〕

ラ
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〔薬価〕574.20円/T

【効】片頭痛（家族性片麻痺性・孤発性

片麻痺性・脳底型・眼筋麻痺性片頭痛

を除く）

【用】（内）1回2.5㎎を片頭痛の頭痛発

現時．追加することができるが，前回

から2時間以上あける．2.5㎎で効果が

不十分であった場合には，次回片頭痛

発現時から5㎎．1日10㎎以内

�����������������

（ナラトリプタン塩酸塩）Naratrip-

tan hydrochloride

‛アマージ錠2.5㎎� お
Amerge 2.5㎎/T 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

ラ
〔薬価〕470.00円/T

【効】片頭痛（家族性片麻痺性・孤発性

片麻痺性・脳底型・眼筋麻痺性片頭痛

を除く）

【用】（内）1回2.5㎎を片頭痛の頭痛発

現時．追加することができるが，前回

から4時間以上あける．1日5㎎以内

�����������������

（リザトリプタン安息香酸塩）

Rizatriptan benzoate

‛マクサルトRPD錠10㎎� お
Maxalt RPD 10㎎/T  〔エーザイ〕

ラ
〔薬価〕523.00円/T

【効】片頭痛（家族性片麻痺性・孤発性

片麻痺性・脳底型・眼筋麻痺性片頭痛

を除く）

【用】（内）1回10㎎を片頭痛の頭痛発現

時．追加することができるが，前回か

ら2時間以上あける．1日20㎎以内

�����������������

11903　Ca拮抗薬
 

（塩酸ロメリジン）Lomerizine 

hydrochloride

‛ミグシス錠5㎎
Migsis 5㎎/T  〔ファイザー〕

ラ
〔薬価〕21.80円/T

【効】片頭痛

【用】（内）1回5㎎を1日2回，朝食後及

び夕食後あるいは就寝前．1日20㎎ま

で

�����������������

11904　キサンチン製剤
 

（カフェイン水和物）Caffeine 

hydrate

‛カフェイン水和物原末「マル
イシ」� お

Caffeine hydrate 1g/g  〔丸石〕

〔薬価〕9.70円/g

【効】ねむけ，倦怠感，血管拡張性及び

脳圧亢進性頭痛（片頭痛，高血圧性頭

痛，カフェイン禁断性頭痛など）

【用】（内）1回0.1～0.3gを1日2～3回

�����������������

11905　抗CGRPモノクローナル抗
体

 

（エレヌマブ（遺伝子組換え））

Erenumab (genetical recombination)

‛アイモビーグ皮下注70㎎ペン
� け

Aimovig 70㎎/本  〔アムジェン〕

〔薬価〕41,051.00円/キット

【効】片頭痛発作の発症抑制

【用】（注）70㎎を4週間に1回皮下注

�����������������
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（ガルカネズマブ（遺伝子組換え））

Galcanezumab (genetical recombina-

tion)

‛エムガルティ皮下注120㎎オー
トインジェクター� け

Emgality 120㎎/1mL/本 

 〔日本イーライリリー〕

〔薬価〕44,943.00円/キット

【効】片頭痛発作の発症抑制

【用】（注）初回に240㎎を皮下注，以降

は1か月間隔で120㎎を皮下注

�����������������

（フレマネズマブ（遺伝子組換え））

Fremanezumab (genetical recombi-

nation)

‛アジョビ皮下注225㎎シリンジ
� け

Ajovy 225㎎/本  〔大塚〕

〔薬価〕41,167.00円/筒

【効】片頭痛発作の発症抑制

【用】（注）4週間に1回225㎎を皮下注，

又は12週間に1回675㎎を皮下注

�����������������
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12　末梢神経系用薬
121　局所麻酔薬
12101　アミド型局所麻酔薬
 

（オキセサゼイン）Oxethazaine

‛ストロカイン錠5㎎
Strocain 5㎎/T  〔エーザイ〕

〔薬価〕5.80円/T

【効】次記疾患に伴う疼痛・酸症状・曖

気・悪心・嘔吐・胃部不快感・便意逼

迫：食道炎，胃炎，胃・十二指腸潰

瘍，過敏性大腸症（イリタブルコロ

ン）

【用】（内）1日15～40㎎（3～8錠）を3

～4回に分割

�����������������

（ブピバカイン塩酸塩水和物）

Bupivacaine hydrochloride hydrate

‛マーカイン注脊麻用0.5%高比
重� お

Marcain 20㎎/4mL/A  〔アスペン〕

〔薬価〕352.00円/A

‛マーカイン注脊麻用0.5%等比
重� お

Marcain 20㎎/4mL/A

〔薬価〕352.00円/A

【効】脊椎麻酔（腰椎麻酔）

【用】（注）1回10 ～ 20㎎を脊髄クモ膜

下腔に注入．1回20㎎まで

�����������������

（メピバカイン塩酸塩）Mepivacaine 

hydrochloride

‛カルボカインアンプル注1%�お
Carbocain 1%10mL/A  〔アスペン〕

〔薬価〕102.00円/A

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸

潤麻酔

【用】（注）基準最高用量は，それぞれ1

回500㎎．麻酔方法別の用量：①100

～ 300㎎．②50 ～ 200㎎，指趾神経遮

断には40～80㎎．③20～400㎎

�����������������

（リドカイン）Lidocaine

‛キシロカインポンプスプレー
8%あ� お

Xylocaine 8%80g/本  〔アスペン〕

〔薬価〕21.50円/g

【効】表面麻酔

【用】（外）8 ～ 40 ㎎（1 ～ 5 回 の 噴 霧）

を使用

�����������������

（リドカイン）Lidocaine

‛ペンレステープ18㎎� お
Penles 18㎎/30.5㎜×50.0㎜/枚 

 〔マルホ〕

〔薬価〕37.60円/枚

【効】①静脈留置針穿刺時の疼痛緩和．

②伝染性軟属腫摘除時の疼痛緩和．③

皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和

【用】（外）①1回1枚，静脈留置針穿刺

予定部位に約30分間貼付．②小児：1

回2枚までを，伝染性軟属腫摘除予定

部位に約1時間貼付．③1回6枚まで，

小児には次記枚数までを，レーザー照

射予定部位に約1時間貼付．3歳以下：

2枚．4歳～ 5歳：3枚．6歳～ 7歳：4

枚．8歳～9歳：5枚．10歳以上：6枚

�����������������

（リドカイン塩酸塩）Lidocaine 

hydrochloride

‛キシロカインビスカス2%� お
Xylocaine 2%100mL/本  〔アスペン〕

〔薬価〕5.30円/mL

【効】表面麻酔

【用】（内）1回100～300㎎（5～15mL：

添付の匙でほぼ1～3杯又は注射筒に

吸引して使用）を1日1～3回

�����������������
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（リドカイン塩酸塩）Lidocaine 

hydrochloride

‛キシロカイン注ポリアンプ
1%� お

Xylocaine 1%10mL/A  〔アスペン〕

〔薬価〕85.00円/A

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸

潤麻酔．④表面麻酔

【用】（注）1回200㎎を基準最高用量と

する．①100～200㎎．②30～200㎎．

指趾神経遮断：30～100㎎．肋間神経

遮断：50㎎まで．③20～200㎎．④適

量を塗布又は噴霧

�����������������

（リドカイン塩酸塩）Lidocaine 

hydrochloride

‛キシロカイン注ポリアンプ
2%� お

Xylocaine 2%10mL/A  〔アスペン〕

〔薬価〕119.00円/A

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸

潤麻酔．④表面麻酔

【用】（注）1回200㎎を基準最高用量と

する．①200㎎．②40 ～ 200㎎．指趾

神 経 遮 断：60 ～ 120 ㎎． ③ 40 ～ 200

㎎．④適量を塗布又は噴霧

�����������������

（リドカイン塩酸塩）Lidocaine 

hydrochloride

‛キシロカインゼリー 2%
Xylocaine 2%30mL/本  〔アスペン〕

〔薬価〕6.80円/mL

【効】表面麻酔

【用】（外）尿道麻酔には男子は200 ～

300㎎（10～15mL），女子は60～100㎎

（3～5mL）．気管内挿管には適当量

�����������������

（リドカイン塩酸塩）Lidocaine 

hydrochloride

‛キシロカイン液「4%」
Xylocaine 40㎎/mL  〔アスペン〕

〔薬価〕11.70円/mL

【効】表面麻酔

【用】（外）80 ～ 200㎎（2 ～ 5mL）を使

用．  

〈使用方法〉  

耳鼻咽喉科領域：鼻腔内，咽喉に刺激

性薬物を塗布する前処置，耳管カテー

テル挿入，下甲介切除，鼻中隔矯正，

扁桃剔出，咽喉頭鏡検査等の場合，本

剤の適量（一時に5mL〈リドカイン塩

酸塩として200㎎〉以内）を塗布又は

噴霧．  

泌尿器科領域：膀胱鏡検査，尿管カ

テーテル挿入，逆行性腎盂撮影法，凝

血除去，結石処置，経尿道式尿道乳頭

腫剔除等の場合，本剤を倍量に希釈

し，その約10mL（リドカイン塩酸塩と

して200㎎）を尿道内に注入し，男子

では陰茎を箝搾子ではさみ，女子には

綿栓を施して5～10分間，液を尿道内

に貯留させる．  

気管支鏡検査：全身麻酔時の挿管には

本剤を倍量に希釈し，その適量（10mL

〈リドカイン塩酸塩として200㎎〉以

内）を噴霧

�����������������

（ロピバカイン塩酸塩水和物）

Ropivacaine hydrochloride hydrate

‛アナペイン注2㎎/mL� お
Anapeine 200㎎100mL/本  〔アスペン〕

〔薬価〕1,116.00円/袋

【効】術後鎮痛

【用】（注）手術終了時にロピバカイン

塩酸塩として12㎎/時を硬膜外腔に持

続投与．8 ～ 20㎎/時の範囲で適宜増

減
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（ロピバカイン塩酸塩水和物）

Ropivacaine hydrochloride hydrate

‛アナペイン注7.5㎎/mL� お
Anapeine 150㎎/20mL/A  〔アスペン〕

〔薬価〕791.00円/A

【効】麻酔（①硬膜外麻酔．②伝達麻

酔）

【用】（注）①1回150㎎までを硬膜外腔

に．②1回300㎎までを目標の神経ある

いは神経叢近傍に

�����������������

（ロピバカイン塩酸塩水和物）

Ropivacaine hydrochloride hydrate

‛アナペイン注10㎎/mL（無）�お
Anapeine 200㎎/20mL/A  〔アスペン〕

〔薬価〕811.00円/A

【効】麻酔（硬膜外麻酔）

【用】（注）1回200㎎までを硬膜外腔に

�����������������

‛エムラクリーム� お
Emla 1g  〔佐藤〕

〔薬価〕185.30円/g

1g中： 

リドカイン 25㎎ 

プロピトカイン 25㎎

【効】①皮膚レーザー照射療法時の疼痛

緩和．②注射針・静脈留置針穿刺時の

疼痛緩和

【用】（外）レーザー照射予定部位又は

注射針・静脈留置針穿刺予定部位に10

あたり1gを，密封法（ODT）によ

り60分間塗布．1回あたりの塗布量は

10gま で と し， 塗 布 時 間 は 120 分 ま

で．小児：レーザー照射予定部位又は

注射針・静脈留置針穿刺予定部位に10

あたり本剤1gを，密封法（ODT）

により60分間塗布．1回あたりの塗布

量及び塗布時間は次記を超えないこ

と．年齢・月齢（体重）/最大塗布量

/最大塗布時間．0～2か月/1g/60分．

3 ～ 11 か 月（5 ㎏ 以 下）/1g/60 分．3

～ 11か月（5㎏超）/2g/60分．1 ～ 14

歳（5㎏以下）/1g/60分．1～14歳（5

㎏超10㎏以下）/2g/120分．1 ～ 14歳

（10㎏超）/10g/120分

�����������������

‛キシロカイン注射液「1%」エ
ピレナミン（1：100,000）含有
� お

Xylocaine 1%20mL/V  〔アスペン〕

〔薬価〕9.60円/mLV

1mL中： 

リドカイン塩酸塩 10㎎ 

アドレナリン 0.01㎎

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸

潤麻酔．④表面麻酔

【用】（注）1回50mL（リドカイン塩酸塩

として500㎎）を基準最高用量とす

る．内はリドカイン塩酸塩として，

〈〉内はアドレナリンとしての用量で

ある．①10～30mL（100～300㎎）〈0.1

～ 0.3 ㎎〉． ② 3 ～ 20mL（30 ～ 200 ㎎）

〈0.03～0.2㎎〉．肋間神経遮断には5mL

ま で（50 ㎎ ま で）〈0.05 ㎎〉． ③ 2 ～

40mL（20 ～ 400㎎）〈0.02 ～ 0.4㎎〉．④

適量を塗布又は噴霧

�����������������

‛キシロカイン注射液「2%」エ
ピレナミン（1：80,000）含有
� お

Xylocaine 2%20mL/V  〔アスペン〕

〔薬価〕15.00円/mLV

1mL中： 

リドカイン塩酸塩 20㎎ 

アドレナリン 0.0125㎎

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸

潤麻酔．④表面麻酔

【用】（注）1回25mL（リドカイン塩酸塩

として500㎎）を基準最高用量とす
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る．内はリドカイン塩酸塩として，

〈〉内はアドレナリンとしての用量で

あ る． ① 10 ～ 20mL（200 ～ 400 ㎎）

〈0.125 ～ 0.25 ㎎〉． ② 2 ～ 20mL（40 ～

400 ㎎）〈0.025 ～ 0.25 ㎎〉． ③ 2 ～ 25mL

（40 ～ 500 ㎎）〈0.025 ～ 0.3125 ㎎〉． 眼

科領域麻酔には0.5～2mL（10～40㎎）

〈0.00625～0.025㎎〉．④適量を塗布又

は噴霧

�����������������

‛ネオビタカイン注シリンジ
5mL� お

Neo vitacain 5mL/シリンジ（配合剤） 

 〔田辺三菱〕

〔薬価〕343.00円/筒

1シリンジ5mL中： 

ジブカイン塩酸塩 5㎎ 

サリチル酸ナトリウム 15㎎ 

臭化カルシウム 10㎎

【効】症候性神経痛，筋肉痛，腰痛症，

肩関節周囲炎

【用】（注）血管内を避けて局所に注

射．顔面頸骨各部：0.5～1.0mL，肩甲

部：1.0 ～ 2.0mL，胸・腰各部：1.0 ～

2.5mL，その他局所：0.5～1.0mL

�����������������

122　骨格筋弛緩薬
12201　末梢性筋弛緩薬（脱分極

性）
 

（スキサメトニウム塩化物水和物）

Suxamethonium chloride hydrate

‛スキサメトニウム注100「マル
イシ」� え

Suxamethonium 100㎎/5mL/A  〔丸石〕

〔薬価〕240.00円/A

【効】①麻酔時の筋弛緩．②気管内挿管

時・骨折脱臼の整復時・喉頭痙攣の筋

弛緩．③精神神経科における電撃療法

の際の筋弛緩．④腹部腫瘤診断時

【用】（注）間欠的投与法：1回10 ～ 60

㎎を静注．筋弛緩が得られないとき

は，適宜増量．持続点滴用法：持続性

効果を求める場合は，0.1～0.2%とな

るように生理食塩液又は5%ブドウ糖

液に溶かし，持続注入．2.5㎎/分ぐら

いの速さで注入．乳幼児・小児：静注

の場合1㎎/㎏を，静注が不可能な場

合は2～3㎎/㎏を筋注

�����������������

12202　末梢性筋弛緩薬（ダントロ
レン）

 

（ダントロレンナトリウム水和物）

Dantrolene sodium hydrate

‛ダントリウムカプセル25㎎
Dantrium 25㎎/cap 

 〔オーファンパシフィック〕

ラ
〔薬価〕21.10円/cap

【効】①次記疾患に伴う痙性麻痺：脳血

管障害後遺症，脳性麻痺，外傷後遺症

（頭部外傷，脊髄損傷），頸部脊椎症，

後縦靭帯骨化症，脊髄小脳変性症，痙

性脊髄麻痺，脊髄炎，脊髄症，筋萎縮

性側索硬化症，多発性硬化症，スモン

（SMON），潜水病．②全身こむら返

り病．③悪性症候群

【用】（内）①②1日1回25㎎より始め，1

週毎に25㎎ずつ増量し（1日2～3回に

分割）維持量を決定．1日最高投与量

は150㎎とし3回に分割．③ダントロレ

ンナトリウム水和物注射剤の静注後，

継続投与が必要で経口投与が可能な場

合，1回25㎎又は50㎎を1日3回

�����������������

（ダントロレンナトリウム水和物）

Dantrolene sodium hydrate

‛ダントリウム静注用20㎎
Dantrium 20㎎/V 
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 〔オーファンパシフィック〕

〔薬価〕9,131.00円/瓶

【効】①麻酔時における悪性高熱症．②

悪性症候群

【用】（注）①初回量1㎎/㎏を静注，改

善が認められない場合，1㎎/㎏ずつ

静脈内に追加．投与総量は7㎎/㎏ま

で．②初回量40㎎を静注，改善が認め

られない場合，20㎎ずつ追加．1日総

投与量は200㎎まで，7日以内
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12203　末梢性筋弛緩薬（ボツリヌ
ス毒素）

 

（A型ボツリヌス毒素）Botulinum 

toxin type A

‛ボトックス注用50単位� えけ
Botox 50U/1V 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

リ
〔薬価〕35,620.00円/瓶

【効】①眼瞼痙攣．②片側顔面痙攣．③

痙性斜頸．④上肢痙縮．⑤下肢痙縮．

⑥2歳以上の小児脳性麻痺患者におけ

る下肢痙縮に伴う尖足．⑦重度の原発

性腋窩多汗症．⑧斜視．⑨痙攣性発声

障害．⑩既存治療で効果不十分又は既

存治療が適さない過活動膀胱における

尿意切迫感，頻尿及び切迫性尿失禁．

⑪既存治療で効果不十分又は既存治療

が適さない神経因性膀胱による尿失禁

【用】（注）①眼瞼痙攣：初回1.25～2.5

単位/部位を，1眼当たり眼輪筋6部位

に筋注．眼輪筋切除術施行後の患者に

投与する場合には，筋電計を用いて注

意深く目標とする部位を同定するこ

と．効果は通常3～4か月間持続する

が，症状再発の場合には再投与する．

ただし，投与間隔は8週以上．再投与

は初回投与量の2倍までの用量を用い

ることができるが，本剤の薬理作用で

ある筋麻痺作用が予想以上に強く発現

した結果と見られる閉瞼不全，眼瞼下

垂等の副作用が現れた場合には，再投

与時の用量を適宜減量すること．1か

月間に累積で45単位まで．②片側顔面

痙攣：次記の用量を痙攣筋（眼輪筋，

皺眉筋，前頭筋，口輪筋，大頬骨筋，

小頬骨筋，笑筋，広頸筋，オトガイ筋

等）に筋注．痙攣筋が複数ある場合

は，分割して投与．初回投与の場合に

は合計で10単位を投与．初回投与後4

週間観察し，効果が不十分な場合に

は，さらに追加で合計20単位を上限と

して投与可．症状再発の場合には，合

計で30単位を上限として再投与可．た

だし，投与間隔は8週以上．③痙性斜

頸：次記の用量を緊張筋（胸鎖乳突

筋，僧帽筋，板状筋，斜角筋，僧帽筋

前縁，肩甲挙筋，傍脊柱筋，広頸筋

等）に筋注．緊張筋が複数ある場合

は，分割して投与．初回投与の場合に

は合計で30 ～ 60単位を投与．初回投

与後4週間観察し，効果が不十分な場

合には，さらに追加で合計180単位を

上限として投与可．症状再発の場合に

は，合計で240単位を上限として再投

与可．ただし，投与間隔は8週以上．

④上肢痙縮：複数の緊張筋（上腕二頭

筋，上腕筋，腕橈骨筋，橈側手根屈

筋，尺側手根屈筋，深指屈筋，浅指屈

筋，長母指屈筋，母指内転筋等）に合

計400単位を分割して筋注．1回あたり

400単位まで．投与量は必要最小限と

なるよう適宜減量．再投与は前回の効

果が減弱した場合に可．投与間隔は12

週以上．⑤下肢痙縮：複数の緊張筋

（腓腹筋（内側頭，外側頭），ヒラメ

筋，後脛骨筋等）に合計300単位を分

割して筋注．1回あたり300単位まで．
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投与量は必要最小限となるよう適宜減

量．再投与は前回の効果が減弱した場

合に可．投与間隔は12週以上．⑥2歳

以上の小児脳性麻痺患者における下肢

痙縮に伴う尖足：2歳以上の小児には4

単位/㎏を，罹患している腓腹筋の内

側頭・外側頭の各々2ヵ所に筋注．両

下肢に投与する場合は，4単位/㎏を

両肢に分割して投与．初回投与以後，

効果不十分な場合にはヒラメ筋，後脛

骨筋等へ投与可．1回の総投与量は200

単位までとし，再投与は前回の効果が

消失した場合に可能であるが，投与間

隔は12週以上．⑦重度の原発性腋窩多

汗症：片腋窩あたり50単位を，複数の

部位（10～15ヵ所）に1～2㎝間隔で

皮内投与．再投与は前回の効果が減弱

した場合に可能であるが，投与間隔は

16週以上．⑧成人及び12歳以上の小児

に外眼筋に筋注．初回投与：1）上下

斜視の場合：上直筋又は下直筋に1.25

～ 2.5単位．2）20プリズムジオプト

リー未満の水平斜視の場合：内直筋又

は外直筋に1.25 ～ 2.5単位．3）20 ～

50プリズムジオプトリーの水平斜視の

場合：内直筋又は外直筋に2.5～5.0単

位．4）1か月以上持続する外転神経麻

痺の場合：内直筋に1.25 ～ 2.5単位．

初回投与後4週間観察し，効果不十分

な場合には，追加で初回投与量の2倍

までの用量を上限として投与できる．

前回の効果が減弱した場合には，過去

に投与された1回投与量の2倍までの用

量を上限として再投与できる．但し，

投与間隔は12週以上．1回の投与にお

ける1つの筋あたりの投与量は10単位

まで．⑨次記の用量を内喉頭筋に筋肉

内注射．内転型痙攣性発声障害：初回

投与は片側の甲状披裂筋に2.5単位を

投与．再投与は前回の効果が減弱した

場合，片側又は両側の甲状披裂筋に再

投与できる．ただし，投与間隔は12週

以上．片側あたり2.5単位を超えな

い．外転型痙攣性発声障害：初回投与

は片側の後輪状披裂筋に5.0単位を投

与．再投与は前回の効果が減弱した場

合，片側の後輪状披裂筋に再投与でき

る．ただし，投与間隔は12週以上．

5.0単位を超えない．⑩100単位を排尿

筋に分割して注射．再投与は前回の効

果が減弱した場合に可能であるが，投

与間隔は12週以上．⑪200単位を排尿

筋に分割して注射．再投与は前回の効

果が減弱した場合に可能であるが，投

与間隔は12週以上
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（A型ボツリヌス毒素）Botulinum 

toxin type A

‛ボトックスビスタ注用50単位
� えけ

Botox vista 50U/1V  〔アラガン〕

リ
【効】65歳未満の成人における眉間又は

目尻の表情皺

【用】（注）眉間の表情皺：65歳未満の

成人に合計10～20単位を左右の皺眉

筋に各2部位（合計4部位）及び鼻根筋

1部位に均等に分割して筋注．症状再

発の場合には再投与できるが，3か月

以内の再投与は避ける．目尻の表情

皺：65歳未満の成人に合計12 ～ 24単

位を左右の眼輪筋の外側に各3部位

（合計6部位）に均等に分割して筋注．

目尻の表情皺が外眼角の上下にある場

合は添付文書図2のように投与．目尻

の表情皺が外眼角の下方にある場合は

添付文書図3のように投与．症状再発

の場合には再投与することができる

が，3か月以内の再投与は避ける

�����������������
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12204　末梢性筋弛緩薬（非脱分極
性）

 

（ロクロニウム臭化物）Rocuronium 

bromide

‛エスラックス静注50㎎
/5.0mL え

Eslax 50㎎/5mL/V  〔MSD〕

〔薬価〕605.00円/瓶

【効】麻酔時の筋弛緩，気管挿管時の筋

弛緩

【用】（注）挿管用量として0.6㎎/㎏を

静脈内投与し，術中必要に応じて0.1

～ 0.2 ㎎/㎏ を 追 加． 持 続 注 入 は，7

μg/㎏/分で開始．上限は0.9㎎/㎏まで
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12205　筋弛緩回復薬
 

（スガマデクスナトリウム）Sugam-

madex sodium

‛ブリディオン静注200㎎
Bridion 200㎎/2mL/V  〔MSD〕

〔薬価〕9,000.00円/瓶

【効】ロクロニウム臭化物又はベクロニ

ウム臭化物による筋弛緩状態からの回

復

【用】（注）浅い筋弛緩状態（筋弛緩モ

ニターにおいて四連（TOF）刺激に

よる2回目の収縮反応（T2）の再出現

を確認した後）では1回2㎎/㎏を，深

い筋弛緩状態（筋弛緩モニターにおい

て ポ ス ト・ テ タ ニ ッ ク・ カ ウ ン ト

（PTC）刺激による1～2回の単収縮反

応（1-2PTC）の出現を確認した後）

では1回4㎎/㎏を静注．ロクロニウム

臭化物の挿管用量投与直後に緊急に筋

弛緩状態からの回復を必要とする場

合，ロクロニウム臭化物投与3分後を

目安に1回16㎎/㎏を静注

�����������������

123　自律神経薬
12301　コリンエステラーゼ阻害薬

（末梢性）
 

（アンベノニウム塩化物）Amben-

onium chloride

‛マイテラーゼ錠10㎎
Mytelase 10㎎/T  〔アルフレッサ〕

〔薬価〕17.30円/T

【効】重症筋無力症

【用】（内）1日15㎎を3回に分割

�����������������

（エドロホニウム塩化物）Edropho-

nium chloride

‛アンチレクス静注10㎎� お
Antirex 10㎎/A  〔杏林〕

〔薬価〕110.00円/A

【効】①重症筋無力症の診断．②筋弛緩

剤投与後の遷延性呼吸抑制の作用機序

の鑑別診断

【用】（注）①1回10㎎を静注．その際，

まず初めに2㎎を15～30秒かけて注射

し，45秒後に反応をみた上で必要に応

じて残りの8㎎を注射．②5～10㎎を

30 ～ 40秒かけて静注．筋弛緩状態が

改善されれば非脱分極性ブロック，筋

弛緩状態が増強されれば脱分極性ブ

ロックと判定する．必要があれば5～

10分以内に同量を反復投与

�����������������

（ジスチグミン臭化物）Distigmine 

bromide

‛ウブレチド錠5㎎� え
Ubretid 5㎎/T  〔鳥居〕

〔薬価〕15.80円/T

【効】①手術後及び神経因性膀胱などの

低緊張性膀胱による排尿困難．②重症

筋無力症

【用】（内）①1日5㎎．②1日5～20㎎を

1～4回に分割
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（ネオスチグミンメチル硫酸塩）

Neostigmine methylsulfate

‛ワゴスチグミン注2㎎� お
Vagostigmin 2㎎/4mL/A  〔共和〕

〔薬価〕233.00円/A

【効】①重症筋無力症，クラーレ剤（ツ

ボクラリン）による遷延性呼吸抑制，

消化管機能低下のみられる手術後及び

分娩後の腸管麻痺，手術後及び分娩後

における排尿困難．②非脱分極性筋弛

緩剤の作用の拮抗

【用】（注）①1回0.25～1.0㎎を1日1～

3回皮下注，筋注．②1回0.5～2.0㎎を

緩徐に静注．アトロピン硫酸塩水和物

を静注により併用
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（ピリドスチグミン臭化物）Pyr-

idostigmine bromide

‛メスチノン錠60㎎� お
Mestinon 60㎎/T  〔共和〕

〔薬価〕19.70円/T

【効】重症筋無力症

【用】（内）1日180㎎を3回に分割
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12302　コリン類似薬
 

（アセチルコリン塩化物）Acetylcho-

line chloride

‛オビソート注射用0.1g� お
Ovisot 0.1g/A（溶解液付） 

 〔第一三共〕

〔薬価〕371.00円/A

【効】①麻酔後の腸管麻痺．②消化管機

能低下のみられる急性胃拡張．③円形

脱毛症．④冠動脈造影検査時の冠攣縮

薬物誘発試験における冠攣縮の誘発

【用】（注）①②1回0.1gを1 ～ 2mLの注

射用水に使用のたびごとに溶解し，1

日1～2回皮下注又は筋注．③1回0.1g

を5mLの注射用水に使用のたびごとに

溶解し，局所皮内の数か所に毎週1回

ずつ注射．④生理食塩液で溶解及び希

釈し，1回5mLを冠動脈内に注入．左冠

動脈への注入から開始し，通常，20

μg，50μg，100μgを冠攣縮が誘発され

るまで5分間隔で段階的に各20秒間か

けて注入．右冠動脈には通常，20μg，

50μgを冠攣縮が誘発されるまで5分間

隔で段階的に各20秒間かけて注入
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12303　自律神経調整薬
 

（トフィソパム）Tofisopam

‛グランダキシン錠50
Grandaxin 50㎎/T  〔持田〕

ラ
〔薬価〕11.20円/T

【効】次記疾患における頭痛・頭重，倦

怠感，心悸亢進，発汗等の自律神経症

状：自律神経失調症，頭部・頸部損

傷，更年期障害・卵巣欠落症状

【用】（内）1回50㎎，1日3回
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124　鎮けい薬
12401　ベラドンナアルカロイド
 

（アトロピン硫酸塩水和物）Atropine 

sulfate hydrate

‛アトロピン注0.05%シリンジ
「テルモ」あ� お

Atropine 0.5㎎/1mL/本  〔テルモ〕

ラ
〔薬価〕143.00円/筒

【効】胃・十二指腸潰瘍における分泌並

びに運動亢進，胃腸の痙攣性疼痛，痙

攣性便秘，胆管・尿管の疝痛，有機燐

系殺虫剤・副交感神経興奮剤の中毒，

迷走神経性徐脈及び迷走神経性房室伝

導障害，麻酔前投薬，その他の徐脈及
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び房室伝導障害，ECTの前投与

【用】（注）0.5㎎を皮下注又は筋注．場

合により静注もできる．〔有機燐系殺

虫剤中毒の場合〕軽症：0.5 ～ 1㎎を

皮下注又は経口．中等症：1 ～ 2㎎を

皮下注・筋注又は静注．必要があれ

ば，その後20 ～ 30分毎に繰り返し注

射．重症：初回，2 ～ 4㎎を静注，ア

トロピン飽和の徴候が認められるまで

繰り返し注射を行う．〔ECTの前投

与〕1回0.5㎎を皮下注，筋注又は静注
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12402　四級アンモニウム塩合成抗
コリン薬

 

（チメピジウム臭化物水和物）

Timepidium bromide hydrate

‛セスデンカプセル30㎎
Sesden 30㎎/cap  〔ニプロES〕

ラ
〔薬価〕11.30円/cap

【効】次記疾患における痙攣並びに運動

障害に伴う疼痛の緩解：胃炎，胃・

十二指腸潰瘍，腸炎，胆嚢・胆道疾

患，尿路結石．膵炎に起因する疼痛の

緩解

【用】（内）1回30㎎を1日3回
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（ブチルスコポラミン臭化物）

Scopolamine butylbromide

‛ブスコパン錠10㎎（試）
Buscopan 10㎎/T  〔サノフィ〕

ラ
〔薬価〕5.90円/T

【効】次記疾患における痙攣並びに運動

機能亢進：胃・十二指腸潰瘍，食道痙

攣，幽門痙攣，胃炎，腸炎，腸疝痛，

痙攣性便秘，機能性下痢，胆嚢・胆管

炎，胆石症，胆道ジスキネジー，胆嚢

切除後の後遺症，尿路結石症，膀胱

炎，月経困難症

【用】（内）1回10～20㎎を1日3～5回
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（ブチルスコポラミン臭化物）

Scopolamine butylbromide

‛ブスコパン注20㎎� お
Buscopan 20㎎/1mL/A  〔サノフィ〕

ラ
〔薬価〕59.00円/A

【効】①次記疾患における痙攣並びに運

動機能亢進：胃・十二指腸潰瘍，食道

痙攣，幽門痙攣，胃炎，腸炎，腸疝

痛，痙攣性便秘，機能性下痢，胆嚢・

胆管炎，胆石症，胆道ジスキネジー，

胃・胆嚢切除後の後遺症，尿路結石

症，膀胱炎，器具挿入による尿道・膀

胱痙攣，月経困難症，分娩時の子宮下

部痙攣．②消化管のX線及び内視鏡検

査の前処置

【用】（注）1回10 ～ 20㎎を静注又は皮

下注，筋注
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13　感覚器官用薬
131　眼科用薬
13101　散瞳薬
 

（アトロピン硫酸塩水和物）Atropine 

sulfate hydrate

‛日点アトロピン点眼液1%� お
Nitten atropine 1%5mL/本 

 〔日本点眼薬〕

ラ
〔薬価〕296.60円/瓶

【効】診断又は治療を目的とする散瞳と

調節麻痺

【用】（外）1日1～3回，1回1～2滴宛点

眼

�����������������

（シクロペントラート塩酸塩）

Cyclopentolate hydrochloride

‛サイプレジン1%点眼液
Cyplegin 1%10mL/本  〔参天〕

ラ
〔薬価〕78.50円/mL

【効】診断又は治療を目的とする散瞳と

調節麻痺

【用】（外）1日1回1滴宛点眼，又は1滴

点眼後5～10分して更に1滴を点眼

�����������������

（トロピカミド）Tropicamide

‛ミドリンM点眼液0.4%
Mydrin M 0.4%5mL/本  〔参天〕

ラ
〔薬価〕18.70円/mL

【効】診断又は治療を目的とする散瞳と

調節麻痺

【用】（外）診断又は治療を目的とする

散瞳には1日1回，1回1～2滴宛，調節

麻痺には3～5分おきに2～3回，1回1

滴宛点眼

�����������������

（フェニレフリン塩酸塩）Phenyleph-

rine hydrochloride

‛ネオシネジンコーワ5%点眼液
Neosynesin 5%10mL/本  〔興和〕

ラ
〔薬価〕42.10円/mL

【効】診断又は治療を目的とする散瞳

【用】（外）1回，1～2滴宛点眼

�����������������

‛ミドリンP点眼液
Mydrin P 0.5%5mL/本  〔参天〕

ラ
〔薬価〕27.50円/mL

1mL中： 

トロピカミド 5㎎ 

フェニレフリン塩酸塩 5㎎

【効】診断及び治療を目的とする散瞳と

調節麻痺

【用】（外）散瞳には，1回1 ～ 2滴を点

眼するか，又は1回1滴を3～5分おき

に2回点眼．調節麻痺には，1回1滴を3

～5分おきに2～3回点眼

�����������������

13102　縮瞳薬
 

（ピロカルピン塩酸塩）Pilocarpine 

hydrochloride

‛サンピロ点眼液2%� お
Sanpilo 2%5mL/本  〔参天〕

ラ
〔薬価〕134.60円/瓶

【効】緑内障，診断又は治療を目的とす

る縮瞳

【用】（外）0.5 ～ 4%液を1日3 ～ 5回，1

回1～2滴宛点眼

�����������������
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13103　眼科用局所麻酔薬
 

（オキシブプロカイン塩酸塩）Oxybu-

procaine hydrochloride

‛ベノキシール点眼液0.4%
Benoxil 0.4%5mL/本  〔参天〕

〔薬価〕20.40円/mL

【効】眼科領域における表面麻酔

【用】（外）1～4滴を点眼

�����������������

（リドカイン塩酸塩）Lidocaine 

hydrochloride

‛キシロカイン点眼液4%
Xylocaine 4%20mL/本  〔アスペン〕

〔薬価〕16.50円/mL

【効】眼科領域における表面麻酔

【用】（外）1～5滴を点眼

�����������������

13104　眼科用副腎皮質ステロイド
 

（トリアムシノロンアセトニド）

Triamcinolone acetonide

‛マキュエイド眼注用40㎎
Maqaid 40㎎/V  〔わかもと〕

ラ
〔薬価〕8,060.00円/瓶

【効】［硝子体内投与］①硝子体手術時

の硝子体可視化．②糖尿病黄斑浮腫．

［テノン嚢下投与］③次記の疾患に伴

う黄斑浮腫の軽減：糖尿病黄斑浮腫，

網膜静脈閉塞症，非感染性ぶどう膜炎

【用】（注）①40㎎（1バイアル）に4mL

の生理食塩液又は眼灌流液を注入して

濃度が10㎎/mLになるように用時懸濁

し，0.5 ～ 4㎎（懸濁液として0.05 ～

0.4mL）を硝子体内に注入．懸濁液の

濃度は，40㎎/mLまで．②40㎎（1バ

イアル）に1mLの生理食塩液又は眼灌

流液を注入して濃度が40㎎/mLになる

ように用時懸濁し，4㎎（懸濁液とし

て0.1mL）を硝子体内に投与．③40㎎

（1バイアル）に1mLの生理食塩液又は

眼灌流液を注入して濃度が40㎎/mLに

なるように用時懸濁し，20㎎（懸濁液

として0.5mL）をテノン嚢下に投与

�����������������

（フルオロメトロン）Fluorometho-

lone

‛フルメトロン点眼液0.02%
Flumetholon 0.02%5mL/本  〔参天〕

〔薬価〕30.90円/mL

【効】外眼部の炎症性疾患（眼瞼炎，結

膜炎，角膜炎，強膜炎，上強膜炎等）

【用】（外）用時よく振りまぜたのち，1

回1～2滴，1日2～4回点眼

�����������������

（フルオロメトロン）Fluorometho-

lone

‛フルメトロン点眼液0.1%
Flumetholon 0.1%5mL/本  〔参天〕

〔薬価〕37.40円/mL

【効】外眼部及び前眼部の炎症性疾患

（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，

上強膜炎，虹彩炎，虹彩毛様体炎，ブ

ドウ膜炎，術後炎症等）

【用】（外）用時よく振りまぜたのち，1

回1～2滴，1日2～4回点眼

�����������������

（ベタメタゾンリン酸エステルナトリ

ウム）Betamethasone sodium 

phosphate

‛リンデロン点眼液0.01%
Rinderon 0.01%5mL/本  〔塩野義〕

〔薬価〕36.80円/mL

【効】外眼部及び前眼部の炎症性疾患の

対症療法（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，

強膜炎，上強膜炎，前眼部ブドウ膜

炎，術後炎症）

【用】（外）1日3～4回，1回1～2滴ずつ

点眼
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（ベタメタゾンリン酸エステルナトリ

ウム）Betamethasone sodium 

phosphate

‛リンデロン点眼・点耳・点鼻
液0.1%

Rinderon 0.1%5mL/本  〔塩野義〕

〔薬価〕58.00円/mL

‛ベタメタゾンリン酸エステル
Na・PF眼耳鼻科用液0.1%「日
点」あ�

Betamethasone sodium phosphate 

0.1%5mL/本  〔日本点眼薬〕

〔薬価〕18.40円/mL

〔先発品〕リンデロン点眼・点耳・点鼻

液0.1%

【効】①眼科：外眼部及び前眼部の炎症

性疾患の対症療法（眼瞼炎，結膜炎，

角膜炎，強膜炎，上強膜炎，前眼部ブ

ドウ膜炎，術後炎症）．②耳鼻科：外

耳・中耳（耳管を含む）又は上気道の

炎症性・アレルギー性疾患（外耳炎，

中耳炎，アレルギー性鼻炎等），術後

処置

【用】（外）①1日3～4回，1回1～2滴ず

つ 点 眼． ② 1 日 1 ～ 数 回， 適 量 を 点

耳，点鼻，耳浴，ネブライザー又はタ

ンポンにて使用するか，又は患部に注

入

�����������������

‛ネオメドロールEE軟膏
Neo medrol EE 0.35%3g/本 

 〔ファイザー〕

〔薬価〕46.60円/g

1g中： 

フラジオマイシン硫酸塩 3.5㎎ 

メチルプレドニゾロン 1㎎

【効】①外眼部・前眼部の細菌感染を伴

う炎症性疾患．②外耳湿疹・皮膚炎，

耳鼻咽喉科領域における術後処置．

〈適応菌種〉フラジオマイシン感性菌

【用】（外）①眼科用：適量を1日1～数

回患部に点眼・塗布．②耳鼻科用：適

量を1日1～数回患部に塗布

�����������������

13105　眼科用抗菌薬（セフェム系
薬）

 

（セフメノキシム塩酸塩）Cefmenox-

ime hydrochloride

‛ベストロン点眼用0.5%
Bestron 25㎎/本（溶解液5mL付） 

 〔千寿〕

〔薬価〕54.80円/mL

【効】眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜

炎，瞼板腺炎，角膜炎（角膜潰瘍を含

む），眼科周術期の無菌化療法．〈適応

菌種〉セフメノキシムに感性のブドウ

球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，モ

ラクセラ・ラクナータ（モラー・アク

センフェルト菌），セラチア・マルセ

スセンス，プロテウス属，モルガネ

ラ・モルガニー，プロビデンシア属，

インフルエンザ菌，ヘモフィルス・エ

ジ プ チ ウ ス（ コ ッ ホ・ ウ ィ ー ク ス

菌），緑膿菌，アクネ菌

【用】（外）添付の溶解液で5㎎/mLの濃

度に溶解し，1回1～2滴を1日4回点眼

�����������������

13106　眼科用抗菌薬（アミノグリ
コシド系薬）

 

（トブラマイシン）Tobramycin

‛トブラシン点眼液0.3%� お
Tobracin 0.3%5mL/本 

 〔日東メディック〕

〔薬価〕36.40円/mL

【効】眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜

炎，角膜炎（角膜潰瘍を含む）．〈適応

菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レ
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ンサ球菌属，肺炎球菌，モラクセラ・

ラクナータ（モラー・アクセンフェル

ト菌），インフルエンザ菌，ヘモフィ

ルス・エジプチウス（コッホ・ウィー

クス菌），緑膿菌

【用】（外）1回1～2滴，1日4～5回点眼

�����������������

13107　眼科用抗菌薬（ニューキノ
ロン系薬）

 

（オフロキサシン）Ofloxacin

‛タリビッド眼軟膏0.3%
Tarivid 0.3%3.5g/本  〔参天〕

〔薬価〕113.50円/g

【効】眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜

炎，瞼板腺炎，角膜炎（角膜潰瘍を含

む），眼科周術期の無菌化療法．〈適応

菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レ

ンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，ミ

クロコッカス属，モラクセラ属，コリ

ネバクテリウム属，クレブシエラ属，

セラチア属，プロテウス属，モルガネ

ラ・モルガニー，プロビデンシア属，

インフルエンザ菌，ヘモフィルス・エ

ジ プ チ ウ ス（ コ ッ ホ・ ウ ィ ー ク ス

菌），シュードモナス属，緑膿菌，

バークホルデリア・セパシア，ステノ

トロホモナス（ザントモナス）・マル

トフィリア，アシネトバクター属，ア

クネ菌，トラコーマクラミジア（クラ

ミジア・トラコマティス）

【用】（外）適量を1日3回塗布

�����������������

（ガチフロキサシン水和物）Gati-

floxacin hydrate

‛ガチフロ点眼液0.3%
Gatiflo 0.3%5mL/本  〔千寿〕

〔薬価〕84.50円/mL

【効】①眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜

炎，瞼板腺炎，角膜炎（角膜潰瘍を含

む）．②眼科周術期の無菌化療法．〈適

応菌種〉ガチフロキサシンに感性のブ

ドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球

菌，腸球菌属，モラクセラ（ブランハ

メラ）・カタラーリス，コリネバクテ

リウム属，シトロバクター属，クレブ

シエラ属，セラチア属，モルガネラ・

モ ル ガ ニ ー， イ ン フ ル エ ン ザ 菌，

シュードモナス属，緑膿菌，スフィン

ゴモナス・パウチモビリス，ステノト

ロホモナス（ザントモナス）・マルト

フィリア，アシネトバクター属，アク

ネ菌

【用】（外）①1回1滴，1日3回点眼．②

手術前：1回1滴，1日5回．手術後：1

回1滴，1日3回点眼

�����������������

（モキシフロキサシン塩酸塩）

Moxifloxacin hydrochloride

‛モキシフロキサシン点眼液
0.5%「日点」あ�

Moxifloxacin 0.5%5mL/本 

 〔日本点眼薬〕

〔薬価〕37.50円/mL

〔先発品〕ベガモックス点眼液0.5%

【効】①眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜

炎，瞼板腺炎，角膜炎（角膜潰瘍を含

む）．②眼科周術期の無菌化療法．〈適

応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，

レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，

ミクロコッカス属，モラクセラ属，コ

リネバクテリウム属，シトロバクター

属，クレブシエラ属，エンテロバク

ター属，セラチア属，プロテウス属，

モルガネラ・モルガニー，インフルエ

ンザ菌，シュードモナス属，バークホ

ルデリア・セパシア，ステノトロホモ

ナス（ザントモナス）・マルトフィリ

ア，アシネトバクター属，アクネ菌

【用】（外）①1回1滴，1日3回点眼．②

50

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1319722
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1319749
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1319753
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/1319753


－51－

13

13　感覚器官用薬

手術前は1回1滴，1日5回，手術後は1

回1滴，1日3回点眼
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（レボフロキサシン水和物）Levo-

floxacin hydrate

‛クラビット点眼液1.5%
Cravit 1.5%5mL/本  〔参天〕

〔薬価〕66.70円/mL

【効】眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜

炎，瞼板腺炎，角膜炎（角膜潰瘍を含

む），眼科周術期の無菌化療法．〈適応

菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レ

ンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，ミ

クロコッカス属，モラクセラ属，コリ

ネバクテリウム属，クレブシエラ属，

エンテロバクター属，セラチア属，プ

ロ テ ウ ス 属， モ ル ガ ネ ラ・ モ ル ガ

ニー，インフルエンザ菌，ヘモフィル

ス・エジプチウス（コッホ・ウィーク

ス菌），シュードモナス属，緑膿菌，

ス テ ノ ト ロ ホ モ ナ ス（ ザ ン ト モ ナ

ス）・マルトフィリア，アシネトバク

ター属，アクネ菌

【用】（外）1回1滴，1日3回点眼

�����������������

13108　眼科用抗菌薬（その他）
 

（アジスロマイシン水和物）Azithro-

mycin hydrate

‛アジマイシン点眼液1%
Azimycin 1%2.5mL/本  〔千寿〕

〔薬価〕301.50円/mL

【効】①結膜炎．②眼瞼炎，麦粒腫，涙

嚢炎．〈適応菌種〉アジスロマイシン

に感性のブドウ球菌属，レンサ球菌

属，肺炎球菌，コリネバクテリウム

属，インフルエンザ菌，アクネ菌

【用】（外）①成人及び7歳以上の小児に

は，1回1滴，1日2回2日間，その後，1

日1回5日間点眼．②1回1滴，1日2回2

日間，その後，1日1回12日間点眼

�����������������

13109　眼科用抗ウイルス薬
 

（アシクロビル）Aciclovir

‛ゾビラックス眼軟膏3%
Zovirax 3%5g/本  〔参天〕

〔薬価〕551.50円/g

【効】単純ヘルペスウイルスに起因する

角膜炎

【用】（外）適量を1日5回塗布．症状に

より適宜回数を減じる
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13110　抗アレルギー薬
 

（エピナスチン塩酸塩）Epinastine 

hydrochloride

‛アレジオンLX点眼液0.1%
Alesion 0.1%5mL/本  〔参天〕

〔薬価〕541.50円/mL

【効】アレルギー性結膜炎

【用】（外）1回1滴，1日2回（朝，夕）

点眼

�����������������

（オロパタジン塩酸塩）Olopatadine 

hydrochloride

‛パタノール点眼液0.1%
Patanol 0.1%5mL/本  〔ノバルティス〕

〔薬価〕116.60円/mL

【効】アレルギー性結膜炎

【用】（外）1回1 ～ 2滴，1日4回（朝，

昼，夕方及び就寝前）点眼

�����������������

（ケトチフェンフマル酸塩）Ketotifen 

fumarate

‛ザジテン点眼液0.05%
Zaditen 0.05%5mL/本  〔ノバルティス〕

〔薬価〕396.80円/瓶

【効】アレルギー性結膜炎

【用】（外）1回1 ～ 2滴を1日4回（朝，
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昼，夕方及び就寝前）点眼

�����������������

（トラニラスト）Tranilast

‛リザベン点眼液0.5%
Rizaben 0.5%5mL/本  〔キッセイ〕

〔薬価〕441.90円/瓶

【効】アレルギー性結膜炎

【用】（外）1回1 ～ 2滴を1日4回（朝，

昼，夕方及び就寝前）点眼

�����������������

（レボカバスチン塩酸塩）Levocabas-

tine hydrochloride

‛リボスチン点眼液0.025%
Livostin 0.025%5mL/本  〔参天〕

〔薬価〕98.30円/mL

【効】アレルギー性結膜炎

【用】（外）1回1 ～ 2滴を1日4回（朝，

昼，夕方及び就寝前）点眼
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13111　非ステロイド抗炎症薬
 

（プラノプロフェン）Pranoprofen

‛ニフラン点眼液0.1%
Niflan 0.1%5mL/本  〔千寿〕

〔薬価〕34.90円/mL

【効】外眼部及び前眼部の炎症性疾患の

対症療法（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，

強膜炎，上強膜炎，前眼部ブドウ膜

炎，術後炎症）

【用】（外）1回1～2滴を1日4回点眼

�����������������

（ブロムフェナクナトリウム水和物）

Bromfenac sodium hydrate

‛ブロナック点眼液0.1%
Bronuck 0.1%5mL/本  〔千寿〕

〔薬価〕82.20円/mL

【効】外眼部及び前眼部の炎症性疾患の

対症療法［眼瞼炎，結膜炎，強膜炎

（上強膜炎を含む），術後炎症］

【用】（外）1回1～2滴，1日2回点眼
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13113　緑内障治療薬（イオンチャ
ネル開口薬）

 

（イソプロピルウノプロストン）

Isopropyl unoprostone

‛レスキュラ点眼液0.12%
Rescula 0.12%5mL/本 

 〔日東メディック〕

〔薬価〕252.60円/mL

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日2回点眼

�����������������

13114　緑内障治療薬（PG関連薬）
 

（タフルプロスト）Tafluprost

‛タプロス点眼液0.0015%� お
Tapros 0.0015%2.5mL/本  〔参天〕

ラ
〔薬価〕871.40円/mL

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日1回点眼

�����������������

（トラボプロスト）Travoprost

‛トラバタンズ点眼液0.004%
Travatanz 0.004%2.5mL/本 

 〔ノバルティス〕

ラ
〔薬価〕615.50円/mL

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日1回点眼

�����������������

（ビマトプロスト）Bimatoprost

‛ルミガン点眼液0.03%
Lumigan 0.03%2.5mL/本  〔千寿〕

ラ
〔薬価〕652.50円/mL

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日1回点眼

�����������������
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（ラタノプロスト）Latanoprost

‛ラタノプロスト点眼液0.005%
「ニッテン」あ�

Latanoprost 0.005%2.5mL/本 

 〔日本点眼薬〕

ラ
〔薬価〕242.60円/mL

〔先発品〕キサラタン点眼液0.005%

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日1回点眼

�����������������

13115　緑内障治療薬（選択的EP2
受容体作動薬）

 

（オミデネパグイソプロピル）

Omidenepag isopropyl

‛エイベリス点眼液0.002%（試）
� お

Eybelis 0.002%2.5mL/本  〔参天〕

ラ
〔薬価〕925.60円/mL

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日1回点眼
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13116　緑内障治療薬（α2受容体
選択性刺激薬）

 

（ブリモニジン酒石酸塩）Brimoni-

dine tartrate

‛アイファガン点眼液0.1%
Aiphagan 0.1%5mL/本  〔千寿〕

リ
〔薬価〕346.10円/mL

【効】次の疾患で，他の緑内障治療薬が

効果不十分又は使用できない場合：緑

内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日2回点眼

�����������������

13117　緑内障治療薬（β遮断薬）
 

（カルテオロール塩酸塩）Carteolol 

hydrochloride

‛ミケランLA点眼液2%
Mikelan LA 2%2.5mL/本  〔大塚〕

〔薬価〕386.50円/mL

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1%製剤を1回1滴，1日1回点

眼．十分な効果が得られない場合は，

2%製剤を用いて1回1滴，1日1回点眼

�����������������

13118　緑内障治療薬（炭酸脱水酵
素阻害薬）

 

（ブリンゾラミド）Brinzolamide

‛エイゾプト懸濁性点眼液1%
Azopt 1%5mL/本  〔ノバルティス〕

リ
〔薬価〕271.60円/mL

【効】次の疾患で，他の緑内障治療薬が

効果不十分又は使用できない場合：緑

内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日2回点眼．十分

な効果が得られない場合には1回1滴，

1日3回点眼できる

�����������������

13119　緑内障治療薬（ROCK阻害
薬）

 

（リパスジル塩酸塩水和物）Ripasudil 

hydrochloride hydrate

‛グラナテック点眼液0.4%
Glanatec 0.4%5mL/本  〔興和〕

〔薬価〕449.50円/mL

【効】次の疾患で，他の緑内障治療薬が

効果不十分又は使用できない場合：緑

内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日2回点眼

�����������������
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13122　緑内障治療薬（PG関連薬
＋β遮断薬配合剤）

 

‛ザラカム配合点眼液
Xalacom 2.5mL/本  〔ファイザー〕

ラ
〔薬価〕834.80円/mL

1mL中： 

ラタノプロスト 50μg 

チモロールマレイン酸塩 6.83㎎ 

（チモロールとして5㎎）

‛タプコム配合点眼液� お
Tapcom 2.5mL/本  〔参天〕

ラ
〔薬価〕841.40円/mL

1mL中： 

タフルプロスト 15μg 

チモロールマレイン酸塩 6.83㎎ 

（チモロールとして5㎎）

‛ミケルナ配合点眼液
Mikeluna 2.5mL/本  〔大塚〕

ラ
〔薬価〕611.00円/mL

1mL中： 

カルテオロール塩酸塩 20㎎ 

ラタノプロスト 50μg

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日1回点眼
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13123　緑内障治療薬（β遮断薬＋
炭酸脱水酵素阻害薬配合剤）

 

‛アゾルガ配合懸濁性点眼液
Azorga 5mL/本  〔ノバルティス〕

リ
〔薬価〕331.80円/mL

1mL中： 

ブリンゾラミド 10㎎ 

チモロールマレイン酸塩 6.8㎎ 

（チモロールとして5㎎）

‛コソプト配合点眼液
Cosopt 5mL/本  〔参天〕

〔薬価〕458.30円/mL

1mL中： 

ドルゾラミド 10㎎ 

チモロール 5㎎

【効】次の疾患で，他の緑内障治療薬が

効果不十分な場合：緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日2回点眼
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13125　緑内障治療薬（α2受容体
選択性刺激薬＋炭酸脱水酵
素阻害薬配合剤）

 

‛アイラミド配合懸濁性点眼液
Ailamide 5mL/本  〔千寿〕

リ
〔薬価〕476.60円/mL

1mL中： 

ブリモニジン酒石酸塩 1㎎ 

ブリンゾラミド 10㎎

【効】次の疾患で，他の緑内障治療薬が

効果不十分な場合：緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日2回点眼

�����������������

13126　白内障治療薬
 

（ピレノキシン）Pirenoxine

‛ピレノキシン懸濁性点眼液
0.005%「参天」あ�

Pirenoxine 0.005%5mL/本  〔参天〕

〔薬価〕64.90円/瓶

【効】初期老人性白内障

【用】（外）用時よく振り混ぜたのち，1

回1～2滴を1日3～5回点眼

�����������������
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13127　加齢黄斑変性症治療薬
 

（アフリベルセプト（遺伝子組換え））

Aflibercept (genetical recombina-

tion)

‛アイリーア硝子体内注射用
キット40㎎/mL� おけ

Eylea 2㎎0.05mL/V  〔参天〕

ラ
〔薬価〕137,292.00円/筒

【効】①中心窩下脈絡膜新生血管を伴う

加齢黄斑変性．②網膜静脈閉塞症に伴

う黄斑浮腫．③病的近視における脈絡

膜新生血管．④糖尿病黄斑浮腫．⑤血

管新生緑内障

【用】（注）①2㎎（0.05mL）を1か月ご

とに1回，連続3回（導入期）硝子体内

投与．その後の維持期においては，2

か月ごとに1回，硝子体内投与．投与

間隔は，1か月以上あけること．②③1

回あたり2㎎（0.05mL）を硝子体内投

与．投与間隔は，1か月以上あけるこ

と．④2㎎（0.05mL）を1か月ごとに1

回，連続5回硝子体内投与．その後

は，2か月ごとに1回，硝子体内投与．

投与間隔は，1か月以上あけること．

⑤1回2㎎（0.05mL）を硝子体内投与．

必要な場合は再投与できるが，1か月

以上あけること

�����������������

（ラニビズマブ（遺伝子組換え））

Ranibizumab (genetical recombina-

tion)

‛ルセンティス硝子体内注射用
キット10㎎/mL� お

Lucentis 0.5㎎0.05mL/筒 

 〔ノバルティス〕

ラ
〔薬価〕113,702.00円/筒

【効】①中心窩下脈絡膜新生血管を伴う

加齢黄斑変性症．②網膜静脈閉塞症に

伴う黄斑浮腫．③病的近視における脈

絡膜新生血管．④糖尿病黄斑浮腫

【用】（注）①0.5㎎（0.05mL）を1か月

毎に連続3か月間（導入期）硝子体内

投与．その後の維持期においては，1

か月以上の間隔をあけること．②③④

1回あたり0.5㎎（0.05mL）を硝子体内

投与．投与間隔は，1か月以上あける
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13128　角膜治療薬
 

（精製ヒアルロン酸ナトリウム）

Purified sodium hyaluronate

‛ヒアレイン点眼液0.1%
Hyalein 0.1%5mL/本  〔参天〕

〔薬価〕294.10円/瓶

‛ヒアレインミニ点眼液0.1%
Hyalein mini 0.1%0.4mL/本

〔薬価〕14.20円/個

‛ヒアレインミニ点眼液0.3%
Hyalein mini 0.3%0.4mL/本

〔薬価〕20.20円/個

【効】次記疾患に伴う角結膜上皮障害：

①シェーグレン症候群，スティーブン

ス・ジョンソン症候群，眼球乾燥症候

群（ドライアイ）等の内因性疾患．②

術後，薬剤性，外傷，コンタクトレン

ズ装用等による外因性疾患

【用】（外）1回1滴，1日5 ～ 6回点眼．

通常は0.1%製剤を投与し，重症疾患等

で効果不十分の場合には，0.3%製剤を

投与
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13129　ドライアイ改善薬
 

（ジクアホソルナトリウム）Diquafo-

sol sodium

‛ジクアスLX点眼液3%
Diquas LX3%5mL/本  〔参天〕
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〔薬価〕1,060.00円/瓶

【効】ドライアイ

【用】（外）1回1滴，1日3回点眼
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（レバミピド）Rebamipide

‛ムコスタ点眼液UD2%
Mucosta 2%0.35mL/本  〔大塚〕

リ
〔薬価〕27.30円/本

【効】ドライアイ

【用】（外）1回1滴，1日4回点眼

�����������������

13130　眼内灌流液
 

（オキシグルタチオン）Oxiglutatione

‛ビーエスエスプラス500眼灌流
液0.0184%（バッグ）

Bss plus 0.0184%500mL/本 

 〔日本アルコン〕

〔薬価〕3,113.40円/瓶

【効】眼科手術（①白内障，②硝子体，

③緑内障）時の眼灌流及び洗浄

【用】（外）用時希釈液で希釈し，次の

量 を 使 用． ① 60 ～ 240mL． ② 90 ～

400mL．③30～260mL
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13131　粘弾性物質
 

（精製ヒアルロン酸ナトリウム）

Purified sodium hyaluronate

‛ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤
1%「生化学」

Sodium hyaluronate 8.5㎎/0.85mL/

本  〔参天〕

〔薬価〕4,691.80円/筒

【効】①白内障手術．②眼内レンズ挿入

術．③全層角膜移植術における手術補

助

【用】（外）①②を連続して施行する場

合 に は，0.2 ～ 0.75mLを 前 房 内 へ 注

入．眼内レンズのコーティングに約

0.1mL使用．白内障手術又は眼内レン

ズ挿入術のみを施行する場合には，次

のとおりとする．①0.1～0.4mLを前房

内へ注入．②挿入前に，0.1～0.5mLを

前房内へ注入．眼内レンズのコーティ

ングに約0.1mL使用．③移植眼の角膜

片を除去後に，0.1～0.6mLを前房内へ

注入し，移植片角膜を本剤上に浮遊さ

せて縫合を行う．提供眼の移植片角膜

のコーティングに約0.1mL使用
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（精製ヒアルロン酸ナトリウム）

Purified sodium hyaluronate

‛ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリ
ンジ0.6mL

Healon V 2.3%0.6mL/本  〔AMO〕

〔薬価〕7,684.70円/筒

【効】①白内障手術．②眼内レンズ挿入

術における手術補助

【用】（外）①②を連続して施行：0.3～

0.6mLを前房内へ注入，眼内レンズの

コーティングに約0.1mL使用．①の

み：0.1～0.3mLを前房内へ注入．②の

み：挿入前に0.1～0.4mLを前房内へ注

入，眼内レンズのコーティングに約

0.1mL使用
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‛シェルガン0.5眼粘弾剤あ�
Shellgan 0.5mL/筒  〔参天〕

〔薬価〕4,224.70円/筒

1mL中： 

精製ヒアルロン酸ナトリウム 30㎎ 

コンドロイチン硫酸エステルナトリ

ウム 40㎎

【効】次の一連の眼科手術における手術

補助：超音波乳化吸引法による白内障

摘出術及び眼内レンズ挿入術

【用】（外）超音波乳化吸引法による白

内障摘出時には0.1～0.4mL，眼内レン
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ズ挿入時には0.1～0.3mLを前房内へ注

入．必要に応じて眼内レンズのコー

ティングに0.1mL使用

�����������������

13132　調節機能改善薬
 

（シアノコバラミン）Cyanocobala-

min

‛サンコバ点眼液0.02%
Sancoba 0.02%5mL/本  〔参天〕

〔薬価〕88.80円/瓶

【効】調節性眼精疲労における微動調節

の改善

【用】（外）1回1～2滴を1日3～5回点眼
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13133　コンタクトレンズ角膜装着
補助剤

 

‛スコピゾル眼科用液
Scopisol 15mL/個（配合剤）  〔千寿〕

1mL中： 

ヒドロキシエチルセルロース 15㎎ 

塩化ナトリウム 5.5㎎ 

塩化カリウム 1.6㎎ 

乾燥炭酸ナトリウム 0.6㎎ 

リン酸水素ナトリウム水和物 1.8㎎ 

ホウ酸 12㎎

【効】眼科診断の際及び光凝固手術時，

特殊コンタクトレンズ類の角膜装着を

容易かつ密にする

【用】（外）特殊コンタクトレンズ類装

着時，レンズ凹面に1 ～ 2滴滴下し，

角膜に装着
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13134　蛍光眼底造影剤
 

（インドシアニングリーン）Indocya-

nine green

‛オフサグリーン静注用25㎎
Ophthagreen 25㎎/V（溶解液付） 

 〔参天〕

〔薬価〕1,381.00円/瓶

【効】網脈絡膜血管の造影

【用】（注）25㎎を注射用蒸留水2mLに溶

解し，肘静脈より速やかに静注
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（フルオレセインナトリウム）

Fluorescein sodium

‛フルオレサイト静注500㎎あ 
Fluorescite 10%5mL/V 

 〔ノバルティス〕

〔薬価〕1,038.00円/瓶

【効】ぶどう膜・網膜・視神経等の疾患

の診断

【用】（注）200～500㎎を肘静脈に注射
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13135　免疫抑制薬
 

（シクロスポリン）Ciclosporin

‛パピロックミニ点眼液0.1%� お
Papilock mini 0.1%0.4mL/本  〔参天〕

〔薬価〕164.90円/個

【効】春季カタル（抗アレルギー剤が効

果不十分な場合）

【用】（外）1回1滴，1日3回点眼

�����������������

（タクロリムス水和物）Tacrolimus 

hydrate

‛タリムス点眼液0.1%� お
Talymus 0.1%5mL/本  〔千寿〕

〔薬価〕9,785.30円/瓶

【効】春季カタル（抗アレルギー剤が効

果不十分な場合）

【用】（外）1回1滴を1日2回点眼

�����������������
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13141　その他の眼科用薬
 

（フルオレセインナトリウム）

Fluorescein sodium

‛フローレス眼検査用試験紙
0.7㎎あ 

Fluores 0.7㎎/枚  〔あゆみ〕

〔薬価〕15.10円/枚

【効】外眼部・前眼部及び涙器疾患の検

査・眼圧測定・ハードコンタクトレン

ズ装着検査等

【用】（外）1眼に1枚の試験紙．滅菌食

塩水1滴を試験紙の薬剤含有部に滴下

し，これを結膜嚢に接触し，薬物を移

行
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（ポリビニルアルコールヨウ素）

Polyvinylalcohol･iodine

‛PA・ヨード点眼・洗眼液
PA iodo 0.2%20mL/本  〔日本点眼薬〕

〔薬価〕22.50円/mL

1mL中： 

ヨウ素 2㎎ 

ポリビニルアルコール 80㎎

【効】角膜ヘルペス，洗眼殺菌

【用】（外）（有効ヨウ素濃度0.2%の原液）

生理食塩液で4～8倍に希釈して用い

る
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132　耳鼻科用薬
13201　耳鼻科用血管収縮薬
 

（トラマゾリン塩酸塩）Tramazoline 

hydrochloride

‛トラマゾリン点鼻液0.118%
「AFP」� お

Tramazoline 0.118%15mL/本 

 〔アルフレッサ〕

〔薬価〕6.20円/mL

【効】諸種疾患による鼻充血・うっ血

【用】（外）1回2～3滴を1日数回点鼻す

るか，又は1日数回噴霧
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13202　耳鼻科用抗菌薬（セフェム
系薬）

 

（セフメノキシム塩酸塩）Cefmenox-

ime hydrochloride

‛ベストロン耳鼻科用1%
Bestron 50㎎/本（溶解液5mL付） 

 〔セオリア〕

〔薬価〕92.70円/mL

【効】外耳炎，中耳炎，副鼻腔炎（但

し，ネブライザーを用いた噴霧吸入に

おいては中鼻道閉塞が高度の症例を除

く）．〈適応菌種〉セフメノキシムに感

性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺

炎 球 菌， モ ラ ク セ ラ（ ブ ラ ン ハ メ

ラ）・カタラーリス，プロテウス属，

モルガネラ・モルガニー，プロビデン

シア属，インフルエンザ菌，緑膿菌，

ペプトストレプトコッカス属

【用】（外）添付の溶解液で1mL当たり10

㎎の濃度に溶解し，次のとおり用い

る．外耳炎及び中耳炎に対しては，1

回6～10滴点耳し，約10分間の耳浴を

1日2回行う．副鼻腔炎に対しては，1

回2～4mLを隔日に1週間に3回ネブラ

イザーを用いて噴霧吸入するか，1回

1mLを1週間に1回上顎洞内に注入
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13203　耳鼻科用抗菌薬（ニューキ
ノロン系薬）

 

（オフロキサシン）Ofloxacin

‛タリビッド耳科用液0.3%
Tarivid 0.3%5mL/本  〔第一三共〕

〔薬価〕111.20円/mL

【効】外耳炎，中耳炎．〈適応菌種〉本

剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球菌
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属，肺炎球菌，プロテウス属，モルガ

ネラ・モルガニー，プロピデンシア

属，インフルエンザ菌，緑膿菌

【用】（外）1回6～10滴1日2回点耳．点

耳後約10分間の耳浴．小児：適宜滴数

を減ずる

�����������������

13204　抗アレルギー薬
 

（レボカバスチン塩酸塩）Levocabas-

tine hydrochloride

‛リボスチン点鼻液0.025㎎112噴
霧用

Livostin 0.025㎎×112回分/本 

 〔日本新薬〕

ラ
〔薬価〕622.80円/瓶

【効】アレルギー性鼻炎

【用】（外）1日4回（朝，昼，夕方及び

就寝前），1回各鼻腔に2噴霧（レボカ

バスチンとして0.05㎎）ずつ噴霧吸入
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13205　耳鼻科用副腎皮質ステロイ
ド

 

（デキサメタゾンシペシル酸エステル）

Dexamethasone cipecilate

‛エリザス点鼻粉末200μg28噴霧
用

Erizas 5.6㎎/V  〔日本新薬〕

〔薬価〕1,347.60円/瓶

【効】アレルギー性鼻炎

【用】（外）1日1回，各鼻腔に1噴霧ずつ

（1噴霧あたり200μg）
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（フルチカゾンフランカルボン酸エス

テル）Fluticasone furoate

‛アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧
用

Allermist 27.5μg×56回分/本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

〔薬価〕1,672.50円/キット

【効】アレルギー性鼻炎

【用】（外）1回各鼻腔に2噴霧（1噴霧あ

たり27.5μg）を1日1回．小児：1回各

鼻腔に1噴霧（1噴霧あたり27.5μgを含

有）を1日1回

�����������������

（モメタゾンフランカルボン酸エステ

ル）Mometasone furoate hydrate

‛ナゾネックス点鼻液50μg56噴
霧用

Nasonex 50μg×56回分/本  〔MSD〕

〔薬価〕1,114.70円/瓶

【効】アレルギー性鼻炎

【用】（外）各鼻腔に2噴霧ずつ1日1回

（1日200μg）．小児：〔12歳未満〕各鼻

腔に1噴霧ずつ1日1回（1日100μg）．

〔12歳以上〕各鼻腔に2噴霧ずつ1日1回

（1日200μg）
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13206　鼻腔用抗MRSA薬
 

（ムピロシンカルシウム水和物）

Mupirocin calcium hydrate

‛バクトロバン鼻腔用軟膏2%
（無）

Bactroban 2%3g/本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

〔薬価〕524.40円/g

【効】次の患者及び個人の保菌する鼻腔

内のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌

（MRSA）の除菌：①MRSA感染症発

症の危険性の高い免疫機能の低下状態

にある患者（易感染患者）．②易感染

患者から隔離することが困難な入院患

者．③易感染患者に接する医療従事

者．〈適応菌種〉ムピロシンに感性の

メ チ シ リ ン 耐 性 黄 色 ブ ド ウ 球 菌

（MRSA）
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【用】（外）適量を1日3回鼻腔内に塗布
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13207　耳垢除去薬
 

（ジオクチルソジウムスルホサクシ

ネート）dioctyl sodium sulfosuc-

cinate

‛ジオクチルソジウムスルホサ
クシネート耳科用液5%
「CEO」あ�

Dioctyl sodium sulfosuccinate 

5%10mL/本  〔セオリア〕

〔薬価〕47.00円/mL

【効】耳垢の除去

【用】（外）通常綿棒等で外耳へ塗布し

て使用．除去困難な場合は数滴点耳後

5分～20分後に微温湯（37℃）にて洗

浄を行う．高度の耳垢栓塞の場合は1

日3回，1 ～ 2日連続点耳後，微温湯

（37℃）洗浄を行う
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133　鎮暈薬
13301　抗めまい薬
 

（ベタヒスチンメシル酸塩）Betahis-

tine mesilate

‛ベタヒスチンメシル酸塩錠6㎎
「CEO」あ�

Betahistine mesilate 6㎎/T 

 〔セオリア〕

〔薬価〕6.10円/T

〔先発品〕メリスロン錠6㎎

【効】次記の疾患に伴うめまい，めまい

感：メニエール病，メニエール症候

群，めまい症

【用】（内）1回1 ～ 2錠（ベタヒスチン

メシル酸塩として1回6～12㎎）を1日

3回食後
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13302　中枢性制吐・鎮暈薬
 

‛トラベルミン配合錠
Travelmin 配合剤  〔エーザイ〕

ラ
〔薬価〕5.90円/T

1錠中： 

ジフェンヒドラミンサリチル酸塩

 40㎎ 

ジプロフィリン 26㎎

【効】次記の疾患又は状態に伴う悪心・

嘔吐・めまい：動揺病，メニエール症

候群

【用】（内）1回1錠．1日3～4回
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II　個々の器官用医薬品

21　循環器官用薬
211　心不全治療薬，昇圧薬
21101　ジギタリス製剤
 

（ジゴキシン）Digoxin

‛ジゴシン注0.25㎎� お
Digosin 0.25㎎/1mL/A 

 〔太陽ファルマ〕

〔薬価〕136.00円/A

【効】①次の疾患に基づくうっ血性心不

全（肺水腫，心臓喘息等を含む）：先

天性心疾患，弁膜疾患，高血圧症，虚

血性心疾患（心筋梗塞，狭心症等），

肺性心（肺血栓・塞栓症，肺気腫，肺

線維症等によるもの），その他の心疾

患（心膜炎，心筋疾患等），腎疾患，

甲状腺機能亢進症ならびに低下症等．

②心房細動・粗動による頻脈．③発作

性上室性頻拍．④次の際における心不

全及び各種頻脈の予防と治療：手術，

急性熱性疾患，出産，ショック，急性

中毒

【用】（注）急速飽和療法（飽和量：1.0

～2.0㎎）：1回0.25～0.5㎎を2～4時間

ごとに静注し，十分効果のあらわれる

まで続ける．比較的急速飽和療法を行

うことができる．緩徐飽和療法を行う

ことができる．維持療法：1日0.25㎎

を静注．小児に対して：急速飽和療

法：新生児，未熟児：1日0.03 ～ 0.05

㎎/㎏を3 ～ 4回に分割，静注又は筋

注．2歳以下：1日0.04～0.06㎎/㎏を3

～ 4回に分割，静注又は筋注．2歳以

上：1日0.02 ～ 0.04㎎/㎏を3 ～ 4回に

分割，静注又は筋注．維持療法：飽和

量の1/10～1/5量を静注又は筋注

�����������������

（ジゴキシン）Digoxin

‛ハーフジゴキシンKY錠0.125�お
Halfdigoxin KY 0.125㎎/T 

 〔トーアエイヨー〕

〔薬価〕9.80円/T

【効】①次の疾患に基づくうっ血性心不

全（肺水腫，心臓喘息等を含む）：先

天性心疾患，弁膜疾患，高血圧症，虚

血性心疾患（心筋梗塞，狭心症等），

肺性心（肺血栓・塞栓症，肺気腫，肺

線維症等によるもの），その他の心疾

患（心膜炎，心筋疾患等），腎疾患，

甲状腺機能亢進症ならびに低下症等．

②心房細動・粗動による頻脈．③発作

性上室性頻拍．④次の際における心不

全及び各種頻脈の予防と治療：手術，

急性熱性疾患，出産，ショック，急性

中毒

【用】（内）急速飽和療法（飽和量：1.0

～ 4.0㎎）：初回0.5 ～ 1.0㎎，以後0.5

㎎を6～8時間ごとに，十分効果のあ

らわれるまで続ける．比較的急速飽和

療法を行うことができる．緩徐飽和療

法を行うことができる．［維持療法］：

1日0.25 ～ 0.5㎎．［小児］急速飽和療

法：2歳以下；1日0.06～0.08㎎/㎏を3

～ 4 回 に 分 割．2 歳 以 上；1 日 0.04 ～

0.06㎎/㎏を3 ～ 4回に分割．維持療

法：飽和量の1/5～1/3量

�����������������

21102　カテコラミン
 

（l－イソプレナリン塩酸塩）l-

isoprenaline hydrochloride

‛プロタノールL注0.2㎎� お
Proternol L 0.2㎎/1mL/A  〔興和〕

〔薬価〕207.00円/A
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【効】①アダムス・ストークス症候群

（徐脈型）の発作時（高度徐脈，心停

止を含む）あるいは発作反復時．②心

筋梗塞や細菌内毒素等による急性心不

全．③手術後の低心拍出量症候群．④

気管支喘息の重症発作時

【用】（注）点滴静注：0.2 ～ 1.0㎎を等

張溶液200 ～ 500mLに溶解し，心拍数

又は心電図をモニターしながら注入．

徐脈型アダムス・ストークス症候群に

おいては，心拍数を原則として毎分50

～ 60に保つ．ショックないし低拍出

量症候群においては，心拍数を原則と

して毎分110前後に保つようにする．

緊急時：急速な効果発現を必要とする

時には，0.2㎎を等張溶液20mLに溶解

し，その2 ～ 20mLを静注（徐々に），

筋注又は皮下注．心臓がまさに停止せ

んとする時には，0.02 ～ 0.2㎎を心内

に与えてもよい
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（アドレナリン）Adrenaline

‛アドレナリン注0.1%シリンジ
「テルモ」あ� お

Adrenaline 1㎎/1mL/シリンジ 

 〔テルモ〕

〔薬価〕149.00円/筒

【効】①次記疾患に基づく気管支痙攣の

緩解：気管支喘息，百日咳．②各種疾

患もしくは状態に伴う急性低血圧又は

ショック時の補助治療．③心停止の補

助治療

【用】（注）1回0.2 ～ 1㎎（本剤として

0.2 ～ 1mL）を皮下注又は筋注．蘇生

などの緊急時には，1回0.25㎎（本剤

として0.25mL）を超えない量を生理食

塩液などで希釈し，できるだけゆっく

りと静注．必要があれば5～15分ごと

に繰り返す
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（アドレナリン）Adrenaline

‛ボスミン注1㎎� お
Bosmin 1㎎/1mL/A  〔第一三共〕

〔薬価〕94.00円/A

【効】①次記疾患に基づく気管支痙攣の

緩解：気管支喘息，百日咳．②各種疾

患もしくは状態に伴う急性低血圧又は

ショック時の補助治療．③心停止の補

助治療．④局所麻酔薬の作用延長．⑤

手術時の局所出血の予防と治療．⑥虹

彩毛様体炎時における虹彩癒着の防止

【用】（注）①②③1回0.2 ～ 1㎎（0.2 ～

1mL）を皮下注又は筋注．蘇生などの

緊急時には，1回0.25㎎（0.25mL）を

超えない量を生理食塩液などで希釈

し，できるだけゆっくりと静注．必要

があれば5～15分ごとに繰り返す．④

0.1%溶液として，血管収縮薬未添加の

局所麻酔薬10mLに1 ～ 2滴（アドレナ

リン濃度1：10～20万）の割合に添加

して用いる．⑤0.1%溶液として，単独

に，又は局所麻酔薬に添加し，局所注

入．⑥0.1%溶液として，点眼するか又

は結膜下に0.1㎎（0.1mL）以下を注射

�����������������

（アメジニウムメチル硫酸塩）

Amezinium metilsulfate

‛リズミック錠10㎎
Risumic 10㎎/T  〔大日本住友〕

〔薬価〕15.50円/T

【効】①本態性低血圧，起立性低血圧．

②透析施行時の血圧低下の改善

【用】（内）①1日20㎎を1日2回に分割．

②透析開始時に1回10㎎

�����������������

（ドパミン塩酸塩）Dopamine 

hydrochloride

‛イノバン注0.3%シリンジ� お
Inovan 150㎎/50mL/シリンジ 

 〔協和キリン〕

62

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2451402
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2451402
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2451400
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2190022
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2119402


－63－

21

21　循環器官用薬

〔薬価〕858.00円/筒

【効】①急性循環不全（心原性ショッ

ク，出血性ショック）．②次のような

急性循環不全状態：1）無尿，乏尿や

利尿剤で利尿が得られない状態．2）

脈拍数の増加した状態．3）他の強

心・昇圧剤により副作用が認められた

り好ましい反応が得られない状態

【用】（注）1～5μg/㎏/分を持続静脈投

与，20μg/㎏まで

�����������������

（ドブタミン塩酸塩）Dobutamine 

hydrochloride

‛ドブタミン持続静注150㎎シリ
ンジ「KKC」あ� お

Dobutamine hydrochloride 150㎎

/50mL/シリンジ  〔協和キリン〕

〔薬価〕546.00円/筒

【効】急性循環不全における心収縮力増

強

【用】（注）1分間あたり1～5μg/㎏を持

続静注．必要ある場合には1分間あた

り20μg/㎏まで
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（ノルアドレナリン）Noradrenaline

‛ノルアドリナリン注1㎎� お
Nor adrenalin 1㎎/1mL/A 

 〔アルフレッサ〕

〔薬価〕94.00円/A

【効】各種疾患若しくは状態に伴う急性

低血圧又はショック時の補助治療（心

筋梗塞によるショック，敗血症による

ショック，アナフィラキシー性ショッ

ク，循環血液量低下を伴う急性低血圧

ないしショック，全身麻酔時の急性低

血圧など）

【用】（注）①点滴静注：1回1㎎を250mL

の生理食塩液，5%ブドウ糖液，血漿

又は全血などに溶解して点滴静注．点

滴の速度は0.5～1.0mL/分であるが，

血圧を絶えず観察して調節．②皮下

注：1回0.1～1㎎を皮下注
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（フェニレフリン塩酸塩）Phenyleph-

rine hydrochloride

‛ネオシネジンコーワ注1㎎� お
Neo synesin 1㎎/1mL/A  〔興和〕

〔薬価〕59.00円/A

【効】①各種疾患若しくは状態に伴う急

性低血圧又はショック時の補助治療．

②発作性上室頻拍．③局所麻酔時の作

用延長

【用】（注）〔皮下注及び筋注〕1回2 ～ 5

㎎，増減の範囲は1 ～ 10㎎，初回5㎎

を超えないこと，反復投与を行う場合

10～15分おき．〔静注〕1回0.2㎎を注

射液そのまま，又は約10mLの生食液，

リンゲル液若しくは5%ブドウ糖液等

に混入して静注，増減の範囲は0.1～

0.5㎎，反復投与を行う場合10～15分

おき．〔点滴静注〕100mLの血液，リン

ゲル液又は5%ブドウ糖液等に対し0.5

～1.0㎎の割合で混入，血圧を測定し

ながら滴数を加減．〔局麻時の作用延

長〕20mLの局所麻酔剤に対し1㎎の割

合で混入して使用
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21103　PDEIII阻害薬
 

（オルプリノン塩酸塩水和物）

Olprinone hydrochloride hydrate

‛コアテック注5㎎（無）
Coretec 5㎎/5mL/A  〔エーザイ〕

〔薬価〕3,317.00円/A

【効】次の状態で他の薬剤を投与しても

効果が不十分な場合：急性心不全

【用】（注）注射液そのまま，又は生理

食塩液，ブドウ糖液等で希釈し，10

μg/㎏を5分間かけて緩徐に静注，引

き続き0.1～0.3μg/㎏/分で点滴静注．

63

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2119404
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2119404
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2451401
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2160400
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2119407


－64－

21

21　循環器官用薬

点滴量は0.4μg/㎏/分まで
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（ピモベンダン）Pimobendan

‛ピモベンダン錠1.25㎎「TE」
あ�

Pimobendan 1.25㎎/T 

 〔トーアエイヨー〕

〔薬価〕44.70円/T

【効】①次記の状態で，利尿剤等を投与

しても十分な心機能改善が得られない

場合：急性心不全．②次記の状態で，

ジギタリス製剤，利尿剤等の基礎治療

剤を投与しても十分な効果が得られな

い場合：慢性心不全（軽症～中等症）

【用】（内）①1回2.5㎎．患者の病態に

応じ，1日2回．ジギタリス製剤等と併

用．②1回2.5㎎を1日2回食後．ジギタ

リス製剤，利尿剤等と併用
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（ミルリノン）Milrinone

‛ミルリーラ注射液10㎎（無）�お
Milrila 10㎎/10mL/A  〔アステラス〕

〔薬価〕3,011.00円/A

【効】次記の状態で他の薬剤を投与して

も効果が不十分な場合：急性心不全

【用】（注）注射液そのまま，又は必要

に応じて生理食塩液，ブドウ糖注射

液，乳酸リンゲル液，総合アミノ酸注

射液等で希釈し，50μg/㎏を10分間か

けて静注し，引き続き0.5μg/㎏/分を

点滴静注．点滴投与量は患者の血行動

態，臨床症状に応じて0.25 ～ 0.75μg/

㎏/分の範囲で増減できる．点滴静注

から開始してもよい
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21104　心房性Na利尿ペプチド製剤
 

（カルペリチド（遺伝子組換え））

Carperitide (genetical recombina-

tion)

‛ハンプ注射用1000� お
Hanp 1,000μg/V  〔第一三共〕

〔薬価〕1,544.00円/瓶

【効】急性心不全（慢性心不全の急性増

悪期を含む）

【用】（注）注射用水5mLに溶解し，生理

食塩液又は5%ブドウ糖注射液で希釈

し，0.1μg/㎏/分を持続静注．0.2μg/

㎏/分まで増量できる
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21105　HCNチャネル遮断薬
 

（イバブラジン塩酸塩）Ivabradine 

hydrochloride

‛コララン錠2.5㎎� お
Coralan 2.5㎎/T  〔小野〕

リ
〔薬価〕82.90円/T

‛コララン錠7.5㎎� お
Coralan 7.5㎎/T

リ
〔薬価〕201.90円/T

【効】洞調律かつ投与開始時の安静時心

拍数が75回/分以上の慢性心不全  

ただし，β遮断薬を含む慢性心不全の

標準的な治療を受けている患者に限る

【用】（内）1回2.5㎎を1日2回食後から

開始．開始後は忍容性をみながら，目

標とする安静時心拍数が維持できるよ

うに，2週間以上の間隔で段階的に用

量を増減．1回投与量は2.5，5又は7.5

㎎のいずれかとし，いずれの投与量に

おいても，1日2回食後．患者の状態に

より適宜減量

�����������������
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21106　アンジオテンシン受容体ネ
プリライシン阻害薬

（ARNI）
 

（サクビトリルバルサルタンナトリウ

ム水和物）Sacubitril Valsartan 

Sodium Hydrate

‛エンレスト錠50㎎
Entresto 50㎎/錠  〔ノバルティス〕

リ
〔薬価〕65.20円/T

【効】慢性心不全．ただし，慢性心不全

の標準的な治療を受けている患者に限

る

【用】（内）1回50㎎を開始用量として1

日2回．忍容性が認められる場合は，2

～4週間の間隔で段階的に1回200㎎ま

で増量．1回投与量は50㎎，100㎎又は

200㎎とし，いずれの投与量において

も1日2回．忍容性に応じて適宜減量
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（サクビトリルバルサルタンナトリウ

ム水和物）Sacubitril Valsartan 

Sodium Hydrate

‛エンレスト錠100㎎
Entresto 100㎎/錠  〔ノバルティス〕

リ
〔薬価〕114.40円/T

‛エンレスト錠200㎎
Entresto 200㎎/T

リ
〔薬価〕201.30円/T

【効】①慢性心不全．ただし，慢性心不

全の標準的な治療を受けている患者に

限る．②高血圧症

【用】（内）①1回50㎎を開始用量として

1日2回．忍容性が認められる場合は，

2～4週間の間隔で段階的に1回200㎎

まで増量．1回投与量は50㎎，100㎎又

は200㎎とし，いずれの投与量におい

ても1日2回．忍容性に応じて適宜減

量．②1回200㎎を1日1回．最大投与量

は1回400㎎を1日1回
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212　不整脈用薬
21201　Naチャネル遮断薬（クラス

Ia群）
 

（ジソピラミド）Disopyramide

‛リスモダンカプセル100㎎� お
Rythmodan 100㎎/cap  〔サノフィ〕

リ
〔薬価〕31.50円/cap

【効】次記の状態で他の抗不整脈薬が使

用できないか，又は無効の場合：期外

収縮，発作性上室性頻脈，心房細動

【用】（内）1回100㎎1日3回

�����������������

（シベンゾリンコハク酸塩）Cibenzo-

line succinate

‛シベノール錠100㎎� お
Cibenol 100㎎/T  〔アステラス〕

ラ
〔薬価〕40.70円/T

【効】次記の状態で他の抗不整脈薬が使

用できないか，又は無効の場合：頻脈

性不整脈

【用】（内）1日300㎎よりはじめ，450㎎

まで増量し，1日3回に分割
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（プロカインアミド塩酸塩）Procain-

amide hydrochloride

‛アミサリン注100㎎
Amisalin 100㎎/1mL/A 

 〔アルフレッサ〕

〔薬価〕94.00円/A

【効】期外収縮（上室性，心室性），発

作性頻拍（上室性，心室性），手術及

び麻酔に伴う不整脈，新鮮心房細動，

心房粗動（静注のみ），陳旧性心房細
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動

【用】（注）急を要する場合に用いる．

静注：0.2 ～ 1gを50 ～ 100㎎/分で静

注．正常洞調律にかえった場合，中毒

症状が現れた場合，あるいは注入総量

が1000㎎に達した場合には，投与を中

止．筋注：1回0.5gを4～6時間ごとに

筋注

�����������������

21202　Naチャネル遮断薬（クラス
Ib群）

 

（メキシレチン塩酸塩）Mexiletine 

hydrochloride

‛メキシチールカプセル50㎎� お
Mexitil 50㎎/cap  〔太陽ファルマ〕

ラ
〔薬価〕12.50円/cap

【効】①頻脈性不整脈（心室性）．②糖

尿病性神経障害に伴う自覚症状（自発

痛，しびれ感）の改善

【用】（内）①1日300㎎よりはじめ，効

果が不十分な場合は450㎎まで増量

し，1日3回に分割し食後．②1日300㎎

を1日3回に分割し食後

�����������������

（メキシレチン塩酸塩）Mexiletine 

hydrochloride

‛メキシチール点滴静注125㎎�お
Mexitil 125㎎/5mL/A  〔太陽ファルマ〕

〔薬価〕524.00円/A

【効】頻脈性不整脈（心室性）

【用】（注）①静脈内1回投与法：1回125

㎎，2～3㎎/㎏を生理食塩液又はブド

ウ糖液等に希釈し，心電図の監視下に

臨床症状の観察，血圧測定を頻回に行

いながら5～10分間かけ徐々に静注．

②点滴静脈内投与法：静脈内1回投与

が有効で，効果の持続を期待する場合

に，心電図の連続監視下に臨床症状の

観察，血圧測定を頻回に行いながら点

滴静注．次のいずれかの方法で投与．

1）シリンジポンプを用いる場合：125

㎎を生理食塩液又はブドウ糖液等に希

釈し，1時間に0.4 ～ 0.6㎎/㎏の速度

で．2）微量調整用の自動点滴装置又

は微量調整用の輸液セットを用いる場

合：125㎎を生理食塩液又はブドウ糖

液等に500mLに希釈し，0.4～0.6㎎/㎏

/時（体重50㎏の場合1分間に1.3 ～

2.0mLに相当）の速度で

�����������������

（リドカイン塩酸塩）Lidocaine 

hydrochloride

‛リドカイン点滴静注液1%「タ
カタ」あ� お

Lidocaine 1%200mL/袋  〔高田〕

〔薬価〕470.00円/袋

【効】①期外収縮（心室性），発作性頻

拍（心室性），急性心筋梗塞時及び手

術に伴う心室性不整脈の予防．②期外

収縮（上室性），発作性頻拍（上室性）

【用】（注）点滴静脈内投与法：静脈内1

回投与が有効で，効果の持続を期待す

る場合に，心電図の連続監視下に点滴

静注を行う．1 ～ 2㎎/分の速度で静

注．必要な場合には投与速度を増して

もよいが，4㎎/分以上の速度では重

篤な副作用が現れるので，4㎎/分ま

でにとどめる．必要に応じて24時間あ

るいはそれ以上連続投与しても差し支

えないが，過量投与を避けるため，心

電図の連続監視と頻回の血圧測定が必

要である

�����������������

（リドカイン塩酸塩）Lidocaine 

hydrochloride

‛リドカイン静注用2%シリンジ
「テルモ」あ� お

Lidocaine 100㎎/5mL/本  〔テルモ〕
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〔薬価〕143.00円/筒

【効】期外収縮（上室性・心室性），発

作性頻拍（上室性・心室性），急性心

筋梗塞時及び手術に伴う心室性不整脈

の予防

【用】（注）1 回 50 ～ 100 ㎎（1 ～ 2 ㎎/

㎏）1 ～ 2分間で緩徐に静注．効果が

認められない場合には5分後に同量を

投与．効果の持続には10 ～ 20分間隔

で同量を追加可．1時間内の基準最高

投与量は300㎎．効果は10～20分で消

失
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21203　Naチャネル遮断薬（クラス
Ic群）

 

（ピルシカイニド塩酸塩水和物）

Pilsicainide hydrochloride hydrate

‛サンリズムカプセル25㎎� お
Sunrythm 25㎎/cap  〔第一三共〕

リ
〔薬価〕32.00円/cap

【効】次記の状態で他の抗不整脈薬が使

用できないか，又は無効の場合：頻脈

性不整脈

【用】（内）1日150㎎を3回に分割．1日

225㎎まで
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（ピルシカイニド塩酸塩水和物）

Pilsicainide hydrochloride hydrate

‛サンリズム注射液50� お
Sunrythm 50㎎/5mL/A  〔第一三共〕

〔薬価〕551.00円/A

【効】緊急治療を要する頻脈性不整脈

（上室性及び心室性）

【用】（注）①期外収縮：1回0.75㎎/㎏

を必要に応じて生理食塩液又は5%ブ

ドウ糖注射液などで希釈し，血圧なら

びに心電図監視下に10分間で徐々に静

注．②頻拍：1回1.0㎎/㎏を必要に応

じて生理食塩液又は5%ブドウ糖注射

液などで希釈し，血圧ならびに心電図

監視下に10分間で徐々に静注

�����������������

（フレカイニド酢酸塩）Flecainide 

acetate

‛タンボコール錠50㎎� お
Tambocor 50㎎/T  〔エーザイ〕

〔薬価〕59.40円/T

【効】次記の状態で他の抗不整脈薬が使

用できないか，又は無効の場合：〔成

人〕頻脈性不整脈（発作性心房細動・

粗動，心室性）．〔小児〕頻脈性不整脈

（発作性心房細動・粗動，発作性上室

性，心室性）

【用】（内）頻脈性不整脈（発作性心房

細動・粗動）：1日100㎎から開始し，

200㎎まで増量し，1日2回に分割．適

宜減量．頻脈性不整脈（心室性）：1日

100㎎から開始し，200㎎まで増量し，

1日2回に分割．小児（頻脈性不整脈

（発作性心房細動・粗動，発作性上室

性，心室性））：〔6か月以上の乳児，幼

児及び小児〕1日50～100㎎/㎡を1日2

～ 3回に分割．1日200㎎/㎡まで．〔6

か月未満の乳児〕1日50㎎/㎡を1日2

～3回に分割．1日200㎎/㎡まで
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21204　β-遮断薬（クラスII群）
 

（ランジオロール塩酸塩）Landiolol 

hydrochloride

‛オノアクト点滴静注用150㎎�お
Onoact 150㎎/V  〔小野〕

〔薬価〕11,334.00円/瓶

【効】〈成人〉①手術時の次記の頻脈性

不整脈に対する緊急処置：心房細動，

心房粗動，洞性頻脈．②手術後の循環

動態監視下における次記の頻脈性不整

脈に対する緊急処置：心房細動，心房
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粗動，洞性頻脈．③心機能低下例にお

ける次記の頻脈性不整脈：心房細動，

心房粗動．④生命に危険のある次記の

不整脈で難治性かつ緊急を要する場

合：心室細動，血行動態不安定な心室

頻拍．⑤敗血症に伴う次記の頻脈性不

整脈：心房細動，心房粗動，洞性頻

脈．〈小児〉心機能低下例における次

記の頻脈性不整脈：上室頻拍，心房細

動，心房粗動

【用】〈成人〉（注）①0.125㎎/㎏/分で1

分間静脈内持続投与した後，0.04㎎/

㎏/分で静脈内持続投与．投与中は心

拍数，血圧を測定し0.01～0.04㎎/㎏/

分の用量で適宜調節．②0.06㎎/㎏/分

で1分間静脈内持続投与した後，0.02

㎎/㎏/分で静脈内持続投与を開始．5

～ 10分を目安に目標とする徐拍作用

が得られない場合は，0.125㎎/㎏/分

で1分間静脈内持続投与した後，0.04

㎎/㎏/分で静脈内持続投与．投与中

は心拍数，血圧を測定し0.01～0.04㎎

/㎏/分の用量で適宜調節．③1μg/㎏/

分の速度で静脈内持続投与を開始．投

与中は心拍数，血圧を測定し1 ～ 10

μg/㎏/分の用量で調節．④1μg/㎏/分

の速度で静脈内持続投与を開始．投与

中は心拍数，血圧を測定し1～10μg/

㎏/分の用量で調節．心室細動又は血

行動態不安定な心室頻拍が再発し本剤

投与が必要な場合，心拍数，血圧を測

定 し 最 大 40μg/㎏/分 ま で 増 量 で き

る．⑤1μg/㎏/分の速度で静脈内持続

投与を開始．投与中は心拍数，血圧を

測定し，維持量は適宜増減．最大用量

は20μg/㎏/分を超えない．〈小児〉小

児の心機能低下例における頻脈性不整

脈：1μg/㎏/分の速度で静脈内持続投

与を開始．投与中は心拍数，血圧を測

定し1～10μg/㎏/分の用量で調節
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（ランジオロール塩酸塩）Landiolol 

hydrochloride

‛コアベータ静注用12.5㎎� お
Corebeta 12.5㎎/V  〔小野〕

〔薬価〕2,734.00円/瓶

【効】コンピューター断層撮影による冠

動脈造影における高心拍数時の冠動脈

描出能の改善

【用】（注）1回0.125㎎/㎏を1分間で静

注
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21205　クラスIII群
 

（アミオダロン塩酸塩）Amiodarone 

hydrochloride

‛アミオダロン塩酸塩速崩錠
100㎎「TE」あ� え

Amiodarone hydrochloride 100㎎/T 

 〔トーアエイヨー〕

〔薬価〕98.00円/T

〔先発品〕アンカロン錠100

【効】生命に危険のある次記の再発性不

整脈で他の抗不整脈薬が無効か，又は

使用できない場合：心室細動，心室性

頻拍，心不全（低心機能）又は肥大型

心筋症に伴う心房細動

【用】（内）導入期：1日400㎎を1～2回

に分割し1 ～ 2週間．維持期：1日200

㎎を1～2回に分割
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（アミオダロン塩酸塩）Amiodarone 

hydrochloride

‛アミオダロン塩酸塩静注150㎎
「TE」あ� お

Amiodarone hydrochloride 150㎎/A 

 〔トーアエイヨー〕

〔薬価〕983.00円/A

〔先発品〕アンカロン注150

【効】①生命に危険のある次記の不整脈
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で難治性かつ緊急を要する場合：心室

細動，血行動態不安定な心室頻拍．②

電気的除細動抵抗性の心室細動あるい

は無脈性心室頻拍による心停止

【用】（注）①次のとおり点滴静注．最

大量として1日の総投与量は1250㎎ま

で及び投与濃度は2.5㎎/mLまで．  

（1）投与方法（48時間まで）  

1）初期急速投与：125㎎（2.5mL）を

5%ブドウ糖液100mLに加え，容量型の

持 続 注 入 ポ ン プ を 用 い，600mL/時

（10mL/分）で10分間投与．  

2）負荷投与：750㎎（15mL）を5%ブ

ドウ糖液500mLに加え，容量型の持続

注入ポンプを用い33mL/時で6時間投

与．  

3）維持投与：17mL/時で合計42時間

投与．（a）6時間の負荷投与後，残液

を33mL/時から17mL/時に投与速度を

変 更 し，18 時 間 投 与．（b）750 ㎎

（15mL） を 5%ブ ド ウ 糖 液 500mLに 加

え，容量型の持続注入ポンプを用い

17mL/時で24時間投与（アミオダロン

塩酸塩として600㎎）．  

（2）追加投与：血行動態不安定な心室

頻拍あるいは心室細動が再発し，本剤

投与が必要な場合には追加投与可．1

回の追加投与は125㎎（2.5mL）を5%ブ

ドウ糖液100mLに加え，容量型の持続

注入ポンプを用い，600mL/時（10mL/

分）で10分間投与．  

（3）継続投与（3日以降）：48時間の投

与終了後，継続投与が必要な場合に

は，継続投与可．750㎎（15mL）を5%

ブドウ糖液500mLに加え，容量型の持

続注入ポンプを用い17mL/時で投与

（アミオダロン塩酸塩として600㎎/24

時間）．  

②300㎎（6mL）又は5㎎/㎏を5%ブド

ウ糖液20mLに加え，静脈内へボーラス

投与．心室性不整脈が持続する場合に

は，150㎎（3mL）又は2.5㎎/㎏を5%

ブドウ糖液10mLに加え，追加投与可
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21206　Ca拮抗薬（クラスIV群）
 

（ベプリジル塩酸塩水和物）Bepridil 

hydrochloride hydrate

‛ベプリコール錠50㎎� お
Bepricor 50㎎/T  〔第一三共〕

リ
〔薬価〕50.10円/T

【効】①次の状態で他の抗不整脈薬が使

用できないか，又は無効の場合：持続

性 心 房 細 動， 頻 脈 性 不 整 脈（心 室

性）．②狭心症

【用】（内）持続性心房細動：1日100㎎

から開始し，200㎎まで．1日2回に分

割．適宜減量．頻脈性不整脈（心室

性）及び狭心症：1日200㎎を1日2回に

分割
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（ベラパミル塩酸塩）Verapamil 

hydrochloride

‛ワソラン錠40㎎
Vasolan 40㎎/T  〔エーザイ〕

〔薬価〕7.20円/T

【効】頻脈性不整脈（心房細動・粗動，

発作性上室性頻拍）．狭心症，心筋梗

塞（急性期を除く），その他の虚血性

心疾患．小児：頻脈性不整脈（心房細

動・粗動，発作性上室性頻拍）

【用】（内）1回40 ～ 80㎎を1日3回．小

児：1日3 ～ 6㎎/㎏（1日240㎎まで）

を1日3回に分割．年齢，症状により適

宜減量

�����������������
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（ベラパミル塩酸塩）Verapamil 

hydrochloride

‛ワソラン静注5㎎ お
Vasolan 5㎎/2mL/A  〔エーザイ〕

〔薬価〕232.00円/A

【効】頻脈性不整脈（発作性上室性頻

拍，発作性心房細動，発作性心房粗

動）

【用】（注）1回5㎎を，必要に応じて生

理食塩水又はブドウ糖注射液で希釈

し，5分以上かけて徐々に静注．小

児：1回0.1～0.2㎎/㎏（但し，1回5㎎

まで）を，必要に応じて生理食塩水又

はブドウ糖注射液で希釈し，5分以上

かけて徐々に静注
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213　利尿薬
21301　ループ利尿薬
 

（アゾセミド）Azosemide

‛ダイアート錠30㎎
Diart 30㎎/T  〔三和化学〕

〔薬価〕15.00円/T

【効】心性浮腫（うっ血性心不全），腎

性浮腫，肝性浮腫

【用】（内）1日1回60㎎
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（フロセミド）Furosemide

‛フロセミド錠10㎎「NP」あ�
Furosemide 10㎎/T  〔ニプロ〕

リ
〔薬価〕6.10円/T

〔先発品〕ラシックス錠10㎎

‛フロセミド錠20㎎「NIG」あ�
Furosemide 20㎎/T  〔日医工〕

リ
〔薬価〕6.10円/T

〔先発品〕ラシックス錠20㎎

‛フロセミド錠40㎎「NP」あ�
Furosemide 40㎎/T  〔ニプロ〕

リ
〔薬価〕6.40円/T

〔先発品〕ラシックス錠40㎎

【効】高血圧症（本態性，腎性等），悪

性高血圧，心性浮腫（うっ血性心不

全），腎性浮腫，肝性浮腫，月経前緊

張症，末梢血管障害による浮腫，尿路

結石排出促進

【用】（内）1日1回40～80㎎を連日又は

隔日．腎機能不全等の場合には更に大

量に用いることもある．悪性高血圧に

用いる場合には，他の降圧剤と併用

�����������������

（フロセミド）Furosemide

‛フロセミド注20㎎「NIG」あ�
Furosemide 20㎎2mL/A  〔武田テバ〕

リ
〔薬価〕58.00円/A

〔先発品〕ラシックス注20㎎

【効】高血圧症（本態性，腎性等），悪

性高血圧，心性浮腫（うっ血性心不

全），腎性浮腫，肝性浮腫，脳浮腫，

尿路結石排出促進

【用】（注）1日1回20㎎を静注又は筋

注．腎機能不全等の場合には更に大量

に用いることもある．悪性高血圧に用

いる場合には，他の降圧剤と併用
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21302　チアジド系利尿薬
 

（トリクロルメチアジド）Trichlor-

methiazide

‛フルイトラン錠1㎎
Fluitran 1㎎/T  〔塩野義〕

リ
〔薬価〕9.80円/T

【効】高血圧症（本態性，腎性等），悪

性高血圧，心性浮腫（うっ血性心不

全），腎性浮腫，肝性浮腫，月経前緊

張症
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【用】（内）1 日 2 ～ 8 ㎎ を 1 ～ 2 回 に 分

割．高血圧症に用いる場合には少量か

ら開始して徐々に増量．悪性高血圧に

用いる場合には，他の降圧剤と併用
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21303　K保持性利尿薬
 

（エサキセレノン）Esaxerenone

‛ミネブロ錠2.5㎎
Minnebro 2.5㎎/T  〔第一三共〕

リ
〔薬価〕91.60円/T

【効】高血圧症

【用】（内）2.5㎎を1日1回．効果不十分

な場合は，5㎎まで増量可
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（エプレレノン）Eplerenone

‛セララ錠25㎎
Selara 25㎎/T  〔ファイザー〕

リ
〔薬価〕36.70円/T

【効】①高血圧症②次記の状態で，アン

ジオテンシン変換酵素阻害薬又はアン

ジオテンシンII受容体拮抗薬，β遮断

薬，利尿薬等の基礎治療を受けている

患者．慢性心不全

【用】（内）①1日1回50㎎から開始，100

㎎まで増量可．②1日1回25㎎から開

始，開始から4週間以降を目安に1日1

回50㎎へ増量．中等度の腎機能障害の

ある患者では，1日1回隔日25㎎から開

始し，最大用量は1日1回25㎎

�����������������

（カンレノ酸カリウム）Potassium 

canrenoate

‛ソルダクトン静注用100㎎� お
Soldactone 100㎎/A  〔ファイザー〕

〔薬価〕250.00円/A

【効】経口抗アルドステロン薬の服用困

難な次記症状（高アルドステロン症に

よると考えられる）の改善：①原発性

アルドステロン症．②心性浮腫（うっ

血性心不全），肝性浮腫．③開心術及

び開腹術時における水分・電解質代謝

異常

【用】（注）1回100 ～ 200㎎を1日1 ～ 2

回，ブドウ糖注射液，生理食塩液又は

注射用水10 ～ 20mLに溶解して，ゆっ

くりと静注．1日量として600㎎まで．

期間は原則として2週間まで
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（スピロノラクトン）Spironolactone

‛スピロノラクトン錠25㎎「日
医工」あ�

Spironolactone 25㎎/T  〔日医工〕

リ
〔薬価〕5.70円/T

〔先発品〕アルダクトンA錠25㎎

【効】①高血圧症（本態性，腎性等）．

②心性浮腫（うっ血性心不全），腎性

浮腫，肝性浮腫，特発性浮腫，悪性腫

瘍に伴う浮腫及び腹水，栄養失調性浮

腫．③原発性アルドステロン症の診断

及び症状の改善

【用】（内）1日50～100㎎を分割．③の

ほかは他剤と併用することが多い
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21304　炭酸脱水酵素阻害薬
 

（アセタゾラミド）Acetazolamide

‛ダイアモックス錠250㎎
Diamox 250㎎/T  〔三和化学〕

リ
〔薬価〕20.40円/T

【効】①緑内障．②てんかん（他の抗て

んかん薬で効果不十分な場合に付

加）．③肺気腫における呼吸性アシ

ドーシスの改善，心性浮腫，肝性浮

腫．④月経前緊張症．⑤メニエル病及

びメニエル症候群．⑥睡眠時無呼吸症
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候群［ダイアモックス錠250㎎のみ］

【用】（内）①1日250～1000㎎を分割．

②1日250 ～ 750㎎を分割．③1日1回

250～500㎎．④1日1回125～375㎎を

月経前5～10日間又は症状が発現した

日から．⑤1日1回250～750㎎．⑥1日

250～500㎎を分割
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（アセタゾラミドナトリウム）

Acetazolamide sodium

‛ダイアモックス注射用500㎎
Diamox 500㎎/V  〔三和化学〕

リ
〔薬価〕514.00円/瓶

【効】①緑内障．②てんかん（他の抗て

んかん薬で効果不十分な場合に付

加）．③肺気腫における呼吸性アシ

ドーシスの改善．④メニエル病及びメ

ニエル症候群

【用】（注）①1日250㎎～1gを分割して

静注又は筋注．②1日250～750㎎を分

割して静注又は筋注．③1日1回250～

500㎎を静注又は筋注．④1日1回250

～750㎎を静注又は筋注．注射液の調

製法：注射用水，生理食塩液，又は

5%ブドウ糖液で完全に溶解してから

使用
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21305　浸透圧利尿薬
 

（イソソルビド）Isosorbide

‛イソバイドシロップ70%分包
30mL

Isobide 70%30mL/包  〔興和〕

〔薬価〕105.90円/包

【効】①脳腫瘍時の脳圧降下，頭部外傷

に起因する脳圧亢進時の脳圧降下，

腎・尿管結石時の利尿，緑内障の眼圧

降下．②メニエール病

【用】（内）①1日量70～140mLを2～3回

に分割．②1日1.5～2.0mL/㎏を標準用

量とし，1日量90～120mLを毎食後3回

に分割．必要によって冷水で2倍程度

に希釈
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‛グリセレブ配合点滴静注
Glycereb 200mL/袋  〔テルモ〕

〔薬価〕209.00円/袋

200mL中： 

濃グリセリン 20g 

果糖 10g

【効】①頭蓋内圧亢進，頭蓋内浮腫の治

療．頭蓋内圧亢進，頭蓋内浮腫の改善

による次の疾患に伴う意識障害，神経

障害，自覚症状の改善：脳梗塞（脳血

栓，脳塞栓），脳内出血，くも膜下出

血，頭部外傷，脳腫瘍，脳髄膜炎．脳

外科手術後の後療法．②脳外科手術時

の脳容積縮小．③眼内圧下降を必要と

する場合．眼科手術時の眼容積縮小

【用】（注）①1回200 ～ 500mL1日1 ～ 2

回，500mLあたり2 ～ 3時間で点滴静

注，期間1 ～ 2週間．②1回500mLを30

分で点滴静注．③1回300～500mLを45

～90分で点滴静注
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‛マンニットールS注射液
Mannitol S 300mL/本  〔陽進堂〕

〔薬価〕472.00円/袋

300mL中： 

D-マンニトール 45g 

D-ソルビトール 15g

【効】脳圧降下及び脳容積の縮小を必要

とする場合．眼内圧降下を必要とする

場合．術中・術後・外傷後及び薬物中

毒時の急性腎不全を浸透圧利尿により

予防及び治療する場合

【用】（注）7 ～ 20mL/㎏ を 点 滴 静 注．

100mL/3 ～ 10分間．1日量は，D-マン

ニトールとして200gまで
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21306　バゾプレシン拮抗薬
 

（トルバプタン）Tolvaptan

‛サムスカOD錠7.5㎎� お
Samsca OD 7.5㎎/T  〔大塚〕

リ
〔薬価〕1,084.70円/T

【効】①ループ利尿薬等の他の利尿薬で

効果不十分な心不全における体液貯

留．②ループ利尿薬等の他の利尿薬で

効果不十分な肝硬変における体液貯

留．③腎容積が既に増大しており，か

つ，腎容積の増大速度が速い常染色体

優性多発性嚢胞腎の進行抑制．④抗利

尿ホルモン不適合分泌症候群（SI-

ADH）における低ナトリウム血症の

改善

【用】（内）①15㎎を1日1回．②7.5㎎を

1日1回．③1日60㎎を2回（朝45㎎，夕

方15㎎）に分割して投与を開始．1日

60㎎の用量で1週間以上投与し，忍容

性がある場合には，1日90㎎（朝60

㎎，夕方30㎎），1日120㎎（朝90㎎，

夕方30㎎）と1週間以上の間隔を空け

て段階的に増量．最高用量は1日120㎎

まで．④7.5㎎を1日1回．必要に応じ

て，望ましい血清ナトリウム濃度に達

するまで段階的に増量できる．最高用

量は1日60㎎まで
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（トルバプタンリン酸エステルナトリ

ウム）Tolvaptan sodium phosphate

‛サムタス点滴静注用8㎎（試）
� お

Samtasu 8㎎/V  〔大塚〕

リ
〔薬価〕1,160.00円/瓶

【効】ループ利尿薬等の他の利尿薬で効

果不十分な心不全における体液貯留

【用】（注）16㎎を1日1回1時間かけて点

滴静注
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214　血圧降下薬
21401　β遮断薬〔β1選択性ISA

（－）〕
 

（アテノロール）Atenolol

‛テノーミン錠25
Tenormin 25㎎/T  〔アストラゼネカ〕

リ
〔薬価〕11.70円/T

【効】①本態性高血圧症（軽症～中等

症）．②狭心症．③頻脈性不整脈（洞

性頻脈，期外収縮）

【用】（内）50㎎を1日1回．1日1回100㎎

まで
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（ビソプロロール）Bisoprolol

‛ビソノテープ2㎎
Bisono 2㎎1枚  〔トーアエイヨー〕

リ
〔薬価〕51.00円/枚

【効】頻脈性心房細動

【用】（外）1日1回4㎎から開始，効果不

十分な場合1日1回8㎎に増量．胸部，

上腕部又は背部のいずれかに貼付し，

貼付後24時間ごとに貼りかえる．1日8

㎎まで
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（ビソプロロール）Bisoprolol

‛ビソノテープ4㎎
Bisono 4㎎1枚  〔トーアエイヨー〕

リ
〔薬価〕69.80円/枚

【効】①本態性高血圧症（軽症～中等

症）．②頻脈性心房細動

【用】（外）①8㎎を1日1回，胸部，上腕

部又は背部のいずれかに貼付し，貼付

後24時間ごとに貼りかえる．年齢，症
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状により1日1回4㎎から投与を開始

し，1日8㎎まで．②1日1回4㎎から開

始，効果不十分な場合1日1回8㎎に増

量．胸部，上腕部又は背部のいずれか

に貼付し，貼付後24時間ごとに貼りか

える．1日8㎎まで
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（ビソプロロールフマル酸塩）

Bisoprolol fumarate

‛ビソプロロールフマル酸塩錠
0.625㎎「トーワ」あ�

Bisoprolol fumarate 0.625㎎/T 

 〔東和薬品〕

リ
〔薬価〕10.10円/T

〔先発品〕メインテート錠0.625㎎

‛ビソプロロールフマル酸塩錠
2.5㎎「トーワ」あ�

Bisoprolol fumarate 2.5㎎/T

リ
〔薬価〕10.10円/T

〔先発品〕メインテート錠2.5㎎

【効】〔2.5㎎錠，5㎎錠〕①本態性高血

圧症（軽症～中等症），狭心症，心室

性 期 外 収 縮． ② 頻 脈 性 心 房 細 動．

〔0.625㎎錠，2.5㎎錠，5㎎錠〕③次の

状態で，アンジオテンシン変換酵素阻

害薬又はアンジオテンシンII受容体拮

抗薬，利尿薬，ジギタリス製剤等の基

礎治療を受けている患者：虚血性心疾

患又は拡張型心筋症に基づく慢性心不

全

【用】（内）①1日1回5㎎．②1日1回2.5

㎎から開始．1日1回5㎎まで．③1日1

回0.625㎎から開始．1日1回0.625㎎の

用量で2週間以上投与し，忍容性があ

る場合には，1日1回1.25㎎に増量．そ

の後忍容性がある場合には，4週間以

上の間隔で忍容性をみながら段階的に

増量し，忍容性がない場合は減量．用

量の増減は1回投与量を0.625，1.25，

2.5，3.75又は5㎎として必ず段階的に

行い，いずれの用量においても，1日1

回投与とする．維持量として1日1回

1.25 ～ 5㎎を投与．年齢，症状によ

り，開始用量は更に低用量に，増量幅

は更に小さくしてもよい．患者の本剤

に対する反応性により，維持量は増減

するが，1日1回5㎎まで
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（メトプロロール酒石酸塩）Metopro-

lol tartrate

‛セロケン錠20㎎� お
Seloken 20㎎/T  〔アストラゼネカ〕

リ
〔薬価〕10.10円/T

【効】①本態性高血圧症（軽症～中等

症）．②狭心症，頻脈性不整脈

【用】（内）①1日60～120㎎を1日3回に

分割．240㎎まで増量可．②1日60 ～

120㎎を1日2～3回に分割
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21402　β遮断薬〔β1選択性ISA
（＋）〕

 

（セリプロロール塩酸塩）Celiprolol 

hydrochloride

‛セレクトール錠100㎎� お
Selectol 100㎎/T  〔日本新薬〕

リ
〔薬価〕21.60円/T

【効】①本態性高血圧症（軽症～中等

症），腎実質性高血圧症．②狭心症

【用】（内）①1日1回100～200㎎食後．

②1日1回200㎎食後．①②1日400㎎ま

で
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21403　β遮断薬〔β1非選択性ISA
（－）〕

 

（プロプラノロール塩酸塩）Pro-

pranolol hydrochloride

‛インデラル錠10㎎� お
Inderal 10㎎/T  〔アストラゼネカ〕

リ
〔薬価〕10.80円/T

【効】①本態性高血圧症（軽症～中等

症）． ② 狭 心 症． ③ 期 外 収 縮（上 室

性・心室性），発作性頻拍の予防，頻

拍性心房細動（徐脈効果），洞性頻

脈，新鮮心房細動，発作性心房細動の

予防．④褐色細胞腫手術時．⑤片頭痛

発作の発症抑制．⑥右心室流出路狭窄

による低酸素発作の発症抑制

【用】（内）①1日30 ～ 60㎎より投与を

はじめ，効果不十分な場合は120㎎ま

で漸増し，1日3回に分割．②④1日30

㎎より投与をはじめ，効果が不十分な

場合は60㎎，90㎎と漸増し，1日3回に

分割．③1日30㎎より投与をはじめ，

効果が不十分な場合は60㎎，90㎎と漸

増し，1日3回に分割．小児：1日0.5～

2㎎/㎏を，低用量から開始し，1日3

～ 4 回 に 分 割．1 日 4 ㎎/㎏ ま で 増 量

可．1日投与量として90㎎まで．⑤1日

20 ～ 30㎎より投与をはじめ，効果が

不十分な場合は60㎎まで漸増し，1日2

回あるいは3回に分割．⑥乳幼児には1

日0.5～2㎎/㎏を低用量から開始し，

1日3～4回に分割．効果不十分な場合

は1日4㎎/㎏まで増量可
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（プロプラノロール塩酸塩）Pro-

pranolol hydrochloride

‛インデラル注射液2㎎� お
Inderal 2㎎/2mL/A  〔アストラゼネカ〕

リ

〔薬価〕122.00円/A

【効】①狭心症．②期外収縮（上室性，

心室性），発作性頻拍（上室性，心室

性），頻拍性心房細動（徐脈効果），麻

酔に伴う不整脈，新鮮心房細動，洞性

頻脈．③褐色細胞腫手術時

【用】（注）1回2～10㎎を，麻酔時には

1～5㎎を徐々に静注

�����������������

21405　αβ遮断薬
 

（カルベジロール）Carvedilol

‛カルベジロール錠2.5㎎「サワ
イ」あ�

Carvedilol 2.5㎎/T  〔沢井〕

ラ
〔薬価〕10.10円/T

〔先発品〕アーチスト錠2.5㎎

【効】①次の状態で，アンジオテンシン

変換酵素阻害薬，利尿薬，ジギタリス

製剤等の基礎治療を受けている患者：

虚血性心疾患又は拡張型心筋症に基づ

く慢性心不全．②頻脈性心房細動

【用】（内）①1回1.25㎎，1日2回食後経

口投与から開始．1回1.25㎎，1日2回

の用量に忍容性がある場合には，1週

間以上の間隔で忍容性をみながら段階

的に増量し，忍容性がない場合は減

量．用量の増減は必ず段階的に行い，

1回投与量は1.25㎎，2.5㎎，5㎎又は

10㎎のいずれかとし，いずれの用量に

おいても，1日2回食後．維持量として

1回2.5 ～ 10㎎を1日2回食後．開始用

量は更に低用量としてもよい．②1回5

㎎を1日1回から開始，効果が不十分な

場合には10㎎を1日1回，20㎎を1日1回

へ段階的に増量．最大投与量は20㎎を

1日1回まで

�����������������
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（カルベジロール）Carvedilol

‛カルベジロール錠10㎎「サワ
イ」あ�

Carvedilol 10㎎/T  〔沢井〕

ラ
〔薬価〕12.20円/T

〔先発品〕アーチスト錠10㎎

【効】①本態性高血圧症（軽症～中等

症），腎実質性高血圧症．②狭心症．

③次の状態で，アンジオテンシン変換

酵素阻害薬，利尿薬，ジギタリス製剤

等の基礎治療を受けている患者：虚血

性心疾患又は拡張型心筋症に基づく慢

性心不全．④頻脈性心房細動

【用】（内）①1回10 ～ 20㎎を1日1回．

②1回20㎎を1日1回．③1回1.25㎎，1

日2回食後経口投与から開始．1回1.25

㎎，1日2回の用量に忍容性がある場合

には，1週間以上の間隔で忍容性をみ

ながら段階的に増量し，忍容性がない

場合は減量．用量の増減は必ず段階的

に行い，1回投与量は1.25㎎，2.5㎎，

5㎎又は10㎎のいずれかとし，いずれ

の用量においても，1日2回食後．維持

量として1回2.5 ～ 10㎎を1日2回食

後．開始用量は更に低用量としてもよ

い．④1回5㎎を1日1回から開始，効果

が不十分な場合には10㎎を1日1回，20

㎎を1日1回へ段階的に増量．最大投与

量は20㎎を1日1回まで
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21406　α遮断薬
 

（ウラピジル）Urapidil

‛エブランチルカプセル15㎎
Ebrantil 15㎎/cap  〔三和化学〕

リ
〔薬価〕14.10円/cap

【効】①本態性高血圧症，腎性高血圧

症，褐色細胞腫による高血圧症．②前

立腺肥大症に伴う排尿障害．③神経因

性膀胱に伴う排尿困難

【用】（内）以下を1日2回に分割し朝夕

食後．①1日30㎎より開始，1～2週間

の間隔で1日120㎎まで漸増．②1日30

㎎より開始，1～2週間の間隔で1日60

～ 90㎎まで漸増，1日90㎎まで．③1

日30㎎より開始，1～2週間の間隔で1

日60㎎に漸増，1日90㎎まで
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（ドキサゾシンメシル酸塩）Doxazo-

sin mesilate

‛カルデナリン錠1㎎
Cardenalin 1㎎/T  〔ファイザー〕

リ
〔薬価〕20.00円/T

‛カルデナリン錠4㎎
Cardenalin 4㎎/T

リ
〔薬価〕50.40円/T

【効】①高血圧症．②褐色細胞腫による

高血圧症

【用】（内）1日1回0.5㎎より始め，効果

が不十分な場合1～2週間の間隔をお

いて1 ～ 4㎎に漸増し，1日1回．1日8

㎎まで．褐色細胞腫による高血圧症に

対しては1日16㎎まで

�����������������

21407　中枢性交感神経抑制薬
 

（メチルドパ水和物）Methyldopa 

hydrate

‛アルドメット錠250
Aldomet 250㎎/T  〔ミノファーゲン〕

リ
〔薬価〕11.80円/T

【効】高血圧症（本態性，腎性等），悪

性高血圧

【用】（内）初期1日250 ～ 750㎎からは

じめ，適当な降圧効果が得られるまで
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数日以上の間隔をおいて1日250㎎ずつ

増量．維持量は1日250～2000㎎で1～

3回に分割
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21408　Ca拮抗薬（ジヒドロピリジ
ン系）

 

（アムロジピンベシル酸塩）Amlodip-

ine besilate

‛アムロジピンOD錠2.5㎎「明
治」あ� お

Amlodipine OD 2.5㎎/T 

 〔Meiji Seika〕

リ
〔薬価〕10.10円/T

〔先発品〕アムロジンOD錠2.5㎎ 

ノルバスクOD錠2.5㎎

‛アムロジピンOD錠5㎎「明治」
あ� お

Amlodipine OD 5㎎/T

リ
〔薬価〕10.80円/T

〔先発品〕アムロジンOD錠5㎎ 

ノルバスクOD錠5㎎

【効】①高血圧症．②狭心症

【用】（内）①2.5～5㎎を1日1回．1日1

回10㎎まで．6歳以上の小児：2.5㎎を

1日1回．1日5㎎まで．②5㎎を1日1回
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（シルニジピン）Cilnidipine

‛アテレック錠10
Atelec 10㎎/T  〔持田〕

リ
〔薬価〕35.20円/T

【効】高血圧症

【用】（内）1日1回5～10㎎を朝食後．1

日1回20㎎まで．重症高血圧症には1日

1回10～20㎎を朝食後
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（ニカルジピン塩酸塩）Nicardipine 

hydrochloride

‛ニカルジピン塩酸塩注射液2㎎
「日医工」あ� お

Nicardipine hydrochloride 2㎎/2mL/

A  〔日医工〕

〔薬価〕94.00円/A

〔先発品〕ペルジピン注射液2㎎

‛ニカルジピン塩酸塩注射液
10㎎「日医工」あ� お

Nicardipine hydrochloride 10㎎

10mL/A

〔薬価〕110.00円/A

〔先発品〕ペルジピン注射液10㎎

【効】①手術時の異常高血圧の救急処

置．②高血圧性緊急症．③急性心不全

（慢性心不全の急性増悪を含む）

【用】（注）生理食塩液又は5%ブドウ糖

注射液で希釈し，0.01～0.02%（1mL当

たり0.1～0.2㎎）溶液を点滴静注．①

2～10μg/㎏/分の点滴速度で開始し，

目的値まで血圧を下げ，以後血圧をモ

ニターしながら点滴速度を調節．急速

に血圧を下げる必要がある場合には，

本剤をそのまま10～30μg/㎏を静注．

②0.5～6μg/㎏/分の点滴速度で．0.5

μg/㎏/分より開始し，目的値まで血

圧を下げ，以後血圧をモニターしなが

ら点滴速度を調節．③1μg/㎏/分の点

滴速度で．病態に応じて0.5～2μg/㎏

/分の範囲で点滴速度を調節
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（ニフェジピン）Nifedipine

‛セパミット－R細粒2% お
Sepamit-R 20㎎/g 

 〔日本ジェネリック〕

リ
〔薬価〕31.60円/g

【効】①本態性高血圧症．②狭心症

【用】（内）①1回10 ～ 20㎎を1日2回食
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後．②1回20㎎を1日2回食後
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（ニフェジピン）Nifedipine

‛ニフェジピンCR錠10㎎「サワ
イ」あ� お

Nifedipine CR 10㎎/T  〔沢井〕

リ
〔薬価〕5.90円/T

〔先発品〕アダラートCR錠10㎎

‛ニフェジピンCR錠20㎎「サワ
イ」あ� お

Nifedipine CR 20㎎/T

リ
〔薬価〕8.10円/T

〔先発品〕アダラートCR錠20㎎

【効】①高血圧症．②腎実質性高血圧

症，腎血管性高血圧症．③狭心症，異

型狭心症

【用】（内）①20 ～ 40㎎を1日1回．1日

10～20㎎より開始し，漸次増量．1回

40㎎1日2回まで増量可．②20～40㎎

を1日1回．1日10～20㎎より開始し，

漸次増量．③40㎎を1日1回．1日1回60

㎎まで
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（ベニジピン塩酸塩）Benidipine 

hydrochloride

‛コニール錠2� お
Coniel 2㎎/T  〔協和キリン〕

リ
〔薬価〕17.80円/T

‛コニール錠4� お
Coniel 4㎎/T

リ
〔薬価〕26.30円/T

【効】①高血圧症，腎実質性高血圧症．

②狭心症

【用】（内）①1日1回2～4㎎を朝食後．

1日1回8㎎まで．重症高血圧症には1日

1回4～8㎎を朝食後．②1回4㎎を1日2

回朝・夕食後
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21409　Ca拮抗薬（ベンゾチアゼピ
ン系）

 

（ジルチアゼム塩酸塩）Diltiazem 

hydrochloride

‛ヘルベッサーRカプセル100㎎
Herbesser R 100㎎/cap  〔田辺三菱〕

リ
〔薬価〕21.20円/cap

【効】①狭心症，異型狭心症．②本態性

高血圧症（軽症～中等症）

【用】（内）①1日1回100㎎．1日1回200

㎎まで増量可．②1日1回100～200㎎
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（ジルチアゼム塩酸塩）Diltiazem 

hydrochloride

‛ヘルベッサー注射用50� お
Herbesser 50㎎/V  〔田辺三菱〕

〔薬価〕710.00円/瓶

【効】①頻脈性不整脈（上室性）．②手

術時の異常高血圧の救急処置．③高血

圧性緊急症．④不安定狭心症

【用】（注）5mL以上の生理食塩液又はブ

ドウ糖注射液に用時溶解し，次のごと

く投与．①1回10㎎を約3分間で緩徐に

静注．②1回静注の場合：1回10㎎を約

1分間で緩徐に静注．点滴静注の場

合：5～15μg/㎏/分を点滴静注．目標

値まで血圧を下げ，以後血圧をモニ

ターしながら点滴速度を調節．③5～

15μg/㎏/分を点滴静注．目標値まで

血圧を下げ，以後血圧をモニターしな

がら点滴速度を調節．④1～5μg/㎏/

分を点滴静注．投与量は低用量から開

始し，患者の病態に応じて適宜増減す

るが，5μg/㎏/分まで
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21410　アンジオテンシン変換酵素
（ACE）阻害薬

 

（エナラプリルマレイン酸塩）

Enalapril maleate

‛レニベース錠5
Renivace 5㎎/T  〔MSD〕

リ
〔薬価〕20.20円/T

【効】①本態性高血圧症，腎性高血圧

症，腎血管性高血圧症，悪性高血圧．

②次記の状態で，ジギタリス製剤，利

尿剤等の基礎治療剤を投与しても十分

な効果が認められない場合：慢性心不

全（軽症～中等症）

【用】（内） ① 5 ～ 10 ㎎ を 1 日 1 回． 腎

性・腎血管性高血圧症又は悪性高血圧

の患者では2.5㎎から開始することが

望ましい．生後1か月以上の小児：

0.08㎎/㎏を1日1回．②ジギタリス製

剤，利尿剤等と併用．5～10㎎を1日1

回．腎障害を伴う患者又は利尿剤投与

中の患者では2.5㎎（初回量）から開

始することが望ましい
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（カプトプリル）Captopril

‛カプトリル錠12.5㎎
Captoril 12.5㎎/T 

 〔第一三共エスファ〕

リ
〔薬価〕11.40円/T

【効】本態性高血圧症，腎性高血圧症，

腎血管性高血圧症，悪性高血圧

【用】（内）1 日 37.5 ～ 75 ㎎ を 3 回 に 分

割．重症例においても1日150㎎まで
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21411　アンジオテンシンII（AII）
受容体拮抗薬（ARB）

 

（アジルサルタン）Azilsartan

‛アジルバ錠20㎎
Azilva 20㎎/T  〔武田〕

リ
〔薬価〕140.20円/T

【効】高血圧症

【用】（内）成人：20㎎を1日1回．1日40

㎎まで．小児：6歳以上の小児には，

体重50㎏未満の場合は2.5㎎，体重50

㎏以上の場合は5㎎の1日1回経口投与

から開始．1日最大投与量は体重50㎏

未満の場合は20㎎，体重50㎏以上の場

合は40㎎

�����������������

（イルベサルタン）Irbesartan

‛アバプロ錠100㎎
Avapro 100㎎/T  〔大日本住友〕

リ
〔薬価〕76.00円/T

【効】高血圧症

【用】（内）50 ～ 100 ㎎ を 1 日 1 回，1 日

200㎎まで

�����������������

（オルメサルタンメドキソミル）

Olmesartan medoxomil

‛オルメサルタンOD錠20㎎
「DSEP」あ�

Olmesartan OD 20㎎/T 

 〔第一三共エスファ〕

リ�ツ
〔薬価〕26.00円/T

〔先発品〕オルメテックOD錠20㎎

【効】高血圧症

【用】（内）10～20㎎を1日1回．1日5～

10㎎から開始し，1日40㎎まで

�����������������
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（カンデサルタンシレキセチル）

Candesartan cilexetil

‛カンデサルタン錠4㎎
「あすか」あ�

Candesartan 4㎎/T  〔あすか〕

リ�ツ
〔薬価〕21.30円/T

〔先発品〕ブロプレス錠4

【効】①高血圧症．②腎実質性高血圧

症．③次記の状態で，アンジオテンシ

ン変換酵素阻害剤の投与が適切でない

場合：慢性心不全（軽症～中等症）

【用】（内）①成人：1日1回4～8㎎，12

㎎まで増量．腎障害を伴う場合には，

1日1回2㎎から開始し，8㎎まで増量．

小児：1歳以上6歳未満の小児には1日1

回0.05～0.3㎎/㎏．6歳以上の小児に

は1日1回2～8㎎，12㎎まで増量でき

る．腎障害を伴う場合には，低用量か

ら投与を開始，8㎎まで増量できる．

②1日1回2㎎から開始し，8㎎まで増

量．③1日1回4㎎から開始し，8㎎まで

増量できる．アンジオテンシン変換酵

素阻害剤以外による基礎治療は継続

�����������������

（テルミサルタン）Telmisartan

‛テルミサルタン錠40㎎
「DSEP」あ�

Telmisartan 40㎎/T 

 〔第一三共エスファ〕

リ�ツ
〔薬価〕23.70円/T

〔先発品〕ミカルディス錠40㎎

【効】高血圧症

【用】（内）40㎎を1日1回．1日20㎎から

開始し漸次増量．1日80㎎まで
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（ロサルタンカリウム）Losartan 

potassium

‛ニューロタン錠25㎎
Nu lotan 25㎎/T  〔オルガノン〕

リ
〔薬価〕42.00円/T

【効】①高血圧症．②高血圧及び蛋白尿

を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎

症

【用】（内）①25 ～ 50㎎を1日1回．1日

100㎎まで．②50㎎を1日1回．血圧値

をみながら1日100㎎まで．過度の血圧

低下を起こす恐れのある患者等では25

㎎から開始

�����������������

21412　Ca拮抗薬・HMG-CoA還元
酵素阻害薬配合剤

 

‛カデュエット配合錠4番� お
Caduet 配合剤  〔ファイザー〕

リ
〔薬価〕94.00円/T

1錠中： 

アムロジピンベシル酸塩 6.94㎎ 

（アムロジピンとして5㎎） 

アトルバスタチンカルシウム水和物

 10.85㎎ 

（アトルバスタチンとして10㎎）

【効】アムロジピン及びアトルバスタチ

ンによる治療が適切である次記の患

者：高血圧症又は狭心症と，高コレス

テロール血症又は家族性高コレステ

ロール血症を併発している患者  

アムロジピンとアトルバスタチンの効

能・効果は次記のとおり．アムロジピ

ン：高血圧症，狭心症．アトルバスタ

チン：高コレステロール血症，家族性

高コレステロール血症

【用】（内）1日1回．次記のアムロジピ

ンとアトルバスタチンの用法・用量に
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基づき，患者毎に用量を決めること．  

アムロジピン  

高血圧症：アムロジピンとして2.5～

5㎎を1日1回．1日1回10㎎まで増量

可．狭心症：アムロジピンとして5㎎

を1日1回．  

アトルバスタチン  

高コレステロール血症：アトルバスタ

チンとして10㎎を1日1回．1日20㎎ま

で増量可．家族性高コレステロール血

症：アトルバスタチンとして10㎎を1

日1回．1日40㎎まで増量可

�����������������

21413　ARB・利尿薬配合剤
 

‛エカード配合錠HD
Ecard HD 配合剤  〔武田〕

リ
〔薬価〕77.80円/T

1錠中： 

カンデサルタン　シレキセチル 8㎎ 

ヒドロクロロチアジド 6.25㎎

‛アイミクス配合錠HD� お
Aimix HD 配合剤  〔大日本住友〕

リ
〔薬価〕86.50円/T

1錠中： 

イルベサルタン 100㎎ 

アムロジピンとして 10㎎ 

（アムロジピンベシル酸塩 13.87㎎）

【効】高血圧症

【用】（内）1日1回1錠．高血圧治療の第

一選択薬として用いない

�����������������

21414　ARB・Ca拮抗薬配合剤
 

‛アテディオ配合錠
Atedio 配合剤  〔持田〕

リ
〔薬価〕64.60円/T

1錠中： 

バルサルタン 80㎎ 

シルニジピン 10㎎

【効】高血圧症

【用】（内）1日1回1錠を朝食後（本剤は

高血圧治療の第一選択薬として用いな

い）

�����������������

‛ザクラス配合錠LD� お
Zacras LD 配合剤  〔武田〕

リ
〔薬価〕102.70円/T

1錠中： 

アジルサルタン 20㎎ 

アムロジピン 2.5㎎ 

（アムロジピンベシル酸塩 3.47㎎）

【効】高血圧症

【用】（内）1日1回1錠（本剤は高血圧治

療の第一選択薬として用いない）

�����������������

‛テラムロ配合錠AP「DSEP」
あ� お

Teramuro AP 配合剤 

 〔第一三共エスファ〕

リ�ツ
〔薬価〕30.10円/T

〔先発品〕ミカムロ配合錠AP

1錠中： 

テルミサルタン 40㎎ 

アムロジピンベシル酸塩 6.93㎎ 

（アムロジピンとして5㎎）

【効】高血圧症

【用】（内）1日1回1錠．高血圧治療の第

一選択薬として用いない

�����������������

‛レザルタス配合錠HD
Rezaltas HD 配合剤  〔第一三共〕

リ
〔薬価〕78.20円/T

1錠中： 
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オルメサルタンメドキソミル 20㎎ 

アゼルニジピン 16㎎

【効】高血圧症

【用】（内）1日1回1錠を朝食後．高血圧

治療の第一選択薬として用いない
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21415　硝酸薬
 

（ニトロプルシドナトリウム水和物）

Sodium nitroprusside hydrate

‛ニトプロ持続静注液6㎎� え
Nitopro 6㎎/A  〔丸石〕

〔薬価〕656.00円/A

【効】①手術時の低血圧維持．②手術時

の異常高血圧の救急処置．③急性心不

全（慢 性 心 不 全 の 急 性 増 悪 期 を 含

む）．④高血圧性緊急症

【用】（注）5%ブドウ糖注射液で希釈

し，0.06 ～ 0.1%（1mL 当 た り 0.6 ～ 1

㎎）溶液を持続静注．①0.5μg/㎏/分

で開始．過度の血圧低下に注意しなが

ら徐々に増量して目的値まで血圧を下

げ，以後血圧をモニターしながら投与

速度を調節．2.5μg/㎏/分以下の投与

速度で目的とする血圧が得られ，それ

を維持することができる．最高投与速

度は3μg/㎏/分を限度．開始投与速度

は年齢，症状により適宜減量．②0.5

μg/㎏/分で開始し．過度の血圧低下

に注意しながら徐々に増量して目的値

まで血圧を下げ，以後血圧をモニター

しながら投与速度を調節．2.0μg/㎏/

分以下の投与速度で目的とする血圧が

得られ，それを維持することができ

る．最高投与速度は3μg/㎏/分を限

度．開始投与速度は年齢，症状により

適宜減量．③④小児には0.5μg/㎏/分

の投与速度で投与を開始し，過度の血

圧低下に注意しながら徐々に増量して

目的とする血行動態を得るまで循環動

態をモニターしながら投与速度を調

節．3.0μg/㎏/分以下の投与速度で目

的とする血行動態が得られ，それを維

持することができる．最高投与速度は

10μg/㎏/分を限度．開始投与速度は

年齢，症状により適宜減量
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215　狭心症治療薬
21501　硝酸薬
 

（一硝酸イソソルビド）Isosorbide 

mononitrate

‛アイトロール錠20㎎
Itorol 20㎎/T  〔トーアエイヨー〕

ラ
〔薬価〕11.00円/T

【効】狭心症

【用】（内）1回20㎎1日2回，1回40㎎1日

2回まで．労作狭心症又は労作兼安静

狭心症で発作回数及び運動耐容能の面

で重症と判断された場合1回40㎎1日2

回可

�����������������

（硝酸イソソルビド）Isosorbide 

dinitrate

‛硝酸イソソルビドテープ40㎎
「EMEC」あ�

Isosorbide dinitrate 40㎎1枚 

 〔日医工〕

ラ
〔薬価〕27.10円/枚

〔先発品〕フランドルテープ40㎎

【効】狭心症，心筋梗塞（急性期を除

く），その他の虚血性心疾患

【用】（外）1回1枚（40㎎）を胸部，上

腹部又は背部のいずれかに貼付．貼付

後24時間又は48時間ごとに貼りかえる

�����������������
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（硝酸イソソルビド）Isosorbide 

dinitrate

‛ニトロール注5㎎
Nitorol 5㎎/10mL/A  〔エーザイ〕

〔薬価〕186.00円/A

【効】①急性心不全（慢性心不全の急性

増悪期を含む）．②不安定狭心症．③

冠動脈造影時の冠攣縮寛解

【用】（注）①②そのまま，又は生理食

塩液，5%ブドウ糖注射液等で0.05 ～

0.001%溶液とし，点滴静注．①1.5～8

㎎/時，10㎎/時まで．②2～5㎎/時．

③そのまま5㎎をカテーテルを通し，

バルサルバ洞内に1分以内に注入．10

㎎まで
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（硝酸イソソルビド）Isosorbide 

dinitrate

‛ニトロール持続静注25㎎シリ
ンジ

Nitorol 25㎎/50mL/シリンジ 

 〔エーザイ〕

〔薬価〕783.00円/筒

【効】①急性心不全（慢性心不全の急性

増悪期を含む）．②不安定狭心症

【用】（注） ① 1.5 ～ 8 ㎎/時 を 持 続 静

注．10㎎/時まで．②2 ～ 5㎎/時を持

続静注
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（ニトログリセリン）Nitroglycerin

‛ニトログリセリン静注25㎎
/50mLシリンジ「TE」あ� お

Nitroglycerin 25㎎/50mL/本 

 〔トーアエイヨー〕

〔薬価〕1,162.00円/筒

【効】①手術時の低血圧維持．②手術時

の異常高血圧の救急処置．③急性心不

全（慢 性 心 不 全 の 急 性 増 悪 期 を 含

む）．④不安定狭心症

【用】（注）注射液そのまま，又は生理

食塩液，5%ブドウ糖注射液，乳酸リ

ンゲル液等で希釈し，0.005 ～ 0.05%

（50～500μg/mL）溶液を点滴静注．効

能・効果ごとに次に基づき投与．①1

～5μg/㎏/分で開始し，目的値まで血

圧を下げ，以後血圧をモニターしなが

ら点滴速度を調節．②0.5 ～ 5μg/㎏/

分で開始し，目的値まで血圧を下げ，

以後血圧をモニターしながら点滴速度

を調節．③0.05～0.1μg/㎏/分で開始

し，目的とする血行動態を得るまで血

圧，左心室充満圧などの循環動態をモ

ニターしながら5 ～ 15分ごとに0.1 ～

0.2μg/㎏/分ずつ増量し，最適点滴速

度で維持．④0.1～0.2μg/㎏/分で開始

し，発作の経過及び血圧をモニターし

ながら約5分ごとに0.1～0.2μg/㎏/分

ずつ増量し，1 ～ 2μg/㎏/分で維持．

効果がみられない場合20～40μg/㎏の

静注を1時間ごとに併用．静注する場

合は1～3分かけて緩徐に
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（ニトログリセリン）Nitroglycerin

‛ニトロペン舌下錠0.3㎎あ� お
Nitropen 0.3㎎/T  〔日本化薬〕

ラ
〔薬価〕11.70円/T

【効】狭心症，心筋梗塞，心臓喘息，ア

カラジアの一時的緩解

【用】（内）0.3 ～ 0.6㎎を舌下投与，狭

心症に対し数分間で効果の現れない場

合には0.3～0.6㎎追加
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（ニトログリセリン）Nitroglycerin

‛ミオコールスプレー 0.3㎎� お
Myocor 0.3㎎×100回分/本 

 〔トーアエイヨー〕

ラ
〔薬価〕1,387.10円/缶

【効】狭心症発作の寛解
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【用】（外）1回1噴霧（0.3㎎）を舌下に

投与．効果不十分の場合は1噴霧を追

加
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21502　冠血管拡張薬
 

（ジピリダモール）Dipyridamole

‛ペルサンチン錠25㎎
Persantin 25㎎/T 

 〔日本ベーリンガー〕

〔薬価〕6.10円/T

【効】①狭心症，心筋梗塞（急性期を除

く），その他の虚血性心疾患，うっ血

性心不全．②ワーファリンとの併用に

よる心臓弁置換術後の血栓・塞栓の抑

制．③次の疾患における尿蛋白減少：

ステロイドに抵抗性を示すネフローゼ

症候群

【用】（内）①1回25㎎を1日3回．②1日

300 ～ 400㎎を3 ～ 4回に分割．③1日

300㎎を3回に分割．投薬開始後，4週

間を目標として投薬し，尿蛋白量の測

定を行い，以後の投薬継続の可否を検

討．尿蛋白量の減少が認められない場

合は，投薬を中止するなど適切な処置

をとる．尿蛋白量の減少が認められ投

薬継続が必要な場合は，以後定期的に

尿蛋白量を測定しながら投薬

�����������������

（ニコランジル）Nicorandil

‛シグマート注48㎎
Sigmart 48㎎/V  〔中外〕

〔薬価〕2,585.00円/瓶

【効】①不安定狭心症．②急性心不全

（慢性心不全の急性増悪期を含む）

【用】（注）①本剤を生理食塩液又は5%

ブドウ糖注射液で溶解して，0.01 ～

0.03%溶液とする．2㎎/時の点滴静注

から投与を開始．6㎎/時まで．②生

理食塩液又は5%ブドウ糖注射液で溶

解して，0.04～0.25%溶液とする．0.2

㎎/㎏を5分間程度かけて静注し，引

き続き0.2㎎/㎏/時で持続静注を開

始．血圧の推移や患者の病態に応じ

て，0.05～0.2㎎/㎏/時の範囲で調整

�����������������

（ニコランジル）Nicorandil

‛ニコランジル錠2.5㎎「トーワ」
あ�

Nicorandil 2.5㎎/T  〔東和薬品〕

〔薬価〕5.70円/T

〔先発品〕シグマート錠2.5㎎

‛ニコランジル錠5㎎「トーワ」
あ�

Nicorandil 5㎎/T

〔薬価〕5.90円/T

〔先発品〕シグマート錠5㎎

【効】狭心症

【用】（内）1日量15㎎を3回に分割

�����������������

21503　その他の冠拡張薬
 

（アデノシン）Adenosine

‛アデノシン負荷用静注60㎎シ
リンジ「FRI」あ�

Adenosine 60㎎/20mL/本 

 〔富士フイルム富山化学〕

〔薬価〕5,539.00円/筒

【効】十分に運動負荷をかけられない患

者において心筋血流シンチグラフィに

よる心臓疾患の診断を行う場合の負荷

誘導

【用】（注）1分間当たり120μg/㎏を6分

間持続静脈内投与（アデノシン総投与

量0.72㎎/㎏）

�����������������
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218　高脂血症用薬
21801　HMG-CoA還元酵素阻害薬
 

（アトルバスタチンカルシウム水和物）

Atorvastatin calcium hydrate

‛リピトール錠10㎎
Lipitor 10㎎/T  〔アステラス〕

〔薬価〕49.20円/T

【効】①高コレステロール血症．②家族

性高コレステロール血症

【用】（内）①10㎎を1日1回．重症の場

合は1日20㎎まで．②10㎎を1日1回．

重症の場合は1日40㎎まで

�����������������

（ピタバスタチンカルシウム）

Pitavastatin calcium

‛ピタバスタチンCa・OD錠2㎎
「サワイ」あ�

Pitavastatin calcium OD 2㎎/T 

 〔沢井〕

〔薬価〕22.60円/T

〔先発品〕リバロOD錠2㎎

【効】高コレステロール血症，家族性高

コレステロール血症

【用】（内）1 ～ 2㎎を1日1回．LDL-コ

レステロール値の低下が不十分な場合

には増量できるが，1日4㎎まで．家族

性高コレステロール血症の小児：10歳

以上の小児に1㎎を1日1回．LDL-コレ

ステロール値の低下が不十分な場合に

は増量できるが，1日2㎎まで

�����������������

（プラバスタチンナトリウム）

Pravastatin sodium

‛プラバスタチンNa錠10㎎「サ
ワイ」あ�

Pravastatin sodium 10㎎/錠  〔沢井〕

〔薬価〕19.30円/T

〔先発品〕メバロチン錠10

【効】①高脂血症．②家族性高コレステ

ロール血症

【用】（内）1日10㎎を1回又は2回に分

割．1日20㎎まで

�����������������

（ロスバスタチンカルシウム）

Rosuvastatin calcium

‛ロスバスタチンOD錠2.5㎎
「DSEP」あ�

Rosuvastatin OD 2.5㎎/T 

 〔第一三共エスファ〕

ツ
〔薬価〕14.30円/T

〔先発品〕クレストールOD錠2.5㎎

【効】高コレステロール血症，家族性高

コレステロール血症

【用】（内）1日1回2.5㎎より開始，早期

にLDL-コレステロール値を低下させ

る場合5㎎より開始してもよい．開始

後あるいは増量後，4週以降にLDL-コ

レステロール値の低下が不十分な場

合，漸次10㎎まで増量．10㎎を投与し

てもLDL-コレステロール値の低下が

十分でない，家族性高コレステロール

血症患者などの重症患者に限り，1日

最大20㎎まで

�����������������

21802　PCSK9阻害薬
 

（エボロクマブ（遺伝子組換え））

Evolocumab (genetical recombina-

tion)

‛レパーサ皮下注420㎎オートミ
ニドーザー� け

Repatha 420㎎/3.5mL/1キット 

 〔アムジェン〕

〔薬価〕47,188.00円/キット

【効】家族性高コレステロール血症，高

コレステロール血症．次記のいずれも

満たす場合に限る（心血管イベントの

発現リスクが高い，HMG-CoA還元酵
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素阻害剤で効果不十分，又はHMG-

CoA還元酵素阻害剤による治療が適

さない）

【用】（注）①家族性高コレステロール

血症ヘテロ接合体及び高コレステロー

ル血症：420㎎を4週間に1回皮下注．

②家族性高コレステロール血症ホモ接

合体：420㎎を4週間に1回皮下注．効

果不十分な場合には420㎎を2週間に1

回皮下注．LDLアフェレーシスの補

助として本剤を使用する場合は開始用

量として420㎎を2週間に1回皮下注可

�����������������

21803　陰イオン交換樹脂
 

（コレスチミド）Colestimide

‛コレバイン錠500㎎
Cholebine 500㎎/T  〔田辺三菱〕

〔薬価〕23.20円/T

【効】高コレステロール血症，家族性高

コレステロール血症

【用】（内）1回1.5gを1日2回，朝夕食前

に水とともに．朝夕食後投与とするこ

ともできる．1日4gまで

�����������������

21804　小腸コレステロールトラン
スポーター阻害薬

 

（エゼチミブ）Ezetimibe

‛ゼチーア錠10㎎
Zetia 10㎎/T  〔MSD〕

〔薬価〕126.10円/T

【効】高コレステロール血症，家族性高

コレステロール血症，ホモ接合体性シ

トステロール血症

【用】（内）1回10㎎を1日1回食後．年

齢，症状により適宜減量

�����������������

21805　フィブラート系薬
 

（ベザフィブラート）Bezafibrate

‛ベザフィブラートSR錠200㎎
「サワイ」あ�

Bezafibrate SR 200㎎/T  〔沢井〕

〔薬価〕10.10円/T

〔先発品〕ベザトールSR錠200㎎

【効】高脂血症（家族性を含む）

【用】（内）1日400㎎を2回に分割し朝夕

食後

�����������������

（ペマフィブラート）Pemafibrate

‛パルモディア錠0.1㎎
Parmodia 0.1㎎/T  〔興和〕

〔薬価〕33.10円/T

【効】高脂血症（家族性を含む）

【用】（内）1回0.1㎎を1日2回朝夕．最

大用量1回0.2㎎を1日2回まで

�����������������

21806　ニコチン酸系薬
 

（トコフェロールニコチン酸エステル）

Tocopherol nicotinate

‛ユベラNソフトカプセル200㎎
Juvela N 200㎎/cap  〔エーザイ〕

〔薬価〕8.50円/cap

【効】①次記に伴う随伴症状：高血圧

症，高脂質血症．②次記に伴う末梢循

環障害：閉塞性動脈硬化症

【用】（内）1日3カプセルを3回に分割．

トコフェロールニコチン酸エステルと

しての用法及び用量は，1日300～600

㎎を3回に分割

�����������������
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21807　多価飽和脂肪酸
 

（イコサペント酸エチル）Ethyl icosa-

pentate

‛エパデールS900
Epadel S 900㎎/包  〔持田〕

〔薬価〕62.70円/包

【効】①閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍，

疼痛及び冷感の改善．②高脂血症

【用】（内）①1回600㎎を1日3回，毎食

直後．②1回900㎎を1日2回又は1回600

㎎を1日3回，食直後．トリグリセリド

の異常を呈する場合，その程度によ

り，1回900㎎，1日3回まで増量可

�����������������

（オメガ－3脂肪酸エチル）Omega-

3-acid ethyl esters

‛ロトリガ粒状カプセル2g
Lotriga 2g/包  〔武田〕

〔薬価〕219.40円/包

【効】高脂血症

【用】（内）1回2gを1日1回，食直後．

トリグリセライド高値の程度により1

回2g，1日2回まで増量可

�����������������

21808　その他の高脂血症用薬
 

（プロブコール）Probucol

‛シンレスタール錠250㎎
Sinlestal 250㎎/T  〔アルフレッサ〕

〔薬価〕14.60円/T

【効】高脂血症（家族性高コレステロー

ル血症，黄色腫を含む．）

【用】（内）1日量500㎎を2回に分割し食

後．家族性高コレステロール血症の場

合，1日量1,000㎎まで

�����������������

21809　HMG-CoA還元酵素阻害
薬・小腸コレステロールト
ランスポーター阻害薬配合
剤

 

‛アトーゼット配合錠HD
Atozet HD 配合錠  〔MSD〕

〔薬価〕146.90円/T

1錠中： 

エゼチミブ 10㎎ 

アトルバスタチンカルシウム水和物

 21.7㎎ 

（アトルバスタチンとして20㎎）

【効】高コレステロール血症，家族性高

コレステロール血症

【用】（内）1日1回1錠を食後

�����������������

219　血管拡張薬
21901　プロスタグランジン製剤
 

（アルプロスタジル）Alprostadil

‛アルプロスタジル注5μg「F」
あ� お

Alprostadil 5μg/A  〔日本ケミファ〕

〔薬価〕1,311.00円/A

〔先発品〕パルクス注5μg 

リプル注5μg

【効】①慢性動脈閉塞症（バージャー

病，閉塞性動脈硬化症）における四肢

潰瘍ならびに安静時疼痛の改善．②次

記疾患における皮膚潰瘍の改善：進行

性全身性硬化症，全身性エリテマトー

デス．③糖尿病における皮膚潰瘍の改

善．④振動病における末梢血行障害に

伴う自覚症状の改善ならびに末梢循

環・神経・運動機能障害の回復．⑤動

脈管依存性先天性心疾患における動脈

管の開存．⑥経上腸間膜動脈性門脈造

影における造影能の改善

【用】（注）①②③④1日1回5 ～ 10μgを
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そのまま又は輸液に混和して緩徐に静

注，又は点滴静注．⑤輸液に混和し，

開始時5ng/㎏/分として持続静注し，

その後は症状に応じて増減して有効最

小量とする．⑥1回5μgを生理食塩液

で10mLに希釈し，造影剤注入30秒前に

3～5秒間で経カテーテル的に上腸間

膜動脈内に投与

�����������������

（アルプロスタジルアルファデクス）

Alprostadil alfadex

‛アルプロスタジルアルファデ
クス注射用20μg「タカタ」
あ� お

Alprostadil alfadex 20μg/V  〔高田〕

〔薬価〕309.00円/瓶

〔先発品〕プロスタンディン注射用20

μg

【効】①動脈内投与：慢性動脈閉塞症

（バージャー病，閉塞性動脈硬化症）

における四肢潰瘍ならびに安静時疼痛

の改善．②静脈内投与：1）振動病に

おける末梢血行障害に伴う自覚症状の

改善ならびに末梢循環・神経・運動機

能障害の回復．2）血行再建術後の血

流維持．3）動脈内投与が不適と判断

される慢性動脈閉塞症（バージャー

病，閉塞性動脈硬化症）における四肢

潰瘍ならびに安静時疼痛の改善．4）

動脈管依存性先天性心疾患における動

脈管の開存．③陰茎海綿体内投与：勃

起障害の診断

【用】（注）①20μg（1バイアル）を生

食液5mLに溶かし，1日10～15μg（0.1

～ 0.15ng/㎏/分）をシリンジポンプ

を用い持続的に動脈内注射，症状によ

り0.05 ～ 0.2ng/㎏/分の間で適宜増

減．②1）～ 3）1回40 ～ 60μg（2 ～ 3

バイアル）を輸液500mLに溶解し，2時

間 か け て 点 滴 静 注（5 ～ 10ng/㎏/

分）， 投 与 速 度 は 1.2μg/㎏/2 時 間 以

下，1日1 ～ 2回．4）50 ～ 100ng/㎏/

分で静脈内投与を開始，有効最小量で

持続．③20μg（1バイアル）を生理食

塩液1mLに溶かし，1回量20μgを陰茎

海綿体へ注射

�����������������

（リマプロストアルファデクス）

Limaprost alfadex

‛リマプロストアルファデクス
錠5μg「サワイ」あ�

Limaprost alfadex 5μg/T  〔沢井〕

〔薬価〕13.90円/T

〔先発品〕オパルモン錠5μg 

プロレナール錠5μg

【効】①閉塞性血栓血管炎に伴う潰瘍，

疼痛及び冷感などの虚血性諸症状の改

善．②後天性腰部脊柱管狭窄症（SLR

試験正常で，両側性の間欠跛行を呈す

る患者）に伴う自覚症状（下肢疼痛，

下肢しびれ）及び歩行能力の改善

【用】（内）①1日30μgを3回に分割．②

1日15μgを3回に分割

�����������������

21902　循環ホルモン薬
 

（カリジノゲナーゼ）Kallidinogenase

‛カルナクリン錠50
Carnaculin 50IU/T  〔三和化学〕

〔薬価〕15.00円/T

【効】①次記疾患における末梢循環障害

の改善：高血圧症，メニエール症候

群，閉塞性血栓血管炎（ビュルガー

病）．②次記症状の改善：更年期障

害，網脈絡膜の循環障害

【用】（内）1回50単位を1日3回．再評価

結果の用法・用量は1日30 ～ 150単位

を1日3回に分割
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22　呼吸器官用薬
222　鎮咳薬・去痰薬
22201　中枢性麻薬性鎮咳薬
 

（コデインリン酸塩水和物）Codeine 

phosphate hydrate

‛コデインリン酸塩散1%「タケ
ダ」� お

Codeine phosphate 10㎎/g 

 〔武田テバ〕

ラ
〔薬価〕7.50円/g

【効】①各種呼吸器疾患における鎮咳・

鎮静．②疼痛時における鎮痛．③激し

い下痢症状の改善

【用】（内）1回20㎎（本剤として2g），

1日60㎎（本剤として6g）

�����������������

22202　中枢性非麻薬性鎮咳薬
 

（クロペラスチン塩酸塩）Cloperas-

tine

‛フスタゾール糖衣錠10㎎
Hustazol 10㎎/T  〔ニプロES〕

〔薬価〕5.90円/T

【効】次の疾患に伴う咳嗽：感冒，急性

気管支炎，慢性気管支炎，気管支拡張

症，肺結核，肺癌

【用】（内）1日30～60㎎を3回に分割．

小児：1日2歳未満7.5㎎，2歳以上4歳

未満7.5～15㎎，4歳以上7歳未満15～

30㎎，3回に分割

�����������������

（チペピジンヒベンズ酸塩）Tipepi-

dine hibenzate

‛アスベリン散10%
Asverin 100㎎/g  〔ニプロES〕

〔薬価〕8.40円/g

‛アスベリンシロップ0.5%
Asverin 5㎎/mL

〔薬価〕1.41円/mL

【効】次記疾患に伴う咳嗽及び喀痰喀出

困難：感冒，上気道炎（咽喉頭炎，鼻

カタル），急性気管支炎，慢性気管支

炎，肺炎，肺結核，気管支拡張症

【用】（内）1日60 ～ 120㎎3回に分割．

小児：1日1歳未満5～20㎎，1歳以上3

歳未満10 ～ 25㎎，3歳以上6歳未満15

～40㎎を3回に分割

�����������������

（チペピジンヒベンズ酸塩）Tipepi-

dine hibenzate

‛アスベリン錠10
Asverin 10㎎/T  〔ニプロES〕

〔薬価〕9.80円/T

【効】次記疾患に伴う咳嗽及び喀痰喀出

困難：感冒，上気道炎（咽喉頭炎，鼻

カタル），急性気管支炎，慢性気管支

炎，肺炎，肺結核，気管支拡張症

【用】（内）1日60～120㎎3回に分割

�����������������

（デキストロメトルファン臭化水素酸

塩水和物）Dextromethorphan 

hydrobromide hydrate

‛メジコン錠15㎎
Medicon 15㎎/T  〔塩野義〕

ラ
〔薬価〕5.70円/T

【効】①次記疾患に伴う咳嗽：感冒，急

性気管支炎，慢性気管支炎，気管支拡

張症，肺炎，肺結核，上気道炎（咽喉

頭炎，鼻カタル）．②気管支造影術及

び気管支鏡検査時の咳嗽

【用】（内）1回15～30㎎を1日1～4回

�����������������

22203　鎮咳去痰配合剤
 

‛オピセゾールA液
Opisezol A 配合液  〔日医工〕

〔薬価〕1.57円/mL
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1mL中： 

キキョウ流エキス 130㎎ 

シャゼンソウエキス 32㎎ 

シャクヤクエキス 12㎎

【効】次の疾患に伴う咳嗽及び喀痰喀出

困難：上気道炎，急性気管支炎

【用】（内）1日5～10mLを3回に分割

�����������������

22204　気道粘液溶解薬（多糖類分
解）

 

（ブロムヘキシン塩酸塩）Bromhex-

ine hydrochloride

‛ブロムヘキシン塩酸塩シロッ
プ0.08%「トーワ」あ�

Bromhexine hydrochloride 0.08%1mL 

 〔東和薬品〕

〔薬価〕1.00円/mL

【効】次記疾患の去痰：急性気管支炎，

慢性気管支炎，肺結核，塵肺症，手術

後

【用】（内）1回4㎎（本剤として5mL）を

1日3回

�����������������

（ブロムヘキシン塩酸塩）Bromhex-

ine hydrochloride

‛ブロムヘキシン塩酸塩吸入液
0.2%「タイヨー」あ�

Bromhexine hydrochloride 0.2%1mL 

 〔武田テバ〕

〔薬価〕6.60円/mL

〔先発品〕ビソルボン吸入液0.2%

【効】次記疾患の去痰：急性気管支炎，

慢性気管支炎，肺結核，塵肺症，手術

後

【用】（外）1回4㎎（本剤として2mL）を

生理食塩液等で約2.5倍に希釈，1日3

回ネブライザーで吸入

�����������������

（ブロムヘキシン塩酸塩）Bromhex-

ine hydrochloride

‛ブロムヘキシン塩酸塩注射液
4㎎「タイヨー」あ�

Bromhexine hydrochloride 0.2%2mL/

A  〔武田テバ〕

〔薬価〕57.00円/A

〔先発品〕ビソルボン注4㎎

【効】①経口投与困難な場合における次

記疾患ならびに状態の去痰：肺結核，

塵肺症，手術後．②気管支造影後の造

影剤の排泄促進

【用】（注）1回4～8㎎を1日1～2回筋注

又は静注

�����������������

22205　気道粘液修復薬
 

（L－カルボシステイン）L-carbocis-

teine

‛カルボシステイン錠500㎎「サ
ワイ」あ�

Carbocisteine 500㎎/T  〔沢井〕

〔薬価〕7.90円/T

〔先発品〕ムコダイン錠500㎎

【効】①次記疾患の去痰：上気道炎（咽

頭炎，喉頭炎），急性気管支炎，気管

支喘息，慢性気管支炎，気管支拡張

症，肺結核．②慢性副鼻腔炎の排膿

【用】（内）1回500㎎を1日3回

�����������������

（L－カルボシステイン）L-carbocis-

teine

‛ムコダインDS50%
Mucodyne 500㎎/1.0g  〔杏林〕

〔薬価〕19.70円/g

【効】①（成人・小児）次記疾患の去

痰：上気道炎（咽頭炎，喉頭炎），急

性気管支炎，気管支喘息，慢性気管支

炎，気管支拡張症，肺結核．②（成

人・小児）慢性副鼻腔炎の排膿．③
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（小児のみ）滲出性中耳炎の排液

【用】（内）1回500㎎（本剤1.0g）を用

時懸濁し，1日3回．小児：1回10㎎/

㎏（本剤0.02g/㎏）を用時懸濁し，1

日3回

�����������������

22206　気道潤滑薬
 

（アンブロキソール塩酸塩）Am-

broxol hydrochloride

‛ムコソルバン錠15㎎
Mucosolvan 15㎎/T  〔帝人〕

〔薬価〕11.40円/T

【効】①次記疾患の去痰：急性気管支

炎，気管支喘息，慢性気管支炎，気管

支拡張症，肺結核，塵肺症，手術後の

喀痰喀出困難．②慢性副鼻腔炎の排膿

【用】（内）1回15㎎を1日3回

�����������������

（アンブロキソール塩酸塩）Am-

broxol hydrochloride

‛ムコソルバンL錠45㎎
Mucosolvan L 45㎎/T  〔帝人〕

〔薬価〕33.80円/T

【効】次記疾患の去痰：急性気管支炎，

気管支喘息，慢性気管支炎，気管支拡

張症，肺結核，塵肺症，手術後の喀痰

喀出困難

【用】（内）1回45㎎を1日1回
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225　気管支拡張薬・気管支喘息
治療薬

22501　β刺激薬
 

（エフェドリン塩酸塩）Ephedrine 

hydrochloride

‛ヱフェドリン「ナガヰ」注射
液40㎎� お

Ephedrin 40㎎/1mL/A  〔日医工〕

〔薬価〕94.00円/A

【効】①次記疾患に伴う咳嗽：気管支喘

息，喘息性（様）気管支炎，感冒，急

性気管支炎，慢性気管支炎，肺結核，

上気道炎（咽喉頭炎，鼻カタル）．②

鼻粘膜充血・腫脹．③麻酔時の血圧降

下

【用】（注） ① ② 1 回 25 ～ 40 ㎎ を 皮 下

注．③1回4～8㎎を静注

�����������������

（dl－メチルエフェドリン塩酸塩）

dl-methylephedrine hydrochloride

‛メチエフ散10%
Methy F 100㎎/g  〔ニプロES〕

〔薬価〕7.50円/g

【効】①次の疾患に伴う咳嗽：気管支喘

息，感冒，急性気管支炎，慢性気管支

炎，肺結核，上気道炎（咽喉頭炎，鼻

カタル）．②蕁麻疹，湿疹

【用】（内）1回25～50㎎を1日3回

�����������������

22502　β2刺激薬
 

（クレンブテロール塩酸塩）Clen-

buterol hydrochloride

‛スピロペント錠10μg
Spiropent 10μg/T  〔帝人〕

〔薬価〕10.40円/T

【効】①次記疾患の気道閉塞性障害に基

づく呼吸困難など諸症状の緩解：気管

支喘息，慢性気管支炎，肺気腫，急性

気管支炎．②次記疾患に伴う尿失禁：

腹圧性尿失禁

【用】（内）①1回20μgを1日2回，朝及

び就寝前．頓用として，1回20μg．5

歳以上の小児：1回0.3μg/㎏を1日2

回，朝及び就寝前．頓用として，5歳

以上の小児：1回0.3μg/㎏．頓用を反

復しなければならない場合には，早急

に医師の指示を受けさせる．②1回20

μgを1日2回，朝及び夕．60μg/日まで
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（ツロブテロール）Tulobuterol

‛ホクナリンテープ1㎎
Hokunalin 1㎎/枚  〔マイランEPD〕

〔薬価〕35.90円/枚

‛ホクナリンテープ2㎎
Hokunalin 2㎎/枚

〔薬価〕51.50円/枚

【効】次記疾患の気道閉塞性障害に基づ

く呼吸困難など諸症状の緩解：気管支

喘息，急性気管支炎，慢性気管支炎，

肺気腫

【用】（外）1日1回2㎎，小児：0.5 ～ 3

歳未満0.5㎎，3～9歳未満1㎎，9歳以

上2㎎を胸部，背部又は上腕部のいず

れかに貼付

�����������������

（プロカテロール塩酸塩水和物）

Procaterol hydrochloride hydrate

‛メプチン錠50μg
Meptin 0.05㎎/T  〔大塚〕

〔薬価〕11.90円/T

【効】次記疾患の気道閉塞性障害に基づ

く呼吸困難など諸症状の緩解：気管支

喘息，慢性気管支炎，肺気腫，急性気

管支炎

【用】（内）1回50μgを1日1回就寝前な

いしは1日2回，朝及び就寝前

�����������������

（プロカテロール塩酸塩水和物）

Procaterol hydrochloride hydrate

‛メプチンドライシロップ
0.005%

Meptin 50μg/g  〔大塚〕

〔薬価〕46.60円/g

【効】次記疾患の気道閉塞性障害に基づ

く呼吸困難など諸症状の緩解：気管支

喘息，慢性気管支炎，肺気腫，急性気

管支炎，喘息様気管支炎

【用】（内）1 回 50μg（本 剤 と し て 1g）

を1日1回就寝前ないしは1日2回，朝及

び就寝前．用時溶解．6歳以上の小

児：1回25μg（本剤として0.5g）を1日

1回就寝前ないしは1日2回，朝及び就

寝前．用時溶解．6歳未満の乳幼児：1

回1.25μg/㎏（本剤として0.025g/㎏）

を1日2回，朝及び就寝前ないしは1日3

回，朝，昼及び就寝前．用時溶解

�����������������

22503　短時間作用性β2刺激薬
（SABA）

 

（サルブタモール硫酸塩）Salbutamol 

sulfate

‛サルタノールインヘラー 100μg
Sultanol 100μg×200回/本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

〔薬価〕675.10円/瓶

【効】次記疾患の気道閉塞性障害に基づ

く諸症状の緩解：気管支喘息，小児喘

息，肺気腫，急・慢性気管支炎，肺結

核

【用】（外）1回200μg（2吸入），小児：

1回100μg（1吸入）を吸入

�����������������

（サルブタモール硫酸塩）Salbutamol 

sulfate

‛ベネトリン吸入液0.5%
Venetlin 5㎎/mL 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

〔薬価〕19.80円/mL

【効】次記疾患の気道閉塞性障害にもと

づく諸症状の緩解：気管支喘息，小児

喘息，肺気腫，急・慢性気管支炎，肺

結核

【用】（外）1回1.5～2.5㎎（本剤として

0.3 ～ 0.5mL）， 小 児：1 回 0.5 ～ 1.5 ㎎

（本剤として0.1 ～ 0.3mL）を深呼吸し

ながら吸入器を用いて吸入

�����������������
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（プロカテロール塩酸塩水和物）

Procaterol hydrochloride hydrate

‛メプチンキッドエアー 5μg吸入
100回

Meptin 5μg×100回/本  〔大塚〕

〔薬価〕585.70円/キット

【効】次記疾患の気道閉塞性障害に基づ

く諸症状の緩解：気管支喘息，慢性気

管支炎，肺気腫

【用】（外）1回20μg（4吸入），小児：1

回10μg（2吸入）
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（プロカテロール塩酸塩水和物）

Procaterol hydrochloride hydrate

‛メプチンスイングヘラー 10μg
吸入100回

Meptin 1㎎1キット  〔大塚〕

〔薬価〕770.70円/キット

【効】次記疾患の気道閉塞性障害に基づ

く諸症状の緩解：気管支喘息，慢性気

管支炎，肺気腫

【用】（外）1回20μg（2吸入），小児：1

回10μg（1吸入）
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22504　長時間作用性β2刺激薬
（LABA）

 

（インダカテロールマレイン酸塩）

Indacaterol maleate

‛オンブレス吸入用カプセル
150μg

Onbrez 150μg/cap  〔ノバルティス〕

〔薬価〕138.80円/cap

【効】慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支

炎，肺気腫）の気道閉塞性障害に基づ

く諸症状の緩解

【用】（外）1回150μg（1カプセル）を1

日1回専用の吸入用器具を用いて吸入
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（サルメテロールキシナホ酸塩）

Salmeterol xinafoate

‛セレベント50ディスカス
Serevent 50μg×60回分/個 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

〔薬価〕2,475.10円/キット

【効】次記疾患の気道閉塞性障害に基づ

く諸症状の緩解：気管支喘息，慢性閉

塞性肺疾患（慢性気管支炎，肺気腫）

【用】（外）1回50μgを1日2回朝及び就

寝前に吸入．小児：1回25μgを1日2回

朝及び就寝前に吸入．1回50μg1日2回

まで
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22505　キサンチン誘導体
 

（アミノフィリン水和物）Amino-

phylline hydrate

‛ネオフィリン注250㎎
Neophyllin 250㎎/10mL/A  〔エーザイ〕

〔薬価〕94.00円/A

【効】気管支喘息，喘息性（様）気管支

炎，肺性心，うっ血性心不全，肺水

腫，心臓喘息，チェーン・ストークス

呼吸，閉塞性肺疾患（肺気腫，慢性気

管支炎等）における呼吸困難，狭心症

（発作予防），脳卒中発作急性期

【用】（注）1回250㎎を1日1 ～ 2回生理

食塩液又は糖液に稀釈して5～10分を

要して緩徐に静注．必要に応じて点滴

静注．小児：1回3 ～ 4㎎/㎏を静注．

投与間隔は8時間以上とし，最高用量

は1日12㎎/㎏を限度．必要に応じて

点滴静注

�����������������

（テオフィリン）Theophylline

‛テオロング錠100㎎
Theolong 100㎎/T  〔エーザイ〕

〔薬価〕9.20円/T

【効】気管支喘息，喘息性（様）気管支
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炎，慢性気管支炎，肺気腫

【用】（内）1 回 200 ㎎， 小 児 1 回 100 ～

200㎎を，1日2回，朝及び就寝前

�����������������

（テオフィリン）Theophylline

‛ユニフィルLA錠200㎎� お
Uniphyl LA 200㎎/T  〔大塚〕

〔薬価〕11.40円/T

【効】気管支喘息，慢性気管支炎，肺気

腫

【用】（内）400㎎を1日1回夕食後
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22508　長時間作用性抗コリン薬
（LAMA）

 

（アクリジニウム臭化物）Aclidinium 

bromide

‛エクリラ400μgジェヌエア60吸
入用

Eklira 400μg/1吸入  〔杏林〕

〔薬価〕5,109.90円/キット

1回吸入量： 

アクリジニウム臭化物 400μg

【効】慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支

炎，肺気腫）の気道閉塞性障害に基づ

く諸症状の緩解

【用】（外）1回1吸入（400μg）を1日2

回
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（チオトロピウム臭化物水和物）

Tiotropium bromide hydrate

‛スピリーバ2.5μgレスピマット
60吸入

Spiriva 150μg/キット 

 〔日本ベーリンガー〕

〔薬価〕3,947.30円/キット

【効】慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支

炎，肺気腫），気管支喘息の気道閉塞

性障害に基づく諸症状の緩解

【用】（外）慢性閉塞性肺疾患（慢性気

管支炎，肺気腫）の気道閉塞性障害に

基づく諸症状の緩解：1回2吸入（チオ

トロピウムとして5μg）を1日1回．気

管支喘息の気道閉塞性障害に基づく諸

症状の緩解：スピリーバ1.25μgレスピ

マット1回2吸入（チオトロピウムとし

て2.5μg）を1日1回．症状・重症度に

応じて，スピリーバ2.5μgレスピマッ

ト1回2吸入（チオトロピウムとして5

μg）を1日1回吸入
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22509　抗コリン薬・β2刺激薬配
合剤（LAMA/LABA）

 

‛ウルティブロ吸入用カプセル
Ultibro 配合剤  〔ノバルティス〕

〔薬価〕211.60円/cap

1cap中： 

グリコピロニウム臭化物 63μg 

（グリコピロニウムとして50μg） 

インダカテロールマレイン酸塩

 143μg 

（インダカテロールとして110μg）

【効】慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支

炎，肺気腫）の気道閉塞性障害に基づ

く諸症状の緩解（長時間作用性吸入抗

コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺

激剤の併用が必要な場合）

【用】（外）1回1カプセル（グリコピロ

ニ ウ ム と し て 50μg及 び イ ン ダ カ テ

ロールとして110μg）を1日1回専用の

吸入用器具を用いて吸入
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‛スピオルトレスピマット60吸
入

Spiolto 60吸入/キット 

 〔日本ベーリンガー〕

〔薬価〕6,680.40円/キット

1噴霧中： 

チオトロピウム 2.5μg 
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（チオトロピウム臭化物水和物とし

て3.124μg） 

オロダテロール 2.5μg 

（オロダテロール塩酸塩として

2.736μg）

【効】慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支

炎，肺気腫）の気道閉塞性障害に基づ

く諸症状の緩解（長時間作用性吸入抗

コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺

激剤の併用が必要な場合）

【用】（外）1回2吸入（チオトロピウム

として5μg及びオロダテロールとして

5μg）を1日1回
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22510　吸入ステロイド（ICS）
 

（シクレソニド）Ciclesonide

‛オルベスコ200μgインヘラー 56
吸入用

Alvesco 200μg×56回分/個  〔帝人〕

〔薬価〕1,863.90円/キット

【効】気管支喘息

【用】（外）100～400μgを1日1回吸入投

与．1日800μgまで．1日800μgを投与

する場合は，朝，夜の1日2回に分割．

小 児：100 ～ 200μgを 1 日 1 回 吸 入 投

与．良好に症状がコントロールされて

いる場合は50μg1日1回まで減量可
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（ブデソニド）Budesonide

‛パルミコート200μgタービュヘ
イラー 56吸入

Pulmicort 200μg×56回分/本 

 〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕1,166.80円/瓶

【効】気管支喘息

【用】（外）1回100 ～ 400μgを1日2回吸

入．1日1600μgまで．小児：1回100～

200μgを1日2回吸入，1日800μgまで，

良好に症状がコントロールされている

場合は100μg1日1回まで減量可
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（フルチカゾンプロピオン酸エステル）

Fluticasone propionate

‛フルタイド200ディスカス
Flutide 200μg×60回分/個 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

〔薬価〕1,848.70円/個

【効】気管支喘息

【用】（外）1回100μgを1日2回吸入．1

日800μgまで
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22511　吸入ステロイド・β2刺激
薬配合剤（ICS/LABA）

 

‛シムビコートタービュヘイ
ラー 60吸入

Symbicort 60吸入/本 

 〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕3,596.10円/キット

1回吸入量： 

ブデソニド 160μg 

ホルモテロールフマル酸塩水和物

 4.5μg

【効】①気管支喘息（吸入ステロイド剤

及び長時間作動型吸入β2刺激剤の併

用が必要な場合）．②慢性閉塞性肺疾

患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状

の緩解（吸入ステロイド剤及び長時間

作動型吸入β2刺激剤の併用が必要な

場合）

【用】（外）①維持療法として1回1吸入

（ブデソニドとして160μg，ホルモテ

ロールフマル酸塩水和物として4.5μg）

を1日2回吸入．維持療法としての1日

の最高量は1回4吸入1日2回（合計8吸

入：ブデソニドとして1280μg，ホル

モテロールフマル酸塩水和物として36

μg）まで  

維持療法として1回1吸入あるいは2吸
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入を1日2回投与している患者は，発作

発現時に頓用吸入を追加で行うことが

可．維持療法に加えて頓用吸入する場

合は，発作発現時に1吸入．数分経過

しても発作が持続する場合には，さら

に追加で1吸入．必要に応じてこれを

繰り返すが，1回の発作発現につき，

最大6吸入まで．  

維持療法と頓用吸入を合計した本剤の

1日の最高量は，通常8吸入までとする

が，一時的に1日合計12吸入（ブデソ

ニドとして1920μg，ホルモテロール

フマル酸塩水和物として54μg）まで

増量可．②1回2吸入（ブデソニドとし

て320μg，ホルモテロールフマル酸塩

水和物として9μg）を1日2回吸入
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‛フルティフォーム125エアゾー
ル120吸入用

Flutiform 120吸入/V  〔杏林〕

〔薬価〕5,257.50円/瓶

1回噴霧量： 

フルチカゾンプロピオン酸エステル

 125μg 

ホルモテロールフマル酸塩水和物

 5μg

【効】気管支喘息（吸入ステロイド剤及

び長時間作動型吸入β2刺激剤の併用

が必要な場合）

【用】（外）成人：フルティフォーム50

エアゾール（フルチカゾンプロピオン

酸エステルとして50μg及びホルモテ

ロールフマル酸塩水和物として5μg）

を1回2吸入，1日2回投与．症状に応じ

てフルティフォーム125エアゾール

（フルチカゾンプロピオン酸エステル

として125μg及びホルモテロールフマ

ル酸塩水和物として5μg）を1回2～4

吸入，1日2回．小児：フルティフォー

ム50エアゾール（フルチカゾンプロピ

オン酸エステルとして50μg及びホル

モテロールフマル酸塩水和物として5

μg）を1回2吸入，1日2回
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‛レルベア100エリプタ30吸入用
Relvar ellipta 30吸入1キット 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

〔薬価〕5,192.20円/キット

1ブリスター中： 

ビランテロールトリフェニル酢酸塩

 40μg 

（ビランテロールとして25μg） 

フルチカゾンフランカルボン酸エス

テル 100μg

【効】①気管支喘息（吸入ステロイド剤

及び長時間作動型吸入β2刺激剤の併

用が必要な場合）．②慢性閉塞性肺疾

患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状

の緩解（吸入ステロイド剤及び長時間

作動型吸入β2刺激剤の併用が必要な

場合）

【用】（外）①レルベア100エリプタ1吸

入（ビランテロールとして25μg及び

フルチカゾンフランカルボン酸エステ

ルとして100μg）を1日1回吸入．症状

に応じてレルベア200エリプタ1吸入

（ビランテロールとして25μg及びフル

チカゾンフランカルボン酸エステルと

して200μg）を1日1回吸入．②レルベ

ア100エリプタ1吸入（ビランテロール

として25μg及びフルチカゾンフラン

カルボン酸エステルとして100μg）を

1日1回吸入
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‛レルベア200エリプタ30吸入用
Relvar ellipta 30吸入1キット 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

〔薬価〕5,781.40円/キット

1ブリスター中： 

ビランテロールトリフェニル酢酸塩
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 40μg 

（ビランテロールとして25μg） 

フルチカゾンフランカルボン酸エス

テル 200μg

【効】気管支喘息（吸入ステロイド剤及

び長時間作動型吸入β2刺激剤の併用

が必要な場合）

【用】（外）レルベア100エリプタ1吸入

（ビランテロールとして25μg及びフル

チカゾンフランカルボン酸エステルと

して100μg）を1日1回吸入．症状に応

じてレルベア200エリプタ1吸入（ビラ

ンテロールとして25μg及びフルチカ

ゾンフランカルボン酸エステルとして

200μg）を1日1回吸入
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22512　吸入ステロイド・β2刺激
薬配合剤・抗コリン薬

（ICS/LAMA/LABA）
 

‛テリルジー 200エリプタ30吸入
用

Trelegy 30吸入1キット 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

〔薬価〕10,043.30円/キット

1ブリスター中： 

フルチカゾンフランカルボン酸エス

テル 200μg 

ウメクリジニウム臭化物 74.2μg 

（ウメクリジニウムとして62.5μg） 

ビランテロールトリフェニル酢酸塩

 40μg 

（ビランテロールとして25μg）

【効】気管支喘息（吸入ステロイド剤，

長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時

間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要

な場合）

【用】（外）テリルジー100エリプタ1吸

入を1日1回吸入．症状に応じてテリル

ジー200エリプタ1吸入を1日1回吸入
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226　呼吸障害改善薬
22601　末梢性呼吸刺激薬
 

（ドキサプラム塩酸塩水和物）

Doxapram hydrochloride hydrate

‛ドプラム注射液400㎎� お
Dopram 400㎎/20mL/V  〔キッセイ〕

〔薬価〕106.00円/mLV

【効】次記の状態における呼吸抑制なら

びに覚醒遅延：①麻酔時．②中枢神経

系抑制剤による中毒時．③遷延性無呼

吸の鑑別診断．④急性ハイパーカプニ

アを伴う慢性肺疾患．⑤早産・低出生

体重児における原発性無呼吸（未熟児

無呼吸発作）但し，キサンチン製剤に

よる治療で十分な効果が得られない場

合に限る

【用】（注）①0.5～1.0㎎/㎏を徐々に静

注．5分間隔で通常量を投与し，総投

与量は2.0㎎/㎏まで．点滴静注の場合

は， は じ め 約 5 ㎎/分 の 速 度 で 投 与

し，速度を適宜調節．5.0㎎/㎏まで．

②0.5～2.0㎎/㎏を徐々に静注．初回

投与に反応があった患者には維持量と

して，通常量を5 ～ 10分間隔で投与

し，1 ～ 2時間間隔で繰り返す．点滴

静注の場合は1.0～3.0㎎/㎏/時で．③

1.0～2.0㎎/㎏を静注．呼吸興奮が十

分生じない場合は呼吸抑制の原因が筋

弛緩剤の残存効果によることを考慮．

④1.0～2.0㎎/㎏/時で点滴静注．開始

後1～2時間は，動脈血ガスを30分毎

に測定し，血液ガスの改善がみられな

いか，悪化する場合にはレスピレータ

の使用を考慮．血液ガスの改善がみら

れ，重篤な副作用が生じなければ継続

してもよい．動脈血ガス分圧の測定は

適宜行い，血液ガスが適当なレベルに

達したら中断し，酸素吸入は必要に応
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じて継続．中断後，PaCO2が上昇し

た場合には再投与を考慮．1日2400㎎

まで．⑤初回投与量1.5㎎/㎏を1時間

かけて点滴静注，その後，維持投与と

して0.2㎎/㎏/hrの速度で点滴静注．

なお，十分な効果が得られない場合

は，0.4㎎/㎏/hrまで適宜増量
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22602　中枢性呼吸刺激薬
 

（フルマゼニル）Flumazenil

‛アネキセート注射液0.5㎎� お
Anexate 0.5㎎/5mL/A  〔アスペン〕

ラ
〔薬価〕2,185.00円/A

【効】ベンゾジアゼピン系薬剤による鎮

静の解除及び呼吸抑制の改善

【用】（注）初回0.2㎎を緩徐に静注．4

分以内に望まれる覚醒状態が得られな

い場合は更に0.1㎎を追加．1分間隔で

0.1㎎ずつを総投与量1㎎まで，ICU領

域では2㎎まで投与を繰り返す

�����������������

22603　麻薬拮抗薬
 

（ナロキソン塩酸塩）Naloxone 

hydrochloride

‛ナロキソン塩酸塩静注0.2㎎
「AFP」� お

Naloxone hydrochloride 0.2㎎/1mL/

A  〔アルフレッサ〕

〔薬価〕908.00円/A

【効】麻薬による呼吸抑制ならびに覚醒

遅延の改善

【用】（注）1回0.2㎎を静注．効果不十

分の場合2～3分間隔で0.2㎎を1～2回

追加

�����������������

22604　好中球エラスターゼ選択的
阻害薬

 

（シベレスタットナトリウム水和物）

Sivelestat sodium hydrate

‛注射用エラスポール100
Elaspol 100㎎/V  〔丸石〕

〔薬価〕3,615.00円/瓶

【効】全身性炎症反応症候群に伴う急性

肺障害の改善

【用】（注）本剤を生食液に溶解した

後，1日量4.8㎎/㎏を250～500mLの輸

液で希釈し，24時間（0.2㎎/㎏/時）

かけて持続静注．投与期間は14日以内

�����������������

22605　肺線維化抑制薬
 

（ピルフェニドン）Pirfenidone

‛ピレスパ錠200㎎� お
Pirespa 200㎎/T  〔塩野義〕

ラ
〔薬価〕487.50円/T

【効】特発性肺線維症

【用】（内）初期用量1回200㎎を1日3回

（1日600㎎）食後．患者の状態を観察

しながら1回量を200㎎ずつ漸増し，1

回600㎎（1日1800㎎）まで

�����������������
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23　消化器官用薬
231　止しゃ薬，整腸薬
23101　腸運動抑制薬
 

（ロペラミド塩酸塩）Loperamide 

hydrochloride

‛ロペミン小児用細粒0.05%
Lopemin 0.5㎎/g  〔ヤンセン〕

ラ
〔薬価〕21.80円/g

【効】急性下痢症

【用】（内）小児：1日0.02 ～ 0.04㎎/㎏

（本剤として0.04～0.08g/㎏）を2～3

回に分割
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（ロペラミド塩酸塩）Loperamide 

hydrochloride

‛ロペラミド塩酸塩カプセル1㎎
「サワイ」あ�

Loperamide hydrochloride 1㎎/T 

 〔沢井〕

ラ
〔薬価〕6.20円/cap

〔先発品〕ロペミンカプセル1㎎

【効】下痢症

【用】（内）1日1～2㎎を1～2回に分割

�����������������

23102　収斂薬
 

（タンニン酸アルブミン）Albumin 

tannate

‛タンニン酸アルブミン
「VTRS」原末（無）

Albumin tannate 1g/g 

 〔ヴィアトリス製薬〕

〔薬価〕7.00円/g

【効】下痢症

【用】（内）1日3～4gを3～4回に分割

�����������������

23103　吸着薬
 

（天然ケイ酸アルミニウム）Natural 

aluminum silicate

‛アドソルビン原末
Adsorbin 1g/g  〔アルフレッサ〕

〔薬価〕0.85円/g

【効】下痢症

【用】（内）1日3～10gを3～4回に分割

�����������������

23104　殺菌薬
 

‛フェロベリン配合錠
Phelloberin 配合剤 

 〔日本ジェネリック〕

〔薬価〕6.10円/T

1錠中： 

ベルベリン塩化物水和物 37.5㎎ 

ゲンノショウコエキス 100.0㎎

【効】下痢症

【用】（内）1回2錠を1日3回

�����������������

23105　活性生菌製剤
 

（耐性乳酸菌）Antibiotics-resistant 

lactic acid bacteriae

‛ビオフェルミンR錠あ�
Biofermin R 配合剤 

 〔ビオフェルミン〕

〔薬価〕5.90円/T

【効】次記抗生物質，化学療法剤投与時

の腸内菌叢の異常による諸症状の改

善：ペニシリン系，セファロスポリン

系，アミノグリコシド系，マクロライ

ド系，テトラサイクリン系，ナリジク

ス酸

【用】（内）1日3錠を3回に分割

�����������������
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（ビフィズス菌）Bifidobacterium

‛ラックビー微粒N
Lac B 1g/包  〔興和〕

〔薬価〕6.30円/g

【効】腸内菌叢の異常による諸症状の改

善

【用】（内）1日3～6gを3回に分割

�����������������

（酪酸菌）Clostridium butyricum

‛ビオスリー配合錠
Bio three 配合剤  〔鳥居〕

〔薬価〕5.70円/T

1錠中： 

ラクトミン 2㎎ 

酪酸菌 10㎎ 

糖化菌 10㎎

【効】腸内菌叢の異常による諸症状の改

善

【用】（内）1日3～6錠を3回に分割

�����������������

（酪酸菌）Clostridium butyricum

‛ミヤBM細粒
Miya BM 1g/包  〔ミヤリサン〕

〔薬価〕6.30円/g

【効】腸内菌叢の異常による諸症状の改

善

【用】（内）1日1.5g ～3gを3回に分割
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232　消化性潰瘍用薬
23201　プロトンポンプ阻害薬（内

服）
 

（エソメプラゾールマグネシウム水和

物）Esomeprazole magnesium 

hydrate

‛ネキシウムカプセル20㎎
Nexium 20㎎/cap  〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕100.00円/cap

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部

潰瘍，Zollinger-Ellison症候群．②逆

流性食道炎．③非ステロイド性抗炎症

薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸

潰瘍の再発抑制．④低用量アスピリン

投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰

瘍の再発抑制．⑤次記におけるヘリコ

バクター・ピロリの除菌の補助：胃潰

瘍，十二指腸潰瘍，胃MALTリンパ

腫，特発性血小板減少性紫斑病，早期

胃癌に対する内視鏡的治療後胃，ヘリ

コバクター・ピロリ感染胃炎

【用】（内）①成人：1回20㎎を1日1回．

胃潰瘍，吻合部潰瘍では8週間まで，

十二指腸潰瘍では6週間まで．小児：

体重20㎏以上では1回10～20㎎を1日1

回．胃潰瘍，吻合部潰瘍では8週間ま

で，十二指腸潰瘍では6週間まで．②

成人：1回20㎎を1日1回．8週間まで．

再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の

維持療法においては，1回10～20㎎を

1日1回．小児：体重20㎏以上では1回

10～20㎎を1日1回．8週間まで．③④

1回20㎎を1日1回．⑤エソメプラゾー

ルとして1回20㎎，アモキシシリン水

和物として1回750㎎及びクラリスロマ

イシンとして1回200㎎の3剤を同時に1

日2回，7日間．クラリスロマイシン

は，増量可，ただし1回400㎎1日2回ま

で．プロトンポンプインヒビター，ア

モキシシリン水和物及びクラリスロマ

イシンの3剤投与によるヘリコバク

ター・ピロリの除菌治療が不成功の場

合は，これに代わる治療として，エソ

メプラゾールとして1回20㎎，アモキ

シシリン水和物として1回750㎎及びメ

トロニダゾールとして1回250㎎の3剤

を同時に1日2回，7日間

�����������������
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（ボノプラザンフマル酸塩）Vonopra-

zan fumarate

‛タケキャブ錠10㎎
Takecab 10㎎/T  〔武田〕

〔薬価〕105.30円/T

‛タケキャブ錠20㎎
Takecab 20㎎/T

〔薬価〕157.90円/T

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍．②逆流

性食道炎．③低用量アスピリン投与時

における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再

発抑制．④非ステロイド性抗炎症薬投

与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍

の再発抑制．⑤次記におけるヘリコバ

クター・ピロリの除菌の補助：胃潰

瘍，十二指腸潰瘍，胃MALTリンパ

腫，特発性血小板減少性紫斑病，早期

胃癌に対する内視鏡的治療後胃，ヘリ

コバクター・ピロリ感染胃炎

【用】（内）①1回20㎎を1日1回．胃潰瘍

では8週間まで，十二指腸潰瘍では6週

間まで．②1回20㎎を1日1回．通常4週

間まで，効果不十分の場合は8週間ま

で．さらに再発・再燃を繰り返す逆流

性食道炎の維持療法においては，1回

10㎎を1日1回，効果不十分の場合は，

1回20㎎を1日1回投与可．③④1回10㎎

を1日1回．⑤ボノプラザンとして1回

20㎎，アモキシシリン水和物として1

回750㎎及びクラリスロマイシンとし

て1回200㎎の3剤を同時に1日2回，7日

間投与．なお，クラリスロマイシンは

必要に応じて適宜増量可．1回400㎎1

日2回まで．プロトンポンプインヒビ

ター，アモキシシリン水和物及びクラ

リスロマイシンの3剤投与によるヘリ

コバクター・ピロリの除菌治療が不成

功の場合は，これに代わる治療とし

て，ボノプラザンとして1回20㎎，ア

モキシシリン水和物として1回750㎎及

びメトロニダゾールとして1回250㎎の

3剤を同時に1日2回，7日間投与

�����������������

（ラベプラゾールナトリウム）

Rabeprazole sodium

‛ラベプラゾールNa塩錠10㎎
「明治」あ�

Rabeprazole sodium 10㎎/T 

 〔Meiji Seika〕

〔薬価〕34.40円/T

〔先発品〕パリエット錠10㎎

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部

潰瘍，Zollinger-Ellison症候群．②逆

流性食道炎．③非びらん性胃食道逆流

症．④低用量アスピリン投与時におけ

る胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑

制．⑤次記におけるヘリコバクター・

ピロリの除菌の補助：胃潰瘍，十二指

腸潰瘍，胃MALTリンパ腫，特発性

血小板減少性紫斑病，早期胃癌に対す

る 内 視 鏡 的 治 療 後 胃， ヘ リ コ バ ク

ター・ピロリ感染胃炎

【用】（内）①1日1回10㎎，病状により1

日1回20㎎．胃潰瘍，吻合部潰瘍では8

週間まで，十二指腸潰瘍では6週間ま

で．②〈治療〉1日1回10㎎，病状によ

り1日1回20㎎．8週間まで．プロトン

ポンプインヒビターによる治療で効果

不十分な場合，1回10㎎又は1回20㎎を

1日2回，さらに8週間投与可．1回20㎎

1日2回投与は重度の粘膜傷害を有する

場合に限る．〈維持療法〉再発・再燃

を繰り返す逆流性食道炎の維持療法に

おいては1日1回10㎎．プロトンポンプ

インヒビターによる治療で効果不十分

な逆流性食道炎の維持療法において

は，1回10㎎を1日2回投与できる．③1

日1回10㎎．4週間まで．④1回5㎎を1

日1回，効果不十分の場合は1回10㎎を

1日1回．⑤ラベプラゾールナトリウム
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として1回10㎎，アモキシシリン水和

物として1回750㎎及びクラリスロマイ

シンとして1回200㎎の3剤を同時に1日

2回，7日間．クラリスロマイシンは，

1回400㎎1日2回を上限とする．プロト

ンポンプインヒビター，アモキシシリ

ン水和物及びクラリスロマイシンの3

剤投与によるヘリコバクター・ピロリ

の除菌治療が不成功の場合は，ラベプ

ラゾールナトリウムとして1回10㎎，

アモキシシリン水和物として1回750㎎

及びメトロニダゾールとして1回250㎎

の3剤を同時に1日2回，7日間

�����������������

（ランソプラゾール）Lansoprazole

‛ランソプラゾールOD錠15㎎
「サワイ」あ�

Lansoprazole OD 15㎎/T  〔沢井〕

〔薬価〕16.40円/T

〔先発品〕タケプロンOD錠15

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部

潰瘍，Zollinger-Ellison症候群．②逆

流性食道炎．③非びらん性胃食道逆流

症（OD錠15のみ）．④低用量アスピ

リン投与時における胃潰瘍又は十二指

腸潰瘍の再発抑制（OD錠15㎎のみ）．

⑤非ステロイド性抗炎症薬投与時にお

ける胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑

制（OD錠15㎎のみ）．⑥次記におけ

るヘリコバクター・ピロリの除菌の補

助： 胃 潰 瘍， 十 二 指 腸 潰 瘍， 胃

MALTリンパ腫，特発性血小板減少

性紫斑病，早期胃癌に対する内視鏡的

治療後胃，ヘリコバクター・ピロリ感

染胃炎

【用】（内）①1日1回30㎎．胃潰瘍，吻

合部潰瘍では8週間まで，十二指腸潰

瘍では6週間まで．②1日1回30㎎を8週

間まで．再発・再燃を繰り返す逆流性

食道炎の維持療法においては1日1回15

㎎，効果不十分な場合1日1回30㎎投与

できる．③1日1回15㎎を4週間まで．

④⑤1日1回15㎎．⑥ランソプラゾール

1回30㎎，アモキシシリン水和物1回

750㎎及びクラリスロマイシン1回200

㎎の3剤を同時に1日2回，7日間投与．

クラリスロマイシンは必要に応じて増

量可．1回400㎎1日2回まで．プロトン

ポンプインヒビター，アモキシシリン

水和物及びクラリスロマイシンの3剤

投与によるヘリコバクター・ピロリの

除菌治療が不成功の場合は，これに代

わる治療として，ランソプラゾール1

回30㎎，アモキシシリン水和物1回750

㎎及びメトロニダゾール1回250㎎の3

剤を同時に1日2回，7日間投与
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（ランソプラゾール）Lansoprazole

‛ランソプラゾールOD錠30㎎
「サワイ」あ�

Lansoprazole OD 30㎎/T  〔沢井〕

〔薬価〕28.20円/T

〔先発品〕タケプロンOD錠30

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部

潰瘍，Zollinger-Ellison症候群．②逆

流性食道炎．③次記におけるヘリコバ

クター・ピロリの除菌の補助：胃潰

瘍，十二指腸潰瘍，胃MALTリンパ

腫，特発性血小板減少性紫斑病，早期

胃癌に対する内視鏡的治療後胃，ヘリ

コバクター・ピロリ感染胃炎

【用】（内）①1日1回30㎎．胃潰瘍，吻

合部潰瘍では8週間まで，十二指腸潰

瘍では6週間まで．②1日1回30㎎を8週

間まで．再発・再燃を繰り返す逆流性

食道炎の維持療法においては1日1回15

㎎，効果不十分な場合1日1回30㎎投与

できる．③ランソプラゾール1回30

㎎，アモキシシリン水和物1回750㎎及

びクラリスロマイシン1回200㎎の3剤
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を同時に1日2回，7日間投与．クラリ

スロマイシンは必要に応じて増量可．

1回400㎎1日2回まで．プロトンポンプ

インヒビター，アモキシシリン水和物

及びクラリスロマイシンの3剤投与に

よるヘリコバクター・ピロリの除菌治

療が不成功の場合は，これに代わる治

療として，ランソプラゾール1回30

㎎，アモキシシリン水和物1回750㎎及

びメトロニダゾール1回250㎎の3剤を

同時に1日2回，7日間投与
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23202　プロトンポンプ阻害薬（注
射）

 

（オメプラゾール）Omeprazole

‛オメプラゾール注射用20㎎
「日医工」あ�

Omeprazole 20㎎/V  〔日医工〕

〔薬価〕206.00円/瓶

〔先発品〕オメプラール注用20

【効】①経口投与不可能な次記の疾患：

出血を伴う胃潰瘍，十二指腸潰瘍，急

性ストレス潰瘍及び急性胃粘膜病変．

②経口投与不可能なZollinger-Ellison

症候群

【用】（注）1回20㎎を，生理食塩液又は

5%ブドウ糖注射液に混合して1日2回

点滴静注，あるいは生理食塩液又は

5%ブドウ糖注射液20mLに溶解して1日

2回緩徐に静注
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（ランソプラゾール）Lansoprazole

‛タケプロン静注用30㎎
Takepron 30㎎/V  〔武田〕

〔薬価〕357.00円/瓶

【効】経口投与不可能な次記の疾患：出

血を伴う胃潰瘍，十二指腸潰瘍，急性

ストレス潰瘍及び急性胃粘膜病変

【用】（注）1回30㎎を，生理食塩液又は

5%ブドウ糖注射液に混合して1日2回

点滴静注，あるいは生理食塩液又は

5%ブドウ糖注射液20mLに溶解して1日

2回緩徐に静注

�����������������

23203　H2受容体拮抗薬（内服）
 

（ファモチジン）Famotidine

‛ファモチジンD錠10㎎「サワ
イ」あ�

Famotidine D 10㎎/T  〔沢井〕

〔薬価〕10.10円/T

〔先発品〕ガスター D錠10㎎

‛ファモチジンD錠20㎎「サワ
イ」あ�

Famotidine D 20㎎/T

〔薬価〕10.10円/T

〔先発品〕ガスター D錠20㎎

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部

潰瘍，上部消化管出血（消化性潰瘍，

急性ストレス潰瘍，出血性胃炎によ

る），逆流性食道炎，Zollinger-Elli-

son症候群．②次記疾患の胃粘膜病変

（びらん，出血，発赤，浮腫）の改

善：急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期

【用】（内）①1回20㎎1日2回（朝食後・

夕食後又は就寝前）．1回40㎎1日1回

（就寝前）も可．上部消化管出血には

注射剤で治療を開始し，内服可能に

なった後は経口投与に切りかえる．②

1回10㎎1日2回（朝食後・夕食後又は

就寝前）．1回20㎎1日1回（就寝前）も

可
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23204　H2受容体拮抗薬（注射）
 

（ファモチジン）Famotidine

‛ガスター注射液20㎎
Gaster 20㎎/2mL/A  〔LTL〕

〔薬価〕168.00円/A
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【効】①上部消化管出血（消化性潰瘍，

急性ストレス潰瘍，出血性胃炎によ

る），Zollinger-Ellison症候群．②侵

襲ストレス（手術後に集中管理を必要

とする大手術，集中治療を必要とする

脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・

広範囲熱傷）による上部消化管出血の

抑制．③麻酔前投薬

【用】（注）①②1回20㎎を生理食塩液又

はブドウ糖注射液にて20mLに溶解し，

1日2回（12時間毎）緩徐に静注．又は

輸液に混合して点滴静注．又は1回20

㎎を1日2回（12時間毎）筋注．①では

1週間以内に効果の発現をみるが，内

服可能となった後は経口投与に切り換

える．②は術後集中管理又は集中治療

を必要とする期間（手術侵襲ストレス

は3日間程度，その他の侵襲ストレス

は7日間程度）の投与．③1回20㎎を麻

酔導入1時間前に筋注．又は，生理食

塩液又はブドウ糖注射液にて20mLに

希釈し，麻酔導入1時間前に緩徐に静

注
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23205　プロスタグランジン製剤
 

（ミソプロストール）Misoprostol

‛サイトテック錠100� お
Cytotec 100μg/T  〔ファイザー〕

〔薬価〕15.50円/T

【効】非ステロイド性消炎鎮痛剤の長期

投与時にみられる胃潰瘍及び十二指腸

潰瘍

【用】（内）1回200μgを1日4回（毎食後

及び就寝前）．妊娠する可能性のある

婦人に投与する際には別途配布の安全

対策リーフレットを参照
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23206　防御因子増強薬
 

（アルギン酸ナトリウム）Sodium 

alginate

‛アルロイドG内用液5%
Alloid G 50㎎/mL  〔カイゲン〕

〔薬価〕1.36円/mL

【効】①次記疾患における止血及び自覚

症状の改善：胃・十二指腸潰瘍，びら

ん性胃炎．逆流性食道炎における自覚

症状の改善．②胃生検の出血時の止血

【用】（内）①1回1～3g（本剤として20

～60mL）を1日3～4回，空腹時．経口

投与が不可能な場合には，ゾンデで経

鼻的に投与．②1回0.5～1.5g（本剤と

して10 ～ 30mL）を経内視鏡的に投与

するか，1回1.5g（本剤として30mL）

を経口
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（イルソグラジンマレイン酸塩）

Irsogladine maleate

‛ガスロンN・OD錠2㎎
Gaslon N OD 2㎎/T  〔日本新薬〕

〔薬価〕16.90円/T

【効】①胃潰瘍．②次の疾患の胃粘膜病

変（びらん，出血，発赤，浮腫）の改

善：急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期

【用】（内）1日4㎎を1～2回に分割
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（エカベトナトリウム水和物）Ecabet 

sodium hydrate

‛ガストローム顆粒66.7%
Gastrom 1g/1.5g/包  〔田辺三菱〕

〔薬価〕14.50円/g

【効】①胃潰瘍．②次記疾患の胃粘膜病

変（びらん，出血，発赤，浮腫）の改

善：急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期

【用】（内）1回1g（本剤として1.5g），1

日2回（朝食後，就寝前）

�����������������
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（テプレノン）Teprenone

‛セルベックス細粒10%
Selbex 50㎎/0.5g/包  〔エーザイ〕

〔薬価〕12.70円/g

‛テプレノンカプセル50㎎「サ
ワイ」あ�

Teprenone 50㎎/cap  〔沢井〕

〔薬価〕6.30円/cap

〔先発品〕セルベックスカプセル50㎎

【効】①次記疾患の胃粘膜病変（びら

ん，出血，発赤，浮腫）の改善：急性

胃炎，慢性胃炎の急性増悪期．②胃潰

瘍

【用】（内）150㎎を1日3回に分割食後

�����������������

（ポラプレジンク）Polaprezinc

‛ポラプレジンクOD錠75㎎「サ
ワイ」あ�

Polaprezinc OD 75㎎/T  〔沢井〕

〔薬価〕11.20円/T

〔先発品〕プロマックD錠75

【効】胃潰瘍

【用】（内）1回75㎎を1日2回朝食後及び

就寝前
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（レバミピド）Rebamipide

‛レバミピド錠100㎎「VTRS」
Rebamipide 100㎎/T 

 〔ヴィアトリス製薬〕

〔薬価〕10.10円/T

【効】①胃潰瘍．②次記疾患の胃粘膜病

変（びらん，出血，発赤，浮腫）の改

善：急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期

【用】（内）①1回100㎎を1日3回，朝，

夕及び就寝前．②1回100㎎を1日3回
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23207　制酸薬
 

（炭酸水素ナトリウム）Sodium bicar-

bonate

‛炭酸水素ナトリウム
Sodium bicarbonate 1g/g  〔扶桑〕

〔薬価〕0.73円/g

‛炭酸水素ナトリウム「ケン
エー」

Sodium bicarbonate 1g/包  〔健栄〕

〔薬価〕0.73円/g

【効】①次の疾患における制酸作用と症

状の改善：胃・十二指腸潰瘍，胃炎

（急・慢性胃炎，薬剤性胃炎を含む），

上部消化管機能異常（神経性食思不

振，いわゆる胃下垂症，胃酸過多症を

含む）．アシドーシスの改善，尿酸排

泄の促進と痛風発作の予防．②含嗽・

吸入：上気道炎の補助療法（粘液溶

解）

【用】①（内）1 日 3 ～ 5gを 数 回 に 分

割． ②（含 嗽・ 吸 入）1 回 1 ～ 2%液

100mLを1日数回
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23208　配合剤
 

‛マーズレンS配合顆粒
Marzulene S 0.67g/包（配合剤） 

 〔EA〕

〔薬価〕12.10円/g

1g中： 

アズレンスルホン酸ナトリウム水和

物（水溶性アズレン） 3㎎ 

L-グルタミン 990㎎

【効】次記疾患における自覚症状及び他

覚所見の改善：胃潰瘍，十二指腸潰

瘍，胃炎

【用】（内）1日1.5～2.0gを3～4回に分

割

�����������������
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23209　ヘリコバクター・ピロリ感
染診断薬

 

（尿素（13C））Urea (13C)

‛ユービット錠100㎎
Ubit 100㎎/T  〔大塚〕

〔薬価〕2,653.50円/T

【効】ヘリコバクター・ピロリの感染診

断

【用】（内）100㎎を空腹時．判定基準は

添付文書参照
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233　胃腸機能調整薬
23301　健胃薬
 

（希塩酸）Hydrochloric acid

‛希塩酸「コザカイ・M」
Dilute hydrochloric acid 500mL/本 

 〔吉田〕

〔薬価〕0.90円/mL

【効】低・無酸症における消化異常症状

の改善

【用】（内）1日量0.5 ～ 1.0mLを約200mL

の水にうすめるか，又はリモナーデ剤

として1～数回に分割
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（健胃消化剤）Stomachics and 

digestives

‛つくしA・M配合散
Tsukushi AM 1g/g 

 〔富士フイルム富山化学〕

〔薬価〕6.30円/g

1.3g中： 

炭酸水素ナトリウム 600㎎ 

炭酸マグネシウム 120㎎ 

沈降炭酸カルシウム 300㎎ 

乾燥水酸化アルミニウムゲル 70㎎ 

ジアスメン 10.8㎎ 

ケイヒ末 20㎎ 

ニガキ末 10㎎ 

ショウキョウ末 10㎎ 

ウイキョウ末 10㎎ 

カンゾウ末 100㎎ 

オウバク末 9.5㎎

【効】次記消化器症状の改善：食欲不

振，胃部不快感，胃もたれ，嘔気・嘔

吐

【用】（内）1 回 1.0 ～ 1.3gを 1 日 3 回 食

後．小児：年齢に応じて減量
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23302　ドパミン受容体拮抗薬（内
服）

 

（イトプリド塩酸塩）Itopride 

hydrochloride

‛ガナトン錠50㎎
Ganaton 50㎎/T  〔マイランEPD〕

〔薬価〕12.20円/T

【効】慢性胃炎における消化器症状（腹

部膨満感，上腹部痛，食欲不振，胸や

け，悪心，嘔吐）

【用】（内）1日150㎎を3回に分割，食

前．年齢，症状により適宜減量
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（ドンペリドン）Domperidone

‛ドンペリドン錠10㎎「EMEC」
あ�

Domperidone 10㎎/T  〔日医工〕

リ
〔薬価〕5.90円/T

〔先発品〕ナウゼリン錠10

【効】次の疾患及び薬剤投与時の消化器

症状（悪心，嘔吐，食欲不振，腹部膨

満，上腹部不快感，腹痛，胸やけ，あ

い気）：①成人：慢性胃炎，胃下垂

症，胃切除後症候群，抗悪性腫瘍剤又

はレボドパ製剤投与時．②小児：周期

性嘔吐症，上気道感染症，抗悪性腫瘍

剤投与時

【用】（内）①1回10㎎1日3回食前，レボ
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ドパ製剤投与時：1回5～10㎎1日3回

食前．②小児：1日1.0～2.0㎎/㎏を3

回に分割し食前，1日30㎎まで．6歳以

上：1日最高1.0㎎/㎏まで
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（ドンペリドン）Domperidone

‛ナウゼリンドライシロップ1%
Nauzelin 10㎎/g  〔協和キリン〕

リ
〔薬価〕13.70円/g

【効】次記疾患及び薬剤投与時の消化器

症状（悪心，嘔吐，食欲不振，腹部膨

満，腹痛）：小児：①周期性嘔吐症，

乳幼児下痢症，上気道感染症．②抗悪

性腫瘍剤投与時

【用】（内）小児：1日1.0 ～ 2.0㎎/㎏を

用時水で懸濁し，1日3回食前に分割．

1日量は30㎎まで．6歳以上：1日1.0㎎

/㎏まで
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23303　ドパミン受容体拮抗薬（注
射）

 

（メトクロプラミド）Metoclopramide

‛メトクロプラミド錠5㎎「NIG」
（無）あ�

Metoclopramide 5㎎/T  〔日医工〕

ラ
〔薬価〕5.70円/T

〔先発品〕プリンペラン錠5

【効】①次の場合における消化器機能異

常（悪心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満

感）： 胃 炎， 胃・ 十 二 指 腸 潰 瘍， 胆

嚢・胆道疾患，腎炎，尿毒症，乳幼児

嘔吐，薬剤（制癌剤・抗生物質・抗結

核剤・麻酔剤）投与時，胃内・気管内

挿管時，放射線照射時，開腹術後．②

X線検査時のバリウムの通過促進

【用】（内）1日7.67 ～ 23.04㎎（塩酸メ

トクロプラミドとして10～30㎎）を2

～3回に分割，食前
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（メトクロプラミド）Metoclopramide

‛メトクロプラミド注10㎎
「NIG」あ�

Metoclopramide 0.5%2mL/A  〔日医工〕

ラ
〔薬価〕57.00円/A

〔先発品〕プリンペラン注射液10㎎

【効】①次の場合における消化器機能異

常（悪心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満

感）： 胃 炎， 胃・ 十 二 指 腸 潰 瘍， 胆

嚢・胆道疾患，腎炎，尿毒症，乳幼児

嘔吐，薬剤（制癌剤・抗生物質・抗結

核剤・麻酔剤）投与時，胃内・気管内

挿管時，放射線照射時，開腹術後．②

X線検査時のバリウムの通過促進

【用】（注）1回7.67㎎（塩酸メトクロプ

ラミドとして10㎎，本剤1管）を1日1

～2回筋注又は静注
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23304　ドパミン受容体拮抗薬（外
用）

 

（ドンペリドン）Domperidone

‛ナウゼリン坐剤60
Nauzelin 60㎎/個  〔協和キリン〕

リ
〔薬価〕101.90円/個

【効】次記疾患及び薬剤投与時の消化器

症状（悪心，嘔吐，食欲不振，腹部膨

満，上腹部不快感，胸やけ）：①胃・

十二指腸手術後．②抗悪性腫瘍剤投与

時

【用】（外）1回60㎎を1日2回直腸内に

�����������������
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23305　オピアト作動薬
 

（トリメブチンマレイン酸塩）

Trimebutine maleate

‛セレキノン錠100㎎
Cerekinon 100㎎/T  〔田辺三菱〕

〔薬価〕11.50円/T

【効】①慢性胃炎における消化器症状

（腹部疼痛，悪心，あい気，腹部膨満

感）．②過敏性腸症候群

【用】（内）①1日量300㎎を3回に分割．

②1日量300～600㎎を3回に分割

�����������������

23306　セロトニン受容体作動薬
 

（モサプリドクエン酸塩水和物）

Mosapride citrate hydrate

‛モサプリドクエン酸塩錠2.5㎎
「杏林」あ�

Mosapride citrate hydrate 2.5㎎/T 

 〔キョーリンリメディオ〕

〔薬価〕9.80円/T

〔先発品〕ガスモチン錠2.5㎎

【効】①慢性胃炎に伴う消化器症状（胸

やけ，悪心・嘔吐）．②経口腸管洗浄

剤によるバリウム注腸X線造影検査前

処置の補助

【用】（内）①1日15㎎を3回に分割，食

前又は食後．②経口腸管洗浄剤の投与

開始時に20㎎を経口腸管洗浄剤（約

180mL）で投与．また，経口腸管洗浄

剤投与終了後，20㎎を少量の水で投与

�����������������

23307　アセチルコリンエステラー
ゼ阻害薬

 

（アコチアミド塩酸塩水和物）

Acotiamide hydrochloride hydrate

‛アコファイド錠100㎎
Acofide 100㎎/T  〔アステラス〕

〔薬価〕34.50円/T

【効】機能性ディスペプシアにおける食

後膨満感，上腹部膨満感，早期満腹感

【用】（内）1回100㎎を1日3回，食前
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23308　消化酵素配合剤
 

‛ベリチーム配合顆粒
Berizym 配合剤  〔協和薬品工業〕

〔薬価〕10.40円/g

1g中： 

腸溶性部分： 

濃厚膵臓性消化酵素 312.5㎎ 

胃溶性部分： 

アスペルギルス産生消化酵素 75㎎ 

細菌性脂肪分解酵素 62.5㎎ 

繊維素分解酵素 37.5㎎

【効】消化異常症状の改善

【用】（内）1回0.4～1gを1日3回食後
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23309　消化管ガス駆除薬
 

（ジメチコン）Dimethicone

‛ガスコン錠40㎎
Gascon 40㎎/T  〔キッセイ〕

〔薬価〕5.70円/T

‛ガスコンドロップ内用液2%
Gascon 20㎎/mL

〔薬価〕3.50円/mL

【効】①胃腸管内のガスに起因する腹部

症状の改善．②胃内視鏡検査時におけ

る胃内有泡性粘液の除去．③腹部X線

検査時における腸内ガスの駆除

【用】（内）①1日120 ～ 240㎎を食後又

は食間の3回に分割．②検査15～40分

前 に 40 ～ 80 ㎎ を 約 10mLの 水 と と も

に．③検査3～4日前より1日120～240

㎎を食後又は食間の3回に分割

�����������������
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23310　5-HT3受容体拮抗制吐薬
 

（グラニセトロン塩酸塩）Granis-

etron hydrochloride

‛カイトリル注1㎎� お
Kytril 1㎎1mL/A  〔太陽ファルマ〕

〔薬価〕947.00円/A

【効】①抗悪性腫瘍剤（シスプラチン

等）投与及び放射線照射に伴う消化器

症状（悪心，嘔吐）．②術後の消化器

症状（悪心，嘔吐）

【用】（注）①〈抗悪性腫瘍剤（シスプ

ラチン等）投与に伴う消化器症状（悪

心，嘔吐）〉40μg/㎏を1日1回静注又

は点滴静注．40μg/㎏を1回追加でき

る．小児：40μg/㎏を1日1回点滴静

注．40μg/㎏を1回追加できる．〈放射

線照射に伴う消化器症状（悪心，嘔

吐）〉1回40μg/㎏を点滴静注．1日2回

まで．②1回1㎎を静注又は点滴静注．

1日3㎎まで
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（グラニセトロン塩酸塩）Granis-

etron hydrochloride

‛グラニセトロン内服ゼリー 2㎎
「ケミファ」あ� お

Granisetron 2㎎/包  〔日本ケミファ〕

〔薬価〕619.30円/包

【効】抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）

投与及び放射線照射に伴う消化器症状

（悪心，嘔吐）

【用】（内）1回2㎎を1日1回

�����������������

（グラニセトロン塩酸塩）Granis-

etron hydrochloride

‛グラニセトロン点滴静注バッ
グ3㎎/50mL「NK」あ� お

Granisetron 3㎎50mL/袋  〔高田〕

〔薬価〕1,459.00円/袋

〔先発品〕カイトリル点滴静注バッグ3

㎎/50mL

【効】①抗悪性腫瘍剤（シスプラチン

等）投与に伴う消化器症状（悪心，嘔

吐）．②放射線照射に伴う消化器症状

（悪心，嘔吐）

【用】（注）①40μg/㎏を1日1回点滴静

注．40μg/㎏ を 1 回 追 加 で き る． 小

児：40μg/㎏ を 1 日 1 回 点 滴 静 注．40

μg/㎏を1回追加できる．②1回40μg/

㎏を点滴静注．1日2回まで

�����������������

（パロノセトロン塩酸塩）Palonose-

tron hydrochloride

‛アロキシ点滴静注バッグ
0.75㎎� お

Aloxi 0.75㎎50mL/袋  〔大鵬〕

〔薬価〕10,209.00円/袋

【効】抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）

投与に伴う消化器症状（悪心，嘔吐）

（遅発期を含む）

【用】（注）0.75㎎を1日1回静注又は点

滴静注．18歳以下の患者には，20μg/

㎏を1日1回静注又は点滴静注，投与量

の上限は1.5㎎
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23311　NK1受容体拮抗薬
 

（アプレピタント）Aprepitant

‛イメンドカプセルセット
Emend イメンドカプセルセット（125

㎎，80㎎×2のセット）計3錠/セット 

 〔小野〕

〔薬価〕7,466.80円/セット

【効】抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）

投与に伴う消化器症状（悪心，嘔吐）

（遅発期を含む）

【用】（内）他の制吐剤との併用におい

て，成人及び12歳以上の小児には抗悪

性腫瘍剤投与1日目は125㎎，2日目以

降は80㎎を1日1回
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（ホスネツピタント塩化物塩酸塩）

Fosnetupitant chloride hydrochlo-

ride

‛アロカリス点滴静注235㎎
（試）� お

Arokaris 235㎎/袋  〔大鵬〕

〔薬価〕11,276.00円/瓶

【効】抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）

投与に伴う消化器症状（悪心，嘔吐）

（遅発期を含む）

【用】（注）他の制吐剤との併用におい

て，235㎎を抗悪性腫瘍剤投与1日目に

1回，点滴静注
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23312　その他
 

（l－メントール）L-menthol

‛ミンクリア内用散布液0.8%
Minclea 20mL/本  〔日本製薬〕

〔薬価〕845.10円/筒

【効】上部消化管内視鏡時の胃蠕動運動

の抑制

【用】（内）160㎎（本剤20mL）を内視鏡

の鉗子口より胃幽門前庭部に行きわた

るように散布
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234　炎症性腸疾患治療薬
23401　5-ASA製剤（内服）
 

（サラゾスルファピリジン）Salazo-

sulfapyridine

‛サラゾピリン錠500㎎
Salazopyrin 500㎎/T  〔ファイザー〕

〔薬価〕12.70円/T

【効】潰瘍性大腸炎，限局性腸炎，非特

異性大腸炎

【用】（内）1 日 2 ～ 4gを 4 ～ 6 回 に 分

割．初回毎日8gを用いても差しつか

えない．この場合3週間を過ぎれば次

第に減量し，1日1.5 ～ 2gを用いる．

ステロイド療法を長期間継続した症例

については，サラゾピリン2gを併用

しながら，徐々にステロイドを減量す

ることが必要
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（メサラジン）Mesalazine

‛アサコール錠400㎎
Asacol 400㎎/T  〔ゼリア〕

〔薬価〕50.80円/T

【効】潰瘍性大腸炎（重症を除く）

【用】（内）1日2,400㎎を3回に分割し食

後，寛解期には，必要に応じて1日1回

2,400㎎食後．活動期には，1日3,600

㎎を3回に分割し食後．患者の状態に

より適宜減量
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（メサラジン）Mesalazine

‛ペンタサ錠500㎎
Pentasa 500㎎/T  〔杏林〕

〔薬価〕61.70円/T

‛ペンタサ顆粒94%
Pentasa 94%1g

〔薬価〕121.00円/g

‛ペンタサ顆粒94%
Pentasa 94%2g

〔薬価〕121.00円/g

【効】①潰瘍性大腸炎（重症を除く）．

②クローン病

【用】（内）①1日1,500㎎を3回に分割し

食後．寛解期には，1日1回の投与可．

1 日 2,250 ㎎ ま で． 活 動 期 に は，1 日

4,000㎎を2回に分割投与可．小児：1

日30～60㎎/㎏を3回に分割し食後．1

日2,250㎎まで．②1日1,500㎎～3,000

㎎を3回に分割し食後．小児：1日40

～60㎎/㎏を3回に分割し食後
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（メサラジン）Mesalazine

‛リアルダ錠1200㎎
Lialda 1200㎎/T  〔持田〕

〔薬価〕175.00円/T

【効】潰瘍性大腸炎（重症を除く）

【用】（内）1日1回2,400㎎を食後．活動

期は1日1回4,800㎎を食後，患者の状

態により適宜減量
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23402　5-ASA製剤（外用）
 

（サラゾスルファピリジン）Salazo-

sulfapyridine

‛サラゾピリン坐剤500㎎
Salazopyrin 500㎎/個  〔ファイザー〕

〔薬価〕119.80円/個

【効】潰瘍性大腸炎

【用】（外）1 回 500 ㎎ ～ 1000 ㎎ を 1 日 2

回，朝排便後と就寝前に，肛門内に挿

入
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（メサラジン）Mesalazine

‛ペンタサ坐剤1g
Pentasa 1g/個  〔杏林〕

〔薬価〕227.90円/個

【効】潰瘍性大腸炎（重症を除く）

【用】（外）1日1g（1個）を，直腸内挿

入
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（メサラジン）Mesalazine

‛ペンタサ注腸1g
Pentasa 1g/100mL/本  〔杏林〕

〔薬価〕454.50円/個

【効】潰瘍性大腸炎（重症を除く）

【用】（外）1日1g（1個）を，直腸内注

入
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23403　副腎皮質ステロイド（内
服）

 

（ブデソニド）Budesonide

‛ゼンタコートカプセル3㎎
Zentacort 3㎎/cap  〔ゼリア〕

〔薬価〕218.60円/cap

【効】軽症から中等症の活動期クローン

病

【用】（内）1日1回9㎎を朝
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23404　副腎皮質ステロイド（外
用）

 

（ブデソニド）Budesonide

‛レクタブル2㎎注腸フォーム14
回

Rectabul 48㎎/30.8g/1瓶  〔EA〕

〔薬価〕5,805.20円/瓶

【効】潰瘍性大腸炎（重症を除く）

【用】（外）1回1プッシュ（ブデソニド

として2㎎），1日2回直腸内注入
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（プレドニゾロンリン酸エステルナト

リウム）Prednisolone sodium 

phosphate

‛プレドネマ注腸20㎎あ�
Predonema 20㎎/60mL/本  〔杏林〕

〔薬価〕509.10円/個

【効】潰瘍性大腸炎，限局性腸炎

【用】（外）1回20㎎を注腸（直腸内注

入）

�����������������
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235　下剤，浣腸剤
23501　浸透圧性下剤（塩類下剤）
 

（酸化マグネシウム）Magnesium 

oxide

‛酸化マグネシウム錠250㎎「ヨ
シダ」あ�

Magnesium oxide 250㎎/T  〔吉田〕

〔薬価〕5.70円/T

‛重質酸化マグネシウム「ケン
エー」

Magnesium oxide 0.5g/包，1g/g 

 〔健栄〕

〔薬価〕1.54円/g

【効】①次記疾患における制酸作用と症

状の改善：胃・十二指腸潰瘍，胃炎

（急・慢性胃炎，薬剤性胃炎を含む），

上部消化管機能異常（神経性食思不

振，いわゆる胃下垂症，胃酸過多症を

含む）．②便秘症．③尿路シュウ酸カ

ルシウム結石の発生予防

【用】（内）①1日0.5 ～ 1.0gを数回に分

割．②1日2gを食前又は食後の3回に

分割，又は就寝前に1回．③1日0.2～

0.6gを多量の水とともに
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（硫酸マグネシウム水和物）Magne-

sium sulfate hydrate

‛硫酸マグネシウム「NikP」
Magnesium sulfate 1g/g  〔日医工〕

〔薬価〕0.78円/g

【効】①便秘症．②胆石症．③低マグネ

シウム血症．④子癇．⑤頻脈性不整脈

【用】（内）①1回5 ～ 15gを多量の水と

ともに経口投与．（注入）②25 ～ 50%

溶液20 ～ 50mLを十二指腸ゾンデで注

入．（注射）③1日2～4gを数回に分け

て筋注あるいは極めて徐々に静注，血

中マグネシウム濃度が正常になるまで

継続．④1回10～25%溶液10～20mLを

筋注あるいは徐々に静注．⑤10%又は

25%溶液を徐々に静注．2.5gまで
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‛モビコール配合内用剤LD
Movicol 6.8523g/包  〔持田〕

〔薬価〕75.30円/包

1包（6.8523g）中： 

マクロゴール4000 6.5625g 

塩化ナトリウム 0.1754g 

炭酸水素ナトリウム 0.0893g 

塩化カリウム 0.0251g

【効】慢性便秘症（器質的疾患による便

秘を除く）

【用】（内）水で溶解して経口投与．  

2歳以上7歳未満の幼児：初回用量とし

てLD1包を1日1回．以降，症状に応じ

て1日1～3回，最大投与量は1日量と

してLD4包まで又はHD2包まで（1回

量としてLD2包又はHD1包まで）．増

量は2日以上の間隔をあけて行い，増

量幅は1日量としてLD1包まで．  

7歳以上12歳未満の小児：初回用量と

してLD2包又はHD1包を1日1回．以

降，症状に応じて1日1～3回，最大投

与量は1日量としてLD4包又はHD2包

まで（1回量としてLD2包又はHD1包

まで）．増量は2日以上の間隔をあけて

行い，増量幅は1日量としてLD1包ま

で．  

成人及び12歳以上の小児：初回用量と

してLD2包又はHD1包を1日1回．以

降，症状に応じて1日1～3回，最大投

与量は1日量としてLD6包又はHD3包

まで（1回量としてLD4包又はHD2包

まで）．増量は2日以上の間隔をあけて

行い，増量幅は1日量としてLD2包又

はHD1包まで
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112

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2344009
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2344009
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2344002
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2344002
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2355002
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2359110


－113－

23

23　消化器官用薬

23502　浸透圧性下剤（糖類下剤）
 

（D－ソルビトール）D-sorbitol

‛D－ソルビトール経口液75%
「コーワ」

D-sorbitol 75%500mL/本  〔興和〕

〔薬価〕1.02円/mL

【効】①消化管のX線造影の迅速化，消

化管のX線造影時の便秘の防止．②経

口的栄養補給

【用】（内）①X線造影剤に添加．添加

量はX線造影剤中の硫酸バリウム100g

に対してD-ソルビトールとして10～

20g（13 ～ 27mL）．②必要量を経口投

与
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23503　大腸刺激性下剤（内服）
 

（センノシド）Sennoside

‛プルゼニド錠12㎎
Pursennid 12㎎/T  〔田辺三菱〕

〔薬価〕5.70円/T

【効】便秘症

【用】（内）1日1回12～24㎎就寝前，高

度の便秘には1回48㎎まで
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（ピコスルファートナトリウム水和物）

Sodium picosulfate hydrate

‛ピコスルファートナトリウム
内用液0.75%「日医工」あ�

Sodium picosulfate 0.75%1mL 

 〔日医工〕

〔薬価〕8.10円/mL

〔先発品〕ラキソベロン内用液0.75%

【効】①各種便秘症．②術後排便補助．

③造影剤（硫酸バリウム）投与後の排

便促進．④手術前における腸管内容物

の排除．⑤大腸検査（X線・内視鏡）

前処置における腸管内容物の排除

【用】（内）①1日1回0.67～1.0mL（10～

15滴）．小児：1日1回，次の基準で投

与：年齢6か月以下0.13mL（2滴），7～

12 か 月 0.20mL（3 滴），1 ～ 3 歳 0.40mL

（6滴），4 ～ 6歳0.46mL（7滴），7 ～ 15

歳 0.67mL（10 滴）． ② 1 日 1 回 0.67 ～

1.0mL（10～15滴）．③0.40～1.0mL（6

～15滴）．④0.93mL（14滴）．⑤検査予

定時間10～15時間前に20mL
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（ピコスルファートナトリウム水和物）

Sodium picosulfate hydrate

‛ラキソベロン錠2.5㎎
Laxoberon 2.5㎎/T  〔帝人〕

〔薬価〕6.60円/T

【効】①各種便秘症．②術後排便補助．

③造影剤（硫酸バリウム）投与後の排

便促進

【用】（内）①1日1回5 ～ 7.5㎎．7 ～ 15

歳の小児：1日1回5㎎．②③1日1回5

～7.5㎎
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‛アローゼン顆粒
Alosenn 0.5g/包，1g/包 

 〔サンファーマ〕

〔薬価〕6.50円/g

1g中： 

センナ 577.9㎎ 

センナジツ 385.3㎎

【効】①便秘（痙攣性便秘は除く）．②

駆虫剤投与後の下剤

【用】（内）1回0.5～1.0gを1日1～2回
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23504　大腸刺激性下剤（外用）
 

‛新レシカルボン坐剤
New lecicarbon 配合剤  〔ゼリア〕

〔薬価〕61.70円/個

1個（2.6g）中： 

炭酸水素ナトリウム 0.500g 

無水リン酸二水素ナトリウム 0.680g
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【効】便秘症

【用】（外）1～2個を出来るだけ肛門内

深く挿入．重症の場合には1日2～3個

を数日間続けて挿入
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23505　浣腸剤
 

（グリセリン）Glycerin

‛グリセリン「マルイシ」
Glycerin 10mL  〔丸石〕

〔薬価〕1.08円/mL

【効】浣腸液の調剤に，また，溶剤，軟

膏基剤，湿潤・粘滑剤として調剤に用

いる
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（グリセリン）Glycerin

‛グリセリン浣腸液50%「ケン
エー」

Glycerin enema 50%60mL/個  〔健栄〕

〔薬価〕107.70円/個

‛グリセリン浣腸液50%「ケン
エー」

Glycerin enema 50%120mL/個

〔薬価〕140.60円/個

【効】便秘，腸疾患時の排便

【用】（外）1回10～150mLを直腸内に注

入
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23506　クロライドイオンチャネル
アクチベーター

 

（ルビプロストン）Lubiprostone

‛アミティーザカプセル12μg
Amitiza 12μg/cap  〔マイランEPD〕

〔薬価〕55.40円/cap

【効】慢性便秘症（器質的疾患による便

秘を除く）

【用】（内）1回24μgを1日2回，朝食後

及び夕食後
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23507　胆汁酸トランスポーター阻
害薬

 

（エロビキシバット水和物）Elobixi-

bat hydrate

‛グーフィス錠5㎎
Goofice 5㎎/錠  〔EA〕

〔薬価〕94.20円/T

【効】慢性便秘症（器質的疾患による便

秘を除く）

【用】（内）10㎎を1日1回食前．最高用

量1日15㎎まで
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23508　オピオイド誘発性便秘症治
療薬

 

（ナルデメジントシル酸塩）Naldeme-

dine tosilate

‛スインプロイク錠0.2㎎
Symproic 0.2㎎/T  〔塩野義〕

〔薬価〕277.10円/T

【効】オピオイド誘発性便秘症

【用】（内）0.2㎎を1日1回
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23509　経口腸管洗浄薬
 

（クエン酸マグネシウム）Magnesium 

citrate

‛マグコロール内用液13.6%分包
250mL

Magcorol 34g/250mL/本  〔堀井〕

〔薬価〕396.40円/包

【効】大腸検査（①X線・②内視鏡）前

処置における腸管内容物の排除．③腹

部外科手術時における前処置用下剤

【用】（内）①③高張液投与：1回27 ～

34g（本品200～250mL）を検査予定時

間の10～15時間前．②高張液投与：1

回27 ～ 34g（本品200 ～ 250mL）を検

査予定時間の10 ～ 15時間前．等張液
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投与：68g（本品500mL）を水に溶解

し，全量約1800mLとする．1回1800mL

を 検 査 予 定 時 間 の 4 時 間 以 上 前 に

200mLずつ約1時間かけて．2400mLま

で
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‛ニフレック配合内用剤
Niflec 137.155g/袋  〔EA〕

〔薬価〕851.90円/袋

1袋（137.155g）中： 

塩化ナトリウム 2.93g 

塩化カリウム 1.485g 

炭酸水素ナトリウム 3.37g 

無水硫酸ナトリウム 11.37g

【効】①大腸内視鏡検査，バリウム注腸

X線造影検査における腸管内容物の排

除．②大腸手術時の前処置における腸

管内容物の排除

【用】（内）本品1袋を水に溶解して約

2Lとし，溶解液とする．1回溶解液2

～4Lを約1L/時で投与．但し，排泄液

が透明になった時点で投与を終了．

4Lまで．①1）大腸内視鏡検査前処

置．a）検査当日に投与する場合：当

日の朝食は絶食（水分摂取のみ可），

検査開始予定時間の約4時間前より投

与開始．b）検査前日に投与する場

合：前日の夕食後は絶食（水分摂取の

み可），夕食後約1時間以上経過した後

投与開始．前日の朝・昼食は残渣の少

ないもの，夕食は固形物の入っていな

い液状食．2）バリウム注腸X線造影

検査前処置：検査当日の朝は絶食（水

分摂取のみ可），検査開始予定時間の

約6時間前から投与開始．溶解液の投

与開始時にモサプリドクエン酸塩とし

て20㎎を溶解液（約180mL）で投与．

溶解液投与終了後，モサプリドクエン

酸塩として20㎎を少量の水で投与．②

手術前日の昼食後は絶食（水分摂取の

み可），昼食後約3時間以上経過した後

投与開始
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‛ピコプレップ配合内用剤
Picoprep 配合剤  〔日本ケミファ〕

〔薬価〕994.10円/包

1包（16.1g）中： 

ピコスルファートナトリウム水和物

 10㎎ 

酸化マグネシウム 3.5g 

無水クエン酸 12g

【効】大腸内視鏡検査及び大腸手術時の

前処置における腸管内容物の排除

【用】（内）1回1包を約150mLの水に溶解

し，検査又は手術前に2回投与．1回目

の服用後は，1回250mLの透明な飲料を

数時間かけて最低5回，2回目の服用後

は1回250mLの透明な飲料を検査又は

手術の2時間前までに最低3回飲用
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‛モビプレップ配合内用剤
Moviprep 配合剤  〔EA〕

〔薬価〕1,839.40円/袋

1袋（244.212g）中： 

大室（A剤） 

塩化ナトリウム 5.382g 

塩化カリウム 2.03g 

無水硫酸ナトリウム 15.0g 

マクロゴール4000 200.0g 

小室（B剤） 

アスコルビン酸 9.4g 

L-アスコルビン酸ナトリウム 11.8g

【効】大腸内視鏡検査，大腸手術時の前

処置における腸管内容物の排除

【用】（内）本剤1袋を水に溶解して約

2Lの溶解液とする．溶解液を1時間あ

たり約1Lの速度で投与．溶解液を約

1L投与した後，水又はお茶を約0.5L

飲用．排泄液が透明になった時点で投

与を終了し，投与した溶解液量の半量
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の水又はお茶を飲用．排泄液が透明に

なっていない場合には，残りの溶解液

を排泄液が透明になるまで投与し，そ

の後，追加投与した溶解液量の半量の

水又はお茶を飲用．本剤1袋（溶解液

として2L）を超える投与は行わな

い．  

大腸内視鏡検査前処置：検査当日の朝

食は絶食（水分摂取は可）とし，検査

開始予定時間の約3時間以上前から投

与を開始．  

大腸手術前処置：手術前日の昼食後は

絶食（水分摂取は可）とし，昼食後約

3時間以上経過した後，投与を開始
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236　過敏性腸症候群治療薬
23601　膨潤・ゲル化剤
 

（ポリカルボフィルカルシウム）

Polycarbophil calcium

‛ポリフル錠500㎎
Polyful 500㎎/T  〔マイランEPD〕

〔薬価〕12.30円/T

【効】過敏性腸症候群における便通異常

（下痢，便秘）及び消化器症状

【用】（内）1日量1.5～3.0gを3回に分割

し，食後に水とともに
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23602　5-HT3受容体拮抗薬
 

（ラモセトロン塩酸塩）Ramosetron 

hydrochloride

‛イリボーOD錠2.5μg� お
Irribow OD 2.5μg/T  〔アステラス〕

〔薬価〕85.90円/T

【効】下痢型過敏性腸症候群

【用】（内）男性には5μgを1日1回，1日

10μgまで．女性には2.5μgを1日1回，1

日は5μgまで
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23603　グアニル酸シクラーゼC受
容体アゴニスト

 

（リナクロチド）Linaclotide

‛リンゼス錠0.25㎎
Linzess 0.25㎎/T  〔アステラス〕

〔薬価〕78.70円/T

【効】①便秘型過敏性腸症候群．②慢性

便秘症（器質的疾患による便秘を除

く）

【用】（内）0.5㎎を1日1回食前．症状に

より0.25㎎に減量
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237　肝疾患治療薬
23701　インターフェロン製剤
 

（インターフェロンアルファ（NA-

MALWA））Interferon alfa

‛スミフェロン注DS300万IU
� おけ

Sumiferon 300万IU/シリンジ 

 〔大日本住友〕

〔薬価〕6,670.00円/筒

【効】①腎癌，多発性骨髄腫，ヘアリー

細胞白血病．②慢性骨髄性白血病．③

HBe抗原陽性でかつDNAポリメラー

ゼ陽性のB型慢性活動性肝炎のウイル

ス血症の改善．④C型慢性肝炎におけ

る ウ イ ル ス 血 症 の 改 善（血 中HCV 

RNA量が高い場合を除く）．⑤C型代

償性肝硬変におけるウイルス血症の改

善（セログループ1の血中HCV RNA

量が高い場合を除く）．⑥（スミフェ

ロン注バイアル300万IU・注DS300万

IUのみ）亜急性硬化性全脳炎におけ

るイノシン　プラノベクスとの併用に

よる臨床症状の進展抑制．⑦（スミ

フ ェ ロ ン 注 バ イ ア ル 300 万IU・ 注

DS300 万 IU の み）HTLV-I 脊 髄 症

（HAM）
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【用】（注）①②1日1回300万～ 600万

I.U.を皮下注又は筋注．③1日1回300

万～600万I.U.を皮下注又は筋注．④

HCV RNAが陽性であることを確認し

たうえで，1日1回300万～900万I.U.を

連日又は週3回皮下注又は筋注．⑤

HCV RNAが陽性であることを確認し

たうえで，1日1回600万I.U.で開始．2

週間まで連日，その後1日1回300万～

600万I.U.を週3回皮下又は筋注．⑥イ

ノシン　プラノベクスと併用し，1日1

回100万～ 300万I.U.を週1 ～ 3回髄腔

内（脳室内を含む）に投与．⑦1日1回

300万I.U.を皮下注又は筋注
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（インターフェロンベータ）Inter-

feron beta

‛フエロン注射用300万（無）
� おけ

Feron 300万IU/V  〔東レ〕

〔薬価〕15,323.00円/瓶

【効】①膠芽腫，髄芽腫，星細胞腫．②

皮膚悪性黒色腫．③HBe抗原陽性でか

つDNAポリメラーゼ陽性のB型慢性

活動性肝炎のウイルス血症の改善．④

C型慢性肝炎におけるウイルス血症の

改善．⑤リバビリンとの併用による次

記のいずれかのC型慢性肝炎における

ウイルス血症の改善．（1）血中HCV-

RNA量が高値の患者．（2）インター

フェロン製剤単独療法で無効の患者又

はインターフェロン製剤単独療法後再

燃した患者．⑥C型代償性肝硬変にお

けるウイルス血症の改善（HCVセロ

グループ1の血中HCV-RNA量が高い

場合を除く）

【用】（注）①局所投与：添付溶解液の

適 量 に 溶 解 し，1 日 100 万 ～ 600 万I.

U.を 髄 腔 内（腫 瘍 内 を 含 む） に 投

与．点滴静注：生理食塩液又は5%ブ

ドウ糖注射液等に溶解し，1日100万～

600万I.U.を点滴静注．②添付溶解液

の適量に溶解し，病巣あたり1日1回40

万～80万I.U.を腫瘍内又はその周辺部

に投与．1日総投与量は100万～300万

I.U.．③静注又は点滴静注：生理食塩

液又は5%ブドウ糖注射液等に溶解

し，1回300万I.U.を初日1回，以後6日

間1日1～2回，2週目より1日1回静注

又は点滴静注．④静注又は点滴静注：

使用にあたっては，HCV-RNAが陽

性であることを確認したうえで行う．

生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液等

に溶解し，1回300万～600万I.U.を1日

1回連日静注又は点滴静注．⑤静注又

は 点 滴 静 注： 使 用 に あ た っ て は，

HCV-RNAが陽性であることを確認

したうえで行う．生理食塩液又は5%

ブドウ糖注射液等に溶解し，1日600万

I.U.で投与を開始し，投与後4週間ま

では連日，以後週3回静注又は点滴静

注．⑥静注又は点滴静注：使用にあ

たっては，HCV-RNAが陽性である

ことを確認したうえで行う．生理食塩

液又は5%ブドウ糖注射液等に溶解

し，1日600万I.U.で投与を開始し，投

与後6週間までは1日300万～ 600万I.

U.を連日，以後1日300万I.U.を週3回

静注又は点滴静注
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（ペグインターフェロンアルファ－2a

（遺伝子組換え））Peginterferon 

alfa-2a (genetical recombination)

‛ペガシス皮下注90μg� お
Pegasys 90μg/1mL/V  〔中外〕

ラ
〔薬価〕9,575.00円/瓶

‛ペガシス皮下注180μg（無）� お
Pegasys 180μg/1mL/V

ラ
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〔薬価〕17,719.00円/瓶

【効】①C型慢性肝炎におけるウイルス

血症の改善．②B型慢性活動性肝炎に

おけるウイルス血症の改善

【用】（注） ① 使 用 に あ た っ て は，

HCV-RNAが陽性であることを確認

したうえで行う．1回180μgを週1回，

皮下注．患者の状態を考慮し，減量，

中止等の適切な処置を行うこと．②使

用にあたっては，HBV-DNA量の測

定等によりウイルスの増殖を確認した

うえで行う．1回90μgを週1回，皮下

注． 年 齢，HBV-DNA量 等 に 応 じ

て，1回の投与量を180μgとすること

ができる．患者の状態を考慮し，減

量，中止等の適切な処置を行うこと
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23702　抗C型肝炎ウイルス薬
（RNAポリメラーゼ阻害）

 

（リバビリン）Ribavirin

‛レベトールカプセル200㎎
（無）� お

Rebetol 200㎎/cap  〔MSD〕

〔薬価〕366.10円/cap

【効】①インターフェロン　ベータとの

併用による次のいずれかのC型慢性肝

炎におけるウイルス血症の改善：（1）

血中HCV RNA量が高値の患者．（2）

インターフェロン製剤単独療法で無効

の患者又はインターフェロン製剤単独

療法後再燃した患者．②ソホスブビル

との併用による次のいずれかのC型慢

性肝炎又はC型代償性肝硬変における

ウイルス血症の改善：（1）セログルー

プ2（ジェノタイプ2）の患者．（2）セ

ログループ1（ジェノタイプ1）又はセ

ログループ2（ジェノタイプ2）のいず

れにも該当しない患者．③ソホスブビ

ル・ベルパタスビル配合剤との併用に

よる，前治療歴を有するC型慢性肝炎

又はC型代償性肝硬変におけるウイル

ス血症の改善

【用】（内）体重60㎏以下の場合：1日

600㎎（朝食後200㎎，夕食後400㎎）．

体重60㎏を超え80㎏以下の場合：1日

800㎎（朝食後400㎎，夕食後400㎎）．

体重80㎏を超える場合：1日1000㎎

（朝食後400㎎，夕食後600㎎）
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23707　抗C型肝炎ウイルス薬
（NS5A阻害・NS3/4Aプロテ
アーゼ阻害配合剤）

 

‛マヴィレット配合錠
Maviret 配合剤  〔アッヴィ〕

〔薬価〕18,249.90円/T

1錠中： 

グレカプレビル水和物 100㎎ 

ピブレンタスビル 40㎎

【効】C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬

変におけるウイルス血症の改善

【用】（内）①セログループ1（ジェノタ

イプ1）又はセログループ2（ジェノタ

イ プ 2） のC型 慢 性 肝 炎 の 場 合： 成

人，12歳以上の小児及び3歳以上12歳

未満かつ体重45㎏以上の小児に1回3錠

を1日1回食後．投与期間は8週間．C

型慢性肝炎に対する前治療歴に応じて

投与期間は12週間とすることができ

る．②セログループ1（ジェノタイプ

1）又はセログループ2（ジェノタイプ

2）のC型代償性肝硬変，セログルー

プ1（ジェノタイプ1）又はセログルー

プ2（ジェノタイプ2）のいずれにも該

当しないC型慢性肝炎又はC型代償性

肝硬変の場合：成人，12歳以上の小児

及び3歳以上12歳未満かつ体重45㎏以

上の小児に1回3錠を1日1回食後．投与

期間は12週間
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23710　抗B型肝炎ウイルス薬
 

（エンテカビル水和物）Entecavir 

hydrate

‛バラクルード錠0.5㎎� お
Baraclude 0.5㎎/T  〔ブリストル〕

〔薬価〕625.60円/T

【効】B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝

機能の異常が確認されたB型慢性肝疾

患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑

制

【用】（内）空腹時（食後2時間以降かつ

次の食事の2時間以上前）に0.5㎎を1

日1回．ラミブジン不応（ラミブジン

投与中にB型肝炎ウイルス血症が認め

られる又はラミブジン耐性変異ウイル

スを有するなど）患者には1㎎を1日1

回
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（テノホビルアラフェナミドフマル酸

塩）Tenofovir alafenamide fuma-

rate

‛ベムリディ錠25㎎� お
Vemlidy 25㎎/T  〔ギリアド〕

〔薬価〕946.50円/T

【効】B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝

機能の異常が確認されたB型慢性肝疾

患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑

制

【用】（内）1回25㎎を1日1回
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（ラミブジン）Lamivudine

‛ゼフィックス錠100� お
Zefix 100㎎/T 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

〔薬価〕389.60円/T

【効】B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝

機能の異常が確認されたB型慢性肝疾

患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑

制

【用】（内）1回100㎎を1日1回
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23715　肝機能改善薬
 

（グルタチオン）Glutathione

‛タチオン錠50㎎
Tathion 50㎎/T  〔日本ジェネリック〕

〔薬価〕8.40円/T

【効】薬物中毒，アセトン血性嘔吐症

（自家中毒，周期性嘔吐症），金属中

毒，妊娠悪阻，妊娠高血圧症候群

【用】（内）1回50～100㎎を1日1～3回

�����������������

（グルタチオン）Glutathione

‛タチオン注射用200㎎
Tathion 200㎎/A  〔日本ジェネリック〕

〔薬価〕98.00円/A

【効】①薬物中毒，アセトン血性嘔吐症

（自家中毒，周期性嘔吐症）．②慢性肝

疾患における肝機能の改善．③急性湿

疹，慢性湿疹，皮膚炎，蕁麻疹，リー

ル黒皮症，肝斑，炎症後の色素沈着．

④妊娠悪阻，妊娠高血圧症候群．⑤角

膜損傷の治癒促進．⑥放射線療法によ

る白血球減少症，放射線宿酔，放射線

による口腔粘膜の炎症

【用】（注）1回100 ～ 200㎎を溶解液に

て溶解し1日1回筋注又は静注
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（タウリン）Taurine

‛タウリン散98%「大正」
Taurine 1g/1.02g/包  〔大正製薬〕

〔薬価〕14.80円/g

【効】①高ビリルビン血症（閉塞性黄疸

を除く）における肝機能の改善．②

うっ血性心不全．③ミトコンドリア脳

筋症・乳酸アシドーシス・脳卒中様発

作（MELAS）症候群における脳卒中

様発作の抑制
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【用】（内）①②1回タウリンとして1g

（本剤として1包）1日3回食後．うっ血

性心不全には強心利尿剤で効果不十分

なときに併用．③タウリンとして，次

記の1回量を1日3回食後に投与．15㎏

未満：1g，15㎏以上25㎏未満：2g，

25㎏以上40㎏未満：3g，40㎏以上：

4g
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（ポリエンホスファチジルコリン）

Polyenephosphatidylcholine

‛EPLカプセル250㎎あ 
EPL 250㎎/cap  〔アルフレッサ〕

〔薬価〕7.10円/cap

【効】慢性肝疾患における肝機能の改

善，脂肪肝，高脂質血症

【用】（内）1回500㎎1日3回

�����������������

‛グリチロン配合錠
Glycyron 配合剤  〔ミノファーゲン〕

〔薬価〕5.70円/T

1錠中： 

グリチルリチン酸一アンモニウム

 35㎎ 

（グリチルリチン酸として25㎎） 

グリシン 25㎎ 

DL-メチオニン 25㎎

【効】①慢性肝疾患における肝機能異常

の改善．②湿疹・皮膚炎，小児ストロ

フルス，円形脱毛症，口内炎

【用】（内）1回2 ～ 3錠を1日3回食後，

小児：1錠を1日3回食後
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‛ヒシファーゲン配合静注シリ
ンジ40mLあ 

Hishiphagen 40mL/本  〔ニプロ〕

〔薬価〕258.00円/筒

〔先発品〕強力ネオミノファーゲンシー

静注シリンジ40mL

1シリンジ中： 

グリチルリチン酸一アンモニウム

 106㎎ 

（グリチルリチン酸として80㎎） 

グリシン 800㎎ 

L-システイン塩酸塩水和物 45㎎ 

（L-システイン塩酸塩として40㎎）

【効】①小児ストロフルス，湿疹・皮膚

炎，蕁麻疹，皮膚そう痒症，口内炎，

フリクテン，薬疹・中毒疹．②慢性肝

疾患における肝機能異常の改善

【用】（注）①1日1回5 ～ 20mLを静注．

②1日1回40～60mLを静注又は点滴静

注．1日100mLまで
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23716　肝臓製剤
 

‛アデラビン9号注2mL
Adelavin 2mL/A（配合剤） 

 〔ファイザー〕

〔薬価〕242.00円/A

1管（2mL）中： 

フラビンアデニンジヌクレオチドナ

トリウム 21.12㎎ 

（フラビンアデニンジヌクレオチド

として20㎎） 

肝臓エキス 30μL

【効】①慢性肝疾患における肝機能の改

善．②次記疾患のうちビタミンB2欠

乏又は代謝障害が関与すると推定され

る場合：湿疹・皮膚炎群，口唇炎・口

角炎・口内炎，びまん性表層角膜炎．

③ビタミンB2の需要が増大し，食事

からの摂取が不十分な際の補給（消耗

性疾患，妊産婦，授乳婦等）

【用】（注）1日1～2mLを1～2回に分割

し皮下注，筋注又は静注
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23717　肝不全治療薬
 

（肝硬変用アミノ酸製剤）Amino acid 

preparations for hepatic cirrhosis

‛リーバクト配合顆粒
Livact 4.15g/包  〔EA〕

〔薬価〕121.80円/包

1包（4.15g）中： 

L-イソロイシン 952㎎ 

L-ロイシン 1904㎎ 

L-バリン 1144㎎

【効】食事摂取量が十分にもかかわらず

低アルブミン血症を呈する非代償性肝

硬変患者の低アルブミン血症の改善

【用】（内）1回4.15g（1包）を1日3回食

後
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（ラクチトール水和物）Lactitol 

hydrate

‛ポルトラック原末
Portolac 6g/6g/包  〔日本新薬〕

〔薬価〕6.50円/g

【効】非代償性肝硬変に伴う高アンモニ

ア血症

【用】（内）1日量18 ～ 36gを3回に分割

し，用時水に溶解後投与．初回投与量

は1日量18gとして漸増し，便通状態

として1日2～3回程度の軟便がみられ

る量を投与．1日量36gまで

�����������������

（ラクツロース）Lactulose

‛ラクツロースシロップ65%
「NIG」あ�

Lactulose 65%1mL  〔日医工〕

〔薬価〕4.90円/mL

〔先発品〕モニラック・シロップ65%

【効】①高アンモニア血症に伴う次記症

候の改善：精神神経障害，手指振戦，

脳波異常．②産婦人科術後の排ガス・

排便の促進．③小児における便秘の改

善

【用】（内）①1日量19.5～39g（本剤30

～ 60mL）を3回に分割．②1日量19.5

～39g（本剤30～60mL）を朝夕2回に

分割．③1日0.325～1.3g/㎏（本剤0.5

～2mL/㎏）を3回に分割
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238　胆道疾患治療薬
23801　催胆薬（胆汁利胆薬）
 

（ウルソデオキシコール酸）Ursode-

oxycholic acid

‛ウルソデオキシコール酸錠
100㎎「サワイ」あ 

Ursodeoxycholic acid 100㎎/T  〔沢井〕

〔薬価〕6.60円/T

〔先発品〕ウルソ錠100㎎

【効】①次記疾患における利胆：胆道

（胆管・胆嚢）系疾患及び胆汁うっ滞

を伴う肝疾患．②慢性肝疾患における

肝機能の改善．③次記疾患における消

化不良：小腸切除後遺症，炎症性小腸

疾患．④外殼石灰化を認めないコレス

テロール系胆石の溶解．⑤原発性胆汁

性肝硬変における肝機能の改善．⑥C

型慢性肝疾患における肝機能の改善

【用】（内）①②③1回50㎎を1日3回．④

1日600㎎を3回に分割．⑤⑥1日600㎎

を3回に分割．1日900㎎まで

�����������������

23802　排胆薬
 

（フロプロピオン）Flopropione

‛コスパノンカプセル40㎎
Cospanon 40㎎/cap  〔エーザイ〕

〔薬価〕9.20円/cap

【効】次記の疾患に伴う鎮痙効果．①肝

胆道疾患：胆道ジスキネジー，胆石

症，胆嚢炎，胆管炎，胆嚢剔出後遺

症．②膵疾患：膵炎．③尿路結石
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【用】（内）1回40～80㎎を1日3回

�����������������

239　膵疾患治療薬
23901　蛋白分解酵素阻害薬
 

（ウリナスタチン）Ulinastatin

‛ミラクリッド注射液5万単位�け
Miraclid 50,000IU/A  〔持田〕

〔薬価〕933.00円/A

【効】①急性膵炎（外傷性，術後及び

ERCP後の急性膵炎を含む）．慢性再

発性膵炎の急性増悪期．②急性循環不

全（出血性ショック，細菌性ショッ

ク，外傷性ショック，熱傷性ショッ

ク）

【用】（注）①初期1回2.5万～5万単位を

500mLの輸液で希釈し，1回1 ～ 2時間

かけて1日1～3回点滴静注．②1回10

万単位を500mLの輸液で希釈し，1回1

～2時間かけて1日1～3回点滴静注，

又は1回10万単位を1日1～3回緩徐に

静注

�����������������

（ガベキサートメシル酸塩）Gabexate 

mesilate

‛ガベキサートメシル酸塩注射
用100㎎「タカタ」あ� お

Gabexate mesilate 100㎎/V  〔高田〕

〔薬価〕119.00円/瓶

〔先発品〕注射用エフオーワイ100

【効】①蛋白分解酵素（トリプシン，カ

リクレイン，プラスミン等）逸脱を伴

う次記諸疾患：急性膵炎，慢性再発性

膵炎の急性増悪期，術後の急性膵炎．

②汎発性血管内血液凝固症

【用】（注）①1回100㎎を5%ブドウ糖注

射液又はリンゲル液を用いて溶かし，

全量500mLとするか，もしくはあらか

じめ注射用水5mLを用いて溶かし，こ

の溶液を5%ブドウ糖注射液又はリン

ゲル液500mLに混和して，8mL/分以下

で点滴静注．初期投与量は1日量100

～ 300 ㎎（溶 解 液 500 ～ 1500mL） と

し，以後は症状の消退に応じ減量する

が，症状によっては同日中に更に100

～ 300㎎（溶解液500 ～ 1500mL）を追

加して，点滴静注できる．②1日量20

～39㎎/㎏の範囲内で24時間かけて持

続静注

�����������������

（カモスタットメシル酸塩）Camostat 

mesilate

‛カモスタットメシル酸塩錠
100㎎「トーワ」あ�

Camostat mesilate 100㎎/T 

 〔東和薬品〕

〔薬価〕7.50円/T

〔先発品〕フオイパン錠100㎎

【効】①慢性膵炎における急性症状の緩

解．②術後逆流性食道炎

【用】（内）①1日量600㎎を3回に分割．

②1日量300㎎を3回に分割し食後

�����������������

（ナファモスタットメシル酸塩）

Nafamostat mesilate

‛注射用フサン10� お
Futhan 10㎎/V  〔日医工〕

〔薬価〕296.00円/瓶

【効】①膵炎の急性症状（急性膵炎，慢

性膵炎の急性増悪，術後の急性膵炎，

膵管造影後の急性膵炎，外傷性膵炎）

の改善．②汎発性血管内血液凝固症

（DIC）．③出血性病変又は出血傾向を

有する患者の血液体外循環時の灌流血

液の凝固防止（血液透析及びプラスマ

フェレーシス）

【用】（注）①1回10㎎を5%ブドウ糖注

射液500mLに溶解し，約2時間前後かけ

て1日1～2回点滴静注．②1日量を5%

ブ ド ウ 糖 注 射 液 1,000mLに 溶 解 し，
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0.06～0.20㎎/㎏/時を24時間かけて静

脈内に持続注入．③体外循環開始に先

だち，20㎎を生理食塩液500mLに溶解

した液で血液回路内の洗浄・充填を行

い，体外循環開始後は，20～50㎎/時

を5%ブドウ糖注射液に溶解し，抗凝

固剤注入ラインより持続注入

�����������������

（ナファモスタットメシル酸塩）

Nafamostat mesilate

‛注射用フサン50� お
Futhan 50㎎/V  〔日医工〕

〔薬価〕644.00円/瓶

【効】① 汎 発 性 血 管 内 血 液 凝 固 症

（DIC）．②出血性病変又は出血傾向を

有する患者の血液体外循環時の灌流血

液の凝固防止（血液透析及びプラスマ

フェレーシス）

【用】（注）①1日量を5%ブドウ糖注射

液1,000mLに溶解し，0.06～0.20㎎/㎏

/時を24時間かけて静脈内に持続注

入．②体外循環開始に先だち，20㎎を

生理食塩液500mLに溶解した液で血液

回路内の洗浄・充填を行い，体外循環

開始後は，20～50㎎/時を5%ブドウ糖

注射液に溶解し，抗凝固剤注入ライン

より持続注入

�����������������

23902　膵酵素補充薬
 

（パンクレリパーゼ）Pancrelipase

‛リパクレオンカプセル150㎎
Lipacreon 150㎎/cap  〔マイランEPD〕

〔薬価〕32.10円/cap

【効】膵外分泌機能不全における膵消化

酵素の補充

【用】（内）1回600㎎を1日3回，食直後

�����������������
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24　ホルモン剤（抗ホルモン
剤を含む）

240　副腎皮質ステロイド
24001　コルチゾン類
 

（ヒドロコルチゾン）Hydrocortisone

‛コートリル錠10㎎
Cortril 10㎎/T  〔ファイザー〕

〔薬価〕7.40円/T

【効】（1）慢性副腎皮質機能不全（原発

性，続発性，下垂体性，医原性），急

性 副 腎 皮 質 機 能 不 全（副 腎 ク リ ー

ゼ），副腎性器症候群，亜急性甲状腺

炎，甲状腺疾患に伴う悪性眼球突出

症，ACTH単独欠損症  

（2）関節リウマチ，若年性関節リウマ

チ（スチル病を含む），リウマチ熱

（リウマチ性心炎を含む）  

（3）エリテマトーデス（全身性及び慢

性円板状），全身性血管炎（大動脈炎

症候群，結節性動脈周囲炎，多発性動

脈炎，ヴェゲナ肉芽腫症を含む），多

発性筋炎（皮膚筋炎），強皮症  

（4）ネフローゼ及びネフローゼ症候群  

（5）気管支喘息，薬剤その他の化学物

質によるアレルギー・中毒（薬疹，中

毒疹を含む），血清病  

（6）重症感染症（化学療法と併用す

る）  

（7）溶血性貧血（免疫性又は免疫性機

序の疑われるもの），白血病（急性白

血病，慢性骨髄性白血病の急性転化，

慢性リンパ性白血病）（皮膚白血病を含

む）， 顆 粒 球 減 少 症（本 態 性， 続 発

性），紫斑病（血小板減少性及び血小

板非減少性），再生不良性貧血  

（8）限局性腸炎，潰瘍性大腸炎  

（9）重症消耗性疾患の全身状態の改善

（癌末期，スプルーを含む）  

（10） 慢 性 肝 炎（活 動 型， 急 性 再 燃

型，胆汁うっ滞型）（但し，一般的治療

に反応せず肝機能の著しい異常が持続

する難治性のものに限る），肝硬変

（活動型，難治性腹水を伴うもの，胆

汁うっ滞を伴うもの）  

（11）サルコイドーシス（但し，両側

肺門リンパ節腫脹のみの場合を除く）  

（12）肺結核（粟粒結核，重症結核に

限る）（抗結核剤と併用する），結核性

胸膜炎（抗結核剤と併用する），結核

性腹膜炎（抗結核剤と併用する），結

核性心嚢炎（抗結核剤と併用する）  

（13）脳脊髄炎（脳炎，脊髄炎を含む）

（但し，一次性脳炎の場合は頭蓋内圧

亢進症状がみられ，かつ他剤で効果が

不十分なときに短期間用いること），

末梢神経炎（ギランバレー症候群を含

む），筋強直症，多発性硬化症（視束

脊髄炎を含む），小舞踏病，顔面神経

麻痺，脊髄蜘網膜炎  

（14）悪性リンパ腫（リンパ肉腫症，

細網肉腫症，ホジキン病，皮膚細網

症，菌状息肉症）及び類似疾患（近縁

疾患），好酸性肉芽腫，乳癌の再発転

移  

（15）特発性低血糖症  

（16）原因不明の発熱  

（17）副腎摘除，副腎皮質機能不全患

者に対する外科的侵襲  

（18）蛇毒・昆虫毒（重症の虫さされ

を含む）  

（19）卵管整形術後の癒着防止  

（20）★湿疹・皮膚炎群（急性湿疹，

亜急性湿疹，慢性湿疹，接触皮膚炎，

貨幣状湿疹，自家感作性皮膚炎，アト

ピー皮膚炎，乳・幼・小児湿疹，ビ

ダール苔癬，その他の神経皮膚炎，脂

漏性皮膚炎，進行性指掌角皮症，その

他の手指の皮膚炎，陰部あるいは肛門

湿疹，耳介及び外耳道の湿疹・皮膚

124

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2452002


－125－

24

24　ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

炎，鼻前庭及び鼻翼周辺の湿疹・皮膚

炎など）（但し，重症例以外は極力投与

しないこと），★痒疹群（小児ストロ

フルス，蕁麻疹様苔癬，固定蕁麻疹を

含む）（重症例に限る），蕁麻疹（慢性

例を除く）（重症例に限る），★乾癬及

び類症［尋常性乾癬（重症例），関節

症性乾癬，乾癬性紅皮症，膿疱性乾

癬，稽留性肢端皮膚炎，疱疹状膿痂

疹，ライター症候群］，★掌蹠膿疱症

（重症例に限る），成年性浮腫性硬化

症，紅斑症（★多形滲出性紅斑，結節

性紅斑）（但し，多形滲出性紅斑の場合

は重症例に限る），ウェーバークリス

チャン病，粘膜皮膚眼症候群［開口部

びらん性外皮症，スチブンス・ジョン

ソン病，皮膚口内炎，フックス症候

群，ベーチェット病（眼症状のない場

合），リップシュッツ急性陰門潰瘍］，

★円形脱毛症（悪性型に限る），天疱

瘡群（尋常性天疱瘡，落葉状天疱瘡，

Senear-Usher症 候 群， 増 殖 性 天 疱

瘡），デューリング疱疹状皮膚炎（類

天疱瘡，妊娠性疱疹を含む），★紅皮

症（ヘブラ紅色粃糠疹を含む），顔面

播種状粟粒狼瘡（重症例に限る），ア

レルギー性血管炎及びその類症（急性

痘瘡様苔癬状粃糠疹を含む）  

（21）内眼・視神経・眼窩・眼筋の炎

症性疾患の対症療法（ブドウ膜炎，網

脈絡膜炎，網膜血管炎，視神経炎，眼

窩炎性偽腫瘍，眼窩漏斗尖端部症候

群，眼筋麻痺），外眼部及び前眼部の

炎症性疾患の対症療法で点眼が不適当

又は不十分な場合（眼瞼炎，結膜炎，

角膜炎，強膜炎，虹彩毛様体炎）  

（22）急性・慢性中耳炎，滲出性中耳

炎・耳管狭窄症，メニエル病及びメニ

エル症候群，急性感音性難聴，アレル

ギー性鼻炎，花粉症（枯草熱），進行

性壊疽性鼻炎，食道の炎症（腐蝕性食

道炎，直達鏡使用後）及び食道拡張術

後，耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法  

（23）難治性口内炎及び舌炎（局所療

法で治癒しないもの）  

★印：外用剤を用いても効果が不十分

な場合あるいは十分な効果を期待し得

ないと推定される場合にのみ用いるこ

と

【用】（内）1日10～120㎎を1～4回に分

割

�����������������

（ヒドロコルチゾンコハク酸エステル

ナトリウム）Hydrocortisone sodium 

succinate

‛ソル・コーテフ静注用250㎎
Solu cortef 250㎎/V  〔ファイザー〕

〔薬価〕841.00円/瓶

‛ソル・コーテフ静注用500㎎
Solu cortef 500㎎/V

〔薬価〕1,158.00円/瓶

【効】①急性循環不全（出血性ショッ

ク，外傷性ショック）及びショック様

状態における救急．②気管支喘息

【用】（注）①1回250～1000㎎を緩徐に

静注又は点滴静注．②（1）初回投与

量100 ～ 500㎎を緩徐に静注又は点滴

静注射．症状が改善しない場合には，

1回50～200㎎を4～6時間毎に緩徐に

追加投与．（2）2歳以上の小児には，

初回投与量5～7㎎/㎏を緩徐に静注又

は点滴静注．症状が改善しない場合に

は，1回5～7㎎/㎏を6時間毎に緩徐に

追加投与．（3）2歳未満の小児には，

初回投与量5㎎/㎏を緩徐に静注又は

点滴静注．症状が改善しない場合に

は，1回5㎎/㎏を6～8時間毎に緩徐に

追加投与

�����������������
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（ヒドロコルチゾンリン酸エステルナ

トリウム）Hydrocortisone sodium 

phosphate

‛水溶性ハイドロコートン注射
液100㎎

Hydrocortone 100㎎/2mL/V  〔日医工〕

〔薬価〕347.00円/瓶

【効】外科的ショック及びショック様状

態における救急，又は術中・術後の

ショック

【用】（注）1日1回又は数回，1回100～

1,000㎎を静注又は点滴静注

�����������������

24002　プレドニゾロン類
 

（プレドニゾロン）Prednisolone

‛プレドニゾロン散「タケダ」
1%

Prednisolone 10㎎/g  〔武田〕

〔薬価〕6.50円/g

‛プレドニゾロン錠1㎎（旭化
成）

Prednisolone 1㎎/T  〔旭化成〕

〔薬価〕8.30円/T

【効】○慢性副腎皮質機能不全（原発

性，続発性，下垂体性，医原性），急

性 副 腎 皮 質 機 能 不 全（副 腎 ク リ ー

ゼ），副腎性器症候群，亜急性甲状腺

炎，甲状腺中毒症〔甲状腺（中毒性）

クリーゼ〕，甲状腺疾患に伴う悪性眼

球突出症，ACTH単独欠損症  

○関節リウマチ，若年性関節リウマチ

（スチル病を含む），リウマチ熱（リウ

マチ性心炎を含む），リウマチ性多発

筋痛  

○エリテマトーデス（全身性及び慢性

円板状），全身性血管炎（高安動脈

炎，結節性多発動脈炎，顕微鏡的多発

血管炎，多発血管炎性肉芽腫症を含

む），多発性筋炎（皮膚筋炎），強皮症  

○川崎病の急性期（重症であり，冠動

脈障害の発生の危険がある場合）  

○ネフローゼ及びネフローゼ症候群  

○うっ血性心不全  

○気管支喘息，喘息性気管支炎（小児

喘息性気管支炎を含む），薬剤その他

の化学物質によるアレルギー・中毒

（薬疹，中毒疹を含む），血清病  

○重症感染症（化学療法と併用する）  

○溶血性貧血（免疫性又は免疫性機序

の疑われるもの），白血病（急性白血

病，慢性骨髄性白血病の急性転化，慢

性リンパ性白血病）（皮膚白血病を含

む）， 顆 粒 球 減 少 症（本 態 性， 続 発

性），紫斑病（血小板減少性及び血小

板非減少性），再生不良性貧血，凝固

因子の障害による出血性素因  

○限局性腸炎，潰瘍性大腸炎  

○重症消耗性疾患の全身状態の改善

（癌末期，スプルーを含む）  

○劇症肝炎（臨床的に重症とみなされ

るものを含む），胆汁うっ滞型急性肝

炎，慢性肝炎（活動型，急性再燃型，

胆汁うっ滞型）（但し，一般的治療に反

応せず肝機能の著しい異常が持続する

難治性のものに限る），肝硬変（活動

型，難治性腹水を伴うもの，胆汁うっ

滞を伴うもの）  

○サルコイドーシス（但し，両側肺門

リンパ節腫脹のみの場合を除く），び

まん性間質性肺炎（肺線維症）（放射線

肺臓炎を含む）  

○肺結核（粟粒結核，重症結核に限

る）（抗結核剤と併用する），結核性髄

膜炎（抗結核剤と併用する），結核性

胸膜炎（抗結核剤と併用する），結核

性腹膜炎（抗結核剤と併用する），結

核性心嚢炎（抗結核剤と併用する）  

○脳脊髄炎（脳炎，脊髄炎を含む）（但

し，一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進
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症状がみられ，かつ他剤で効果が不十

分なときに短期間用いること），末梢

神 経 炎（ ギ ラ ン バ レ ー 症 候 群 を 含

む），筋強直症，重症筋無力症，多発

性硬化症（視束脊髄炎を含む），小舞

踏病，顔面神経麻痺，脊髄蜘網膜炎，

デュシェンヌ型筋ジストロフィー  

○悪性リンパ腫及び類似疾患（近縁疾

患），多発性骨髄腫，好酸性肉芽腫，

乳癌の再発転移  

○特発性低血糖症  

○原因不明の発熱  

○副腎摘除，臓器・組織移植，侵襲後

肺水腫，副腎皮質機能不全患者に対す

る外科的侵襲  

○蛇毒・昆虫毒（重症の虫さされを含

む）  

○強直性脊椎炎（リウマチ性脊椎炎）  

○卵管整形術後の癒着防止，副腎皮質

機能障害による排卵障害  

○ 前 立 腺 癌（他 の 療 法 が 無 効 な 場

合），陰茎硬結  

○★湿疹・皮膚炎群（急性湿疹，亜急

性湿疹，慢性湿疹，接触皮膚炎，貨幣

状湿疹，自家感作性皮膚炎，アトピー

皮膚炎，乳・幼・小児湿疹，ビダール

苔癬，その他の神経皮膚炎，脂漏性皮

膚炎，進行性指掌角皮症，その他の手

指の皮膚炎，陰部あるいは肛門湿疹，

耳介及び外耳道の湿疹・皮膚炎，鼻前

庭及び鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎等）（但

し，重症例以外は極力投与しないこ

と），★痒疹群（小児ストロフルス，

蕁麻疹様苔癬，固定蕁麻疹を含む）（但

し，重症例に限る．また，固定蕁麻疹

は局注が望ましい），蕁麻疹（慢性例

を除く）（重症例に限る），★乾癬及び

類症〔尋常性乾癬（重症例），関節症

性乾癬，乾癬性紅皮症，膿疱性乾癬，

稽留性肢端皮膚炎，疱疹状膿痂疹，ラ

イター症候群〕，★掌蹠膿疱症（重症

例に限る），★毛孔性紅色粃糠疹（重

症例に限る），★扁平苔癬（重症例に

限る），成年性浮腫性硬化症，紅斑症

（★多形滲出性紅斑，結節性紅斑）（但

し，多形滲出性紅斑の場合は重症例に

限る），IgA血管炎（重症例に限る），

ウェーバークリスチャン病，粘膜皮膚

眼症候群〔開口部びらん性外皮症，ス

チブンス・ジョンソン病，皮膚口内

炎，フックス症候群，べーチェット病

（眼症状のない場合），リップシュッツ

急性陰門潰瘍〕，レイノー病，★円形

脱毛症（悪性型に限る），天疱瘡群

（尋 常 性 天 疱 瘡， 落 葉 状 天 疱 瘡，

Senear-Usher症 候 群， 増 殖 性 天 疱

瘡），デューリング疱疹状皮膚炎（類

天疱瘡，妊娠性疱疹を含む），先天性

表皮水疱症，帯状疱疹（重症例に限

る），★紅皮症（へブラ紅色粃糠疹を

含む），顔面播種状粟粒性狼瘡（重症

例に限る），アレルギー性血管炎及び

その類症（急性痘瘡様苔癬状粃糠疹を

含む），潰瘍性慢性膿皮症，新生児ス

クレレーマ  

○内眼・視神経・眼窩・眼筋の炎症性

疾患の対症療法（ブドウ膜炎，網脈絡

膜炎，網膜血管炎，視神経炎，眼窩炎

性偽腫瘍，眼窩漏斗尖端部症候群，眼

筋麻痺），外眼部及び前眼部の炎症性

疾患の対症療法で点眼が不適当又は不

十分な場合（眼瞼炎，結膜炎，角膜

炎，強膜炎，虹彩毛様体炎），眼科領

域の術後炎症  

○急性・慢性中耳炎，滲出性中耳炎・

耳管狭窄症，メニエル病及びメニエル

症候群，急性感音性難聴，血管運動

（神経）性鼻炎，アレルギー性鼻炎，

花粉症（枯草熱），副鼻腔炎・鼻茸，

進行性壊疽性鼻炎，喉頭炎・喉頭浮
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腫，食道の炎症（腐蝕性食道炎，直達

鏡使用後）及び食道拡張術後，耳鼻咽

喉科領域の手術後の後療法，難治性口

内炎及び舌炎（局所療法で治癒しない

もの）  

○嗅覚障害，急性・慢性（反復性）唾

液腺炎．  

注）★印の附されている適応に対して

は，外用剤を用いても効果が不十分な

場合あるいは十分な効果を期待し得な

いと推定される場合にのみ用いること

を示す

【用】（内）1日5 ～ 60㎎を1 ～ 4回に分

割．悪性リンパ腫に用いる場合：抗悪

性腫瘍剤との併用で，1日量100㎎/㎡

（体表面積）まで投与できる．川崎病

の急性期に用いる場合：1日2㎎/㎏

（最大60㎎）を3回に分割

�����������������

（プレドニゾロン）Prednisolone

‛プレドニン錠5㎎
Predonine 5㎎/T  〔塩野義〕

〔薬価〕9.80円/T

【効】①内科・小児科領域．（1）内分泌

疾患：慢性副腎皮質機能不全（原発

性，続発性，下垂体性，医原性），急

性 副 腎 皮 質 機 能 不 全（副 腎 ク リ ー

ゼ），副腎性器症候群，亜急性甲状腺

炎，甲状腺中毒症〔甲状腺（中毒性）

クリーゼ〕，甲状腺疾患に伴う悪性眼

球突出症，ACTH単独欠損症．（2）リ

ウマチ疾患：関節リウマチ，若年性関

節リウマチ（スチル病を含む），リウ

マチ熱（リウマチ性心炎を含む），リ

ウマチ性多発筋痛．（3）膠原病：エリ

テマトーデス（全身性及び慢性円板

状），全身性血管炎（高安動脈炎，結

節性多発動脈炎，顕微鏡的多発血管

炎，多発血管炎性肉芽腫症を含む），

多発性筋炎（皮膚筋炎），強皮症．（4）

川崎病の急性期（重症であり，冠動脈

障害の発生の危険がある場合）．（5）

腎疾患：ネフローゼ及びネフローゼ症

候群．（6）心疾患：うっ血性心不全．

（7）アレルギー性疾患：気管支喘息，

喘息性気管支炎（小児喘息性気管支炎

を含む），薬剤その他の化学物質によ

るアレルギー・中毒（薬疹，中毒疹を

含む），血清病．（8）重症感染症：重

症感染症（化学療法と併用する）．（9）

血液疾患：溶血性貧血（免疫性又は免

疫性機序の疑われるもの），白血病

（急性白血病，慢性骨髄性白血病の急

性転化，慢性リンパ性白血病）（皮膚白

血病を含む），顆粒球減少症（本態

性，続発性），紫斑病（血小板減少性

及び血小板非減少性），再生不良性貧

血，凝固因子の障害による出血性素

因．（10）消化器疾患：限局性腸炎，

潰瘍性大腸炎．（11）重症消耗性疾

患：重症消耗性疾患の全身状態の改善

（癌末期，スプルーを含む）．（12）肝

疾患：劇症肝炎（臨床的に重症とみな

されるものを含む），胆汁うっ滞型急

性肝炎，慢性肝炎（活動型，急性再燃

型，胆汁うっ滞型）（但し，一般的治療

に反応せず肝機能の著しい異常が持続

する難治性のものに限る），肝硬変

（活動型，難治性腹水を伴うもの，胆

汁うっ滞を伴うもの）．（13）肺疾患：

サルコイドーシス（但し，両側肺門リ

ンパ節腫脹のみの場合を除く），びま

ん性間質性肺炎（肺線維症）（放射線肺

臓炎を含む）．（14）結核性疾患（抗結

核剤と併用する）．肺結核（粟粒結

核，重症結核に限る），結核性髄膜

炎，結核性胸膜炎，結核性腹膜炎，結

核性心嚢炎．（15）神経疾患：脳脊髄

炎（脳炎，脊髄炎を含む）（但し，一次

性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみ
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られ，かつ他剤で効果が不十分なとき

に短期間用いること．），末梢神経炎

（ギランバレー症候群を含む），筋強直

症，重症筋無力症，多発性硬化症（視

束脊髄炎を含む），小舞踏病，顔面神

経麻痺，脊髄蜘網膜炎，デュシェンヌ

型筋ジストロフィー．（16）悪性腫

瘍：悪性リンパ腫及び類似疾患（近縁

疾患），多発性骨髄腫，好酸性肉芽

腫，乳癌の再発転移．（17）その他の

内科的疾患：特発性低血糖症，原因不

明の発熱．  

②外科領域：副腎摘除，臓器・組織移

植，侵襲後肺水腫，副腎皮質機能不全

患者に対する外科的侵襲，蛇毒・昆虫

毒（重症の虫さされを含む）．  

③整形外科領域：強直性脊椎炎（リウ

マチ性脊椎炎）．  

④産婦人科領域：卵管整形術後の癒着

防止，副腎皮質機能障害による排卵障

害．  

⑤泌尿器科領域：前立腺癌（他の療法

が無効な場合），陰茎硬結．  

⑥皮膚科領域：△印の付されている効

能・効果に対しては，外用剤を用いて

も効果が不十分な場合あるいは十分な

効果を期待し得ないと推定される場合

にのみ用いること．△湿疹・皮膚炎群

（急性湿疹，亜急性湿疹，慢性湿疹，

接触皮膚炎，貨幣状湿疹，自家感作性

皮膚炎，アトピー皮膚炎，乳・幼・小

児湿疹，ビダール苔癬，その他の神経

皮膚炎，脂漏性皮膚炎，進行性指掌角

皮症，その他の手指の皮膚炎，陰部あ

るいは肛門湿疹，耳介及び外耳道の湿

疹・皮膚炎，鼻前庭及び鼻翼周辺の湿

疹・皮膚炎等）（但し，重症例以外は極

力投与しないこと．），△痒疹群（小児

ストロフルス，蕁麻疹様苔癬，固定蕁

麻疹を含む）（但し，重症例に限る．ま

た，固定蕁麻疹は局注が望ましい．），

蕁麻疹（慢性例を除く）（重症例に限

る），△乾癬及び類症〔尋常性乾癬

（重症例），関節症性乾癬，乾癬性紅皮

症，膿疱性乾癬，稽留性肢端皮膚炎，

疱疹状膿痂疹，ライター症候群〕，△

掌蹠膿疱症（重症例に限る），△毛孔

性紅色粃糠疹（重症例に限る），△扁

平苔癬（重症例に限る），成年性浮腫

性硬化症，紅斑症（△多形滲出性紅

斑，結節性紅斑）（但し，多形滲出性紅

斑の場合は重症例に限る），IgA血管

炎（重症例に限る），ウェーバークリ

スチャン病，粘膜皮膚眼症候群〔開口

部びらん性外皮症，スチブンス・ジョ

ンソン病，皮膚口内炎，フックス症候

群，ベーチェット病（眼症状のない場

合），リップシュッツ急性陰門潰瘍〕，

レイノー病，△円形脱毛症（悪性型に

限る），天疱瘡群（尋常性天疱瘡，落

葉状天疱瘡，Senear-Usher症候群，

増殖性天疱瘡），デューリング疱疹状

皮膚炎（類天疱瘡，妊娠性疱疹を含

む），先天性表皮水疱症，帯状疱疹

（重症例に限る），△紅皮症（ヘブラ紅

色粃糠疹を含む），顔面播種状粟粒性

狼瘡（重症例に限る），アレルギー性

血管炎及びその類症（急性痘瘡様苔癬

状粃糠疹を含む），潰瘍性慢性膿皮

症，新生児スクレレーマ．  

⑦眼科領域：内眼・視神経・眼窩・眼

筋の炎症性疾患の対症療法（ブドウ膜

炎，網脈絡膜炎，網膜血管炎，視神経

炎，眼窩炎性偽腫瘍，眼窩漏斗尖端部

症候群，眼筋麻痺），外眼部及び前眼

部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不

適当又は不十分な場合（眼瞼炎，結膜

炎， 角 膜 炎， 強 膜 炎， 虹 彩 毛 様 体

炎），眼科領域の術後炎症．  

⑧耳鼻咽喉科領域：急性・慢性中耳
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炎，滲出性中耳炎・耳管狭窄症，メニ

エル病及びメニエル症候群，急性感音

性難聴，血管運動（神経）性鼻炎，ア

レルギー性鼻炎，花粉症（枯草熱），

副鼻腔炎・鼻茸，進行性壊疽性鼻炎，

喉頭炎・喉頭浮腫，食道の炎症（腐蝕

性食道炎，直達鏡使用後）及び食道拡

張術後，耳鼻咽喉科領域の手術後の後

療法，難治性口内炎及び舌炎（局所療

法で治癒しないもの），嗅覚障害，急

性・慢性（反復性）唾液腺炎

【用】（内）1日5 ～ 60㎎を1 ～ 4回に分

割．悪性リンパ腫に用いる場合：抗悪

性腫瘍剤との併用で，1日量100㎎/㎡

（体表面積）まで投与できる．川崎病

の急性期に用いる場合：1日2㎎/㎏

（最大60㎎）を3回に分割

�����������������

（プレドニゾロンコハク酸エステルナ

トリウム）Prednisolone sodium 

succinate

‛水溶性プレドニン10㎎
Predonine 10㎎/A  〔塩野義〕

〔薬価〕149.00円/A

【効】☆印の付されている投与法は以下

のような条件でのみ使用できる．（そ

の事由がなくなった場合は，速やかに

他の投与法に切り替えること．）1．静

注及び点滴静注：経口投与不能時，緊

急時及び筋注不適時．2．筋注：経口

投与不能時  

①内科・小児科領域．（1）内分泌疾

患．1）慢性副腎皮質機能不全（原発

性，続発性，下垂体性，医原性）．用

法：筋注．2）急性副腎皮質機能不全

（副腎クリーゼ）．用法：静注，点滴静

注，筋注．3）副腎性器症候群，亜急

性甲状腺炎，甲状腺疾患に伴う悪性眼

球突出症，ACTH単独欠損症．用法：

筋 注 ☆．4） 甲 状 腺 中 毒 症〔甲 状 腺

（中毒性）クリーゼ〕．用法：静注，点

滴静注，筋注☆．（2）リウマチ疾患．

1）関節リウマチ，若年性関節リウマ

チ（スチル病を含む）．用法：筋注，

関節腔内注射．2）リウマチ熱（リウ

マチ性心炎を含む）．用法：静注☆，

点滴静注☆，筋注．3）リウマチ性多

発筋痛．用法：筋注．（3）膠原病．1）

エリテマトーデス（全身性及び慢性円

板状），全身性血管炎（高安動脈炎，

結節性多発動脈炎，顕微鏡的多発血管

炎，多発血管炎性肉芽腫症を含む），

多発性筋炎（皮膚筋炎）．用法：静注

☆，点滴静注☆，筋注．2）強皮症．

用法：筋注☆．（4）川崎病の急性期

（重症であり，冠動脈障害の発生の危

険がある場合）．用法：静注．（5）腎

疾患：ネフローゼ及びネフローゼ症候

群．用法：静注☆，点滴静注☆，筋注

☆．（6）心疾患：うっ血性心不全．用

法：静注☆，点滴静注☆，筋注☆．

（7）アレルギー性疾患．1）気管支喘

息（但し，筋注は他の投与法では不適

当な場合に限る）．用法：静注，点滴

静注，筋注，ネブライザー．2）喘息

性気管支炎（小児喘息性気管支炎を含

む）．用法：筋注☆，ネブライザー．

3）喘息発作重積状態，アナフィラキ

シーショック．用法：静注，点滴静

注．4）薬剤その他の化学物質による

アレルギー・中毒（薬疹，中毒疹を含

む）．用法：静注☆，点滴静注☆，筋

注☆．5）血清病．用法：静注，点滴

静注，筋注☆．（8）重症感染症：重症

感染症（化学療法と併用する）．用

法：静注，点滴静注，筋注☆．（9）血

液疾患．1）溶血性貧血（免疫性又は

免疫性機序の疑われるもの），白血病

（急性白血病，慢性骨髄性白血病の急

性転化，慢性リンパ性白血病）（皮膚白
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血病を含む），顆粒球減少症（本態

性，続発性），紫斑病（血小板減少性

及び血小板非減少性），再生不良性貧

血，凝固因子の障害による出血性素

因．用法：静注，点滴静注，筋注☆．

2）白血病（急性白血病，慢性骨髄性

白血病の急性転化，慢性リンパ性白血

病）（皮膚白血病を含む）のうち髄膜白

血病．用法：脊髄腔内注入．（10）消

化器疾患：限局性腸炎，潰瘍性大腸

炎．用法：静注☆，点滴静注☆，筋注

☆，注腸．（11）重症消耗性疾患：重

症消耗性疾患の全身状態の改善（癌末

期，スプルーを含む）．用法：静注

☆，点滴静注☆，筋注☆．（12）肝疾

患．1）劇症肝炎（臨床的に重症とみ

なされるものを含む）．用法：静注，

点滴静注，筋注☆．2）胆汁うっ滯型

急性肝炎．用法：点滴静注☆，筋注

☆．3）肝硬変（活動型，難治性腹水

を 伴 う も の， 胆 汁 う っ 滯 を 伴 う も

の）．用法：筋注☆．（13）肺疾患：び

まん性間質性肺炎（肺線維症）（放射線

肺臓炎を含む）．用法：静注☆，点滴

静注☆，ネブライザー．（14）結核性

疾患（抗結核剤と併用する）．1）結核

性髄膜炎．用法：脊髄腔内注入．2）

結核性胸膜炎．用法：胸腔内注入．

（15）神経疾患．1）脳脊髄炎（脳炎，

脊髄炎を含む）（但し，一次性脳炎の場

合は頭蓋内圧亢進症状がみられ，かつ

他剤で効果が不十分なときに短期間用

いること），重症筋無力症．用法：静

注，点滴静注，筋注☆，脊髄腔内注

入．2）多発性硬化症（視束脊髄炎を

含 む）． 用 法： 静 注， 点 滴 静 注， 筋

注，脊髄腔内注入．3）末梢神経炎

（ギランバレー症候群を含む）．用法：

静注☆，点滴静注☆，筋注☆，脊髄腔

内注入．4）小舞踏病，顔面神経麻

痺，脊髄蜘網膜炎．用法：筋注☆．

（16）悪性腫瘍．1）悪性リンパ腫（リ

ンパ肉腫症，細網肉腫症，ホジキン

病，皮膚細網症，菌状息肉症）及び類

似疾患（近縁疾患）．用法：静注，点

滴静注，筋注☆，脊髄腔内注入．2）

好酸性肉芽腫．用法：静注，点滴静

注，筋注☆．3）乳癌の再発転移．用

法：筋注☆．（17）その他の内科的疾

患．1） 特 発 性 低 血 糖 症． 用 法： 静

注，点滴静注，筋注☆．2）原因不明

の発熱．用法：筋注☆  

②外科領域．（1）副腎摘除．用法：静

注，点滴静注，筋注．（2）臓器・組織

移植，副腎皮質機能不全患者に対する

外科的侵襲，蛇毒・昆虫毒（重症の虫

さされを含む）．用法：筋注☆．（3）

侵襲後肺水腫．用法：静注，ネブライ

ザー．（4）外科的ショック及び外科的

ショック様状態，脳浮腫，輸血による

副作用，気管支痙攣（術中）．用法：

静注  

③整形外科領域．（1）強直性脊椎炎

（リウマチ性脊椎炎）．用法：筋注．

（2）強直性脊椎炎（リウマチ性脊椎

炎）に伴う四肢関節炎，変形性関節症

（炎症症状がはっきり認められる場

合），非感染性慢性関節炎，痛風性関

節炎．用法：関節腔内注射．（3）関節

周囲炎（非感染性のものに限る），腱

周囲炎（非感染性のものに限る）．用

法：軟組織内注射，腱鞘内注射，滑液

嚢内注入．（4）腱炎（非感染性のもの

に限る）．用法：軟組織内注射，腱鞘

内注射．（5）腱鞘炎（非感染性のもの

に限る）．用法：腱鞘内注射．（6）滑

液包炎（非感染性のものに限る）．用

法：滑液嚢内注入．（7）脊髄浮腫．用

法：静注  

④産婦人科領域．（1）卵管閉塞症（不
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妊症）に対する通水療法．用法：卵管

腔内注入．（2）卵管整形術後の癒着防

止．用法：筋注☆，卵管腔内注入．

（3）副腎皮質機能障害による排卵障

害．用法：筋注☆．  

⑤泌尿器科領域．（1）前立腺癌（他の

療法が無効な場合）．用法：筋注☆．

（2）陰茎硬結．用法：筋注☆，局所皮

内注射  

⑥皮膚科領域．△印の付されている効

能・効果に対しては，外用剤を用いて

も効果が不十分な場合あるいは十分な

効果を期待し得ないと推定される場合

にのみ用いること．（1）△湿疹・皮膚

炎群（急性湿疹，亜急性湿疹，慢性湿

疹，接触皮膚炎，貨幣状湿疹，自家感

作性皮膚炎，アトピー皮膚炎，乳・

幼・小児湿疹，ビダール苔癬，その他

の神経皮膚炎，脂漏性皮膚炎，進行性

指掌角皮症，その他の手指の皮膚炎，

陰部あるいは肛門湿疹，耳介及び外耳

道の湿疹・皮膚炎，鼻前庭及び鼻翼周

辺の湿疹・皮膚炎等）（但し，重症例以

外は極力投与しないこと．局注は浸

潤， 苔 癬 化 の 著 し い 場 合 の み と す

る）．△痒疹群（小児ストロフルス，

蕁麻疹様苔癬，固定蕁麻疹を含む）（但

し，重症例に限る．また，固定蕁麻疹

は局注が望ましい）．用法：筋注☆，

局所皮内注射．（2）蕁麻疹（慢性例を

除く）（重症例に限る），△乾癬及び類

症（関節症性乾癬，乾癬性紅皮症，膿

疱性乾癬，稽留性肢端皮膚炎，疱疹状

膿痂疹，ライター症候群），皮膚粘膜

眼症候群〔開口部びらん性外皮症，ス

チブンス・ジョンソン病，皮膚口内

炎，フックス症候群，ベーチェット病

（眼症状のない場合），リップシュッツ

急性陰門潰瘍〕，天疱瘡群（尋常性天

疱瘡，落葉状天疱瘡，Senear-Usher

症候群，増殖性天疱瘡），デューリン

グ疱疹状皮膚炎（類天疱瘡，妊娠性疱

疹を含む），△紅皮症（ヘブラ紅色粃

糠疹を含む）．用法：点滴静注☆，筋

注☆．（3）△尋常性乾癬（重症例）．

用法：点滴静注☆，筋注☆，局所皮内

注射．（4）△毛孔性紅色粃糠疹（重症

例に限る），成年性浮腫性硬化症，紅

斑症（△多形滲出性紅斑，結節性紅

斑）（但し，多形滲出性紅斑の場合は重

症例に限る），レイノー病，帯状疱疹

（重症例に限る），潰瘍性慢性膿皮症，

新生児スクレレーマ．用法：筋注☆．

（5）△円形脱毛症（悪性型に限る），

△早期ケロイド及びケロイド防止．用

法：局所皮内注射．  

⑦眼科領域．（1）内眼・視神経・眼

窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法（ブ

ドウ膜炎，網脈絡膜炎，網膜血管炎，

視神経炎，眼窩炎性偽腫瘍，眼窩漏斗

尖端部症候群，眼筋麻痺）．用法：静

注☆，筋注☆，結膜下注射，球後注

射，点眼．（2）外眼部及び前眼部の炎

症性疾患の対症療法で点眼が不適当又

は不十分な場合（眼瞼炎，結膜炎，角

膜炎，強膜炎，虹彩毛様体炎）．用

法：静注☆，筋注☆，結膜下注射，球

後注射．（3）眼科領域の術後炎症．用

法：静注☆，筋注☆，結膜下注射，点

眼．  

⑧耳鼻咽喉科領域．（1）急性・慢性中

耳炎．用法：静注☆，点滴静注☆，筋

注☆，中耳腔内注入．（2）滲出性中耳

炎・耳管狭窄症．用法：静注☆，点滴

静注☆，筋注☆，中耳腔内注入，耳管

内注入．（3）急性感音性難聴，口腔外

科領域手術後の後療法．用法：静注，

点滴静注，筋注．（4）血管運動（神

経）性鼻炎，アレルギー性鼻炎，花粉

症（枯草熱）．用法：筋注，ネブライ
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ザー，鼻腔内注入，鼻甲介内注射．

（5）副鼻腔炎・鼻茸．用法：筋注，ネ

ブライザー，鼻腔内注入，副鼻腔内注

入，鼻茸内注射．（6）進行性壊疽性鼻

炎．用法：静注，点滴静注，筋注，ネ

ブライザー，鼻腔内注入，副鼻腔内注

入，喉頭・気管注入．（7）喉頭炎・喉

頭浮腫．用法：静注，点滴静注，筋

注，ネブライザー，喉頭・気管注入．

（8）喉頭ポリープ・結節．用法：静注

☆，点滴静注☆，筋注☆，ネブライ

ザー，喉頭・気管注入．（9）食道の炎

症（腐蝕性食道炎，直達鏡使用後）及

び食道拡張術後．用法：静注，点滴静

注，筋注，ネブライザー，食道注入．

（10）耳鼻咽喉科領域の手術後の後療

法．用法：静注，点滴静注，筋注，軟

組織内注射，局所皮内注射，ネブライ

ザー，鼻腔内注入，副鼻腔内注入，鼻

甲介内注射，喉頭・気管注入，中耳腔

内注入，食道注入．（11）難治性口内

炎及び舌炎（局所療法で治癒しないも

の）．用法：軟組織内注射．（12）嗅覚

障害．用法：静注☆，点滴静注☆，筋

注☆，ネブライザー，鼻腔内注入．

（13） 急 性・ 慢 性（反 復 性） 唾 液 腺

炎．用法：静注☆，点滴静注☆，筋注

☆，唾液腺管内注入

【用】（注）静注：1回10 ～ 50㎎を3 ～ 6

時間ごと．川崎病の急性期に用いる場

合，1日2㎎/㎏（最大60㎎）を3回に

分割静注．点滴静注：1回20 ～ 100㎎

を1日1～2回．筋注：1回10～50㎎を3

～6時間ごと．関節腔内注射：1回4～

30㎎．投与間隔を2週間以上とするこ

と．軟組織内注射：1回4 ～ 30㎎．投

与間隔を2週間以上とすること．腱鞘

内注射：1回4～30㎎．投与間隔を2週

間以上とすること．滑液嚢内注入：1

回4～30㎎．投与間隔を2週間以上と

すること．脊髄腔内注入：1回5㎎を週

2～3回．胸腔内注入：1回5～25㎎を

週1 ～ 2回．局所皮内注射：1回0.1 ～

0.4㎎ずつ4㎎までを週1回．卵管腔内

注入：2～5㎎．注腸：2～30㎎．結膜

下注射：1回2.5 ～ 10㎎，その際の液

量は0.2 ～ 0.5mLとする．球後注射：1

回 5 ～ 20 ㎎， そ の 際 の 液 量 は 0.5 ～

1.0mLとする．点眼：1回1.2 ～ 5㎎/mL

溶液1 ～ 2滴を1日3 ～ 8回．ネブライ

ザー：1回2～10㎎を1日1～3回．鼻腔

内注入：1回2～10㎎を1日1～3回．副

鼻腔内注入：1回2 ～ 10㎎を1日1 ～ 3

回．鼻甲介内注射：1回4 ～ 30㎎．鼻

茸内注射：1回4 ～ 30㎎．喉頭・気管

注入：1回2～10㎎を1日1～3回．中耳

腔内注入：1回2～10㎎を1日1～3回．

耳管内注入：1回2 ～ 10㎎を1日1 ～ 3

回．食道注入：1回2.5～5㎎．唾液腺

管内注入：1回1～2㎎．前記用量は適

宜増減．（川崎病の急性期に用いる場

合を除く）

�����������������

（メチルプレドニゾロンコハク酸エス

テルナトリウム）Methylpredniso-

lone sodium succinate

‛ソル・メドロール静注用125㎎
Solu medrol 125㎎/V  〔ファイザー〕

〔薬価〕652.00円/瓶

‛ソル・メドロール静注用500㎎
Solu medrol 500㎎/V

〔薬価〕1,902.00円/瓶

【効】［本剤40・125・500・1000］①急

性循環不全：出血性ショック，感染性

ショック．②腎臓移植に伴う免疫反応

の抑制．③受傷後8時間以内の急性脊

髄損傷患者（運動機能障害及び感覚機

能障害を有する場合）における神経機

能障害の改善．④ネフローゼ症候群．

⑤多発性硬化症の急性増悪．⑥治療抵
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抗性の下記リウマチ性疾患：全身性血

管炎（顕微鏡的多発血管炎，多発血管

炎性肉芽腫症，結節性多発動脈炎，好

酸球性多発血管炎性肉芽腫症，高安動

脈炎等），全身性エリテマトーデス，

多発性筋炎，皮膚筋炎，強皮症，混合

性結合組織病，及び難治性リウマチ性

疾患  

［本剤40・125］⑦気管支喘息．  

［本剤40・125・500］⑧以下の悪性腫

瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用

療法：再発又は難治性の悪性リンパ腫

【用】（注）①出血性ショック：1回125

～ 2000 ㎎ を 緩 徐 に 静 注 又 は 点 滴 静

注．症状が改善しない場合は適宜追

加．感染性ショック：1回1000㎎を緩

徐に静注又は点滴静注．症状が改善し

ない場合は1000㎎を追加．②1日40～

1000㎎を緩徐に静注又は点滴静注．③

受傷後8時間以内に30㎎/㎏を15分間

かけて点滴静注．45分間休薬後，5.4

㎎/㎏/時間を23時間点滴静注．④1日

500～1000㎎を緩徐に静注又は点滴静

注．小児：1日30㎎/㎏（最大1000㎎）

を緩徐に静注又は点滴静注．⑤1日500

～ 1000 ㎎ を 緩 徐 に 静 注 又 は 点 滴 静

注．⑥1日500 ～ 1000㎎を緩徐に静注

又は点滴静注．小児：1日30㎎/㎏を

緩徐に静注又は点滴静注．1日1000㎎

まで．⑦初回量40～125㎎を緩徐に静

注又は点滴静注．その後40～80㎎を4

～6時間ごとに緩徐に追加．小児：1.0

～ 1.5㎎/㎏を緩徐に静注又は点滴静

注．その後1.0～1.5㎎/㎏を4～6時間

ごとに緩徐に追加．⑧他の抗悪性腫瘍

剤との併用において，250～500㎎を1

日1回5日間，緩徐に静注又は点滴静

注．これを1コースとして3～4週ごと

に繰り返す

�����������������

24003　その他の副腎皮質ステロイ
ド

 

（デキサメタゾン）Dexamethasone

‛デカドロン錠0.5㎎
Decadron 0.5㎎/T  〔日医工〕

〔薬価〕5.70円/T

【効】（1）内分泌疾患：慢性副腎皮質機

能不全（原発性，続発性，下垂体性，

医原性），急性副腎皮質機能不全（副

腎クリーゼ），副腎性器症候群，亜急

性甲状腺炎，甲状腺中毒症〔甲状腺

（中毒性）クリーゼ〕，甲状腺疾患に伴

う悪性眼球突出症，ACTH単独欠損

症，特発性低血糖症，下垂体抑制試験  

（2）リウマチ性疾患：関節リウマチ，

若年性関節リウマチ（スチル病を含

む），リウマチ熱（リウマチ性心炎を

含む），リウマチ性多発筋痛，強直性

脊椎炎（リウマチ性脊椎炎）  

（3）膠原病：エリテマトーデス（全身

性及び慢性円板状），全身性血管炎

（高安動脈炎，結節性多発動脈炎，顕

微鏡的多発血管炎，多発血管炎性肉芽

腫症を含む），多発性筋炎（皮膚筋

炎），強皮症  

（4）腎疾患：ネフローゼ及びネフロー

ゼ症候群  

（5）心疾患：うっ血性心不全  

（6）アレルギー性疾患：気管支喘息，

喘息性気管支炎（小児喘息性気管支炎

を含む），薬剤その他の化学物質によ

るアレルギー・中毒（薬疹，中毒疹を

含む），血清病  

（7）血液疾患：紫斑病（血小板減少性

及び血小板非減少性），再生不良性貧

血，白血病（急性白血病，慢性骨髄性

白血病の急性転化，慢性リンパ性白血

病）（皮膚白血病を含む），溶血性貧血

（免疫性又は免疫性機序の疑われるも
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の），顆粒球減少症（本態性，続発性）  

（8）消化器疾患：潰瘍性大腸炎，限局

性腸炎，重症消耗性疾患の全身状態の

改善（癌末期，スプルーを含む）  

（9）肝疾患：劇症肝炎（臨床的に重症

とみなされるものを含む），胆汁うっ

滞型急性肝炎，慢性肝炎（活動型，急

性再燃型，胆汁うっ滞型）（但し，一般

的治療に反応せず肝機能の著しい異常

が持続する難治性のものに限る），肝

硬変（活動型，難治性腹水を伴うも

の，胆汁うっ滞を伴うもの）  

（10）肺疾患：サルコイドーシス（但

し，両側肺門リンパ節腫脹のみの場合

を除く），びまん性間質性肺炎（肺線

維症）（放射線肺臓炎を含む）  

（11）重症感染症：重症感染症（化学

療法と併用する）  

（12） 結 核 性 疾 患： 肺 結 核（粟 粒 結

核，重症結核に限る）（抗結核剤と併用

する），結核性髄膜炎（抗結核剤と併

用する），結核性胸膜炎（抗結核剤と

併用する），結核性腹膜炎（抗結核剤

と併用する），結核性心嚢炎（抗結核

剤と併用する）  

（13）神経疾患：脳脊髄炎（脳炎，脊

髄炎を含む）（但し，一次性脳炎の場合

は頭蓋内圧亢進症状がみられ，かつ他

剤で効果が不十分なときに短期間用い

ること），末梢神経炎（ギランバレー

症候群を含む），筋強直症，重症筋無

力症，多発性硬化症（視束脊髄炎を含

む），小舞踏病，顔面神経麻痺，脊髄

蜘網膜炎  

（14）悪性腫瘍：悪性リンパ腫（リン

パ肉腫症，細網肉腫症，ホジキン病，

皮膚細網症，菌状息肉症）及び類似疾

患（近縁疾患），好酸性肉芽腫，乳癌

の再発転移  

（15）抗悪性腫瘍剤（シスプラチンな

ど）投与に伴う消化器症状（悪心・嘔

吐）  

（16）外科疾患：副腎摘除，副腎皮質

機能不全患者に対する外科的侵襲，侵

襲後肺水腫，臓器・組織移植，蛇毒・

昆虫毒（重症の虫さされを含む），原

因不明の発熱  

（17）産婦人科疾患：卵管整形術後の

癒着防止  

（18）泌尿器科疾患：前立腺癌（他の

療法が無効な場合），陰茎硬結  

（19）皮膚科疾患：★湿疹・皮膚炎群

（急性湿疹，亜急性湿疹，慢性湿疹，

接触皮膚炎，貨幣状湿疹，自家感作性

皮膚炎，アトピー皮膚炎，乳・幼・小

児湿疹，ビダール苔癬，その他の神経

皮膚炎，脂漏性皮膚炎，進行性指掌角

皮症，その他の手指の皮膚炎，陰部あ

るいは肛門湿疹，耳介及び外耳道の湿

疹・皮膚炎，鼻前庭及び鼻翼周辺の湿

疹・皮膚炎など）（但し，重症例以外は

極力投与しないこと），★痒疹群（小

児ストロフルス，蕁麻疹様苔癬，固定

蕁麻疹を含む）（但し，重症例に限る．

ま た， 固 定 蕁 麻 疹 は 局 注 が 望 ま し

い），蕁麻疹（慢性例を除く）（重症例

に限る），★乾癬及び類症〔尋常性乾

癬（重症例），関節症性乾癬，乾癬性

紅皮症，膿疱性乾癬，稽留性肢端皮膚

炎， 疱 疹 状 膿 痂 疹， ラ イ タ ー 症 候

群〕，★掌蹠膿疱症（重症例に限る），

★扁平苔癬（重症例に限る），成年性

浮腫性硬化症，紅斑症（★多形滲出性

紅斑，結節性紅斑）（但し，多形滲出性

紅斑の場合は重症例に限る），IgA血

管炎（重症例に限る），ウェーバーク

リスチャン病，粘膜皮膚眼症候群〔開

口部びらん性外皮症，スチブンス・

ジョンソン病，皮膚口内炎，フックス

症候群，ベーチェット病（眼症状のな
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い場合），リップシュッツ急性陰門潰

瘍〕，レイノー病，★円形脱毛症（悪

性型に限る），天疱瘡群（尋常性天疱

瘡，落葉状天疱瘡，Senear-Usher症

候群，増殖性天疱瘡），デューリング

疱疹状皮膚炎（類天疱瘡，妊娠性疱疹

を含む），先天性表皮水疱症，帯状疱

疹（重症例に限る），★紅皮症（ヘブ

ラ紅色粃糠疹を含む），顔面播種状粟

粒性狼瘡（重症例に限る），アレル

ギー性血管炎及びその類症（急性痘瘡

様苔癬状粃糠疹を含む），潰瘍性慢性

膿皮症，新生児スクレレーマ  

（20） 眼 科 疾 患： 内 眼・ 視 神 経・ 眼

窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法（ブ

ドウ膜炎，網脈絡膜炎，網膜血管炎，

視神経炎，眼窩炎性偽腫瘍，眼窩漏斗

尖端部症候群，眼筋麻痺），外眼部及

び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点

眼が不適当又は不十分な場合（眼瞼

炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，虹彩毛

様体炎），眼科領域の術後炎症  

（21）耳鼻咽喉科疾患：急性・慢性中

耳炎，滲出性中耳炎・耳管狭窄症，メ

ニエル病及びメニエル症候群，急性感

音性難聴，血管運動（神経）性鼻炎，

ア レ ル ギ ー 性 鼻 炎， 花 粉 症（枯 草

熱），進行性壊疽性鼻炎，喉頭炎・喉

頭浮腫，耳鼻咽喉科領域の手術後の後

療法，嗅覚障害，急性・慢性（反復

性）唾液腺炎  

（22）歯科・口腔外科疾患：難治性口

内炎及び舌炎（局所療法で治癒しない

もの）  

（23）代謝性疾患：全身性ALアミロイ

ドーシス  

〈注釈〉★印の附されている適応に対

しては，外用剤を用いても効果が不十

分な場合あるいは十分な効果を期待し

得ないと推定される場合にのみ用いる

こととされたものを示す

【用】（内）①1日0.5 ～ 8㎎を1 ～ 4回に

分割．②抗悪性腫瘍剤（シスプラチン

など）投与に伴う消化器症状（悪心・

嘔吐）の場合：1日4～20㎎を1～2回

に分割．1日最大20㎎まで．③全身性

ALアミロイドーシスの場合：他の薬

剤との併用において，1日40㎎を1，

8，15，22日目に投与する．28日を1サ

イクルとして，最大6サイクルまで投

与を繰り返す

�����������������

（デキサメタゾン）Dexamethasone

‛デカドロンエリキシル0.01%
Decadron 0.1㎎/mL  〔日医工〕

〔薬価〕4.30円/mL

【効】（1）内分泌疾患：慢性副腎皮質機

能不全（原発性，続発性，下垂体性，

医原性），急性副腎皮質機能不全（副

腎クリーゼ），副腎性器症候群，亜急

性甲状腺炎，甲状腺中毒症〔甲状腺

（中毒性）クリーゼ〕，甲状腺疾患に伴

う悪性眼球突出症，ACTH単独欠損

症，特発性低血糖症，下垂体抑制試験  

（2）リウマチ性疾患：関節リウマチ，

若年性関節リウマチ（スチル病を含

む），リウマチ熱（リウマチ性心炎を

含む），リウマチ性多発筋痛，強直性

脊椎炎（リウマチ性脊椎炎）  

（3）膠原病：エリテマトーデス（全身

性及び慢性円板状），全身性血管炎

（高安動脈炎，結節性多発動脈炎，顕

微鏡的多発血管炎，多発血管炎性肉芽

腫症を含む），多発性筋炎（皮膚筋

炎），強皮症  

（4）腎疾患：ネフローゼ及びネフロー

ゼ症候群  

（5）心疾患：うっ血性心不全  

（6）アレルギー性疾患：気管支喘息，

喘息性気管支炎（小児喘息性気管支炎
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を含む），薬剤その他の化学物質によ

るアレルギー・中毒（薬疹，中毒疹を

含む），血清病  

（7）血液疾患：紫斑病（血小板減少性

及び血小板非減少性），再生不良性貧

血，白血病（急性白血病，慢性骨髄性

白血病の急性転化，慢性リンパ性白血

病）（皮膚白血病を含む），溶血性貧血

（免疫性又は免疫性機序の疑われるも

の），顆粒球減少症（本態性，続発性）  

（8）消化器疾患：潰瘍性大腸炎，限局

性腸炎，重症消耗性疾患の全身状態の

改善（癌末期，スプルーを含む）  

（9）肝疾患：劇症肝炎（臨床的に重症

とみなされるものを含む），胆汁うっ

滞型急性肝炎，慢性肝炎（活動型，急

性再燃型，胆汁うっ滞型）（但し，一般

的治療に反応せず肝機能の著しい異常

が持続する難治性のものに限る），肝

硬変（活動型，難治性腹水を伴うも

の，胆汁うっ滞を伴うもの）  

（10）肺疾患：サルコイドーシス（但

し，両側肺門リンパ節腫脹のみの場合

を除く），びまん性間質性肺炎（肺線

維症）（放射線肺臓炎を含む）  

（11）重症感染症：重症感染症（化学

療法と併用する）  

（12） 結 核 性 疾 患： 肺 結 核（粟 粒 結

核，重症結核に限る）（抗結核剤と併用

する），結核性髄膜炎（抗結核剤と併

用する），結核性胸膜炎（抗結核剤と

併用する），結核性腹膜炎（抗結核剤

と併用する），結核性心嚢炎（抗結核

剤と併用する）  

（13）神経疾患：脳脊髄炎（脳炎，脊

髄炎を含む）（但し，一次性脳炎の場合

は頭蓋内圧亢進症状がみられ，かつ他

剤で効果が不十分なときに短期間用い

ること），末梢神経炎（ギランバレー

症候群を含む），筋強直症，重症筋無

力症，多発性硬化症（視束脊髄炎を含

む），小舞踏病，顔面神経麻痺，脊髄

蜘網膜炎  

（14）悪性腫瘍：悪性リンパ腫（リン

パ肉腫症，細網肉腫症，ホジキン病，

皮膚細網症，菌状息肉症）及び類似疾

患（近縁疾患），好酸性肉芽腫，乳癌

の再発転移  

（15）外科疾患：副腎摘除，副腎皮質

機能不全患者に対する外科的侵襲，侵

襲後肺水腫，臓器・組織移植，蛇毒・

昆虫毒（重症の虫さされを含む），原

因不明の発熱  

（16）産婦人科疾患：卵管整形術後の

癒着防止  

（17）泌尿器科疾患：前立腺癌（他の

療法が無効な場合），陰茎硬結  

（18）皮膚科疾患：★湿疹・皮膚炎群

（急性湿疹，亜急性湿疹，慢性湿疹，

接触皮膚炎，貨幣状湿疹，自家感作性

皮膚炎，アトピー皮膚炎，乳・幼・小

児湿疹，ビダール苔癬，その他の神経

皮膚炎，脂漏性皮膚炎，進行性指掌角

皮症，その他の手指の皮膚炎，陰部あ

るいは肛門湿疹，耳介及び外耳道の湿

疹・皮膚炎，鼻前庭及び鼻翼周辺の湿

疹・皮膚炎など）（但し，重症例以外は

極力投与しないこと），★痒疹群（小

児ストロフルス，蕁麻疹様苔癬，固定

蕁麻疹を含む）（但し，重症例に限る．

ま た， 固 定 蕁 麻 疹 は 局 注 が 望 ま し

い），蕁麻疹（慢性例を除く）（重症例

に限る），★乾癬及び類症〔尋常性乾

癬（重症例），関節症性乾癬，乾癬性

紅皮症，膿疱性乾癬，けい留性肢端皮

膚炎，疱疹状膿痂疹，ライター症候

群〕，★掌蹠膿疱症（重症例に限る），

★扁平苔癬（重症例に限る），成年性

浮腫性硬化症，紅斑症（★多形滲出性

紅斑，結節性紅斑）（但し，多形滲出性
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紅斑の場合は重症例に限る），IgA血

管炎（重症例に限る），ウェーバーク

リスチャン病，粘膜皮膚眼症候群〔開

口部びらん性外皮症，スチブンス・

ジョンソン病，皮膚口内炎，フックス

症候群，ベーチェット病（眼症状のな

い場合），リップシュッツ急性陰門潰

瘍〕，レイノー病，★円形脱毛症（悪

性型に限る），天疱瘡群（尋常性天疱

瘡，落葉状天疱瘡，Senear-Usher症

候群，増殖性天疱瘡），デューリング

疱疹状皮膚炎（類天疱瘡，妊娠性疱疹

を含む），先天性表皮水疱症，帯状疱

疹（重症例に限る），★紅皮症（ヘブ

ラ紅色粃糠疹を含む），顔面播種状粟

粒性狼瘡（重症例に限る），アレル

ギー性血管炎及びその類症（急性痘瘡

様苔癬状粃糠疹を含む），潰瘍性慢性

膿皮症，新生児スクレレーマ  

（19） 眼 科 疾 患： 内 眼・ 視 神 経・ 眼

窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法（ブ

ドウ膜炎，網脈絡膜炎，網膜血管炎，

視神経炎，眼窩炎性偽腫瘍，眼窩漏斗

尖端部症候群，眼筋麻痺），外眼部及

び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点

眼が不適当又は不十分な場合（眼瞼

炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，虹彩毛

様体炎），眼科領域の術後炎症  

（20）耳鼻咽喉科疾患：急性・慢性中

耳炎，滲出性中耳炎・耳管狭窄症，メ

ニエル病及びメニエル症候群，急性感

音性難聴，血管運動（神経）性鼻炎，

ア レ ル ギ ー 性 鼻 炎， 花 粉 症（枯 草

熱），進行性壊疽性鼻炎，喉頭炎・喉

頭浮腫，耳鼻咽喉科領域の手術後の後

療法，嗅覚障害，急性・慢性（反復

性）唾液腺炎  

（21）歯科・口腔外科疾患：難治性口

内炎及び舌炎（局所療法で治癒しない

もの）  

〈注釈〉★印の附されている適応に対

しては，外用剤を用いても効果が不十

分な場合あるいは十分な効果を期待し

得ないと推定される場合にのみ用いる

こととされたものを示す

【用】（内）1日0.5 ～ 8㎎を1 ～ 4回に分

割．小児：1日0.15 ～ 4㎎を1 ～ 4回に

分割

�����������������

（デキサメタゾンリン酸エステルナト

リウム）Dexamethasone sodium 

phosphate

‛デカドロン注射液1.65㎎
Decadron 1.65㎎/0.5mL/A  〔アスペン〕

〔薬価〕95.00円/A

‛デカドロン注射液6.6㎎
Decadron 6.6㎎/2mL/V

〔薬価〕261.00円/瓶

【効】（1）内分泌疾患：慢性副腎皮質機

能不全（原発性，続発性，下垂体性，

医原性）［筋肉内］，急性副腎皮質機能

不全（副腎クリーゼ）［静脈内，点滴静

脈内，筋肉内］，副腎性器症候群［▲

筋肉内］，亜急性甲状腺炎［▲筋肉

内］，甲状腺中毒症〔甲状腺（中毒性）

クリーゼ〕［静脈内，点滴静脈内，▲筋

肉内］，甲状腺疾患に伴う悪性眼球突

出症［▲筋肉内］，特発性低血糖症

［静脈内，点滴静脈内，▲筋肉内］  

（2）リウマチ性疾患，結合織炎及び関

節炎：関節リウマチ［筋肉内，関節腔

内］，若年性関節リウマチ（スチル病

を含む）［筋肉内，関節腔内］，リウマ

チ熱（リウマチ性心炎を含む）［▲静脈

内，▲点滴静脈内，筋肉内］，リウマ

チ性多発筋痛［筋肉内］，強直性脊椎

炎（リウマチ性脊椎炎）［筋肉内］，強

直性脊椎炎（リウマチ性脊椎炎）に伴

う四肢関節炎［関節腔内］，関節周囲

炎（非感染性のものに限る）［軟組織
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内，腱鞘内，滑液嚢内］，腱炎（非感

染性のものに限る）［軟組織内，腱鞘

内］，腱鞘炎（非感染性のものに限る）

［腱鞘内］，腱周囲炎（非感染性のもの

に限る）［軟組織内，腱鞘内，滑液嚢

内］，滑液包炎（非感染性のものに限

る）［滑液嚢内］，変形性関節症（炎症

症状がはっきり認められる場合）［関節

腔内］，非感染性慢性関節炎［関節腔

内］，痛風性関節炎［関節腔内］  

（3）膠原病：エリテマトーデス（全身

性及び慢性円板状）［▲静脈内，▲点滴

静脈内，筋肉内］，全身性血管炎（大

動脈炎症候群，結節性動脈周囲炎，多

発性動脈炎，ヴェゲナ肉芽腫症を含

む）［▲静脈内，▲点滴静脈内，筋肉

内］，多発性筋炎（皮膚筋炎）［▲静脈

内，▲点滴静脈内，筋肉内］，強皮症

［▲筋肉内］  

（4）腎疾患：ネフローゼ及びネフロー

ゼ症候群［▲静脈内，▲点滴静脈内，

▲筋肉内］  

（5）心疾患：うっ血性心不全［▲静脈

内，▲点滴静脈内，▲筋肉内］  

（6）アレルギー性疾患：気管支喘息

（但し，筋肉内注射以外の投与法では

不適当な場合に限る）［静脈内，点滴静

脈内，筋肉内，ネブライザー］，喘息

性気管支炎（小児喘息性気管支炎を含

む）［▲筋肉内，ネブライザー］，喘息

発 作 重 積 状 態［静 脈 内， 点 滴 静 脈

内］，薬剤その他の化学物質によるア

レルギー・中毒（薬疹，中毒疹を含

む）［▲静脈内，▲点滴静脈内，▲筋肉

内］，血清病［静脈内，点滴静脈内，

▲筋肉内］，アナフィラキシーショッ

ク［静脈内，点滴静脈内］  

（7）血液疾患：紫斑病（血小板減少性

及び血小板非減少性）［静脈内，点滴静

脈内，▲筋肉内］，溶血性貧血（免疫

性又は免疫性機序の疑われるもの）［静

脈内，点滴静脈内，▲筋肉内］，白血

病（急性白血病，慢性骨髄性白血病の

急性転化，慢性リンパ性白血病）（皮膚

白血病を含む）［静脈内，点滴静脈内，

▲筋肉内］，上記疾患のうち髄膜白血

病［脊髄腔内］，再生不良性貧血［静

脈内，点滴静脈内，▲筋肉内］，凝固

因子の障害による出血性素因［静脈

内，点滴静脈内，▲筋肉内］，顆粒球

減少症（本態性，続発性）［静脈内，点

滴静脈内，▲筋肉内］  

（8）消化器疾患：潰瘍性大腸炎［▲静

脈内，▲点滴静脈内，▲筋肉内］，限

局性腸炎［▲静脈内，▲点滴静脈内，

▲筋肉内］，重症消耗性疾患の全身状

態の改善（癌末期，スプルーを含む）

［▲静脈内，▲点滴静脈内，▲筋肉内］  

（9）肝疾患：劇症肝炎（臨床的に重症

とみなされるものを含む）［静脈内，▲

点滴静脈内，▲筋肉内］，肝硬変（活

動型，難治性腹水を伴うもの，胆汁

うっ滞を伴うもの）［▲筋肉内］  

（10）肺疾患：びまん性間質性肺炎

（肺線維症）（放射線肺臓炎を含む）［▲

静脈内，点滴静脈内，ネブライザー］  

（11）重症感染症：重症感染症（化学

療法と併用する）［静脈内，点滴静脈

内，▲筋肉内］  

（12）結核性疾患：結核性髄膜炎（抗

結核剤と併用する）［脊髄腔内］，結核

性胸膜炎（抗結核剤と併用する）［胸腔

内］  

（13）神経疾患：脳脊髄炎（脳炎，脊

髄炎を含む）（但し，一次性脳炎の場合

は頭蓋内圧亢進症状がみられ，かつ他

剤で効果が不十分なときに短期間用い

ること）［静脈内，点滴静脈内，▲筋肉

内，脊髄腔内］，末梢神経炎（ギラン

バレー症候群を含む）［▲静脈内，▲点

139



－140－

24

24　ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

滴静脈内，▲筋肉内，脊髄腔内］，重

症筋無力症［静脈内，点滴静脈内，▲

筋肉内，脊髄腔内］，多発性硬化症

（視束脊髄炎を含む）［静脈内，点滴静

脈内，▲筋肉内，脊髄腔内］，小舞踏

病［▲筋肉内］，顔面神経麻痺［▲筋

肉内］，脊髄蜘網膜炎［▲筋肉内］  

（14）悪性腫瘍：悪性リンパ腫（リン

パ肉腫症，細網肉腫症，ホジキン病，

皮膚細網症，菌状息肉症）及び類似疾

患（近縁疾患）［静脈内，点滴静脈内，

▲筋肉内，脊髄腔内］，好酸性肉芽腫

［静脈内，点滴静脈内，▲筋肉内］，乳

癌の再発転移［▲筋肉内］  

（15）以下の悪性腫瘍に対する他の抗

悪性腫瘍剤との併用療法：多発性骨髄

腫［点滴静脈内］  

（16）抗悪性腫瘍剤（シスプラチンな

ど）投与に伴う消化器症状（悪心・嘔

吐）［静脈内，点滴静脈内］  

（17）外科疾患：副腎摘除［静脈内，

点滴静脈内，筋肉内］，臓器・組織移

植［▲筋肉内］，侵襲後肺水腫［静脈

内，ネブライザー］，副腎皮質機能不

全患者に対する外科的侵襲［▲筋肉

内］， 外 科 的 シ ョ ッ ク 及 び 外 科 的

ショック様状態［静脈内］，脳浮腫

［静脈内］，輸血による副作用［静脈

内］，気管支痙攣（術中）［静脈内］，蛇

毒・昆虫毒（重症の虫さされを含む）

［▲筋肉内］，手術後の腹膜癒着防止

［腹腔内］  

（18）整形外科疾患：椎間板ヘルニア

における神経根炎（根性坐骨神経痛を

含む）［硬膜外］，脊髄浮腫［静脈内，

硬膜外］  

（19）産婦人科疾患：卵管整形術後の

癒着防止［▲筋肉内］  

（20）泌尿器科疾患：前立腺癌（他の

療法が無効な場合）［▲筋肉内］，陰茎

硬結［▲筋肉内，局所皮内］  

（21）皮膚科疾患：★湿疹・皮膚炎群

（急性湿疹，亜急性湿疹，慢性湿疹，

接触皮膚炎，貨幣状湿疹，自家感作性

皮膚炎，アトピー皮膚炎，乳・幼・小

児湿疹，ビダール苔癬，その他の神経

皮膚炎，脂漏性皮膚炎，進行性指掌角

皮症，その他の手指の皮膚炎，陰部あ

るいは肛門湿疹，耳介及び外耳道の湿

疹・皮膚炎，鼻前庭及び鼻翼周辺の湿

疹・皮膚炎など）（但し，重症例以外は

極力投与しないこと．局注は浸潤，苔

癬化の著しい場合のみとする）［▲筋肉

内，局所皮内］，★痒疹群（小児スト

ロフルス，蕁麻疹様苔癬，固定蕁麻疹

を含む）（但し，重症例に限る．また，

固定蕁麻疹は局注が望ましい）［▲筋肉

内，局所皮内］，蕁麻疹（慢性例を除

く）（重症例に限る）［▲点滴静脈内，▲

筋肉内］，★乾癬及び類症〔尋常性乾

癬（重症例），関節症性乾癬，乾癬性

紅皮症，膿疱性乾癬，稽留性肢端皮膚

炎，疱疹状膿痂疹，ライター症候群〕

［▲点滴静脈内，▲筋肉内］，上記疾患

のうち★尋常性乾癬［局所皮内］，★

掌蹠膿疱症（重症例に限る）［▲筋肉

内］，★扁平苔癬（重症例に限る）［▲

筋肉内，局所皮内］，成年性浮腫性硬

化症［▲筋肉内］，紅斑症（★多形滲

出性紅斑，結節性紅斑）（但し，多形滲

出性紅斑の場合は重症例に限る）［▲筋

肉内］，粘膜皮膚眼症候群〔開口部び

らん性外皮症，スチブンス・ジョンソ

ン病，皮膚口内炎，フックス症候群，

ベ ー チ ェ ッ ト 病（眼 症 状 の な い 場

合），リップシュッツ急性陰門潰瘍〕

［▲点滴静脈内，▲筋肉内］，★円形脱

毛症（悪性型に限る）［局所皮内］，天

疱瘡群（尋常性天疱瘡，落葉状天疱

瘡，Senear-Usher症候群，増殖性天
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疱 瘡）［▲ 点 滴 静 脈 内， ▲ 筋 肉 内］，

デューリング疱疹状皮膚炎（類天疱

瘡，妊娠性疱疹を含む）［▲点滴静脈

内，▲筋肉内］，帯状疱疹（重症例に

限る）［▲筋肉内］，★紅皮症（ヘブラ

紅色粃糠疹を含む）［▲点滴静脈内，▲

筋肉内］，★早期ケロイド及びケロイ

ド防止［局所皮内］，新生児スクレ

レーマ［▲筋肉内］  

（22） 眼 科 疾 患： 内 眼・ 視 神 経・ 眼

窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法（ブ

ドウ膜炎，網脈絡膜炎，網膜血管炎，

視神経炎，眼窩炎性偽腫瘍，眼窩漏斗

尖端部症候群，眼筋麻痺）［▲静脈内，

▲筋肉内，結膜下，球後，点眼］，外

眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療

法で点眼が不適当又は不十分な場合

（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，

虹彩毛様体炎）［▲静脈内，▲筋肉内，

結膜下，球後］，眼科領域の術後炎症

［▲静脈内，▲筋肉内，結膜下，点眼］  

（23）耳鼻咽喉科疾患：急性・慢性中

耳炎［▲静脈内，▲点滴静脈内，▲筋

肉内，中耳腔内］，滲出性中耳炎・耳

管狭窄症［▲静脈内，▲点滴静脈内，

▲筋肉内，中耳腔内，耳管内］，メニ

エル病及びメニエル症候群［静脈内，

点滴静脈内，筋肉内］，急性感音性難

聴［静脈内，点滴静脈内，筋肉内］，

血管運動（神経）性鼻炎［筋肉内，ネ

ブライザー，鼻腔内，鼻甲介内］，ア

レルギー性鼻炎［筋肉内，ネブライ

ザー，鼻腔内，鼻甲介内］，花粉症

（枯草熱）［筋肉内，ネブライザー，鼻

腔内，鼻甲介内］，副鼻腔炎・鼻茸

［筋肉内，ネブライザー，鼻腔内，副

鼻腔内，鼻茸内］，進行性壊疽性鼻炎

［静脈内，点滴静脈内，筋肉内，ネブ

ライザー，鼻腔内，副鼻腔内，喉頭・

気管］，喉頭炎・喉頭浮腫［静脈内，

点滴静脈内，筋肉内，ネブライザー，

喉頭・気管］，喉頭ポリープ・結節

［▲静脈内，▲点滴静脈内，▲筋肉

内，ネブライザー，喉頭・気管］，食

道の炎症（腐蝕性食道炎，直達鏡使用

後）及び食道拡張術後［静脈内，点滴

静脈内，筋肉内，ネブライザー，食

道］，耳鼻咽喉科領域の手術後の後療

法［静脈内，点滴静脈内，筋肉内，軟

組織内，局所皮内，ネブライザー，鼻

腔内，副鼻腔内，鼻甲介内，喉頭・気

管，中耳腔内，食道］  

（24）歯科・口腔外科疾患：難治性口

内炎及び舌炎（局所療法で治癒しない

もの）［軟組織内］  

〈注釈〉（1）［］中は，適応に対する注射

部位又は投与法を示す．（2）▲印の附

されている注射部位又は投与法に対し

ては，以下のような条件でのみ使用で

きるものを示す（その事由がなくなっ

た場合は，速やかに他の投与法にきり

かえること）．1）［▲静脈内］及び［▲

点滴静脈内］の場合：経口投与不能

時，緊急時及び筋肉内注射不適時．2）

［▲筋肉内］の場合：経口投与不能

時．（3）★印の附されている適応に対

しては，外用剤を用いても効果が不十

分な場合あるいは十分な効果を期待し

得ないと推定される場合にのみ用いる

こととされたものを示す

【用】（注）〔投与量はデキサメタゾンと

して〕静注・筋注：1回1.65～6.6㎎，

3 ～ 6時間毎．点滴静注：1回1.65 ～

8.3㎎，1日1～2回．関節腔内注射：1

回0.66～4.1㎎（投与間隔を2週間以上

とすること）．軟組織内注射：1回1.65

～5.0㎎（投与間隔を2週間以上とする

こと）．腱鞘内注射：1回0.66 ～ 2.1㎎

（投与間隔を2週間以上とすること）．

滑液嚢内注入：1回0.66～4.1㎎（投与
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間隔を2週間以上とすること）．硬膜外

注射：1回1.65 ～ 8.3㎎（投与間隔を2

週間以上とすること）．脊髄腔内注

入：1回0.83 ～ 4.1㎎，週1 ～ 3回．胸

腔内注入：1回0.83 ～ 4.1㎎，週1 ～ 3

回．腹腔内注入：1回1.65㎎．局所皮

内注射：1回0.04 ～ 0.08㎎宛0.83㎎ま

で週1回，生理食塩液で4倍に希釈して

0.05～0.1mLを用いる．結膜下注射：1

回 0.33 ～ 2.1 ㎎， そ の 液 量 は 0.2 ～

0.5mL．球後注射：1回0.83 ～ 4.1㎎，

そ の 液 量 は 0.5 ～ 1.0mL． 点 眼：1 回

0.21～0.83㎎/mL溶液1～2滴を1日3～

8回，4 ～ 16倍の生理食塩液希釈液を

点眼．ネブライザー：1回0.08 ～ 1.65

㎎，1日1～3回，生理食塩液で10倍に

希釈して0.25～5mLを用いる．鼻腔内

注入・副鼻腔内注入：1回0.08 ～ 1.65

㎎，1日1～3回．鼻甲介内注射・鼻茸

内注射：1回0.66～4.1㎎．喉頭・気管

注入・中耳腔内注入・耳管内注入：1

回0.08～1.65㎎，1日1～3回．食道注

入：1回0.83～1.65㎎．〔多発性骨髄腫

に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療

法〕ビンクリスチン硫酸塩，ドキソル

ビシン塩酸塩との併用において，1日

量デキサメタゾンを33㎎とし，21日か

ら28日を1クールとして，第1日目から

第4日目，第9日目から第12日目，第17

日目から第20日目に，点滴静注．〔抗

悪性腫瘍剤（シスプラチンなど）投与

に伴う消化器症状（悪心・嘔吐）〕1日

3.3～16.5㎎を，1日1回又は2回に分割

して静注又は点滴静注（16.5㎎まで）

�����������������

（トリアムシノロンアセトニド）

Triamcinolone acetonide

‛ケナコルト－A筋注用関節腔内
用水懸注40㎎/1mL

Kenacort-A 40㎎/1mL/V 

 〔ブリストル〕

〔薬価〕800.00円/瓶

【効】筋注：慢性副腎皮質機能不全（原

発性，続発性，下垂体性，医原性），

※副腎性器症候群，※亜急性甲状腺

炎，※甲状腺中毒症〔甲状腺（中毒

性）クリーゼ〕．関節リウマチ，若年

性関節リウマチ（スチル病を含む），

リ ウ マ チ 熱（ リ ウ マ チ 性 心 炎 を 含

む），リウマチ性多発筋痛．エリテマ

トーデス（全身性及び慢性円板状），

全身性血管炎（高安動脈炎，結節性多

発動脈炎，顕微鏡的多発血管炎，多発

血管炎性肉芽腫症を含む），多発性筋

炎（皮 膚 筋 炎）， ※ 強 皮 症． ※ ネ フ

ローゼ及びネフローゼ症候群．※うっ

血性心不全．気管支喘息（但し，筋注

以外の投与法では不適当な場合に限

る），※薬剤その他の化学物質による

アレルギー・中毒（薬疹，中毒疹を含

む），※血清病．※重症感染症（化学

療法と併用する）．※溶血性貧血（免

疫性又は免疫性機序の疑われるも

の），※白血病（急性白血病，慢性骨

髄性白血病の急性転化，慢性リンパ性

白血病）（皮膚白血病を含む），※顆粒

球減少症（本態性，続発性），※紫斑

病（血小板減少性及び血小板非減少

性），※再生不良性貧血，※凝固因子

の障害による出血性素因．※限局性腸

炎，※潰瘍性大腸炎．※重症消耗性疾

患の全身状態の改善（癌末期，スプ

ルーを含む）．※肝硬変（活動型，難

治性腹水を伴うもの，胆汁うっ滞を伴

うもの）．※脳脊髄炎（脳炎，脊髄炎

を含む）（但し，一次性脳炎の場合は頭

蓋内圧亢進症状がみられ，かつ他剤で

効果が不十分なときに短期間用いるこ

と），※末梢神経炎（ギランバレー症

候群を含む），※重症筋無力症，※多
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発性硬化症（視束脊髄炎を含む），※

小舞踏病，※顔面神経麻痺，※脊髄蜘

網膜炎．※悪性リンパ腫（リンパ肉腫

症，細網肉腫症，ホジキン病，皮膚細

網症，菌状息肉症）及び類似疾患（近

縁疾患），※好酸性肉芽腫．※特発性

低血糖症．副腎摘除，※臓器・組織移

植，※副腎皮質機能不全患者に対する

外科的侵襲．※蛇毒・昆虫毒（重症の

虫さされを含む）．強直性脊椎炎（リ

ウマチ性脊椎炎）．※卵管整形術後の

癒着防止．※前立腺癌（他の療法が無

効な場合），※乳癌の再発転移．★※

湿疹・皮膚炎群（急性湿疹，亜急性湿

疹，慢性湿疹，接触皮膚炎，貨幣状湿

疹，自家感作性皮膚炎，アトピー皮膚

炎，乳・幼・小児湿疹，ビダール苔

癬，その他の神経皮膚炎，脂漏性皮膚

炎，進行性指掌角皮症，その他の手指

の皮膚炎，陰部あるいは肛門湿疹，耳

介及び外耳道の湿疹・皮膚炎，鼻前庭

及び鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎など）（但

し，重症例以外は極力投与しないこ

と），※蕁麻疹（慢性例を除く）（重症

例に限る），★※乾癬及び類症〔尋常

性乾癬（重症例），関節症性乾癬，乾

癬性紅皮症，膿疱性乾癬，けい留性肢

端皮膚炎，疱疹状膿痂疹，ライター症

候群〕，★※掌蹠膿疱症（重症例に限

る），★※扁平苔癬（重症例に限る），

※成年性浮腫性硬化症，※紅斑症（★

多形滲出性紅斑，結節性紅斑）（但し，

多形滲出性紅斑の場合は重症例に限

る），※粘膜皮膚眼症候群〔開口部び

らん性外皮症，スチブンス・ジョンソ

ン病，皮膚口内炎，フックス症候群，

ベ ー チ ェ ッ ト 病（眼 症 状 の な い 場

合），リップシュッツ急性陰門潰瘍〕，

天疱瘡群（尋常性天疱瘡，落葉状天疱

瘡，Senear-Usher症候群，増殖性天

疱瘡），※デューリング疱疹状皮膚炎

（類天疱瘡，妊娠性疱疹を含む），※帯

状疱疹（重症例に限る），★※紅皮症

（ヘブラ紅色粃糠疹を含む）．★※痒疹

群（小児ストロフルス，蕁麻疹様苔

癬，固定蕁麻疹を含む）（但し，重症例

に限る．また，固定蕁麻疹は局注が望

ましい）．※内眼・視神経・眼窩・眼

筋の炎症性疾患の対症療法（ブドウ膜

炎，網脈絡膜炎，網膜血管炎，視神経

炎，眼窩炎性偽腫瘍，眼窩漏斗尖端部

症候群，眼筋麻痺），※外眼部及び前

眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が

不適当又は不十分な場合（眼瞼炎，結

膜炎，角膜炎，強膜炎，虹彩毛様体

炎）．※急性・慢性中耳炎，※滲出性

中耳炎・耳管狭窄症，アレルギー性鼻

炎，花粉症（枯草熱），副鼻腔炎・鼻

茸，喉頭炎・喉頭浮腫，※喉頭ポリー

プ・結節，※食道の炎症（腐しょく性

食道炎，直達鏡使用後）及び食道拡張

術後，耳鼻咽喉科領域の手術後の後療

法．口腔外科領域手術後の後療法  

関節腔内注射：関節リウマチ，若年性

関節リウマチ（スチル病を含む）．強

直性脊椎炎（リウマチ性脊椎炎）に伴

う四肢関節炎，変形性関節症（炎症症

状がはっきり認められる場合），外傷

後関節炎，非感染性慢性関節炎  

軟組織内注射：関節周囲炎（非感染性

のものに限る），腱炎（非感染性のも

のに限る），腱周囲炎（非感染性のも

のに限る）．耳鼻咽喉科領域の手術後

の後療法．難治性口内炎及び舌炎（局

所療法で治癒しないもの）  

腱しょう内注射：関節周囲炎（非感染

性のものに限る），腱炎（非感染性の

ものに限る），腱しょう炎（非感染性

のものに限る），腱周囲炎（非感染性

のものに限る）  
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滑液嚢内注入：関節周囲炎（非感染性

のものに限る），腱周囲炎（非感染性

のものに限る），滑液包炎（非感染性

のものに限る）  

ネブライザー：気管支喘息．びまん性

間質性肺炎（肺線維症）（放射線肺臓炎

を含む）．アレルギー性鼻炎，花粉症

（枯草熱），副鼻腔炎・鼻茸，喉頭炎・

喉頭浮腫，喉頭ポリープ・結節，食道

の炎症（腐しょく性食道炎，直達鏡使

用後）及び食道拡張術後，耳鼻咽喉科

領域の手術後の後療法  

鼻腔内注入：アレルギー性鼻炎，花粉

症（枯草熱），副鼻腔炎・鼻茸，耳鼻

咽喉科領域の手術後の後療法  

副鼻腔内注入：副鼻腔炎・鼻茸，耳鼻

咽喉科領域の手術後の後療法  

鼻甲介内注射：アレルギー性鼻炎，花

粉症（枯草熱），耳鼻咽喉科領域の手

術後の後療法  

鼻茸内注射：副鼻腔炎・鼻茸  

喉頭・気管注入：喉頭炎・喉頭浮腫，

喉頭ポリープ・結節，耳鼻咽喉科領域

の手術後の後療法  

中耳腔内注入：急性・慢性中耳炎，滲

出性中耳炎・耳管狭窄症，耳鼻咽喉科

領域の手術後の後療法  

耳管内注入：滲出性中耳炎・耳管狭窄

症  

食道注入：食道の炎症（腐しょく性食

道炎，直達鏡使用後）及び食道拡張術

後，耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法  

（注）※：経口投与不能時．★：外用

剤を用いても効果が不十分な場合ある

いは十分な効果を期待し得ないと推定

される場合にのみ用いること

【用】（注）筋注：1回20 ～ 80㎎を1 ～ 2

週おき．関節腔内注射・軟組織内注

射・腱しょう内注射・滑液嚢内注入：

1回2～40㎎．投与間隔を2週間以上と

する．ネブライザー：1回2～10㎎を1

日1 ～ 3回．鼻腔内注入・副鼻腔内注

入・喉頭・気管注入・中耳腔内注入・

耳管内注入：1回2 ～ 10㎎を1日1 ～ 3

回．鼻甲介内注射・鼻茸内注射：1回2

～40㎎．食道注入：1回2㎎

�����������������

（ベタメタゾン）Betamethasone

‛リンデロン錠0.5㎎
Rinderon 0.5㎎/T  〔塩野義〕

〔薬価〕12.00円/T

【効】①内科・小児科領域  

（1）内分泌疾患：慢性副腎皮質機能不

全（原発性，続発性，下垂体性，医原

性），急性副腎皮質機能不全（副腎ク

リーゼ），副腎性器症候群，亜急性甲

状腺炎，甲状腺中毒症〔甲状腺（中毒

性）クリーゼ〕，甲状腺疾患に伴う悪

性眼球突出症，ACTH単独欠損症，

下垂体抑制試験  

（2）リウマチ疾患：関節リウマチ，若

年 性 関 節 リ ウ マ チ（ ス チ ル 病 を 含

む），リウマチ熱（リウマチ性心炎を

含む），リウマチ性多発筋痛  

（3）膠原病：エリテマトーデス（全身

性及び慢性円板状），全身性血管炎

（大動脈炎症候群，結節性動脈周囲

炎，多発性動脈炎，ヴェゲナ肉芽腫症

を含む），多発性筋炎（皮膚筋炎），強

皮症  

（4）腎疾患：ネフローゼ及びネフロー

ゼ症候群  

（5）心疾患：うっ血性心不全  

（6）アレルギー性疾患：気管支喘息，

喘息性気管支炎（小児喘息性気管支炎

を含む），薬剤その他の化学物質によ

るアレルギー・中毒（薬疹，中毒疹を

含む），血清病  

（7）重症感染症：重症感染症（化学療

法と併用する）  
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（8）血液疾患：溶血性貧血（免疫性又

は免疫性機序の疑われるもの），白血

病（急性白血病，慢性骨髄性白血病の

急性転化，慢性リンパ性白血病）（皮膚

白血病を含む），顆粒球減少症（本態

性，続発性），紫斑病（血小板減少性

及び血小板非減少性），再生不良性貧

血，凝固因子の障害による出血性素因  

（9）消化器疾患：限局性腸炎，潰瘍性

大腸炎  

（10）重症消耗性疾患：重症消耗性疾

患の全身状態の改善（癌末期，スプ

ルーを含む）  

（11）肝疾患：劇症肝炎（臨床的に重

症とみなされるものを含む），胆汁

うっ滞型急性肝炎，慢性肝炎（活動

型，急性再燃型，胆汁うっ滞型）（但

し，一般的治療に反応せず肝機能の著

しい異常が持続する難治性のものに限

る），肝硬変（活動型，難治性腹水を

伴うもの，胆汁うっ滞を伴うもの）  

（12）肺疾患：サルコイドーシス（但

し，両側肺門リンパ節腫脹のみの場合

を除く），びまん性間質性肺炎（肺線

維症）（放射線肺臓炎を含む）  

（13）結核性疾患（抗結核剤と併用す

る）：肺結核（粟粒結核，重症結核に

限る），結核性髄膜炎，結核性胸膜

炎，結核性腹膜炎，結核性心嚢炎  

（14）神経疾患：脳脊髄炎（脳炎，脊

髄炎を含む）（但し，一次性脳炎の場合

は頭蓋内圧亢進症状がみられ，かつ他

剤で効果が不十分なときに短期間用い

ること），末梢神経炎（ギランバレー

症候群を含む），筋強直症，重症筋無

力症，多発性硬化症（視束脊髄炎を含

む），小舞踏病，顔面神経麻痺，脊髄

蜘網膜炎  

（15）悪性腫瘍：悪性リンパ腫（リン

パ肉腫症，細網肉腫症，ホジキン病，

皮膚細網症，菌状息肉症）及び類似疾

患（近縁疾患），好酸性肉芽腫，乳癌

の再発転移  

（16）その他の内科的疾患：特発性低

血糖症，原因不明の発熱  

②外科領域：副腎摘除，臓器・組織移

植，侵襲後肺水腫，副腎皮質機能不全

患者に対する外科的侵襲，蛇毒・昆虫

毒（重症の虫さされを含む）  

③整形外科領域：強直性脊椎炎（リウ

マチ性脊椎炎）  

④産婦人科領域：卵管整形術後の癒着

防止，副腎皮質機能障害による排卵障

害  

⑤泌尿器科領域：前立腺癌（他の療法

が無効な場合），陰茎硬結  

⑥皮膚科領域：△印の付されている効

能・効果に対しては，外用剤を用いて

も効果が不十分な場合あるいは十分な

効果を期待し得ないと推定される場合

にのみ用いること．△湿疹・皮膚炎群

（急性湿疹，亜急性湿疹，慢性湿疹，

接触皮膚炎，貨幣状湿疹，自家感作性

皮膚炎，アトピー皮膚炎，乳・幼・小

児湿疹，ビダール苔癬，その他の神経

皮膚炎，脂漏性皮膚炎，進行性指掌角

皮症，その他の手指の皮膚炎，陰部あ

るいは肛門湿疹，耳介及び外耳道の湿

疹・皮膚炎，鼻前庭及び鼻翼周辺の湿

疹・皮膚炎等）（但し，重症例以外は極

力投与しないこと），△痒疹群（小児

ストロフルス，蕁麻疹様苔癬，固定蕁

麻疹を含む）（但し，重症例に限る．ま

た，固定蕁麻疹は局注が望ましい），

蕁麻疹（慢性例を除く）（重症例に限

る），△乾癬及び類症〔尋常性乾癬

（重症例），関節症性乾癬，乾癬性紅皮

症，膿疱性乾癬，稽留性肢端皮膚炎，

疱疹状膿痂疹，ライター症候群〕，△

類乾癬（重症例に限る），△掌蹠膿疱
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症（重症例に限る），△毛孔性紅色粃

糠疹（重症例に限る），△扁平苔癬

（重症例に限る），成年性浮腫性硬化

症，紅斑症〔△多形滲出性紅斑（重症

例に限る），結節性紅斑〕，アナフィラ

クトイド紫斑（単純型，シェーンライ

ン型，ヘノッホ型）（重症例に限る），

ウェーバークリスチャン病，皮膚粘膜

眼症候群〔開口部びらん性外皮症，ス

チブンス・ジョンソン病，皮膚口内

炎，フックス症候群，ベーチェット病

（眼症状のない場合），リップシュッツ

急性陰門潰瘍〕，レイノー病，△円形

脱毛症（悪性型に限る），天疱瘡群

（尋 常 性 天 疱 瘡， 落 葉 状 天 疱 瘡，

Senear-Usher症 候 群， 増 殖 性 天 疱

瘡），デューリング疱疹状皮膚炎（類

天疱瘡，妊娠性疱疹を含む），先天性

表皮水疱症，帯状疱疹（重症例に限

る），△紅皮症（ヘブラ紅色粃糠疹を

含む），顔面播種状粟粒性狼瘡（重症

例に限る），アレルギー性血管炎及び

その類症（急性痘瘡様苔癬状粃糠疹を

含む），潰瘍性慢性膿皮症，新生児ス

クレレーマ  

⑦眼科領域：内眼・視神経・眼窩・眼

筋の炎症性疾患の対症療法（ブドウ膜

炎，網脈絡膜炎，網膜血管炎，視神経

炎，眼窩炎性偽腫瘍，眼窩漏斗尖端部

症候群，眼筋麻痺），外眼部及び前眼

部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不

適当又は不十分な場合（眼瞼炎，結膜

炎， 角 膜 炎， 強 膜 炎， 虹 彩 毛 様 体

炎），眼科領域の術後炎症  

⑧耳鼻咽喉科領域：急性・慢性中耳

炎，滲出性中耳炎・耳管狭窄症，メニ

エル病及びメニエル症候群，急性感音

性難聴，血管運動（神経）性鼻炎，ア

レルギー性鼻炎，花粉症（枯草熱），

副鼻腔炎・鼻茸，進行性壊疽性鼻炎，

喉頭炎・喉頭浮腫，喉頭ポリープ・結

節，食道の炎症（腐蝕性食道炎，直達

鏡使用後）及び食道拡張術後，耳鼻咽

喉科領域の手術後の後療法，難治性口

内炎及び舌炎（局所療法で治癒しない

もの），嗅覚障害，急性・慢性（反復

性）唾液腺炎

【用】（内）1日0.5 ～ 8㎎を1 ～ 4回に分

割

�����������������

（ベタメタゾン）Betamethasone

‛リンデロン坐剤0.5㎎
Rinderon 0.5㎎/個  〔塩野義〕

〔薬価〕55.10円/個

【効】潰瘍性大腸炎（直腸炎型）

【用】（外）1日初期投与量0.5～2.0㎎を

1～2回に分割し直腸内に挿入

�����������������

（ベタメタゾンリン酸エステルナトリ

ウム）Betamethasone sodium 

phosphate

‛リンデロン注2㎎（0.4%）
Rinderon 2㎎/0.5mL/A  〔塩野義〕

〔薬価〕172.00円/A

【効】☆印の付されている投与法は以下

のような条件でのみ使用できる．（そ

の事由がなくなった場合は，速やかに

他の投与法に切り替えること）．1．静

注及び点滴静注：経口投与不能時，緊

急時及び筋注不適時．2．筋注：経口

投与不能時．  

①内科・小児科領域．（1）内分泌疾

患．1）慢性副腎皮質機能不全（原発

性，続発性，下垂体性，医原性）．用

法：筋注．2）急性副腎皮質機能不全

（副腎クリーゼ）．用法：静注，点滴静

注，筋注．3）副腎性器症候群，亜急

性甲状腺炎，甲状腺疾患に伴う悪性眼

球突出症．用法：筋注☆．4）甲状腺

中 毒 症〔甲 状 腺（中 毒 性） ク リ ー
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ゼ〕．用法：静注，点滴静注，筋注

☆．（2）リウマチ疾患．1）関節リウ

マチ，若年性関節リウマチ（スチル病

を含む）．用法：筋注，関節腔内注

射．2）リウマチ熱（リウマチ性心炎

を含む）．用法：静注☆，点滴静注

☆，筋注．3）リウマチ性多発筋痛．

用法：筋注．（3）膠原病．1）エリテ

マ ト ー デ ス（全 身 性 及 び 慢 性 円 板

状），全身性血管炎（高安動脈炎，結

節性多発動脈炎，顕微鏡的多発血管

炎，多発血管炎性肉芽腫症を含む），

多発性筋炎（皮膚筋炎）．用法：静注

☆，点滴静注☆，筋注．2）強皮症．

用法：筋注☆．（4）腎疾患：ネフロー

ゼ及びネフローゼ症候群．用法：静注

☆，点滴静注☆，筋注☆．（5）心疾

患：うっ血性心不全．用法：静注☆，

点滴静注☆，筋注☆．（6）アレルギー

性疾患．1）気管支喘息（但し，筋注

は他の投与法では不適当な場合に限

る）．用法：静注，点滴静注，筋注，

ネブライザー．2）喘息性気管支炎

（小児喘息性気管支炎を含む）．用法：

筋注☆，ネブライザー．3）喘息発作

重積状態，アナフィラキシーショッ

ク．用法：静注，点滴静注．4）薬剤

その他の化学物質によるアレルギー・

中毒（薬疹，中毒疹を含む）．用法：

静注☆，点滴静注☆，筋注☆．5）血

清病．用法：静注，点滴静注，筋注

☆．（7）重症感染症：重症感染症（化

学療法と併用する）．用法：静注，点

滴静注，筋注☆．（8）血液疾患．1）

溶血性貧血（免疫性又は免疫性機序の

疑われるもの），白血病（急性白血

病，慢性骨髄性白血病の急性転化，慢

性リンパ性白血病）（皮膚白血病を含

む）， 顆 粒 球 減 少 症（本 態 性， 続 発

性），紫斑病（血小板減少性及び血小

板非減少性），再生不良性貧血，凝固

因子の障害による出血性素因．用法：

静注，点滴静注，筋注☆．2）髄膜白

血病．用法：脊髄腔内注入．（9）消化

器疾患：限局性腸炎，潰瘍性大腸炎．

用法：静注☆，点滴静注☆，筋注☆，

注腸．（10）重症消耗性疾患：重症消

耗性疾患の全身状態の改善（癌末期，

スプルーを含む）．用法：静注☆，点

滴静注☆，筋注☆．（11）肝疾患．1）

劇症肝炎（臨床的に重症とみなされる

ものを含む）．用法：静注，点滴静

注，筋注☆．2）胆汁うっ滞型急性肝

炎．用法：点滴静注☆，筋注☆．3）

肝硬変（活動型，難治性腹水を伴うも

の，胆汁うっ滞を伴うもの）．用法：

筋注☆．（12）肺疾患：びまん性間質

性肺炎（肺線維症）（放射線肺臓炎を含

む）．用法：静注☆，点滴静注☆，ネ

ブライザー．（13）結核性疾患（抗結

核剤と併用する）．1）結核性髄膜炎．

用法：脊髄腔内注入．2）結核性胸膜

炎．用法：胸腔内注入．（14）神経疾

患．1）脳脊髄炎（脳炎，脊髄炎を含

む）（但し，一次性脳炎の場合は頭蓋内

圧亢進症状がみられ，かつ他剤で効果

が不十分なときに短期間用いるこ

と），重症筋無力症，多発性硬化症

（視束脊髄炎を含む）．用法：静注，点

滴静注，筋注☆，脊髄腔内注入．2）

末梢神経炎（ギランバレー症候群を含

む）．用法：静注☆，点滴静注☆，筋

注☆，脊髄腔内注入．3）小舞踏病，

顔面神経麻痺，脊髄蜘網膜炎．用法：

筋注☆．（15）悪性腫瘍．1）悪性リン

パ腫（リンパ肉腫症，細網肉腫症，ホ

ジキン病，皮膚細網症，菌状息肉症）

及び類似疾患（近縁疾患）．用法：静

注，点滴静注，筋注☆，脊髄腔内注

入．2）好酸性肉芽腫．用法；静注，
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点滴静注，筋注☆．3）乳癌の再発転

移．用法：筋注☆．（16）その他の内

科的疾患．1）特発性低血糖症．用

法：静注，点滴静注，筋注☆．2）原

因不明の発熱．用法：筋注☆  

②外科領域．（1）副腎摘除．用法：静

注，点滴静注，筋注．（2）臓器・組織

移植，副腎皮質機能不全患者に対する

外科的侵襲，蛇毒・昆虫毒（重症の虫

さされを含む）．用法：筋注☆．（3）

侵襲後肺水腫．用法：静注，ネブライ

ザー．（4）外科的ショック及び外科的

ショック様状態，脳浮腫，輸血による

副作用，気管支痙攣（術中）．用法：

静注  

③整形外科領域．（1）強直性脊椎炎

（リウマチ性脊椎炎）．用法：筋注．

（2）強直性脊椎炎（リウマチ性脊椎

炎）に伴う四肢関節炎，変形性関節症

（炎症症状がはっきり認められる場

合），外傷後関節炎，非感染性慢性関

節炎，痛風性関節炎．用法：関節腔内

注射．（3）関節周囲炎（非感染性のも

のに限る），腱周囲炎（非感染性のも

のに限る）．用法：軟組織内注射，腱

鞘内注射，滑液嚢内注入．（4）腱炎

（非感染性のものに限る）．用法：軟組

織内注射，腱鞘内注射．（5）腱鞘炎

（非感染性のものに限る）．用法：腱鞘

内注射．（6）滑液包炎（非感染性のも

のに限る）．用法：滑液嚢内注入．  

④産婦人科領域．（1）卵管閉塞症（不

妊症）に対する通水療法．用法：卵管

腔内注入．（2）卵管整形術後の癒着防

止．用法：筋注☆，卵管腔内注入．

（3）副腎皮質機能障害による排卵障

害．用法：筋注☆．（4）早産が予期さ

れる場合における，母体投与による胎

児肺成熟を介した新生児呼吸窮迫症候

群の発症抑制．用法：筋注．  

⑤泌尿器科領域：前立腺癌（他の療法

が無効な場合），陰茎硬結．用法：筋

注☆．  

⑥皮膚科領域．△印の付されている効

能・効果に対しては，外用剤を用いて

も効果が不十分な場合あるいは十分な

効果を期待し得ないと推定される場合

にのみ用いること．（1）△湿疹・皮膚

炎群（急性湿疹，亜急性湿疹，慢性湿

疹，接触皮膚炎，貨幣状湿疹，自家感

作性皮膚炎，アトピー皮膚炎，乳・

幼・小児湿疹，ビダール苔癬，その他

の神経皮膚炎，脂漏性皮膚炎，進行性

指掌角皮症，その他の手指の皮膚炎，

陰部あるいは肛門湿疹，耳介及び外耳

道の湿疹・皮膚炎，鼻前庭及び鼻翼周

辺の湿疹・皮膚炎等）（但し，重症例以

外は極力投与しないこと）．△痒疹群

（小児ストロフルス，蕁麻疹様苔癬，

固定蕁麻疹を含む）（但し，重症例に限

る．また，固定蕁麻疹は局注が望まし

い）．△類乾癬（重症例に限る），△掌

蹠膿疱症（重症例に限る），△毛孔性

紅色粃糠疹（重症例に限る），成年性

浮腫性硬化症，紅斑症〔△多形滲出性

紅斑（重症例に限る），結節性紅斑〕，

レイノー病，先天性表皮水疱症，帯状

疱疹（重症例に限る），顔面播種状粟

粒性狼瘡（重症例に限る），潰瘍性慢

性膿皮症，新生児スクレレーマ．用

法：筋注☆．（2）蕁麻疹（慢性例を除

く）（重症例に限る），△乾癬及び類症

〔尋常性乾癬（重症例），関節症性乾

癬，乾癬性紅皮症，膿疱性乾癬，稽留

性肢端皮膚炎，疱疹状膿痂疹，ライ

ター症候群〕，アナフィラクトイド紫

斑（単純型，シェーンライン型，ヘ

ノッホ型）（重症例に限る），ウェー

バークリスチャン病，皮膚粘膜眼症候

群〔開口部びらん性外皮症，スチブン
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ス・ジョンソン病，皮膚口内炎，フッ

クス症候群，ベーチェット病（眼症状

のない場合），リップシュッツ急性陰

門潰瘍〕，天疱瘡群（尋常性天疱瘡，

落 葉 状 天 疱 瘡，Senear-Usher症 候

群，増殖性天疱瘡），デューリング疱

疹状皮膚炎（類天疱瘡，妊娠性疱疹を

含む），△紅皮症（ヘブラ紅色粃糠疹

を含む）．用法：点滴静注☆，筋注

☆．  

⑦眼科領域．（1）内眼・視神経・眼

窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法（ブ

ドウ膜炎，網脈絡膜炎，網膜血管炎，

視神経炎，眼窩炎性偽腫瘍，眼窩漏斗

尖端部症候群，眼筋麻痺）．用法：静

注☆，筋注☆，結膜下注射，球後注

射，点眼．（2）外眼部及び前眼部の炎

症性疾患の対症療法で点眼が不適当又

は不十分な場合（眼瞼炎，結膜炎，角

膜炎，強膜炎，虹彩毛様体炎）．用

法：静注☆，筋注☆，結膜下注射，球

後注射．（3）眼科領域の術後炎症．用

法：静注☆，筋注☆，結膜下注射，点

眼  

⑧耳鼻咽喉科領域．（1）急性・慢性中

耳炎．用法：静注☆，点滴静注☆，筋

注☆，中耳腔内注入．（2）滲出性中耳

炎・耳管狭窄症．用法：静注☆，点滴

静注☆，筋注☆，中耳腔内注入，耳管

内注入．（3）メニエル病及びメニエル

症候群，急性感音性難聴，口腔外科領

域手術後の後療法．用法：静注，点滴

静注，筋注．（4）血管運動（神経）性

鼻炎，アレルギー性鼻炎，花粉症（枯

草熱）．用法：筋注，ネブライザー，

鼻腔内注入，鼻甲介内注射．（5）副鼻

腔炎・鼻茸．用法：筋注，ネブライ

ザー，鼻腔内注入，副鼻腔内注入，鼻

茸内注射．（6）進行性壊疽性鼻炎．用

法：静注，点滴静注，筋注，ネブライ

ザー，鼻腔内注入，副鼻腔内注入，喉

頭・気管注入．（7）喉頭炎・喉頭浮

腫．用法：静注，点滴静注，筋注，ネ

ブライザー，喉頭・気管注入．（8）喉

頭ポリープ・結節．用法：静注☆，点

滴静注☆，筋注☆，ネブライザー，喉

頭・気管注入．（9）食道の炎症（腐蝕

性食道炎，直達鏡使用後）及び食道拡

張術後．用法：静注，点滴静注，筋

注，ネブライザー，食道注入．（10）

耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法．用

法：静注，点滴静注，筋注，軟組織内

注射，ネブライザー，鼻腔内注入，副

鼻腔内注入，鼻甲介内注射，喉頭・気

管注入，中耳腔内注入，食道注入．

（11）難治性口内炎及び舌炎（局所療

法で治癒しないもの）．用法：軟組織

内注射．（12）嗅覚障害．用法：静注

☆，点滴静注☆，筋注☆，ネブライ

ザー，鼻腔内注入．（13）急性・慢性

（反復性）唾液腺炎．用法：静注☆，

点滴静注☆，筋注☆，唾液腺管内注入

【用】（注）静注：1回2～8㎎を3～6時

間ごと．点滴静注：1回2～10㎎を1日

1 ～ 2回．筋注：1回2 ～ 8㎎を3 ～ 6時

間ごと，母体投与による新生児呼吸窮

迫症候群の発症抑制に用いる場合，早

産が予期される妊娠34週までの妊婦に

対し，1回12㎎を24時間ごとに計2回．

関節腔内注射：1回1～5㎎，投与間隔

を2週間以上とすること．軟組織内注

射：1回1 ～ 5㎎，投与間隔を2週間以

上とすること．腱鞘内注射：1回1～5

㎎，投与間隔を2週間以上とするこ

と．滑液嚢内注入：1回1～5㎎，投与

間隔を2週間以上とすること．脊髄腔

内注入：1回1～5㎎を週1～3回．胸腔

内注入：1回1～5㎎を週1～3回．卵管

腔内注入：1回0.4 ～ 1㎎．注腸：1回

0.4 ～ 6 ㎎． 結 膜 下 注 射：1 回 0.4 ～ 2
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㎎，その際の液量は0.2 ～ 0.5mLとす

る．球後注射：1回0.8～4㎎，その際

の液量は0.5 ～ 1.0mLとする．点眼：1

回0.25～1㎎/mL溶液1～2滴を1日3～

8回．ネブライザー：1回0.1～2㎎を1

日1～3回．鼻腔内注入：1回0.1～2㎎

を1日1～3回．副鼻腔内注入：1回0.1

～2㎎を1日1～3回．鼻甲介内注射：1

回1～5㎎．鼻茸内注射：1回1～5㎎．

喉頭・気管注入：1回0.1～2㎎を1日1

～ 3回．中耳腔内注入：1回0.1 ～ 2㎎

を1日1～3回．耳管内注入：1回0.1～

2㎎を1日1～3回．食道注入：1回1～2

㎎．唾液腺管内注入：1回0.5～1㎎

�����������������

24004　その他の副腎皮質ステロイ
ド（配合剤）

 

‛セレスタミン配合錠
Celestamine 配合剤  〔高田〕

ラ
〔薬価〕8.40円/T

1錠中： 

ベタメタゾン 0.25㎎ 

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

 2㎎

【効】蕁麻疹（慢性例を除く），湿疹・

皮膚炎群の急性期及び急性増悪期，薬

疹，アレルギー性鼻炎

【用】（内）1回1～2錠を1日1～4回

�����������������

241　女性ホルモン製剤・子宮用
剤

24101　卵胞ホルモン
 

（エストラジオール）Estradiol

‛エストラーナテープ0.72㎎
Estrana 0.72㎎/枚  〔久光〕

〔薬価〕89.60円/枚

【効】①更年期障害及び卵巣欠落症状に

伴 う 次 記 症 状： 血 管 運 動 神 経 症 状

（Hot flush及び発汗），泌尿生殖器の

萎縮症状．②閉経後骨粗鬆症．③性腺

機能低下症，性腺摘出又は原発性卵巣

不全による低エストロゲン症．④凍結

融解胚移植におけるホルモン補充周

期．⑤生殖補助医療における調節卵巣

刺激の開始時期の調整

【用】（外） ① ② 0.72 ㎎（1 枚） を 下 腹

部，臀部のいずれかに貼付し，2日毎

に貼り替える．③0.72㎎から開始す

る．下腹部，臀部のいずれかに貼付

し，2日毎に貼り替える．小児：0.09

㎎から開始．下腹部，臀部のいずれか

に貼付し，2日毎に貼り替える．その

後，0.18㎎，0.36㎎，0.72㎎へ段階的

に増量．④0.72～5.76㎎を下腹部，臀

部のいずれかに貼付し，2日毎に貼り

替え，子宮内膜の十分な肥厚が得られ

た時点で，黄体ホルモン剤の併用を開

始して，妊娠8週まで本剤の投与を継

続．⑤0.72㎎を下腹部，臀部のいずれ

かに貼付し，21～28日間，2日毎に貼

り替え，投与期間の後半に黄体ホルモ

ン剤を併用
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（エストラジオール）Estradiol

‛ジュリナ錠0.5㎎
Julina 0.5㎎/T  〔バイエル〕

〔薬価〕56.90円/T

【効】①更年期障害及び卵巣欠落症状に

伴う次記症状：血管運動神経系症状

（Hot flush及び発汗），腟萎縮症状．

②閉経後骨粗鬆症．③生殖補助医療に

おける調節卵巣刺激の開始時期の調

整．④凍結融解胚移植におけるホルモ

ン補充周期

【用】（内）①1日1回0.5㎎，1日1回1.0

㎎まで．②1日1回1.0㎎．③1日1回0.5

又は1.0㎎を21～28日間投与し，投与
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期間の後半に黄体ホルモン剤を併用．

④1日0.5～4.5㎎を投与，子宮内膜の

十分な肥厚が得られた時点で，黄体ホ

ルモン剤の併用を開始して，妊娠8週

まで投与を継続．1回投与量は2.0㎎を

超えない
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（エストリオール）Estriol

‛エストリール錠1㎎
Estriel 1㎎/T  〔持田〕

〔薬価〕13.00円/T

【効】①更年期障害，腟炎（老人，小児

及び非特異性），子宮頸管炎並びに子

宮腟部びらん．②老人性骨粗鬆症

【用】（内） ① 1 回 0.1 ～ 1.0 ㎎ 1 日 1 ～ 2

回．②1回1.0㎎1日2回
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（エストリオール）Estriol

‛ホーリンV腟用錠1㎎
Holin V 1㎎/T  〔あすか〕

〔薬価〕26.10円/T

【効】腟 炎（老 人， 小 児 及 び 非 特 異

性），子宮頸管炎並びに子宮腟部びら

ん

【用】（外）1日1回0.5 ～ 1.0㎎を腟内に

挿入
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（結合型エストロゲン）Conjugated 

estrogens

‛プレマリン錠0.625㎎
Premarin 0.625㎎/T  〔ファイザー〕

〔薬価〕18.90円/T

【効】①卵巣欠落症状．②卵巣機能不全

症．③更年期障害．④腟炎（老人，小

児及び非特異性）．⑤機能性子宮出血

【用】（内）1日0.625 ～ 1.25㎎．機能性

子宮出血又は腟炎に対しては，1日

0.625～3.75㎎
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242　女性ホルモン製剤・子宮用
剤

24201　黄体ホルモン
 

（ジドロゲステロン）Dydrogesterone

‛デュファストン錠5㎎
Duphaston 5㎎/T  〔マイランEPD〕

〔薬価〕30.70円/T

【効】①切迫流早産，習慣性流早産，無

月経，月経周期異常（稀発月経，多発

月経）又は生殖補助医療における調節

卵巣刺激の開始時期の調整，月経困難

症，機能性子宮出血，黄体機能不全に

よる不妊症，子宮内膜症．②調節卵巣

刺激下における早発排卵の防止．③生

殖補助医療における黄体補充

【用】（内）①1日5～15㎎を1～3回に分

割．子宮内膜症には1日5 ～ 20㎎．②

月経周期2～5日目より1日20㎎を1又

は2回．③1回10㎎を1日3回
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（プロゲステロン）Progesterone

‛エフメノカプセル100㎎（試）
F-meno 100㎎/cap  〔富士製薬〕

〔薬価〕229.30円/cap

【効】更年期障害及び卵巣欠落症状に対

する卵胞ホルモン剤投与時の子宮内膜

増殖症の発症抑制

【用】（内）卵胞ホルモン剤との併用に

おいて，①②のいずれかを選択．①卵

胞ホルモン剤の投与開始日からプロゲ

ステロンとして100㎎を1日1回就寝

前．②卵胞ホルモン剤の投与開始日を

1日目として，卵胞ホルモン剤の投与

15日目から28日目までプロゲステロン

として200㎎を1日1回就寝前．これを1

周期とし，以後この周期を繰り返す

�����������������
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（メドロキシプロゲステロン酢酸エス

テル）Medroxyprogesterone acetate

‛プロベラ錠2.5㎎
Provera 2.5㎎/T  〔ファイザー〕

〔薬価〕21.50円/T

【効】無月経，月経周期異常（稀発月

経，多発月経），月経量異常（過少月

経，過多月経），機能性子宮出血，黄

体機能不全による不妊症，切迫流早

産，習慣性流早産

【用】（内）1日2.5～15㎎を1～3回に分

割
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24202　卵胞・黄体ホルモン配合剤
 

‛プラノバール配合錠
Planovar 配合剤  〔あすか〕

〔薬価〕13.80円/T

1錠中： 

ノルゲストレル 0.5㎎ 

エチニルエストラジオール 0.05㎎

【効】①機能性子宮出血．②月経困難

症，月経周期異常（稀発月経，頻発月

経）又は生殖補助医療における調節卵

巣刺激の開始時期の調整，過多月経，

子宮内膜症，卵巣機能不全

【用】（内）①1日1錠を7 ～ 10日間連続

投与．②1日1錠を月経周期第5日より

約3週間連続投与

�����������������

‛メノエイドコンビパッチ
Menoaid 配合剤  〔久光〕

〔薬価〕383.60円/枚

1枚（9）中： 

エストラジオール 0.62㎎ 

酢酸ノルエチステロン 2.70㎎

【効】更年期障害及び卵巣欠落症状に伴

う血管運動神経系症状（Hot flush及

び発汗）

【用】（外）1枚を3～4日ごとに1回（週

2回）下腹部に貼付
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‛ヤーズフレックス配合錠
Yaz Flex 配合剤  〔バイエル〕

〔薬価〕280.10円/T

1錠中： 

ドロスピレノン 3㎎ 

エチニルエストラジオールベータデ

クスとして 

エチニルエストラジオール 0.020㎎

【効】①子宮内膜症に伴う疼痛の改善．

②月経困難症．③生殖補助医療におけ

る調節卵巣刺激の開始時期の調整

【用】（内）①1日1錠．24日目までは出

血の有無にかかわらず連続投与．25日

目以降に3日間連続で出血（点状出血

を含む）が認められた場合又は連続投

与が120日に達した場合は，4日間休

薬．休薬後は出血が終わっているか続

いているかにかかわらず，連続投与を

開始．以後同様に連続投与と休薬を繰

り返す．②次記のいずれかを選択．・1

日1錠．24日目までは出血の有無にか

かわらず連続投与．25日目以降に3日

間連続で出血（点状出血を含む）が認

められた場合又は連続投与が120日に

達した場合は4日間休薬．休薬後は出

血が終わっているか続いているかにか

かわらず，連続投与を開始．以後同様

に連続投与と休薬を繰り返す．・1日1

錠を24日間連続経口投与し4日間休

薬．以上28日間を投与1周期とし，出

血が終わっているか続いているかにか

かわらず，29日目から次の周期の錠剤

を投与し，以後同様に繰り返す．③1

日1錠を，14～28日間連続投与
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‛ルナベル配合錠LD
Lunabell LD 配合剤  〔日本新薬〕

〔薬価〕204.00円/T
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1錠中： 

ノルエチステロン 1㎎ 

エチニルエストラジオール 0.035㎎

‛ルナベル配合錠ULD
Lunabell ULD 配合剤

〔薬価〕213.10円/T

1錠中： 

ノルエチステロン 1㎎ 

エチニルエストラジオール 0.02㎎

【効】①月経困難症．②生殖補助医療に

おける調節卵巣刺激の開始時期の調整

【用】（内）①1日1錠を毎日一定の時刻

に21日間投与し，その後7日間休薬．

以上28日間を投与1周期とし，出血が

終わっているか続いているかにかかわ

らず，29日目から次の周期の錠剤を投

与し，以後同様に繰り返す．②1日1錠

を毎日一定の時刻に，14 ～ 21日間投

与
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24204　経口避妊薬
 

‛マーベロン28
Marvelon （28日分）1組  〔MSD〕

1錠中： 

（白色錠） 

デソゲストレル 0.15㎎ 

エチニルエストラジオール 0.03㎎ 

（緑色錠）プラセボ

【効】避妊

【用】（内）1日1錠を毎日一定の時刻に

白色錠を21日間連続経口投与し，続け

て緑色錠を7日間，合計28日間連続投

与．次周期以降は，消退出血の有無に

かかわらず，引き続き白色錠より投与

を開始し，28日間連続投与．したがっ

て，1周期目の投与開始より休薬期間

は一切とらない．通常，緑色錠服用中

に月経（消退出血）が発来
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24205　緊急避妊薬
 

（レボノルゲストレル）Levonorg-

estrel

‛レボノルゲストレル錠1.5㎎
「F」

Levonorgestrel 1.5㎎/T  〔富士製薬〕

【効】緊急避妊

【用】（内）性交後72時間以内に1.5㎎を

1回
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24206　子宮内黄体ホルモン放出シ
ステム

 

（レボノルゲストレル）Levonorg-

estrel

‛ミレーナ52㎎
Mirena 1個  〔バイエル〕

〔薬価〕26,621.40円/個

【効】避妊，過多月経，月経困難症

【用】（外）本剤1個を子宮腔内に装着
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24207　排卵誘発薬
 

（クロミフェンクエン酸塩）Clomi-

fene citrate

‛クロミッド錠50㎎
Clomid 50㎎/T  〔富士製薬〕

ラ
〔薬価〕96.40円/T

【効】①排卵障害に基づく不妊症の排卵

誘発．②乏精子症における精子形成の

誘導．③生殖補助医療における調節卵

巣刺激

【用】（内）①無排卵症の患者に対して

排卵誘発を試みる場合には，まずGe-

stagen，Estrogen testを 必 ず 行 っ

て，消退性出血の出現を確認し，子宮

性無月経を除外した後，開始．第1

クール1日50㎎5日間で開始し，無効の
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場合は1日100㎎5日間に増量．1日100

㎎5日間を限度．②1回50㎎を隔日．③

1日50㎎を月経周期3日目から5日間投

与．効果不十分な場合は，次周期以降

の用量を1日100㎎に増量できる
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24208　GnRHアゴニスト・アンタ
ゴニスト

 

（ブセレリン酢酸塩）Buserelin 

acetate

‛ブセレリン点鼻液0.15%「F」
あ�

Buserelin 15.75㎎/10mL/本 

 〔富士製薬〕

〔薬価〕5,073.90円/瓶

〔先発品〕スプレキュア点鼻液0.15%

【効】①子宮内膜症，子宮筋腫の縮小及

び子宮筋腫に基づく下記諸症状の改

善：過多月経，下腹痛，腰痛，貧血．

②中枢性思春期早発症．③生殖補助医

療における早発排卵の防止

【用】（外）1回左右の鼻腔内に各々300

μg（1噴霧）．①1日3回，月経周期1～

2日目より投与．②1日3～6回，効果

不十分のとき皮下注法に切り替える．

③1日2～3回，十分な効果が得られな

い場合は，1日4回投与まで可
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（リュープロレリン酢酸塩）Leupro-

relin acetate

‛リュープリン注射用キット
1.88㎎� お

Leuplin 1.88㎎/1mL/本  〔武田〕

〔薬価〕21,274.00円/筒

【効】①子宮内膜症．②過多月経，下腹

痛，腰痛及び貧血等を伴う子宮筋腫に

おける筋腫核の縮小及び症状の改善．

③中枢性思春期早発症

【用】（注） ① 4 週 に 1 回 3.75 ㎎ を 皮 下

注．体重が50㎏未満の患者では1.88㎎

を投与できる．初回は月経周期1～5

日目に．②4週に1回1.88㎎を皮下注．

体重の重い患者，子宮腫大が高度の患

者では3.75㎎を投与．初回は月経周期

1～5日目に行う．③4週に1回30μg/㎏

を皮下注．症状に応じて180μg/㎏ま

で増量できる
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（レルゴリクス）Relugolix

‛レルミナ錠40㎎ お
Relumina 40㎎/T  〔あすか〕

〔薬価〕893.40円/T

【効】子宮筋腫に基づく次記諸症状の改

善：過多月経，下腹痛，腰痛，貧血．

子宮内膜症に基づく疼痛の改善

【用】（内）40㎎を1日1回食前．初回投

与は月経周期1～5日目に行う
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24209　子宮内膜症治療薬
 

（ジエノゲスト）Dienogest

‛ディナゲスト錠1㎎
Dinagest 1㎎/T  〔持田〕

〔薬価〕221.60円/T

【効】子宮内膜症，子宮腺筋症に伴う疼

痛の改善

【用】（内）1日2㎎を2回に分割し，月経

周期2～5日目より経口投与
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24210　子宮収縮薬
 

（ジノプロスト）Dinoprost

‛プロスタルモン・F注射液1000
� お

Prostarmon F 1000μg/1mL/A  〔丸石〕

〔薬価〕496.00円/A

【効】①静脈内注射投与：1）妊娠末期

における陣痛誘発・陣痛促進・分娩促

進．2）次記における腸管蠕動亢進：

154

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2499701
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2499701
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2499407
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2499407
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2499013
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2499010
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2499401
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2499401


－155－

24

24　ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

胃腸管の手術における術後腸管麻痺の

回復遷延の場合，麻痺性イレウスにお

いて他の保存的治療で効果が認められ

ない場合．②卵膜外投与：治療的流産

【用】（注）①1）1 ～ 2mLを静脈内に点

滴又は持続注入．（a）点滴静注：本

剤1mLに5%ブドウ糖注射液又は糖液を

加えて500mLに希釈し，0.1μg/㎏/分の

割合で点滴静注．希釈する輸液の量及

び種類は患者の状態に応じて適切に選

択．（b）シリンジポンプによる静注

（持続注入）：本剤1mLに生理食塩液を

加 え て 50mLに 希 釈 し，0.1μg/㎏/分

（0.05 ～ 0.15μg/㎏/分） の 割 合 で 静

注．2）1回1,000 ～ 2,000μg（本剤1 ～

2mL）を輸液500mLに希釈し，1 ～ 2時

間（10～20μg/分の投与速度）で1日2

回点滴静注．手術侵襲の程度ならびに

他の処置などを考慮して慎重に行うこ

と．3日間投与しても効果が認められ

ないときは直ちに投与を中止し他の療

法にきりかえる．  

②〔妊娠12週以降〕本剤1mLに生理食

塩液を加え4mLに希釈し，この液を子

宮壁と卵膜の間に数回に分け注入．1）

薬 液 注 入 カ テ ー テ ル の 固 定： 通 常

フォーリーカテーテルを用いる．カ

テーテルを子宮頸管を通じ挿入，カ

テーテルのバルーン部が子宮口を通過

して，子宮下部まで到達した後，バ

ルーン部に生理食塩液を充満，内子宮

口を閉鎖し，カテーテルの脱出と腟へ

の薬液漏出を防止する．次にカテーテ

ルを大腿部内側へテープで固定する．

2）薬液の注入：（a）初回量：希釈液

（ジノプロスト250μg/mL）1mLを注入

し，薬液がカテーテル内に残らないよ

うに引き続きカテーテルの内腔量を若

干上回る生理食塩液を注入する（通

例，16号カテーテルでは約3.5mL）．

（b）2回目以降：2時間ごとに希釈液3

～4mL（750～1,000μg）を反復投与す

るが，初回投与による子宮収縮，その

他の反応が強すぎる場合には，次回の

投与量を2mL（500μg）に減量又は4時

間後に投与．（c）本剤の投与は原則と

して2時間々隔で行うが，本剤による

効果及びその他の反応を観察しながら

適宜投与量及び投与間隔を1～4時間

の間で調節する．（d）本投与法にお

いては薬剤注入の度に，カテーテルの

内腔量を若干上回る生理食塩液を引き

続き注入することに注意すること．  

〔妊娠12週未満〕胞状奇胎，合併症で

全身麻酔が困難な症例，頸管拡張の困

難な症例又はその場合の除去術の前処

置に使用する．その際本剤の注入は，

硫酸アトロピン，鎮痛剤の投与後，前

麻酔効果があらわれてから行うことが

望ましい．1）チューブの挿入：通常

F4～5号の合成樹脂製の細いチューブ

を用い，使用前にチューブ内腔に生理

食塩液を満たしておく．チューブを鉗

子ではさみ，外子宮口より子宮腔内に

ゆっくりと約7㎝位まで挿入する．直

視 下 で 薬 液 の 注 入 を 行 う 以 外 は，

チューブの排出をふせぐためチューブ

をとりかこむようにガーゼを腟腔内に

つめる．注射器をチューブに接続し，

チューブを大腿部内側にテープで固定

する．2）薬液の注入：（a）分割注入

法：妊娠12週以降の場合に準じ，本剤

1mLに生理食塩液を加え4mLに希釈し

た液を用い分割注入する．初回量は希

釈液1mL（ジノプロスト250μg/mL）を

注入し，また薬液がチューブ内に残ら

ないように引き続きチューブ内腔量を

若干上回る生理食塩液を注入する．2

回目以降の注入は，原則として1時間

ごとに希釈液3～4mL（750～1,000μg）
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を反復投与するが，初回投与による子

宮収縮，その他の反応が強すぎる場合

に は， 次 回 の 投 与 量 を 2mL（500μg）

に減量又は投与時間々隔をおくらせ

る．本剤の投与は原則として総投与量

3,000μgとし，また1時間々隔で行う

が，本剤による効果及びその他の反応

を観察しながら適宜に投与量及び投与

時間々隔を調節する．本投与法におい

ては薬剤注入の度にチューブの内腔量

を若干上回る生理食塩液を引き続き注

入することに注意する．（b）一回注

入法：通常ジノプロスト1,000μg/mL含

有 注 射 剤 を 希 釈 し な い で， 一 回 に

2,000 ～ 3,000μg（2 ～ 3mL） を ゆ っ く

り注入する．本剤による効果及びその

反応を観察しながら適宜に投与量を増

減する．注入後チューブの内腔量を若

干上回る生理食塩液を引き続き注入す

る．チューブは薬液注入が終了すれば

抜きとる
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（メチルエルゴメトリンマレイン酸塩）

Methylergometrine maleate

‛メチルエルゴメトリン錠
0.125㎎「あすか」 お

Methylergometrine 0.125㎎/T 

 〔あすか〕

〔薬価〕10.10円/T

【効】子宮収縮促進並びに子宮出血予防

及び治療の目的で次の場合に使用：胎

盤娩出後，子宮復古不全，流産，人工

妊娠中絶

【用】（内）1回0.125 ～ 0.25㎎を1日2 ～

4回
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（メチルエルゴメトリンマレイン酸塩）

Methylergometrine maleate

‛メチルエルゴメトリン注0.2㎎
「あすか」あ� お

Methylergometrine 0.2㎎/1mL/A 

 〔あすか〕

〔薬価〕59.00円/A

【効】子宮収縮促進並びに子宮出血予防

及び治療の目的で次の場合に使用：胎

盤娩出前後，弛緩出血，子宮復古不

全，帝王切開術，流産，人工妊娠中絶

【用】（注）1回0.1 ～ 0.2㎎を静注する

か，又は0.2㎎を皮下注，筋注

�����������������

244　視床下部向下垂体ホルモン
剤

24401　視床下部向下垂体ホルモン
 

（オクトレオチド酢酸塩）Octreotide 

acetate

‛サンドスタチン皮下注用
100μg� お

Sandostatin 100μg/1mL/A 

 〔ノバルティス〕

〔薬価〕1,959.00円/A

【効】①次記疾患に伴う諸症状の改善：

消化管ホルモン産生腫瘍（VIP産生腫

瘍，カルチノイド症候群の特徴を示す

カルチノイド腫瘍，ガストリン産生腫

瘍）．次記疾患における成長ホルモ

ン，ソマトメジン-C分泌過剰状態及

び諸症状の改善：先端巨大症・下垂体

性巨人症（外科的処置，他剤による治

療で効果が不十分な場合又は施行が困

難な場合）．②進行・再発癌患者の緩

和医療における消化管閉塞に伴う消化

器症状の改善．③先天性高インスリン

血症に伴う低血糖（他剤による治療で

効果が不十分な場合）

【用】（注）①1日量100又は150μgより
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はじめ，効果が不十分な場合は1日量

300μgまで漸増し，2～3回に分割し皮

下注．②1日量300μgを24時間持続皮

下注．③1日量5μg/㎏を，3～4回に分

けて皮下注又は24時間持続皮下注．最

大投与量は1日量25μg/㎏まで
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245　下垂体後葉ホルモン
24501　下垂体後葉ホルモン
 

（デスモプレシン酢酸塩水和物）

Desmopressin acetate hydrate

‛ミニリンメルトOD錠25μg� お
Minirinmelt OD 25μg/T 

 〔フェリング〕

〔薬価〕52.00円/T

【効】男性における夜間多尿による夜間

頻尿

【用】（内）1日1回就寝前に50μg
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（バソプレシン）Vasopressin 

injection

‛ピトレシン注射液20
Pitressin 20IU/A  〔第一三共〕

〔薬価〕607.00円/A

【効】①下垂体性尿崩症．②下垂体性又

は腎性尿崩症の鑑別診断．③腸内ガス

の除去（鼓腸，胆嚢撮影の前処置，腎

盂撮影の前処置）．④食道静脈瘤出血

の緊急処置

【用】（注）①1回2～10単位を1日2～3

回皮下又は筋注．②5～10単位を皮下

又は筋注するか，0.1単位を静注し，

その後尿量の減少が著しく，かつ尿比

重が1.010以上にまで上昇すれば，バ

ソプレシン反応性尿崩症が考えられ

る．③5～10単位を皮下又は筋注．④

20 単 位 を 5%ブ ド ウ 糖 液 な ど 100 ～

200mLに混和し，0.1～0.4単位/分の注

入速度で持続的に静注
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246　性腺刺激ホルモン
24601　性腺刺激ホルモン
 

（ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン）

Human menopausal gonadotrophin

‛HMG注用150単位「あすか」
（無）あ� け

HMG 150単位/2mL（溶）付  〔あすか〕

〔薬価〕1,331.00円/瓶

【効】①間脳性（視床下部性）無月経，

下垂体性無月経の排卵誘発．②生殖補

助医療における調節卵巣刺激

【用】（注）①1日75～150単位を連続筋

注し，頸管粘液量が約300以上，羊

歯状形成（結晶化）が第3度の所見を

指標として（4～20日，通常5～10日

間），ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンに

切りかえる．用法・用量は症例によっ

て異なるので，使用に際しては厳密な

経過観察が必要．②150又は225単位を

1日1回皮下又は筋注投与．患者の反応

に応じて1日450単位を超えない範囲で

適宜用量を調節し，卵胞が十分に発育

するまで継続
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（ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン）

Human chorionic gonadotrophin

‛ゴナトロピン注用5000単位� け
Gonatropin 5,000IU/A  〔あすか〕

〔薬価〕1,290.00円/A

【効】①無排卵症（無月経，無排卵周期

症，不妊症）．②機能性子宮出血，黄

体機能不全症又は生殖補助医療におけ

る黄体補充．③停留睾丸．④造精機能

不全による男子不妊症，下垂体性男子

性腺機能不全症（類宦官症），思春期

遅発症．⑤睾丸機能検査．⑥卵巣機能

検査．⑦黄体機能検査．⑧妊娠初期の

切迫流産，妊娠初期に繰り返される習
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慣性流産．⑨低ゴナドトロピン性男子

性腺機能低下症における精子形成の誘

導．⑩生殖補助医療における卵胞成熟

及び黄体化．⑪一般不妊治療（体内で

の受精を目的とした不妊治療）におけ

る排卵誘発及び黄体化

【用】（注）①1日3,000～5,000単位を筋

注．②1日1,000 ～ 3,000単位を筋注．

③1回300～1,000単位，1週1～3回を4

～10週まで，又は1回3,000～5,000単

位を3日間連続筋注．④1日500～5,000

単位を週2～3回筋注．⑤10,000単位1

回又は3,000 ～ 5,000単位を3 ～ 5日間

筋注し，1 ～ 2時間後の血中テストス

テロン値を投与前値と比較する．⑥

1,000～5,000単位を単独又はFSH製剤

と併用投与して卵巣の反応性をみる．

⑦3,000 ～ 5,000単位を高温期に3 ～ 5

回，隔日に投与し，尿中ステロイド排

泄 量 の 変 化 を み る． ⑧ 1 日 1,000 ～

5,000単位を筋注．⑨1）二次性徴の発

現及び血中テストステロン値を正常範

囲内にするため，1,000単位を1週3回

皮下注，血中テストステロン値が正常

範囲に達しない又は正常範囲上限を超

えた場合には，1,000 ～ 5,000単位を1

週2～3回の範囲内で調整，2）更に，

精子形成の誘導のため，1,000～5,000

単位を1週2～3回皮下注すると共に，

遺伝子組換えFSH製剤を併用投与．

⑩⑪5,000単位を単回筋肉内注射又は

皮下注射するが，患者の状態に応じて

投与量を10,000単位とすることができ

る
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247　その他のホルモン剤（抗ホ
ルモン剤を含む）

24701　グルカゴン
 

（グルカゴン）Glucagon

‛グルカゴンGノボ注射用1㎎�お
Glucagon G novo 1㎎/V  〔EA〕

リ
〔薬価〕2,643.00円/瓶

【効】①消化管のX線及び内視鏡検査の

前処置．②低血糖時の救急処置．③成

長ホルモン分泌機能検査．④肝型糖原

病検査．⑤胃の内視鏡的治療の前処置

【用】（注）①1㎎を1mLの注射用水に溶

解し，0.5～1㎎を筋注又は静注．②1

㎎を1mLの注射用水に溶解し，筋注又

は静注．③1㎎を1mLの注射用水に溶解

し，0.03㎎/㎏を空腹時に皮下注．最

大投与量1㎎．〔判定基準〕血中hGH

値は，測定方法，患者の状態等の関連

で異なるため，明確に規定しえない

が，通常，正常人では，本剤投与後60

～ 180分でピークに達し，10ng/mL以

上を示す．血中hGH値が5ng/mL以下

の場合hGH分泌不全とする．なお，

本剤投与後60分以降は30分毎に180分

まで測定し，判定することが望まし

い．④1㎎を生理食塩液20mLに溶か

し，3分かけて静注．小児：1㎎を1mL

の注射用水に溶解し，0.03㎎/㎏を筋

注．1㎎まで．〔判定基準〕正常反応は

個々の施設で設定されるべきである

が，通常，正常小児では，本剤筋注後

30 ～ 60分で血糖はピークに達し，前

値より25㎎/dL以上上昇する．正常成

人 で は， 本 剤 の 静 注 後 15 ～ 30 分 で

ピークに達し，前値より30～60㎎/dL

上昇する．しかし，投与後の血糖の

ピーク値だけでは十分な判定ができな

いと考えられる場合は，投与後15 ～
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24　ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

30分毎に測定し，判定することが望ま

しい．⑤1㎎を1mLの注射用水に溶解

し，筋注又は静注．内視鏡的治療中に

消化管運動が再開し，治療に困難を来

した場合又はその可能性がある場合，

1㎎を追加投与．本剤の作用発現時間

は，筋注の場合約5分，静注の場合1分

以内であり，作用持続時間について

は，筋注の場合約25分間，静注の場合

15～20分間である
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25　腎・泌尿生殖器官及び肛門用薬

25　腎・泌尿生殖器官及び肛
門用薬

251　痔疾用剤
25101　抗炎症薬
 

‛プロクトセディル坐薬
Proctosedyl 配合剤  〔EA〕

〔薬価〕30.70円/個

1個中： 

ヒドロコルチゾン 5㎎ 

フラジオマイシン硫酸塩 7.1㎎ 

ジブカイン塩酸塩 5㎎ 

エスクロシド 10㎎

【効】痔核，裂肛の症状（出血，疼痛，

腫脹，痒感）の緩解

【用】（外）1回1個を1日1 ～ 3回肛門内

に挿入
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‛プロクトセディル軟膏
Proctosedyl 2g/個（配合剤）  〔EA〕

〔薬価〕20.60円/g

1g中： 

ヒドロコルチゾン 5㎎ 

フラジオマイシン硫酸塩 7.1㎎ 

ジブカイン塩酸塩 5㎎ 

エスクロシド 10㎎

【効】痔核・裂肛の症状（出血，疼痛，

腫脹，痒感）の緩解．肛門周囲の湿

疹・皮膚炎

【用】（外）1日1 ～ 3回適量を患部に塗

布又は注入
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‛ヘモナーゼ配合錠
Hemonase 配合剤  〔堀井〕

〔薬価〕11.50円/T

1錠中： 

ブロメライン 35,000ブロメライン単

位 

トコフェロール酢酸エステル 10㎎

【効】痔核・裂肛の症状（出血，疼痛，

腫脹，痒感）の緩解，肛門部手術創

【用】（内）1回1錠を1日3～4回
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25102　肉芽形成促進薬
 

‛強力ポステリザン（軟膏）
Posterisan forte 2g/個  〔マルホ〕

〔薬価〕18.90円/g

1g中： 

大腸菌死菌浮遊液 0.163mL 

（大腸菌死菌約2.59億個含有） 

ヒドロコルチゾン 2.50㎎

【効】痔核・裂肛の症状（出血，疼痛，

腫脹，痒感）の緩解，肛門部手術創，

肛門周囲の湿疹・皮膚炎，軽度な直腸

炎の症状の緩解

【用】（外）1日1 ～ 3回適量を患部に塗

布又は注入
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252　尿路結石治療剤
25201　結石排出促進薬
 

（ウラジロガシエキス）Quercus 

salicina extract

‛ウロカルン錠225㎎
Urocalun 225㎎/T  〔日本新薬〕

〔薬価〕7.00円/T

【効】腎結石・尿管結石の排出促進

【用】（内）1回450㎎，1日3回
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253　頻尿・過活動膀胱治療薬
25301　抗コリン薬
 

（イミダフェナシン）Imidafenacin

‛ステーブラOD錠0.1㎎
Staybla OD 0.1㎎/T  〔小野〕

リ
〔薬価〕61.20円/T

【効】過活動膀胱における尿意切迫感，

頻尿及び切迫性尿失禁
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【用】（内）1回0.1㎎を1日2回，朝食後

及び夕食後．1回0.2㎎，1日0.4㎎まで
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（コハク酸ソリフェナシン）Solifena-

cin succinate

‛ベシケアOD錠5㎎
Vesicare OD 5㎎/T  〔アステラス〕

リ
〔薬価〕117.30円/T

【効】過活動膀胱における尿意切迫感，

頻尿及び切迫性尿失禁

【用】（内）5㎎を1日1回．1日10㎎まで
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（フェソテロジンフマル酸塩）

Fesoterodine fumarate

‛トビエース錠4㎎
Toviaz 4㎎/T  〔ファイザー〕

リ
〔薬価〕146.00円/T

【効】①過活動膀胱における尿意切迫

感，頻尿及び切迫性尿失禁．②神経因

性膀胱における排尿管理

【用】（内）①4㎎を1日1回．1日1回8㎎

まで増量可．②体重25㎏超の小児には

4㎎を開始用量として1日1回．投与開

始から1週間後以降に，1日1回8㎎まで

増量可
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（プロピベリン塩酸塩）Propiverine 

hydrochloride

‛バップフォー錠10
Bup-4 10㎎/T  〔大鵬〕

ラ
〔薬価〕36.30円/T

【効】①次記疾患又は状態における頻

尿，尿失禁：神経因性膀胱，神経性頻

尿，不安定膀胱，膀胱刺激状態（慢性

膀胱炎，慢性前立腺炎）．②過活動膀

胱における尿意切迫感，頻尿及び切迫

性尿失禁

【用】（内）20㎎を1日1回食後．20㎎を1

日2回まで
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25302　β3受容体作動薬
 

（ビベグロン）Vibegron

‛ベオーバ錠50㎎
Beova 50㎎/錠  〔キッセイ〕

〔薬価〕169.00円/T

【効】過活動膀胱における尿意切迫感，

頻尿及び切迫性尿失禁

【用】（内）50㎎を1日1回食後
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（ミラベグロン）Mirabegron

‛ベタニス錠25㎎� お
Betanis 25㎎/T  〔アステラス〕

〔薬価〕94.90円/T

【効】過活動膀胱における尿意切迫感，

頻尿及び切迫性尿失禁

【用】（内）50㎎を1日1回食後
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254　排尿障害治療薬
25401　α1遮断薬
 

（シロドシン）Silodosin

‛ユリーフOD錠4㎎� お
Urief OD 4㎎/T  〔キッセイ〕

リ
〔薬価〕51.80円/T

【効】前立腺肥大症に伴う排尿障害

【用】（内）1回4㎎を1日2回朝夕食後．

症状に応じて適宜減量
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（タムスロシン塩酸塩）Tamsulosin 

hydrochloride

‛ハルナールD錠0.2㎎
Harnal D 0.2㎎/T  〔アステラス〕

リ
〔薬価〕50.00円/T

【効】前立腺肥大症に伴う排尿障害
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【用】（内）0.2㎎を1日1回食後
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（ナフトピジル）Naftopidil

‛ナフトピジルOD錠25㎎「EE」
あ�

Naftopidil OD 25㎎/錠  〔日医工〕

リ
〔薬価〕10.10円/T

〔先発品〕フリバスOD錠25㎎

【効】前立腺肥大症に伴う排尿障害

【用】（内）1日1回25㎎より始め，効果

が不十分な場合は1～2週間の間隔を

おいて50 ～ 75㎎に漸増し，1日1回食

後．1日75㎎まで
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25402　5α-還元酵素阻害薬
 

（デュタステリド）Dutasteride

‛アボルブカプセル0.5㎎� お
Avolve 0.5㎎/cap 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

〔薬価〕116.20円/cap

【効】前立腺肥大症

【用】（内）1回0.5㎎を1日1回
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25403　PDE-5阻害薬
 

（タダラフィル）Tadalafil

‛ザルティア錠2.5㎎
Zalutia 2.5㎎/T  〔日本新薬〕

リ
〔薬価〕79.90円/T

【効】前立腺肥大症に伴う排尿障害

【用】（内）1日1回5㎎
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25405　その他の排尿障害治療薬
 

‛エビプロスタット配合錠DB
Eviprostat 配合剤  〔日本新薬〕

〔薬価〕32.90円/T

1錠中： 

オオウメガサソウエキス 1㎎ 

ハコヤナギエキス 1㎎ 

セイヨウオキナグサエキス 1㎎ 

スギナエキス 3㎎ 

精製小麦胚芽油 30㎎

【効】前立腺肥大に伴う排尿困難，残尿

及び残尿感，頻尿

【用】（内）1回1錠，1日3回
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‛セルニルトン錠
Cernilton 63㎎/T  〔扶桑〕

〔薬価〕16.00円/T

1錠中： 

セルニチンT-60 60㎎ 

セルニチンGBX 3㎎

【効】①慢性前立腺炎．②初期前立腺肥

大症による次の諸症状：排尿困難，頻

尿，残尿及び残尿感，排尿痛，尿線細

小，会陰部不快感

【用】（内）1回2錠1日2～3回
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255　勃起不全改善薬
25501　PDE-5阻害薬
 

（シルデナフィルクエン酸塩）

Sildenafil citrate

‛バイアグラ錠25㎎
Viagra 25㎎/T  〔ファイザー〕

リ
〔薬価〕959.60円/T

‛バイアグラ錠50㎎
Viagra 50㎎/T

リ
〔薬価〕1,380.00円/T

【効】勃起不全（満足な性行為を行うに

十分な勃起とその維持が出来ない患

者）

【用】（内）1日1回25～50㎎を性行為の

約1時間前に．高齢者（65歳以上），肝
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25　腎・泌尿生殖器官及び肛門用薬

障害のある患者及び重度の腎障害

（Ccr＜30mL/分）のある患者について

は，本剤の血漿中濃度が増加すること

が認められているので，25㎎を開始用

量とする．1日1回とし，間隔は24時間

以上
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（タダラフィル）Tadalafil

‛シアリス錠20㎎
Cialis 20㎎/T  〔日本新薬〕

リ
〔薬価〕1,529.90円/T

【効】勃起不全（満足な性行為を行うに

十分な勃起とその維持が出来ない患

者）

【用】（内）1日1回10㎎を性行為の約1時

間前に．10㎎の投与で十分な効果が得

られず，忍容性が良好と判断された器

質性又は混合型勃起不全患者に対して

は，20㎎に増量可．軽度又は中等度の

肝障害のある患者では10㎎まで．いず

れの場合も1日1回とし，投与間隔は24

時間以上．中等度又は重度の腎障害の

ある患者では，5㎎から開始し，投与

間隔は24時間以上とする．中等度の腎

障害のある患者では最高用量は10㎎ま

でとし，10㎎を投与する場合には投与

間隔を48時間以上とする．重度の腎障

害のある患者では5㎎まで
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（バルデナフィル塩酸塩水和物）

Vardenafil hydrochloride hydrate

‛レビトラ錠10㎎
Levitra 10㎎/T  〔バイエル〕

リ
【効】勃起不全（満足な性行為を行うに

十分な勃起とその維持が出来ない患

者）

【用】（内）1日1回10㎎を性行為の約1時

間前に．10㎎の投与で十分な効果が得

られず，忍容性が良好と判断された器

質性又は混合型勃起不全患者に対して

は，20㎎に増量可．高齢者（65歳以

上），中等度の肝障害のある患者につ

いては，本剤の血漿中濃度が上昇する

ことが認められているので，5㎎を開

始用量とし10㎎まで．1日1回とし，間

隔は24時間以上
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256　その他の泌尿器官用薬
25601　手術灌流液
 

（D－ソルビトール）D-sorbitol

‛ウロマチックS泌尿器科用灌流
液3%

Uromatic S 3L/袋  〔バクスター〕

〔薬価〕985.30円/袋

【効】前立腺及び膀胱疾患の経尿道的手

術時，その他泌尿器科手術時並びに術

後の洗浄

【用】（外）使用量は目的に応じて1000

～15000mLとする
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257　腎疾患用剤
25702　高リン血症治療薬
 

（炭酸ランタン水和物）Lanthanum 

carbonate hydrate

‛ホスレノールOD錠250㎎
Fosrenol 250㎎/T  〔バイエル〕

〔薬価〕105.30円/T

【効】慢性腎臓病患者における高リン血

症の改善

【用】（内）1日750㎎を開始用量とし，1

日3回に分割して食直後に．最高用量

は1日2,250㎎

�����������������
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25　腎・泌尿生殖器官及び肛門用薬

（沈降炭酸カルシウム）Precipitated 

calcium carbonate

‛カルタンOD錠500㎎
Caltan OD 500㎎/T  〔ファイザー〕

〔薬価〕6.40円/T

【効】次記患者における高リン血症の改

善：保存期及び透析中の慢性腎不全患

者

【用】（内）1日3.0gを3回に分割して食

直後
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25703　尿毒症治療薬
 

（球形吸着炭）Spherical carbona-

ceous adsorbent

‛クレメジン速崩錠500㎎
Kremezin 500㎎/T  〔田辺三菱〕

〔薬価〕32.10円/T

【効】慢性腎不全（進行性）における尿

毒症症状の改善及び透析導入の遅延

【用】（内）1日6gを3回に分割
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25704　高K血症治療薬
 

（ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウ

ム水和物）Sodium zirconium 

cyclosilicate hydrate

‛ロケルマ懸濁用散分包5g
Lokelma 5g/包  〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕1,069.30円/包

‛ロケルマ懸濁用散分包10g
Lokelma 10g/包

〔薬価〕1,567.00円/包

【効】高カリウム血症

【用】（内）開始用量として1回10gを水

で懸濁して1日3回，2日間．血清カリ

ウム値や患者の状態に応じて，最長3

日間まで．以後は，1回5gを水で懸濁

して1日1回．最高用量は1日1回15gま

で．血液透析施行中の場合，1回5gを

水で懸濁して非透析日に1日1回．最高

用量は1日1回15gまで
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（ポリスチレンスルホン酸カルシウム）

Calcium polystyrene sulfonate

‛ポリスチレンスルホン酸Ca経
口ゼリー 20%分包25g「三和」
あ�

Calcium polystyrene sulfonate 25g/

個  〔アステラス〕

〔薬価〕61.40円/個

【効】急性及び慢性腎不全に伴う高カリ

ウム血症

【用】（内）1日15～30g（本剤として75

～150g）を2～3回に分割
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（ポリスチレンスルホン酸ナトリウム）

Sodium polystyrene sulfonate

‛ポリスチレンスルホン酸Na
「フソー」原末あ�

Sodium polystyrene sulfonate 1g 

 〔扶桑〕

〔薬価〕11.00円/g

〔先発品〕ケイキサレート散

【効】急性および慢性腎不全による高カ

リウム血症

【用】（内）1日量30gを2～3回に分割，

その1回量を水50 ～ 150mLに懸濁し投

与．（外）1回30gを水又は2%メチルセ

ルロース溶液100mLに懸濁して注腸
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25705　透析液
 

‛キンダリー透析剤AF3号
Kindaly AF3 6L/V（炭酸水素ナトリ

ウム液付）  〔扶桑〕

〔薬価〕2,442.00円/瓶

A液（6L）： 

塩化ナトリウム 1313.4g 

塩化カリウム 31.32g 

164

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2190024
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3929003
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2190040
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2190040
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2190016
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2190016
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2190016
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2190009
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2190009
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3410523


－165－

25

25　腎・泌尿生殖器官及び肛門用薬

塩化カルシウム水和物 38.58g 

塩化マグネシウム 21.36g 

無水酢酸ナトリウム 138.0g 

ブドウ糖 315.0g 

B液（7.56L）： 

炭酸水素ナトリウム 441.0g

【効】慢性腎不全における透析型人工腎

臓の灌流液として，活性型ビタミン

D3製剤やカルシウム製剤の投与など

による高カルシウム血症の場合であっ

て，次の要因を持つものに用いる：①

重炭酸濃度の高い重炭酸型透析液で

は，過度のアルカローシスを起こすお

それのある場合．②糖濃度の低い透析

液では，糖尿病など血糖値管理が困難

な患者であって，透析開始時高い血糖

値（200㎎/dL程度）を示す場合．③カ

リウム，マグネシウムの高い透析液で

は，高カリウム血症，高マグネシウム

血症の改善が不十分な場合

【用】（注）A液：B液： 希 釈 水 ＝ 1：

1.26：32.74の希釈・調製比率の重炭

酸型透析液供給装置を用いて血液透析

を行う場合の灌流液として150～300L

を用いる
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‛キンダリー透析剤AF3P号
Kindaly AF3P 10L/V（炭酸水素ナト

リウム付）  〔扶桑〕

〔薬価〕1,660.00円/瓶

A液（100mL中に次の成分を含む無

色澄明の液である．）： 

塩化ナトリウム 21.89g 

塩化カリウム 0.522g 

塩化カルシウム水和物 0.643g 

塩化マグネシウム 0.356g 

無水酢酸ナトリウム 2.30g 

ブドウ糖 5.25g 

B末： 

1包中炭酸水素ナトリウム735g

【効】慢性腎不全における透析型人工腎

臓の灌流液として，活性型ビタミン

D3製剤やカルシウム製剤の投与など

による高カルシウム血症の場合であっ

て，次の要因を持つものに用いる：①

重炭酸濃度の高い重炭酸型透析液で

は，過度のアルカローシスを起こすお

それのある場合．②糖濃度の低い透析

液では，糖尿病など血糖値管理が困難

な患者であって，透析開始時高い血糖

値（200㎎/dL程度）を示す場合．③カ

リウム，マグネシウムの高い透析液で

は，高カリウム血症，高マグネシウム

血症の改善が不十分な場合

【用】（注）A液：（B末水溶液＋希釈水）

＝1：34の希釈・調製比率の重炭酸型

透析液供給装置を用いて血液透析を行

う場合の灌流液として使用．B末を精

製水又は注射用水に溶かし，炭酸水素

ナトリウム735gに対応する容量をと

り，これにA液10L及び水を加えて

350Lと す る． 灌 流 液 と し て 150 ～

300Lを用いる
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‛サブラッド血液ろ過用補充液
BSG

Sublood-BSG 2020mL/袋  〔扶桑〕

〔薬価〕1,011.00円/キット

B液（大室）1414mL中： 

塩化ナトリウム 11.30g 

塩化カリウム 120㎎ 

塩化カルシウム水和物 519.8㎎ 

塩化マグネシウム 205.4㎎ 

無水酢酸ナトリウム 82.8㎎ 

ブドウ糖 2.02g 

A液（小室）606mL中： 

塩化ナトリウム 1.04g 

塩化カリウム 180㎎ 

炭酸水素ナトリウム 5.94g

【効】透析型人工腎臓では治療の持続又
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は管理の困難な慢性腎不全例に対する

ろ過型又はろ過透析型人工腎臓使用時

ならびに治療時間の短縮を目的とする

ろ過透析型人工腎臓使用時の補充液と

して用いる

【用】（注）使用時A液及びB液を混和

し，濾過型又は濾過透析型人工腎臓使

用時の体液量を保持する目的で点滴注

入．投与は濾過液量と体液量とのバラ

ンスを保つように十分注意して行う．

30 ～ 80mL/分で症状，血液生化学異

常，電解質・酸塩基平衡異常，体液バ

ランス異常等が是正されるまで行う．

1回の濾過型人工腎臓治療では15 ～

20Lを4～7時間で投与．透析型人工腎

臓と併用する場合，5～10Lを3～5時

間で投与
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258　生殖器官用薬
25801　生殖器官用抗生物質
 

（クロラムフェニコール）Chloram-

phenicol

‛クロマイ腟錠100㎎
Chlomy 100㎎/T  〔アルフレッサ〕

〔薬価〕71.70円/T

【効】細菌性腟炎．〈適応菌種〉クロラ

ムフェニコール感性菌

【用】（外）1回100㎎1日1回局所に挿入
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25802　生殖器官用抗真菌薬
 

（オキシコナゾール硝酸塩）Oxicon-

azole nitrate

‛オキナゾール腟錠600㎎
Okinazole 600㎎/T  〔田辺三菱〕

〔薬価〕290.50円/T

【効】カンジダに起因する腟炎及び外陰

腟炎

【用】（外）1週1回600㎎を腟深部に挿

入，真菌学的効果が得られない場合更

に1回600㎎使用
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26　外皮用薬

26　外皮用薬
261　ざ瘡治療薬
26101　外用抗生物質
 

（オゼノキサシン）Ozenoxacin

‛ゼビアックスローション2%
Zebiax 2%10g/本  〔マルホ〕

〔薬価〕66.10円/g

【効】表在性皮膚感染症，ざ瘡（化膿性

炎症を伴うもの）．〈適応菌種〉オゼノ

キサシンに感性のブドウ球菌属，アク

ネ菌

【用】（外）適量を1日1回，患部に塗

布．ざ瘡に対しては洗顔後，患部に塗

布
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（クリンダマイシンリン酸エステル）

Clindamycin phosphate

‛ダラシンTゲル1%
Dalacin T 1%10g/本  〔佐藤〕

〔薬価〕27.70円/g

‛ダラシンTローション1%
Dalacin T 1%20mL/本

〔薬価〕27.70円/mL

【効】ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの）．

〈適応菌種〉クリンダマイシンに感性

のブドウ球菌属，アクネ菌

【用】（外）適量を1日2回，洗顔後，患

部に塗布
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（ナジフロキサシン）Nadifloxacin

‛アクアチムクリーム1%
Acuatim 1%10g/本  〔大塚〕

〔薬価〕26.60円/g

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染 症， ざ 瘡（化 膿 性 炎 症 を 伴 う も

の）．〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ

球菌属，アクネ菌

【用】（外）適量を1日2回，患部に塗

布．ざ瘡に対しては洗顔後に塗布
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（ナジフロキサシン）Nadifloxacin

‛アクアチムローション1%
Acuatim 1%20mL/本  〔大塚〕

〔薬価〕26.60円/mL

【効】ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの）．

〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌

属，アクネ菌

【用】（外）適量を1日2回，洗顔後に塗

布

�����������������

26102　その他のざ瘡治療薬
 

（アダパレン）Adapalene

‛ディフェリンゲル0.1%� お
Differin 0.1%15g/本  〔マルホ〕

〔薬価〕74.80円/g

【効】尋常性ざ瘡

【用】（外）1日1回，洗顔後，患部に適

量を塗布

�����������������

（過酸化ベンゾイル）Benzoyl 

peroxide

‛ベピオゲル2.5%
Bepio 2.5%1g  〔マルホ〕

〔薬価〕97.70円/g

【効】尋常性ざ瘡

【用】（外）1日1回，洗顔後，患部に適

量を塗布

�����������������

‛イオウ・カンフルローション
「東豊」

Sulfur and camphor 500mL/本  〔吉田〕

〔薬価〕2.21円/mL

1mL中： 

イオウ 60㎎ 

dl-カンフル 5㎎

【効】ざ瘡，酒さ

【用】（外）1日2回患部に塗布．朝は上

清液，晩は混濁液を用いる
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26103　その他のざ瘡治療薬（配合
剤）

 

‛デュアック配合ゲル
Duac 10g/本  〔サンファーマ〕

〔薬価〕123.90円/g

1g中：クリンダマイシンリン酸エス

テル水和物をクリンダマイシンとし

て 10㎎ 

過酸化ベンゾイル 30㎎

【効】尋常性ざ瘡．〈適応菌種〉本剤に

感性のブドウ球菌属，アクネ菌

【用】（外）1日1回，洗顔後，患部に適

量塗布

�����������������

262　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎薬
26201　副腎皮質ステロイド外用剤

（Strongest）
 

（クロベタゾールプロピオン酸エステ

ル）Clobetasol propionate

‛コムクロシャンプー 0.05%
（試）� お

Comclo 0.05%125g/本  〔マルホ〕

〔薬価〕23.10円/g

【効】頭部の尋常性乾癬，湿疹・皮膚炎

【用】（外）1日1回，乾燥した頭部に患

部を中心に適量を塗布し，約15分後に

水又は湯で泡立て，洗い流す

�����������������

（クロベタゾールプロピオン酸エステ

ル）Clobetasol propionate

‛デルモベート軟膏0.05%� お
Dermovate 0.05%5g/本，0.05%30g/

本  〔グラクソ・スミスクライン〕

〔薬価〕17.20円/g

‛デルモベートクリーム0.05%�お
Dermovate 0.05%5g/本，0.05%30g/

本

〔薬価〕17.20円/g

【効】湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮

症，ビダール苔癬，日光皮膚炎を含

む），痒疹群（蕁麻疹様苔癬，ストロ

フルス，固定蕁麻疹を含む），掌蹠膿

疱症，乾癬，虫さされ，薬疹・中毒

疹，ジベルばら色粃糠疹，慢性円板状

エリテマトーデス，扁平紅色苔癬，紅

皮症，肥厚性瘢痕・ケロイド，肉芽腫

症（ サ ル コ イ ド ー シ ス， 環 状 肉 芽

腫），アミロイド苔癬，天疱瘡群，類

天疱瘡（ジューリング疱疹状皮膚炎を

含む），悪性リンパ腫（菌状息肉症を

含む），円形脱毛症（悪性を含む）

【用】（外）1日1～数回適量を塗布

�����������������

（クロベタゾールプロピオン酸エステ

ル）Clobetasol propionate

‛デルモベートスカルプロー
ション0.05%� お

Dermovate 0.05%10g/本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

〔薬価〕17.20円/g

【効】主として頭部の皮膚疾患：湿疹・

皮膚炎群，乾癬

【用】（外）1日1～数回適量を塗布

�����������������

（ジフロラゾン酢酸エステル）

Diflorasone diacetate

‛ダイアコートクリーム0.05%
Diacort 0.05%5g/本  〔帝國〕

〔薬価〕12.70円/g

‛ダイアコート軟膏0.05%
Diacort 0.05%5g/本

〔薬価〕12.70円/g

【効】湿疹・皮膚炎群（ビダール苔癬，

進行性指掌角皮症，脂漏性皮膚炎を含

む），乾癬，痒疹群（ストロフルス，

蕁麻疹様苔癬，固定蕁麻疹を含む），

掌蹠膿疱症，紅皮症，薬疹・中毒疹，
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虫さされ，紅斑症（多形滲出性紅斑，

ダリエ遠心性環状紅斑，遠心性丘疹性

紅斑），慢性円板状エリテマトーデ

ス，扁平紅色苔癬，毛孔性紅色粃糠

疹，特発性色素性紫斑（マヨッキー紫

斑，シャンバーク病，紫斑性色素性苔

癬様皮膚炎を含む），肥厚性瘢痕・ケ

ロイド，肉芽腫症（サルコイドーシ

ス，環状肉芽腫），悪性リンパ腫（菌

状息肉症を含む），皮膚アミロイドー

シス（アミロイド苔癬，斑状型アミロ

イド苔癬を含む），天疱瘡群，類天疱

瘡（ジューリング疱疹状皮膚炎を含

む），円形脱毛症

【用】（外）1日1～数回適量を患部に塗

布
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26202　副腎皮質ステロイド外用剤
（Very Strong）

 

（ジフルプレドナート）Difluprednate

‛マイザー軟膏0.05%
Myser 0.05%5g/本  〔田辺三菱〕

〔薬価〕14.20円/g

【効】湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮

症，ビダール苔癬，脂漏性皮膚炎，放

射線皮膚炎，日光皮膚炎を含む），痒

疹群（蕁麻疹様苔癬，ストロフルス，

固定蕁麻疹，結節性痒疹を含む），虫

さされ，乾癬，掌蹠膿疱症，扁平紅色

苔癬，ジベルばら色粃糠疹，薬疹・中

毒疹，慢性円板状エリテマトーデス，

紅斑症（多形滲出性紅斑，ダリエ遠心

性環状紅斑，遠心性丘疹性紅斑），特

発性色素性紫斑（マヨッキー紫斑，

シャンバーク病，紫斑性色素性苔癬様

皮膚炎），紅皮症，肉芽腫症（サルコ

イドーシス，環状肉芽腫），円形脱毛

症，アミロイド苔癬（斑状アミロイ

ドーシスを含む），肥厚性瘢痕・ケロ

イド

【用】（外）1日1～数回適量を患部に塗

布
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（フルオシノニド）Fluocinonide

‛トプシムスプレー 0.0143%� お
Topsym 0.0143%28g/本  〔田辺三菱〕

〔薬価〕11.60円/g

【効】湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮

症，女子顔面黒皮症，ビダール苔癬，

放射線皮膚炎，日光皮膚炎を含む），

痒疹群（蕁麻疹様苔癬，ストロフル

ス，固定蕁麻疹を含む），乾癬，掌蹠

膿疱症，円形脱毛症（悪性を含む），

尋常性白斑

【用】（外）1日1 ～ 3回，適量を患部に

噴霧

�����������������

（ベタメタゾン酪酸エステルプロピオ

ン酸エステル）Betamethasone 

butyrate propionate

‛アンテベート軟膏0.05%� お
Antebate 0.05%5g/本  〔鳥居〕

〔薬価〕18.70円/g

‛アンテベートクリーム0.05%�お
Antebate 0.05%5g/本

〔薬価〕18.70円/g

‛アンテベートローション
0.05%� お

Antebate 0.05%10g/本

〔薬価〕18.70円/g

【効】湿疹・皮膚炎群（手湿疹，進行性

指掌角皮症，脂漏性皮膚炎を含む），

乾癬，虫さされ，薬疹・中毒疹，痒疹

群（ストロフルス，蕁麻疹様苔癬，結

節性痒疹を含む），紅皮症，紅斑症

（多形滲出性紅斑，ダリエ遠心性環状

紅斑），ジベル薔薇色粃糠疹，掌蹠膿

疱症，扁平紅色苔癬，慢性円板状エリ

テマトーデス，肉芽腫症（サルコイ
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ドーシス，環状肉芽腫），特発性色素

性紫斑（マヨッキー紫斑，シャンバー

ク病），円形脱毛症，肥厚性瘢痕・ケ

ロイド，悪性リンパ腫（菌状息肉症を

含む），アミロイド苔癬，水疱症（天

疱瘡群，ジューリング疱疹状皮膚炎・

水疱性類天疱瘡）

【用】（外）1日1～数回，適量を患部に

塗布
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（モメタゾンフランカルボン酸エステ

ル）Mometasone furoate

‛フルメタ軟膏� お
Fulmeta 0.1%5g/本  〔塩野義〕

〔薬価〕25.60円/g

【効】湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮

症を含む），乾癬，掌蹠膿疱症，紅皮

症，薬疹・中毒疹，虫さされ，痒疹群

（蕁麻疹様苔癬，ストロフルス，固定

蕁麻疹を含む），多形滲出性紅斑，慢

性円板状エリテマトーデス，扁平紅色

苔癬，ジベル薔薇色粃糠疹，シャン

バーグ病，肥厚性瘢痕・ケロイド，天

疱瘡群，類天疱瘡，円形脱毛症

【用】（外）1日1～数回，適量を患部に

塗布
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26203　副腎皮質ステロイド外用剤
（Strong）

 

（デキサメタゾンプロピオン酸エステ

ル）Dexamethasone propionate

‛メサデルム軟膏0.1%� お
Methaderm 0.1%5g/本  〔大鵬〕

〔薬価〕12.20円/g

‛メサデルムクリーム0.1%� お
Methaderm 0.1%5g/本

〔薬価〕12.20円/g

【効】湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮

症，ビダール苔癬，日光皮膚炎を含

む），痒疹群（蕁麻疹様苔癬，ストロ

フルス，固定蕁麻疹を含む），虫ささ

れ，薬疹・中毒疹，乾癬，掌蹠膿疱

症，扁平紅色苔癬，紅皮症，慢性円板

状エリテマトーデス，紅斑症（多形滲

出性紅斑，ダリエ遠心性環状紅斑，遠

心性丘疹性紅斑），毛孔性紅色粃糠

疹，特発性色素性紫斑（マヨッキー紫

斑，シャンバーク病，紫斑性色素性苔

癬様皮膚炎），肥厚性瘢痕・ケロイ

ド，肉芽腫症（サルコイドーシス，環

状肉芽腫），悪性リンパ腫（菌状息肉

症を含む），アミロイド苔癬，斑状ア

ミロイドージス，天疱瘡群，家族性良

性慢性天疱瘡，類天疱瘡，円形脱毛症

【用】（外）1日1～数回適量を患部に塗

布
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（デプロドンプロピオン酸エステル）

Deprodone propionate

‛エクラープラスター 20μg/
（試）

Eclar 20μg/  〔久光〕

〔薬価〕50.00円

【効】湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮

症，ビダール苔癬を含む），虫ささ

れ，痒疹群［蕁麻疹様苔癬，ストロフ

ルス，結節性痒疹（固定蕁麻疹）を含

む］，乾癬，掌蹠膿疱症，肥厚性瘢

痕・ケロイド，扁平紅色苔癬，慢性円

板状エリテマトーデス，環状肉芽腫

【用】（外）患部を軽く洗浄し，よく乾

燥させた後，本品を膏体面被覆ポリエ

ステルフィルムに付着させたまま適当

な大きさに切り取り，ポリエステル

フィルムを取り除き，患部に膏体面を

当てて貼付する．貼付後12時間又は24

時間毎に貼りかえる．必要な場合，夜

間のみ貼付する方法もある．貼りかえ

るときにも患部の洗浄及び乾燥を行う
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26204　抗生物質・副腎皮質ステロ
イド混合製剤（Strong）

 

‛リンデロン－VG軟膏0.12%
Rinderon-VG 0.12%5g/本  〔塩野義〕

〔薬価〕27.70円/g

‛リンデロン－VGクリーム
0.12%

Rinderon-VG 0.12%5g/本

〔薬価〕27.70円/g

1g中： 

ベタメタゾン吉草酸エステル 1.2㎎ 

ゲンタマイシン硫酸塩 1㎎

【効】①湿潤，びらん，結痂を伴うか，

又は二次感染を併発している次の疾

患：湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮

症，脂漏性皮膚炎を含む），乾癬，掌

蹠膿疱症．②外傷・熱傷及び手術創等

の二次感染．〈適応菌種〉ゲンタマイ

シン感性菌

【用】（外）1日1～数回，適量を塗布
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‛リンデロン－VGローション
Rinderon-VG 0.12%10mL/本  〔塩野義〕

〔薬価〕27.70円/mL

1mL中： 

ベタメタゾン吉草酸エステル 1.2㎎ 

ゲンタマイシン硫酸塩 1㎎

【効】湿潤，びらん，結痂を伴うか，又

は二次感染を併発している次の疾患：

湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症，

脂漏性皮膚炎を含む），乾癬，掌蹠膿

疱症．〈適応菌種〉ゲンタマイシン感

性菌

【用】（外）1日1～数回，適量を塗布
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26205　副腎皮質ステロイド外用剤
（Medium）

 

（クロベタゾン酪酸エステル）

Clobetasone butyrate

‛キンダベート軟膏0.05%
Kindavate 0.05%5g/本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

〔薬価〕16.50円/g

【効】アトピー性皮膚炎（乳幼児湿疹を

含む），顔面・頸部・腋窩・陰部にお

ける湿疹・皮膚炎

【用】（外）1日1～数回適量を患部に塗

布
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（デキサメタゾン）Dexamethasone

‛オイラゾンクリーム0.1%あ�
Eurason 0.1%5g/本  〔日新製薬〕

〔薬価〕34.50円/g

【効】湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮

症，女子顔面黒皮症，ビダール苔癬，

放射線皮膚炎，日光皮膚炎を含む），

皮膚そう痒症，虫さされ，乾癬

【用】（外）1日2 ～ 3回，適量を患部に

塗布
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（ヒドロコルチゾン酪酸エステル）

Hydrocortisone butyrate

‛ロコイド軟膏0.1%
Locoid 0.1%5g/本  〔鳥居〕

〔薬価〕11.10円/g

‛ロコイドクリーム0.1%
Locoid 0.1%1g

〔薬価〕11.10円/g

【効】湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮

症，ビダール苔癬，脂漏性皮膚炎を含

む），痒疹群（蕁麻疹様苔癬，ストロ

フルス，固定蕁麻疹を含む），乾癬，

掌蹠膿疱症

【用】（外）1日1～数回適量を塗布
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（プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸

エステル）Prednisolone valerate 

acetate

‛リドメックスコーワ軟膏0.3%
Lidomex 0.3%5g/本  〔興和〕

〔薬価〕13.30円/g

‛リドメックスコーワローショ
ン0.3%

Lidomex 0.3%10mL/本

〔薬価〕13.30円/g

【効】湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮

症，ビダール苔癬を含む），痒疹群

（固定蕁麻疹，ストロフルスを含む），

虫さされ，乾癬，掌蹠膿疱症

【用】（外）1日1～数回，適量を患部に

塗布．症状により密封法を行う
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26207　副腎皮質ステロイド外用剤
（その他）

 

（フルドロキシコルチド）Fludroxy-

cortide

‛ドレニゾンテープ4μg/
Drenison 7.5×10㎝/枚  〔帝國〕

〔薬価〕64.50円

【効】湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮

症，ビダール苔癬を含む），結節性痒

疹（固定蕁麻疹を含む），乾癬，掌蹠

膿疱症，扁平紅色苔癬，アミロイド苔

癬，環状肉芽腫，光沢苔癬，慢性円板

状エリテマトーデス，フォックス・

フォアダイス病，肥厚性瘢痕・ケロイ

ド，尋常性白斑，シャンバーグ病，悪

性リンパ腫（菌状息肉症の紅斑・扁平

浸潤期等）

【用】（外）患部を軽く洗浄し，よく乾

燥させた後，本剤を台紙に付着したま

ま適当な大きさに切り取り，台紙を取

り除き患部に粘着面をあてて貼付．貼

付後12時間又は24時間ごとに貼りかえ

る．必要な場合，夜間のみ貼付．貼り

かえ時にも患部の洗浄及び乾燥を行う
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26208　非ステロイド抗炎症外用剤
 

（ウフェナマート）Ufenamate

‛フエナゾール軟膏5%
Fenazol 5%10g/本  〔マイランEPD〕

〔薬価〕16.90円/g

‛フエナゾールクリーム5%
Fenazol 5%10g/本

〔薬価〕16.90円/g

【効】急性湿疹，慢性湿疹，脂漏性湿

疹，貨幣状湿疹，接触皮膚炎，アト

ピー皮膚炎，おむつ皮膚炎，酒さ様皮

膚炎・口囲皮膚炎，帯状疱疹

【用】（外）適量を1日数回患部に塗布又

は貼布
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26209　非ステロイド抗炎症経皮用
剤

 

（ケトプロフェン）Ketoprofen

‛モーラステープL40㎎
Mohrus L 7枚/袋  〔久光〕

〔薬価〕31.60円/枚

‛モーラスパップXR240㎎
Mohrus 20㎝×14㎝1枚

〔薬価〕49.20円/枚

【効】①次記疾患並びに症状の鎮痛・消

炎：腰痛症（筋・筋膜性腰痛症，変形

性脊椎症，椎間板症，腰椎捻挫），変

形性関節症，肩関節周囲炎，腱・腱鞘

炎，腱周囲炎，上腕骨上顆炎（テニス

肘等），筋肉痛，外傷後の腫脹・疼

痛．②関節リウマチにおける関節局所

の鎮痛

【用】（外）1日1回患部に貼付
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（フェルビナク）Felbinac

‛ナパゲルンクリーム3%
Napageln 3%25g/本  〔帝國〕

〔薬価〕6.30円/g

【効】次の疾患並びに症状の鎮痛・消

炎：変形性関節症，筋・筋膜性腰痛

症，肩関節周囲炎，腱・腱鞘炎，腱周

囲炎，上腕骨上顆炎（テニス肘等），

筋肉痛，外傷後の腫脹・疼痛

【用】（外）1日数回患部に塗擦
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（フェルビナク）Felbinac

‛セルタッチパップ70
Seltouch 7枚/袋  〔帝國〕

〔薬価〕17.10円/枚

【効】次記疾患並びに症状の鎮痛・消

炎：変形性関節症，肩関節周囲炎，

腱・腱鞘炎，腱周囲炎，上腕骨上顆炎

（テニス肘等），筋肉痛，外傷後の腫

脹・疼痛

【用】（外）1日2回患部に貼付
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（フェルビナク）Felbinac

‛フェルビナクスチック軟膏3%
「三笠」あ�

Felbinac 3%40g/本  〔大正製薬〕

〔薬価〕5.70円/g

〔先発品〕ナパゲルン軟膏3%

【効】次の疾患並びに症状の鎮痛・消

炎：変形性関節症，筋・筋膜性腰痛

症，肩関節周囲炎，腱・腱鞘炎，腱周

囲炎，上腕骨上顆炎（テニス肘等），

筋肉痛，外傷後の腫脹・疼痛

【用】（外）1日数回患部に塗擦
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（ロキソプロフェンナトリウム水和物）

Loxoprofen sodium hydrate

‛ロキソニンテープ100㎎
Loxonin 7枚/袋  〔第一三共〕

〔薬価〕24.40円/枚

‛ロキソニンパップ100㎎
Loxonin 7枚/袋

〔薬価〕24.40円/枚

【効】次記疾患並びに症状の消炎・鎮

痛：変形性関節症，筋肉痛，外傷後の

腫脹・疼痛

【用】（外）1日1回，患部に貼付
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‛ロコアテープ� お
Loqoa 40㎎/枚（10㎝×14㎝） 

 〔大正製薬〕

〔薬価〕39.70円/枚

1枚10㎝×14㎝（膏体1.73g/140）

中： 

エスフルルビプロフェン 40㎎ 

ハッカ油 36.2㎎

【効】変形性関節症における鎮痛・消炎

【用】（外）1日1回，患部に貼付．同時

に2枚を超えて貼付しないこと
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26210　外皮用配合剤
 

‛MS温シップ「タイホウ」あ�
MS 5枚/袋  〔帝國〕

〔薬価〕0.86円/g

100g（700）中： 

サリチル酸メチル 1.0g 

dl-カンフル 0.5g 

トウガラシエキス 0.165g

【効】次記における鎮痛・消炎：捻挫，

打撲，筋肉痛，関節痛，骨折痛

【用】（外）①表面のプラスチック膜を

はがして，患部に貼付．②1日1～2回

使用
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26211　鎮痒薬
 

（クロタミトン）Crotamiton

‛オイラックスクリーム10%
Eurax 10%10g/本  〔日新製薬〕
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〔薬価〕3.86円/g

【効】湿疹，蕁麻疹，神経皮膚炎，皮膚

そう痒症，小児ストロフルス

【用】（外）1日数回患部に塗布又は塗擦
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（ジフェンヒドラミン）Diphenhydr-

amine

‛レスタミンコーワクリーム1%
Restamin 1%500g/瓶  〔興和〕

〔薬価〕2.62円/g

【効】蕁麻疹，湿疹，小児ストロフル

ス，皮膚そう痒症，虫さされ

【用】（外）症状により適量を1日数回，

患部に塗布又は塗擦
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（ナルフラフィン塩酸塩）Nalfurafine 

hydrochloride

‛レミッチOD錠2.5μg� お
Remitch OD 2.5μg/T  〔鳥居〕

ラ
〔薬価〕812.80円/T

【効】透析患者，慢性肝疾患患者におけ

るそう痒症の改善（既存治療で効果不

十分な場合に限る）

【用】（内）1日1回2.5μgを夕食後又は就

寝前，1日1回5μgまで
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26212　アトピー性皮膚炎治療薬
 

（ジファミラスト）Difamilast

‛モイゼルト軟膏1%（試）
Moizerto 1%10g/本  〔大塚〕

〔薬価〕152.10円/g

【効】アトピー性皮膚炎

【用】（外）成人：1%製剤を1日2回，適

量を患部に塗布．小児：0.3%製剤を1

日2回，適量を患部に塗布．症状に応

じて，1%製剤を1日2回，適量を患部

に塗布できる
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（タクロリムス水和物）Tacrolimus 

hydrate

‛プロトピック軟膏0.03%小児用
� お

Protopic 0.03%5g/本  〔マルホ〕

〔薬価〕90.10円/g

【効】アトピー性皮膚炎

【用】（外）小児：1日1 ～ 2回，適量を

患部に塗布．1回あたりの塗布量は5g

まで
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（タクロリムス水和物）Tacrolimus 

hydrate

‛プロトピック軟膏0.1%� お
Protopic 0.1%5g/本  〔マルホ〕

〔薬価〕82.60円/g

【効】アトピー性皮膚炎

【用】（外）1日1 ～ 2回，適量を患部に

塗布．1回あたりの塗布量は5gまで

�����������������

（デルゴシチニブ）Delgocitinib

‛コレクチム軟膏0.5%
Corectim 0.5%5g/本  〔鳥居〕

〔薬価〕144.90円/g

【効】アトピー性皮膚炎

【用】（外）成人：0.5%製剤を1日2回，

適量を患部に塗布．1回あたりの塗布

量は5gまで．小児：0.25%製剤を1日2

回，適量を患部に塗布．症状に応じ

て，0.5%製剤を1日2回塗布できる．1

回あたりの塗布量は5gまでとする

が，体格を考慮する
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263　角化症・乾癬治療薬
26301　活性型ビタミンD3製剤
 

（マキサカルシトール）Maxacalcitol

‛オキサロール軟膏25μg/g� お
Oxarol 0.0025%10g/本  〔マルホ〕

〔薬価〕77.40円/g
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‛オキサロールローション25μg/
g� お

Oxarol 0.0025%10g/本

〔薬価〕77.40円/g

【効】尋常性乾癬，魚鱗癬群，掌蹠角化

症，掌蹠膿疱症

【用】（外）1日2回適量を患部に塗擦
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26302　活性型ビタミンD3・副腎皮
質ステロイド配合剤

 

‛ドボベット軟膏� お
Dovobet 1g  〔協和キリン〕

〔薬価〕205.80円/g

‛ドボベットゲル� お
Dovobet 15g/本

〔薬価〕205.80円/g

1g中： 

カルシポトリオール水和物 52.2μg 

（カルシポトリオールとして50.0μg） 

ベタメタゾンジプロピオン酸エステ

ル 0.643㎎

‛マーデュオックス軟膏� お
Marduox 10g/本  〔マルホ〕

〔薬価〕182.70円/g

1g中： 

マキサカルシトール 25μg 

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオ

ン酸エステル 0.5㎎

【効】尋常性乾癬

【用】（外）1日1回，患部に適量塗布
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26303　ビタミンA製剤（外用）
 

（ビタミンA油）Vitamin A oil

‛ザーネ軟膏0.5%
Sahne 5㎎/g  〔エーザイ〕

〔薬価〕2.60円/g

【効】角化性皮膚疾患（尋常性魚鱗癬，

毛孔性苔癬，単純性粃糠疹）

【用】（外）1日2～3回患部に塗擦
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26304　ビタミンA製剤（内服）
 

（エトレチナート）Etretinate

‛チガソンカプセル10� お
Tigason 10㎎/cap  〔太陽ファルマ〕

〔薬価〕343.70円/cap

【効】諸治療が無効かつ重症な次記疾

患：①乾癬群（尋常性乾癬，膿疱性乾

癬，乾癬性紅皮症，関節症性乾癬）．

②魚鱗癬群（尋常性魚鱗癬，水疱型先

天性魚鱗癬様紅皮症，非水疱型先天性

魚鱗癬様紅皮症）．③掌蹠角化症，ダ

リエー病，掌蹠膿疱症，毛孔性紅色粃

糠疹及び紅斑性角化症．④口腔白板

症，口腔乳頭腫及び口腔扁平苔癬

【用】（内）寛解導入量1日40～50㎎を2

～3回に分割し2～4週間．1日75㎎ま

で．その後，症状に応じて寛解維持量

1日10～30㎎を1～3回に分割．幼・小

児：寛解導入量1日1.0㎎/㎏を1～3回

に分割し2 ～ 4週間．その後，症状に

応じて寛解維持量1日0.6～0.8㎎/㎏を

1～3回に分割
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26305　尿素製剤
 

（尿素）Urea

‛ケラチナミンコーワクリーム
20%

Keratinamin kowa 20%25g/本  〔興和〕

〔薬価〕5.00円/g

【効】魚鱗癬，老人性乾皮症，アトピー

皮膚，進行性指掌角皮症（主婦湿疹の

乾燥型），足蹠部皸裂性皮膚炎，掌蹠

角化症，毛孔性苔癬

【用】（外）1日1～数回，患部に塗擦
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（尿素）Urea

‛パスタロンローション10%
Pastaron 10%50g/本  〔佐藤〕

〔薬価〕4.90円/g

【効】老人性乾皮症，アトピー皮膚，進

行 性 指 掌 角 皮 症（主 婦 湿 疹 の 乾 燥

型），足蹠部皸裂性皮膚炎，掌蹠角化

症，毛孔性苔癬，魚鱗癬，頭部粃糠疹

【用】（外）1日2 ～ 3回，患部を清浄に

したのち塗布し，よくすり込む
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26306　PDE4阻害薬
 

（アプレミラスト）Apremilast

‛オテズラ錠10㎎� お
Otezla 10㎎/T  〔セルジーン〕

〔薬価〕329.90円/T

‛オテズラ錠20㎎� お
Otezla 20㎎/T

〔薬価〕659.70円/T

‛オテズラ錠30㎎� お
Otezla 30㎎/T

〔薬価〕989.60円/T

【効】局所療法で効果不十分な尋常性乾

癬，関節症性乾癬，局所療法で効果不

十分なベーチェット病による口腔潰瘍

【用】（内）1日目：朝10㎎．2日目：朝

夕10㎎．3日目：朝10㎎，夕20㎎．4日

目：朝夕20㎎．5日目：朝20㎎，夕30

㎎．6日目以降1回30㎎を1日2回，朝夕

�����������������

264　角質軟化薬
26401　サリチル酸製剤
 

（サリチル酸）Salicylic acid

‛スピール膏M
Speel plaster M 25/枚  〔ニチバン〕

〔薬価〕79.50円/枚

【効】疣贅，鶏眼，胼胝腫の角質剥離

【用】（外）本剤を患部大に切って貼付

し，移動しないように固定する．2～

5日目ごとに取りかえる
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‛10%サリチル酸ワセリン軟膏東
豊あ�

Salicylic acid 10%500g/瓶  〔東豊〕

〔薬価〕3.08円/g

1g中： 

サリチル酸 100㎎ 

白色ワセリン 900㎎

【効】乾癬，白癬（頭部浅在性白癬，小

水 疱 性 斑 状 白 癬， 汗 疱 状 白 癬， 頑

癬），癜風，紅色粃糠疹，紅色陰癬，

角化症（尋常性魚鱗癬，先天性魚鱗

癬，毛孔性苔癬，先天性手掌足底角化

症（腫），ダリエー病，遠山連圏状粃

糠疹），湿疹（角化を伴う），口囲皮膚

炎，掌蹠膿疱症，ヘプラ氏粃糠疹，ア

トピー性皮膚炎，ざ瘡，せつ，腋臭

症，多汗症，その他角化性の皮膚疾患

【用】（外）1日1～2回塗布
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265　血液循環改善薬
26501　ビタミンE・ビタミンA製

剤
 

‛ユベラ軟膏
Juvela 2%500g/瓶  〔エーザイ〕

〔薬価〕2.90円/g

1g中： 

トコフェロール 20㎎ 

ビタミンA油 5㎎ 

（ビタミンAとして5,000ビタミンA

単位）

【効】凍瘡，進行性指掌角皮症，尋常性

魚鱗癬，毛孔性苔癬，単純性粃糠疹，

掌蹠角化症

【用】（外）1日1～数回適量を患部に塗

布

�����������������
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266　皮膚潰瘍治療薬
26601　外用皮膚潰瘍治療薬
 

（亜鉛華単軟膏）Zinc oxide

‛亜鉛華（10%）単軟膏「ヨシ
ダ」（無）あ�

Zinc oxide 10%500g/瓶  〔吉田〕

〔薬価〕1.95円/g

【効】次記皮膚疾患の収れん・消炎・保

護・緩和な防腐：外傷，熱傷，凍傷，

湿疹・皮膚炎，肛門そう痒症，白癬，

面皰，せつ，よう．その他の皮膚疾患

によるびらん・潰瘍・湿潤面

【用】（外）1日1～数回，患部に塗擦又

は貼布
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（亜鉛華軟膏）Zinc oxide

‛ボチシート20%あ�
Bochi 30g/10㎝×15㎝/枚  〔日医工〕

〔薬価〕2.46円/g

【効】次記皮膚疾患の収れん・消炎・保

護・緩和な防腐：外傷，熱傷，凍傷，

湿疹・皮膚炎，肛門そう痒症，白癬，

面皰，せつ，よう．その他の皮膚疾患

によるびらん・潰瘍・湿潤面

【用】（外）患部の大きさに合わせ適当

な大きさに切り，症状に応じ1日1 ～

数回患部に貼付
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（アルプロスタジルアルファデクス）

Alprostadil alfadex

‛プロスタンディン軟膏
0.003%� お

Prostandin 0.003%10g/本  〔小野〕

〔薬価〕43.00円/g

【効】褥瘡，皮膚潰瘍（熱傷潰瘍，糖尿

病性潰瘍，下腿潰瘍，術後潰瘍）

【用】（外）症状及び病巣の大きさに応

じて適量を使用．潰瘍周囲から潰瘍部

にかけて消毒・清拭した後，1日2回，

適量をガーゼなどにのばしてこれを潰

瘍部に貼付するか，潰瘍部に直接塗布

し，ガーゼなどで保護
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（ジメチルイソプロピルアズレン）

Azulene

‛アズノール軟膏0.033%
Azunol 0.033%20g/本  〔日本新薬〕

〔薬価〕2.52円/g

【効】①湿疹．②熱傷・その他の疾患に

よるびらん及び潰瘍

【用】（外）症状により適量を1日数回塗

布
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（スルファジアジン銀）Sulfadiazine 

silver

‛ゲーベンクリーム1%
Geben 1%100g/本  〔田辺三菱〕

〔薬価〕12.80円/g

【効】外傷・熱傷及び手術創等の二次感

染，びらん・潰瘍の二次感染．〈適応

菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レ

ンサ球菌属，クレブシエラ属，エンテ

ロバクター属，緑膿菌，カンジダ属

【用】（外）1日1回，滅菌手袋などを用

いて，創面を覆うに必要かつ十分な厚

さ（約2 ～ 3㎜）に直接塗布．又は，

ガーゼ等に同様の厚さにのばし，貼付

し，包帯を行う．第2日目以後の塗布

に際しては，前日に塗布した本剤を清

拭又は温水浴等で洗い落としたのち，

新たに本剤を塗布
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（トラフェルミン（遺伝子組換え））

Trafermin (genetical recombination)

‛フィブラストスプレー 500
Fiblast 500μg/V  〔科研〕

〔薬価〕8,176.50円/瓶

【効】褥瘡，皮膚潰瘍（熱傷潰瘍，下腿

潰瘍）
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【用】（外）添付溶解液1mL当たり100μg

を用時溶解し，潰瘍面を清拭後，本剤

専用の噴霧器を用い，1日1回，潰瘍の

最大径が6㎝以内の場合は，潰瘍面か

ら約5㎝離して5噴霧（30μg）する．

潰瘍の最大径が6㎝を超える場合は，

薬剤が同一潰瘍面に5噴霧されるよ

う，潰瘍面から約5㎝離して同様の操

作を繰り返す
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（ブクラデシンナトリウム）Buclade-

sine sodium

‛アクトシン軟膏3%
Actosin 3%30g/本  〔マルホ〕

〔薬価〕38.10円/g

【効】褥瘡，皮膚潰瘍（熱傷潰瘍，下腿

潰瘍）

【用】（外）症状及び病巣の大きさに応

じて適量を使用．潰瘍面を清拭後，1

日1～2回ガーゼなどにのばして貼付

又は直接塗布
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‛イソジンシュガーパスタ軟膏
あ�

Isodine sugar 100g/本  〔塩野義〕

〔薬価〕9.00円/g

〔先発品〕ユーパスタコーワ軟膏 

ソアナース軟膏

1g中： 

精製白糖 700㎎ 

ポビドンヨード 30㎎

【効】褥瘡，皮膚潰瘍（熱傷潰瘍，下腿

潰瘍）

【用】（外）症状及び病巣の広さに応じ

て適量を使用．潰瘍面を清拭後，1日1

～2回ガーゼにのばして貼付するか，

又は患部に直接塗布しその上をガーゼ

で保護
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‛エキザルベ
Eksalb 0.25%5g/本  〔マルホ〕

〔薬価〕29.80円/g

1g中： 

混合死菌浮遊液 0.166mL 

（大腸菌死菌・ブドウ球菌死菌各約

1.5億個，レンサ球菌死菌・緑膿菌

死菌各約0.15億個を含有） 

ヒドロコルチゾン 2.5㎎

【効】①湿潤，びらん，結痂を伴うか，

又は二次感染を併発している次記疾

患：湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮

症，ビダール苔癬，放射線皮膚炎，日

光皮膚炎を含む），熱傷，術創．②湿

疹様変化を伴う膿皮症（感染性湿疹様

皮膚炎，湿疹様膿痂疹）

【用】（外）1日1～数回直接患部に塗布

又は塗擦するか，無菌ガーゼ等にのば

して貼付
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26602　外用抗生物質
 

（ゲンタマイシン硫酸塩）Gentamicin 

sulfate

‛ゲンタシン軟膏0.1%
Gentacin 0.1%10g/本  〔高田〕

〔薬価〕11.00円/g

【効】表在性皮膚感染症，慢性膿皮症，

びらん・潰瘍の二次感染．〈適応菌種〉

ゲンタマイシンに感性のブドウ球菌

属， レ ン サ 球 菌 属（肺 炎 球 菌 を 除

く），大腸菌，クレブシエラ属，エン

テロバクター属，プロテウス属，モル

ガネラ・モルガニー，プロビデンシア

属，緑膿菌

【用】（外）1日1～数回患部に塗布する

か，あるいはガーゼなどにのばしたも

のを患部に貼付

�����������������
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（フラジオマイシン硫酸塩）Fradio-

mycin sulfate

‛ソフラチュール貼付剤10㎝
Sofratulle 10.8㎎/10×10㎝  〔テイカ〕

〔薬価〕54.10円/枚

【効】外傷・熱傷及び手術創等の二次感

染，びらん・潰瘍の二次感染．〈適応

菌種〉フラジオマイシンに感性のブド

ウ球菌属，レンサ球菌属（肺炎球菌を

除く）

【用】（外）1枚～数枚を直接患部に当

て，その上を無菌ガーゼで覆う
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‛バラマイシン軟膏
Baramycin 10g/本，250g/瓶  〔小野〕

〔薬価〕6.00円/g

1g中： 

バシトラシン 250単位 

フラジオマイシン硫酸塩 2㎎

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手

術創等の二次感染，びらん・潰瘍の二

次感染，腋臭症．〈適応菌種〉バシト

ラシン/フラジオマイシン感性菌

【用】（外）1日1～数回直接患部に塗布

又は塗擦するか，あるいは無菌ガーゼ

等にのばして貼付
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267　血行促進・皮膚保湿剤
26701　ヘパリン類似物質
 

（ヘパリン類似物質）Heparinoid

‛ヒルドイドクリーム0.3%
Hirudoid 0.3%50g/本  〔マルホ〕

〔薬価〕20.10円/g

‛ヒルドイドソフト軟膏0.3%
Hirudoid 0.3%25g/本

〔薬価〕20.10円/g

【効】皮脂欠乏症，進行性指掌角皮症，

凍瘡，肥厚性瘢痕・ケロイドの治療と

予防，血行障害に基づく疼痛と炎症性

疾患（注射後の硬結並びに疼痛），血

栓性静脈炎（痔核を含む），外傷（打

撲，捻挫，挫傷）後の腫脹・血腫・腱

鞘炎・筋肉痛・関節炎，筋性斜頸（乳

児期）

【用】（外）1日1～数回適量を患部に塗

擦又はガーゼ等にのばして貼付
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（ヘパリン類似物質）Heparinoid

‛ヒルドイドローション0.3%
Hirudoid 0.3%50g/本  〔マルホ〕

〔薬価〕20.10円/g

【効】皮脂欠乏症，進行性指掌角皮症，

凍瘡，肥厚性瘢痕・ケロイドの治療と

予防，血行障害に基づく疼痛と炎症性

疾患（注射後の硬結並びに疼痛），血

栓性静脈炎（痔核を含む），外傷（打

撲，捻挫，挫傷）後の腫脹・血腫・腱

鞘炎・筋肉痛・関節炎，筋性斜頸（乳

児期）

【用】（外）1日1～数回適量を患部に塗

布
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（ヘパリン類似物質）Heparinoid

‛ヘパリン類似物質外用スプ
レー 0.3%「日医工」あ�

Heparinoid 0.3%100g/本  〔持田〕

〔薬価〕10.30円/g

〔先発品〕ヒルドイドフォーム0.3%

【効】皮脂欠乏症，進行性指掌角皮症，

凍瘡，肥厚性瘢痕・ケロイドの治療と

予防，血行障害に基づく疼痛と炎症性

疾患（注射後の硬結並びに疼痛），血

栓性静脈炎（痔核を含む），外傷（打

撲，捻挫，挫傷）後の腫脹・血腫・腱

鞘炎・筋肉痛・関節炎，筋性斜頸（乳

児期）

【用】（外）1日1～数回適量を患部に噴

霧
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268　抗真菌薬
26800　表在性抗真菌薬（アリルア

ミン系）（内服）
 

（テルビナフィン塩酸塩）Terbinafine 

hydrochloride

‛ラミシール錠125㎎
Lamisil 125㎎/T  〔田辺三菱〕

リ
〔薬価〕100.90円/T

【効】皮膚糸状菌（トリコフィトン属，

ミクロスポルム属，エピデルモフィト

ン属），カンジダ属，スポロトリック

ス属，ホンセカエア属による次記感染

症，但し外用抗真菌剤では治療困難な

患者に限る．①深在性皮膚真菌症：白

癬性肉芽腫，スポロトリコーシス，ク

ロモミコーシス．②表在性皮膚真菌

症：1） 白 癬： 爪 白 癬， 手・ 足 白 癬

（角質増殖型の患者及び趾間型で角

化・浸軟の強い患者），生毛部白癬

（感染の部位及び範囲より外用抗真菌

剤を適用できない患者），頭部白癬，

ケルスス禿瘡，白癬性毛瘡，生毛部急

性深在性白癬，硬毛部急性深在性白

癬．2）カンジダ症：爪カンジダ症

【用】（内）125㎎を1日1回食後
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26801　表在性抗真菌薬（アリルア
ミン系）（外用）

 

（テルビナフィン塩酸塩）Terbinafine 

hydrochloride

‛ラミシールクリーム1%
Lamisil 1%10g/本  〔田辺三菱〕

〔薬価〕25.90円/g

【効】次の皮膚真菌症の治療：白癬（足

白癬，体部白癬，股部白癬），皮膚カ

ンジダ症（指間びらん症，間擦疹〈乳

児寄生菌性紅斑を含む〉），癜風

【用】（外）1日1回患部に塗布
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26803　表在性抗真菌薬（イミダ
ゾール系）

 

（オキシコナゾール硝酸塩）Oxicon-

azole nitrate

‛オキナゾールクリーム1%
Okinazole 1%10g/本  〔田辺三菱〕

〔薬価〕12.30円/g

【効】次の皮膚真菌症の治療：白癬（足

白 癬， 手 白 癬， 股 部 白 癬， 体 部 白

癬），カンジダ症（間擦疹，乳児寄生

菌性紅斑，指間びらん症，爪囲炎，そ

の他の皮膚カンジダ症）．癜風

【用】（外）1日2～3回患部に塗布
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（ケトコナゾール）Ketoconazole

‛ニゾラールクリーム2%
Nizoral 2%10g/本  〔ヤンセン〕

〔薬価〕24.10円/g

‛ニゾラールローション2%
Nizoral 2%10g/本

〔薬価〕24.10円/g

【効】次記の皮膚真菌症の治療．①白

癬：足白癬，体部白癬，股部白癬．皮

膚カンジダ症：指間びらん症，間擦疹

（乳児寄生菌性紅斑を含む）．癜風．②

脂漏性皮膚炎

【用】（外）①1日1回患部に塗布．②1日

2回患部に塗布
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（ルリコナゾール）Luliconazole

‛ルコナック爪外用液5%
Luconac 5%3.5g/本  〔サンファーマ〕

〔薬価〕816.10円/g

【効】爪白癬〈適応菌種〉皮膚糸状菌

（トリコフィトン属）

【用】（外）1日1回罹患爪全体に塗布
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（ルリコナゾール）Luliconazole

‛ルリコン軟膏1%
Lulicon 10g/本  〔サンファーマ〕

〔薬価〕36.10円/g

‛ルリコンクリーム1%
Lulicon 10g/本

〔薬価〕36.10円/g

【効】次記の皮膚真菌症の治療：①白

癬：足白癬，体部白癬，股部白癬．②

カンジダ症：指間びらん症，間擦疹．

③癜風

【用】（外）1日1回患部に塗布
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26804　表在性抗真菌薬（トリア
ゾール系）

 

（エフィナコナゾール）Efinaconazole

‛クレナフィン爪外用液10%
Clenafin 10%1g  〔科研〕

〔薬価〕1,523.30円/g

【効】爪白癬〈適応菌種〉皮膚糸状菌

（トリコフィトン属）

【用】（外）1日1回罹患爪全体に塗布
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（ホスラブコナゾールL－リシンエタ

ノール付加物）Fosravuconazole 

L-lysine ethanolate

‛ネイリンカプセル100㎎
Nailin 100㎎/cap  〔エーザイ〕

〔薬価〕814.90円/cap

【効】爪白癬．〈適応菌種〉皮膚糸状菌

（トリコフィトン属）

【用】（内）1日1回1カプセルを12週間
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26805　表在性抗真菌薬（ベンジル
アミン系）

 

（ブテナフィン塩酸塩）Butenafine 

hydrochloride

‛メンタックスクリーム1%
Mentax 1%10g/本  〔科研〕

〔薬価〕28.30円/g

【効】次記の皮膚真菌症の治療：①白

癬：足部白癬，股部白癬，体部白癬．

②癜風

【用】（外）1日1回患部に塗布
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269　その他の外皮用薬
26901　脱毛治療薬（外用）
 

（カルプロニウム塩化物）Carpro-

nium chloride

‛フロジン外用液5%あ�
Furozin 5%30mL/本  〔第一三共〕

〔薬価〕23.60円/mL

【効】①次記のごとき疾患における脱毛

防止ならびに発毛促進：円形脱毛症

（多発性円形脱毛症を含む），悪性脱毛

症，びまん性脱毛症，粃糠性脱毛症，

壮年性脱毛症，症候性脱毛症など．乾

性脂漏．②尋常性白斑

【用】（外）①1日2 ～ 3回適量を患部に

塗布，あるいは被髪部全体にふりかけ

軽くマッサージする．②1日3～4回適

量を塗布
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26902　脱毛治療薬（内服）
 

（セファランチン）Cepharanthine

‛セファランチン錠1㎎
Cepharanthin 1㎎/T  〔化研〕

〔薬価〕7.20円/T

【効】①放射線による白血球減少症．②

円形脱毛症・粃糠性脱毛症
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【用】（内）①1日3～6㎎を2～3回に分

割し食後．②1日1.5～2㎎を2～3回に

分割し食後
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（デュタステリド）Dutasteride

‛ザガーロカプセル0.5㎎� お
Zagallo 0.5㎎/cap 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】男性における男性型脱毛症

【用】（内）0.1㎎を1日1回．必要に応じ

て0.5㎎を1日1回
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（フィナステリド）Finasteride

‛プロペシア錠1㎎� お
Propecia 1㎎/T  〔MSD〕

【効】男性における男性型脱毛症の進行

遅延

【用】（内）0.2㎎を1日1回．1日1㎎まで
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26903　睫毛貧毛症治療薬
 

（ビマトプロスト）Bimatoprost

‛グラッシュビスタ外用液剤
0.03%5mL

GlashVista 0.03%1mL  〔塩野義〕

【効】睫毛貧毛症

【用】（外）片眼ごとに，1滴を本剤専用

のアプリケータに滴下し，1日1回就寝

前に上眼瞼辺縁部の睫毛基部に塗布す

る
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26904　その他（外用薬）
 

（アレルゲンパッチテスト試薬）

Allergen patch test

‛パッチテストパネル（S）
Patch test panel (S) 2枚1組  〔佐藤〕

〔薬価〕15,739.10円/組

【効】アレルギー性皮膚疾患のアレルゲ

ンの確認

【用】（外）本剤を皮膚面に貼付する．

貼付2日後に本剤を剥がし，剥がして

から30分から1時間後及び1日又は2日

後に反応を以下の基準により判定す

る．なお，必要に応じて剥がしてから

3 ～ 5日後にも同様に判定する．－：

反応なし，＋？：紅斑のみ，＋：紅斑

＋浸潤，丘疹，＋＋：紅斑＋浸潤＋丘

疹＋小水疱，＋＋＋：大水疱，IR：

刺激反応
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（イミキモド）Imiquimod

‛ベセルナクリーム5%
Beselna 5%250㎎/包  〔持田〕

〔薬価〕1,157.70円/包

【効】①尖圭コンジローマ（外性器又は

肛門周囲に限る）．②日光角化症（顔

面又は禿頭部に限る）

【用】（外）①疣贅部位に適量を1日1

回，週3回，就寝前に塗布．塗布後は

そのままの状態を保ち，起床後に塗布

した薬剤を石鹸を用い，水又は温水で

洗い流す．②治療部位に適量を1日1

回，週3回，就寝前に塗布．塗布後は

そのままの状態を保ち，起床後に塗布

した薬剤を石鹸を用い，水又は温水で

洗い流す．4週間塗布後，4週間休薬

し，病変が消失した場合は終了とし，

効果不十分の場合はさらに4週間塗布
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（フェノール・亜鉛華リニメント）

Phenol and zinc oxide liniment

‛カチリ「ホエイ」
Phenol and zinc oxide 1g/g 

 〔ファイザー〕

〔薬価〕1.45円/g

1g中： 

液状フェノール 0.022mL 

酸化亜鉛 100㎎

【効】皮膚そう痒症，汗疹，蕁麻疹，小
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児ストロフルス，虫さされ

【用】（外）1日1～数回塗布
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（ブロメライン）Bromelain

‛ブロメライン軟膏5万単位/g
Bromelain 20g/本  〔マルホ〕

〔薬価〕19.80円/g

【効】熱傷・褥瘡・表在性各種潰瘍・挫

傷・切開傷・切断傷・化膿創などの創

傷面の壊死組織の分解・除去・清浄化

及びそれに伴う治癒促進

【用】（外）ガーゼ，リント等に適量の

軟膏をのばし，潰瘍辺縁になるべく触

れないようにして塗布，1日1回交換．

創傷面が清浄化し，新生肉芽組織の再

生が認められた場合は使用を中止
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‛ズーム
5mL/本  〔久光〕
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26905　その他（内服薬）
 

（ジアフェニルスルホン）Diaphenyl-

sulfone

‛レクチゾール錠25㎎
Lectisol 25㎎/T  〔田辺三菱〕

〔薬価〕76.30円/T

【効】①持久性隆起性紅斑，デューリン

グ疱疹状皮膚炎，天疱瘡，類天疱瘡，

色素性痒疹．②ハンセン病．〈適応菌

種〉本剤に感性のらい菌

【用】（内）①1日50～100㎎を2～3回に

分割．②1日75 ～ 100㎎．他剤と併用

して使用
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27　口腔用薬
270　含嗽薬
27001　含嗽薬（抗炎症作用）
 

（アズレンスルホン酸ナトリウム水和

物）Sodium gualenate hydrate

‛アズレンうがい液4%「ケン
エー」あ�

Azulene 4%5mL/本  〔健栄〕

〔薬価〕32.40円/mL

【効】咽頭炎，扁桃炎，口内炎，急性歯

肉炎，舌炎，口腔創傷

【用】（外）1回4 ～ 6㎎（4 ～ 6滴）を，

適量（約100mL）の水又は微温湯に溶

解し，1日数回含嗽
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27002　含嗽薬（消毒・抗菌作用）
 

（ポビドンヨード）Povidone-iodine

‛ポビドンヨードガーグル液7%
「明治」

Povidone-iodine 7%30mL/本 

 〔Meiji Seika〕

〔薬価〕3.10円/mL

【効】咽頭炎，扁桃炎，口内炎，抜歯創

を含む口腔創傷の感染予防，口腔内の

消毒

【用】（外）用時15～30倍（本剤2～4mL

を約60mLの水）に希釈し，1日数回含

嗽
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271　トローチ
27101　殺菌消毒薬含有製剤
 

（デカリニウム塩化物）Dequalinium 

chloride

‛SPトローチ0.25㎎「明治」あ�
SP 0.25㎎/個  〔Meiji Seika〕

〔薬価〕5.70円/T

【効】咽頭炎，扁桃炎，口内炎，抜歯創

を含む口腔創傷の感染予防

【用】（外）1回0.25㎎を1日6回，口中で

徐々に溶解させる
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272　口内炎治療薬
27201　口腔粘膜用ステロイド
 

（デキサメタゾン）Dexamethasone

‛デキサメタゾン口腔用軟膏
0.1%「NK」あ�

Dexamethasone 0.1%2g/本 

 〔日本化薬〕

〔薬価〕45.00円/g

〔先発品〕アフタゾロン口腔用軟膏0.1%

【効】びらん又は潰瘍を伴う難治性口内

炎又は舌炎

【用】（外）適量を1日1～数回患部に塗

布
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（トリアムシノロンアセトニド）

Triamcinolone acetonide

‛トリアムシノロンアセトニド
口腔用貼付剤25μg「大正」

Triamcinolone acetonide 25μg/枚 

 〔大正製薬〕

〔薬価〕36.50円/枚

【効】アフタ性口内炎

【用】（外）1患部に1回1枚ずつを1日1

～2回，白色面を患部粘膜に付着させ

て用いる．症状により適宜減量
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273　口腔乾燥症状改善薬
27301　人工唾液
 

‛サリベートエアゾール
Saliveht 50g/本  〔帝人〕

〔薬価〕474.40円/個

1缶（50g）中： 

塩化ナトリウム 42.2㎎ 

塩化カリウム 60.0㎎ 
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塩化カルシウム水和物 7.3㎎ 

塩化マグネシウム 2.6㎎ 

リン酸二カリウム 17.1㎎

【効】次記疾患に対する諸症状の寛解．

①シェーグレン症候群による口腔乾燥

症．②頭頸部の放射線照射による唾液

腺障害に基づく口腔乾燥症

【用】（外）1回に1～2秒間口腔内に1日

4～5回噴霧
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27302　口腔乾燥症状改善薬（内
服）

 

（セビメリン塩酸塩水和物）Cevime-

line hydrochloride hydrate

‛サリグレンカプセル30㎎
Saligren 30㎎/cap  〔日本化薬〕

リ
〔薬価〕84.20円/cap

【効】シェーグレン症候群患者の口腔乾

燥症状の改善

【用】（内）1回30㎎を1日3回，食後
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28　消毒薬
281　殺菌消毒薬
28101　高水準（アルデヒド類）
 

（グルタラール）Glutaral

‛グルトハイドプラス3.5%液� お
Glutohyde plus 4500g  〔吉田〕

【効】医療器具の化学的滅菌又は殺菌消

毒

【用】（外）本品は，用時調製して使用

する．（1）調製法：グルタラール（グ

ルタルアルデヒド）3.5%液100gに対

し，緩衝化剤4.5gの割合で均等に混和

溶解し，実用液とした後，使用  

（2）使用目的：〔用途〕微生物又は有

機物により高度に汚染された器具又は

皮下組織，粘膜に直接適用される器具

の化学的滅菌及びHBウイルスの汚染

が予想される器具の消毒．〔対象器具〕

内視鏡類，レンズ装着の装置類，麻酔

装置類，人工呼吸装置類，人工透析装

置類，メス・カテーテルなどの外科手

術用器具，産科・泌尿器科用器具，歯

科用器具又はその補助的器具，注射

筒，体温計及び加熱滅菌できないゴ

ム・プラスチック製器具類等  

（3）使用方法：1）被消毒物を液に完

全に浸漬して行う．細孔のある器具類

は注意して液と十分接触させる．2）

次の時間浸漬する．（a）体液等の付

着した器具の消毒：1時間以上．（b）

体液等の付着しない器具の消毒：30分

以上．3）浸漬後，取り出した器具類

は，付着物があれば除き，多量の滅菌

水で十分に洗浄する．使用目的により

水を使用することも可．また細孔のあ

る器具類は，内孔を注意して洗う

�����������������

（フタラール）Phtharal

‛ディスオーパ消毒液0.55%� お
Disopa 0.55%3.8L 

 〔ジョンソン＆ジョンソン〕

【効】医療器具の化学的殺菌・消毒

【用】（外）1．調製法：本剤は原液のま

ま使用すること  

2．使用方法：（1）医療器具等は本剤

に浸漬させる前に水又は酵素洗浄剤を

用いてじゅうぶんに洗浄する．（2）器

具等の消毒には，本剤に5分以上浸漬

させる．（3）浸漬後，取り出した器具

等は，水又は滅菌水でじゅうぶんにす

すぎ，本剤を除去する．（4）細孔を有

する等構造の複雑な器具類は，内孔部

への注入等の操作により，本剤とじゅ

うぶんに接触させること．またすすぎ

の際，内孔部への水の注入等の操作に

より，本剤をじゅうぶんに除去するこ

と
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28102　中水準（塩素系）
 

‛ピューラックス600mL
6%600mL/本  〔オーヤラックス〕

‛ピューラックス1800mL
6%1800mL/本

�����������������

28104　中水準（ヨウ素系製剤）
 

（複方ヨード・グリセリン）Com-

pound iodine glycerin

‛複方ヨード・グリセリン「コ
ザカイ・M」

Compound iodine glycerin 500mL/本 

 〔小堺〕

〔薬価〕1.37円/mL

100mL中： 

ヨウ素 1.2g 

液状フェノール 0.5mL 
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グリセリン 90mL

【効】咽頭炎，喉頭炎，扁桃炎

【用】（外）適量を患部に塗布

�����������������

（ポビドンヨード）Povidone-iodine

‛イソジンゲル10%
Isodine 10%20g/本  〔ムンディ〕

〔薬価〕4.95円/g

【効】皮膚・粘膜の創傷部位の消毒，熱

傷皮膚面の消毒

【用】（外）患部に塗布
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（ポビドンヨード）Povidone-iodine

‛ポビドンヨード消毒液10%「ケ
ンエー」あ�

Povidone-iodine 10%250mL/本（有効

ヨウ素1%）  〔健栄〕

〔薬価〕1.09円/mL

〔先発品〕イソジン液10%

【効】①手術部位（手術野）の皮膚の消

毒，手術部位（手術野）の粘膜の消

毒．②皮膚・粘膜の創傷部位の消毒，

熱傷皮膚面の消毒，感染皮膚面の消毒

【用】（外）①塗布．②患部に塗布
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（ポビドンヨード）Povidone-iodine

‛ポビドンヨードスクラブ液
7.5%「ケンエー」あ�

Povidone-iodine 7.5%500mL/本  〔健栄〕

〔薬価〕1.79円/mL

〔先発品〕イソジンスクラブ液7.5%

【効】①手指・皮膚の消毒．②手術部位

（手術野）の皮膚の消毒

【用】（外）①適量を用い，少量の水を

加えて摩擦し，よく泡立たせたのち，

流水で洗う．②塗布するか，又は少量

の水を加えて摩擦し，泡立たせたの

ち，滅菌ガーゼで拭う
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28105　中水準（アルコール類）
 

（エタノール）Ethanol

‛エタノール「ヨシダ」
Ethanol 500mL/本  〔吉田〕

〔薬価〕2.22円/mL

【効】手指・皮膚の消毒，手術部位（手

術野）の皮膚の消毒，医療機器の消毒

【用】（外）830mLを精製水でうすめて

1000mLとし，塗布
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（エタノール）Ethanol

‛消毒用エタノール液IPあ�
Ethanol IP 500mL/本  〔健栄〕

〔薬価〕0.64円/mL

〔先発品〕消毒用エタノールB液「ケン

エー」

【効】手指・皮膚の消毒，手術部位（手

術野）の皮膚の消毒，医療機器の消毒

【用】（外）そのまま消毒部位に塗布
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（無水エタノール）Anhydrous 

ethanol

‛無水エタノール注「フソー」
Anhydrous ethanol 5mL/A  〔扶桑〕

【効】肝細胞癌における経皮的エタノー

ル注入療法

【用】（注）腫瘍病変ごとに対して，総

注入量は腫瘍体積により決定．患者当

たり1日注入量は最大10mL以内を原

則．総注入量が1日最大注入量を超え

る場合，数日に分けて治療を行うが，

週2回の注入手技を限度とする
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‛消毒用エタプラス
500mL/本  〔健栄〕

�����������������
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28107　低水準（ビグアナイド類）
 

（クロルヘキシジングルコン酸塩）

Chlorhexidine gluconate

‛グルコジン消毒用ハンドロー
ション1%

Glucodine 1%500mL/本  〔スリーエム〕

【効】手指・皮膚の消毒

【用】（外）手指・皮膚の消毒には，洗

浄後，1日数回適量を塗布
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（クロルヘキシジングルコン酸塩）

Chlorhexidine gluconate

‛ステリクロンW液0.05
Stericlon W 0.05%500mL/本  〔健栄〕

〔薬価〕0.58円/mL

【効】①皮膚の創傷部位の消毒，手術

室・病室・家具・器具・物品等の消

毒．②結膜嚢の洗浄・消毒．③産婦人

科・泌尿器科における外陰・外性器の

皮膚消毒

【用】（外）①0.05%水溶液を用いる．②

0.05%以下の水溶液を用いる．③0.02%

水溶液を用いる
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（クロルヘキシジングルコン酸塩）

Chlorhexidine gluconate

‛ステリクロンW液0.1
Stericlon W 0.1%500mL/本  〔健栄〕

〔薬価〕0.58円/mL

【効】①手指・皮膚の消毒，手術部位

（手術野）の皮膚の消毒，医療機器の

消毒．②皮膚の創傷部位の消毒，手術

室・病室・家具・器具・物品等の消

毒．③結膜嚢の洗浄・消毒．④産婦人

科・泌尿器科における外陰・外性器の

皮膚消毒

【用】（外）①0.1%水溶液を用いる．②

0.05%水溶液を用いる．③0.05%以下の

水溶液を用いる．④0.02%水溶液を用

いる

�����������������

（クロルヘキシジングルコン酸塩）

Chlorhexidine gluconate

‛ステリクロンBエタノール液
1%

Stericlon B ethanol 500mL/本  〔健栄〕

【効】手指・皮膚の消毒

【用】（外）手指・皮膚の消毒には，洗

浄後，1日数回適量を塗布
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（クロルヘキシジングルコン酸塩）

Chlorhexidine gluconate

‛ヘキザックAL1%OR綿棒16
Hexizac AL 1%3.5mL/本  〔吉田〕

【効】手指・皮膚の消毒

【用】（外）洗浄後，1日数回適量を塗布
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（クロルヘキシジングルコン酸塩）

Chlorhexidine gluconate

‛マイクロシールドスクラブ液
4%

Microshield 500mL/本 

 〔日本エア・リキード〕

【効】医療施設における医師，看護師等

の医療従事者の手指消毒

【用】（外）①術前・術後の術者の手指

消毒：手指及び前腕部を水でぬらし，

本剤約5mLを手掌にとり，1分間洗浄

後，流水で洗い流し，更に本剤約5mL

で2分間洗浄をくりかえし，同様に洗

い流す．②前記以外の医療従事者の手

指消毒：手指を水でぬらし，本剤約

2.5mLを手掌にとり，1分間洗浄後，流

水で洗い流す

�����������������
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28108　低水準（第四級アンモニウ
ム塩）

 

（ベンザルコニウム塩化物）Benzal-

konium chloride

‛オスバン消毒液10%
Osvan 10%500mL/本  〔日本製薬〕

〔薬価〕0.67円/mL

【効】①手指・皮膚の消毒．②手術部位

（手術野）の皮膚の消毒．③手術部位

（手術野）の粘膜の消毒．④皮膚・粘

膜の創傷部位の消毒．⑤感染皮膚面の

消毒．⑥医療機器の消毒．⑦手術室・

病室・家具・器具・物品などの消毒．

⑧腟洗浄．⑨結膜嚢の洗浄・消毒

【用】（外）①石鹸で十分に洗浄し，水

で石鹸分を十分に洗い落とした後，

0.05 ～ 0.1%（本剤の100 ～ 200倍）溶

液に浸して洗い，滅菌ガーゼあるいは

布片で清拭する．術前の手洗の場合に

は，5～10分間ブラッシングする．②

手術前局所皮膚面を0.1%（本剤の100

倍）溶液で，5分間洗い，その後0.2%

（本剤の50倍）溶液を塗布．③④0.01

～0.025%（本剤の400～1000倍）溶液

を用いる．⑤0.01%（本剤の1000倍）

溶液を用いる．⑥0.1%（本剤の100倍）

溶液に10分間浸漬するか，又は厳密に

消毒する際は，器具を予め2%炭酸ナ

トリウム水溶液で洗い，その後0.1%

（本剤の100倍）溶液中で15分間煮沸す

る． ⑦ 0.05 ～ 0.2%（本 剤 の 50 ～ 200

倍）溶液を布片で塗布・清拭するか，

又は噴霧．⑧0.02～0.05%（本剤の200

～ 500 倍） 溶 液 を 用 い る． ⑨ 0.01 ～

0.05%（本剤の200 ～ 1000倍）溶液を

用いる
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（ベンザルコニウム塩化物）Benzal-

konium chloride

‛ザルコニン液0.025
Zalkonin 0.025%500mL/本  〔健栄〕

〔薬価〕0.56円/mL

【効】①手術部位（手術野）の粘膜の消

毒，皮膚・粘膜の創傷部位の消毒．②

感染皮膚面の消毒．③腟洗浄．④結膜

嚢の洗浄・消毒

【用】（外）①0.01 ～ 0.025%溶液を用い

る．②0.01%溶液を用いる．③0.02 ～

0.025%溶液を用いる．④0.01～0.025%

溶液を用いる
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28110　過酸化物製剤
 

（オキシドール）Oxydol

‛オキシドール「ケンエー」
Oxydol 100mL/本  〔健栄〕

〔薬価〕0.75円/mL

【効】①創傷・潰瘍の殺菌・消毒．②外

耳・中耳の炎症，鼻炎，咽喉頭炎，扁

桃炎などの粘膜の炎症．③口腔粘膜の

消毒，う窩及び根管の清掃・消毒，歯

の清浄．④口内炎の洗口

【用】（外）①原液のままあるいは2～3

倍希釈して塗布・洗浄．②原液のまま

塗布，滴下あるいは2～10倍（耳科の

場合，時にグリセリン，アルコールで

希釈）希釈して洗浄，噴霧，含嗽．③

原液又は2倍希釈して洗浄・拭掃．④

10倍希釈して洗口

�����������������

28111　アルコール類
 

‛ハイポエタノール液2%「ケン
エー」あ�

Hypo ethanol 500mL/本  〔健栄〕

〔薬価〕0.66円/mL

100mL中： 
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チオ硫酸ナトリウム 2g

【効】皮膚面及び手術用器具類・布類に

付着したヨードチンキ類のヨウ素の脱

色，消毒

【用】（外）殺菌消毒剤ヨードチンキ・

希ヨードチンキの塗布による皮膚面

（手術部位及び手術者の皮膚）及び手

術用器具類・布類に付着したヨウ素の

脱色並びに消毒剤として塗布又は洗浄

等にそのまま使用

�����������������

（チオ硫酸ナトリウム水和物）Sodium 

thiosulfate hydrate

‛ハイポ2%AL綿棒16
Hypo AL 5mL/本  〔健栄〕

【効】皮膚面及び手術用器具類・布類に

付着したヨードチンキ類のヨウ素の脱

色，消毒

【用】（外）塗布又は洗浄等にそのまま

使用
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III　代謝性医薬品

30　内分泌系薬剤
301　糖尿病用薬
30101　スルフォニル尿素系（第二

世代）
 

（グリクラジド）Gliclazide

‛グリミクロンHA錠20㎎� お
Glimicron HA 20㎎/T  〔大日本住友〕

リ
〔薬価〕10.30円/T

【効】インスリン非依存型糖尿病（成人

型糖尿病）（但し，食事療法・運動療法

のみで十分な効果が得られない場合に

限る）

【用】（内）1日40㎎より開始し，1日1

～2回（朝又は朝夕）食前又は食後．

維持量は1日40～120㎎であるが，160

㎎まで
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30102　スルフォニル尿素系（第三
世代）

 

（グリメピリド）Glimepiride

‛アマリール0.5㎎錠� お
Amaryl 0.5㎎/T  〔サノフィ〕

リ
〔薬価〕10.10円/T

‛アマリール1㎎錠� お
Amaryl 1㎎/T

リ
〔薬価〕13.10円/T

【効】2型糖尿病（但し，食事療法・運

動療法のみで十分な効果が得られない

場合に限る）

【用】（内）1日0.5～1㎎より開始し，1

日1 ～ 2回朝又は朝夕，食前又は食

後．維持量は1日1～4㎎．1日6㎎まで
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30103　速効性インスリン分泌促進
薬

 

（ミチグリニドカルシウム水和物）

Mitiglinide calcium hydrate

‛グルファストOD錠10㎎
Glufast OD 10㎎/T  〔キッセイ〕

リ
〔薬価〕30.50円/T

【効】2型糖尿病

【用】（内）1回10㎎を1日3回毎食直前

�����������������

30104　ビグアナイド系
 

（メトホルミン塩酸塩）Metformin 

hydrochloride

‛メトグルコ錠250㎎� お
Metgluco 250㎎/T  〔大日本住友〕

リ
〔薬価〕10.10円/T

【効】①2型糖尿病．但し，次記のいず

れかの治療で十分な効果が得られない

場合に限る．（1）食事療法・運動療法

のみ，（2）食事療法・運動療法に加え

てスルホニルウレア剤を使用．②多嚢

胞性卵巣症候群における排卵誘発，多

嚢胞性卵巣症候群の生殖補助医療にお

ける調節卵巣刺激．ただし，肥満，耐

糖能異常，又はインスリン抵抗性のい

ずれかを呈する患者のみ

【用】（内）①1日500㎎より開始し，1日

2～3回に分割して食直前又は食後．

維持量は1日750 ～ 1,500㎎．1日2,250

㎎まで．10歳以上の小児：1日500㎎よ

り開始し，1日2～3回に分割して食直

前又は食後．維持量は1日500～1,500
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㎎．1日2,000㎎まで．②多嚢胞性卵巣

症候群における排卵誘発：他の排卵誘

発薬との併用で，500㎎の1日1回より

開始．忍容性を確認しながら増量し，

1日投与量として1,500㎎を超えない範

囲で，1日2～3回に分割．排卵までに

中止．多嚢胞性卵巣症候群の生殖補助

医療における調節卵巣刺激：他の卵巣

刺激薬との併用で，500㎎の1日1回経

口投与より開始．忍容性を確認しなが

ら増量し，1日投与量として1,500㎎を

超えない範囲で，1日2～3回に分割．

採卵までに中止

�����������������

30105　αグルコシダーゼ阻害薬
 

（ミグリトール）Miglitol

‛セイブル錠50㎎
Seibule 50㎎/T  〔三和化学〕

リ
〔薬価〕28.70円/T

【効】糖尿病の食後過血糖の改善（但

し，食事療法・運動療法を行っている

患者で十分な効果が得られない場合，

又は食事療法・運動療法に加えてスル

ホニルウレア剤，ビグアナイド系薬剤

若しくはインスリン製剤を使用してい

る患者で十分な効果が得られない場合

に限る）

【用】（内）1回50㎎を1日3回毎食直前．

1回量を75㎎まで増量可
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30106　チアゾリジン誘導体（イン
スリン抵抗性改善薬）

 

（ピオグリタゾン塩酸塩）Piogli-

tazone hydrochloride

‛アクトス錠15
Actos 15㎎/T  〔武田〕

リ

〔薬価〕40.40円/T

【効】2型糖尿病．但し，次のいずれか

の治療で十分な効果が得られずインス

リン抵抗性が推定される場合に限る．

①（a）食事療法，運動療法のみ．

（b）食事療法，運動療法に加えてス

ルホニルウレア剤を使用．（c）食事療

法，運動療法に加えてα-グルコシ

ダ ー ゼ 阻 害 剤 を 使 用．（d） 食 事 療

法，運動療法に加えてビグアナイド系

薬剤を使用．②食事療法，運動療法に

加えてインスリン製剤を使用

【用】（内）①15～30㎎を1日1回朝食前

又は朝食後．45㎎まで．②15㎎を1日1

回朝食前又は朝食後．30㎎まで
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30107　インクレチン関連薬
（DPP-4阻害薬）

 

（シタグリプチンリン酸塩水和物）

Sitagliptin phosphate hydrate

‛ジャヌビア錠50㎎
Januvia 50㎎/T  〔MSD〕

リ
〔薬価〕118.10円/T

【効】2型糖尿病

【用】（内）50㎎を1日1回．100㎎1日1回

まで増量可

�����������������

（リナグリプチン）Linagliptin

‛トラゼンタ錠5㎎
Trazenta 5㎎/T  〔日本ベーリンガー〕

リ
〔薬価〕131.80円/T

【効】2型糖尿病

【用】（内）5㎎を1日1回

�����������������
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30108　インクレチン関連薬
（GLP-1受容体作動薬）

 

（セマグルチド（遺伝子組換え））

Semaglutide (genetical recombina-

tion)

‛オゼンピック皮下注2㎎� お
Ozempic 2㎎1.5mL/本 

 〔ノボノルディスク〕

リ
〔薬価〕11,008.00円/キット

【効】2型糖尿病

【用】（注） 週 1 回 0.5 ㎎ を 維 持 用 量 と

し，皮下注．週1回0.25㎎から開始

し，4週間投与した後，週1回0.5㎎に

増量．週1回0.5㎎を4週間以上投与し

ても効果不十分な場合には，週1回1.0

㎎まで増量可

�����������������

（セマグルチド（遺伝子組換え））

Semaglutide (genetical recombina-

tion)

‛リベルサス錠3㎎� お
Rybelsus 3㎎/T  〔ノボノルディスク〕

リ
〔薬価〕143.20円/T

‛リベルサス錠7㎎� お
Rybelsus 7㎎/T

リ
〔薬価〕334.20円/T

‛リベルサス錠14㎎� お
Rybelsus 14㎎/T

リ
〔薬価〕501.30円/T

【効】2型糖尿病

【用】（内）1日1回7㎎を維持用量とす

る．1日1回3㎎から開始し，4週間以上

投与した後，1日1回7㎎に増量．1日1

回7㎎を4週間以上投与しても効果不十

分な場合には，1日1回14㎎に増量する

ことができる

�����������������

（デュラグルチド（遺伝子組換え））

Dulaglutide (genetical recombina-

tion)

‛トルリシティ皮下注0.75㎎アテ
オス おけ

Trulicity 0.75㎎/本 

 〔日本イーライリリー〕

リ
〔薬価〕2,917.00円/キット

【効】2型糖尿病

【用】（注）0.75㎎を週に1回，皮下注

�����������������

（リキシセナチド）Lixisenatide

‛リキスミア皮下注300μg� お
Lyxumia 300μg3mL1キット 

 〔サノフィ〕

リ
〔薬価〕5,389.00円/キット

【効】2型糖尿病

【用】（注）20μgを1日1回朝食前に皮下

注．1日1回10μgから開始し，1週間以

上投与した後1日1回15μgに増量し，1

週間以上投与した後1日1回20μgに増

量．1日20μgまで

�����������������

（リラグルチド（遺伝子組換え））

Liraglutide (genetical recombina-

tion)

‛ビクトーザ皮下注18㎎� お
Victoza 18㎎/3mL/筒 

 〔ノボノルディスク〕

リ
〔薬価〕9,473.00円/キット

【効】2型糖尿病

【用】（注）0.9㎎を維持用量とし，1日1

回朝又は夕に皮下注．1日1回0.3㎎か

ら開始し，1週間以上の間隔で0.3㎎ず

つ増量．1日0.9㎎で効果不十分な場合
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には，1週間以上の間隔で0.3㎎ずつ最

高1.8㎎まで増量可
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30109　アルドース還元酵素阻害薬
 

（エパルレスタット）Epalrestat

‛キネダック錠50㎎
Kinedak 50㎎/T  〔小野〕

〔薬価〕50.70円/T

【効】糖尿病性末梢神経障害に伴う自覚

症状（しびれ感，疼痛），振動覚異

常，心拍変動異常の改善（糖化ヘモグ

ロビンが高値を示す場合）

【用】（内）1回50㎎を1日3回毎食前

�����������������

30110　SGLT-2阻害薬
 

（エンパグリフロジン）Empagliflozin

‛ジャディアンス錠10㎎
Jardiance 10㎎/T 

 〔日本ベーリンガー〕

リ
〔薬価〕189.00円/T

【効】①2型糖尿病．②慢性心不全．慢

性心不全の標準的な治療を受けている

患者に限る

【用】（内）①10㎎を1日1回朝食前又は

朝食後．効果不十分な場合，25㎎1日1

回に増量可．②10㎎を1日1回朝食前又

は朝食後

�����������������

（カナグリフロジン水和物）Cana-

gliflozin hydrate

‛カナグル錠100㎎
Canaglu 100㎎/T  〔田辺三菱〕

リ
〔薬価〕169.10円/T

【効】①2型糖尿病．②2型糖尿病を合併

する慢性腎臓病．末期腎不全又は透析

施行中の患者を除く

【用】（内）100㎎を1日1回朝食前又は朝

食後
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（ダパグリフロジンプロピレングリ

コール）Dapagliflozin propylene 

glycolate

‛フォシーガ錠5㎎
Forxiga 5㎎/T  〔小野〕

リ
〔薬価〕179.00円/T

‛フォシーガ錠10㎎
Forxiga 10㎎/T

リ
〔薬価〕264.90円/T

【効】①2型糖尿病．②1型糖尿病．③慢

性心不全．ただし，慢性心不全の標準

的な治療を受けている患者に限る．④

慢性腎臓病．ただし，末期腎不全又は

透析施行中の患者を除く

【用】（内）①5㎎を1日1回．効果不十分

な場合10㎎を1日1回に増量可．②イン

スリン製剤との併用において，5㎎を1

日1回．効果不十分な場合，10㎎1日1

回に増量可．③④10㎎を1日1回
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（トホグリフロジン水和物）Tofogli-

flozin hydrate

‛デベルザ錠20㎎
Deberza 20㎎/T  〔興和〕

リ
〔薬価〕176.60円/T

【効】2型糖尿病

【用】（内）20㎎を1日1回朝食前又は朝

食後

�����������������

30111　DPP-4阻害薬・ビグアナイ
ド系薬配合剤

 

‛エクメット配合錠HD� お
EquMet HD 配合剤  〔ノバルティス〕
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リ
〔薬価〕60.20円/T

1錠中： 

ビルダグリプチン 50㎎ 

メトホルミン塩酸塩 500㎎

【効】2型糖尿病．但し，ビルダグリプ

チン及びメトホルミン塩酸塩の併用に

よる治療が適切と判断される場合に限

る

【用】（内）1回1錠（ビルダグリプチン

/メトホルミン塩酸塩として50㎎/250

㎎又は50㎎/500㎎）を1日2回朝，夕
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30112　DPP-4阻害薬・SGLT-2阻害
薬配合剤

 

‛トラディアンス配合錠AP
Tradiance 配合剤  〔日本ベーリンガー〕

リ
〔薬価〕257.70円/T

1錠中： 

エンパグリフロジン 10㎎ 

リナグリプチン 5㎎

【効】2型糖尿病．但し，エンパグリフ

ロジン及びリナグリプチンの併用によ

る治療が適切と判断される場合に限る

【用】（内）1日1回1錠（エンパグリフロ

ジン/リナグリプチンとして10㎎/5

㎎）を朝食前又は朝食後

�����������������

30115　超速効型インスリンアナロ
グ

 

（インスリンアスパルト（遺伝子組換

え））Insulin aspart (genetical 

recombination)

‛フィアスプ注フレックスタッ
チ� お

Fiasp 300単位1キット 

 〔ノボノルディスク〕

リ
〔薬価〕1,826.00円/キット

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）持続型インスリン製剤と併

用する超速効型インスリンアナログ製

剤．初期は1回2～20単位を毎食事開

始時に皮下注，必要な場合は食事開始

後も可．持続型インスリン製剤の投与

量を含めた維持量は通常1日4～100単

位である．小児：毎食事開始時に皮下

注，必要な場合は食事開始後も可．持

続型インスリン製剤の投与量を含めた

維持量は通常1日0.5～1.5単位/㎏であ

る

�����������������

（インスリングルリジン（遺伝子組換

え））Insulin glulisine (genetical 

recombination)

‛アピドラ注ソロスター� お
Apidra 300単位/本  〔サノフィ〕

リ
〔薬価〕1,792.00円/キット

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）1回2～20単位を毎食直前に

皮下注，中間型又は持効型溶解インス

リン製剤と併用することがある．中間

型又は持効型溶解インスリン製剤の投

与量を含めた維持量としては1日4～

100単位

�����������������

（インスリンリスプロ（遺伝子組換

え））Insulin lispro (genetical 

recombination)

‛ルムジェブ注ミリオペンHD�お
Lyumjev 300単位/本 

 〔日本イーライリリー〕

リ
〔薬価〕1,374.00円/キット
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【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）1回2～20単位を毎食事開始

時に皮下注，必要な場合は食事開始後

の投与とすることもできる．ときに投

与回数を増やしたり，持続型インスリ

ン製剤と併用したりすることがある．

持続型インスリン製剤の投与量を含め

た維持量としては1日4～100単位

�����������������

（インスリンリスプロ（遺伝子組換

え））Insulin lispro (genetical 

recombination)

‛ルムジェブ注100単位/mL� お
Lyumjev 1000単位/10mL/V 

 〔日本イーライリリー〕

リ
〔薬価〕271.00円/mLV

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）1回2～20単位を毎食事開始

時に皮下注，必要な場合は食事開始後

の投与とすることもできる．ときに投

与回数を増やしたり，持続型インスリ

ン製剤と併用したりすることがある．

持続型インスリン製剤の投与量を含め

た維持量としては1日4～100単位．必

要に応じ持続皮下注入ポンプを用いて

投与
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30116　速効型ヒトインスリン
 

（ヒトインスリン（遺伝子組換え））

Insulin human (genetical recombina-

tion)

‛ノボリンR注100単位/mL� お
Novolin R 1,000IU/10mL/V 

 〔ノボノルディスク〕

リ
〔薬価〕287.00円/mLV

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）初期は1回4～20単位を毎食

前に皮下注，ときに回数を増やした

り，他のインスリン製剤を併用．維持

量は1日4 ～ 100単位．糖尿病昏睡に

は，必要に応じ皮下，筋注，静注又は

持続静注を行う
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30120　持効型溶解インスリンアナ
ログ

 

（インスリングラルギン（遺伝子組換

え））Insulin glargine (genetical 

recombination)

‛ランタスXR注ソロスター� お
Lantus 450単位/本  〔サノフィ〕

リ
〔薬価〕2,445.00円/キット

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）初期は1日1回4 ～ 20単位を

皮下注．ときに他のインスリン製剤を

併用．注射時刻は毎日一定とする．投

与量は患者の症状及び検査所見に応じ

て増減．その他のインスリン製剤の投

与量を含めた維持量は1日4 ～ 80単

位．必要により上記用量を超えて使用

することがある
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（インスリンデグルデク（遺伝子組換

え））Insulin degludec (genetical 

recombination)

‛トレシーバ注フレックスタッ
チ� お

Tresiba 300単位1キット 

 〔ノボノルディスク〕

リ
〔薬価〕2,227.00円/キット

【効】インスリン療法が適応となる糖尿
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病

【用】（注）初期は1日1回4 ～ 20単位を

皮下注．注射時刻は毎日一定とする．

他のインスリン製剤を併用することが

あるが，他のインスリン製剤の投与量

を含めた維持量は，1日4 ～ 80単位．

必要により上記用量を超えて使用する

ことがある．注射時刻は原則として毎

日一定とするが，必要な場合は注射時

刻を変更できる．小児：1日1回皮下注

射．注射時刻は毎日一定．他のインス

リン製剤の投与量を含めた維持量は，

1日0.5～1.5単位/㎏．必要により上記

用量を超えて使用することがある
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30121　インスリンアナログ（配合
溶解）

 

‛ライゾデグ配合注フレックス
タッチ� お

Ryzodeg 300IU/本 

 〔ノボノルディスク〕

リ
〔薬価〕1,990.00円/キット

1筒（3mL）中： 

インスリンデグルデク（遺伝子組換

え） 210単位 

インスリンアスパルト（遺伝子組換

え） 90単位

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）超速効型インスリン（イン

スリン　アスパルト）と持効型インス

リン（インスリン　デグルデク）を

3：7のモル比で含有する溶解インスリ

ン製剤．初期は1回4～20単位を1日1

～2回皮下注．1日1回投与のときは，

主たる食事の直前に投与し，毎日一定

とする．1日2回投与のときは，朝食直

前と夕食直前に投与．維持量は通常1

日4～80単位．必要により上記用量を

超えて使用することがある
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30130　経口糖忍容力試験用糖質液
 

（デンプン部分加水分解物）Partial 

hydrolysate of starch

‛トレーランG液75g
Trelan G 75g/225mL/本  〔陽進堂〕

〔薬価〕205.20円/瓶

【効】糖尿病診断時の糖負荷試験に用い

る

【用】（内）ブドウ糖として，1回50g，

75g，又は100g．小児：1.75g/㎏
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30131　ミトコンドリア機能改善薬
 

（イメグリミン塩酸塩）Imeglimin 

hydrochloride

‛ツイミーグ錠500㎎（試）
Twymeeg 500㎎/T  〔大日本住友〕

リ
〔薬価〕34.40円/T

【効】2型糖尿病

【用】（内）1回1000㎎を1日2回朝，夕

�����������������

302　骨・カルシウム代謝薬
30201　ビスホスホネート製剤

（Weekly製剤）（内服）
 

（アレンドロン酸ナトリウム水和物）

Alendronate sodium hydrate

‛ボナロン錠35㎎� お
Bonalon 35㎎/T  〔帝人〕

〔薬価〕329.50円/T

【効】骨粗鬆症

【用】（内）35㎎を1週間に1回，朝起床

時に水約180mLとともに．服用後少な

くとも30分は横にならず，飲食（水を

除く）並びに他の薬剤の経口摂取も避
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ける
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30202　ビスホスホネート製剤
（Monthly製剤）（内服）

 

（イバンドロン酸ナトリウム水和物）

Ibandronate sodium hydrate

‛ボンビバ錠100㎎� お
Bonviva 100㎎/T  〔中外〕

〔薬価〕2,104.30円/T

【効】骨粗鬆症

【用】（内）100㎎を1か月に1回，起床時

に十分量（約180mL）の水とともに投

与．服用後少なくとも60分は横になら

ず，飲食（水を除く）及び他の薬剤の

経口摂取を避ける
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（ミノドロン酸水和物）Minodronic 

acid hydrate

‛ボノテオ錠50㎎� お
Bonoteo 50㎎/T  〔アステラス〕

〔薬価〕2,103.90円/T

【効】骨粗鬆症

【用】（内）50㎎を4週に1回，起床時に

十分量（約180mL）の水（又はぬるま

湯）とともに投与．服用後少なくとも

30分は横にならず，飲食（水を除く）

並びに他の薬剤の経口摂取も避けるこ

と
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（リセドロン酸ナトリウム水和物）

Sodium risedronate hydrate

‛アクトネル錠75㎎� お
Actonel 75㎎/T  〔エーザイ〕

〔薬価〕1,758.40円/T

【効】骨粗鬆症

【用】（内）75㎎を月1回，起床時に十分

量（約180mL）の水とともに．服用後

少なくとも30分は横にならず，水以外

の飲食並びに他の薬剤の経口摂取も避

ける
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30204　ビスホスホネート製剤（注
射）

 

（ゾレドロン酸水和物）Zoledronic 

acid hydrate

‛ゾメタ点滴静注4㎎/5mL� お
Zometa 4㎎/5mL/V  〔ノバルティス〕

〔薬価〕18,795.00円/瓶

【効】①悪性腫瘍による高カルシウム血

症．②多発性骨髄腫による骨病変及び

固形癌骨転移による骨病変

【用】（注）①4㎎を生食液又はブドウ糖

注射液（5%）100mLに希釈し，15分以

上かけて点滴静注．再投与が必要な場

合，初回投与による反応を確認するた

めに少なくとも1週間の投与間隔をお

く．②4㎎を生食液又はブドウ糖注射

液（5%）100mLに希釈し，15分以上か

けて3～4週間間隔で点滴静注
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30205　ビスホスホネート製剤
（Once a year）（注射）

 

（ゾレドロン酸水和物）Zoledronic 

acid hydrate

‛リクラスト点滴静注液5㎎� お
Reclast 5㎎/100mL/本  〔旭化成〕

〔薬価〕36,045.00円/瓶

【効】骨粗鬆症

【用】（注）1年に1回ゾレドロン酸とし

て5㎎を15分以上かけて点滴静注
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30206　活性型ビタミンD3製剤
 

（アルファカルシドール）Alfacalcidol

‛アルファカルシドールカプセ
ル0.25μg「フソー」あ� お

Alfacalcidol 0.25μg/cap  〔扶桑〕
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〔薬価〕5.90円/cap

〔先発品〕アルファロールカプセル0.25

μg

【効】次記疾患（①②）におけるビタミ

ンD代謝異常に伴う諸症状（低カルシ

ウム血症，テタニー，骨痛，骨病変

等）の改善：①慢性腎不全．②副甲状

腺機能低下症，ビタミンD抵抗性クル

病・骨軟化症．③骨粗鬆症

【用】（内）患者の血清カルシウム濃度

の十分な管理のもとに，投与量を調

整．①③1日1回0.5～1.0μg，②1日1回

1.0～4.0μg．小児：①②1日1回0.05～

0.1μg/㎏，③1日1回0.01～0.03μg/㎏
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（エルデカルシトール）Eldecalcitol

‛エディロールカプセル0.75μg�お
Edirol 0.75μg/cap  〔中外〕

〔薬価〕56.90円/cap

【効】骨粗鬆症

【用】（内）1日1回0.75μg，症状により1

日1回0.5μgに減量
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（マキサカルシトール）Maxacalcitol

‛オキサロール注5μg� お
Oxarol 5μg/1mL/A  〔中外〕

〔薬価〕929.00円/A

【効】維持透析下の二次性副甲状腺機能

亢進症

【用】（注）透析終了直前に1回2.5～10

μg週3回，透析回路静脈側に注入．血

清副甲状腺ホルモン（PTH）の改善

効果が得られない場合，高カルシウム

血症の発現等に注意し1回20μgを上限

に慎重に漸増
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30207　ビタミンK2製剤
 

（メナテトレノン）Menatetrenone

‛グラケーカプセル15㎎
Glakay 15㎎/cap  〔エーザイ〕

〔薬価〕21.60円/cap

【効】骨粗鬆症における骨量・疼痛の改

善

【用】（内）1日45㎎を3回に分割し食後
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30208　SERM
 

（バゼドキシフェン酢酸塩）Bazedoxi-

fene acetate

‛ビビアント錠20㎎
Viviant 20㎎/T  〔ファイザー〕

〔薬価〕76.20円/T

【効】閉経後骨粗鬆症

【用】（内）1日1回20㎎
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（ラロキシフェン塩酸塩）Raloxifene 

hydrochloride

‛エビスタ錠60㎎
Evista 60㎎/T  〔日本イーライリリー〕

〔薬価〕73.40円/T

【効】閉経後骨粗鬆症

【用】（内）1日1回60㎎
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30209　抗RANKLモノクロナール
抗体

 

（デノスマブ（遺伝子組換え））

Denosumab (genetical recombina-

tion)

‛プラリア皮下注60㎎シリンジ
� おけ

Pralia 60㎎1mL/筒  〔第一三共〕

〔薬価〕28,136.00円/筒

【効】①骨粗鬆症．②関節リウマチに伴

う骨びらんの進行抑制

199

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3112006
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3112401
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3160002
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999027
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999021
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999435
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999435


－200－

30

30　内分泌系薬剤

【用】（注）①60㎎を6か月に1回，皮下

注．②60㎎を6か月に1回，皮下注．6

か月に1回の投与においても，骨びら

んの進行が認められる場合には，3か

月に1回，皮下注
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（デノスマブ（遺伝子組換え））

Denosumab (genetical recombina-

tion)

‛ランマーク皮下注120㎎� おけ
Ranmark 120㎎/1.7mL/1V 

 〔第一三共〕

〔薬価〕47,492.00円/瓶

【効】①多発性骨髄腫による骨病変及び

固形癌骨転移による骨病変．②骨巨細

胞腫

【用】（注）①120㎎を4週間に1回，皮下

注．②120㎎を第1日，第8日，第15

日，第29日，その後は4週間に1回，皮

下注

�����������������

30210　副甲状腺ホルモン
 

（テリパラチド（遺伝子組換え））

Teriparatide (genetical recombina-

tion)

‛フォルテオ皮下注キット600μg
Forteo 600μg/2.4mL/キット 

 〔日本イーライリリー〕

リ
〔薬価〕32,253.00円/キット

【効】骨折の危険性の高い骨粗鬆症

【用】（注）1日1回20μgを皮下注．投与

は24か月間まで
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（テリパラチド酢酸塩）Teriparatide 

acetate

‛テリボン皮下注28.2μgオートイ
ンジェクター

Teribone 28.2μg/本  〔旭化成〕

リ
〔薬価〕5,995.00円/キット

【効】骨折の危険性の高い骨粗鬆症

【用】（注）28.2μgを1日1回，週に2回皮

下注．24か月間まで
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（テリパラチド酢酸塩）Teriparatide 

acetate

‛テリボン皮下注用56.5μg
Teribone 56.5μg/V  〔旭化成〕

リ
〔薬価〕10,967.00円/瓶

【効】骨折の危険性の高い骨粗鬆症

【用】（注）56.5μg（テリパラチドとし

て）を1週間に1回皮下注．24か月間ま

で
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30211　その他の骨・カルシウム代
謝薬

 

‛デノタスチュアブル配合錠
Denotas chewable 配合剤  〔第一三共〕

〔薬価〕14.70円/T

1錠中： 

沈降炭酸カルシウム 762.5㎎ 

（カルシウムとして305㎎） 

コレカルシフェロール 0.005㎎

（200IU） 

炭酸マグネシウム 59.2㎎ 

（マグネシウムとして15㎎）

【効】RANKL阻害剤（デノスマブ（遺

伝子組換え）等）投与に伴う低カルシ

ウム血症の治療及び予防

【用】（内）1日1回2錠

�����������������
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30212　抗スクレロスチンモノクロ
ナール抗体

 

（ロモソズマブ（遺伝子組換え））

Romosozumab (genetical recombina-

tion)

‛イベニティ皮下注105㎎シリン
ジ け

Evenity 105㎎/本  〔アステラス〕

〔薬価〕25,061.00円/筒

【効】骨折の危険性の高い骨粗鬆症

【用】（注）210㎎を1か月に1回，12か月

皮下注
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303　甲状腺疾患治療薬
30301　甲状腺ホルモン製剤
 

（レボチロキシンナトリウム水和物）

Levothyroxine sodium hydrate

‛チラーヂンS錠50μg� お
Thyradin S 50μg/T  〔あすか〕

〔薬価〕9.80円/T

【効】粘液水腫，クレチン病，甲状腺機

能低下症（原発性及び下垂体性），甲

状腺腫

【用】（内）25 ～ 400μgを1日1回．開始

量には25 ～ 100μg，維持量には100 ～

400μgを投与することが多い
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30302　抗甲状腺ホルモン
 

（チアマゾール）Thiamazole

‛メルカゾール錠5㎎
Mercazole 5㎎/T  〔あすか〕

〔薬価〕9.80円/T

【効】甲状腺機能亢進症

【用】（内）初期量1日30㎎を3 ～ 4回に

分割．症状が重症のときは，1日40～

60㎎を使用．機能亢進症状がほぼ消失

したなら，1 ～ 4週間ごとに漸減し，

維持量1日5～10㎎を1～2回に分割．

小児：初期量5歳以上～10歳未満では

1日10～20㎎，10歳以上～15歳未満で

は1日20～30㎎を2～4回に分割．機能

亢進症状がほぼ消失したなら，1 ～ 4

週間ごとに漸減し，維持量1日5～10

㎎を1～2回に分割．妊婦：初期量1日

15～30㎎を3～4回に分割．機能亢進

症状がほぼ消失したなら，1 ～ 4週間

ごとに漸減し，維持量1日5～10㎎を1

～2回に分割．正常妊娠時の甲状腺機

能検査値を低下しないよう，2週間ご

とに検査し，必要最低限量を投与
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（プロピルチオウラシル）Propylthio-

uracil

‛チウラジール錠50㎎
Thiuragyl 50㎎/T  〔ニプロES〕

〔薬価〕9.80円/T

【効】甲状腺機能亢進症

【用】（内）初期量1日300㎎を3～4回に

分割．症状が重症のときは1日400 ～

600㎎を使用．機能亢進症状がほぼ消

失したなら1～4週間ごとに漸減し，

維持量1日50 ～ 100㎎を1 ～ 2回に分

割．小児：初期量5歳以上～10歳未満

では1日100～200㎎，10歳以上～15歳

未満では，1日200～300㎎を2～4回に

分割．機能亢進症状がほぼ消失したな

ら，1～4週間ごとに漸減し，維持量1

日50～100㎎を1～2回に分割．妊婦に

対しては，初期量1日150 ～ 300㎎を3

～4回に分割．機能亢進症状がほぼ消

失 し た な ら，1 ～ 4 週 間 ご と に 漸 減

し，維持量1日50～100㎎を1～2回に

分割．正常妊娠時の甲状腺機能検査値

を低下しないよう，2週間ごとに検査

し，必要最低限量を投与
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30303　ヨウ素
 

（ヨウ化カリウム）Potassium iodide

‛ヨウ化カリウム「日医工」� お
Potassium iodide 1g  〔日医工〕

〔薬価〕9.50円/g

【効】①ヨード欠乏による甲状腺腫．②

甲状腺機能亢進症を伴う甲状腺腫．③

慢性気管支炎及び喘息に伴う喀痰喀出

困難．④第三期梅毒．⑤放射性ヨウ素

による甲状腺の内部被曝の予防・低減

【用】（内）①1日0.3 ～ 1.0㎎を1 ～ 3回

に分割．②1日5～50㎎を1～3回に分

割．③④1回0.1～0.5gを1日3～4回．

⑤13歳以上：1回100㎎．3歳以上13歳

未満：1回50㎎．生後1か月以上3歳未

満：1回32.5㎎．新生児：1回16.3㎎
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（ヨウ素レシチン）Iodolecithine

‛ヨウレチン錠「100」（無）
Jolethin 100μg/T  〔第一薬品〕

〔薬価〕6.50円/T

【効】①ヨード不足による甲状腺腫，

ヨード不足による甲状腺機能低下症．

②中心性網膜炎，網膜出血，硝子体出

血・混濁，網膜中心静脈閉塞症．③小

児気管支喘息，喘息様気管支炎

【用】（内）成人1日300 ～ 600μgを1日2

～3回に分割経口投与
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304　痛風・高尿酸血症治療薬
30401　痛風発作治療薬
 

（コルヒチン）Colchicine

‛コルヒチン錠0.5㎎「タカタ」�お
Colchicine 0.5㎎/T  〔高田〕

〔薬価〕6.80円/T

【効】①痛風発作の緩解及び予防．②家

族性地中海熱

【用】（内）①1日3～4㎎を6～8回に分

割．発病予防には，1日0.5～1㎎，発

作予感時には1回0.5㎎．②成人：1日

0.5㎎を1回又は2回に分けて投与．1日

最大投与量は1.5㎎まで．小児：1日

0.01～0.02㎎/㎏を1回又は2回に分け

て投与．1日最大投与量は0.03㎎/㎏ま

でとし，かつ成人の1日最大投与量を

超えない
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30402　尿酸排泄促進薬
 

（ベンズブロマロン）Benzbromarone

‛ユリノーム錠25㎎� お
Urinorm 25㎎/T  〔鳥居〕

〔薬価〕10.50円/T

【効】次記の場合における高尿酸血症の

改善：①痛風．②高尿酸血症を伴う高

血圧症

【用】（内）①1日1回25㎎又は50㎎，そ

の後維持量として1回50㎎を1日1～3

回（50～150㎎）．②1回50㎎を1日1～

3回（50～150㎎）
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30403　尿酸生成抑制薬
 

（アロプリノール）Allopurinol

‛アロプリノール錠100㎎「タナ
ベ」あ�

Allopurinol 100㎎/T  〔ニプロES〕

〔薬価〕10.10円/T

〔先発品〕ザイロリック錠100

【効】次記の場合における高尿酸血症の

是正：痛風，高尿酸血症を伴う高血圧

症

【用】（内）1日量200 ～ 300㎎を，2 ～ 3

回に分割し食後
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（フェブキソスタット）Febuxostat

‛フェブリク錠10㎎
Feburic 10㎎/T  〔帝人〕
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30　内分泌系薬剤

〔薬価〕27.00円/T

【効】①痛風，高尿酸血症．②がん化学

療法に伴う高尿酸血症

【用】（内）①1日10㎎より開始し，1日1

回．その後は血中尿酸値を確認しなが

ら必要に応じて徐々に増量．維持量は

1日1回40㎎，最大投与量は1日1回60

㎎．②60㎎を1日1回
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30404　酸性尿改善薬
 

‛ウラリット配合錠
Uralyt 配合剤  〔日本ケミファ〕

〔薬価〕8.20円/T

1錠中： 

クエン酸カリウム 231.5㎎ 

クエン酸ナトリウム水和物 195.0㎎

【効】①痛風ならびに高尿酸血症におけ

る酸性尿の改善．②アシドーシスの改

善

【用】（内）①1回2錠を1日3回，尿検査

でpH6.2から6.8の範囲に入るよう投与

量を調整．②1日量12錠を3～4回に分

割

�����������������
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31　ビタミン剤

31　ビタミン剤
312　ビタミンB製剤
31201　ビタミンB1・B1誘導体（内

服）
 

（フルスルチアミン）Fursultiamine

‛25㎎アリナミンF糖衣錠
Alinamin F 25㎎/T  〔武田〕

〔薬価〕5.90円/T

【効】①ビタミンB1欠乏症の予防及び

治療．②ビタミンB1の需要が増大

し，食事からの摂取が不十分な際の補

給（消耗性疾患，甲状腺機能亢進症，

妊産婦，授乳婦，激しい肉体労働時

等）．③ウェルニッケ脳症．④脚気衝

心．⑤次記疾患のうちビタミンB1欠

乏又は代謝障害が関与すると推定され

る場合：神経痛，筋肉痛，関節痛，末

梢神経炎，末梢神経麻痺，心筋代謝障

害，便秘等の胃腸運動機能障害，術後

腸管麻痺．⑤の効能・効果に対して，

効果がないのに月余にわたって漫然と

使用すべきでない

【用】（内）1日量25～100㎎を1日1～3

回に分割し食直後

�����������������

31202　ビタミンB1・B1誘導体（注
射）

 

（チアミン塩化物塩酸塩）Thiamine 

chloride hydrochloride

‛メタボリンG注射液10㎎
Metabolin G 10㎎/1mL/A  〔武田〕

〔薬価〕84.00円/A

【効】①ビタミンB1欠乏症の予防及び

治療．②ビタミンB1の需要が増大

し，食事からの摂取が不十分な際の補

給（消耗性疾患，甲状腺機能亢進症，

妊産婦，授乳婦，はげしい肉体労働時

など）．③ウェルニッケ脳炎．④脚気

衝心．⑤次記疾患のうち，ビタミン

B1の欠乏又は代謝障害が関与すると

推定される場合：神経痛，筋肉痛・関

節痛．末梢神経炎・末梢神経麻痺．心

筋代謝障害．⑤の適応に対して，効果

がないのに月余にわたって漫然と使用

すべきでない

【用】（注）1日1～50㎎を皮下注，筋注

又は静注
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31204　ビタミンB2（注射）
 

（フラビンアデニンジヌクレオチドナ

トリウム）Flavin adenine dinucleo-

tide sodium

‛FAD注10㎎「わかもと」あ�
FAD 10㎎1.5mL/A  〔わかもと〕

〔薬価〕57.00円/A

〔先発品〕フラビタン注射液10㎎

【効】①ビタミンB2欠乏症の予防及び

治療．②ビタミンB2の需要が増大

し，食事からの摂取が不十分な際の補

給（消耗性疾患，妊産婦，授乳婦，激

しい肉体労働時等）．③次の疾患のう

ち，ビタミンB2の欠乏又は代謝障害

が関与すると推定される場合：口角

炎，口唇炎，舌炎，口内炎，肛門周囲

及び陰部びらん，急・慢性湿疹，脂漏

性湿疹，ペラグラ，尋常性ざ瘡，酒

さ，日光皮膚炎，結膜炎，びまん性表

層角膜炎，角膜部周擁充血，角膜脈管

新生．上記③に対して，効果がないの

に月余にわたって漫然と使用すべきで

ない

【用】（注）1日1～40㎎を1～2回に分割

し皮下注，筋注又は静注

�����������������
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31　ビタミン剤

31205　パントテン酸（内服）
 

（パンテチン）Pantethine

‛パントシン錠100
Pantosin 100㎎/T  〔アルフレッサ〕

〔薬価〕7.60円/T

【効】①パントテン酸欠乏症の予防およ

び治療．②パントテン酸の需要が増大

し，食事からの摂取が不十分な際の補

給（消耗性疾患，甲状腺機能亢進症，

妊産婦，授乳婦など）．③次記疾患の

うち，パントテン酸の欠乏又は代謝障

害が関与すると推定される場合：高脂

血症，弛緩性便秘，ストレプトマイシ

ンおよびカナマイシンによる副作用の

予防および治療，急・慢性湿疹，血液

疾患の血小板数ならびに出血傾向の改

善．なお，効果がないのに月余にわ

たって漫然と使用すべきでない

【用】（内）1日30～180㎎を1～3回に分

割．血液疾患，弛緩性便秘には，1日

300～600㎎を1～3回に分割．高脂血

症には，1日600㎎を3回に分割
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31206　パントテン酸（注射）
 

（パンテノール）Panthenol

‛パントール注射液250㎎
Pantol 250㎎/1mL/A 

 〔トーアエイヨー〕

〔薬価〕57.00円/A

【効】①パントテン酸欠乏症の予防及び

治療．②パントテン酸の需要が増大

し，食事からの摂取が不十分な際の補

給（消耗性疾患，甲状腺機能亢進症，

妊産婦，授乳婦等）．③次記疾患のう

ち，パントテン酸の欠乏又は代謝障害

が関与すると推定される場合：ストレ

プトマイシン及びカナマイシンによる

副作用の予防及び治療，接触皮膚炎，

急・慢性湿疹，術後腸管麻痺（③に対

して，効果がないのに月余にわたって

漫然と使用すべきでない．）

【用】（注）1 回 20 ～ 100 ㎎ を 1 日 1 ～ 2

回，術後腸管麻痺には1回50 ～ 500㎎

を1日1 ～ 3回，必要に応じて6回ま

で，皮下注，筋注又は静注
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31207　ビタミンB6（内服）
 

（ピリドキサールリン酸エステル水和

物）Pyridoxal phosphate hydrate

‛ピドキサール錠20㎎
Pydoxal 20㎎/T  〔太陽ファルマ〕

〔薬価〕5.90円/T

【効】①次記疾患のうち，ビタミンB6

欠乏又は代謝障害が関与すると推定さ

れる場合：口角炎，口唇炎，舌炎，口

内炎，急・慢性湿疹，脂漏性湿疹，接

触皮膚炎，アトピー皮膚炎，尋常性ざ

瘡， 末 梢 神 経 炎， 放 射 線 障 害（宿

酔）．②ビタミンB6の需要が増大し，

食事からの摂取が不十分な際の補給

（消耗性疾患，妊産婦，授乳婦等）．③

ビタミンB6依存症（ビタミンB6反応

性貧血等）．④ビタミンB6欠乏症の予

防及び治療（薬物投与によるものを含

む．例えばイソニアジド）．  

上記適応（効能・効果）のうち，①の

疾患に対して，効果がないのに月余に

わたって漫然と使用すべきでない

【用】（内）1日10～60㎎を1～3回に分

割．極めてまれに依存症の場合に，よ

り大量を用いる必要のある場合もある
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31208　ビタミンB12（内服）
 

（メコバラミン）Mecobalamin

‛メチコバール錠500μgあ�
Methycobal 500μg/T  〔エーザイ〕
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31　ビタミン剤

〔薬価〕12.20円/T

【効】末梢性神経障害

【用】（内）1日1500μgを3回に分割
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31209　ビタミンB12（注射）
 

（メコバラミン）Mecobalamin

‛メチコバール注射液500μg
Methycobal 500μg/1mL/A  〔エーザイ〕

〔薬価〕102.00円/A

【効】①末梢性神経障害．②ビタミン

B12欠乏による巨赤芽球性貧血

【用】（注）①1日1回500μgを週3回，筋

注又は静注．②1日1回500μgを週3回，

筋注又は静注．約2か月投与した後，

維持療法として1～3か月に1回500μg
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31210　葉酸（内服）
 

（葉酸）Folic acid

‛フォリアミン錠
Foliamin 5㎎/T  〔日本製薬〕

〔薬価〕9.80円/T

【効】①葉酸欠乏症の予防及び治療．②

葉酸の需要が増大し，食事からの摂取

が不十分な際の補給（消耗性疾患，妊

産婦，授乳婦等）．③吸収不全症候群

（スプルー等）．④悪性貧血の補助療

法．⑤次記疾患のうち，葉酸の欠乏又

は代謝障害が関与すると推定される場

合：栄養性貧血，妊娠性貧血，小児貧

血，抗痙攣剤，抗マラリア剤投与に起

因する貧血．⑥アルコール中毒及び肝

疾患に関連する大赤血球性貧血．⑦再

生不良性貧血．⑧顆粒球減少症．⑤の

効能・効果に対して，効果がないのに

月余にわたって漫然と使用すべきでな

い

【用】（内）1日5 ～ 20㎎を2 ～ 3回に分

割，小児：1日5～10㎎を2～3回に分

割．消化管に吸収障害のある場合，あ

るいは症状が重篤な場合は注射を行う

方がよい
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313　ビタミンC製剤
31302　ビタミンC・パントテン酸

配合剤（内服）
 

‛シナール配合錠
Cinal 配合剤  〔塩野義〕

〔薬価〕6.20円/T

1錠中： 

アスコルビン酸 200㎎ 

パントテン酸カルシウム 3㎎

【効】本剤に含まれるビタミン類の需要

が増大し，食事からの摂取が不十分な

際の補給（消耗性疾患，妊産婦，授乳

婦等），炎症後の色素沈着．効果がな

いのに月余にわたって漫然と使用すべ

きでない

【用】（内）1回1～3錠を1日1～3回
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31303　ビタミンC（注射）
 

（アスコルビン酸）Ascorbic acid

‛ビタミンC注「フソー」－
500㎎

Vitamin C 500㎎/2mL/A  〔扶桑〕

〔薬価〕84.00円/A

【効】①ビタミンC欠乏症の予防及び治

療（壊血病，メルレル・バロー病）．

②ビタミンCの需要が増大し，食事か

らの摂取が不十分な際の補給（消耗性

疾患，妊産婦，授乳婦，激しい肉体労

働時等）．③次記疾患のうち，ビタミ

ンC欠乏又は代謝障害が関与すると推

定される場合：毛細管出血（鼻出血，

歯肉出血，血尿等），薬物中毒，副腎

皮質機能障害，骨折時の骨基質形成・

骨癒合促進，肝斑・雀卵斑・炎症後の
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色素沈着，光線過敏性皮膚炎．  

③の効能・効果に対して，効果がない

のに月余にわたって漫然と使用すべき

でない

【用】（注）1日50～2000㎎を1～数回に

分割し静注
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315　ビタミンK製剤
31503　ビタミンK2（内服）
 

（メナテトレノン）Menatetrenone

‛ケイツーシロップ0.2%（無）
Kaytwo 2㎎/mL  〔エーザイ〕

〔薬価〕25.30円/mL

【効】①新生児出血症及び新生児低プロ

トロンビン血症の治療．②新生児・乳

児ビタミンK欠乏性出血症の予防

【用】（内）①1日1回2㎎（本剤として

1mL）．症状に応じて6㎎（本剤として

3mL）まで増量．②出生後，哺乳が確

立したことを確かめてから，1回2㎎

（本剤として1mL）．その後，2回目とし

て生後1週間又は産科退院時のいずれ

か早い時期，3回目として生後1か月時

にそれぞれ1回2㎎（本剤として1mL）
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31504　ビタミンK2（注射）
 

（メナテトレノン）Menatetrenone

‛ケイツーN静注10㎎
Kaytwo N 10㎎/2mL/A  〔エーザイ〕

〔薬価〕69.00円/A

【効】ビタミンK欠乏による次の疾患及

び症状：①胆道閉塞・胆汁分泌不全に

よる低プロトロンビン血症，分娩時出

血，クマリン系抗凝血薬投与中に起こ

る低プロトロンビン血症．②新生児低

プロトロンビン血症．③クマリン系殺

鼠剤中毒時に起こる低プロトロンビン

血症

【用】（注）①1日1回10～20㎎を静注．

②生後直ちに1回1～2㎎を静注し，症

状に応じて2～3回反復静注．③1回20

㎎を静注し，症状，血液凝固能検査結

果に応じて1日量40㎎まで増量
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316　ビタミンH製剤
31601　ビオチン（内服）
 

（ビオチン）Biotin

‛ビオチン散0.2%「ホエイ」
Biotin 2㎎/g  〔ファイザー〕

〔薬価〕6.50円/g

【効】急・慢性湿疹，小児湿疹，接触皮

膚炎，脂漏性湿疹，尋常性ざ瘡

【用】（内）1日0.5 ～ 2㎎（本剤として

0.25～1.0g）を1～3回に分割
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317　カルニチン
31701　レボカルニチン（内服）
 

（レボカルニチン）Levocarnitine

‛エルカルチンFF錠250㎎
L-Cartin FF 250㎎/T  〔大塚〕

〔薬価〕237.50円/T

【効】カルニチン欠乏症

【用】（内）1日1.5 ～ 3gを3回に分割．

小児：1日25～100㎎/㎏を3回に分割
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318　混合ビタミン製剤
31801　ビタミンB1・B6・B12
 

‛ビタメジン静注用
Vitamedin 配合剤  〔第一三共〕

〔薬価〕107.00円/瓶

1バイアル中： 

リン酸チアミンジスルフィド

 107.13㎎ 

（チアミン塩化物塩酸塩として

100㎎） 
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ピリドキシン塩酸塩 100㎎ 

シアノコバラミン 1㎎

【効】①本剤に含まれるビタミン類の需

要が増大し，食事からの摂取が不十分

な際の補給（消耗性疾患，妊産婦，授

乳婦など）．②次記疾患のうち，本剤

に含まれるビタミン類欠乏又は代謝障

害が関与すると推定される場合：神経

痛，筋肉痛・関節痛，末梢神経炎・末

梢神経麻痺．効果がないのに月余にわ

たって漫然と使用すべきでない

【用】（注）1日1バイアルをブドウ糖注

射液又は生理食塩液若しくは注射用水

20mLに溶解し，静注あるいは点滴静

注．静注の場合3分以上時間をかけて

極めて緩徐に
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31802　ビタミンB1・B2・B6・B12
 

‛ビタノイリンカプセル25
Vitaneurin 25㎎/cap  〔武田〕

〔薬価〕5.90円/cap

1カプセル中： 

フルスルチアミン（TTFD） 25㎎ 

（フルスルチアミン塩酸塩　

27.285㎎） 

ピリドキサールリン酸エステル水和

物 15㎎ 

ヒドロキソコバラミン 125μg 

（ヒドロキソコバラミン酢酸塩　

130.5μg） 

リボフラビン（ビタミンB2） 2.5㎎

【効】本剤に含まれるビタミン類の需要

が増大し，食事からの摂取が不十分な

際の補給（消耗性疾患，妊産婦，授乳

婦等）．次の疾患のうち，本剤に含ま

れるビタミン類の欠乏又は代謝障害が

関与すると推定される場合：神経痛，

筋肉痛・関節痛，末梢神経炎・末梢神

経麻痺．効果がないのに月余にわたっ

て漫然と使用すべきでない

【用】（内）1日1～4カプセル

�����������������

31803　高カロリー輸液用総合ビタ
ミン製剤

 

（高カロリー輸液用総合ビタミン）

Multiple vitamin for total paren-

teral nutrition

‛ビタジェクト注キットあ�
Vitaject A液5mL，A液5mL  〔テルモ〕

〔薬価〕260.00円/キット

A液1シリンジ5mL中： 

脂溶性有効成分 

レチノールパルミチン酸エステル

 3300ビタミンA単位 

エルゴカルシフェロール 10μg 

トコフェロール酢酸エステル 15㎎ 

フィトナジオン 2㎎ 

水溶性有効成分 

シアノコバラミン 10μg 

葉酸 0.4㎎ 

ビオチン 0.1㎎ 

パンテノール 14.04㎎ 

（パントテン酸として15㎎） 

アスコルビン酸 100㎎ 

B液1シリンジ5mL中： 

チアミン塩化物塩酸塩 3㎎ 

リボフラビンリン酸エステルナトリ

ウム 5.08㎎ 

（リボフラビンとして4㎎） 

ピリドキシン塩酸塩 4㎎ 

ニコチン酸アミド 40㎎

【効】経口，経腸管栄養補給が不能・不

十分で高カロリー静脈栄養に頼らざる

を得ない場合のビタミン補給

【用】（注）1日1キット，A液及びB液

を，高カロリー経静脈輸液に専用の器

具を用いて注入し，点滴静注

�����������������
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32　輸液・栄養製剤
321　電解質製剤
32101　細胞外液補充液（生理食塩

液）
 

（生理食塩液）Isotonic sodium 

chloride solution

‛大塚生食注（20mL（プラアン
プル））

Isotonic sodium chloride solution 

0.9%20mL/A  〔大塚製薬工場〕

〔薬価〕62.00円/A

‛大塚生食注（50mL（ピギー
バック用））

Isotonic sodium chloride solution 

0.9%50mL/本

〔薬価〕130.00円/瓶

‛大塚生食注（100mL（ピギー
バック用））

Isotonic sodium chloride solution 

100mL/本

〔薬価〕132.00円/瓶

‛大塚生食注（250mL（ソフト
バッグ））

Isotonic sodium chloride solution 

0.9%250mL/本

〔薬価〕164.00円/袋

‛大塚生食注（500mL（細口開
栓））

Isotonic sodium chloride solution 

0.9%500mL/本

〔薬価〕193.00円/瓶

‛大塚生食注（500mL（ソフト
バッグ））

Isotonic sodium chloride solution 

0.9%500mL/本

〔薬価〕193.00円/袋

‛大塚生食注（1L（広口開栓））
Isotonic sodium chloride solution 

0.9%1L/本

〔薬価〕237.00円/瓶

‛生食注シリンジ「テルモ」
10mL（ルアースリップ）あ�

Isotonic sodium chloride solution 

0.9%10mL/本  〔テルモ〕

〔薬価〕97.00円/筒

‛生理食塩液PL「フソー」
Isotonic sodium chloride solution 

0.9%2L/本  〔扶桑〕

〔薬価〕416.00円/袋

‛テルモ生食（1000mL）
Isotonic sodium chloride solution 

0.9%1L/本  〔テルモ〕

〔薬価〕237.00円/袋

【効】①注射：1）細胞外液欠乏時，ナ

トリウム欠乏時，クロール欠乏時，2）

注射剤の溶解希釈剤．②外用：1）皮

膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布，2）

含嗽・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗

浄・喀痰排出促進．③その他：医療用

器具の洗浄

【用】（注） ① 1）20 ～ 1000mL を 皮 下

注，静注又は点滴静注．2）適量をと

り，注射用医薬品の希釈，溶解に用い

る．（外）②1）皮膚，創傷面，粘膜の

洗浄，湿布に用いる．2）含嗽，噴霧

吸入に用いる．（その他）③医療用器

具の洗浄に用いる
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（生理食塩液）Isotonic sodium 

chloride solution

‛テルモ生食TKあ�
Isotonic sodium chloride solution 

0.9%100mL/本  〔テルモ〕

〔薬価〕178.00円/キット

【効】注射剤の溶解希釈剤

【用】（注）注射用医薬品の溶解，希釈

に用いる

�����������������
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32102　細胞外液補充液
 

‛ソルラクト輸液
Solulact 500mL/袋  〔テルモ〕

〔薬価〕215.00円/袋

1袋（500mL）中： 

塩化ナトリウム 3.0g 

塩化カリウム 0.150g 

塩化カルシウム水和物 0.10g 

L-乳酸ナトリウム液 3.10g 

（L-乳酸ナトリウムとして） （1.55g） 

〈電解質量〉1袋（500mL）中： 

Na＋ 65.5mEq 

K＋ 2mEq 

Ca2＋ 1.5mEq 

Cl－ 55mEq 

L-Lactate－ 14mEq

【効】①循環血液量及び組織間液の減少

時における細胞外液の補給・補正．②

代謝性アシドーシスの補正

【用】（注）1回500～1000mL点滴静注，

300～500mL/時
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‛ビカーボン輸液
Bicarbon 500mL/本  〔陽進堂〕

〔薬価〕264.00円/袋

組成：添付文書参照

【効】循環血液量及び組織間液の減少時

における細胞外液の補給・補正，代謝

性アシドーシスの補正

【用】（注）1 回 500 ～ 1000mLを 点 滴 静

注，10mL/㎏/時以下
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‛フィジオ140輸液
Physio 500mL/本  〔大塚製薬工場〕

〔薬価〕218.00円/袋

組成：添付文書参照

【効】循環血液量及び組織間液の減少時

における細胞外液の補給・補正，代謝

性アシドーシスの補正

【用】（注）1 回 500 ～ 1000mLを 点 滴 静

注．15mL/㎏/時以下
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‛ラクテックD輸液
Lactec D 500mL/本  〔大塚製薬工場〕

〔薬価〕182.00円/袋

組成：添付文書参照

【効】①循環血液量及び組織間液の減少

時における細胞外液の補給・補正．②

代謝性アシドーシスの補正．③エネル

ギー補給

【用】（注）1 回 500 ～ 1000mLを 点 滴 静

注．ブドウ糖として0.5g/㎏/時以下
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32103　開始（1号）液
 

‛ソルデム1輸液
Soldem 1 200mL/本  〔テルモ〕

〔薬価〕124.00円/袋

組成：添付文書参照

【効】脱水症及び病態不明時の水分・電

解質の初期補給，手術前後の水分・電

解質の補給

【用】（注）1 回 500 ～ 1000mLを 点 滴 静

注．300 ～ 500mL/ 時， 小 児：50 ～

100mL/時
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32104　維持（3号）液
 

‛KN3号輸液
KN No.3 200mL/本  〔大塚製薬工場〕

〔薬価〕173.00円/袋

組成：添付文書参照

【効】経口摂取不能又は不十分な場合の

水分・電解質の補給・維持

【用】（注）1 回 500 ～ 1000mLを 点 滴 静

注．300 ～ 500mL/ 時． 小 児：50 ～

100mL/時
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‛ソルデム3A輸液
Soldem 3A 500mL/本  〔テルモ〕

〔薬価〕155.00円/袋

組成：添付文書参照

【効】経口摂取不能又は不十分な場合の

水分・電解質の補給・維持

【用】（注）1 回 500 ～ 1000mLを 点 滴 静

注．300 ～ 500mL/ 時， 小 児：50 ～

100mL/時
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‛ソルデム3AG輸液
Soldem 3AG 500mL/本  〔テルモ〕

〔薬価〕160.00円/袋

組成：添付文書参照

【効】①経口摂取不能又は不十分な場合

の水分・電解質の補給・維持．②エネ

ルギー補給

【用】（注）1 回 500 ～ 1000mLを 点 滴 静

注．ブドウ糖として0.5g/㎏/時以下
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‛フィジオ35輸液
Physio 500mL/本  〔大塚製薬工場〕

〔薬価〕215.00円/袋

組成：添付文書参照

【効】経口摂取不能又は不十分な場合の

水分・電解質の補給・維持，エネル

ギー補給

【用】（注）1 回 500 ～ 1000mLを 点 滴 静

注．ブドウ糖として0.5g/㎏/時以下
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32105　術後回復（4号）液
 

‛ソリタ－T4号輸液
Solita-T No.4 500mL/本  〔陽進堂〕

〔薬価〕255.00円/袋

組成：添付文書参照

【効】①術後早期及び乳幼児手術に関連

しての水分・電解質の補給．②カリウ

ム貯留の可能性のある場合の水分・電

解質の補給

【用】（注）1 回 500 ～ 1000mLを 点 滴 静

注．300 ～ 500mL/ 時， 小 児：50 ～

100mL/時
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32106　血漿増量剤
 

（ヒドロキシエチルデンプン130000）

‛ボルベン輸液6%
Voluven 6%500mL/袋  〔大塚製薬工場〕

〔薬価〕907.00円/袋

電解質濃度： 

Na＋ 154mEq/L 

Cl－ 154mEq/L

【効】循環血液量の維持

【用】（注）持続的に静脈内投与．1日

50mL/㎏まで
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‛低分子デキストランL注
Low molecular dextran L 250mL/袋 

 〔大塚製薬工場〕

〔薬価〕447.00円/袋

組成：添付文書参照

【効】①代用血漿として急性出血の治

療，特に急性大量出血の際の初期治療

として有効．②外傷，熱傷，出血など

に基づく外科的ショックの予防及び治

療．③手術時における輸血量の節減．

④体外循環灌流液として用い，灌流を

容易にして手術中の併発症の危険を減

少する

【用】（注）1回500mLを緩徐に静注．体

外循環灌流液として用いる場合，デキ

ストラン40として2～3g（20～30mL）

/㎏を注入
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32107　その他の輸液・灌流液
 

‛アルスロマチック関節手術用
灌流液

Arthromatic 3,000mL/袋 
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 〔バクスター〕

〔薬価〕1,128.90円/袋

1バッグ（3,000mL）中： 

塩化ナトリウム 18.0g 

塩化カリウム 0.9g 

塩化カルシウム 0.6g 

乳酸ナトリウム 9.3g

【効】関節鏡視下検査・手術時又は関節

切開による手術時の関節腔の拡張およ

び灌流・洗浄

【用】（外）目的に応じて3～12L
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‛ACD－A液
ACD-A 500mL/袋  〔テルモ〕

クエン酸ナトリウム水和物 2.20w/

v% 

クエン酸水和物 0.80w/v% 

ブドウ糖 2.20w/v%

【効】血液保存

【用】血液量100mLにつき，本品15mLの

割合で使用
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322　電解質補正剤
32201　塩化ナトリウム製剤（内

服）
 

（塩化ナトリウム）Sodium chloride

‛塩化ナトリウム「オーツカ」
Sodium chloride 1g/g  〔大塚〕

〔薬価〕0.66円/g

【効】①（内）食塩喪失時の補給．②

（注）〔0.4%注射液〕注射剤の溶解希釈

剤．〔生理食塩液〕細胞外液欠乏時，

ナトリウム欠乏時，クロール欠乏時，

注射剤の溶解希釈剤．〔10%注射液〕

ナ ト リ ウ ム 欠 乏 時 の 電 解 質 補 給．

〔1M，2.5M注射液〕電解質補液の電

解質補正．③（外）皮膚・創傷面・粘

膜の洗浄・湿布，含嗽・噴霧吸入剤と

して気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進．

④（その他）医療用器具の洗浄

【用】①（内）1回1 ～ 2gをそのまま，

又は水に溶かして投与．②（注）〔0.4%

注射液〕適量をとり，注射用医薬品の

希釈，溶解に用いる．〔生理食塩液〕

1）20 ～ 1,000mLを皮下，静注又は点

滴静注．2）適量をとり，注射用医薬

品の希釈，溶解に用いる．〔10%注射

液〕電解質補給の目的で，輸液剤など

に添加して必要量を静注又は点滴静

注．〔1M，2.5M注射液〕電解質補液

の電解質の補正として体内の水分，電

解質の不足に応じて電解質補液に添加

して用いる．③（外）（1）等張液とし

て皮膚，創傷面，粘膜の洗浄，湿布に

用いる．（2）等張液として含嗽，噴霧

吸入に用いる．④（その他）生理食塩

液として医療用器具の洗浄に用いる
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32202　塩化ナトリウム製剤（注
射）

 

（塩化ナトリウム）Sodium chloride

‛塩化ナトリウム注10%シリンジ
「テルモ」あ�

Sodium chloride 10%20mL/本 

 〔テルモ〕

〔薬価〕112.00円/筒

20mL中： 

Na＋ 34.2mEq 

Cl－ 34.2mEq

【効】ナトリウム欠乏時の電解質補給

【用】（注）電解質補給の目的で，輸液

剤などに添加して必要量を静注又は点

滴静注

�����������������
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32203　カリウム製剤（内服）
 

（L－アスパラギン酸カリウム）

Potassium L-aspartate

‛アスパラカリウム散50%
Aspara potassium 500㎎/g（K：

2.9mEq）  〔ニプロES〕

〔薬価〕6.50円/g

【効】次記疾患又は状態におけるカリウ

ム補給：①降圧利尿剤，副腎皮質ホル

モン，強心配糖体，インスリン，ある

種の抗生物質などの連用時．②低カリ

ウム血症型周期性四肢麻痺．③心疾患

時の低カリウム状態．④重症嘔吐，下

痢，カリウム摂取不足及び手術後

【用】（内）1日0.9 ～ 2.7g（本剤として

1.8～5.4g）を3回に分割．症状により

1回3gまで
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（L－アスパラギン酸カリウム）

Potassium L-aspartate

‛アスパラカリウム錠300㎎
Aspara potassium 300㎎/T（K：

1.8mEq）  〔ニプロES〕

〔薬価〕5.90円/T

【効】次記疾患又は状態におけるカリウ

ム補給：①降圧利尿剤，副腎皮質ホル

モン，強心配糖体，インスリン，ある

種の抗生物質などの連用時．②低カリ

ウム血症型周期性四肢麻痺．③心疾患

時の低カリウム状態．④重症嘔吐，下

痢，カリウム摂取不足及び手術後

【用】（内）1日0.9～2.7gを3回に分割．

症状により1回3gまで
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（塩化カリウム）Potassium chloride

‛塩化カリウム徐放錠600㎎
「St」あ�

Potassium chloride 600㎎/T 

 〔アルフレッサ〕

〔薬価〕6.20円/T

【効】低カリウム血症の改善

【用】（内）1回1200㎎を1日2回食後
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32204　カリウム製剤（注射）
 

（L－アスパラギン酸カリウム）

Potassium L-aspartate

‛アスパラカリウム注10mEq
Aspara potassium 1712㎎/10mL/A

（K：10mEq）  〔ニプロES〕

〔薬価〕60.00円/A

【効】次記疾患又は状態におけるカリウ

ム補給：①降圧利尿剤，副腎皮質ホル

モン，強心配糖体，インスリン，ある

種の抗生物質などの連用時．②低カリ

ウム血症型周期性四肢麻痺．③心疾患

時の低カリウム状態．④重症嘔吐，下

痢，カリウム摂取不足及び手術後

【用】（注）1回1.71 ～ 5.14g（カリウム

として10～30mEq：本剤1～3管）を

注射用水，5%ブドウ糖注射液，生理

食塩液又は他の適当な希釈剤で希釈す

る．その液の濃度は0.68w/v%（カリ

ウムとして40mEq/L）以下として，

8mL/分以下の速度で点滴静注．1日投

与 量 は 17.1g（ カ リ ウ ム と し て

100mEq：本剤10管）まで
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（塩化カリウム）Potassium chloride

‛KCL注20mEqキット「テルモ」
あ�

KCL 20mL/本  〔テルモ〕

〔薬価〕162.00円/キット

1キット中： 

K＋ 20mEq 

Cl－ 20mEq

【効】電解質補液の電解質補正

【用】（注）電解質補液の補正用とし

て，体内の水分，電解質の不足に応じ
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て電解質補液に添加して点滴静注する

か，腹膜透析液に添加して腹腔内投与
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32205　マグネシウム製剤（注射）
 

（硫酸マグネシウム水和物）Magne-

sium sulfate hydrate

‛硫酸Mg補正液1mEq/mL
Magnesium sulfate 20mEq/20mL/A 

 〔大塚製薬工場〕

〔薬価〕95.00円/A

20mL中： 

Mg2＋ 20mEq 

SO4
2－ 20mEq

【効】電解質補液の電解質補正

【用】（注）体内の水分，電解質の不足

に応じて電解質補液に添加
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32206　カルシウム製剤（内服）
 

（L－アスパラギン酸カルシウム水和

物）Calcium L-aspartate hydrate

‛アスパラ－CA錠200
Aspara-CA 200㎎/T（Ca：1.3mEq） 

 〔ニプロES〕

〔薬価〕5.70円/T

【効】低カルシウム血症に起因する次の

症候の改善：テタニー，テタニー関連

症状．次の代謝性骨疾患におけるカル

シウム補給：骨粗鬆症，骨軟化症．発

育期におけるカルシウム補給．妊娠・

授乳時におけるカルシウム補給

【用】（内）1日1.2g（6錠）を2～3回に

分割
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（乳酸カルシウム水和物）Calcium 

lactate hydrate

‛乳酸カルシウム「ケンエー」
Calcium lactate hydrate 1g/g/包 

 〔健栄〕

〔薬価〕3.84円/g

‛乳酸カルシウム「VTRS」原末
Calcium lactate hydrate 1g/g 

 〔マイランEPD〕

〔薬価〕3.84円/g

【効】①低カルシウム血症に起因する次

記症候の改善：テタニー．②次記代謝

性骨疾患におけるカルシウム補給：妊

婦・産婦の骨軟化症．③発育期におけ

るカルシウム補給

【用】（内）1回1gを1日2～5回
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32207　カルシウム製剤（注射）
 

（グルコン酸カルシウム水和物）

Calcium gluconate hydrate

‛カルチコール注射液8.5%10mL
Calcicol 850㎎/10mL/A  〔日医工〕

〔薬価〕67.00円/A

【効】①低カルシウム血症に起因する次

記症候の改善：テタニー，テタニー関

連症状．②小児脂肪便におけるカルシ

ウム補給

【用】（注）0.4 ～ 2.0g（本 剤 4.7 ～

23.5mL＝ カ ル シ ウ ム と し て 1.83 ～

9.17mEq）を8.5w/v%（0.39mEq/mL）

液として，1日1回緩徐に（カルシウム

として毎分0.68～1.36mEq＝本剤毎分

1.7～3.5mL）静注．小児脂肪便に用い

る場合は，経口投与不能時に限る
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32208　リン製剤
 

‛リン酸Na補正液0.5mmol/mL
Sodium phosphate corrective 

20mEq/20mL/A  〔大塚製薬工場〕

〔薬価〕122.00円/A

20mL中： 

リン酸水素ナトリウム水和物 1.79g 

リン酸二水素ナトリウム水和物
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 0.780g 

〈電解質組成〉 

Na＋ 15mEq 

Pとして10mmol（310㎎/20mL，

15.5㎎/mL）

【効】電解質補液の電解質補正

【用】（注）電解質補液の電解質の補正

用として，体内の水分，電解質の不足

に応じて電解質液に添加
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32209　アシドーシス補正用製剤
 

（炭酸水素ナトリウム）Sodium bicar-

bonate

‛メイロン静注7%
Meylon 1.4g/20mL/A  〔大塚製薬工場〕

〔薬価〕96.00円/A

‛メイロン静注7%
Meylon 17.5g/250mL/本

〔薬価〕272.00円/袋

【効】①アシドーシス．②薬物中毒の際

の排泄促進（pHの上昇により尿中排

泄の促進される薬物に限る）．③次記

疾患又は状態に伴う悪心・嘔吐及びめ

まい：動揺病，メニエール症候群，そ

の他の内耳障害．④急性蕁麻疹

【用】（注）①通常用量を次式により算

出し，静注．必要量（mL）＝不足塩基

量（Base Deficit mEq/L）×1/4×体

重（㎏）．②③④1回12～60mEq（1～

5g：本剤14～72mL）を静注
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32210　亜鉛製剤
 

‛硫酸亜鉛七水和物
1g/g  〔小宗化学〕
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323　糖質輸液用製剤
32301　ブドウ糖製剤
 

（ブドウ糖）Glucose

‛大塚糖液5%
Glucose 5%20mL/A  〔大塚製薬工場〕

〔薬価〕66.00円/A

‛大塚糖液5%（250mL（ソフト
バッグ））

Glucose 5%250mL/本

〔薬価〕189.00円/袋

‛大塚糖液5%（500mL（ソフト
バッグ））

Glucose 5%500mL/袋

〔薬価〕221.00円/袋

‛大塚糖液50%（500mL（ソフト
バッグ））

Glucose 50%500mL/本

〔薬価〕360.00円/袋

‛大塚糖液70%（350mL（ソフト
バッグ））

Glucose 70%350mL/袋

〔薬価〕395.00円/袋

‛テルモ糖注10%
Glucose 10%500mL/本  〔テルモ〕

〔薬価〕211.00円/袋

【効】①脱水症特に水欠乏時の水補給，

薬物・毒物中毒，肝疾患．②循環虚

脱，低血糖時の糖質補給，高カリウム

血症，心疾患（GIK療法），その他非

経口的に水・エネルギー補給を必要と

する場合．③注射剤の溶解希釈剤

【用】（注）①1回5%液500～1000mLを静

注．②1回10 ～ 50%液20 ～ 500mLを静

注．点滴静注する場合はブドウ糖とし

て0.5g/㎏/時以下．③適量

�����������������
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（ブドウ糖）Glucose

‛光糖液5%（50mL（ピギーバッ
ク用））

Glucose 5%50mL/本  〔光〕

〔薬価〕132.00円/瓶

【効】①脱水症特に水欠乏時の水補給．

薬物・毒物中毒．肝疾患．②注射剤の

溶解希釈剤

【用】（注）①1回5%液500～1000mLを静

注，点滴時ブドウ糖として0.5g/㎏/時

以下．②適量
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（ブドウ糖）Glucose

‛光糖液5%（100mL（ピギーバッ
ク用））

Glucose 5%100mL/本  〔光〕

〔薬価〕136.00円/瓶

【効】①脱水症特に水欠乏時の水補給，

薬物・毒物中毒，肝疾患．②注射剤の

溶解希釈剤

【用】（注）①1回5%液500～1000mLを静

注．点滴静注する場合はブドウ糖とし

て0.5g/㎏/時以下．②適量
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（ブドウ糖）Glucose

‛ブドウ糖注50%シリンジ「テル
モ」あ�

Glucose 50%20mL/本  〔テルモ〕

〔薬価〕111.00円/筒

【効】①脱水症特に水欠乏時の水補給，

薬物・毒物中毒，肝疾患．②循環虚

脱，低血糖時の糖質補給，高カリウム

血症，心疾患（GIK療法），その他非

経口的に水・エネルギー補給を必要と

する場合．③注射剤の溶解希釈剤

【用】（注）①1回5%液500～1000mLを静

注．②1回10 ～ 50%液20 ～ 500mLを静

注．点滴静注する場合はブドウ糖とし

て0.5g/㎏/時以下．③適量
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324　アミノ酸製剤
32401　アミノ酸輸液製剤
 

（総合アミノ酸製剤）Mixed amino 

acid preparations for total paren-

teral nutrition

‛アミゼットB輸液
Amizet B 10%200mL/本  〔テルモ〕

〔薬価〕438.00円/袋

組成：添付文書参照

【効】次の状態時のアミノ酸補給：低蛋

白血症，低栄養状態，手術前後

【用】（注）末梢静脈内投与：1回200～

400mLを緩徐に点滴静注，アミノ酸の

量として10g/時前後が体内利用に望

ましく，200mL/120分を基準とし，小

児，老人，重篤な患者には更に緩徐

に．糖類輸液剤と同時投与することが

望ましい．中心静脈内投与：1日400

～800mLを高カロリー輸液法により中

心静脈内に持続点滴注入
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32402　腎不全用アミノ酸輸液製剤
 

（腎不全用アミノ酸製剤）Amino 

acids for renal insufficiency

‛ネオアミユー輸液
Neoamiyu 6.1%200mL/本  〔陽進堂〕

〔薬価〕451.00円/袋

組成：添付文書参照

【効】次記の状態にある①急性腎不全・

②慢性腎不全時のアミノ酸補給：低蛋

白血症，低栄養状態，手術前後

【用】（注）①②高カロリー輸液法：1日

400mLを中心静脈内に持続点滴注入．

投与窒素1.6g（本剤：200mL）あたり

500kcal以上の非蛋白熱量を投与．②

末梢静脈投与：1日1回200mLを緩徐に

点滴静注．200mLあたり120～180分を

基準とし，小児，高齢者，重篤な患者
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には更に緩徐に注入．透析療法施行時

には透析終了90～60分前より透析回

路 の 静 脈 側 に 注 入． 摂 取 熱 量 を

1,500kcal/日以上が望ましい
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32403　肝不全用アミノ酸輸液
 

（肝不全用アミノ酸製剤）Amino acid 

preparations for hepatic insuf-

ficiency

‛テルフィス点滴静注
Terufis 200mL/袋  〔テルモ〕

〔薬価〕358.00円/袋

‛テルフィス点滴静注
Terufis 500mL/袋

〔薬価〕640.00円/袋

組成：添付文書参照

【効】慢性肝障害時における脳症の改善

【用】（注）1 回 500 ～ 1000mLを 点 滴 静

注，500mL/180 ～ 300分を基準．経中

心静脈輸液法を用いる場合：500 ～

1000mLを糖質輸液等に混和し24時間

かけて中心静脈内に持続注入
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325　末梢静脈栄養用輸液製剤
32501　ビタミンB1加末梢静脈栄養

用輸液製剤
 

（アミノ酸・糖・電解質・ビタミン）

Mixed amino acid･carbohydrate･ele

ctrolyte･vitamin combined drug

‛ビーフリード輸液
Bfluid 500mL/袋  〔大塚製薬工場〕

〔薬価〕490.00円/キット

組成：添付文書参照

【効】次記状態時のアミノ酸，電解質，

ビタミンB1及び水分の補給：①経口

摂取不十分で，軽度の低蛋白血症又は

軽度の低栄養状態にある場合．②手術

前後

【用】（注）用時に隔壁を開通して上室

液と下室液をよく混合．1回500mLを末

梢静脈内に点滴静注．投与速度は，

500mLあたり120分を基準とし，高齢

者，重篤な患者には更に緩徐に注入．

1日2500mLまで
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326　中心静脈栄養用輸液
32601　中心静脈栄養用基本液

（糖・電解質）（腎不全用）
 

（高カロリー輸液用基本液）Intrave-

nous hyperalimentative basic 

solution

‛ハイカリックRF輸液
Hicaliq RF 250mL/袋  〔テルモ〕

〔薬価〕398.00円/袋

組成：添付文書参照

【効】経口，経腸管栄養補給が不能又は

不十分で，経中心静脈栄養に頼らざる

を得ない場合の水分，電解質，カロ

リー補給（腎不全等による高カリウム

血症，高リン血症の患者又はそのおそ

れのある患者に限る）

【用】（注）経中心静脈輸液療法の基本

液として用いる．本剤1000mLに対し

て，ナトリウム及びクロールを含有し

ないか，あるいは含有量の少ない5.9

～ 12%アミノ酸注射液を200 ～ 600mL

の割合で加えてよく混合し，1日1200

～ 1600mLの維持量を24時間かけて中

心静脈内に持続点滴注入  

本剤は，高濃度のブドウ糖含有製剤な

ので，特に投与開始時には耐糖能，肝

機能等に注意し，目安として維持量の

半量程度から徐々に1日当たりの投与

量を漸増し，維持量とする

�����������������
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32603　中心静脈栄養用キット製剤
（糖・電解質・アミノ酸・ビ
タミン・微量元素）

 

（糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミ

ン・微量元素）Mixed amino acid･ca

rbohydrate･electrolyte･vitamin 

combined drug

‛エルネオパNF1号輸液
Elneopa-NF No.1 1000mL 

 〔大塚製薬工場〕

〔薬価〕1,127.00円/キット

‛エルネオパNF2号輸液
Elneopa-NF No.2 1000mL

〔薬価〕1,210.00円/キット

‛エルネオパNF2号輸液
Elneopa-NF No.2 1500mL

〔薬価〕1,528.00円/キット

組成：添付文書参照

【効】経口・経腸管栄養補給が不能又は

不十分で，経中心静脈栄養に頼らざる

を得ない場合の水分，電解質，カロ

リー，アミノ酸，ビタミン，亜鉛，

鉄，銅，マンガン及びヨウ素の補給

【用】（注）エルネオパNF1号輸液：経

中心静脈栄養法の開始時で，耐糖能が

不明の場合や耐糖能が低下している場

合の開始液として，あるいは侵襲時等

で耐糖能が低下しており，ブドウ糖を

制限する必要がある場合の維持液とし

て用いる．用時に上下2室の隔壁と上

室内にある黄褐色及び赤褐色の小室を

同時に開通し十分に混合して，開始液

又は維持液とする．1日2000mLの開始

液又は維持液を24時間かけて中心静脈

内に持続点滴注入  

エルネオパNF2号輸液：経中心静脈栄

養法の維持液として用いる．用時に上

下2室の隔壁と上室内にある黄褐色及

び赤褐色の小室を同時に開通し十分に

混合して，維持液とする．1日2000mL

の維持液を24時間かけて中心静脈内に

持続点滴注入
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327　脂肪乳剤
32701　脂肪乳剤
 

（ダイズ油）Soybean oil

‛イントラリポス輸液20%
Intralipos 20%100mL/袋 

 〔大塚製薬工場〕

〔薬価〕817.00円/袋

【効】次の場合における栄養補給：術

前・術後，急・慢性消化器疾患，消耗

性疾患，火傷（熱傷）・外傷，長期に

わたる意識不明状態時

【用】（注）1日250mL（20%液）を3時間

以上かけて点滴静注．1日脂肪として

2g（本剤10mL）/㎏以内
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328　微量元素製剤
32801　微量元素製剤
 

（高カロリー輸液用微量元素製剤）

Minerals for hyperalimentation 

preparations

‛エレジェクト注シリンジあ�
Eleject 2mL/筒  〔テルモ〕

〔薬価〕167.00円/筒

1筒（2mL）中： 

塩化第二鉄 9.460㎎ 

塩化マンガン 0.1979㎎ 

硫酸亜鉛水和物 17.25㎎ 

硫酸銅 1.248㎎ 

ヨウ化カリウム 0.1660㎎ 

元素量： 

Fe 35μmol 

Mn 1μmol 

Zn 60μmol 

Cu 5μmol 
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I 1μmol

【効】経口，経腸管栄養補給が不能・不

十分で高カロリー静脈栄養に頼らざる

を得ない場合の亜鉛，鉄，銅，マンガ

ン及びヨウ素の補給

【用】（注）1日2mLを高カロリー静脈栄

養輸液に添加し，点滴静注
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329　経腸栄養剤
32901　経腸栄養剤（成分栄養）
 

（経腸成分栄養剤（消化態））Paren-

teral nutrition

‛エレンタール配合内用剤
Elental 80g/包  〔EA〕

〔薬価〕5.86円/g

組成：添付文書参照

【効】本剤は，消化をほとんど必要とし

ない成分で構成された極めて低残渣

性・易吸収性の経腸的高カロリー栄養

剤でエレメンタルダイエット又は成分

栄養と呼ばれる．手術前・後の患者に

対し，未消化態蛋白を含む経管栄養剤

による栄養管理が困難な時用いること

ができるが，特に次記の場合に使用す

る．①未消化態蛋白を含む経管栄養剤

の適応困難時の術後栄養管理．②腸内

の清浄化を要する疾患の栄養管理．③

術直後の栄養管理．④消化管異常病態

下の栄養管理（縫合不全，短腸症候

群，各種消化管瘻等）．⑤消化管特殊

疾患時の栄養管理（クローン氏病，潰

瘍性大腸炎，消化不全症候群，膵疾

患，蛋白漏出性腸症等）．⑥高カロ

リー輸液の適応が困難となった時の栄

養管理（広範囲熱傷等）

【用】（内）本剤80gを300mLとなるよう

な割合で常水又は微温湯に溶かし

（1kcal/mL），鼻腔ゾンデ，胃瘻，又は

腸瘻から，十二指腸あるいは空腸内に

1日24時間持続的に注入（注入速度は

75～100mL/時間）．必要により本溶液

を1回又は数回に分けて経口投与もで

き る． 標 準 量 と し て 1 日 480 ～ 640g

（1800 ～ 2400kcal） を 投 与． 初 期 量

は，1日量の約1/8（60～80g）を所定

濃度の約1/2（0.5kcal/mL）で投与開

始し，患者の状態により，徐々に濃度

及び投与量を増加し，4～10日後に標

準量に達するようにする
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32902　経腸栄養剤（半消化態）
 

（経腸成分栄養剤（半消化態））

Parenteral nutrition

‛エンシュア・H
Ensure H 375kcal/250mL/缶（黒糖，

バニラ）  〔アボット〕

〔薬価〕0.92円/mL

組成：添付文書参照

【効】一般に，手術後患者の栄養保持に

用いることができるが，特に長期にわ

たり経口的食事摂取が困難で，単位量

当たり高カロリー（1.5kcal/mL）の経

腸栄養剤を必要とする次の患者の経管

栄養補給に使用する：水分の摂取制限

が必要な患者（心不全や腎不全を合併

している患者等），安静時エネルギー

消費量が亢進している患者（熱傷患

者，感染症を合併している患者等），

経腸栄養剤の投与容量を減らしたい患

者（容量依存性の腹部膨満感を訴える

患者等），経腸栄養剤の投与時間の短

縮が望ましい患者（口腔外科や耳鼻科

の術後患者等）

【用】（内）1日1000～1500mL．経口：1

日1回又は数回に分割．経管：50 ～

100mL/時，持続的又は1日数回に分

割．400mL/時まで可

�����������������

219

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3259103
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3259114


－220－

32

32　輸液・栄養製剤

（経腸成分栄養剤（半消化態））

Parenteral nutrition

‛ラコールNF配合経腸用液
（無）

Racol NF 200mL/袋，400mL/袋 

 〔大塚製薬工場〕

〔薬価〕0.67円/mL

組成：添付文書参照

【効】一般に，手術後患者の栄養保持に

用いることができるが，特に長期にわ

たり経口的食事摂取が困難な場合の経

管栄養補給に使用する

【用】（内） 標 準 量 と し て 1 日 1200 ～

2000mL（1200 ～ 2000kcal） を 経 鼻

チューブ，胃瘻又は腸瘻より胃，十二

指腸又は空腸に1日12～24時間かけて

投与．投与速度は75 ～ 125mL/時．経

口摂取可能な場合は1日1回又は数回に

分割して経口投与も可．投与開始時

は，1日当たり400mL（400kcal）を水

で希釈（0.5kcal/mL程度）して，低速

度（約100mL/時以下）で投与し，臨

床症状に注意しながら増量して3～7

日で標準量に達するようにする
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32903　肝不全用経腸栄養剤（半消
化態）

 

（肝不全用成分栄養剤）Nutrition for 

hepatic insufficiency

‛アミノレバンEN配合散（フ
レーバー配合）（コーヒー味）

Aminoleban EN 50g/包  〔大塚〕

〔薬価〕7.60円/g

‛アミノレバンEN配合散（フ
レーバー配合）（フルーツ味）

Aminoleban EN 50g/包

〔薬価〕7.60円/g

組成：添付文書参照

【効】肝性脳症を伴う慢性肝不全患者の

栄養状態の改善

【用】（内）1回量として1包（50g）を

約180mLの水又は温湯に溶かし（約

200kcal/200mL）1日3回食事と共に摂

取．年齢・症状に応じて適宜増減
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33　血液・体液用薬
330　造血薬
33001　有機酸鉄
 

（クエン酸第一鉄ナトリウム）Sodium 

ferrous citrate

‛クエン酸第一鉄Na錠50㎎「サ
ワイ」あ�

Sodium ferrous citrate 鉄50㎎/T 

 〔沢井〕

〔薬価〕5.70円/T

〔先発品〕フェロミア錠50㎎

【効】鉄欠乏性貧血

【用】（内） 鉄 と し て 1 日 100 ～ 200 ㎎

（本剤として2～4錠）を1～2回に分割

し食後

�����������������

（フマル酸第一鉄）Ferrous fumarate

‛フェルムカプセル100㎎
Ferrum 305㎎（Fe100㎎）/cap 

 〔日医工〕

〔薬価〕7.70円/cap

【効】鉄欠乏性貧血

【用】（内）1 日 1 回 鉄 と し て 100 ㎎

（1cap）
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（溶性ピロリン酸第二鉄）Ferric 

pyrophosphate, soluble

‛インクレミンシロップ5%あ�
Incremin 6㎎/mL  〔アルフレッサ〕

〔薬価〕6.20円/mL

【効】鉄欠乏性貧血

【用】（内）鉄として次の量を1日量と

し，3～4回に分割．1歳未満：12～24

㎎（2～4mL）．1～5歳：18～60㎎（3

～10mL）．6～15歳：60～90㎎（10～

15mL）
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33002　注射用鉄剤
 

（カルボキシマルトース第二鉄）

Ferric carboxymaltose

‛フェインジェクト静注500㎎
Ferinject 500㎎/V  〔ゼリア〕

〔薬価〕5,969.00円/瓶

【効】鉄欠乏性貧血

【用】（注）鉄として1日500㎎を週1回，

緩徐に静注又は点滴静注．総投与量は

患者の血中ヘモグロビン値及び体重に

応じるが，上限は鉄として1,500㎎
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（含糖酸化鉄）Ferric oxide, sac-

charated

‛フェジン静注40㎎
Fesin 40㎎/2mL/A  〔日医工〕

〔薬価〕90.00円/A

【効】鉄欠乏性貧血

【用】（注）経口鉄剤の投与が困難又は

不適当な場合に限り使用．鉄として1

日40～120㎎（本剤として2～6mL）を

2分以上かけて徐々に静注
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33003　エリスロポエチン
 

（エポエチンアルファ（遺伝子組換

え））Epoetin alfa (genetical recom-

bination)

‛エスポー皮下用24000シリンジ
� おけ

Espo 24,000IU/0.5mL/シリンジ 

 〔協和キリン〕

〔薬価〕14,763.00円/筒

【効】①腎性貧血．②貯血量が800mL以

上で1週間以上の貯血期間を予定する

手術施行患者の自己血貯血

【用】（注） ① 投 与 初 期 は，1 回 6000I.

U.を週1回皮下注．貧血改善効果が得

られたら，維持量として，1回6000～
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12000I.U.を2週に1回皮下注．小児に

は1回100I.U./㎏を週1回皮下注．貧血

改善効果の目標値は，ヘモグロビン濃

度 で 10g/dL（ ヘ マ ト ク リ ッ ト 値 で

30%）前後．②ヘモグロビン濃度が

13g/dL未満の患者には初回採血1週間

前 か ら， ヘ モ グ ロ ビ ン 濃 度 が 13 ～

14g/dLの患者には初回採血後より，1

回24000I.U.を最終採血まで週1回皮下

注．初回採血は，800mL貯血の場合は

手術2週間前，1200mL貯血の場合は手

術3週間前を目安
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（エポエチンベータ（遺伝子組換え））

Epoetin beta (genetical recombina-

tion)

‛エポジン注シリンジ1500� おけ
Epogin 1,500IU/0.5mL/本  〔中外〕

〔薬価〕510.00円/筒

【効】①透析施行中の腎性貧血［皮下投

与については，連続携行式腹膜灌流

（CAPD）施行中の腎性貧血を対象と

する］．②透析導入前の腎性貧血．③

貯血量が800mL以上で1週間以上の貯

血期間を予定する手術施行患者の自己

血貯血．④未熟児貧血

【用】（注）①静注：投与初期は，1回

3000I.U.を 週 3 回， で き る だ け 緩 徐

に．貧血改善効果が得られた後は，維

持 量 と し て，1 回 1500I.U.を 週 2 ～ 3

回，あるいは1回3000I.U.を週2回．維

持 量 で の 最 高 投 与 量 は，1 回 3000I.

U.，週3回．皮下注：連続携行式腹膜

灌流（CAPD）施行中の腎性貧血患者

を 対 象 と す る． 投 与 初 期 は，1 回

6000I.U.を週1回．貧血改善効果が得

られた後は，維持量として，1回6000

～12000I.U.を2週に1回．小児：投与

初 期 は，1 回 50 ～ 100I.U./㎏ を 週 1

回．貧血改善効果が得られた後は，維

持量として，1回100～200I.U./㎏を2

週に1回．静注・皮下注とも貧血改善

効果の目標値はヘモグロビン濃度で

10g/dL（ヘマトクリット値で30%）前

後．②静注：投与初期は，1回6000I.

U.を週1回，できるだけ緩徐に．貧血

改善効果が得られた後は，維持量とし

て，1週あたり6000I.U.以下の範囲で

調 整． 皮 下 注： 投 与 初 期 は，1 回

6000I.U.を週1回投与する．貧血改善

効果が得られた後は，維持量として，

1回6000 ～ 12000I.U.を2週に1回．小

児：投与初期は，1回50～100I.U./㎏

を週1回．貧血改善効果が得られた後

は， 維 持 量 と し て，1 回 100 ～ 200I.

U./㎏を2週に1回．静注・皮下注とも

貧血改善効果の目標値はヘモグロビン

濃度で10g/dL（ヘマトクリット値で

30%）前後．③体重を考慮に入れヘモ

グロビン濃度が13 ～ 14g/dL以下の患

者を対象に，手術前の自己血貯血時期

に，1回6000I.U.を隔日週3回，できる

だけ緩徐に静注．投与期間は，予定貯

血 量 が 800mLの 場 合 は 術 前 2 週 間，

1200mLの場合は術前3週間を目安．④

未熟児：1回200I.U./㎏を週2回皮下

注．未熟児早期貧血期を脱し，ヘモグ

ロビン濃度が10g/dL（ヘマトクリッ

ト値で30%）前後で臨床症状が安定し

たと考えられる場合は投与を中止

�����������������

（エポエチンベータペゴル（遺伝子組

換え））Epoetin beta pegol (genetical 

recombination)

‛ミルセラ注シリンジ50μg� おけ
Mircera 50μg/0.3mL/本  〔中外〕

〔薬価〕8,872.00円/筒

‛ミルセラ注シリンジ100μg�おけ
Mircera 100μg/0.3mL/本

〔薬価〕15,046.00円/筒
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【効】腎性貧血

【用】（注）〈血液透析患者〉（1）初回用

量：1回50μgを2週に1回静注．（2）エ

リスロポエチン（エポエチンアルファ

（遺伝子組換え），エポエチン　ベータ

（遺伝子組換え）等）製剤からの切替

え初回用量：1回100μg又は150μgを4

週に1回静注．（3）維持用量：貧血改

善効果が得られたら，1回25 ～ 250μg

を4週に1回静注．いずれの場合も1回

250μgまで  

〈腹膜透析患者及び保存期慢性腎臓病

患者〉（1）初回用量：1回25μgを2週に

1回皮下又は静注．（2）エリスロポエ

チン（エポエチンアルファ（遺伝子組

換え），エポエチン　ベータ（遺伝子

組換え）等）製剤からの切替え初回用

量：1回100μg又は150μgを4週に1回皮

下又は静注．（3）維持用量：貧血改善

効果が得られたら，1回25～250μgを4

週に1回皮下又は静注．いずれの場合

も1回250μgまで

�����������������

（ダルベポエチンアルファ（遺伝子組

換え））Darbepoetin alfa (genetical 

recombination)

‛ネスプ注射液30μgプラシリン
ジ� おけ

Nesp 30μg/0.5mL/本  〔協和キリン〕

〔薬価〕4,370.00円/筒

‛ネスプ注射液60μgプラシリン
ジ� おけ

Nesp 60μg/0.5mL/本

〔薬価〕7,342.00円/筒

【効】①腎性貧血．②骨髄異形成症候群

に伴う貧血

【用】（注）①〈血液透析患者〉初回用

量：週1回20μgを静注．小児：週1回

0.33μg/㎏（最高20μg）を静注．  

エリスロポエチン〔エポエチン　アル

ファ（遺伝子組換え），エポエチン　

ベータ（遺伝子組換え）等〕製剤から

の切替え初回用量：週1回15～60μgを

静注．  

維持用量：貧血改善効果が得られた

ら，週1回15 ～ 60μgを静注．週1回投

与で貧血改善が維持されている場合に

は，その時点での1回の投与量の2倍量

を開始用量として，2週に1回投与に変

更し，2週に1回30～120μgを静注可．

小児：貧血改善効果が得られたら，週

1回5～60μgを静注．週1回投与で貧血

改善が維持されている場合には，その

時点での1回の投与量の2倍量を開始用

量として，2週に1回投与に変更し，2

週に1回10 ～ 120μgを静注可．1回180

μgまで．  

〈腹膜透析患者及び保存期慢性腎臓病

患者〉初回用量：2週に1回30μgを皮

下注又は静注．小児：2週に1回0.5μg/

㎏（最高30μg）を皮下注又は静注．  

エリスロポエチン〔エポエチン　アル

ファ（遺伝子組換え），エポエチン　

ベータ（遺伝子組換え）等〕製剤から

の切替え初回用量：2週に1回30～120

μgを皮下注又は静注．小児：2週に1

回10～60μgを皮下注又は静注．  

維持用量：貧血改善効果が得られた

ら，2週に1回30～120μgを皮下注又は

静注．2週に1回投与で貧血改善が維持

されている場合には，その時点での1

回の投与量の2倍量を開始用量とし

て，4週に1回投与に変更し，4週に1回

60 ～ 180μgを皮下注又は静注可．小

児：貧血改善効果が得られたら，2週

に1回5 ～ 120μgを皮下注又は静注．2

週に1回投与で貧血改善が維持されて

いる場合には，その時点での1回の投

与量の2倍量を開始用量として，4週に

1回投与に変更し，4週に1回10 ～ 180
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μgを皮下注又は静注可．1回180μgま

で②週1回240μgを皮下投与

�����������������

33004　G-CSF
 

（フィルグラスチム（遺伝子組換え））

Filgrastim (genetical recombination)

‛フィルグラスチムBS注75μgシ
リンジ「F」あ 

Filgrastim BS 75μg/0.3mL/本 

 〔富士製薬〕

〔薬価〕2,510.00円/筒

【効】①造血幹細胞の末梢血中への動

員．（a）同種及び自家末梢血幹細胞

採取時の本剤単独投与による動員．

（b）自家末梢血幹細胞採取時のがん

化学療法剤投与終了後の本剤投与によ

る動員．②造血幹細胞移植時の好中球

数の増加促進．③がん化学療法による

好中球減少症．（a）急性白血病．（b）

悪性リンパ腫，小細胞肺癌，胚細胞腫

瘍（睾丸腫瘍，卵巣腫瘍など），神経

芽細胞腫，小児がん．（c）その他のが

ん 腫． ④ ヒ ト 免 疫 不 全 ウ イ ル ス

（HIV）感染症の治療に支障を来す好

中球減少症．⑤骨髄異形成症候群に伴

う好中球減少症．⑥再生不良性貧血に

伴う好中球減少症．⑦先天性・特発性

好中球減少症．⑧再発又は難治性の急

性骨髄性白血病に対する抗悪性腫瘍剤

との併用療法

【用】（注）①（a）400μg/㎡を1日1回

又は2回に分割し，5日間連日又は末梢

血幹細胞採取終了時まで連日皮下投

与．この場合，末梢血幹細胞採取は投

与開始後4 ～ 6日目に施行．但し，末

梢血幹細胞採取終了前に白血球数が

50,000/以上に増加した場合は減

量．減量後，白血球数が75,000/に

達した場合は投与を中止．小児も同

様．（b）がん化学療法剤投与終了翌

日又はがん化学療法により好中球数が

最低値を経過後，400μg/㎡を1日1回

又は2回に分割し，末梢血幹細胞採取

終了時まで連日皮下投与．但し，末梢

血幹細胞採取終了前に白血球数が

50,000/以上に増加した場合は減

量．減量後，白血球数が75,000/に

達した場合は投与を中止．小児も同

様．②造血幹細胞移植施行翌日ないし

5日後から300μg/㎡を1日1回点滴静

注．但し，好中球数が5,000/以上に

増加した場合は，症状を観察しながら

投与を中止．小児も同様．なお，本剤

投与の中止時期の指標である好中球数

が緊急時等で確認できない場合には，

白血球数の半数を好中球数として推定

する．③（a）がん化学療法剤投与終

了後（翌日以降）で骨髄中の芽球が十

分減少し末梢血液中に芽球が認められ

ない時点から，200μg/㎡を1日1回静

脈内投与（点滴静注を含む）．出血傾

向等の問題がない場合は100μg/㎡を1

日1回皮下投与．小児も同様．但し，

好中球数が最低値を示す時期を経過後

5,000/に達した場合は投与を中止．

なお，本剤投与の開始時期及び中止時

期の指標である好中球数が緊急時等で

確認できない場合には，白血球数の半

数を好中球数として推定する．（b）

がん化学療法剤投与終了後（翌日以

降）から，50μg/㎡を1日1回皮下投

与．出血傾向等により皮下投与が困難

な場合は100μg/㎡を1日1回静脈内投

与（点滴静注を含む）．小児も同様．

但し，好中球数が最低値を示す時期を

経過後5,000/に達した場合は投与を

中止．なお，本剤投与の開始時期及び

中止時期の指標である好中球数が緊急

時等で確認できない場合には，白血球
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数の半数を好中球数として推定する．

（c） が ん 化 学 療 法 に よ り 好 中 球 数

1,000/未満で発熱（原則として38℃

以上）あるいは好中球数500/未満

が観察された時点から，50μg/㎡を1

日1回皮下投与．出血傾向等により皮

下投与が困難な場合は100μg/㎡を1日

1回静脈内投与（点滴静注を含む）．ま

た， が ん 化 学 療 法 に よ り 好 中 球 数

1,000/未満で発熱（原則として38℃

以上）あるいは好中球数500/未満

が観察され，引き続き同一のがん化学

療法を施行する症例に対しては，次回

以降のがん化学療法施行時には好中球

数1,000/未満が観察された時点か

ら，50μg/㎡を1日1回皮下投与．出血

傾向等により皮下投与が困難な場合は

100μg/㎡を1日1回静脈内投与（点滴

静注を含む）．小児も同様．但し，好

中球数が最低値を示す時期を経過後

5,000/に達した場合は投与を中止．

なお，本剤投与の開始時期及び中止時

期の指標である好中球数が緊急時等で

確認できない場合には，白血球数の半

数を好中球数として推定する．④好中

球数が1,000/未満のとき，200μg/㎡

を1日1回点滴静注．小児も同様．但

し，投与期間は2週間を目安とする

が，好中球数が3,000/以上に増加し

た場合は，症状を観察しながら減量，

あるいは投与を中止．⑤好中球数が

1,000/未満のとき，100μg/㎡を1日1

回点滴静注．但し，好中球数が5,000/

以上に増加した場合は，症状を観察

しながら減量，あるいは投与を中止．

⑥好中球数が1,000/未満のとき，

400μg/㎡を1日1回点滴静注．小児も

同様．但し，好中球数が5,000/以上

に増加した場合は，症状を観察しなが

ら減量，あるいは投与を中止．⑦好中

球数が1,000/未満のとき，50μg/㎡

を1日1回皮下投与．小児も同様．但

し，好中球数が5,000/以上に増加し

た場合は，症状を観察しながら減量，

あるいは投与を中止．⑧1日1回300

μg/㎡を，フルダラビン，シタラビン

等の抗悪性腫瘍剤併用化学療法の開始

前日から併用化学療法終了日まで（通

常5～6日間）連日皮下又は静脈内投

与（点滴静を含む）

�����������������

（ペグフィルグラスチム（遺伝子組換

え））Pegfilgrastim (genetical 

recombination)

‛ジーラスタ皮下注3.6㎎
G-lasta 3.6㎎/0.36mL/筒  〔協和キリン〕

〔薬価〕108,558.00円/筒

【効】①がん化学療法による発熱性好中

球減少症の発症抑制．②同種末梢血幹

細胞移植のための造血幹細胞の末梢血

中への動員

【用】（注）①がん化学療法剤投与終了

後の翌日以降，3.6㎎を化学療法1サイ

クルあたり1回皮下注．②7.2㎎を1回

皮下注

�����������������

33005　トロンボポエチン受容体作
用薬

 

（ルストロンボパグ）Lusutrombopag

‛ムルプレタ錠3㎎
Mulpleta 3㎎/T  〔塩野義〕

〔薬価〕15,324.60円/T

【効】待機的な観血的手技を予定してい

る慢性肝疾患患者における血小板減少

症の改善

【用】（内）3㎎を1日1回，7日間

�����������������
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33006　白血球減少症治療薬
 

（アデニン）Adenine

‛ロイコン錠10㎎
Leucon 10㎎/T  〔大原〕

〔薬価〕5.70円/T

【効】放射線曝射ないし薬物による白血

球減少症

【用】（内）1日20～60㎎

�����������������

331　止血薬
33101　血管強化薬（内服）
 

（カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ

ム水和物）Carbazochrome sodium 

sulfonate hydrate

‛アドナ錠10㎎
Adona 10㎎/T  〔ニプロES〕

〔薬価〕5.90円/T

‛アドナ錠30㎎
Adona 30㎎/T

〔薬価〕9.00円/T

【効】①毛細血管抵抗性の減弱及び透過

性の亢進によると考えられる出血傾向

（例えば紫斑病等）．②毛細血管抵抗性

の減弱による皮膚あるいは粘膜及び内

膜からの出血，眼底出血・腎出血・子

宮出血．③毛細血管抵抗性の減弱によ

る手術中・術後の異常出血

【用】（内）1日30～90㎎を3回に分割

�����������������

33102　血管強化薬（注射）
 

（カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ

ム水和物）Carbazochrome sodium 

sulfonate hydrate

‛カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム静注液50㎎「日医工」
あ�

Carbazochrome sodium sulfonate 50

㎎/10mL/A  〔日医工〕

〔薬価〕57.00円/A

〔先発品〕アドナ注（静脈用）50㎎

【効】①毛細血管抵抗性の減弱及び透過

性の亢進によると考えられる出血傾向

（例えば紫斑病等）．②毛細血管抵抗性

の減弱による皮膚あるいは粘膜及び内

膜からの出血，眼底出血・腎出血・子

宮出血．③毛細血管抵抗性の減弱によ

る手術中・術後の異常出血

【用】（注）1日25～100㎎を静注又は点

滴静注
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33103　抗プラスミン薬（内服）
 

（トラネキサム酸）Tranexamic acid

‛トランサミン散50%
Transamin 500㎎/g  〔第一三共〕

〔薬価〕13.70円/g

‛トランサミン錠250㎎
Transamin 250㎎/T

〔薬価〕10.10円/T

【効】①全身性線溶亢進が関与すると考

えられる出血傾向（白血病，再生不良

性貧血，紫斑病等，及び手術中・術後

の異常出血）．②局所線溶亢進が関与

すると考えられる異常出血（肺出血，

鼻出血，性器出血，腎出血，前立腺手

術中・術後の異常出血）．③次記疾患

における紅斑・腫脹・そう痒等の症

状：湿疹及びその類症，蕁麻疹，薬

疹・中毒疹．④次記疾患における咽頭

痛・発赤・充血・腫脹等の症状：扁桃

炎，咽喉頭炎．⑤口内炎における口内

痛及び口内粘膜アフター

【用】（内）1日750～2000㎎を3～4回に

分割
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33104　抗プラスミン薬（注射）
 

（トラネキサム酸）Tranexamic acid

‛トランサミン注5%
Transamin 250㎎/5mL/A  〔第一三共〕

〔薬価〕65.00円/A

【効】①全身性線溶亢進が関与すると考

えられる出血傾向（白血病，再生不良

性貧血，紫斑病等，及び手術中・術後

の異常出血）．②局所線溶亢進が関与

すると考えられる異常出血（肺出血，

鼻出血，性器出血，腎出血，前立腺手

術中・術後の異常出血）．③次記疾患

における紅斑・腫脹・そう痒等の症

状：湿疹及びその類症，蕁麻疹，薬

疹・中毒疹．④次記疾患における咽頭

痛・発赤・充血・腫脹等の症状：扁桃

炎，咽喉頭炎．⑤口内炎における口内

痛及び口内粘膜アフター

【用】（注）1日250 ～ 500㎎を1 ～ 2回に

分割し静注又は筋注．術中・術後等に

は必要に応じ1回500 ～ 1000㎎を静注

するか，500～2500㎎を点滴静注
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33105　局所止血薬
 

（アドレナリン）Adrenaline

‛ボスミン外用液0.1%
Bosmin 0.1%500mL/本  〔第一三共〕

〔薬価〕12.00円/mL

【効】①次記疾患に基づく気管支痙攣の

緩解：気管支喘息，百日咳．②局所麻

酔薬の作用延長（粘膜面の表面麻酔に

限る）．③手術時の局所出血の予防と

治療，耳鼻咽喉科領域における局所出

血，耳鼻咽喉科領域における粘膜の充

血・腫脹，外創における局所出血

【用】（外） ① 5 ～ 10 倍 に 希 釈 し て 吸

入．1回の投与量は0.3㎎以内．2 ～ 5

分間たって効果が不十分な場合でも，

前記の投与をもう一度行うのを限度と

する．続けて用いる必要がある場合で

も，少なくとも4～6時間の間隔をお

く．②血管収縮薬未添加の局所麻酔薬

10mLに1～2滴（アドレナリン濃度1：

10 ～ 20 万） の 割 合 に 添 加 し て 用 い

る．③本剤をそのままか，5～10倍希

釈液を直接塗布，点鼻もしくは噴霧す

るか，又はタンポンとして用いる
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（ゼラチン）Gelatin

‛スポンゼル
Spongel 10㎝×7㎝1枚  〔LTL〕

〔薬価〕756.60円/枚

【効】①各種外科領域における止血．②

褥瘡潰瘍

【用】（外）適当量を乾燥状態のまま，

又は生理食塩液かトロンビン溶液に浸

し，皮膚或は臓器の傷創面に貼付し，

滲出する血液を吸収させ固着する．本

品は組織に容易に吸収されるので体内

に包埋しても差し支えない
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（トロンビン）Thrombin

‛トロンビン液モチダソフトボ
トル5千� け

Thrombin 5,000IU/5mL/本  〔持田〕

〔薬価〕936.10円/キット

【効】通常の結紮によって止血困難な小

血管，毛細血管及び実質臓器からの出

血（例えば，外傷に伴う出血，手術中

の出血，骨性出血，膀胱出血，抜歯後

の出血，鼻出血及び上部消化管からの

出血など）

【用】（外）出血局所に本剤をそのまま

噴霧もしくは灌注するか，又は撒布．

（内）上部消化管出血の場合，適当な

緩衝剤で希釈した液（トロンビンとし

て200～400単位/mL）

�����������������
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33106　静脈瘤硬化療法薬
 

（ポリドカノール）Polidocanol

‛エトキシスクレロール1%注射
液� お

Aethoxysklerol 0.3g/30mL/V 

 〔カイゲン〕

〔薬価〕16,805.00円/瓶

【効】食道静脈瘤出血の止血及び食道静

脈瘤の硬化退縮

【用】（注）経内視鏡的食道静脈瘤硬化

療法に用いるものである．1穿刺あた

り1 ～ 3mLを食道静脈瘤周囲に注入．

注入量は静脈瘤の状態及び患者の病態

により適宜増減するが，1内視鏡治療

あたりの総注入量は30mL以内
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（ポリドカノール）Polidocanol

‛ポリドカスクレロール1%注
2mL� お

Polidocasklerol 20㎎/2mL/A  〔ゼリア〕

〔薬価〕719.00円/A

【効】一次性下肢静脈瘤の硬化退縮

【用】（注）液状硬化療法で使用する場

合：直径1㎜以上3㎜未満の一次性下肢

静脈瘤を対象に，1穿刺あたり0.5 ～

1mLを基準として静脈瘤内に1箇所又

は2箇所以上投与．1回の総投与量は2

㎎/㎏以下．1回の処置で治療が終了

しない場合，次回の投与は1週間後．

フォーム硬化療法で使用する場合：小

型の一次性下肢静脈瘤を対象に，静脈

瘤内に1箇所又は2箇所以上投与．1穿

刺あたりの最大投与量は，対象となる

静脈瘤の大きさに応じてフォーム硬化

剤として2～6mL．1回の総投与量は2

㎎/㎏以下，かつ，フォーム硬化剤と

して10mL以下．1回の処置で治療が終

了しない場合，次回の投与は1週間後
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332　血液凝固阻止薬
33201　ヘパリン
 

（エノキサパリンナトリウム）

Enoxaparin sodium

‛クレキサン皮下注キット
2000IU� おけ

Clexane 2,000単位/0.2mL/シリンジ 

 〔科研〕

〔薬価〕924.00円/筒

【効】①次記の下肢整形外科手術施行患

者における静脈血栓塞栓症の発症抑

制：股関節全置換術，膝関節全置換

術，股関節骨折手術．②静脈血栓塞栓

症の発症リスクの高い，腹部手術施行

患者における静脈血栓塞栓症の発症抑

制

【用】（注）1回2000I.U.を12時間毎に1

日2回連日皮下注

�����������������

（ダルテパリンナトリウム）Daltepa-

rin sodium

‛フラグミン静注5000単位
/5mL� け

Fragmin 5,000IU/5mL/V  〔キッセイ〕

〔薬価〕719.00円/瓶

【効】①血液体外循環時の灌流血液の凝

固防止（血液透析）．②DIC

【用】（注）①直接又は生理食塩液によ

り希釈して投与．（1）出血性病変又は

出血傾向を有しない患者：体外循環開

始時，15～20I.U./㎏を回路内に単回

投与，体外循環開始後は7.5～10I.U./

㎏/時を抗凝固薬注入ラインより持続

注入．（2）出血性病変又は出血傾向を

有する患者：体外循環開始時，10 ～

15I.U./㎏を回路内に単回投与，体外

循環開始後は7.5I.U./㎏/時を抗凝固

薬注入ラインより持続注入．②1日量

75I.U./㎏を24時間かけて静脈内持続

228

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3329405
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3329405
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3329405
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3329405
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3334406
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3334406
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3334403
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3334403


－229－

33

33　血液・体液用薬

投与

�����������������

（ヘパリンナトリウム）Heparin 

sodium

‛ヘパリンNa注1万単位/10mL
「モチダ」� け

Heparin sodium 10,000単位10mL/V 

 〔持田〕

〔薬価〕354.00円/瓶

【効】①DICの治療．②血液透析・人工

心肺その他の体外循環装置使用時の血

液凝固の防止．③血管カテーテル挿入

時の血液凝固の防止．④輸血及び血液

検査の際の血液凝固の防止．⑤血栓塞

栓症（静脈血栓症，心筋梗塞症，肺塞

栓症，脳塞栓症，四肢動脈血栓塞栓

症，手術中・術後の血栓塞栓症等）の

治療及び予防

【用】（注）投与後，全血凝固時間（Lee-

White法）又は全血活性化部分トロン

ボプラスチン時間（WBAPTT）が正

常値の2～3倍になるよう用量をコン

トロール．  

静脈内点滴注射法：10000 ～ 30000単

位 を 5%ブ ド ウ 糖 注 射 液， 生 理 食 塩

液，リンゲル液1000mLで希釈し，最初

30滴/分前後の速度で，続いて全血凝

固時間又はWBAPTTが投与前の2～3

倍になれば20滴/分前後の速度で，点

滴静注．  

静脈内間歇注射法：1回5000 ～ 10000

単位を4～8時間毎に静注．注射開始3

時間後から，2 ～ 4時間毎に全血凝固

時間又はWBAPTTを測定し，投与前

の2 ～ 3倍になるようにコントロー

ル．  

皮下注・筋注法：1回5000単位を4時間

毎に皮下注又は筋注．筋注にあたって

は，組織・神経等への影響を避けるた

め，次記の点に配慮．1）神経走行部

位を避けるよう注意．2）繰り返し注

射する場合，注射部位を変え，例えば

左右交互に注射するなど行う．乳・

幼・小児には連用しないことが望まし

い．3）注射針を刺入したとき，激痛

を訴えたり，血液の逆流をみた場合

は，直ちに針を抜き，部位を変えて注

射．  

体外循環時（血液透析・人工心肺）に

おける使用法：1）人工腎では各患者

の適切な使用量を透析前に各々のヘパ

リン感受性試験の結果に基づいて算出

するが，全身ヘパリン化法の場合，透

析開始に先だって，1000 ～ 3000単位

を投与し，透析開始後は，500～1500

単位/時を持続的に，又は1時間毎に

500～1500単位を間歇的に追加．局所

ヘパリン化法の場合は，1500 ～ 2500

単位/時を持続注入し，体内灌流時に

プロタミン硫酸塩で中和．2）術式・

方法によって多少異なるが，人工心肺

灌流時には，150～300単位/㎏を投与

し，更に体外循環時間の延長とともに

必要に応じて追加．体外循環後は，術

後出血を防止し，ヘパリンの作用を中

和するためにプロタミン硫酸塩を用い

る．  

輸血及び血液検査の際の血液凝固防止

法：輸血の際の血液凝固の防止には，

血液100mLに対して400～500単位を用

いる．血液検査の際の血液凝固の防止

にもほぼ同様に，血液20 ～ 30mLに対

して100単位を用いる
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（ヘパリンナトリウム）Heparin 

sodium

‛ヘパリンNa透析用250単位/mL
シリンジ20mL「ニプロ」あ� け

Heparin sodium 5,000単位20mL/筒 

 〔ニプロ〕
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〔薬価〕170.00円/筒

【効】血液透析の体外循環装置使用時の

血液凝固の防止

【用】（注）投与後，全血凝固時間（Lee-

White法）又は全血活性化部分トロン

ボプラスチン時間（WBAPTT）が正

常値の2～3倍になるように適宜用量

をコントロール．体外循環時（血液透

析）における使用法：人工腎では各患

者の適切な使用量を透析前に各々のヘ

パリン感受性試験の結果に基づいて算

出するが，全身へパリン化法の場合，

透析開始に先だって，1,000～3,000単

位を投与し，透析開始後は，500 ～

1,500単位/時を持続的に，又は1時間

毎 に 500 ～ 1,500 単 位 を 間 歇 的 に 追

加．局所ヘパリン化法の場合，1,500

～2,500単位/時を持続注入し，体内灌

流時にプロタミン硫酸塩で中和
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（ヘパリンナトリウム）Heparin 

sodium

‛ヘパリンNaロック用10単位
/mLシリンジ「オーツカ」
10mLあ� け

Heparin sodium 100単位10mL/筒 

 〔大塚製薬工場〕

〔薬価〕84.00円/筒

〔先発品〕ヘパフラッシュ10単位/mLシ

リンジ10mL 

ヘパリンNaロック用10単位/

mLシリンジ10mL「ニプロ」

【効】静脈内留置ルート内の血液凝固の

防止

【用】（注）静脈内留置ルート内を充填

するのに十分な量を注入
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33202　DOAC（経口直接Xa阻害
薬）

 

（アピキサバン）Apixaban

‛エリキュース錠2.5㎎
Eliquis 2.5㎎/T  〔ブリストル〕

〔薬価〕125.60円/T

‛エリキュース錠5㎎
Eliquis 5㎎/T

〔薬価〕227.50円/T

【効】①非弁膜症性心房細動患者におけ

る虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発

症抑制．②静脈血栓塞栓症（深部静脈

血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び

再発抑制

【用】（内）①1回5㎎を1日2回．年齢，

体重，腎機能に応じて，1回2.5㎎1日2

回投与へ減量．②1回10㎎を1日2回，7

日間投与後，1回5㎎を1日2回投与
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（エドキサバントシル酸塩水和物）

Edoxaban tosilate hydrate

‛リクシアナOD錠30㎎
Lixiana OD 30㎎/T  〔第一三共〕

〔薬価〕411.30円/T

【効】①非弁膜症性心房細動患者におけ

る虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発

症抑制．②静脈血栓塞栓症（深部静脈

血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び

再発抑制．③次記の下肢整形外科手術

施行患者における静脈血栓塞栓症の発

症抑制：膝関節全置換術，股関節全置

換術，股関節骨折手術

【用】（内）①以下の用量を1日1回．体

重60㎏以下：30㎎．体重60㎏超：60

㎎．腎機能，併用薬に応じて1日1回30

㎎に減量．出血リスクが高い高齢の患

者では，年齢，患者の状態に応じて1

日1回15㎎に減量できる．②以下の用

量を1日1回．体重60㎏以下：30㎎．体
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重60㎏超：60㎎．腎機能，併用薬に応

じて1日1回30㎎に減量．③30㎎を1日1

回

�����������������

（エドキサバントシル酸塩水和物）

Edoxaban tosilate hydrate

‛リクシアナOD錠60㎎
Lixiana OD 60㎎/T  〔第一三共〕

〔薬価〕416.80円/T

【効】①非弁膜症性心房細動患者におけ

る虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発

症抑制．②静脈血栓塞栓症（深部静脈

血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び

再発抑制

【用】（内）①以下の用量を1日1回．体

重60㎏以下：30㎎．体重60㎏超：60

㎎．腎機能，併用薬に応じて1日1回30

㎎に減量．出血リスクが高い高齢の患

者では，年齢，患者の状態に応じて1

日1回15㎎に減量できる．②以下の用

量を1日1回．体重60㎏以下：30㎎．体

重60㎏超：60㎎．腎機能，併用薬に応

じて1日1回30㎎に減量
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（リバーロキサバン）Rivaroxaban

‛イグザレルトOD錠10㎎
Xarelto OD 10㎎/T  〔バイエル〕

〔薬価〕362.70円/T

‛イグザレルトOD錠15㎎
Xarelto OD 15㎎/T

〔薬価〕513.50円/T

【効】①非弁膜症性心房細動患者におけ

る虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発

症抑制．②成人：静脈血栓塞栓症（深

部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治

療及び再発抑制．小児：静脈血栓塞栓

症の治療及び再発抑制

【用】（内）①15㎎を1日1回食後．腎障

害のある患者に対しては，腎機能の程

度に応じて10㎎1日1回に減量．②成

人：発症後の初期3週間は15㎎を1日2

回食後，その後は15㎎を1日1回食後．

小児：体重30㎏以上の小児には15㎎を

1日1回食後
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33203　DOAC（トロンビン直接阻
害薬）

 

（ダビガトランエテキシラートメタン

スルホン酸塩）Dabigatran etexilate 

methanesulfonate

‛プラザキサカプセル75㎎
Prazaxa 75㎎/cap 

 〔日本ベーリンガー〕

〔薬価〕134.70円/cap

‛プラザキサカプセル110㎎
Prazaxa 110㎎/cap

〔薬価〕237.30円/cap

【効】非弁膜症性心房細動患者における

虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症

抑制

【用】（内）1回150㎎（75㎎カプセルを2

カプセル）を1日2回，必要に応じて，

1回110㎎（110㎎カプセルを1カプセ

ル）を1日2回投与へ減量

�����������������

33204　クマリン系薬
 

（ワルファリンカリウム）Warfarin 

potassium

‛ワーファリン顆粒0.2%
Warfarin 2㎎/g  〔エーザイ〕

〔薬価〕6.80円/g

‛ワーファリン錠0.5㎎
Warfarin 0.5㎎/T

〔薬価〕9.80円/T

‛ワーファリン錠1㎎
Warfarin 1㎎/T

〔薬価〕9.80円/T
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‛ワーファリン錠5㎎
Warfarin 5㎎/T

〔薬価〕10.10円/T

【効】血栓塞栓症（静脈血栓症，心筋梗

塞症，肺塞栓症，脳塞栓症，緩徐に進

行する脳血栓症等）の治療及び予防

【用】（内）血液凝固能検査（プロトロ

ンビン時間及びトロンボテスト）の検

査値に基づいて，投与量を決定し，血

液凝固能管理を十分に行いつつ使用．

初回投与量を1日1回投与した後，数日

間かけて血液凝固能検査で目標治療域

に入るように用量調節し，維持投与量

を決定．ワルファリンに対する感受性

には個体差が大きく，同一個人でも変

化することがあるため，定期的に血液

凝固能検査を行い，維持投与量を必要

に応じて調節．抗凝固効果の発現を急

ぐ場合には，初回投与時ヘパリン等の

併用を考慮．初回投与量：1～5㎎を1

日1回．小児における維持投与量（㎎

/㎏/日）の目安を次記に示す．12か

月未満：0.16㎎/㎏/日．1歳以上15歳

未満：0.04～0.10㎎/㎏/日
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33205　抗トロンビン薬
 

（アルガトロバン水和物）Argatroban 

hydrate

‛ノバスタンHI注10㎎/2mL
Novastan HI 10㎎/2mL/A  〔田辺三菱〕

〔薬価〕1,439.00円/A

【効】①次記疾患に伴う神経症候（運動

麻痺），日常生活動作（歩行，起立，

坐位保持，食事）の改善：発症後48時

間以内の脳血栓症急性期（ラクネを除

く）．②慢性動脈閉塞症（バージャー

病・閉塞性動脈硬化症）における四肢

潰瘍，安静時疼痛ならびに冷感の改

善．③次記患者における血液体外循環

時 の 灌 流 血 液 の 凝 固 防 止（血 液 透

析）：先天性アンチトロンビンIII欠乏

患者，アンチトロンビンIII低下を伴

う患者（アンチトロンビンIIIが正常

の70%以下に低下し，かつ，ヘパリン

ナトリウム，ヘパリンカルシウムの使

用では体外循環路内の凝血（残血）が

改善しないと判断されたもの），ヘパ

リン起因性血小板減少症（HIT）II型

患者．④ヘパリン起因性血小板減少症

（HIT）II型（発症リスクのある場合

を含む）における経皮的冠インターベ

ンション施行時の血液の凝固防止．⑤

ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）

II型における血栓症の発症抑制

【用】（注）①はじめの2日間は1日60㎎

を適当量の輸液で希釈し，24時間かけ

て持続点滴静注．その後の5日間は1回

10㎎を適当量の輸液で希釈し1日朝夕2

回，1回3時間かけて点滴静注．②1回

10㎎を輸液で希釈し，1日2回，1回2

～3時間かけて点滴静注．③体外循環

開始時に10㎎を回路内に投与し，体外

循環開始後は25㎎/時より投与を開

始．凝固時間の延長，回路内凝血（残

血），透析効率及び透析終了時の止血

状況等を指標に量を増減し，患者毎の

量 を 決 定 す る が，5 ～ 40 ㎎/時 を 目

安．④適当量の輸液で希釈し，0.1㎎/

㎏を3～5分かけて静脈内投与し，術

後4時間まで6μg/㎏/分を目安に静脈

内持続投与．その後抗凝固療法の継続

が必要な場合は，0.7μg/㎏/分に減量

し静脈内持続投与．持続投与量は目安

であり，適切な凝固能のモニタリング

により調節．⑤適当量の輸液で希釈

し，0.7μg/㎏/分より点滴静注を開始

し，持続投与．肝機能障害のある患者

や出血のリスクのある患者に対して

は，低用量から開始．活性化部分トロ
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ンボプラスチン時間（aPTT）を指標

に投与量を増減し，患者毎の投与量を

決定
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33206　抗血小板薬
 

（アスピリン）Aspirin

‛バイアスピリン錠100㎎あ�
Bayaspirin 100㎎/T  〔バイエル〕

〔薬価〕5.70円/T

【効】①次記疾患における血栓・塞栓形

成の抑制：狭心症（慢性安定狭心症，

不安定狭心症），心筋梗塞，虚血性脳

血 管 障 害（一 過 性 脳 虚 血 発 作

（TIA），脳梗塞）．②冠動脈バイパス

術（CABG）あるいは経皮経管冠動脈

形成術（PTCA）施行後における血

栓・塞栓形成の抑制．③川崎病（川崎

病による心血管後遺症を含む）

【用】（内）①②100㎎を1日1回．1回300

㎎まで．③急性期有熱期間は，1日30

～ 50㎎/㎏を3回に分割．解熱後の回

復期から慢性期は，1日3～5㎎/㎏を1

回
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（クロピドグレル硫酸塩）Clopidogrel 

sulfate

‛クロピドグレル錠75㎎「SAN-
IK」あ�

Clopidogrel 75㎎/T  〔日医工サノフィ〕

ツ
〔薬価〕45.70円/T

〔先発品〕プラビックス錠75㎎

【効】①虚血性脳血管障害（心原性脳塞

栓症を除く）後の再発抑制．②経皮的

冠動脈形成術（PCI）が適用される次

記の虚血性心疾患：急性冠症候群（不

安定狭心症，非ST上昇心筋梗塞，ST

上昇心筋梗塞），安定狭心症，陳旧性

心筋梗塞．③末梢動脈疾患における血

栓・塞栓形成の抑制

【用】（内）①75㎎を1日1回．年齢，体

重，症状により50㎎を1日1回．②投与

開始日に300㎎を1日1回，その後，維

持量として1日1回75㎎．③75㎎を1日1

回

�����������������

（サルポグレラート塩酸塩）Sarpo-

grelate hydrochloride

‛アンプラーグ錠100㎎
Anplag 100㎎/T  〔田辺三菱〕

〔薬価〕76.70円/T

【効】慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍，疼痛

及び冷感等の虚血性諸症状の改善

【用】（内）1回100㎎を1日3回食後
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（シロスタゾール）Cilostazol

‛シロスタゾールOD錠50㎎「サ
ワイ」あ�

Cilostazol OD 50㎎/T  〔沢井〕

〔薬価〕10.10円/T

〔先発品〕プレタールOD錠50㎎

【効】①慢性動脈閉塞症に基づく潰瘍，

疼痛及び冷感等の虚血性諸症状の改

善．②脳梗塞（心原性脳塞栓症を除

く）発症後の再発抑制

【用】（内）1回100㎎を1日2回

�����������������

（プラスグレル塩酸塩）Prasugrel 

hydrochloride

‛エフィエント錠3.75㎎
Efient 3.75㎎/T  〔第一三共〕

〔薬価〕268.00円/T

‛エフィエントOD錠20㎎
Efient OD 20㎎/T

〔薬価〕1,086.30円/T

【効】①経皮的冠動脈形成術（PCI）が

適用される下記の虚血性心疾患：急性

冠症候群（不安定狭心症，非ST上昇

心筋梗塞，ST上昇心筋梗塞）．安定狭

233

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399007
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399008
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399008
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399006
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399002
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399002
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399009
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3399009


－234－

33

33　血液・体液用薬

心症，陳旧性心筋梗塞．②　虚血性脳

血管障害（大血管アテローム硬化又は

小血管の閉塞に伴う）後の再発抑制

（脳梗塞発症リスクが高い場合に限る）

【用】（内）①投与開始日に20㎎を1日1

回，その後，維持用量として1日1回

3.75㎎．②3.75㎎を1日1回
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（ベラプロストナトリウム）Bera-

prost sodium

‛ドルナー錠20μg� お
Dorner 20μg/T  〔アステラス〕

リ
〔薬価〕31.50円/T

【効】①慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍，疼

痛及び冷感の改善．②原発性肺高血圧

症

【用】（内）①1日120μgを3回に分割し

食後．②1日60μgを3回に分割し食後

から開始し，漸次増量．1日3～4回と

し，1日180μgまで
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33207　血栓溶解薬（ウロキナー
ゼ）

 

（ウロキナーゼ）Urokinase

‛ウロナーゼ静注用6万単位� け
Uronase 60,000IU/V  〔持田〕

〔薬価〕4,025.00円/瓶

【効】次の血栓・閉塞性疾患の治療：①

脳血栓症（発症後5日以内で，コン

ピューター断層撮影において出血の認

められないもの）．②末梢動・静脈閉

塞症（発症後10日以内）

【用】（注）10mLの生理食塩液に用時溶

解し，静注．なお，生理食塩液又はブ

ドウ糖注射液に混じて点滴注射するこ

とが望ましい．①1日1回6万単位約7日

間点滴静注．②初期1日6万～ 24万単

位，以後漸減し約7日間点滴静注
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33208　血栓溶解薬（t-PA）
 

（モンテプラーゼ（遺伝子組換え））

Monteplase (genetical recombina-

tion)

‛クリアクター静注用80万（無）
� け

Cleactor 80万IU/V  〔エーザイ〕

〔薬価〕71,610.00円/瓶

【効】①急性心筋梗塞における冠動脈血

栓の溶解（発症後6時間以内）．②不安

定な血行動態を伴う急性肺塞栓症にお

ける肺動脈血栓の溶解

【用】（注）①27,500I.U./㎏を静注．②

13,750～27,500I.U./㎏を静注．1回最

大 投 与 量 は 27,500I.U./㎏ ま で．8 万

I.U./mLとなるように生理食塩液で溶

解し，約80万I.U.（10mL）/分の注入

速度で．発症後できるだけ早期に行う

�����������������

33209　トロンボモジュリン
 

（トロンボモデュリンアルファ（遺伝

子組換え））Thrombomodulin alfa 

(genetical recombination)

‛リコモジュリン点滴静注用
12800� け

Recomodulin 12,800単位/V  〔旭化成〕

〔薬価〕39,736.00円/瓶

【効】汎発性血管内血液凝固症（DIC）

【用】（注）1日1回380U/㎏を約30分か

けて点滴静注．症状に応じ適宜減量
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33210　ヘパリン拮抗薬
 

（プロタミン硫酸塩）Protamine 

sulfate

‛プロタミン硫酸塩静注100㎎
「モチダ」

Protamine sulfate 1%10mLバイアル 

 〔持田〕

〔薬価〕68.30円/mLV

【効】ヘパリン過量投与時の中和，血液

透析・人工心肺・選択的脳灌流冷却法

等の血液体外循環後のヘパリン作用の

中和

【用】（注） ヘ パ リ ン 1000 単 位 に 対 し

て，10 ～ 15㎎（本剤1.0 ～ 1.5mL）．ヘ

パリンの中和に要するプロタミン硫酸

塩量は，投与したヘパリン量及びヘパ

リン投与後の時間経過により異なるの

で，本剤の投与量はプロタミンによる

中和試験により決める．1回につき50

㎎（本剤5mL）を超えない量を，生理

食塩液又は5%ブドウ糖注射液100 ～

200mLに希釈し，10分間以上をかけて

徐々に静注
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33211　抗血小板薬・プロトンポン
プ阻害薬配合剤

 

‛キャブピリン配合錠
Cabpirin 配合剤  〔武田〕

〔薬価〕106.70円/T

1錠中： 

アスピリン 100㎎ 

ボノプラザン 10㎎ 

（ボノプラザンフマル酸塩 13.36㎎）

【効】次記疾患又は術後における血栓・

塞栓形成の抑制（胃潰瘍又は十二指腸

潰瘍の既往がある患者に限る）：狭心

症（慢 性 安 定 狭 心 症， 不 安 定 狭 心

症），心筋梗塞，虚血性脳血管障害

（一 過 性 脳 虚 血 発 作（TIA）， 脳 梗

塞），冠動脈バイパス術（CABG）あ

る い は 経 皮 経 管 冠 動 脈 形 成 術

（PTCA）施行後

【用】（内）1日1回1錠（アスピリン/ボ

ノプラザンとして100㎎/10㎎）

�����������������
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34　炎症，免疫用薬
340　免疫抑制薬
34001　代謝拮抗薬（プリン拮抗

薬）
 

（アザチオプリン）Azathioprine

‛アザニン錠50㎎
Azanin 50㎎/T  〔田辺三菱〕

〔薬価〕104.10円/T

【効】次記の臓器移植における拒絶反応

の抑制：①腎移植，②肝移植，心移

植，肺移植．③ステロイド依存性のク

ローン病の寛解導入及び寛解維持並び

にステロイド依存性の潰瘍性大腸炎の

寛解維持．④治療抵抗性の次記リウマ

チ性疾患：全身性血管炎（顕微鏡的多

発血管炎，多発血管炎性肉芽腫症，結

節性多発動脈炎，好酸球性多発血管炎

性肉芽腫症，高安動脈炎等），全身性

エリテマトーデス（SLE），多発性筋

炎，皮膚筋炎，強皮症，混合性結合組

織病，及び難治性リウマチ性疾患．⑤

自己免疫性肝炎

【用】（内）次記量を1日量として投与

（成人及び小児）：①初期量：2～3㎎/

㎏， 維 持 量：0.5 ～ 1 ㎎/㎏． ② 初 期

量：2 ～ 3 ㎎/㎏， 維 持 量：1 ～ 2 ㎎/

㎏．③⑤1 ～ 2㎎/㎏（成人には50 ～

100㎎）．④成人及び小児：1日量とし

て1～2㎎/㎏．1日量として3㎎/㎏ま

で
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（ミコフェノール酸モフェチル）

Mycophenolate mofetil

‛セルセプトカプセル250� お
Cellcept 250㎎/cap  〔中外〕

〔薬価〕156.80円/cap

【効】①腎移植後の難治性拒絶反応の治

療（既存の治療薬が無効又は副作用等

のため投与できず，難治性拒絶反応と

診断された場合）．次の臓器移植にお

ける拒絶反応の抑制：②腎移植③心移

植，肝移植，肺移植，膵移植．④ルー

プス腎炎．⑤造血幹細胞移植における

移植片対宿主病の抑制

【用】（内）次の1回量を1日2回12時間毎

に食後．①1,500㎎．②1,000㎎．1日

3,000 ㎎ ま で． 小 児：300 ～ 600 ㎎/

㎡，1 日 2,000 ㎎ ま で． ③ 500 ～ 1,500

㎎． ④ 250 ～ 1,000 ㎎．1 日 3,000 ㎎ ま

で．小児：150 ～ 600㎎/㎡，1日2,000

㎎まで．⑤250～1,000㎎．1日3,000㎎

までで1日3回食後経口投与することも

可 能． 小 児：300 ～ 600 ㎎/㎡．1 日

2,000㎎まで
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34002　代謝拮抗薬（葉酸拮抗薬）
 

（メトトレキサート）Methotrexate

‛メトトレキサート錠2㎎「あゆ
み」あ� お

Methotrexate 2㎎/T  〔あゆみ〕

〔薬価〕109.70円/T

【効】①関節リウマチ．②関節症状を伴

う若年性特発性関節炎．③局所療法で

効果不十分な尋常性乾癬．④関節症性

乾癬，膿疱性乾癬，乾癬性紅皮症

【用】（内）①③④1週間単位の投与量を

6㎎とし，1回又は2 ～ 3回に分割．分

割して投与する場合，初日から2日目

にかけて12時間間隔で投与．1回又は2

回分割投与の場合は残りの6日間，3回

分割投与の場合は残りの5日間は休

薬．これを1週間ごとに繰り返す．1週

間単位の投与量として16㎎まで．②1

週間単位の投与量を4 ～ 10㎎/㎡と

し，1回又は2～3回に分割．分割して

投与する場合，初日から2日目にかけ

て12時間間隔で投与．1回又は2回分割

投与の場合は残りの6日間，3回分割投
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与の場合は残りの5日間は休薬する．

これを1週間ごとに繰り返す
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34003　カルシニューリン阻害薬
 

（シクロスポリン）Ciclosporin

‛ネオーラル25㎎カプセル� お
Neoral 25㎎/cap  〔ノバルティス〕

〔薬価〕132.90円/cap

‛ネオーラル50㎎カプセル� お
Neoral 50㎎/cap

〔薬価〕225.40円/cap

【効】次記の臓器移植における拒絶反応

の抑制：①腎移植，②肝移植，③心移

植・肺移植・膵移植，④小腸移植．⑤

骨髄移植における拒絶反応及び移植片

対宿主病の抑制．⑥ベーチェット病

（眼症状のある場合），及びその他の非

感染性ぶどう膜炎（既存治療で効果不

十分であり，視力低下のおそれのある

活動性の中間部又は後部の非感染性ぶ

どう膜炎に限る）．⑦尋常性乾癬（皮

疹が全身の30%以上に及ぶものあるい

は難治性の場合），膿疱性乾癬，乾癬

性紅皮症，関節症性乾癬．⑧再生不良

性貧血，赤芽球癆．⑨ネフローゼ症候

群（頻回再発型あるいはステロイドに

抵抗性を示す場合）．⑩全身型重症筋

無力症（胸腺摘出後の治療において，

ステロイド剤の投与が効果不十分，又

は副作用により困難な場合）．⑪アト

ピー性皮膚炎（既存治療で十分な効果

が得られない患者）．⑫細胞移植に伴

う免疫反応の抑制

【用】（内）①移植1日前から1日量9 ～

12㎎/㎏を1日2回に分割し，以後1日2

㎎/㎏ずつ減量．維持量は1日量4～6

㎎/㎏を標準．②移植1日前から1日量

14 ～ 16㎎/㎏を1日2回に分割．以後

徐々に減量し，維持量は1日量5～10

㎎/㎏を標準．③移植1日前から1日量

10 ～ 15㎎/㎏を1日2回に分割．以後

徐々に減量し，維持量は1日量2～6㎎

/㎏を標準．④1日量14～16㎎/㎏を1

日2回に分割．以後徐々に減量し，維

持量は1日量5～10㎎/㎏を標準．移植

1日前からシクロスポリン注射剤で投

与を開始し，内服可能となった後はで

きるだけ速やかに経口投与に切り換え

る．⑤移植1日前から1日量6～12㎎/

㎏を1日2回に分割し，3～6か月間継

続し，その後徐々に減量し中止．⑥1

日量5㎎/㎏を1日2回に分割開始し，

以後1か月毎に1日1～2㎎/㎏ずつ減量

又は増量．維持量は1日量3～5㎎/㎏

を標準．⑦1日量5㎎/㎏を2回に分

割．効果がみられた場合は1か月毎に1

日1㎎/㎏ずつ減量し，維持量は1日量

3㎎/㎏を標準．⑧1日量6㎎/㎏を1日2

回に分割．⑨次記の用量を1日2回に分

割．1）頻回再発型の症例：1日量1.5

㎎/㎏．小児の場合には1日量2.5㎎/

㎏．2）ステロイドに抵抗性を示す症

例：1日量3㎎/㎏．小児の場合には1

日量5㎎/㎏．⑩1日量5㎎/㎏を1日2回

に分割．効果がみられた場合は徐々に

減量し，維持量は3㎎/㎏を標準．⑪1

日量3㎎/㎏を1日2回に分割．1日量5

㎎/㎏まで．⑫再生医療等製品の用法

及び用量又は使用方法に基づき使用
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（タクロリムス水和物）Tacrolimus 

hydrate

‛プログラフカプセル0.5㎎� お
Prograf 0.5㎎/cap  〔アステラス〕

〔薬価〕266.80円/cap

‛プログラフカプセル1㎎� お
Prograf 1㎎/cap

〔薬価〕495.30円/cap

【効】次の臓器移植における拒絶反応の
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抑制：①腎移植．②肝移植．③心移

植．④肺移植．⑤膵移植．⑥小腸移

植．⑦骨髄移植における拒絶反応及び

移植片対宿主病の抑制．⑧重症筋無力

症．⑨関節リウマチ（既存治療で効果

不十分な場合に限る）．⑩ループス腎

炎（ステロイド剤投与が効果不十分，

又は副作用により困難な場合）．⑪難

治性（ステロイド抵抗性，ステロイド

依存性）の活動期潰瘍性大腸炎（中等

症～重症に限る）．⑫多発性筋炎・皮

膚筋炎に合併する間質性肺炎

【用】（内）①移植2日前より1回0.15㎎/

㎏1日2回，術後初期には1回0.15㎎/㎏

1日2回，以後漸減，維持量1回0.06㎎/

㎏1日2回．②初期1回0.15㎎/㎏1日2

回，以後漸減，維持量1日0.10㎎/㎏．

③初期1回0.03～0.15㎎/㎏1日2回．拒

絶反応発現後に投与開始する場合，1

回0.075 ～ 0.15㎎/㎏1日2回．以後漸

減，有効最小量で維持．④初期1回

0.05～0.15㎎/㎏1日2回．以後漸減，

有効最小量で維持．⑤⑥初期1回0.15

㎎/㎏1日2回．以後漸減，有効最少量

で維持．⑦移植1日前より1回0.06㎎/

㎏1日2回，移植初期には1回0.06㎎/㎏

1日2回，以後漸減．移植片対宿主病発

現後に投与開始する場合には1回0.15

㎎/㎏1日2回．⑧1日1回3㎎夕食後．

⑨1回3㎎，1日1回夕食後．高齢者は

1.5㎎1日1回夕食後から開始し3㎎ま

で．⑩1日1回3㎎夕食後．⑪1回0.025

㎎/㎏，1 日 2 回 朝 夕 食 後． 以 後 2 週

間，目標血中トラフ値を10 ～ 15ng/

mLとして調節．2週以降は，目標トラ

フ値を5～10ng/mLとして調節．⑫初

期には1回0.0375㎎/㎏を1日2回朝食後

及び夕食後．以後，目標血中トラフ濃

度を5～10ng/mLとし，血中トラフ濃

度をモニタリングしながら投与量を調

節
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341　抗リウマチ薬
34101　免疫調節薬
 

（サラゾスルファピリジン）Salazo-

sulfapyridine

‛アザルフィジンEN錠250㎎
Azulfidine EN 250㎎/T  〔あゆみ〕

〔薬価〕24.40円/T

【効】関節リウマチ

【用】（内）消炎鎮痛剤などで十分な効

果が得られない場合に使用．1日投与

量1gを朝食及び夕食後の2回に分割
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（ブシラミン）Bucillamine

‛リマチル錠100㎎� お
Rimatil 100㎎/T  〔あゆみ〕

〔薬価〕40.30円/T

【効】関節リウマチ

【用】（内）本剤は消炎鎮痛剤などで十

分な効果が得られない場合に使用．1

回100㎎を1日3回食後．効果の得られ

た後には1日量100～300㎎．1日300㎎

まで
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（ペニシラミン）Penicillamine

‛メタルカプターゼカプセル
50㎎（無）

Metalcaptase 50㎎/cap  〔大正製薬〕

〔薬価〕26.00円/cap

【効】①関節リウマチ．②ウイルソン病

（肝レンズ核変性症）．③鉛・水銀・銅

の中毒

【用】（内）①消炎鎮痛剤等で十分な効

果が得られない場合．1回100㎎1日1

～3回食間空腹時，初期量1日100㎎，

4週間以上あけて100㎎ずつ漸増，1日

600㎎まで．②1日1000㎎を1～数回に

分割し食前空腹時，1日600 ～ 1400㎎
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の範囲で増減．③1日1000㎎を数回に

分割し食前空腹時，1日600～1,400㎎

の範囲で増減．小児：1日20 ～ 30㎎/

㎏を数回に分割し食前空腹時．成人標

準用量（1日1000㎎）まで
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342　生物学的製剤
34201　TNFα阻害薬
 

（アダリムマブ（遺伝子組換え））

Adalimumab (genetical recombina-

tion)

‛ヒュミラ皮下注40㎎ペン
0.4mL� おけ

Humira 40㎎0.4mL/本  〔エーザイ〕

〔薬価〕53,516.00円/キット

【効】①関節リウマチ（関節の構造的損

傷の防止を含む）．②化膿性汗腺炎．

③壊疽性膿皮症．既存治療で効果不十

分な次記疾患（④～⑧）：④尋常性乾

癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬，⑤強

直性脊椎炎，⑥多関節に活動性を有す

る若年性特発性関節炎，⑦腸管型ベー

チェット病，⑧非感染性の中間部，後

部又は汎ぶどう膜炎．⑨中等症又は重

症の活動期にあるクローン病の寛解導

入及び維持療法（既存治療で効果不十

分な場合に限る）．⑩中等症又は重症

の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効

果不十分な場合に限る）

【用】（注）①40㎎を2週に1回皮下注．

効果不十分な場合，1回80㎎まで．②

初回に160㎎を，初回投与2週間後に80

㎎を皮下注，初回投与4週間後以降

は，40㎎を毎週1回又は80㎎を2週に1

回，皮下注．③初回に160㎎を，初回

投与2週間後に80㎎を皮下注．初回投

与4週間後以降は，40㎎を毎週1回，皮

下注．④初回に80㎎を皮下注，以後2

週に1回，40㎎を皮下注．効果不十分

な場合，1回80㎎まで．⑤40㎎を2週に

1回，皮下注．効果不十分な場合，1回

80㎎まで．⑥体重15㎏以上30㎏未満の

場合は20㎎を，体重30㎏以上の場合は

40㎎を2週に1回，皮下注．⑦初回に

160㎎を，初回投与2週間後に80㎎を皮

下注．初回投与4週間後以降は，40㎎

を2週に1回，皮下注．⑧初回に80㎎

を，初回投与1週間後に40㎎を皮下

注．初回投与3週間後以降は，40㎎を2

週に1回，皮下注．⑨初回に160㎎を，

初回投与2週間後に80㎎を皮下注．初

回投与4週間後以降は，40㎎を2週に1

回，皮下注．効果が減弱した場合には

1回80㎎まで．⑩成人：初回に160㎎

を，初回投与2週間後に80㎎を皮下

注．初回投与4週間後以降は，40㎎を2

週に1回，皮下注．初回投与4週間後以

降は，患者の状態に応じて40㎎を毎週

1回又は80㎎を2週に1回，皮下注も可

能．小児：体重40㎏以上の場合は，初

回に160㎎を，初回投与1週間後及び2

週間後に80㎎を皮下注．初回投与4週

間後以降は，40㎎を毎週1回又は80㎎

を2週に1回，皮下注．体重25㎏以上40

㎏未満の場合は，初回に80㎎を，初回

投与1週間後及び2週間後に40㎎を皮下

注．初回投与4週間後以降は，20㎎を

毎週1回又は40㎎を2週に1回，皮下

注．体重15㎏以上25㎏未満の場合は，

初回に40㎎を，初回投与1週間後及び2

週間後に20㎎を皮下注．初回投与4週

間後以降は，20㎎を2週に1回，皮下注

�����������������

（アダリムマブ（遺伝子組換え））

Adalimumab (genetical recombina-

tion)

‛ヒュミラ皮下注80㎎ペン
0.8mL� おけ

Humira 80㎎0.8mL/本  〔エーザイ〕
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〔薬価〕103,856.00円/キット

【効】①関節リウマチ（関節の構造的損

傷の防止を含む）．②化膿性汗腺炎．

③壊疽性膿皮症．既存治療で効果不十

分な次記疾患（④～⑦）：④尋常性乾

癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬，⑤強

直性脊椎炎，⑥腸管型ベーチェット

病，⑦非感染性の中間部，後部又は汎

ぶどう膜炎．⑧中等症又は重症の活動

期にあるクローン病の寛解導入及び維

持療法（既存治療で効果不十分な場合

に限る）．⑨中等症又は重症の潰瘍性

大腸炎の治療（既存治療で効果不十分

な場合に限る）

【用】（注）①40㎎を2週に1回皮下注．

効果不十分な場合，1回80㎎まで．②

初回に160㎎を，初回投与2週間後に80

㎎を皮下注，初回投与4週間後以降

は，40㎎を毎週1回又は80㎎を2週に1

回，皮下注．③初回に160㎎を，初回

投与2週間後に80㎎を皮下注．初回投

与4週間後以降は，40㎎を毎週1回，皮

下注．④初回に80㎎を皮下注，以後2

週に1回，40㎎を皮下注．効果不十分

な場合，1回80㎎まで．⑤40㎎を2週に

1回，皮下注．効果不十分な場合，1回

80㎎まで．⑥初回に160㎎を，初回投

与2週間後に80㎎を皮下注．初回投与4

週間後以降は，40㎎を2週に1回，皮下

注．⑦初回に80㎎を，初回投与1週間

後に40㎎を皮下注．初回投与3週間後

以降は，40㎎を2週に1回，皮下注．⑧

初回に160㎎を，初回投与2週間後に80

㎎を皮下注．初回投与4週間後以降

は，40㎎を2週に1回，皮下注．効果が

減弱した場合には1回80㎎まで．⑨成

人：初回に160㎎を，初回投与2週間後

に80㎎を皮下注．初回投与4週間後以

降は，40㎎を2週に1回，皮下注．初回

投与4週間後以降は，患者の状態に応

じて40㎎を毎週1回又は80㎎を2週に1

回，皮下注も可能．小児：体重40㎏以

上の場合は，初回に160㎎を，初回投

与1週間後及び2週間後に80㎎を皮下

注．初回投与4週間後以降は，40㎎を

毎週1回又は80㎎を2週に1回，皮下

注．体重25㎏以上40㎏未満の場合は，

初回に80㎎を，初回投与1週間後及び2

週間後に40㎎を皮下注．初回投与4週

間後以降は，20㎎を毎週1回又は40㎎

を2週に1回，皮下注．体重15㎏以上25

㎏未満の場合は，初回に40㎎を，初回

投与1週間後及び2週間後に20㎎を皮下

注．初回投与4週間後以降は，20㎎を2

週に1回，皮下注

�����������������

（インフリキシマブ（遺伝子組換え））

Infliximab (genetical recombination)

‛レミケード点滴静注用100�おけ
Remicade 100㎎/V  〔田辺三菱〕

〔薬価〕64,480.00円/瓶

【効】既存治療で効果不十分な次記①～

④の疾患：①関節リウマチ（関節の構

造 的 損 傷 の 防 止 を 含 む）． ② ベ ー

チェット病による難治性網膜ぶどう膜

炎．③尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿

疱性乾癬，乾癬性紅皮症．④強直性脊

椎炎．⑤腸管型ベーチェット病，神経

型ベーチェット病，血管型ベーチェッ

ト病．⑥川崎病の急性期．⑦次のいず

れかの状態を示すクローン病の治療及

び維持療法（既存治療で効果不十分な

場合に限る）：中等度から重度の活動

期にある患者，外瘻を有する患者．⑧

中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療

（既存治療で効果不十分な場合に限る）

【用】（注）①3㎎/㎏を1回量とし点滴

静注．初回投与後，2週，6週に投与

し，以後8週間の間隔で．6週の投与以

後，効果不十分又は効果が減弱した場
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合には，投与量の増量や投与間隔の短

縮が可能である．これらの投与量の増

量や投与間隔の短縮は段階的に行う．

1回の体重1㎏当たりの投与量の上限

は，8週間の間隔であれば10㎎，投与

間隔を短縮した場合であれば6㎎．最

短の投与間隔は4週間．メトトレキ

サート製剤による治療に併用して用い

る．1.2ミクロン以下のメンブラン

フィルターを用いたインラインフィル

ターを通して投与．②⑧5㎎/㎏を1回

量とし点滴静注．初回投与後，2週，6

週に投与し，以後8週間の間隔で．1.2

ミクロン以下のメンブランフィルター

を用いたインラインフィルターを通し

て投与．③5㎎/㎏を1回量とし点滴静

注．初回投与後，2週，6週に投与し，

以後8週間の間隔で．6週の投与以後，

効果不十分又は減弱した場合は，増量

や間隔の短縮が可能である．増量や間

隔の短縮は段階的に行う．1回の体重1

㎏当たりの上限は，8週間の間隔で10

㎎，間隔を短縮した場合であれば6

㎎．最短の間隔は4週間．1.2ミクロン

以下のメンブランフィルターを用いた

インラインフィルターを通して投与．

④5㎎/㎏を1回量とし点滴静注．初回

投与後，2週，6週に投与し，以後6～

8週間の間隔で．1.2ミクロン以下のメ

ンブランフィルターを用いたインライ

ンフィルターを通して投与．⑤5㎎/

㎏を1回量とし点滴静注．初回投与

後，2週，6週に投与し，以後8週間の

間隔で．6週の投与以後，効果不十分

又は効果が減弱した場合には，10㎎/

㎏を1回量とする．1.2ミクロン以下の

メンブランフィルターを用いたインラ

インフィルターを通して投与．⑥5㎎

/㎏を単回点滴静注．1.2ミクロン以下

のメンブランフィルターを用いたイン

ラインフィルターを通して投与．⑦5

㎎/㎏を1回量とし点滴静注．初回投

与後，2週，6週に投与し，以後8週間

の間隔で．6週の投与以後，効果が減

弱した場合には，投与量は10㎎/㎏を

1回量とすることができる．投与間隔

は5㎎/㎏を1回量とし，最短4週間の

間隔で投与できる．1.2ミクロン以下

のメンブランフィルターを用いたイン

ラインフィルターを通して投与

�����������������

（エタネルセプト（遺伝子組換え））

Etanercept (genetical recombina-

tion)

‛エンブレル皮下注25㎎シリン
ジ0.5mL� おけ

Enbrel 25㎎/0.5mL/1シリンジ 

 〔ファイザー〕

〔薬価〕11,533.00円/筒

【効】既存治療で効果不十分な関節リウ

マチ（関節の構造的損傷の防止を含

む）

【用】（注）1日1回10 ～ 25㎎，週2回皮

下注又は1日1回25～50㎎，週1回皮下

注

�����������������

（ゴリムマブ（遺伝子組換え））

Golimumab (genetical recombina-

tion)

‛シンポニー皮下注50㎎オート
インジェクター� おけ

Simponi 50㎎/本  〔ヤンセン〕

〔薬価〕112,293.00円/キット

【効】①既存治療で効果不十分な関節リ

ウマチ（関節の構造的損傷の防止を含

む）．②中等症から重症の潰瘍性大腸

炎の改善及び維持療法（既存治療で効

果不十分な場合に限る）

【用】（注）①メトトレキサートを併用

する場合：50㎎を4週に1回，皮下注，
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状態に応じて1回100㎎を使用可．メト

トレキサートを併用しない場合：100

㎎を4週に1回，皮下注．②初回投与時

に200㎎，初回投与2週後に100㎎を皮

下注．初回投与6週目以降は100㎎を4

週に1回，皮下注
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34202　抗ヒトα4β7インテグリン
阻害薬

 

（ベドリズマブ（遺伝子組換え））

Vedolizumab (genetical recombina-

tion)

‛エンタイビオ点滴静注用
300㎎� おけ

Entyvio for I.V.Infusion 300㎎ 300㎎

/V  〔武田〕

〔薬価〕279,573.00円/瓶

【効】中等症から重症の潰瘍性大腸炎の

治療及び維持療法（既存治療で効果不

十分な場合に限る）．中等症から重症

の活動期クローン病の治療及び維持療

法（既存治療で効果不十分な場合に限

る）

【用】（注）1回300㎎を点滴静注．初回

投与後，2週，6週に投与し，以降8週

間隔で点滴静注

�����������������

34203　抗ヒトIL-4/13受容体モノク
ローナル抗体

 

（デュピルマブ（遺伝子組換え））

Dupilumab (genetical recombina-

tion)

‛デュピクセント皮下注300㎎ペ
ン� おけ

Dupixent 300㎎/本  〔サノフィ〕

〔薬価〕58,775.00円/キット

【効】①既存治療で効果不十分なアト

ピー性皮膚炎，②気管支喘息（既存治

療によっても喘息症状をコントロール

できない重症又は難治の患者に限

る），③鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎（既

存治療で効果不十分な患者に限る）

【用】（注）①初回に600㎎を皮下注，そ

の後は1回300㎎を2週間隔で皮下注．

②成人及び12歳以上の小児には初回に

600㎎を皮下注，その後は1回300㎎を2

週間隔で皮下注．③1回300㎎を2週間

隔で皮下注．症状安定後には，1回300

㎎を4週間隔で皮下注可
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34204　抗ヒトIL-12/23p40モノク
ローナル抗体

 

（ウステキヌマブ（遺伝子組換え））

Ustekinumab (genetical recombina-

tion)

‛ステラーラ点滴静注130㎎�おけ
Stelara 130㎎/V  〔ヤンセン〕

〔薬価〕192,321.00円/瓶

【効】中等症から重症の活動期クローン

病の導入療法（既存治療で効果不十分

な場合に限る），中等症から重症の潰

瘍性大腸炎の寛解導入療法（既存治療

で効果不十分な場合に限る）

【用】（注）導入療法の初回に，次記に

示す用量を単回点滴静注．体重55㎏以

下：260㎎，体重55㎏を超える85㎏以

下：390㎎，体重85㎏を超える：520㎎

�����������������

（ウステキヌマブ（遺伝子組換え））

Ustekinumab (genetical recombina-

tion)

‛ステラーラ皮下注45㎎シリン
ジ� おけ

Stelara 45㎎/本  〔ヤンセン〕

〔薬価〕380,403.00円/筒

【効】既存治療で効果不十分な次記疾

患：尋常性乾癬，関節症性乾癬，中等

242

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2399405
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/2399405
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4490405
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4490405
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999431
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999431
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/3999431


－243－

34

34　炎症，免疫用薬

症から重症の活動期クローン病の維持

療法（既存治療で効果不十分な場合に

限る），中等症から重症の潰瘍性大腸

炎の維持療法（既存治療で効果不十分

な場合に限る）

【用】（注）尋常性乾癬及び関節症性乾

癬：1回45㎎を皮下注．初回投与及び

その4週後に投与し，以降12週間隔で

投与．効果不十分な場合には1回90㎎

を投与可．クローン病・潰瘍性大腸

炎：ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

の点滴静注製剤を投与8週後，90㎎を

皮下注，以降は12週間隔で90㎎を投

与．効果が減弱した場合，投与間隔を

8週間に短縮できる
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34205　抗ヒトα4インテグリン阻
害薬

 

（カロテグラストメチル）Carote-

grast methyl

‛カログラ錠120㎎（試）� お
Carogra 120㎎/T  〔キッセイ〕

〔薬価〕200.00円/T

【効】中等症の潰瘍性大腸炎（5-アミノ

サリチル酸製剤による治療で効果不十

分な場合に限る）

【用】（内）1回960㎎を1日3回食後
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34206　ヒト化抗ヒトIL-23p19モノ
クローナル抗体製剤

 

（リサンキズマブ（遺伝子組換え））

Risankizumab (genetical recombina-

tion)

‛スキリージ点滴静注600㎎
（試）� おけ

Skyrizi 600㎎/袋  〔アッヴィ〕

【効】中等症から重症の活動期クローン

病の寛解導入療法（既存治療で効果不

十分な場合に限る）

【用】（注）600㎎を4週間隔で3回（初

回，4週，8週）点滴静注．リサンキズ

マブ（遺伝子組換え）の皮下投与用製

剤による維持療法開始16週以降に効果

が減弱した場合，1200㎎を単回点滴静

注することができる
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（リサンキズマブ（遺伝子組換え））

Risankizumab (genetical recombina-

tion)

‛スキリージ皮下注360㎎オート
ドーザー（試）� おけ

Skyrizi 360㎎/本  〔アッヴィ〕

【効】中等症から重症の活動期クローン

病の維持療法（既存治療で効果不十分

な場合に限る）

【用】（注）リサンキズマブ（遺伝子組

換え）の点滴静注製剤による導入療法

終了4週後から，360㎎を8週間隔で皮

下注
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343　鎮痛薬
34301　ヒアルロン酸製剤
 

（精製ヒアルロン酸ナトリウム）

Purified sodium hyaluronate

‛アルツディスポ関節注25㎎
Artz 1%2.5mL/筒  〔科研〕

〔薬価〕813.00円/筒

【効】①変形性膝関節症，肩関節周囲

炎．②関節リウマチにおける膝関節痛

（次記（1）～（4）の基準を全て満た

す場合に限る）（1）抗リウマチ薬等に

よる治療で全身の病勢がコントロール

できていても膝関節痛のある場合．

（2）全身の炎症症状がCRP値として

10㎎/dL以下の場合．（3）膝関節の症

状が軽症から中等症の場合．（4）膝関

節 のLarsen X線 分 類 がGradeIか ら
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GradeIIIの場合

【用】（注）①1回25㎎を1週間ごとに連

続5回膝関節腔内又は肩関節（肩関節

腔，肩峰下滑液包又は上腕二頭筋長頭

腱腱鞘）内に投与．②1回25㎎を1週間

毎に連続5回膝関節腔内に投与．関節

内に投与するので，厳重な無菌的操作

のもとに行うこと

�����������������

（精製ヒアルロン酸ナトリウム）

Purified sodium hyaluronate

‛スベニールディスポ関節注
25㎎

Suvenyl 25㎎/2.5mL/本  〔中外〕

〔薬価〕795.00円/筒

【効】①変形性膝関節症．②肩関節周囲

炎．③関節リウマチにおける膝関節痛

（次記1）～4）の基準を全て満たす場

合に限る）．1）抗リウマチ薬等による

治療で全身の病勢がコントロールでき

ていても膝関節痛のある場合．2）全

身の炎症症状がCRP値として10㎎/dL

以下の場合．3）膝関節の症状が軽症

か ら 中 等 症 の 場 合．4） 膝 関 節 の

Larsen X線 分 類 がGradeIか らGra-

deIIIの場合

【用】（注）①1回25㎎を1週間毎に連続5

回膝関節腔内に投与．その後，症状の

維持を目的とする場合は，2 ～ 4週間

隔で．②1回25㎎を1週間毎に連続5回

肩関節（肩関節腔，肩峰下滑液包又は

上腕二頭筋長頭腱腱鞘）内に投与．③

1回25㎎を1週間毎に連続5回膝関節腔

内に投与

�����������������

‛サイビスクディスポ関節注2mL
Synvisc 2mL/シリンジ  〔帝人〕

〔薬価〕9,329.00円/筒

1シリンジ（2mL）中： 

ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポ

リマー 14.4㎎ 

ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポ

リマービニルスルホン架橋体 1.6㎎

【効】保存的非薬物治療及び経口薬物治

療が十分奏効しない疼痛を有する変形

性膝関節症の患者の疼痛緩和

【用】（注）1回2mLを1週間ごとに連続3

回，膝関節腔内に投与

�����������������

344　分子標的治療薬
34401　JAK阻害薬
 

（ウパダシチニブ水和物）Upadaci-

tinib hydrate

‛リンヴォック錠15㎎（試）� お
Rinvoq 7.5㎎/T  〔アッヴィ〕

〔薬価〕5,089.20円/T

【効】既存治療で効果不十分な次記疾

患：①関節リウマチ（関節の構造的損

傷の防止を含む）．②関節症性乾癬．

③アトピー性皮膚炎．④強直性脊椎

炎．⑤中等症から重症の潰瘍性大腸炎

の寛解導入及び維持療法（既存治療で

効果不十分な場合に限る）

【用】（内）①15㎎を1日1回．患者の状

態に応じて7.5㎎を1日1回投与するこ

とができる．②④15㎎を1日1回．③15

㎎を1日1回．患者の状態に応じて30㎎

を1日1回投与することができる．12歳

以上かつ体重30㎏以上の小児には15㎎

を1日1回．⑤45㎎を1日1回8週間投

与．効果不十分な場合はさらに8週間

投与することができる．維持療法で

は，15㎎を1日1回．患者の状態に応じ

て30㎎を1日1回投与することができる

�����������������

（トファシチニブクエン酸塩）

Tofacitinib citrate

‛ゼルヤンツ錠5㎎� お
Xeljanz 5㎎/錠  〔ファイザー〕
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〔薬価〕2,659.90円/T

【効】①既存治療で効果不十分な関節リ

ウマチ．②中等症から重症の潰瘍性大

腸炎の寛解導入及び維持療法（既存治

療で効果不十分な場合に限る）

【用】（内）①1回5㎎を1日2回．②導入

療法では，1回10㎎を1日2回8週間．効

果不十分な場合はさらに8週間投与で

きる．維持療法では，1回5㎎を1日2

回．維持療法中に効果が減弱した患者

では，1回10㎎の1日2回投与に増量で

きる．過去の薬物治療において難治性

の 患 者（TNF阻 害 剤 無 効 例 等） で

は，1回10㎎を1日2回投与できる

�����������������

（バリシチニブ）Baricitinib

‛オルミエント錠2㎎� お
Olumiant 2㎎/T 

 〔日本イーライリリー〕

〔薬価〕2,705.90円/T

【効】①既存治療で効果不十分な次記疾

患：関節リウマチ（関節の構造的損傷

の防止を含む）．アトピー性皮膚炎．

注）アトピー性皮膚炎については最適

使 用 推 進 ガ イ ド ラ イ ン 対 象． ②

SARS-CoV-2による肺炎（ただし，

酸素吸入を要する患者に限る）．③円

形脱毛症（ただし，脱毛部位が広範囲

に及ぶ難治の場合に限る）

【用】（内）①③1回4㎎を1日1回．患者

の状態に応じて2㎎に減量．②レムデ

シビルとの併用において4㎎を1日1

回．総投与期間は14日間まで

�����������������

（フィルゴチニブマレイン酸塩）

Filgotinib maleate

‛ジセレカ錠200㎎（試）� お
Jyseleca 200㎎/T 

 〔ギリアド・サイエンシズ〕

〔薬価〕4,893.60円/T

‛ジセレカ錠100㎎（試）� お
Jyseleca 100㎎/T

〔薬価〕2,519.90円/T

【効】①既存治療で効果不十分な関節リ

ウマチ（関節の構造的損傷の防止を含

む）．②中等症から重症の潰瘍性大腸

炎の治療及び維持療法（既存治療で効

果不十分な場合に限る）

【用】（内）①200㎎を1日1回．患者の状

態に応じて100㎎を1日1回投与でき

る．②200㎎を1日1回．維持療法で

は，患者の状態に応じて100㎎を1日1

回投与できる

�����������������
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IV　組織細胞機能用医薬品

41　アレルギー用薬
410　抗アレルギー薬
41001　メディエーター遊離抑制薬
 

（イブジラスト）Ibudilast

‛ケタスカプセル10㎎
Ketas 10㎎/cap  〔杏林〕

〔薬価〕17.30円/cap

【効】①気管支喘息．②脳梗塞後遺症に

伴う慢性脳循環障害によるめまいの改

善

【用】（内）①1回10㎎を1日2回．②1回

10㎎を1日3回

�����������������

（トラニラスト）Tranilast

‛トラニラストカプセル100㎎
「タイヨー」あ�

Tranilast 100㎎/cap  〔武田テバ〕

〔薬価〕7.80円/cap

〔先発品〕リザベンカプセル100㎎

【効】気管支喘息，アレルギー性鼻炎，

アトピー性皮膚炎，ケロイド・肥厚性

瘢痕

【用】（内）1回100㎎を1日3回

�����������������

41002　H1受容体拮抗薬（第一世
代）（プロピルアミン系）

 

（クロルフェニラミンマレイン酸塩）

Chlorpheniramine maleate

‛ポララミン注5㎎
Polaramine 5㎎/1mL/A  〔高田〕

ラ
〔薬価〕59.00円/A

【効】蕁麻疹，枯草熱，皮膚疾患に伴う

そう痒（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒

症，薬疹，咬刺症），アレルギー性鼻

炎，血管運動性鼻炎

【用】（注）1回5㎎を1日1回皮下注，筋

注又は静注

�����������������

（d－クロルフェニラミンマレイン酸

塩）d-Chlorpheniramine maleate

‛ポララミン散1%
Polaramine 10㎎/g  〔高田〕

ラ
〔薬価〕11.70円/g

‛ポララミン錠2㎎
Polaramine 2㎎/T

ラ
〔薬価〕5.70円/T

【効】蕁麻疹，血管運動性浮腫，枯草

熱，皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮

膚炎，皮膚そう痒症，薬疹），アレル

ギー性鼻炎，血管運動性鼻炎，感冒等

上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽

【用】（内）1回2㎎を1日1～4回

�����������������

41003　H1受容体拮抗薬（第一世
代）（フェノチアジン系）

 

（プロメタジン塩酸塩）Promethazine

‛ピレチア錠（25㎎）
Pyrethia 25㎎/T  〔高田〕

ラ
〔薬価〕5.70円/T

【効】①振戦麻痺，パーキンソニスム．

②麻酔前投薬，人工（薬物）冬眠．③

感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻

汁・咳嗽．④アレルギー性鼻炎，枯草

熱，血管運動性浮腫．⑤皮膚疾患に伴

うそう痒（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒

症，薬疹，中毒疹），蕁麻疹．⑥動揺

病
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【用】（内）①1日25～200㎎を適宜分割

投与．②～⑥1回5～25㎎を1日1～3回

�����������������

41004　H1受容体拮抗薬（第一世
代）（ピペラジン系）

 

（ヒドロキシジン塩酸塩）Hydroxy-

zine hydrochloride

‛アタラックス錠10㎎
Atarax 10㎎/T  〔ファイザー〕

ラ
〔薬価〕5.90円/T

【効】①蕁麻疹，皮膚疾患に伴うそう痒

（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）．②神

経症における不安・緊張・抑うつ

【用】（内）①1日30～60㎎を2～3回に

分割．②1日75～150㎎を3～4回に分

割

�����������������

（ヒドロキシジンパモ酸塩）Hy-

droxyzine pamoate

‛アタラックス－Pカプセル25㎎
Atarax-P 25㎎/cap  〔ファイザー〕

ラ
〔薬価〕5.90円/cap

【効】①蕁麻疹，皮膚疾患に伴うそう痒

（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）．②神

経症における不安・緊張・抑うつ

【用】（内）①1日ヒドロキシジン塩酸塩

として50 ～ 75㎎（ヒドロキシジンパ

モ酸塩として85～128㎎）を2～3回に

分割．②1日ヒドロキシジン塩酸塩と

して75～150㎎（ヒドロキシジンパモ

酸塩として128～255㎎）を3～4回に

分割

�����������������

（ヒドロキシジン塩酸塩）Hydroxy-

zine hydrochloride

‛アタラックス－P注射液
（25㎎/ml）

Atarax-P 25㎎/1mL/A  〔ファイザー〕

ラ
〔薬価〕57.00円/A

【効】①神経症における不安・緊張・抑

うつ．②麻酔前投薬．③術前・術後の

悪心・嘔吐の防止

【用】（注）静注：1回25 ～ 50㎎を必要

に応じ4～6時間毎に静注又は点滴静

注．1回の静注量は100㎎を超えてはな

らず，25㎎/分以上の速度で注入しな

い．筋注：1回50 ～ 100㎎を必要に応

じ4～6時間毎に筋注

�����������������

41005　H1受容体拮抗薬（第一世
代）（ピペリジン系）

 

（シプロヘプタジン塩酸塩水和物）

Cyproheptadine hydrochloride 

hydrate

‛ペリアクチン散1%� お
Periactin 10㎎/g  〔日医工〕

ラ
〔薬価〕6.50円/g

【効】皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮

膚炎，皮膚そう痒症，薬疹），蕁麻

疹，血管運動性浮腫，枯草熱，アレル

ギー性鼻炎，血管運動性鼻炎，感冒等

上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽

【用】（内）1回4㎎を1日1～3回

�����������������

41006　H1受容体拮抗薬（第二世
代）

 

（エバスチン）Ebastine

‛エバステル錠10㎎
Ebastel 10㎎/T  〔Meiji Seika〕
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リ
〔薬価〕64.20円/T

【効】蕁麻疹，湿疹・皮膚炎，痒疹，皮

膚そう痒症，アレルギー性鼻炎

【用】（内）1回5～10㎎を1日1回

�����������������

（エピナスチン塩酸塩）Epinastine 

hydrochloride

‛アレジオン錠20
Alesion 20㎎/T  〔日本ベーリンガー〕

リ
〔薬価〕44.20円/T

【効】①気管支喘息，蕁麻疹，湿疹・皮

膚炎，皮膚そう痒症，痒疹，そう痒を

伴う尋常性乾癬．②アレルギー性鼻炎

【用】（内）①1回20㎎を1日1回．②1回

10～20㎎を1日1回

�����������������

（エメダスチンフマル酸塩）Emedas-

tine difumarate

‛アレサガテープ4㎎
Allesaga 4㎎/枚  〔久光〕

ラ
〔薬価〕62.50円/枚

【効】アレルギー性鼻炎

【用】（外）1回4㎎を胸部，上腕部，背

部又は腹部のいずれかに貼付し，24時

間毎に貼り替え．症状に応じて1回8㎎

に増量可

�����������������

（オロパタジン塩酸塩）Olopatadine 

hydrochloride

‛アレロック顆粒0.5%
Allelock 2.5㎎/0.5g包  〔協和キリン〕

ラ
〔薬価〕44.00円/g

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎，痒

疹，皮膚そう痒症，尋常性乾癬，多形

滲出性紅斑）．小児：アレルギー性鼻

炎，蕁麻疹，皮膚疾患（湿疹・皮膚

炎，皮膚そう痒症）に伴うそう痒

【用】（内）1回5㎎（本剤として1g）を

朝及び就寝前の1日2回．小児：7歳以

上の小児には1回5㎎（本剤として1g）

を朝及び就寝前の1日2回．2歳以上7歳

未満の小児には1回2.5㎎（本剤として

0.5g）を朝及び就寝前の1日2回

�����������������

（オロパタジン塩酸塩）Olopatadine 

hydrochloride

‛オロパタジン塩酸塩OD錠5㎎
「トーワ」あ�

Olopatadine hydrochloride OD 5㎎/

錠  〔東和薬品〕

ラ
〔薬価〕10.50円/T

〔先発品〕アレロックOD錠5

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎，痒

疹，皮膚そう痒症，尋常性乾癬，多形

滲出性紅斑）．小児：アレルギー性鼻

炎，蕁麻疹，皮膚疾患（湿疹・皮膚

炎，皮膚そう痒症）に伴うそう痒

【用】（内）1回5㎎を朝及び就寝前の1日

2回．小児：7歳以上の小児には1回5㎎

を朝及び就寝前の1日2回

�����������������

（デスロラタジン）Desloratadine

‛デザレックス錠5㎎
Desalex 5㎎/T  〔杏林〕

〔薬価〕51.70円/T

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）

に伴うそう痒

【用】（内）1回5㎎を1日1回

�����������������

（ビラスチン）Bilastine

‛ビラノアOD錠20㎎
Bilanoa 20㎎/T  〔大鵬〕
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〔薬価〕61.90円/T

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）

に伴うそう痒

【用】（内）1回20㎎を1日1回空腹時

�����������������

（フェキソフェナジン塩酸塩）

Fexofenadine hydrochloride

‛フェキソフェナジン塩酸塩錠
60㎎「SANIK」あ�

Fexofenadine hydrochloride 60㎎/T 

 〔日医工サノフィ〕

ツ
〔薬価〕23.30円/T

〔先発品〕アレグラ錠60㎎

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症，

アトピー性皮膚炎）に伴うそう痒

【用】（内）1回60㎎を1日2回．7歳以上

12歳未満の小児：1回30㎎を1日2回．

12歳以上の小児：1回60㎎を1日2回

�����������������

（ベポタスチンベシル酸塩）Bepotast-

ine besilate

‛ベポタスチンベシル酸塩OD錠
10㎎「タナベ」あ�

Bepotastine besilate 10㎎/錠 

 〔ニプロES〕

リ�ツ
〔薬価〕13.80円/T

〔先発品〕タリオンOD錠10㎎

【効】〈成人〉アレルギー性鼻炎，蕁麻

疹，皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮

膚炎，痒疹，皮膚そう痒症）．〈小児〉

アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚疾患

（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）に伴

うそう痒

【用】（内）〈成人〉1回10㎎を1日2回．

〈小児〉7歳以上の小児に1回10㎎を1日

2回

�����������������

（メキタジン）Mequitazine

‛ゼスラン錠3㎎
Zesulan 3㎎/T  〔旭化成〕

ラ
〔薬価〕8.40円/T

【効】①気管支喘息．②アレルギー性鼻

炎，蕁麻疹，皮膚疾患に伴うそう痒

（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）

【用】（内）①1回6㎎を1日2回．②1回3

㎎を1日2回

�����������������

（ルパタジンフマル酸塩）Rupatadine 

fumarate

‛ルパフィン錠10㎎
Rupafin 10㎎/錠  〔田辺三菱〕

ラ
〔薬価〕54.90円/T

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）

に伴うそう痒

【用】（内）1回10㎎を1日1回，1回20㎎

に増量可

�����������������

（レボセチリジン塩酸塩）Levocetiri-

zine hydrochloride

‛ザイザル錠5㎎
Xyzal 5㎎/T 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

ラ
〔薬価〕66.20円/T

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，湿

疹・皮膚炎，痒疹，皮膚そう痒症．小

児：アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）

に伴うそう痒

【用】（内）1回5㎎を1日1回，就寝前．1

日10㎎まで．小児（7歳以上15歳未

満）：1回2.5㎎を1日2回，朝食後及び

就寝前
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（レボセチリジン塩酸塩）Levocetiri-

zine hydrochloride

‛ザイザルシロップ0.05%
Xyzal 0.05%1mL 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

ラ
〔薬価〕12.10円/mL

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，湿

疹・皮膚炎，痒疹，皮膚そう痒症．小

児：アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）

に伴うそう痒

【用】（内）1回5㎎を1日1回，就寝前．1

日10㎎まで．小児：6か月以上1歳未満

は1回1.25㎎を1日1回．1歳以上7歳未

満は1回1.25㎎を1日2回，朝食後及び

就寝前．7歳以上15歳未満は2.5㎎を1

日2回，朝食後及び就寝前

�����������������

41007　トロンボキサンA2受容体拮
抗薬

 

（セラトロダスト）Seratrodast

‛ブロニカ錠80
Bronica 80㎎/T  〔武田〕

〔薬価〕206.40円/T

【効】気管支喘息

【用】（内）80㎎を1日1回夕食後

�����������������

41008　ロイコトリエン受容体拮抗
薬

 

（プランルカスト水和物）Pranlukast 

hydrate

‛プランルカストカプセル
112.5㎎「サワイ」あ�

Pranlukast 112.5㎎/cap  〔沢井〕

〔薬価〕17.20円/cap

〔先発品〕オノンカプセル112.5㎎

【効】気管支喘息，アレルギー性鼻炎

【用】（内）1日量450㎎を朝食後及び夕

食後の2回に分割

�����������������

（モンテルカストナトリウム）

Montelukast sodium

‛キプレスチュアブル錠5㎎
Kipres 5㎎/T  〔杏林〕

〔薬価〕119.90円/T

【効】気管支喘息

【用】（内）6歳以上の小児：5㎎を1日1

回就寝前

�����������������

（モンテルカストナトリウム）

Montelukast sodium

‛シングレア錠10㎎
Singulair 10㎎/T  〔MSD〕

〔薬価〕112.30円/T

【効】①気管支喘息．②アレルギー性鼻

炎

【用】（内）①10㎎を1日1回就寝前．②5

～10㎎を1日1回就寝前

�����������������

41009　Th2サイトカイン阻害薬
 

（スプラタストトシル酸塩）Suplatast 

tosilate

‛アイピーディカプセル100
IPD 100㎎/cap  〔大鵬〕

〔薬価〕24.20円/cap

【効】気管支喘息，アトピー性皮膚炎，

アレルギー性鼻炎

【用】（内）1回100㎎を1日3回毎食後

�����������������

41010　免疫（減感作）療法薬
 

（スギ花粉エキス）

‛シダキュアスギ花粉舌下錠
2,000JAU

Cedarcure 2000JAU/錠  〔鳥居〕

250

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4490028
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4490018
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4490017
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4490017
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4490026
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4490026
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4490016
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4490035
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4490035


－251－

41

41　アレルギー用薬

〔薬価〕58.50円/T

‛シダキュアスギ花粉舌下錠
5,000JAU

Cedarcure 5000JAU/錠

〔薬価〕146.10円/T

【効】スギ花粉症（減感作療法）

【用】（内）投与開始後1週間は，シダ

キュアスギ花粉舌下錠2,000JAUを1

日1回1錠，投与2週目以降は，シダ

キュアスギ花粉舌下錠5,000JAUを1

日1回1錠，舌下にて1分間保持した

後，飲み込む．その後5分間は，うが

いや飲食を控える

�����������������

‛ミティキュアダニ舌下錠
3,300JAU

Miticure 3,300JAU/T  〔鳥居〕

〔薬価〕66.50円/T

1錠中：コナヒョウヒダニ抽出エキ

ス 1DU（1,650JAU） 

ヤケヒョウヒダニ抽出エキス 1DU

（1,650JAU）

‛ミティキュアダニ舌下錠
10,000JAU

Miticure 10,000JAU/T

〔薬価〕200.80円/T

1錠中：コナヒョウヒダニ抽出エキ

ス 3DU（5,000JAU） 

ヤケヒョウヒダニ抽出エキス 3DU

（5,000JAU）

【効】ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎

に対する減感作療法

【用】（内）投与開始後1週間はミティ

キュアダニ舌下錠3,300JAUを1日1回

1錠，投与2週目以降はミティキュアダ

ニ舌下錠10,000JAUを1日1回1錠，舌

下にて1分間保持した後，飲み込む．

その後5分間はうがいや飲食を控える

�����������������
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42　腫瘍用薬
420　抗悪性腫瘍薬
42001　アルキル化薬
 

（シクロホスファミド水和物）

Cyclophosphamide hydrate

‛注射用エンドキサン100㎎� お
Endoxan 100㎎/V  〔塩野義〕

〔薬価〕313.00円/瓶

【効】①次記疾患の自覚的並びに他覚的

症状の緩解：多発性骨髄腫，悪性リン

パ腫，肺癌，乳癌，急性白血病，真性

多血症，子宮頸癌，子宮体癌，卵巣

癌， 神 経 腫 瘍（神 経 芽 腫， 網 膜 芽

腫），骨腫瘍．但し，次記の疾患につ

いては，他の抗悪性腫瘍剤と併用する

ことが必要である．慢性リンパ性白血

病，慢性骨髄性白血病，咽頭癌，胃

癌，膵癌，肝癌，結腸癌，睾丸腫瘍，

絨毛性疾患（絨毛癌，破壊胞状奇胎，

胞状奇胎），横紋筋肉腫，悪性黒色

腫．②次の悪性腫瘍に対する他の抗悪

性腫瘍剤との併用療法：乳癌（手術可

能例における術前，あるいは術後化学

療法）．③褐色細胞腫．④次記疾患に

おける造血幹細胞移植の前治療：急性

白血病，慢性骨髄性白血病，骨髄異形

成症候群，重症再生不良性貧血，悪性

リンパ腫，遺伝性疾患（免疫不全，先

天性代謝障害及び先天性血液疾患：

Fanconi貧血，Wiskott-Aldrich症候

群，Hunter病等）．⑤腫瘍特異的T細

胞輸注療法の前処置．⑥全身性ALア

ミロイドーシス．⑦治療抵抗性の次記

リウマチ性疾患：全身性エリテマトー

デス，全身性血管炎（顕微鏡的多発血

管炎，多発血管炎性肉芽腫症，結節性

多発動脈炎，好酸球性多発血管炎性肉

芽腫症，高安動脈炎等），多発性筋炎

/皮膚筋炎，強皮症，混合性結合組織

病，及び血管炎を伴う難治性リウマチ

性疾患

【用】（注）①（1）単独で使用する場

合：1日1回100㎎を連日静注し，患者

が耐えられる場合は1日量を200㎎に増

量． 総 量 3000 ～ 8000 ㎎ を 投 与 す る

が，効果が認められたときは，できる

限り長期間持続する．白血球数が減少

してきた場合は，2 ～ 3日おきに投与

し，正常の1/2以下に減少したとき

は，一時休薬し，回復を待って再び継

続投与．間欠的には，300 ～ 500㎎を

週1 ～ 2回静注．必要に応じて筋肉

内，胸腔内，腹腔内又は腫瘍内に注射

又は注入．また，病巣部を灌流する主

幹動脈内に1日量200 ～ 1000㎎を急速

に，あるいは，持続的に点滴注入する

か，体外循環を利用して1回1000 ～

2000㎎を局所灌流により投与してもよ

い．（2）他の抗悪性腫瘍剤と併用する

場合：単独で使用する場合に準じ，適

宜減量する．悪性リンパ腫に用いる場

合，シクロホスファミド（無水物換

算）として1日1回750㎎/㎡を間欠的

に静脈内投与する．②（1）ドキソル

ビシン塩酸塩との併用において，1日1

回600㎎/㎡を静注後，20日間休薬．

これを1クールとし，4クール繰り返

す．（2）エピルビシン塩酸塩との併用

に お い て，1 日 1 回 600 ㎎/㎡ を 静 注

後，20日間休薬．これを1クールと

し，4 ～ 6クール繰り返す．（3）エピ

ルビシン塩酸塩，フルオロウラシルと

の併用において，1日1回500㎎/㎡を

静注後，20日間休薬．これを1クール

とし，4 ～ 6クール繰り返す．③ビン

クリスチン硫酸塩，ダカルバジンとの

併用において，1日1回750㎎/㎡を静

注後，少なくとも20日間休薬．これを

1クールとし，繰り返す．④（1）急性
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白血病，慢性骨髄性白血病，骨髄異形

成症候群の場合：1日1回60㎎/㎏を2

～ 3時間かけて点滴静注し，連日2日

間投与．（2）重症再生不良性貧血の場

合：1日1回50㎎/㎏を2～3時間かけて

点滴静注し，連日4日間投与．（3）悪

性リンパ腫の場合：1日1回50㎎/㎏を

2～3時間かけて点滴静注し，連日4日

間投与．（4）遺伝性疾患（免疫不全，

先天性代謝障害及び先天性血液疾患：

Wiskott-Aldrich症 候 群，Hunter病

等）の場合：1日1回50㎎/㎏を2～3時

間かけて点滴静注し，連日4日間又は1

日1回60㎎/㎏を2～3時間かけて点滴

静注し，連日2日間投与．Fanconi貧

血に投与する場合には，細胞の脆弱性

により，移植関連毒性の程度が高くな

るとの報告があるので，総投与量40㎎

/㎏（5 ～ 10㎎/㎏を4日間）まで．⑤

再生医療等製品の用法及び用量又は使

用方法に基づき使用．⑥他の薬剤との

併用において，週1回300㎎/㎡（体表

面積）を静注．投与量の上限は，1回

量として500㎎．⑦1日1回500 ～ 1000

㎎/㎡を静注．投与間隔を4週間とす

る．小児：1回500㎎/㎡静注．投与間

隔を4週間とする

�����������������

（シクロホスファミド水和物）

Cyclophosphamide hydrate

‛注射用エンドキサン500㎎� お
Endoxan 500㎎/V  〔塩野義〕

〔薬価〕1,200.00円/瓶

【効】①次記疾患の自覚的並びに他覚的

症状の緩解：多発性骨髄腫，悪性リン

パ腫，肺癌，乳癌，急性白血病，真性

多血症，子宮頸癌，子宮体癌，卵巣

癌， 神 経 腫 瘍（神 経 芽 腫， 網 膜 芽

腫），骨腫瘍．但し，次記の疾患につ

いては，他の抗悪性腫瘍剤と併用する

ことが必要である．慢性リンパ性白血

病，慢性骨髄性白血病，咽頭癌，胃

癌，膵癌，肝癌，結腸癌，睾丸腫瘍，

絨毛性疾患（絨毛癌，破壊胞状奇胎，

胞状奇胎），横紋筋肉腫，悪性黒色

腫．②次の悪性腫瘍に対する他の抗悪

性腫瘍剤との併用療法：乳癌（手術可

能例における術前，あるいは術後化学

療法）．③褐色細胞腫．④次記疾患に

おける造血幹細胞移植の前治療：急性

白血病，慢性骨髄性白血病，骨髄異形

成症候群，重症再生不良性貧血，悪性

リンパ腫，遺伝性疾患（免疫不全，先

天性代謝障害及び先天性血液疾患：

Fanconi貧血，Wiskott-Aldrich症候

群，Hunter病等）．⑤腫瘍特異的T細

胞輸注療法の前処置．⑥全身性ALア

ミロイドーシス．⑦治療抵抗性の次記

リウマチ性疾患：全身性エリテマトー

デス，全身性血管炎（顕微鏡的多発血

管炎，多発血管炎性肉芽腫症，結節性

多発動脈炎，好酸球性多発血管炎性肉

芽腫症，高安動脈炎等），多発性筋炎

/皮膚筋炎，強皮症，混合性結合組織

病，及び血管炎を伴う難治性リウマチ

性疾患

【用】（注）①（1）単独で使用する場

合：1日1回100㎎を連日静注し，患者

が耐えられる場合は1日量を200㎎に増

量． 総 量 3000 ～ 8000 ㎎ を 投 与 す る

が，効果が認められたときは，できる

限り長期間持続する．白血球数が減少

してきた場合は，2 ～ 3日おきに投与

し，正常の1/2以下に減少したとき

は，一時休薬し，回復を待って再び継

続投与．間欠的には，300 ～ 500㎎を

週1 ～ 2回静注．必要に応じて筋肉

内，胸腔内，腹腔内又は腫瘍内に注射

又は注入．また，病巣部を灌流する主

幹動脈内に1日量200 ～ 1000㎎を急速
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に，あるいは，持続的に点滴注入する

か，体外循環を利用して1回1000 ～

2000㎎を局所灌流により投与してもよ

い．（2）他の抗悪性腫瘍剤と併用する

場合：単独で使用する場合に準じ，適

宜減量する．悪性リンパ腫に用いる場

合，シクロホスファミド（無水物換

算）として1日1回750㎎/㎡を間欠的

に静脈内投与する．②（1）ドキソル

ビシン塩酸塩との併用において，1日1

回600㎎/㎡を静注後，13日間又は20

日間休薬．これを1クールとし，4クー

ル繰り返す．（2）エピルビシン塩酸塩

との併用において，1日1回600㎎/㎡

を静注後，20日間休薬．これを1クー

ルとし，4 ～ 6クール繰り返す．（3）

エピルビシン塩酸塩，フルオロウラシ

ルとの併用において，1日1回500㎎/

㎡を静注後，20日間休薬．これを1

クールとし，4 ～ 6クール繰り返す．

③ビンクリスチン硫酸塩，ダカルバジ

ンとの併用において，1日1回750㎎/

㎡を静注後，少なくとも20日間休薬．

これを1クールとし，繰り返す．④

（1）急性白血病，慢性骨髄性白血病，

骨髄異形成症候群の場合：1日1回60㎎

/㎏を2～3時間かけて点滴静注し，連

日2日間投与．（2）重症再生不良性貧

血の場合：1日1回50㎎/㎏を2～3時間

かけて点滴静注し，連日4日間投与．

（3）悪性リンパ腫の場合：1日1回50㎎

/㎏を2～3時間かけて点滴静注し，連

日4日間投与．（4）遺伝性疾患（免疫

不全，先天性代謝障害及び先天性血液

疾 患：Wiskott-Aldrich 症 候 群，

Hunter病等）の場合：1日1回50㎎/㎏

を2～3時間かけて点滴静注し，連日4

日間又は1日1回60㎎/㎏を2～3時間か

けて点滴静注し，連日2日間投与．

Fanconi貧血に投与する場合には，細

胞の脆弱性により，移植関連毒性の程

度が高くなるとの報告があるので，総

投与量40㎎/㎏（5～10㎎/㎏を4日間）

まで．⑤再生医療等製品の用法及び用

量又は使用方法に基づき使用．⑥他の

薬剤との併用において，週1回300㎎/

㎡（体表面積）を静注．投与量の上限

は，1回量として500㎎．⑦1日1回500

～ 1000㎎/㎡を静注．投与間隔を4週

間とする．小児：1回500㎎/㎡静注．

投与間隔を4週間とする

�����������������

42002　代謝拮抗薬（葉酸拮抗薬）
 

（ペメトレキセドナトリウム水和物）

Pemetrexed sodium hydrate

‛アリムタ注射用100㎎� お
Alimta 100㎎/V 

 〔日本イーライリリー〕

〔薬価〕31,134.00円/瓶

‛アリムタ注射用500㎎� お
Alimta 500㎎/V

〔薬価〕123,462.00円/瓶

【効】①悪性胸膜中皮腫．②切除不能な

進行・再発の非小細胞肺癌

【用】（注）①シスプラチンとの併用に

おいて，ペメトレキセドとして1日1回

500 ㎎/㎡ を 10 分 間 か け て 点 滴 静 注

し，少なくとも20日間休薬．これを1

コースとし，投与を繰り返す．適宜減

量．②1日1回500㎎/㎡を10分間かけ

て点滴静注し，少なくとも20日間休

薬．これを1コースとし，投与を繰り

返す．適宜減量

�����������������

（メトトレキサート）Methotrexate

‛注射用メソトレキセート
50㎎� お

Methotrexate 50㎎/V  〔ファイザー〕

〔薬価〕2,246.00円/瓶
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【効】①〔メトトレキサート通常療法〕

次記疾患の自覚的並びに他覚的症状の

緩解：急性白血病，慢性リンパ性白血

病，慢性骨髄性白血病，絨毛性疾患

（絨毛癌，破壊胞状奇胎，胞状奇胎）．

②〔CMF療法〕乳癌．③〔メトトレ

キサート・ロイコボリン救援療法〕肉

腫（骨肉腫，軟部肉腫等），急性白血

病の中枢神経系及び睾丸への浸潤に対

する緩解，悪性リンパ腫の中枢神経系

への浸潤に対する緩解．④〔メトトレ

キサート・フルオロウラシル交代療

法〕胃癌に対するフルオロウラシルの

抗 腫 瘍 効 果 の 増 強． ⑤〔M-VAC療

法〕尿路上皮癌

【用】（注）①本剤は静脈内，髄腔内又

は筋肉内に注射．必要に応じて動脈内

又は腫瘍内に注射．〔急性白血病，慢

性リンパ性白血病，慢性骨髄性白血

病〕次の量を1日量として，1週間に3

～ 6回注射．幼児：1.25 ～ 2.5㎎．小

児：2.5～5㎎．成人：5～10㎎．白血

病の髄膜浸潤による髄膜症状（髄膜白

血病）には，1回の注射量を0.2 ～ 0.4

㎎/㎏として，髄腔内に2～7日ごとに

1回注射．〔絨毛性疾患〕1クールを5日

間とし，1日10～30㎎を注射．休薬期

間は通常，7～12日間であるが，前回

の投与によって副作用があらわれた場

合は，副作用が消失するまで休薬．

〔注射液の調製法〕本剤に生食液20mL

を加えて溶解し，1mL中メトトレキ

サートとして2.5㎎になるように調

製．高濃度溶液が必要な場合には，注

射用蒸留水2mLを加えて溶解し，1mL

中メトトレキサートとして25㎎になる

ように調製．本剤は防腐剤を含有しな

いので，調製にあたっては細菌汚染に

注意すること．調製後は速やかに使用

すること．②シクロホスファミド及び

フルオロウラシルとの併用において，

メトトレキサートとして1回40㎎/㎡

を静注．前回の投与によって副作用が

あらわれた場合は，減量するか又は副

作用が消失するまで休薬．標準的な投

与量及び投与方法は，シクロホスファ

ミドを1日量として65㎎/㎡を14日間

連日経口投与，メトトレキサートを1

日量として40㎎/㎡を第1日目と第8日

目に静注，及びフルオロウラシルを1

日量として500㎎/㎡を第1日目と第8

日目に静注する．これを1クールとし

て4週ごとに繰り返す．〔注射液の調製

法〕メトトレキサートを生食液又は

5%ブ ド ウ 糖 液 20mLに 溶 解 し て 用 い

る．本剤は防腐剤を含有しないので，

調製にあたっては細菌汚染に注意する

こと．調製後は速やかに使用するこ

と．③〔肉腫〕1週間に1回100 ～ 300

㎎/㎏ を 約 6 時 間 で 点 滴 静 注． そ の

後，ロイコボリンの投与を行う（ロイ

コボリンの投与は，メトトレキサート

投与終了3時間目よりロイコボリンと

して1回15㎎を3時間間隔で9回静注，

以後6時間間隔で8回静注又は筋注．メ

トトレキサートによると思われる重篤

な副作用があらわれた場合には，用量

を増加し，投与期間を延長する）．メ

トトレキサートの投与間隔は，1 ～ 4

週間とする．〔急性白血病，悪性リン

パ腫〕1週間に1回30 ～ 100㎎/㎏（有

効なメトトレキサート脳脊髄液濃度を

得るには，1回メトトレキサートとし

て30㎎/㎏以上の静注が必要）を約6

時間で点滴静注する．その後ロイコボ

リンの投与を行う（ロイコボリンの投

与は，メトトレキサート投与終了3時

間目よりロイコボリンとして1回15㎎

を3時間間隔で9回静注，以後6時間間

隔で8回静注又は筋注．メトトレキ
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サートによると思われる重篤な副作用

があらわれた場合には，用量を増加

し，投与期間を延長する）．メトトレ

キサートの投与間隔は，1 ～ 4週間と

する．〔注射液の調製法〕メトトレキ

サートを生食液又は5%ブドウ糖液250

～500mLに溶解して用いる．本剤は防

腐剤を含有しないので，調製にあたっ

ては細菌汚染に注意すること．調製後

は速やかに使用すること．④メトトレ

キサートとして1回100㎎/㎡（3㎎/

㎏）を静注した後，1 ～ 3時間後にフ

ルオロウラシルとして1回600㎎/㎡

（18㎎/㎏）を静注又は点滴静注．そ

の後，ロイコボリンの投与を行う（ロ

イコボリンの投与は，メトトレキサー

ト投与後24時間目よりロイコボリンと

して1回15㎎を6時間間隔で2 ～ 6回

（メトトレキサート投与後24，30，

36，42，48，54時間目）静注又は筋注

あるいは経口投与する．メトトレキ

サートによると思われる重篤な副作用

があらわれた場合には，用量を増加

し，投与期間を延長する）．本療法の

間隔は，1週間とする．〔注射液の調製

法〕メトトレキサートを生食液又は

5%ブ ド ウ 糖 液 20mLに 溶 解 し て 用 い

る．本剤は防腐剤を含有しないので，

調製にあたっては細菌汚染に注意する

こと．調製後は速やかに使用するこ

と．⑤ビンブラスチン硫酸塩，ドキソ

ルビシン塩酸塩及びシスプラチンとの

併用において，メトトレキサートとし

て，1回30㎎/㎡を静注．前回の投与

によって副作用があらわれた場合は，

減量するか又は副作用が消失するまで

休薬．標準的な投与量及び投与方法

は，治療1，15及び22日目にメトトレ

キサート30㎎/㎡，治療2，15及び22

日目にビンブラスチン硫酸塩3㎎/

㎡，治療2日目にドキソルビシン塩酸

塩30㎎/㎡及びシスプラチン70㎎/㎡

を静注する．これを1クールとして4週

ごとに繰り返す．〔注射液の調製法〕

メトトレキサートを生食液又は5%ブ

ドウ糖液20mLに溶解して用いる．本剤

は防腐剤を含有しないので，調製にあ

たっては細菌汚染に注意すること．調

製後は速やかに使用すること

�����������������

42003　代謝拮抗薬（ピリミジン拮
抗薬）

 

（カペシタビン）Capecitabine

‛ゼローダ錠300 お
Xeloda 300㎎/T  〔中外〕

〔薬価〕191.60円/T

【効】①手術不能又は再発乳癌．②結

腸・直腸癌における補助化学療法．③

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直

腸癌．④胃癌

【用】（内）①A法又はB法，ラパチニ

ブトシル酸塩水和物と併用する場合に

はC法．②B法．オキサリプラチンと

併用する場合にはC法．直腸癌におけ

る補助化学療法で放射線照射と併用す

る場合にはD法．③他の抗悪性腫瘍剤

との併用でC法又はE法．④白金製剤

との併用でC法  

A法：体表面積にあわせて次の投与量

を朝食後と夕食後30分以内に1日2回，

21日間連日投与し，その後7日間休

薬．これを1コースとして繰り返す．

（体 表 面 積 1.31 ㎡ 未 満：1 回 用 量 900

㎎，体表面積1.31㎡以上1.64㎡未満：

1回用量1200㎎，体表面積1.64㎡以

上：1回用量1500㎎）．  

B法：体表面積にあわせて次の投与量

を朝食後と夕食後30分以内に1日2回，

14日間連日投与し，その後7日間休
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薬．これを1コースとして繰り返す．

患者の状態により適宜減量．（体表面

積1.33㎡未満：1回用量1500㎎，体表

面積1.33㎡以上1.57㎡未満：1回用量

1800㎎，体表面積1.57㎡以上1.81㎡未

満：1回用量2100㎎，体表面積1.81㎡

以上：1回用量2400㎎）  

C法：体表面積にあわせて次の投与量

を朝食後と夕食後30分以内に1日2回，

14日間連日投与し，その後7日間休

薬．これを1コースとして繰り返す．

患者の状態により適宜減量．（体表面

積1.36㎡未満：1回用量1200㎎，体表

面積1.36㎡以上1.66㎡未満：1回用量

1500㎎，体表面積1.66㎡以上1.96㎡未

満：1回用量1800㎎，体表面積1.96㎡

以上：1回用量2100㎎）  

D法：体表面積にあわせて次の投与量

を朝食後と夕食後30分以内に1日2回，

5日間連日投与し，その後2日間休薬．

これを繰り返す．患者の状態により適

宜減量．（体表面積1.31㎡未満：1回用

量900㎎，体表面積1.31㎡以上1.64㎡

未満：1回用量1200㎎，体表面積1.64

㎡以上：1回用量1500㎎）  

E法：体表面積にあわせて次の投与量

を朝食後と夕食後30分以内に1日2回，

14日間連日投与し，その後7日間休

薬．これを1コースとして投与を繰り

返す．患者の状態により適宜減量．

（体 表 面 積 1.31 ㎡ 未 満：1 回 用 量 900

㎎，体表面積1.31㎡以上1.69㎡未満：

1回用量1200㎎，体表面積1.69㎡以上

2.07㎡未満：1回用量1500㎎，2.07㎡

以上：1800㎎）

�����������������

（ゲムシタビン塩酸塩）Gemcitabine 

hydrochloride

‛ジェムザール注射用200㎎� お
Gemzar 200㎎/V 

 〔日本イーライリリー〕

ラ
〔薬価〕1,295.00円/瓶

‛ジェムザール注射用1g� お
Gemzar 1g/V

ラ
〔薬価〕5,891.00円/瓶

【効】①膵癌，胆道癌，尿路上皮癌，が

ん化学療法後に増悪した卵巣癌，再発

又は難治性の悪性リンパ腫．②非小細

胞肺癌．③手術不能又は再発乳癌

【用】（注）①1回1000㎎/㎡を30分かけ

て点滴静注し，週1回投与を3週連続

し，4週目は休薬．これを1コースとし

て繰り返す．患者の状態により適宜減

量．②1回1000㎎/㎡を30分かけて点

滴静注し，週1回投与を3週連続し，4

週目は休薬．これを1コースとして繰

り返す．シスプラチンと併用する場合

は，ゲムシタビンとして1回1250㎎/

㎡を30分かけて点滴静注し，週1回投

与を2週連続し，3週目は休薬を1コー

スとすることもできる．なお，患者の

状態により適宜減量．③1回1250㎎/

㎡を30分かけて点滴静注し，週1回投

与を2週連続し，3週目は休薬．これを

1コースとして繰り返す．患者の状態

により適宜減量．  

本剤の200㎎バイアルは5mL以上，1g

バイアルは25mL以上の生理食塩液に

溶解して用いる

�����������������

（フルオロウラシル）Fluorouracil

‛5－FU注250㎎� お
5-FU 250㎎/5mL/V  〔協和キリン〕

〔薬価〕252.00円/瓶

‛5－FU注1000㎎� お
5-FU 1000㎎/20mL/V

〔薬価〕905.00円/瓶

【効】①次記疾患の自覚的並びに他覚的
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症状の緩解：胃癌，肝癌，結腸・直腸

癌，乳癌，膵癌，子宮頸癌，子宮体

癌，卵巣癌．②次記の疾患について

は，他の抗悪性腫瘍剤又は放射線と併

用することが必要である：食道癌，肺

癌，頭頸部腫瘍．③次の悪性腫瘍に対

する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法：

頭頸部癌，食道癌．④レボホリナー

ト・フルオロウラシル持続静注併用療

法：結腸・直腸癌．⑤レボホリナー

ト・フルオロウラシル持続静注併用療

法：小腸癌，治癒切除不能な膵癌

【用】（注）①1）1日5～15㎎/㎏を最初

の5日間連日1日1回静注又は点滴静

注．以後5～7.5㎎/㎏を隔日に1日1回

静注又は点滴静注．2）1日5 ～ 15㎎/

㎏を隔日に1日1回静注又は点滴静注．

3）1日5㎎/㎏を10～20日間連日1日1

回静注又は点滴静注．4）1日10 ～ 20

㎎/㎏を週1回静注又は点滴静注．5）

必要に応じて1日5㎎/㎏を適宜動注．

②1日5～10㎎/㎏を他の抗悪性腫瘍剤

又は放射線と併用し，単独で使用する

場合に準じ，又は間歇的に週1～2回

用いる．③他の抗悪性腫瘍剤との併用

療 法 に お い て，1 日 1,000 ㎎/㎡ ま で

を，4 ～ 5日間連日で持続点滴．投与

を繰り返す場合には少なくとも3週間

以上の間隔をあけて投与．本剤単独投

与の場合には併用投与時に準じる．④

1）レボホリナートとして1回100㎎/

㎡を2時間かけて点滴静注し，直後に

フルオロウラシルとして400㎎/㎡を

静注，さらにフルオロウラシルとして

600㎎/㎡を22時間かけて持続静注．

これを2日間連続して行い，2週間ごと

に繰り返す．2）レボホリナートとし

て1回250㎎/㎡を2時間かけて点滴静

注し，直後にフルオロウラシルとして

2,600㎎/㎡を24時間持続静注．1週間

ごとに6回繰り返した後，2週間休薬．

これを1クールとする．3）レボホリ

ナートとして1回200㎎/㎡を2時間か

けて点滴静注．レボホリナートの点滴

静注終了直後にフルオロウラシルとし

て400㎎/㎡を静注，さらにフルオロ

ウラシルとして2,400～3,000㎎/㎡を

46時間持続静注．これを2週間ごとに

繰り返す．⑤レボホリナートとして1

回200㎎/㎡を2時間かけて点滴静注．

レボホリナートの点滴静注終了直後に

フルオロウラシルとして400㎎/㎡を

静注，さらにフルオロウラシルとして

2,400㎎/㎡を46時間持続静注．これを

2週間ごとに繰り返す

�����������������

‛ティーエスワン配合OD錠T20
� お

TS-1 OD 20㎎/T（テガフール相当

量）  〔大鵬〕

〔薬価〕404.10円/T

1錠中： 

テガフール 20㎎ 

ギメラシル 5.8㎎ 

オテラシルカリウム 19.6㎎

‛ティーエスワン配合OD錠T25
� お

TS-1 OD 25㎎/T（テガフール相当

量）

〔薬価〕492.20円/T

1錠中： 

テガフール 25㎎ 

ギメラシル 7.25㎎ 

オテラシルカリウム 24.5㎎

【効】①胃癌，結腸・直腸癌，頭頸部

癌，非小細胞肺癌，手術不能又は再発

乳癌，膵癌，胆道癌．②ホルモン受容

体陽性かつHER2陰性で再発高リスク

の乳癌における術後薬物療法

【用】（内）①初回投与量（1回量）を体
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表面積に合せて次の基準量とし，朝食

後及び夕食後の1日2回，28日間連日，

その後14日間休薬．これを1クールと

して投与を繰り返す．体表面積1.25㎡

未満：初回基準量（テガフール相当

量）40 ㎎/回．1.25 ㎡ 以 上 ～ 1.5 ㎡ 未

満：50㎎/回．1.5㎡以上：60㎎/回．

増減量の段階を40㎎，50㎎，60㎎，75

㎎/回とする．増量は本剤の投与によ

ると判断される臨床検査値異常（血液

検査，肝・腎機能検査）及び消化器症

状が発現せず，安全性に問題がなく，

増量できると判断される場合に初回基

準量から一段階までとし，75㎎/回を

限度．減量は，一段階ずつ行い，最低

投与量は40㎎/回．②内分泌療法剤と

の併用において，次記投与量を朝食後

及び夕食後の1日2回，14日間連日経口

投与し，その後7日間休薬．これを1

クールとして最長1年間，投与を繰り

返す．患者の状態により適宜増減．初

回基準量を超える増量は行わない．体

表面積1.25㎡未満：初回基準量（テガ

フール相当量）40㎎/回．1.25㎡以上

～ 1.5㎡未満：50㎎/回．1.5㎡以上：

60㎎/回
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‛ユーエフティ E配合顆粒T100
� お

UFT E 100㎎/0.5g/包  〔大鵬〕

〔薬価〕214.50円/包

0.5g中： 

テガフール 100㎎ 

ウラシル 224㎎

‛ユーエフティ配合カプセル
T100� お

UFT 100㎎/cap

〔薬価〕171.60円/cap

1カプセル中： 

テガフール 100㎎ 

ウラシル 224㎎

【効】①テガフール・ウラシル通常療

法：次の疾患の自覚的並びに他覚的症

状の寛解：頭頸部癌，胃癌，結腸・直

腸癌，肝臓癌，胆嚢・胆管癌，膵臓

癌，肺癌，乳癌，膀胱癌，前立腺癌，

子宮頸癌．②ホリナート・テガフー

ル・ウラシル療法：結腸・直腸癌

【用】（内）①1日量として，テガフール

300 ～ 600㎎相当量を1日2 ～ 3回に分

割．子宮頸癌については，1日量とし

て，テガフール600㎎相当量を1日2～

3回に分割．他の抗悪性腫瘍剤との併

用の場合は前記に準じて投与．②結

腸・直腸癌に対して，1日量として，

テガフール300～600㎎相当量（300㎎

/㎡を基準）を1日3回に分割し（約8

時間ごと），食事の前後1時間を避け

て．ホリナートの投与量は，75㎎を1

日3回に分割し（約8時間ごと），テガ

フール・ウラシル配合剤と同時に経口

投与．以上を28日間連日，その後7日

間休薬．これを1クールとして投与を

繰り返す

�����������������

42004　代謝拮抗薬（プリン拮抗
薬）

 

（メルカプトプリン水和物）Mercap-

topurine hydrate

‛ロイケリン散10%� お
Leukerin 100㎎/g  〔大原〕

〔薬価〕102.20円/g

【効】次記疾患の自覚的並びに他覚的症

状の緩解：急性白血病，慢性骨髄性白

血病

【用】（内）緩解導入量としては，1日2

～3㎎/㎏を単独又は他の抗腫瘍剤と

併用．緩解後は緩解導入量を下回る量

を単独又は他の抗腫瘍剤と併用
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42005　代謝拮抗薬（その他）
 

（ヒドロキシカルバミド）Hydroxy-

carbamide

‛ハイドレアカプセル500㎎� お
Hydrea 500㎎/cap  〔ブリストル〕

〔薬価〕212.10円/cap

【効】慢性骨髄性白血病，本態性血小板

血症，真性多血症

【用】（内）1日500㎎～2000㎎を1～3回

に分割．寛解後の維持には1日500㎎～

1000㎎を1～2回に分割

�����������������

（ホリナートカルシウム）Calcium 

folinate

‛ユーゼル錠25㎎
Uzel 25㎎/T  〔大鵬〕

〔薬価〕1,200.00円/T

【効】ホリナート・テガフール・ウラシ

ル療法：結腸・直腸癌に対するテガ

フール・ウラシルの抗腫瘍効果の増強

【用】（内）75 ㎎ を，1 日 3 回 に 分 割 し

（約8時間ごとに），テガフール・ウラ

シル配合剤と同時に投与．テガフー

ル・ウラシル配合剤は，1日量とし

て， テ ガ フ ー ル 300 ～ 600 ㎎ 相 当 量

（300㎎/㎡を基準）を1日3回に分割し

（約8時間ごとに），食事の前後1時間を

避ける．以上を28日間連日，その後7

日間休薬．これを1クールとして繰り

返す
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（レボホリナートカルシウム）

Levofolinate calcium

‛レボホリナート点滴静注用
25㎎「NP」あ�

Levofolinate 25㎎/V  〔ニプロ〕

〔薬価〕523.00円/瓶

〔先発品〕アイソボリン点滴静注用25㎎

‛レボホリナート点滴静注用
100㎎「NP」あ�

Levofolinate 100㎎/V

〔薬価〕1,774.00円/瓶

〔先発品〕アイソボリン点滴静注用100

㎎

【効】①レボホリナート・フルオロウラ

シル療法：胃癌（手術不能又は再発）

及び結腸・直腸癌に対するフルオロウ

ラシルの抗腫瘍効果の増強．②レボホ

リナート・フルオロウラシル持続静注

併用療法：結腸・直腸癌，小腸癌及び

治癒切除不能な膵癌に対するフルオロ

ウラシルの抗腫瘍効果の増強

【用】（注）①1回250㎎/㎡を2時間かけ

て点滴静注．レボホリナートの点滴静

注開始1時間後にフルオロウラシルと

して1回600㎎/㎡を3分以内で緩徐に

静注．1週間ごとに6回繰り返した後2

週間休薬，これを1クールとする．②

〔結腸・直腸癌に対するレボホリナー

ト・フルオロウラシル持続静注併用療

法〕（1）1回100㎎/㎡を2時間かけて点

滴静注．レボホリナートの点滴静注終

了直後にフルオロウラシルとして400

㎎/㎡を静注するとともにフルオロウ

ラシルとして600㎎/㎡を22時間かけ

て持続静注．これを2日間連続，2週間

ごとに繰り返す．（2）1回250㎎/㎡を

2時間かけて点滴静注．レボホリナー

トの点滴静注終了直後にフルオロウラ

シルとして2600㎎/㎡を24時間かけて

持続静注．1週間ごとに6回繰り返した

後，2週間休薬．これを1クールとす

る．（3）1回200㎎/㎡を2時間かけて

点滴静注．レボホリナートの点滴静注

終了直後にフルオロウラシルとして

400㎎/㎡を静注するとともに，フル

オロウラシルとして2400～3000㎎/㎡

を46時間かけて持続静注．これを2週
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間ごとに繰り返す．〔小腸癌及び治癒

切除不能な膵癌に対するレボホリナー

ト・フルオロウラシル持続静注併用療

法〕1回200㎎/㎡を2時間かけて点滴

静注．レボホリナートの点滴静注終了

直後にフルオロウラシルとして400㎎

/㎡を静注するとともに，フルオロウ

ラシルとして2400㎎/㎡を46時間かけ

て持続静注する．これを2週間ごとに

繰り返す
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42006　抗生物質（アントラサイク
リン系）

 

（エピルビシン塩酸塩）Epirubicin 

hydrochloride

‛エピルビシン塩酸塩注射用
10㎎「NK」あ� お

Epirubicin hydrochloride 10㎎/V 

 〔日本化薬〕

〔薬価〕1,650.00円/瓶

【効】次記疾患の自覚的並びに他覚的症

状の緩解：①急性白血病．②悪性リン

パ腫．③乳癌，卵巣癌，胃癌，尿路上

皮癌（膀胱癌，腎盂・尿管腫瘍）．④

肝癌．⑤膀胱癌（表在性膀胱癌に限

る）．⑥次の悪性腫瘍に対する他の抗

悪性腫瘍剤との併用療法：乳癌（手術

可能例における術前，あるいは術後化

学療法）．⑦肝癌に対する肝動脈化学

塞栓療法（TACE）

【用】（注）①15㎎/㎡を約20mLの注射

用水に溶解し，1日1回5～7日間連日

静注，3週間休薬，これを1クールと

し，必要に応じて2 ～ 3クール反復．

②40～60㎎/㎡を約20mLの注射用水に

溶解し，1日1回静注，3 ～ 4週休薬，

これを1クールとし，3 ～ 4クール反

復．③60㎎/㎡を約20mLの注射用水に

溶解し，1日1回静注，3 ～ 4週休薬，

これを1クールとし，3 ～ 4クール反

復．④60㎎/㎡を約20mLの注射用水に

溶解し，肝動脈内に挿入されたカテー

テルより，1日1回肝動脈内に投与し3

～4週休薬，これを1クールとし，3～

4クール反復．⑤60㎎を30mLの生理食

塩液に溶解し，1日1回3日間連日膀胱

内注入，4日間休薬，これを1クールと

し，2 ～ 4クール反復．注入に際して

は，ネラトンカテーテルで導尿し十分

に膀胱腔内を空にした後，同カテーテ

ルよりエピルビシン塩酸塩溶液を注入

し，1 ～ 2時間膀胱腔内に把持する．

⑥1）シクロホスファミド水和物との

併用：100㎎/㎡を約20mLの注射用水

に溶解し，1日1回静注，20日間休薬，

これを1クールとし，4 ～ 6クール反

復．2）シクロホスファミド水和物，

フルオロウラシル併用：100㎎/㎡を

約20mLの注射用水に溶解し，1日1回静

注，20日間休薬．これを1クールと

し，4 ～ 6 ク ー ル 反 復． ⑦ 10 ㎎ に 対

し，ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエス

テルを0.5 ～ 2mLの割合で加え，肝動

脈内に挿入されたカテーテルより肝動

脈内に投与．1日60㎎/㎡とするが，

腫瘍血管に乳濁液が充満した時点で終

了
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（エピルビシン塩酸塩）Epirubicin 

hydrochloride

‛エピルビシン塩酸塩注射液
50㎎/25mL「NK」あ� お

Epirubicin hydrochloride 50㎎25mL/

V  〔日本化薬〕

〔薬価〕7,901.00円/瓶

【効】次記疾患の自覚的並びに他覚的症

状の緩解：①急性白血病．②悪性リン

パ腫．③乳癌，卵巣癌，胃癌，尿路上

皮癌（膀胱癌，腎盂・尿管腫瘍）．④

261

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4235404
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4235404
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4235404
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/4235404


－262－

42

42　腫瘍用薬

肝癌．⑤膀胱癌（表在性膀胱癌に限

る）．⑥次の悪性腫瘍に対する他の抗

悪性腫瘍剤との併用療法：乳癌（手術

可能例における術前，あるいは術後化

学療法）

【用】（注）①15㎎/㎡を1日1回，5 ～ 7

日間連日静注，3週間休薬，これを1

クールとし，2 ～ 3クール反復．②40

～ 60㎎/㎡を1日1回静注，3 ～ 4週休

薬，これを1クールとし，3～4クール

反復．③60㎎/㎡を1日1回静注，3～4

週休薬，これを1クールとし，3 ～ 4

クール反復．④60㎎/㎡を肝動脈内に

挿入されたカテーテルより，1日1回肝

動脈内に投与し3～4週休薬，これを1

クールとし，3 ～ 4クール反復．⑤60

㎎を1日1回，3日間連日膀胱内注入，4

日間休薬，これを1クールとし，2～4

クール反復．注入に際しては，ネラト

ンカテーテルで導尿し十分に膀胱腔内

を空にした後，同カテーテルより注入

し，1 ～ 2時間膀胱腔内に把持する．

⑥1）シクロホスファミド水和物との

併用：100㎎/㎡を1日1回静注，20日

間休薬，これを1クールとし，4 ～ 6

クール反復．2）シクロホスファミド

水和物，フルオロウラシルとの併用：

100 ㎎/㎡ を 1 日 1 回 静 注，20 日 間 休

薬．これを1クールとし，4～6クール

反復

�����������������

（ドキソルビシン塩酸塩）Doxorubi-

cin hydrochloride

‛ドキシル注20㎎（無）� お
Doxil 20㎎/V  〔富士製薬〕

〔薬価〕58,738.00円/瓶

【効】①がん化学療法後に増悪した卵巣

癌．②エイズ関連カポジ肉腫

【用】（注）①1日1回50㎎/㎡を1㎎/分

で静注，その後4週間休薬．これを1

コースとして繰り返す．②1日1回20㎎

/㎡を1㎎/分で静注，その後2～3週間

休薬．これを1コースとして繰り返す

�����������������

（ドキソルビシン塩酸塩）Doxorubi-

cin hydrochloride

‛ドキソルビシン塩酸塩注射液
50㎎「サンド」あ� お

Doxorubicin hydrochloride 50㎎

/25mL/V  〔サンド〕

〔薬価〕3,318.00円/瓶

【効】◇ドキソルビシン塩酸塩通常療法  

次の諸症の自覚的及び他覚的症状の緩

解：①悪性リンパ腫，肺癌，消化器癌

（胃 癌， 胆 嚢・ 胆 管 癌， 膵 臓 癌， 肝

癌，結腸癌，直腸癌等），乳癌，骨肉

腫，⑧膀胱腫瘍．  

次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍

剤との併用療法：②乳癌（手術可能例

における術前，あるいは術後化学療

法），③子宮体癌（術後化学療法，転

移・再発時化学療法），④悪性骨・軟

部腫瘍，⑤悪性骨腫瘍，⑥多発性骨髄

腫，⑦小児悪性固形腫瘍（ユーイング

肉腫ファミリー腫瘍，横紋筋肉腫，神

経芽腫，網膜芽腫，肝芽腫，腎芽腫

等）．  

◇M-VAC療法：⑨尿路上皮癌

【用】（注）①（1）1日量10㎎（0.2㎎/

㎏）を注射用水又は生理食塩液に溶解

し，1日1回4～6日間連日静脈内ワン

ショット投与後，7～10日間休薬．こ

の方法を1クールとし，2～3クール繰

り返す．（2）1日量20㎎（0.4㎎/㎏）

を注射用水又は生理食塩液に溶解し，

1日1回2～3日間静脈内にワンショッ

ト投与後，7～10日間休薬．この方法

を1クールとし，2 ～ 3クール繰り返

す．（3）1日量20 ～ 30㎎（0.4 ～ 0.6㎎

/㎏）を注射用水又は生理食塩液に溶
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解し，1日1回3日間連日静脈内にワン

ショット投与後，18日間休薬．この方

法を1クールとし，2～3クール繰り返

す．（4）総投与量は500㎎/㎡以下と

する．悪性リンパ腫の場合：（5）上記

（1）～（3）に従う．（6）他の抗悪性

腫瘍剤との併用において，標準的な投

与量及び投与方法は，以下のとおりと

する．1）1日1回25 ～ 50㎎/㎡を静脈

内投与し，繰り返す場合には少なくと

も2週間以上の間隔をあける．2）1日

目は40㎎/㎡，8日目は30㎎/㎡を静脈

内投与し，その後20日間休薬する．こ

の方法を1クールとし繰り返す．投与

に際しては，注射用水又は生理食塩液

に溶解し，必要に応じて輸液により希

釈する．総投与量は500㎎/㎡以下と

する．②シクロホスファミド水和物と

の併用において，1日量60㎎/㎡を注

射用水又は生理食塩液に溶解し，1日1

回静注後，20日間休薬．この方法を1

クールとし，4クール繰り返す．総投

与量は500㎎/㎡以下とする．③シス

プラチンとの併用において，1日量60

㎎/㎡を注射用水又は生理食塩液に溶

解し，1日1回静注し，その後休薬し3

週ごと繰り返す．総投与量は500㎎/

㎡以下とする．④イホスファミドとの

併用において，1日量20 ～ 30㎎/㎡を

注射用水又は生理食塩液に溶解し，1

日1回3日間連続で静注し，その後休薬

し3～4週ごと繰り返す．総投与量は

500㎎/㎡以下とする．本剤単剤では

①（3），（4）に従う．⑤シスプラチン

との併用において，1日量20㎎/㎡を

注射用水又は生理食塩液に溶解し，1

日1回3日間連続で静注又は点滴静注

し，その後3週間休薬．これを1クール

とし，投与を繰り返す．総投与量は

500㎎/㎡以下とする．⑥ビンクリス

チン硫酸塩，デキサメタゾンリン酸エ

ステルナトリウムとの併用において，

1日量9㎎/㎡を注射用水又は生理食塩

液に溶解し，必要に応じて輸液に希釈

して24時間持続静注．これを4日間連

続で行う．その後休薬し，3 ～ 4週ご

と繰り返す方法を1クールとする．総

投与量は500㎎/㎡以下とする．⑦他

の抗悪性腫瘍剤との併用において，次

のとおりとする．（1）1日20 ～ 40㎎/

㎡を24時間持続点滴：1コース20～80

㎎/㎡を24～96時間かけて投与し，繰

り返す場合には少なくとも3週間以上

の間隔をあけて投与．1日投与量は最

大40㎎/㎡とする．（2）1日1回20～40

㎎/㎡を静注又は点滴静注：1コース

20～80㎎/㎡を投与し，繰り返す場合

には少なくとも3週間以上の間隔をあ

けて投与．1日投与量は最大40㎎/㎡

とする．投与に際しては，注射用水又

は生理食塩液に溶解し，必要に応じて

輸液により希釈する．総投与量は500

㎎/㎡以下とする．⑧1日量30～60㎎

を20 ～ 40mLの生理食塩液に1 ～ 2㎎/

mLになるように溶解し，1日1回連日又

は週2～3回膀胱腔内に注入．〔膀胱腔

内注入法〕ネラトンカテーテルで導尿

し，十分に膀胱腔内を空にしたのち同

カ テ ー テ ル よ り，30 ～ 60 ㎎ を 20 ～

40mLの生理食塩液に1～2㎎/mLになる

ように溶解して膀胱腔内に注入し，1

～2時間膀胱把持．⑨メトトレキサー

ト，ビンブラスチン硫酸塩及びシスプ

ラチンとの併用において，本剤を注射

用水又は生理食塩液に溶解し，1回30

㎎/㎡を静注．標準的な投与量及び投

与方法は，メトトレキサート30㎎/㎡

を1日目に投与した後，2日目にビンブ

ラスチン硫酸塩3㎎/㎡，本剤30㎎/㎡

及びシスプラチン70㎎/㎡を静注．15
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日目及び22日目に，メトトレキサート

30㎎/㎡及びビンブラスチン硫酸塩3

㎎/㎡を静注．これを1クールとして4

週ごとに繰り返すが，本剤の総投与量

は500㎎/㎡以下とする

�����������������

（ピラルビシン塩酸塩）Pirarubicin 

hydrochloride

‛ピノルビン注射用20㎎� お
Pinorubin 20㎎/V  〔日本化薬〕

〔薬価〕9,436.00円/瓶

【効】次記疾患の自覚的・他覚的症状の

寛解並びに改善：頭頸部癌，乳癌，胃

癌，尿路上皮癌（膀胱癌，腎盂・尿管

腫瘍），卵巣癌，子宮癌，急性白血

病，悪性リンパ腫

【用】（注）投与方法  

（1）静注の場合：頭頸部癌はIII法又

はIV法を，乳癌及び胃癌はI法又はIII

法を，卵巣癌及び子宮癌はI法を，尿

路上皮癌はI法又はII法を，急性白血

病はV法を，悪性リンパ腫はI法又は

IV法を標準的用法・用量として選

択．  

I法（3 ～ 4週1回法）〔乳癌，胃癌，卵

巣癌，子宮癌，尿路上皮癌，悪性リン

パ腫〕：1日1回，40～60㎎（25～40㎎

/㎡），3～4週間休薬．これを1クール

とし，繰り返す．  

II法（3～4週2回法）〔尿路上皮癌〕：1

日1回，30 ～ 40㎎（20 ～ 25㎎/㎡）を

2日間連日投与し，3～4週間休薬．こ

れを1クールとし，投与を繰り返す．  

III法（週1回法）〔頭頸部癌，乳癌，胃

癌〕：1日1回，20 ～ 40㎎（14 ～ 25㎎/

㎡）を1週間間隔で2 ～ 3回投与し，3

～ 4週間休薬．これを1クールとし，

繰り返す．  

IV法（連日法）〔頭頸部癌，悪性リン

パ腫〕：1日1回，10 ～ 20㎎（7 ～ 14㎎

/㎡）を3 ～ 5日間連日投与し，3 ～ 4

週間休薬．これを1クールとし，繰り

返す．  

V法（連 日 法）〔急 性 白 血 病〕：1 日 1

回，10 ～ 30㎎（7 ～ 20㎎/㎡）を5日

間連日投与．骨髄機能が回復するまで

休薬し，繰り返す．  

（2）動脈内注射による頭頸部癌，膀胱

癌の場合：1日1回，10～20㎎（7～14

㎎/㎡）を連日又は隔日に5～10回投

与．  

（3）膀胱内注入による膀胱癌：カテー

テルを用いて導尿した後，1日1回，15

～ 30㎎を500 ～ 1000μg/mLの溶液とし

て週3回，各1 ～ 2時間膀胱内把持す

る．これを1クールとし，2～3クール

繰り返す

�����������������

42007　抗生物質（その他）
 

（ブレオマイシン塩酸塩）Bleomycin 

hydrochloride

‛ブレオ注射用5㎎� お
Bleo 5㎎/V  〔日本化薬〕

〔薬価〕1,469.00円/瓶

‛ブレオ注射用15㎎� お
Bleo 15㎎/V

〔薬価〕4,340.00円/瓶

【効】皮膚癌，頭頸部癌（上顎癌，舌

癌，口唇癌，咽頭癌，喉頭癌，口腔癌

等），肺癌（特に原発性及び転移性扁

平上皮癌），食道癌，悪性リンパ腫，

子宮頸癌，神経膠腫，甲状腺癌，胚細

胞腫瘍（精巣腫瘍，卵巣腫瘍，性腺外

腫瘍）

【用】（注）①静注：15㎎～30㎎を生理

食塩液又は，ブドウ糖液等の適当な静

脈用注射液約5～20mLに溶解し，緩徐

に．発熱の著しい場合は1回量を5㎎又

はそれ以下とする．②筋注・皮下注：
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15㎎～ 30㎎を生理食塩液等の適当な

溶解液約5mLに溶解．患部の周辺に皮

下注する場合は1㎎/1mL以下の濃度．

③動注：5㎎～15㎎を生理食塩液又は

ブドウ糖液等の適当な注射液に溶解

し，シングルショット又は連続的に．

④注射の頻度：1週2回を原則とし，症

状に応じて1日1回（連日）ないし1週

間1回に適宜増減．⑤総投与量：総投

与量は腫瘍の消失を目標とし，300㎎

以下．胚細胞腫瘍に対し，確立された

標準的な他の抗癌剤との併用療法に

あっては360㎎以下．⑥小児への投

与：小児の胚細胞腫瘍，悪性リンパ腫

に対しては，次記の用法・用量で投

与；1回10㎎～20㎎/㎡を1～4週間ご

とに静脈内投与．1回量として成人の

最大用量（30㎎）まで

�����������������

（マイトマイシンC）Mitomycin C

‛マイトマイシン注用2㎎� お
Mitomycin 2㎎/V  〔協和キリン〕

〔薬価〕350.00円/瓶

‛マイトマイシン注用10㎎� え
Mitomycin 10㎎/V

〔薬価〕1,600.00円/瓶

【効】次記疾患の自覚的並びに他覚的症

状の緩解：慢性リンパ性白血病，慢性

骨髄性白血病，胃癌，結腸・直腸癌，

肺癌，膵癌，肝癌，子宮頸癌，子宮体

癌，乳癌，頭頸部腫瘍

【用】（注）①間歇投与法：1日4 ～ 6㎎

を週1～2回静注．②連日投与法：1日

2㎎を連日静注．③大量間歇投与法：1

日10～30㎎を1～3週間以上の間隔で

静注．④他の抗悪性腫瘍剤との併用：

1日2～4㎎を週1～2回他の抗悪性腫瘍

剤と併用して投与．注射液の調製法：

2㎎当り，5mLの割合に注射用水を加え

て溶解

�����������������

42008　微小管阻害薬（ビンカアル
カロイド）

 

（ビノレルビン酒石酸塩）Vinorelbine 

ditartrate

‛ナベルビン注10� え
Navelbine 10㎎/V  〔協和キリン〕

〔薬価〕3,529.00円/瓶

‛ナベルビン注40� え
Navelbine 40㎎/V

〔薬価〕12,512.00円/瓶

【効】①非小細胞肺癌．②手術不能又は

再発乳癌

【用】（注）①1回20 ～ 25㎎/㎡を1週間

間 隔 で 緩 徐 に 静 注．1 回 25 ㎎/㎡ ま

で．②1回25㎎/㎡を1週間間隔で2週

連続投与し，3週目は休薬．年齢，症

状により適宜減量

�����������������

（ビンブラスチン硫酸塩）Vinblastine 

sulfate

‛エクザール注射用10㎎� お
Exal 10㎎/V  〔日本化薬〕

〔薬価〕2,454.00円/瓶

【効】◇ビンブラスチン硫酸塩通常療

法：次記疾患の自覚的並びに他覚的症

状の緩解：①悪性リンパ腫，絨毛性疾

患（絨毛癌，破壊胞状奇胎，胞状奇

胎）．②再発又は難治性の胚細胞腫瘍

（精巣腫瘍，卵巣腫瘍，性腺外腫瘍）．

③ランゲルハンス細胞組織球症．◇

M-VAC療法：④尿路上皮癌

【用】（注）①白血球数を指標とし，初

め週1回0.1㎎/㎏を静注．次いで0.05

㎎/㎏ずつ増量して，週1回0.3㎎/㎏を

静注．②確立された標準的な他の抗悪

性腫瘍剤との併用療法を行い，1日量

0.11㎎/㎏を1日1回2日間静注し，19～

26日間休薬．これを1コースとし，繰
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り返す．③1回6㎎/㎡を，導入療法に

おいては週1回，維持療法においては2

～ 3 週 に 1 回， 静 注． ④ メ ト ト レ キ

サート，ドキソルビシン塩酸塩及びシ

スプラチンとの併用において，1回3㎎

/㎡を静注．前回の投与によって副作

用が現れた場合，減量するか又は副作

用が消失するまで休薬．標準的な投与

量及び投与方法は，メトトレキサート

30㎎/㎡を1日目に投与した後，2日目

にビンブラスチン硫酸塩3㎎/㎡，ド

キソルビシン塩酸塩30㎎/㎡及びシス

プラチン70㎎/㎡を静注．15日目及び

22日目に，メトトレキサート30㎎/㎡

及びビンブラスチン硫酸塩3㎎/㎡を

静注．これを1コースとし4週ごとに繰

り返す

�����������������

42009　微小管阻害薬（タキサン）
 

（ドセタキセル水和物）Docetaxel 

hydrate

‛ドセタキセル点滴静注20㎎
/1mL「ヤクルト」あ� え

Docetaxel 20㎎/1mL/V  〔ヤクルト〕

〔薬価〕3,453.00円/瓶

〔先発品〕ワンタキソテール点滴静注20

㎎/1mL

‛ドセタキセル点滴静注80㎎
/4mL「ヤクルト」あ� え

Docetaxel 80㎎/4mL/V

〔薬価〕12,045.00円/瓶

〔先発品〕ワンタキソテール点滴静注80

㎎/4mL

【効】①乳癌，非小細胞肺癌，胃癌，頭

頸部癌．②卵巣癌．③食道癌，子宮体

癌．④前立腺癌

【用】（注）①1日1回，60㎎/㎡を1時間

以上かけて3 ～ 4週間間隔で点滴静

注．1回75㎎/㎡まで．②1日1回，70

㎎/㎡を1時間以上かけて3～4週間間

隔で点滴静注．1回75㎎/㎡まで．③1

日1回，70㎎/㎡を1時間以上かけて3

～4週間間隔で点滴静注．④1日1回，

75㎎/㎡を1時間以上かけて3週間間隔

で点滴静注

�����������������

（パクリタキセル）Paclitaxel

‛アブラキサン点滴静注用
100㎎� えく

Abraxane 100㎎/V  〔大鵬〕

〔薬価〕48,211.00円/瓶

【効】①乳癌，胃癌．②非小細胞肺癌．

③治癒切除不能な膵癌

【用】（注）①乳癌にはA法又はE法，胃

癌にはA法又はD法を使用し，②には

B法を使用，③にはC法  

①A法：1日1回260㎎/㎡を30分かけて

点滴静注し，少なくとも20日間休薬．

これを1コースとして，繰り返す．D

法：1日1回100㎎/㎡を30分かけて点

滴静注し，少なくとも6日間休薬．週1

回投与を3週間連続し，4週目は休薬．

これを1コースとして，繰り返す．E

法：他の抗悪性腫瘍剤との併用におい

て，1日1回100㎎/㎡（体表面積）を

30分かけて点滴静注し，少なくとも6

日間休薬．週1回投与を3週間連続し，

4週目は休薬．これを1コースとして，

投与を繰り返す．患者の状態により適

宜減量．②B法：1日1回100㎎/㎡を30

分かけて点滴静注し，少なくとも6日

間休薬．週1回投与を3週間連続し，こ

れを1コースとして，繰り返す．患者

の状態により適宜減量．③C法：ゲム

シタビンとの併用において，1日1回

125㎎/㎡（体表面積）を30分かけて

点滴静注し，少なくとも6日間休薬．

週1回投与を3週間連続し，4週目は休

薬する．これを1コースとして，繰り
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返す．患者の状態により適宜減量

�����������������

（パクリタキセル）Paclitaxel

‛タキソール注射液30㎎� え
Taxol 30㎎/5mL/V  〔ブリストル〕

ラ
〔薬価〕2,912.00円/瓶

‛タキソール注射液100㎎� え
Taxol 100㎎/16.7mL/V

ラ
〔薬価〕8,469.00円/瓶

【効】卵巣癌，非小細胞肺癌，乳癌，胃

癌，子宮体癌，再発又は遠隔転移を有

する頭頸部癌，再発又は遠隔転移を有

する食道癌，血管肉腫，進行又は再発

の子宮頸癌，再発又は難治性の胚細胞

腫瘍（精巣腫瘍，卵巣腫瘍，性腺外腫

瘍）

【用】（注）非小細胞肺癌及び子宮体癌

に はA法 を， 乳 癌 に はA法 又 はB法

を，卵巣癌にはA法又はカルボプラチ

ンとの併用でC法を，胃癌にはA法又

はE法を，再発又は難治性の胚細胞腫

瘍には他の抗悪性腫瘍剤と併用でA法

を，再発又は遠隔転移を有する頭頸部

癌，再発又は遠隔転移を有する食道

癌，血管肉腫にはB法を，進行又は再

発の子宮頸癌にはシスプラチンとの併

用において，D法を使用．  

A法：1日1回210㎎/㎡を3時間かけて

点滴静注し，少なくとも3週間休薬．

これを1クールとして繰り返す．  

B法：1日1回100㎎/㎡を1時間かけて

点滴静注し，週1回投与を6週連続し，

少なくとも2週間休薬．これを1クール

として繰り返す．  

C法：1日1回80㎎/㎡を1時間かけて点

滴静注し，週1回投与を3週連続する．

これを1クールとして繰り返す．  

D法：1日1回135㎎/㎡を24時間かけて

点滴静注し，少なくとも3週間休薬．

これを1クールとして繰り返す．  

E法：1日1回80㎎/㎡を1時間かけて点

滴静注し，週1回投与を3週連続し，少

なくとも2週間休薬．これを1クールと

して繰り返す
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42010　微小管阻害薬（その他）
 

（エリブリンメシル酸塩）Eribulin 

mesilate

‛ハラヴェン静注1㎎� え
Halaven 1㎎/2mL/V  〔エーザイ〕

〔薬価〕66,869.00円/瓶

【効】手術不能又は再発乳癌，悪性軟部

腫瘍

【用】（注）1日1回1.4㎎/㎡を2～5分間

かけて，週1回，静注．これを2週連続

で行い，3週目は休薬．これを1サイク

ルとして，繰り返す
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42011　白金製剤
 

（オキサリプラチン）Oxaliplatin

‛エルプラット点滴静注液
100㎎� え

Elplat 100㎎/20mL/V  〔ヤクルト〕

〔薬価〕29,086.00円/瓶

【効】①治癒切除不能な進行・再発の結

腸・直腸癌．②結腸癌における術後補

助化学療法．③治癒切除不能な膵癌．

④胃癌．⑤小腸癌

【用】（注）①②にはA法又はB法を，

③⑤にはA法を，④にはB法を使用．

A法：他の抗悪性腫瘍剤との併用にお

いて，85㎎/㎡を1日1回2時間で点滴

静注し，少なくとも13日間休薬．これ

を1サイクルとして繰り返す．B法：

他の抗悪性腫瘍剤との併用において，

130㎎/㎡を1日1回2時間で点滴静注
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し，少なくとも20日間休薬．これを1

サイクルとして繰り返す
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（カルボプラチン）Carboplatin

‛カルボプラチン点滴静注液
50㎎「NK」あ� え

Carboplatin 50㎎/V  〔日本化薬〕

〔薬価〕1,784.00円/瓶

〔先発品〕パラプラチン注射液50㎎

‛カルボプラチン点滴静注液
150㎎「NK」あ� え

Carboplatin 150㎎/V

〔薬価〕4,186.00円/瓶

〔先発品〕パラプラチン注射液150㎎

‛カルボプラチン点滴静注液
450㎎「NK」あ� え

Carboplatin 450㎎/V

〔薬価〕9,870.00円/瓶

〔先発品〕パラプラチン注射液450㎎

【効】①頭頸部癌，肺小細胞癌，睾丸腫

瘍，卵巣癌，子宮頸癌，悪性リンパ

腫，非小細胞肺癌．②乳癌．③次の悪

性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との

併用療法：小児悪性固形腫瘍（神経芽

腫・肝芽腫・中枢神経系胚細胞腫瘍，

再発又は難治性ユーイング肉腫ファミ

リー腫瘍・腎芽腫）．④次の悪性腫瘍

に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療

法：小児悪性固形腫瘍（網膜芽腫）

【用】（注）投与量に応じて250mL以上の

ブドウ糖注射液又は生理食塩液に混和

し，30分以上かけて点滴静注．①1日1

回300～400㎎/㎡を投与し，少なくと

も4週間休薬．これを1クールとし，繰

り返す．②（1）トラスツズマブ（遺

伝子組換え）及びタキサン系抗悪性腫

瘍剤との併用において，1日1回300～

400㎎/㎡を投与し，少なくとも3週間

休薬．これを1クールとし，繰り返

す．（2）PD-L1陽性のホルモン受容体

陰性かつHER2陰性の手術不能又は再

発乳癌に対するペムブロリズマブ（遺

伝子組換え）及びゲムシタビン塩酸塩

との併用において，1日1回AUC2㎎・

min/mL相当量を投与する．週1回投与

を2週連続し，3週目は休薬する．これ

を1クールとし，投与を繰り返す．投

与量は，患者の状態により適宜減ず

る．（3） ホ ル モ ン 受 容 体 陰 性 か つ

HER2陰性で再発高リスクの乳癌に対

する術前薬物療法として，ペムブロリ

ズマブ（遺伝子組換え）及びパクリタ

キセルとの併用において，次記のいず

れかの用法・用量で投与．なお，投与

量は，患者の状態により適宜減ずる．  

・1日1回AUC5㎎・min/mL相当量を投

与し，少なくとも3週間休薬．これを1

クールとし，4クールまで投与  

・1日1回AUC1.5㎎・min/mL相当量を

投与し，少なくとも6日間休薬．週1回

投与を3週連続し，これを1クールと

し，4クールまで投与．③イホスファ

ミドとエトポシドとの併用療法におい

て，635㎎/㎡を1日間点滴静注又は

400㎎/㎡を2日間点滴静注し，少なく

とも3～4週間休薬．これを1クールと

し，繰り返す．投与量及び投与日数は

疾患，症状，併用する他の抗悪性腫瘍

剤により適宜減ずる．1歳未満もしく

は体重10㎏未満の小児に対して，投与

量には十分配慮．④ビンクリスチン硫

酸塩とエトポシドとの併用療法におい

て，560㎎/㎡を1日間点滴静注し，少

なくとも3～4週間休薬．これを1クー

ルとし，繰り返す．36か月齢以下の患

児には18.6㎎/㎏とする．投与量及び

投与日数は疾患，症状，併用する他の

抗悪性腫瘍剤により適宜減ずる

�����������������
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（シスプラチン）Cisplatin

‛シスプラチン注10㎎「日医工」
あ� え

Cisplatin 10㎎/20mL/V  〔日医工〕

〔薬価〕779.00円/瓶

〔先発品〕ランダ注10㎎/20mL

‛シスプラチン注50㎎「日医工」
あ� え

Cisplatin 50㎎/100mL/V

〔薬価〕3,351.00円/瓶

〔先発品〕ランダ注50㎎/100mL

【効】①シスプラチン通常療法  

1）睾丸腫瘍，膀胱癌，腎盂・尿管腫

瘍，前立腺癌，卵巣癌，頭頸部癌，非

小細胞肺癌，食道癌，子宮頸癌，神経

芽細胞腫，胃癌，小細胞肺癌，骨肉

腫，胚細胞腫瘍（精巣腫瘍，卵巣腫

瘍，性腺外腫瘍），悪性胸膜中皮腫，

胆道癌．2）次の悪性腫瘍に対する他

の抗悪性腫瘍剤との併用療法：悪性骨

腫瘍，子宮体癌（術後化学療法，転

移・再発時化学療法），再発・難治性

悪性リンパ腫，小児悪性固形腫瘍（横

紋筋肉腫，神経芽腫，肝芽腫その他肝

原発悪性腫瘍，髄芽腫等）  

②M-VAC療法  

尿路上皮癌

【用】（注）①シスプラチン通常療法  

1）次の標準的用法・用量による療法

を行い，患者の状態により内の療法

を選択し1クール内容を繰り返す．  

睾丸腫瘍，膀胱癌，腎盂・尿管腫瘍，

前立腺癌にはA法（C法），卵巣癌には

B法（A法，C法），頭頸部癌にはD法

（B法）， 非 小 細 胞 肺 癌 に はE法（F

法），食道癌にはB法（A法），子宮頸

癌にはA法（E法），神経芽細胞腫，胃

癌，小細胞肺癌にはE法，骨肉腫には

G法，胚細胞腫瘍には確立された標準

的な他の抗悪性腫瘍剤との併用療法と

してF法，悪性胸膜中皮腫にはペメト

レキセドとの併用療法としてH法，胆

道癌にはゲムシタビン塩酸塩との併用

療法としてI法を選択する．  

A法：1日1回15 ～ 20㎎/㎡投与，5日

間連続し，少なくとも2週間休薬．B

法：1日1回50～70㎎/㎡投与し，少な

くとも3週間休薬．C法：1日1回25 ～

35㎎/㎡投与し，少なくとも1週間休

薬．D法：1日1回10～20㎎/㎡投与，

5日間連続し，少なくとも2週間休薬．

E法：1日1回70～90㎎/㎡投与し，少

なくとも3週間休薬．F法：1日1回20

㎎/㎡投与，5日間連続し，少なくと

も2週間休薬．G法：1日1回100㎎/㎡

投与し，少なくとも3週間休薬．H

法：1日1回75㎎/㎡投与し，少なくと

も20日間休薬．I法：25㎎/㎡を60分か

けて点滴静注し，週1回投与を2週連続

し，3週目は休薬．  

2）次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性

腫瘍剤との併用療法の場合：（ア）悪

性骨腫瘍：ドキソルビシン塩酸塩との

併用において，1日1回100㎎/㎡投与

し，少なくとも3週間休薬．これを1

クールとし，投与を繰り返す．本剤単

剤 で は，G法 を 選 択．（ イ ） 子 宮 体

癌：ドキソルビシン塩酸塩との併用に

おいて，1日1回50㎎/㎡投与し，少な

くとも3週間休薬．これを1クールと

し，投与を繰り返す．（ウ）再発・難

治性悪性リンパ腫：他の抗悪性腫瘍剤

との併用において，1日量100㎎/㎡を

1日間持続静注し，少なくとも20日間

休薬し，これを1クールとして投与を

繰り返す．又は1日量25㎎/㎡を4日間

連続持続静注し，少なくとも17日間休

薬し，これを1クールとして投与を繰

り返す．（エ）小児悪性固形腫瘍（横

紋筋肉腫，神経芽腫，肝芽腫その他肝
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原発悪性腫瘍，髄芽腫等）に対する他

の抗悪性腫瘍剤との併用療法：他の抗

悪性腫瘍剤との併用において，1日1回

60～100㎎/㎡投与し，少なくとも3週

間休薬．これを1クールとし，投与を

繰り返す．もしくは，他の抗悪性腫瘍

剤との併用において，1日1回20㎎/㎡

投与，5日間連続し，少なくとも2週間

休薬．これを1クールとし，投与を繰

り返す  

3）本剤の投与時には腎毒性を軽減す

るために次の処置を行う．（ア）投与

前1,000 ～ 2,000mL（小児300 ～ 900mL/

㎡）の適当な輸液を4時間以上（小児2

時間以上）かけて投与する．（イ）投

与時，投与量に応じて500 ～ 1,000mL

（小児300 ～ 900mL/㎡）の生理食塩液

又はブドウ糖-食塩液に混和し，2時間

以上かけて点滴静注する．なお，点滴

時間が長時間に及ぶ場合には遮光して

投与する．（ウ）投与終了後，1,000～

2,000mL（小児600mL/㎡以上）の適当

な輸液を4時間以上（小児3時間以上）

かけて投与する．（エ）投与中は，尿

量確保に注意し，必要に応じてマンニ

トール及びフロセミド等の利尿剤を投

与する  

②M-VAC療法  

1）メトトレキサート，ビンブラスチ

ン硫酸塩及びドキソルビシン塩酸塩と

の併用において，シスプラチンとして

1回70㎎/㎡を静注．標準的な投与量

及び投与方法：メトトレキサート30㎎

/㎡を1日目に投与した後に，2日目に

ビンブラスチン硫酸塩3㎎/㎡，ドキ

ソルビシン塩酸塩30㎎/㎡及びシスプ

ラチン70㎎/㎡を静注．15日目及び22

日目にメトトレキサート30㎎/㎡及び

ビンブラスチン硫酸塩3㎎/㎡を静

注．これを1コースとし，4週ごとに繰

り返す．  

2）シスプラチンの投与時には腎毒性

を軽減するために，用法の①のシスプ

ラチン通常療法の3）に準じた処置を

行う

�����������������

（ネダプラチン）Nedaplatin

‛アクプラ静注用10㎎（無）� え
Aqupla 10㎎/V  〔日医工〕

〔薬価〕4,342.00円/瓶

‛アクプラ静注用50㎎（無）� え
Aqupla 50㎎/V

〔薬価〕19,517.00円/瓶

【効】頭頸部癌，肺小細胞癌，肺非小細

胞癌，食道癌，膀胱癌，精巣（睾丸）

腫瘍，卵巣癌，子宮頸癌

【用】（注）①1日1回80～100㎎/㎡を投

与し，少なくとも4週間休薬．これを1

コースとし，繰り返す．②本剤投与

時，投与量に応じて300mL以上の生理

食塩液又は5%キシリトール注射液に

溶解し，60分以上かけて点滴静注．③

本剤の投与に引き続き1000mL以上の

輸液を点滴静注

�����������������

（ミリプラチン水和物）Miriplatin 

hydrate

‛ミリプラ動注用70㎎（無）� お
Miripla 70㎎/V  〔大日本住友〕

〔薬価〕42,648.00円/瓶

【効】肝細胞癌におけるリピオドリゼー

ション

【用】（注）70㎎を本剤懸濁用液3.5mLに

懸濁し，1日1回肝動脈内に挿入された

カテーテルより投与．本剤の投与は，

腫瘍血管に懸濁液が充満した時点で終

了すること．上限を1回120㎎（6mL）

とする．繰り返し投与する場合には，

4週間以上の観察期間をおくこと

�����������������
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（ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステ

ル）Iodine addition products of the 

ethylesters of the fatty acids 

obtained from poppyseed oil

‛ミリプラ用懸濁用液4mL（無）
Miripla 4mL/A  〔大日本住友〕

〔薬価〕306.00円/A

【効】ミリプラ動注用70㎎の懸濁用

【用】（注）ミリプラチン70㎎に対し，

本懸濁用液3.5mLを加えて使用
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42012　トポイソメラーゼI阻害薬
 

（イリノテカン塩酸塩水和物）Irinote-

can hydrochloride hydrate

‛カンプト点滴静注40㎎� お
Campto 40㎎/2mL/V  〔ヤクルト〕

〔薬価〕2,036.00円/瓶

‛カンプト点滴静注100㎎� お
Campto 100㎎/5mL/V

〔薬価〕4,594.00円/瓶

【効】①小細胞肺癌，非小細胞肺癌．②

子宮頸癌，卵巣癌，胃癌（手術不能又

は再発），結腸・直腸癌（手術不能又

は再発）．③乳癌（手術不能又は再

発），有棘細胞癌．④悪性リンパ腫

（非ホジキンリンパ腫）．⑤小児悪性固

形腫瘍．⑥治癒切除不能な膵癌

【用】（注）①③はA法を，②はA法又

はB法を，④はC法を，⑤はD法を，

⑥はE法を1クールとして繰り返す．A

法：1日1回，100㎎/㎡を1週間間隔で

3～4回点滴静注し，少なくとも2週間

休薬．B法：1日1回，150㎎/㎡を2週

間間隔で2～3回点滴静注し，少なく

とも3週間休薬．C法：1日1回，40㎎/

㎡を3日間連日点滴静注．これを1週毎

に2～3回繰り返し，少なくとも2週間

休薬．D法：1日1回，20㎎/㎡を5日間

連日点滴静注．これを1週毎に2回繰り

返し，少なくとも1週間休薬．E法：1

日1回，180㎎/㎡を点滴静注し，少な

くとも2週間休薬．A法，B法及びE法

では，投与量に応じて500mL以上の生

理食塩液，ブドウ糖液又は電解質維持

液に混和し，90分以上かけて点滴静

注．C法では，投与量に応じて250mL

以上の生理食塩液，ブドウ糖液又は電

解質維持液に混和し，60分以上かけて

点滴静注．D法では，投与量に応じて

100mL以上の生理食塩液，ブドウ糖液

又は電解質維持液に混和し，60分以上

かけて点滴静注
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42013　トポイソメラーゼII阻害薬
 

（エトポシド）Etoposide

‛ベプシド注100㎎� お
Vepesid 100㎎/5mL/V  〔ブリストル〕

〔薬価〕3,128.00円/瓶

【効】①肺小細胞癌，悪性リンパ腫，急

性白血病，睾丸腫瘍，膀胱癌，絨毛性

疾患．②胚細胞腫瘍（精巣腫瘍，卵巣

腫瘍，性腺外腫瘍）．③次の悪性腫瘍

に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療

法：小児悪性固形腫瘍（ユーイング肉

腫ファミリー腫瘍，横紋筋肉腫，神経

芽腫，網膜芽腫，肝芽腫その他肝原発

悪性腫瘍，腎芽腫その他腎原発悪性腫

瘍等）．④腫瘍特異的T細胞輸注療法

の前処置

【用】（注）①1日量60～100㎎/㎡を5日

間連続点滴静注し，3週間休薬．これ

を1クールとし，繰り返す．②確立さ

れた標準的な他の抗悪性腫瘍剤との併

用療法を行い，1日量100㎎/㎡を5日

間連続点滴静注し，16日間休薬．これ

を1クールとし，繰り返す．③他の抗

悪性腫瘍剤との併用において，1日量

100 ～ 150㎎/㎡を3 ～ 5日間連続点滴
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静注し，3週間休薬．これを1クールと

し，繰り返す．④再生医療等製品の用

法及び用量又は使用方法に基づき使用
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42014　分子標的治療薬（抗EGFR
抗体）

 

（パニツムマブ（遺伝子組換え））

Panitumumab (genetical recombina-

tion)

‛ベクティビックス点滴静注
100㎎� おけ

Vectibix 100㎎5mL/V  〔武田〕

〔薬価〕79,165.00円/瓶

【効】KRAS遺伝子野生型の治癒切除不

能な進行・再発の結腸・直腸癌

【用】（注）2週間に1回，1回6㎎/㎏を

60分以上かけて点滴静注
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42015　分子標的治療薬（抗HER2
抗体）

 

（トラスツズマブ（遺伝子組換え））

Trastuzumab (genetical recombina-

tion)

‛ハーセプチン注射用150� け
Herceptin 150㎎/V  〔中外〕

〔薬価〕34,670.00円/瓶

【効】①HER2過剰発現が確認された乳

癌．②HER2過剰発現が確認された治

癒切除不能な進行・再発の胃癌．③

HER2陽性の根治切除不能な進行・再

発の唾液腺癌．④がん化学療法後に増

悪したHER2陽性の治癒切除不能な進

行・再発の結腸・直腸癌

【用】（注）①A法又はB法を使用．②

他の抗悪性腫瘍剤との併用でB法を使

用．③ドセタキセル製剤との併用でB

法．④ペルツズマブ（遺伝子組換え）

との併用でB法を使用．  

A法：1日1回，初回投与時には4㎎/㎏

を，2回目以降は2㎎/㎏を90分以上か

けて1週間間隔で点滴静注．B法：1日

1回，初回投与時には8㎎/㎏を，2回

目以降は6㎎/㎏を90分以上かけて3週

間間隔で点滴静注．初回投与の忍容性

が良好であれば，2回目以降の投与時

間は30分間まで短縮できる
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42016　分子標的治療薬（抗VEGF
抗体）

 

（ベバシズマブ（遺伝子組換え））

Bevacizumab (genetical recombina-

tion)

‛アバスチン点滴静注用100㎎
/4mL� おけ

Avastin 100㎎/V  〔中外〕

〔薬価〕32,305.00円/瓶

‛アバスチン点滴静注用400㎎
/16mL� おけ

Avastin 400㎎/V

〔薬価〕121,608.00円/瓶

【効】①治癒切除不能な進行・再発の結

腸・直腸癌．②扁平上皮癌を除く切除

不能な進行・再発の非小細胞肺癌．③

卵巣癌．④進行又は再発の子宮頸癌．

⑤手術不能又は再発乳癌．⑥悪性神経

膠腫．⑦切除不能な肝細胞癌

【用】（注）①（1）他の抗悪性腫瘍剤と

の併用において，1回5㎎/㎏又は10㎎

/㎏を点滴静注，投与間隔は2週間以

上．（2）他の抗悪性腫瘍剤との併用に

おいて，1回7.5㎎/㎏を点滴静注，投

与間隔は3週間以上．②④他の抗悪性

腫瘍剤との併用において，1回15㎎/

㎏を点滴静注，投与間隔は3週間以

上．③他の抗悪性腫瘍剤との併用にお

いて，1回10㎎/㎏を2週間間隔又は1

回15㎎/㎏を3週間間隔で点滴静注．
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患者の状態により投与間隔は適宜延

長．⑤パクリタキセルとの併用におい

て，1回10㎎/㎏を点滴静注．投与間

隔は2週間以上．⑥1回10㎎/㎏を2週

間間隔又は1回15㎎/㎏を3週間間隔で

点滴静注．⑦アテゾリズマブ（遺伝子

組換え）との併用において，1回15㎎

/㎏（体重）を点滴静注射．投与間隔

は3週間以上
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42017　分子標的治療薬（抗CD20
抗体）

 

（ペルツズマブ（遺伝子組換え））

Pertuzumab (genetical recombina-

tion)

‛パージェタ点滴静注420㎎
/14mL（無）� おけ

Perjeta 420㎎14mL/V  〔中外〕

〔薬価〕206,472.00円/瓶

【効】①HER2陽性の乳癌．②がん化学

療法後に増悪したHER2陽性の治癒切

除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

【用】（注）①他の抗悪性腫瘍剤との併

用において，1日1回，初回投与時には

840㎎を，2回目以降は420㎎を60分か

けて3週間間隔で点滴静注．術前・術

後薬物療法の場合，投与期間は12か月

間まで．初回投与の忍容性が良好であ

れば，2回目以降の投与時間は30分間

まで短縮可．②トラスツズマブ（遺伝

子組換え）との併用において，成人に

対して1日1回，初回投与時には840㎎

を，2回目以降は420㎎を60分かけて3

週間間隔で点滴静注．初回投与の忍容

性が良好であれば，2回目以降の投与

時間は30分間まで短縮可
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（リツキシマブ（遺伝子組換え））

Rituximab (genetical recombination)

‛リツキサン点滴静注100㎎
（無）� け

Rituxan 100㎎10mL/V  〔中外〕

〔薬価〕24,221.00円/瓶

‛リツキサン点滴静注500㎎
（無）� け

Rituxan 500㎎50mL/V

〔薬価〕118,714.00円/瓶

【効】①CD20陽性のB細胞性非ホジキ

ンリンパ腫．②CD20陽性の慢性リン

パ 性 白 血 病． ③ 免 疫 抑 制 状 態 下 の

CD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾

患．④多発血管炎性肉芽腫症，顕微鏡

的多発血管炎．⑤難治性のネフローゼ

症候群（頻回再発型あるいはステロイ

ド依存性を示す場合）．⑥次記のABO

血液型不適合移植における抗体関連型

拒絶反応の抑制，腎移植，肝移植．⑦

インジウム（111In）イブリツモマブ　

チウキセタン（遺伝子組換え）注射液

及びイットリウム（90Y）イブリツモ

マブ　チウキセタン（遺伝子組換え）

注射液投与の前投与．⑧慢性特発性血

小板減少性紫斑病．⑨後天性血栓性血

小板減少性紫斑病．⑩全身性強皮症．

⑪難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天

疱瘡．⑫視神経脊髄炎スペクトラム障

害（視神経脊髄炎を含む）の再発予防

【用】（注）生理食塩液又は5%ブドウ糖

注射液にて1～4㎎/mLに希釈調製．①

1回量375㎎/㎡を1週間間隔で点滴静

注．最大投与回数は8回．他の抗悪性

腫瘍剤と併用する場合は，併用する抗

悪性腫瘍剤の投与間隔に合わせて，1

サイクルあたり1回投与．維持療法に

用いる場合は，1回量375㎎/㎡を点滴

静注．投与間隔は8週間を目安とし，

最大投与回数は12回．②他の抗悪性腫
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瘍剤との併用において，初回に1回量

375㎎/㎡，2回目以降は1回量500㎎/

㎡，併用する抗悪性腫瘍剤の投与サイ

クルに合わせて，1サイクルあたり1回

点滴静注．最大投与回数は6回．③1回

量375㎎/㎡を1週間間隔で点滴静注．

最大投与回数は8回．④⑧⑨⑩1回量

375㎎/㎡を1週間間隔で4回点滴静

注．⑤1回量375㎎/㎡を1週間間隔で4

回点滴静注．1回あたり500㎎まで．⑥

1回量375㎎/㎡を点滴静注．⑦250㎎/

㎡を1回点滴静注．⑪1回量1,000㎎/

bodyを2週間間隔で2回点滴静注．⑫1

回量375㎎/㎡を1週間間隔で4回点滴

静注．その後，初回投与から6か月毎

に1回量1,000㎎/body（固定用量）を

2週間間隔で2回点滴静注
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42018　分子標的治療薬（免疫
チェックポイント阻害剤）

 

（ペムブロリズマブ（遺伝子組換え））

Pembrolizumab (genetical recombi-

nation)

‛キイトルーダ点滴静注
100㎎ おけ

Keytruda 100㎎/4mL/V  〔MSD〕

〔薬価〕214,498.00円/瓶

【効】①悪性黒色腫．②切除不能な進

行・再発の非小細胞肺癌．③再発又は

難治性の古典的ホジキンリンパ腫．④

がん化学療法後に増悪した根治切除不

能な尿路上皮癌．⑤がん化学療法後に

増悪した進行・再発の高頻度マイクロ

サテライト不安定性（MSI-High）を

有する固形癌（標準的な治療が困難な

場合に限る）．⑥根治切除不能又は転

移性の腎細胞癌．⑦腎細胞癌における

術後補助療法．⑧再発又は遠隔転移を

有する頭頸部癌．⑨根治切除不能な進

行・再発の食道癌．⑩治癒切除不能な

進行・再発の高頻度マイクロサテライ

ト不安定性（MSI-High）を有する結

腸・直腸癌．⑪PD-L1陽性のホルモン

受容体陰性かつHER2陰性の手術不能

又は再発乳癌．⑫ホルモン受容体陰性

かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌

における術前・術後薬物療法．⑬がん

化学療法後に増悪した切除不能な進

行・再発の子宮体癌．⑭がん化学療法

後に増悪した高い腫瘍遺伝子変異量

（TMB-High）を有する進行・再発の

固形癌（標準的な治療が困難な場合に

限る）．⑮進行又は再発の子宮頸癌

【用】（注）①1回200㎎を3週間間隔で30

分間かけて点滴静注．術後補助療法の

場合は，投与期間は12か月間まで．②

③④⑤⑧⑩⑭1回200㎎を3週間間隔で

30分間かけて点滴静注．⑦1回200㎎を

3週間間隔又は1回400㎎を6週間間隔で

30分間かけて点滴静注．投与期間は12

か月間まで．⑨フルオロウラシル及び

シスプラチンとの併用において，1回

200㎎を3週間間隔又は1回400㎎を6週

間間隔で30分間かけて点滴静注．がん

化学療法後に増悪したPD-L1陽性の根

治切除不能な進行・再発の食道扁平上

皮癌に対しては，単独投与可．⑥⑪⑮

他の抗悪性腫瘍剤との併用において，

1回200㎎を3週間間隔又は1回400㎎を6

週間間隔で30分間かけて点滴静注．⑫

1回200㎎を3週間間隔又は1回400㎎を6

週間間隔で30分間かけて点滴静注．投

与回数は，3週間間隔投与の場合，術

前薬物療法は8回まで，術後薬物療法

は9回まで，6週間間隔投与の場合，術

前薬物療法は4回まで，術後薬物療法

は5回まで．⑬レンバチニブメシル酸

塩との併用において，1回200㎎を3週

間間隔又は1回400㎎を6週間間隔で30
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分間かけて点滴静注
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42020　分子標的治療薬（小分子：
EGFR阻害薬）

 

（ゲフィチニブ）Gefitinib

‛イレッサ錠250� お
Iressa 250㎎/T  〔アストラゼネカ〕

リ
〔薬価〕3,755.00円/T

【効】EGFR遺伝子変異陽性の手術不能

又は再発非小細胞肺癌

【用】（内）250㎎を1日1回
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42030　ホルモン（アロマターゼ阻
害薬）

 

（アナストロゾール）Anastrozole

‛アリミデックス錠1㎎� お
Arimidex 1㎎/T  〔アストラゼネカ〕

リ
〔薬価〕274.60円/T

【効】閉経後乳癌

【用】（内）1㎎を1日1回
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（エキセメスタン）Exemestane

‛アロマシン錠25㎎
Aromasin 25㎎/T  〔ファイザー〕

ラ
〔薬価〕253.40円/T

【効】閉経後乳癌

【用】（内）1日1回25㎎を食後
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（レトロゾール）Letrozole

‛フェマーラ錠2.5㎎� お
Femara 2.5㎎/T  〔ノバルティス〕

リ
〔薬価〕321.10円/T

【効】①閉経後乳癌．②生殖補助医療に

おける調節卵巣刺激．③多嚢胞性卵巣

症候群における排卵誘発．④原因不明

不妊における排卵誘発

【用】（内）①1日1回2.5㎎．②③④1日1

回2.5㎎を月経周期3日目から5日間経

口投与．十分な効果が得られない場合

は，次周期以降の1回投与量を5㎎に増

量できる
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42031　ホルモン（抗エストロゲン
薬）

 

（タモキシフェンクエン酸塩）

Tamoxifen citrate

‛ノルバデックス錠20㎎
Nolvadex 20㎎/T  〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕111.10円/T

【効】乳癌

【用】（内）20㎎を1日1回．1日40㎎まで
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（フルベストラント）Fulvestrant

‛フェソロデックス筋注250㎎�お
Faslodex 250㎎/5mL/シリンジ 

 〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕38,404.00円/筒

【効】乳癌

【用】（注）500 ㎎（本 剤 2 筒） を， 初

回，2週後，4週後，その後4週ごとに1

回，左右の臀部に250㎎（本剤1筒）ず

つ 筋 注． 閉 経 前 乳 癌 に 対 し て は，

LH-RHアゴニスト投与下でCDK4/6

阻害剤と併用する
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42032　ホルモン（抗アンドロゲン
薬）

 

（アビラテロン酢酸エステル）

Abiraterone acetate

‛ザイティガ錠250㎎� お
Zytiga 250㎎/T  〔ヤンセン〕

〔薬価〕3,759.30円/T
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【効】去勢抵抗性前立腺癌，内分泌療法

未治療のハイリスクの予後因子を有す

る前立腺癌

【用】（内）1日1回1,000㎎を空腹時に

�����������������

（エンザルタミド）Enzalutamide

‛イクスタンジ錠40㎎� お
Xtandi 40㎎/T  〔アステラス〕

リ
〔薬価〕2,391.60円/T

【効】①去勢抵抗性前立腺癌．②遠隔転

移を有する前立腺癌

【用】（内）160㎎を1日1回
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（ダロルタミド）Darolutamide

‛ニュベクオ錠300㎎（試）� お
Nubeqa 300㎎/T  〔バイエル〕

〔薬価〕2,302.90円/T

【効】遠隔転移を有しない去勢抵抗性前

立腺癌

【用】（内）1回600㎎を1日2回，食後．

患者の状態により適宜減量
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（ビカルタミド）Bicalutamide

‛カソデックスOD錠80㎎� お
Casodex 80㎎/T  〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕327.80円/T

【効】前立腺癌

【用】（内）1日1回80㎎
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42035　ホルモン（GnRHアゴニス
ト）

 

（ゴセレリン酢酸塩）Goserelin 

acetate

‛ゾラデックスLA10.8㎎デポ�お
Zoladex LA 10.8㎎/本 

 〔アストラゼネカ〕

〔薬価〕45,350.00円/筒

【効】①前立腺癌．②閉経前乳癌

【用】（注）10.8㎎を前腹部に12～13週

ごとに1回皮下注
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（リュープロレリン酢酸塩）Leupro-

relin acetate

‛リュープロレリン酢酸塩注射
用キット3.75㎎「NP」あ� お

Leuprorelin acetate 3.75㎎/1mL/本 

 〔ニプロ〕

〔薬価〕19,332.00円/筒

〔先発品〕リュープリン注射用キット

3.75㎎

【効】①子宮内膜症．②過多月経，下腹

痛，腰痛及び貧血等を伴う子宮筋腫に

おける筋腫核の縮小及び症状の改善．

③閉経前乳癌．④前立腺癌．⑤中枢性

思春期早発症

【用】（注） ① 4 週 に 1 回 3.75 ㎎ を 皮 下

注．体重が50㎏未満の患者では1.88㎎

を投与できる．初回は月経周期1～5

日目に．②4週に1回1.88㎎を皮下注．

体重の重い患者，子宮腫大が高度の患

者では3.75㎎を投与．初回は月経周期

1 ～ 5日目に行う．③④4週に1回3.75

㎎を皮下注．⑤4週に1回30μg/㎏を皮

下注．症状に応じて180μg/㎏まで増

量できる
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（リュープロレリン酢酸塩）Leupro-

relin acetate

‛リュープリンSR注射用キット
11.25㎎� お

Leuplin SR 11.25㎎/1mL/本  〔武田〕

〔薬価〕49,710.00円/筒

【効】①前立腺癌．②閉経前乳癌．③球

脊髄性筋萎縮症の進行抑制

【用】（注）12週に1回11.25㎎を皮下注

�����������������
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（リュープロレリン酢酸塩）Leupro-

relin acetate

‛リュープリンPRO注射用キッ
ト22.5㎎� お

Leuplin PRO 22.5㎎/1mL/本  〔武田〕

〔薬価〕75,823.00円/筒

【効】①前立腺癌．②閉経前乳癌

【用】（注）24週に1回22.5㎎を皮下注
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42036　ホルモン（GnRHアンタゴ
ニスト）

 

（デガレリクス酢酸塩）Degarelix 

acetate

‛ゴナックス皮下注用80㎎� お
Gonax 80㎎/V（溶解液付） 

 〔アステラス〕

〔薬価〕20,623.00円/瓶

‛ゴナックス皮下注用120㎎� お
Gonax 120㎎/V（溶解液付）

〔薬価〕25,321.00円/瓶

【効】前立腺癌

【用】（注）初回240㎎を1カ所あたり120

㎎ずつ腹部2カ所に皮下注．2回目以降

は，初回投与4週間後より，維持用量

を投与．4週間間隔で投与を繰り返す

場合は，80㎎を維持用量とし，腹部1

カ所に皮下注，12週間間隔で投与を繰

り返す場合は，480㎎を維持用量，1カ

所あたり240㎎ずつ腹部2カ所に皮下

注．  

初回投与：1カ所あたり，120㎎バイア

ルに注射用水3.0mLを注入し，溶解後

速やかに3.0mLを皮下注．（3.0mLで溶

解することにより，40㎎/mLとなる．）  

維持用量を4週間間隔で投与する場

合：80㎎バイアルに注射用水4.2mLを

注入し，溶解後速やかに4.0mLを皮下

注．（4.2mLで溶解することにより，20

㎎/mLとなる）．  

維持用量を12週間間隔で投与する場

合：1カ所あたり，240㎎バイアルに注

射用水4.2mLを注入し，溶解後速やか

に4.0mLを皮下注．（4.2mLで溶解する

ことにより，60㎎/mLとなる．）
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42040　非特異的免疫賦活薬
 

（乾燥BCG膀胱内用（日本株））

Freeze-dried BCG intravesical 

(Japan)

‛イムノブラダー膀注用
80㎎� おけ

Immunobladder 80㎎/V  〔日本化薬〕

〔薬価〕13,891.40円/瓶

【効】表在性膀胱癌，膀胱上皮内癌

【用】（外）①薬剤の調製：本品1本（80

㎎）に添付の溶剤（生理食塩液）2mL

を加え40㎎/mLの懸濁液とする．これ

に生理食塩液39mLを更に加え均等な

BCG希 釈 液 を 調 製 す る． ② 投 与 方

法：尿道カテーテルを膀胱内に無菌条

件下で挿入し，残尿を排出した後，80

㎎のBCGを含有している希釈液を同

カテーテルより膀胱内にできるだけ

ゆっくりと注入し，原則として2時間

膀胱内に保持するようにつとめる．こ

れを週1回8週間繰り返す
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（ストレプトコックス・ピオゲネス

（A群3型）Su株ペニシリン処理凍結

乾燥粉末）Streptococcus

‛ピシバニール注射用1KE� おけ
Picibanil 1KE/V  〔中外〕

〔薬価〕6,131.00円/瓶

‛ピシバニール注射用5KE� おけ
Picibanil 5KE/V

〔薬価〕13,269.00円/瓶

1KE中： 

ストレプトコックス・ピオゲネス
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（A群3型）Su株ペニシリン処理凍結

乾燥粉末 2.8㎎ 

（乾燥菌体として0.1㎎）

【効】①胃癌（手術例）患者及び原発性

肺癌患者における化学療法との併用に

よる生存期間の延長．②消化器癌患者

及び肺癌患者における癌性胸・腹水の

減少．③他剤無効の，頭頸部癌（上顎

癌，喉頭癌，咽頭癌，舌癌）及び甲状

腺癌．④リンパ管腫

【用】（注）①化学療法に併用し，各投

与量（KE）を添付の生理食塩液で適

宜懸濁溶解して，筋注，皮下又は皮内

注．初回0.2 ～ 0.5KEより開始し，患

者の状態を観察しつつ，連日又は隔日

1回の投与で2～3週間かけて2～5KE

まで漸増．維持量は1回2～5KE，週1

～2回とする．同日内に同一患者に対

し，2経路による投与は行わない．②1

回5 ～ 10KEを添付の生理食塩液で適

宜懸濁溶解して，週に1～2回漿膜腔

内投与．同日内に同一患者に対し，2

経路による投与は行わない．③1回5

～10KEを添付の生理食塩液で適宜懸

濁溶解して，毎日又は数日に1回，腫

瘍内又は腫瘍辺縁部に注入．同日内に

同一患者に対し，2経路による投与は

行わない．④生理食塩液で適宜懸濁溶

解して，0.05 ～ 0.1KE/mL濃度の懸濁

溶解液を調製．吸引リンパ管腫液量と

同量の懸濁溶解液を局所に注入．1回

総投与量2KEを上限
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42041　CDK　4/6阻害剤
 

（パルボシクリブ）Palbociclib

‛イブランス錠25㎎（無）� お
Ibrance 25㎎/T  〔ファイザー〕

〔薬価〕5,679.70円/T

‛イブランス錠125㎎（無）� お
Ibrance 125㎎/T

〔薬価〕22,978.10円/T

【効】ホルモン受容体陽性かつHER2陰

性の手術不能又は再発乳癌

【用】（内）内分泌療法剤との併用にお

いて，1日1回125㎎を3週間連続して投

与し，その後1週間休薬．これを1サイ

クルとして投与を繰り返す．患者の状

態により適宜減量

�����������������

42050　その他
 

（アナモレリン塩酸塩）Anamorelin 

hydrochloride

‛エドルミズ錠50㎎� お
Adlumiz 50㎎/T  〔小野〕

〔薬価〕245.70円/T

【効】次記の悪性腫瘍におけるがん悪液

質：非小細胞肺癌，胃癌，膵癌，大腸

癌

【用】（内）100㎎を1日1回，空腹時

�����������������

（メトロニダゾール）Metronidazole

‛ロゼックスゲル0.75%（試）
Rozex 15g/本  〔マルホ〕

〔薬価〕102.30円/g

【効】①がん性皮膚潰瘍部位の殺菌・臭

気の軽減．②酒さ

【用】（外）①症状及び病巣の広さに応

じて適量を使用．潰瘍面を清拭後，1

日1～2回ガーゼ等にのばして貼付す

るか，患部に直接塗布しその上をガー

ゼ等で保護．②1日2回，患部を洗浄

後，適量を塗布

�����������������
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V　生薬及び漢方処方に基づく医薬品

52　漢方製剤
 

（葛根湯）

‛ツムラ葛根湯エキス顆粒（医
療用）〔TJ－1〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕8.30円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.75g： 

カッコン4　タイソウ3　マオウ3　

カンゾウ2　ケイヒ2　シャクヤク2　

ショウキョウ2

【効】自然発汗がなく頭痛，発熱，悪

寒，肩こり等を伴う比較的体力のある

ものの次の諸症：感冒，鼻かぜ，熱性

疾患の初期，炎症性疾患（結膜炎，角

膜炎，中耳炎，扁桃腺炎，乳腺炎，リ

ンパ腺炎），肩こり，上半身の神経

痛，蕁麻疹

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（八味地黄丸）

‛ツムラ八味地黄丸エキス顆粒
（医療用）〔TJ－7〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕9.90円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.0g： 

ジオウ6　サンシュユ3　サンヤク3　

タクシャ3　ブクリョウ3　ボタンピ

2.5　ケイヒ1　ブシ末0.5

【効】疲労，倦怠感著しく，尿利減少又

は頻数，口渇し，手足に交互的に冷感

と熱感のあるものの次の諸症：腎炎，

糖尿病，陰萎，坐骨神経痛，腰痛，脚

気，膀胱カタル，前立腺肥大，高血圧

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（大柴胡湯）

‛ツムラ大柴胡湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－8〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕22.40円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.5g： 

サイコ6　ハンゲ4　オウゴン3　

シャクヤク3　タイソウ3　キジツ2　

ショウキョウ1　ダイオウ1

【効】比較的体力のある人で，便秘がち

で，上腹部が張って苦しく，耳鳴り，

肩こりなど伴うものの次の諸症：胆石

症，胆嚢炎，黄疸，肝機能障害，高血

圧症，脳溢血，蕁麻疹，胃酸過多症，

急性胃腸カタル，悪心，嘔吐，食欲不

振，痔疾，糖尿病，ノイローゼ，不眠

症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（小柴胡湯）

‛ツムラ小柴胡湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－9〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕29.70円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.5g： 

サイコ7　ハンゲ5　オウゴン3　タ

イソウ3　ニンジン3　カンゾウ2　

ショウキョウ1

【効】①体力中等度で上腹部がはって苦

しく，舌苔を生じ，口中不快，食欲不

振，時により微熱，悪心などのあるも
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のの次の諸症：諸種の急性熱性病，肺

炎，気管支炎，気管支喘息，感冒，リ

ンパ腺炎，慢性胃腸障害，産後回復不

全．②慢性肝炎における肝機能障害の

改善

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（柴胡桂枝湯）

‛ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－10〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕24.40円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.0g： 

サイコ5　ハンゲ4　オウゴン2　カ

ンゾウ2　ケイヒ2　シャクヤク2　

タイソウ2　ニンジン2　ショウキョ

ウ1

【効】発熱汗出て，悪寒し，身体痛み，

頭痛，はきけのあるものの次の諸症：

感冒・流感・肺炎・肺結核などの熱性

疾患，胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胆嚢

炎・胆石・肝機能障害・膵臓炎などの

心下部緊張疼痛

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（柴胡桂枝乾姜湯）

‛ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス
顆粒（医療用）〔TJ－11〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕18.90円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.5g： 

サイコ6　オウゴン3　カロコン3　

ケイヒ3　ボレイ3　カンキョウ2　

カンゾウ2

【効】体力が弱く，冷え症，貧血気味

で，動悸，息切れがあり，神経過敏の

ものの次の諸症：更年期障害，血の道

症，神経症，不眠症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（半夏瀉心湯）

‛ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－14〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕22.50円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.5g： 

ハンゲ5　オウゴン2.5　カンキョウ

2.5　カンゾウ2.5　タイソウ2.5　ニ

ンジン2.5　オウレン1

【効】みぞおちがつかえ，ときに悪心，

嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便

又は下痢の傾向のあるものの次の諸

症：急・慢性胃腸カタル，はっ酵性下

痢，消化不良，胃下垂，神経性胃炎，

胃弱，二日酔，げっぷ，胸やけ，口内

炎，神経症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（黄連解毒湯）

‛ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－15〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕14.20円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

1.5g： 

オウゴン3　オウレン2　サンシシ2　

オウバク1.5

【効】比較的体力があり，のぼせぎみで

顔色赤く，いらいらする傾向のある次

の諸症：鼻出血，高血圧，不眠症，ノ

イローゼ，胃炎，二日酔，血の道症，

めまい，動悸，湿疹・皮膚炎，皮膚そ

う痒症
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【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（半夏厚朴湯）

‛ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－16〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕9.60円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

2.5g： 

ハンゲ6　ブクリョウ5　コウボク3　

ソヨウ2　ショウキョウ1

【効】気分がふさいで，咽喉・食道部に

異物感があり，ときに動悸，めまい，

嘔気などを伴う次の諸症：不安神経

症，神経性胃炎，つわり，咳，しわが

れ声，神経性食道狭窄症，不眠症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間
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（五苓散）

‛ツムラ五苓散エキス顆粒（医
療用）〔TJ－17〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕13.80円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

2.0g： 

タクシャ4　ソウジュツ3　チョレイ

3　ブクリョウ3　ケイヒ1.5

【効】口渇，尿量減少するものの次の諸

症：浮腫，ネフローゼ，二日酔，急性

胃腸カタル，下痢，悪心，嘔吐，めま

い，胃内停水，頭痛，尿毒症，暑気あ

たり，糖尿病

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（小青竜湯）

‛ツムラ小青竜湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－19〕

3g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕13.00円/g

9.0g中，次記割合の乾燥エキス

5.0g： 

ハンゲ6　カンキョウ3　カンゾウ3　

ケイヒ3　ゴミシ3　サイシン3　

シャクヤク3　マオウ3

【効】次記疾患における水様の痰，水様

鼻汁，鼻閉，くしゃみ，喘鳴，咳嗽，

流涙：気管支炎，気管支喘息，鼻炎，

アレルギー性鼻炎，アレルギー性結膜

炎，感冒

【用】（内）1 日 9.0gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（防已黄耆湯）

‛ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－20〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕9.70円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.75g： 

オウギ5　ボウイ5　ソウジュツ3　

タイソウ3　カンゾウ1.5　ショウ

キョウ1

【効】色白で筋肉軟らかく水ぶとりの体

質で疲れやすく，汗が多く，小便不利

で下肢に浮腫をきたし，膝関節の腫痛

するものの次の諸症：腎炎，ネフロー

ゼ，妊娠腎，陰嚢水腫，肥満症，関節

炎，癰，せつ，筋炎，浮腫，皮膚病，

多汗症，月経不順

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������
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（当帰芍薬散）

‛ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒
（医療用）〔TJ－23〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕9.00円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.0g： 

シャクヤク4　ソウジュツ4　タク

シャ4　ブクリョウ4　センキュウ3　

トウキ3

【効】筋肉が一体に軟弱で疲労しやす

く，腰脚の冷えやすいものの次の諸

症：貧血，倦怠感，更年期障害（頭

重，頭痛，めまい，肩こり等），月経

不順，月経困難，不妊症，動悸，慢性

腎炎，妊娠中の諸病（浮腫，習慣性流

産，痔，腹痛），脚気，半身不随，心

臓弁膜症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間
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（加味逍遙散）

‛ツムラ加味逍遙散エキス顆粒
（医療用）〔TJ－24〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕16.10円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.0g： 

サイコ3　シャクヤク3　ソウジュツ

3　トウキ3　ブクリョウ3　サンシ

シ2　ボタンピ2　カンゾウ1.5　

ショウキョウ1　ハッカ1

【効】体質虚弱な婦人で肩がこり，疲れ

やすく，精神不安などの精神神経症

状，ときに便秘の傾向のある次の諸

症：冷え症，虚弱体質，月経不順，月

経困難，更年期障害，血の道症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間
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（桂枝茯苓丸）

‛ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒
（医療用）〔TJ－25〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕8.50円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

1.75g： 

ケイヒ3　シャクヤク3　トウニン3　

ブクリョウ3　ボタンピ3

【効】体格はしっかりしていて赤ら顔が

多く，腹部は大体充実，下腹部に抵抗

のあるものの次の諸症：子宮並びにそ

の付属器の炎症，子宮内膜炎，月経不

順，月経困難，帯下，更年期障害（頭

痛，めまい，のぼせ，肩こり等），冷

え症，腹膜炎，打撲症，痔疾患，睾丸

炎

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間
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（麦門冬湯）

‛ツムラ麦門冬湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－29〕

3g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕16.70円/g

9.0g中，次記割合の乾燥エキス

6.0g： 

バクモンドウ10　コウベイ5　ハン

ゲ5　タイソウ3　カンゾウ2　ニン

ジン2

【効】痰の切れにくい咳，気管支炎，気

管支喘息

【用】（内）1 日 9.0gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間
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（真武湯）

‛ツムラ真武湯エキス顆粒（医
療用）〔TJ－30〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕8.70円/g
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7.5g中，次記割合の乾燥エキス

2.0g： 

ブクリョウ4　シャクヤク3　ソウ

ジュツ3　ショウキョウ1.5　ブシ末

0.5

【効】新陳代謝の沈衰しているものの次

の諸症：胃腸疾患，胃腸虚弱症，慢性

腸炎，消化不良，胃アトニー症，胃下

垂症，ネフローゼ，腹膜炎，脳溢血，

脊髄疾患による運動ならびに知覚麻

痺，神経衰弱，高血圧症，心臓弁膜

症，心不全で心悸亢進，半身不随，リ

ウマチ，老人性そう痒症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（呉茱萸湯）

‛ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－31〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕10.20円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

2.25g： 

タイソウ4　ゴシュユ3　ニンジン2　

ショウキョウ1.5

【効】手足の冷えやすい中等度以下の体

力のものの次の諸症：習慣性偏頭痛，

習慣性頭痛，嘔吐，脚気衝心

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（当帰四逆加呉茱萸生姜湯）

‛ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜
湯エキス顆粒（医療用）〔TJ
－38〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕10.60円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.0g： 

タイソウ5　ケイヒ3　シャクヤク3　

トウキ3　モクツウ3　カンゾウ2　

ゴシュユ2　サイシン2　ショウキョ

ウ1

【効】手足の冷えを感じ，下肢が冷える

と下肢又は下腹部が痛くなり易いもの

の次の諸症：しもやけ，頭痛，下腹部

痛，腰痛

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（補中益気湯）

‛ツムラ補中益気湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－41〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕22.80円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

5.0g： 

オウギ4　ソウジュツ4　ニンジン4　

トウキ3　サイコ2　タイソウ2　チ

ンピ2　カンゾウ1.5　ショウマ1　

ショウキョウ0.5

【効】消化機能が衰え，四肢倦怠感著し

い虚弱体質者の次の諸症：夏やせ，病

後の体力増強，結核症，食欲不振，胃

下垂，感冒，痔，脱肛，子宮下垂，陰

萎，半身不随，多汗症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（六君子湯）

‛ツムラ六君子湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－43〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕18.30円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.0g： 

ソウジュツ4　ニンジン4　ハンゲ4　

ブクリョウ4　タイソウ2　チンピ2　

カンゾウ1　ショウキョウ0.5

【効】胃腸の弱いもので，食欲がなく，
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みぞおちがつかえ，疲れやすく，貧血

性で手足が冷えやすいものの次の諸

症：胃炎，胃アトニー，胃下垂，消化

不良，食欲不振，胃痛，嘔吐

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（十全大補湯）

‛ツムラ十全大補湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－48〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕18.60円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

5.0g： 

オウギ3　ケイヒ3　ジオウ3　シャ

クヤク3　センキュウ3　ソウジュツ

3　トウキ3　ニンジン3　ブクリョ

ウ3　カンゾウ1.5

【効】病後の体力低下，疲労倦怠，食欲

不振，ねあせ，手足の冷え，貧血

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（抑肝散）

‛ツムラ抑肝散エキス顆粒（医
療用）〔TJ－54〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕10.70円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.25g： 

ソウジュツ4　ブクリョウ4　セン

キュウ3　チョウトウコウ3　トウキ

3　サイコ2　カンゾウ1.5

【効】虚弱な体質で神経がたかぶるもの

の次の諸症：神経症，不眠症，小児夜

なき，小児疳症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（防風通聖散）

‛ツムラ防風通聖散エキス顆粒
（医療用）〔TJ－62〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕8.40円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.5g： 

カッセキ3　オウゴン2　カンゾウ2　

キキョウ2　セッコウ2　ビャクジュ

ツ2　ダイオウ1.5　ケイガイ1.2　サ

ンシシ1.2　シャクヤク1.2　セン

キュウ1.2　トウキ1.2　ハッカ1.2　

ボウフウ1.2　マオウ1.2　レンギョ

ウ1.2　ショウキョウ0.3　無水ボウ

ショウ0.7

【効】腹部に皮下脂肪が多く，便秘がち

なものの次の諸症：高血圧の随伴症状

（どうき，肩こり，のぼせ），肥満症，

むくみ，便秘

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（芍薬甘草湯）

‛ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－68〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕6.90円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

2.5g： 

カンゾウ6　シャクヤク6

【効】急激におこる筋肉の痙攣を伴う疼

痛，筋肉・関節痛，胃痛，腹痛

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（香蘇散）

‛ツムラ香蘇散エキス顆粒（医
療用）〔TJ－70〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕7.10円/g
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7.5g中，次記割合の乾燥エキス

2.0g： 

コウブシ4　ソヨウ2　チンピ2　カ

ンゾウ1.5　ショウキョウ1

【効】胃腸虚弱で神経質の人の風邪の初

期

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（大建中湯）

‛ツムラ大建中湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－100〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕9.00円/g

15.0g中，次記割合の乾燥エキス

1.25gとコウイ10.0g： 

カンキョウ5　ニンジン3　サンショ

ウ2

【効】腹が冷えて痛み，腹部膨満感のあ

るもの

【用】（内）1 日 15.0gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（牛車腎気丸）

‛ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒
（医療用）〔TJ－107〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕10.70円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.5g： 

ジオウ5　ゴシツ3　サンシュユ3　

サンヤク3　シャゼンシ3　タクシャ

3　ブクリョウ3　ボタンピ3　ケイ

ヒ1　ブシ末1

【効】疲れやすくて，四肢が冷えやすく

尿量減少又は多尿で時に口渇がある次

の諸症：下肢痛，腰痛，しびれ，老人

のかすみ目，かゆみ，排尿困難，頻

尿，むくみ

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（柴苓湯）

‛ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医
療用）〔TJ－114〕

3g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕45.30円/g

9.0g中，次記割合の乾燥エキス

6.0g： 

サイコ7　タクシャ5　ハンゲ5　オ

ウゴン3　ソウジュツ3　タイソウ3　

チョレイ3　ニンジン3　ブクリョウ

3　カンゾウ2　ケイヒ2　ショウ

キョウ1

【効】吐き気，食欲不振，のどのかわ

き，排尿が少ないなどの次の諸症：水

瀉性下痢，急性胃腸炎，暑気あたり，

むくみ

【用】（内）1 日 9.0gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������

（麻黄附子細辛湯）

‛ツムラ麻黄附子細辛湯エキス
顆粒（医療用）〔TJ－127〕

2.5g/包  〔ツムラ〕

〔薬価〕18.50円/g

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

1.5g： 

マオウ4　サイシン3　ブシ末1

【効】悪寒，微熱，全身倦怠，低血圧で

頭痛，めまいあり，四肢にとう痛冷感

あるものの次の諸症：感冒，気管支炎

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

�����������������
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VI　病原生物に対する医薬品

61　抗菌薬I
610　ペニシリン系
61002　天然ペニシリン（注射）
 

（ベンジルペニシリンカリウム）

Benzylpenicillin potassium

‛注射用ペニシリンGカリウム
100万単位

Penicillin G potassium 100万単位/V 

 〔Meiji Seika〕

〔薬価〕323.00円/瓶

【効】敗血症，感染性心内膜炎，表在性

皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リン

パ管・リンパ節炎，乳腺炎，咽頭・喉

頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，

肺膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の二次

感染，淋菌感染症，化膿性髄膜炎，中

耳炎，副鼻腔炎，猩紅熱，炭疽，ジフ

テリア（抗毒素併用），鼠咬症，破傷

風（抗毒素併用），ガス壊疽（抗毒素

併用），放線菌症，回帰熱，ワイル

病，梅毒．〈適応菌種〉ベンジルペニ

シリンに感性のブドウ球菌属，レンサ

球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，淋菌，

髄膜炎菌，ジフテリア菌，炭疽菌，放

線菌，破傷風菌，ガス壊疽菌群，回帰

熱ボレリア，ワイル病レプトスピラ，

鼠咬症スピリルム，梅毒トレポネーマ

【用】（注）①化膿性髄膜炎・感染性心

内膜炎・梅毒を除く感染症：1回30～

60万単位を1日2～4回筋注．②化膿性

髄膜炎：1回400万単位を1日6回，点滴

静注．③感染性心内膜炎：1回400万単

位を1日6回，点滴静注．1回500万単

位，1日3000万単位まで．④梅毒：1回

300～400万単位を1日6回，点滴静注

�����������������

61003　アミノペニシリン（内服）
 

（アンピシリンナトリウム）Ampicil-

lin sodium

‛ビクシリン注射用1g（無）
Viccillin 1g/V  〔Meiji Seika〕

〔薬価〕360.00円/瓶

【効】敗血症，感染性心内膜炎，表在性

皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リン

パ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，外

傷・熱傷及び手術創等の二次感染，乳

腺炎，骨髄炎，咽頭・喉頭炎，扁桃

炎，急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，膿

胸，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱

炎，腎盂腎炎，淋菌感染症，腹膜炎，

肝膿瘍，感染性腸炎，子宮内感染，化

膿性髄膜炎，眼瞼膿瘍，角膜炎（角膜

潰瘍を含む），中耳炎，副鼻腔炎，歯

周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎，抜歯

創・口腔手術創の二次感染，猩紅熱，

炭疽，放線菌症．〈適応菌種〉アンピ

シリンに感性のブドウ球菌属，レンサ

球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，淋菌，

髄膜炎菌，炭疽菌，放線菌，大腸菌，

赤痢菌，プロテウス・ミラビリス，イ

ンフルエンザ菌，リステリア・モノサ

イトゲネス

【用】（注）〔筋注〕1回250 ～ 1000㎎を1

日 2 ～ 4 回． 敗 血 症， 感 染 性 心 内 膜

炎，化膿性髄膜炎については，通常用

量より大量を使用．〔静注〕1日量1～

2gを1～2回に分割し生理食塩液又は

ブドウ糖注射液に溶解し静注し，点滴

静注による場合は，1日量1～4gを1～

2回に分割し輸液100～500mLに溶解し

1 ～ 2時間かけて．敗血症，感染性心

内膜炎，化膿性髄膜炎については，通
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常用量より大量を使用  

小児：1日100～200㎎/㎏を3～4回に

分割し生理食塩液又はブドウ糖注射液

に溶解し静注し，点滴静注による場合

は，輸液に溶解して用いる．1日400㎎

/㎏まで  

新生児：1日50 ～ 200㎎/㎏を2 ～ 4回

に分割し生理食塩液又はブドウ糖注射

液に溶解し静注し，点滴静注による場

合は，輸液に溶解して用いる

�����������������

61004　広域ペニシリン（内服）
 

（アモキシシリン水和物）Amoxicillin 

hydrate

‛サワシリン細粒10%
Sawacillin 100㎎/g  〔LTL〕

〔薬価〕8.80円/g

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次

感染，びらん・潰瘍の二次感染，乳腺

炎，骨髄炎，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，

急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変

の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，前立

腺炎（急性症，慢性症），精巣上体炎

（副睾丸炎），淋菌感染症，梅毒，子宮

内感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織

炎，涙嚢炎，麦粒腫，中耳炎，歯周組

織炎，歯冠周囲炎，顎炎，猩紅熱，胃

潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバ

クター・ピロリ感染症．〈適応菌種〉

本剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球

菌属，肺炎球菌，腸球菌属，淋菌，大

腸菌，プロテウス・ミラビリス，イン

フルエンザ菌，ヘリコバクター・ピロ

リ，梅毒トレポネーマ

【用】（内）①ヘリコバクター・ピロリ

感染を除く感染症：1回250㎎を1日3

～4回．小児：1日20～40㎎/㎏を3～

4回に分割．1日量として90㎎/㎏ま

で．②胃潰瘍・十二指腸潰瘍における

ヘリコバクター・ピロリ感染症：1）

アモキシシリン水和物，クラリスロマ

イシン及びランソプラゾール併用の場

合：アモキシシリン水和物として1回

750㎎，クラリスロマイシンとして1回

200㎎及びランソプラゾールとして1回

30㎎の3剤を同時に1日2回，7日間．ク

ラリスロマイシンは1回400㎎1日2回を

上限．2）アモキシシリン水和物，ク

ラリスロマイシン及びラベプラゾール

ナトリウム併用の場合：アモキシシリ

ン水和物として1回750㎎，クラリスロ

マイシンとして1回200㎎及びラベプラ

ゾールナトリウムとして1回10㎎の3剤

を同時に1日2回，7日間．クラリスロ

マイシンは1回400㎎1日2回を上限

�����������������

（アモキシシリン水和物）Amoxicillin 

hydrate

‛サワシリン錠250
Sawacillin 250㎎/T  〔LTL〕

〔薬価〕10.80円/T

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次

感染，びらん・潰瘍の二次感染，乳腺

炎，骨髄炎，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，

急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変

の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，前立

腺炎（急性症，慢性症），精巣上体炎

（副睾丸炎），淋菌感染症，梅毒，子宮

内感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織

炎，涙嚢炎，麦粒腫，中耳炎，歯周組

織炎，歯冠周囲炎，顎炎，猩紅熱，胃

潰瘍・十二指腸潰瘍・胃MALTリン

パ腫・特発性血小板減少性紫斑病・早

期胃癌に対する内視鏡的治療後胃にお

けるヘリコバクター・ピロリ感染症，

287

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6131001
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6131001


－288－

61

61　抗菌薬I

ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎．

〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌

属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌

属，淋菌，大腸菌，プロテウス・ミラ

ビリス，インフルエンザ菌，ヘリコバ

クター・ピロリ，梅毒トレポネーマ

【用】（内）①ヘリコバクター・ピロリ

感染を除く感染症：アモキシシリン水

和物として1回250㎎を1日3～4回．小

児：1日20 ～ 40㎎/㎏を3 ～ 4回に分

割．1日量として90㎎/㎏まで．②ヘ

リコバクター・ピロリ感染症，ヘリコ

バクター・ピロリ感染胃炎：1）アモ

キシシリン水和物，クラリスロマイシ

ン及びプロトンポンプインヒビター併

用の場合：アモキシシリン水和物とし

て1回750㎎，クラリスロマイシンとし

て1回200㎎及びプロトンポンプインヒ

ビターの3剤を同時に1日2回，7日間．

クラリスロマイシンは1回400㎎1日2回

を上限．2）アモキシシリン水和物，

クラリスロマイシン及びプロトンポン

プインヒビター併用によるヘリコバク

ター・ピロリの除菌治療が不成功の場

合：アモキシシリン水和物として1回

750㎎，メトロニダゾールとして1回

250㎎及びプロトンポンプインヒビ

ターの3剤を同時に1日2回，7日間  

（プロトンポンプインヒビターはラン

ソプラゾールとして1回30㎎，オメプ

ラゾールとして1回20㎎，ラベプラ

ゾールナトリウムとして1回10㎎又は

エソメプラゾールとして1回20㎎のい

ずれか1剤を選択）
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61005　広域ペニシリン（注射）
 

（ピペラシリンナトリウム）Piperacil-

lin sodium

‛ペントシリン注射用2g
Pentcillin 2g/V 

 〔富士フイルム富山化学〕

〔薬価〕605.00円/瓶

【効】①敗血症．②急性気管支炎，肺

炎，肺膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の

二次感染．③膀胱炎，腎盂腎炎．④胆

嚢炎，胆管炎．⑤バルトリン腺炎，子

宮内感染，子宮付属器炎，子宮旁結合

織炎．⑥化膿性髄膜炎．〈適応菌種〉

ピペラシリンに感性のブドウ球菌属，

レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，

大腸菌，シトロバクター属，肺炎桿

菌，エンテロバクター属，セラチア

属，プロテウス属，モルガネラ・モル

ガニー，プロビデンシア属，インフル

エンザ菌，緑膿菌，バクテロイデス

属，プレボテラ属（プレボテラ・ビビ

アを除く）

【用】（注）1日2 ～ 4gを2 ～ 4回に分割

し静注，筋注もできる．小児：1日50

～125㎎/㎏を2～4回に分割し静注．

難治性又は重症感染症：症状に応じ

て，1回4gを1日4回まで増量．小児：

1日300㎎/㎏まで増量して3回に分け

て静注．1回投与量の上限は成人の1回

4gを超えない．その際，静注は注射

用水，生理食塩液又はブドウ糖注射液

に溶解し緩徐に．点滴静注は，1～4g

を 100 ～ 500mLの 補 液 に 溶 解． 筋 注

は，1gを 日 局 リ ド カ イ ン 注 射 液

（0.5w/v%）3mLに溶解し注射．点滴静

注時の溶解にあたっての注意：注射用

水を使用しない（溶液が等張にならな

いため）

�����������������
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61006　βラクタマーゼ阻害薬配合
剤（内服）

 

‛オーグメンチン配合錠250RS
Augmentin 配合剤 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

〔薬価〕45.70円/T

1錠中： 

クラブラン酸カリウム 125㎎ 

アモキシシリン水和物 250㎎

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮症，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気

管支炎，慢性呼吸器病変の二次感染，

膀胱炎，腎盂腎炎，淋菌感染症，子宮

内感染，子宮付属器炎，中耳炎．〈適

応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，

淋菌，大腸菌，クレブシエラ属，プロ

テウス属，インフルエンザ菌，バクテ

ロイデス属，プレボテラ属（プレボテ

ラ・ビビアを除く）

【用】（内）1回1錠，1日3～4回を6～8

時間毎

�����������������

61007　βラクタマーゼ阻害薬配合
剤（注射）

 

‛スルバシリン静注用1.5gあ�
Sulbacillin 1.5g/V  〔Meiji Seika〕

〔薬価〕422.00円/瓶

〔先発品〕ユナシン－S静注用1.5g

1バイアル中： 

スルバクタムナトリウム 0.5g 

アンピシリンナトリウム 1g

【効】①肺炎，肺膿瘍，腹膜炎．②膀胱

炎．〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ

球菌属，肺炎球菌，モラクセラ（ブラ

ンハメラ）・カタラーリス，大腸菌，

プロテウス属，インフルエンザ菌

【用】（注）①1日6gを2回に分割し静注

又は点滴静注．重症感染症の場合の適

宜増量は，1回3g1日4回（1日量とし

て12g）を上限．②1日3gを2回に分割

し静注又は点滴静注．小児：1日60～

150㎎/㎏を3～4回に分割し静注又は

点滴静注．静注に際しては，注射用

水，生理食塩液又はブドウ糖注射液に

溶解し，緩徐に．点滴静注に際して

は，補液に溶解

�����������������

‛タゾピペ配合静注用4.5「明治」
あ�

Tazopipe （4.5g）/V  〔Meiji Seika〕

〔薬価〕883.00円/瓶

〔先発品〕ゾシン静注用4.5

1バイアル中： 

タゾバクタム 0.5g 

ピペラシリン水和物 4.0g

【効】①敗血症，肺炎．②腎盂腎炎，複

雑性膀胱炎，③腹膜炎，腹腔内膿瘍，

胆嚢炎，胆管炎．④深在性皮膚感染

症，びらん・潰瘍の二次感染．〈適応

菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レ

ンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，モ

ラクセラ（ブランハメラ）・カタラー

リス，大腸菌，シトロバクター属，ク

レブシエラ属，エンテロバクター属，

セラチア属，プロテウス属，プロビデ

ンシア属，インフルエンザ菌，緑膿

菌，アシネトバクター属，ペプトスト

レプトコッカス属，クロストリジウム

属（クロストリジウム・ディフィシル

を除く），バクテロイデス属，プレボ

テラ属．⑤発熱性好中球減少症

【用】（注）①③1回4.5gを1日3回点滴静

注．肺炎の場合1日4回に増量可．小

児：1回112.5㎎/㎏を1日3回点滴静

注．適宜減量可．1回投与量は4.5gま

で．②1回4.5gを1日2回点滴静注．1日

3回に増量可．小児：1回112.5㎎/㎏を
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1日2回点滴静注．適宜減量可．1日3回

に増量可．1回投与量は4.5gまで．④1

回4.5gを1日3回点滴静注．⑤1回4.5g

を1日4回点滴静注．小児：1回90㎎/

㎏を1日4回点滴静注．1回投与量は

4.5gまで

�����������������

611　セフェム系
61102　第一世代セフェム系（注

射）
 

（セファクロル）Cefaclor

‛ケフラールカプセル250㎎
Kefral 250㎎/cap  〔共和〕

〔薬価〕54.70円/cap

【効】①表在性皮膚感染症，深在性皮膚

感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性

膿皮症．②外傷・熱傷及び手術創等の

二次感染，乳腺炎．③咽頭・喉頭炎，

扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，慢性呼

吸器病変の二次感染．④膀胱炎，腎盂

腎炎．⑤麦粒腫．⑥中耳炎．⑦歯周組

織炎，歯冠周囲炎，顎炎．⑧猩紅熱．

〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌

属，レンサ球菌属，肺炎球菌，大腸

菌，クレブシエラ属，プロテウス・ミ

ラビリス，インフルエンザ菌

【用】（内）成人及び体重20㎏以上の小

児：1日750㎎を3回に分割．重症の場

合や分離菌の感受性が比較的低い症

例：1日1500㎎を3回に分割

�����������������

（セファゾリンナトリウム水和物）

Cefazolin sodium hydrate

‛セファゾリンナトリウム注射
用1g「日医工」

Cefazolin sodium 1g/V  〔日医工〕

〔薬価〕263.00円/瓶

【効】敗血症，感染性心内膜炎，表在性

皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リン

パ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，外

傷・熱傷及び手術創等の二次感染，び

らん・潰瘍の二次感染，乳腺炎，骨髄

炎，関節炎，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，

急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，膿胸，

慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱炎，

腎盂腎炎，腹膜炎，胆嚢炎，胆管炎，

バルトリン腺炎，子宮内感染，子宮付

属器炎，子宮旁結合織炎，眼内炎（全

眼球炎を含む），中耳炎，副鼻腔炎，

化膿性唾液腺炎．〈適応菌種〉セファ

ゾリンに感性のブドウ球菌属，レンサ

球菌属，肺炎球菌，大腸菌，肺炎桿

菌，プロテウス・ミラビリス，プロビ

デンシア属

【用】（注）1日量1g，小児：20～40㎎/

㎏を2回に分割して緩徐に静注する

が，筋注もできる．症状及び感染菌の

感受性から効果不十分と判断される場

合，1日量1.5～3gを，小児：50㎎/㎏

を3回に分割．症状が特に重篤な場

合，1日量5g，小児：100㎎/㎏までを

分割投与できる．輸液に加え，点滴静

注もできる
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61103　第二世代セフェム系（内
服）

 

（セフロキシムアキセチル）Cefurox-

ime axetil

‛オラセフ錠250㎎
Oracef 250㎎/T 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

〔薬価〕62.00円/T

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮 症， ざ 瘡（化 膿 性 炎 症 を 伴 う も

の），乳腺炎，肛門周囲膿瘍，咽頭・

喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周

囲膿瘍を含む），急性気管支炎，慢性
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呼吸器病変の二次感染，膀胱炎（単純

性に限る），前立腺炎（急性症，慢性

症），精巣上体炎（副睾丸炎），尿道

炎，麦粒腫，瞼板腺炎，外耳炎，中耳

炎，副鼻腔炎，化膿性唾液腺炎，歯周

組織炎，歯冠周囲炎，顎炎．〈適応菌

種〉セフロキシムに感性のブドウ球菌

属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌

属，淋菌，モラクセラ（ブランハメ

ラ）・カタラーリス，大腸菌，クレブ

シエラ属，プロテウス・ミラビリス，

インフルエンザ菌，ペプトストレプト

コッカス属，アクネ菌

【用】（内）1回250㎎を1日3回食後．重

症又は効果不十分と思われる症例には

1回500㎎を1日3回食後
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61104　第二世代セフェム系（注
射）

 

（セフォチアム塩酸塩）Cefotiam 

hydrochloride

‛セフォチアム塩酸塩点滴静注
用1gバッグ「NP」あ�

Cefotiam hydrochloride 1g/袋 

 〔ニプロ〕

〔薬価〕797.00円/キット

〔先発品〕パンスポリン静注用1gバッ

グS

【効】①敗血症．②深在性皮膚感染症，

慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等

の二次感染．③骨髄炎，関節炎．④扁

桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含

む），急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，

膿胸，慢性呼吸器病変の二次感染．⑤

膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性

症，慢性症）．⑥腹膜炎．⑦胆嚢炎，

胆管炎．⑧バルトリン腺炎，子宮内感

染，子宮付属器炎，子宮旁結合織炎．

⑨化膿性髄膜炎．⑩中耳炎，副鼻腔

炎．〈適応菌種〉セフォチアムに感性

のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎

球菌，大腸菌，シトロバクター属，ク

レブシエラ属，エンテロバクター属，

プロテウス属，モルガネラ・モルガ

ニー，プロビデンシア・レットゲリ，

インフルエンザ菌

【用】（注）1日0.5～2gを2～4回に分割

し静注，小児：1日40～80㎎/㎏を3～

4回に分割し静注．敗血症には1日4g

まで，小児の敗血症，化膿性髄膜炎等

の重症・難治性感染症には1日160㎎/

㎏まで増量できる．1回用量0.25～2g

を30分～2時間で点滴静注もできる．

小児の場合は前記投与量を考慮し，30

分～1時間で点滴静注もできる．添付

の生理食塩液側を手で圧し，隔壁を開

通させ，塩酸セフォチアムを溶解した

後，30分～2時間で点滴静注

�����������������

（セフメタゾールナトリウム）

Cefmetazole sodium

‛セフメタゾールナトリウム点
滴静注用バッグ1g「NP」

Cefmetazole sodium 1g/100mL/本 

 〔ニプロ〕

〔薬価〕579.00円/キット

【効】敗血症，急性気管支炎，肺炎，肺

膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の二次感

染，膀胱炎，腎盂腎炎，腹膜炎，胆嚢

炎，胆管炎，バルトリン腺炎，子宮内

感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織

炎，顎骨周辺の蜂巣炎，顎炎．〈適応

菌種〉セフメタゾールに感性の黄色ブ

ドウ球菌，大腸菌，肺炎桿菌，プロテ

ウス属，モルガネラ・モルガニー，プ

ロビデンシア属，ペプトストレプト

コッカス属，バクテロイデス属，プレ

ボテラ属（プレボテラ・ビビアを除

く）
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【用】（注）1日1 ～ 2gを2回に分割し静

注又は点滴静注．小児：1日25 ～ 100

㎎/㎏を2～4回に分割し静注又は点滴

静注．難治性・重症感染症は1日4g，

小児：150㎎/㎏まで増量し2 ～ 4回分

割．用時添付の生食液に溶解し緩徐に

投与，又は補液（注射用水不可）に加

えて点滴静注も可
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61105　第三世代セフェム系（内
服）

 

（セフカペンピボキシル塩酸塩水和物）

Cefcapene pivoxil hydrochloride 

hydrate

‛フロモックス小児用細粒100㎎
Flomox 100㎎/g  〔塩野義〕

〔薬価〕115.40円/g

【効】小児：①表在性皮膚感染症，深在

性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節

炎，慢性膿皮症．②咽頭・喉頭炎，扁

桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含

む），急性気管支炎，肺炎．③膀胱

炎，腎盂腎炎．④中耳炎，副鼻腔炎．

⑤猩紅熱．〈適応菌種〉セフカペンに

感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，

肺炎球菌，モラクセラ（ブランハメ

ラ）・カタラーリス，大腸菌，シトロ

バクター属，クレブシエラ属，エンテ

ロバクター属，セラチア属，プロテウ

ス属，モルガネラ・モルガニー，プロ

ビデンシア属，インフルエンザ菌，ペ

プトストレプトコッカス属，バクテロ

イデス属，プレボテラ属（プレボテ

ラ・ビビアを除く），アクネ菌．  

成人（嚥下困難等により錠剤の使用が

困難な場合）：①表在性皮膚感染症，

深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ

節炎，慢性膿皮症．②外傷・熱傷及び

手術創等の二次感染，乳腺炎，肛門周

囲膿瘍．③咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁

桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急

性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の

二次感染．④膀胱炎，腎盂腎炎．⑤尿

道炎，子宮頸管炎．⑥胆嚢炎，胆管

炎．⑦バルトリン腺炎，子宮内感染，

子宮付属器炎．⑧涙嚢炎，麦粒腫，瞼

板腺炎．⑨外耳炎，中耳炎，副鼻腔

炎．⑩歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎

炎．〈適応菌種〉セフカペンに感性の

ブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球

菌，淋菌，モラクセラ（ブランハメ

ラ）・カタラーリス，大腸菌，シトロ

バクター属，クレブシエラ属，エンテ

ロバクター属，セラチア属，プロテウ

ス属，モルガネラ・モルガニー，プロ

ビデンシア属，インフルエンザ菌，ペ

プトストレプトコッカス属，バクテロ

イデス属，プレボテラ属（プレボテ

ラ・ビビアを除く），アクネ菌

【用】（内）小児：1回3㎎/㎏を1日3回

食後．成人（嚥下困難等により錠剤の

使用が困難な場合）：1回100㎎を1日3

回食後．難治性又は効果不十分と思わ

れる症例には1回150㎎を1日3回食後
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（セフジトレンピボキシル）Cefdi-

toren pivoxil

‛メイアクトMS小児用細粒10%
Meiact MS 100㎎/g  〔Meiji Seika〕

〔薬価〕166.30円/g

【効】①小児：表在性皮膚感染症，深在

性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節

炎，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術

創等の二次感染，肛門周囲膿瘍，咽

頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁

桃周囲膿瘍を含む），急性気管支炎，

肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸器病変の二次

感染，膀胱炎，腎盂腎炎，中耳炎，副

鼻腔炎，歯周組織炎，顎炎，猩紅熱，
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百日咳．〈適応菌種〉セフジトレンに

感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，

肺炎球菌，モラクセラ（ブランハメ

ラ）・カタラーリス，大腸菌，シトロ

バクター属，クレブシエラ属，エンテ

ロバクター属，セラチア属，プロテウ

ス属，モルガネラ・モルガニー，プロ

ビデンシア属，インフルエンザ菌，百

日咳菌，ペプトストレプトコッカス

属，バクテロイデス属，プレボテラ

属，アクネ菌．②成人（嚥下困難等に

より錠剤の使用が困難な場合）：表在

性皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リ

ンパ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，外

傷・熱傷及び手術創等の二次感染，乳

腺炎，肛門周囲膿瘍，咽頭・喉頭炎，

扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を

含む），急性気管支炎，肺炎，肺膿

瘍，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱

炎，腎盂腎炎，胆嚢炎，胆管炎，バル

トリン腺炎，子宮内感染，子宮付属器

炎，眼瞼膿瘍，涙嚢炎，麦粒腫，瞼板

腺炎，中耳炎，副鼻腔炎，歯周組織

炎，歯冠周囲炎，顎炎．〈適応菌種〉

セフジトレンに感性のブドウ球菌属，

レンサ球菌属，肺炎球菌，モラクセラ

（ブランハメラ）・カタラーリス，大腸

菌，シトロバクター属，クレブシエラ

属，エンテロバクター属，セラチア

属，プロテウス属，モルガネラ・モル

ガニー，プロビデンシア属，インフル

エンザ菌，ペプトストレプトコッカス

属，バクテロイデス属，プレボテラ

属，アクネ菌

【用】（内）①小児：〈肺炎，中耳炎，副

鼻腔炎の場合〉1回3㎎/㎏を1日3回食

後．1回6㎎/㎏まで．1回200㎎1日3回

（1日600㎎）まで．〈前記以外の疾患の

場合〉1回3㎎/㎏を1日3回食後．1回

200㎎1日3回（1日600㎎）まで．②成

人（嚥下困難等により錠剤の使用が困

難な場合）：1回100㎎を1日3回食後，

重症又は効果不十分と思われる場合

は，1回200㎎を1日3回食後
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（セフジトレンピボキシル）Cefdi-

toren pivoxil

‛メイアクトMS錠100㎎
Meiact MS 100㎎/T  〔Meiji Seika〕

〔薬価〕46.00円/T

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次

感染，乳腺炎，肛門周囲膿瘍，咽頭・

喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周

囲膿瘍を含む），急性気管支炎，肺

炎，肺膿瘍，慢性呼吸器病変の二次感

染，膀胱炎，腎盂腎炎，胆嚢炎，胆管

炎，バルトリン腺炎，子宮内感染，子

宮付属器炎，眼瞼膿瘍，涙嚢炎，麦粒

腫，瞼板腺炎，中耳炎，副鼻腔炎，歯

周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎．〈適応

菌種〉セフジトレンに感性のブドウ球

菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，モラ

クセラ（ブランハメラ）・カタラーリ

ス，大腸菌，シトロバクター属，クレ

ブシエラ属，エンテロバクター属，セ

ラチア属，プロテウス属，モルガネ

ラ・モルガニー，プロビデンシア属，

インフルエンザ菌，ペプトストレプト

コッカス属，バクテロイデス属，プレ

ボテラ属，アクネ菌

【用】（内）1回100㎎を1日3回食後．重

症又は効果不十分と思われる場合は，

1回200㎎を1日3回食後
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（セフジニル）Cefdinir

‛セフゾン細粒小児用10%
Cefzon 100㎎/g  〔LTL〕

〔薬価〕76.90円/g
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【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮症，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気

管支炎，肺炎，膀胱炎，腎盂腎炎，中

耳炎，副鼻腔炎，猩紅熱．〈適応菌種〉

本剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球

菌属，肺炎球菌，モラクセラ（ブラン

ハメラ）・カタラーリス，大腸菌，ク

レブシエラ属，プロテウス・ミラビリ

ス，インフルエンザ菌

【用】（内）小児：1日量9～18㎎/㎏を3

回に分割
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61106　第三世代セフェム系（注
射）

 

（セフタジジム水和物）Ceftazidime 

hydrate

‛セフタジジム静注用1g
「VTRS」あ�

Ceftazidime 1g/V  〔マイランEPD〕

〔薬価〕311.00円/瓶

〔先発品〕モダシン静注用1g

【効】敗血症，感染性心内膜炎，外傷・

熱傷及び手術創等の二次感染，咽頭・

喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周

囲膿瘍を含む），急性気管支炎，肺

炎，肺膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の

二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺

炎（急性症，慢性症），腹膜炎，胆嚢

炎，胆管炎，肝膿瘍，バルトリン腺

炎，子宮内感染，子宮付属器炎，子宮

旁結合織炎，化膿性髄膜炎，中耳炎，

副鼻腔炎．〈適応菌種〉本剤に感性の

ブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球

菌，大腸菌，シトロバクター属，クレ

ブシエラ属，エンテロバクター属，セ

ラチア属，プロテウス属，モルガネ

ラ・モルガニー，プロビデンシア属，

インフルエンザ菌，シュードモナス

属，緑膿菌，バークホルデリア・セパ

シア，ステノトロホモナス（ザントモ

ナス）・マルトフィリア，アシネトバ

クター属，ペプトストレプトコッカス

属，バクテロイデス属，プレボテラ属

（プレボテラ・ビビアを除く）

【用】（注）1日1 ～ 2gを2回に分割し静

注．難治性・重症感染症は1日量を4g

まで増量し，2～4回に分割．小児：1

日40～100㎎/㎏を2～4回に分割し静

注．難治性・重症感染症は1日量を150

㎎/㎏まで増量し，2～4回に分割．未

熟児・新生児の生後0～3日齢は1回20

㎎/㎏を1日2～3回，生後4日齢以降は

1回20㎎/㎏を1日3 ～ 4回静注．難治

性・重症感染症は，1日量を150㎎/㎏

ま で 増 量 し，2 ～ 4 回 に 分 割． 静 注

は，注射用水，生理食塩液又はブドウ

糖注射液に溶解し，緩徐に．糖液，電

解質液又はアミノ酸製剤などの補液に

加えて30分～2時間かけて点滴静注も

可
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（セフトリアキソンナトリウム水和物）

Ceftriaxone sodium hydrate

‛セフトリアキソンナトリウム
静注用1g「日医工」あ�

Ceftriaxone sodium 1g/V  〔日医工〕

〔薬価〕250.00円/瓶

〔先発品〕ロセフィン静注用1g

【効】敗血症，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，

急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，膿胸，

慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱炎，

腎盂腎炎，精巣上体炎（副睾丸炎），

尿道炎，子宮頸管炎，骨盤内炎症性疾

患，直腸炎，腹膜炎，腹腔内膿瘍，胆

嚢炎，胆管炎，バルトリン腺炎，子宮

内感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織

炎，化膿性髄膜炎，角膜炎（角膜潰瘍

を含む），中耳炎，副鼻腔炎，顎骨周
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辺の蜂巣炎，顎炎．〈適応菌種〉セフ

トリアキソンに感性のブドウ球菌属，

レンサ球菌属，肺炎球菌，淋菌，大腸

菌，シトロバクター属，クレブシエラ

属，エンテロバクター属，セラチア

属，プロテウス属，モルガネラ・モル

ガニー，プロビデンシア属，インフル

エンザ菌，ペプトストレプトコッカス

属，バクテロイデス属，プレボテラ属

（プレボテラ・ビビアを除く）

【用】（注）1日1～2gを1回又は2回に分

割し静注又は点滴静注．難治性又は重

症感染症には1日量を4gまで増量し，

2回に分割し静注又は点滴静注．淋菌

感染症については，次記の通り．（1）

咽頭・喉頭炎，尿道炎，子宮頸管炎，

直腸炎：1gを単回静注又は単回点滴

静注．（2）精巣上体炎（副睾丸炎），

骨盤内炎症性疾患：1日1回1gを静注

又は点滴静注．  

小児：1日20～60㎎/㎏を1回又は2回

に分割し静注又は点滴静注．難治性又

は重症感染症には1日量を120㎎/㎏ま

で，2回に分割し静注又は点滴静注．

未熟児・新生児の生後0～3日齢には1

回20㎎/㎏を1日1回，生後4日齢以降

には1回20㎎/㎏を1日2回静注又は点

滴静注．難治性又は重症感染症には1

回量を40㎎/㎏まで増量し，1日2回静

注又は点滴静注．生後2週間以内の未

熟児・新生児には1日50㎎/㎏まで．

静注に際しては，注射用水，生理食塩

液又はブドウ糖注射液に溶解し，緩徐

に．点滴静注に際しては補液に溶解し

て用いる．注）点滴静注を行う場合，

注射用水を用いない（溶液が等張にな

らないため）．点滴静注は30分以上か

けて
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61108　第四世代セフェム系（注
射）

 

（セフェピム塩酸塩水和物）Cefepime 

dihydrochloride hydrate

‛セフェピム塩酸塩静注用1g
「サンド」あ�

Cefepime dihydrochloride 1g/V 

 〔サンド〕

〔薬価〕395.00円/瓶

〔先発品〕注射用マキシピーム1g

【効】①一般感染症：敗血症，深在性皮

膚感染症，外傷・熱傷及び手術創等の

二次感染，肛門周囲膿瘍，扁桃炎（扁

桃周囲膿瘍を含む），肺炎，肺膿瘍，

慢性呼吸器病変の二次感染，複雑性膀

胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性症，

慢性症），腹膜炎，腹腔内膿瘍，胆嚢

炎，胆管炎，子宮内感染，子宮旁結合

織炎，中耳炎，副鼻腔炎．〈適応菌種〉

セフェピムに感性のブドウ球菌属，レ

ンサ球菌属，肺炎球菌，モラクセラ

（ブランハメラ）・カタラーリス，大腸

菌，シトロバクター属，クレブシエラ

属，エンテロバクター属，セラチア

属，プロテウス属，モルガネラ・モル

ガニー，プロビデンシア属，インフル

エンザ菌，シュードモナス属，緑膿

菌，バークホルデリア・セパシア，ス

テノトロホモナス（ザントモナス）・

マルトフィリア，アシネトバクター

属，ペプトストレプトコッカス属，バ

クテロイデス属，プレボテラ属（プレ

ボテラ・ビビアを除く）．②発熱性好

中球減少症

【用】（注）投与開始後3日を目安とし継

続投与が必要か判定し，投与中止又は

適切な他剤に切り替えるか検討．投与

期間は，原則14日以内．①1日1～2g

を2回に分割し静注又は点滴静注．難
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治性・重症感染症は，1日量を4gまで

増量し分割投与．②1日4gを2回に分

割し，静注又は点滴静注．静注：注射

用水，生理食塩液又はブドウ糖注射液

に溶解し，緩徐に．点滴静注：糖液，

電解質液又はアミノ酸製剤などの補液

に加えて30分～1時間かけて
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61110　βラクタマーゼ阻害薬配合
剤（注射）

 

‛ワイスタール配合点滴静注用
1gバッグあ�

Wystal （1g）1キット（生理食塩液

100mL付）  〔ニプロ〕

〔薬価〕480.00円/キット

〔先発品〕スルペラゾンキット静注用

1g

1キット中： 

スルバクタムナトリウム 0.5g 

セフォペラゾンナトリウム 0.5g

【効】敗血症，感染性心内膜炎，外傷・

熱傷及び手術創等の二次感染，咽頭・

喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺

炎，肺膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の

二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，腹膜

炎，腹腔内膿瘍，胆嚢炎，胆管炎，肝

膿瘍，バルトリン腺炎，子宮内感染，

子宮付属器炎，子宮旁結合織炎．〈適

応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，

大腸菌，シトロバクター属，クレブシ

エラ属，エンテロバクター属，セラチ

ア属，プロテウス属，プロビデンシ

ア・レットゲリ，モルガネラ・モルガ

ニー，インフルエンザ菌，緑膿菌，ア

シネトバクター属，バクテロイデス

属，プレボテラ属

【用】（注）1日1 ～ 2gを2回に分割し静

注，小児：1日40～80㎎/㎏を2～4回

に分割し静注．難治性・重症感染症は

1日4gまで増量し2回に分割，小児：1

日160㎎/㎏まで増量し2 ～ 4回に分

割．用時，添付の溶解液にて溶解し，

点滴静注
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612　カルバペネム系
61202　カルバペネム系（注射）
 

（メロペネム水和物）Meropenem 

hydrate

‛メロペネム点滴静注用0.5g「明
治」あ�

Meropenem 0.5g/V  〔Meiji Seika〕

〔薬価〕487.00円/瓶

〔先発品〕メロペン点滴用バイアル0.5g

【効】①一般感染症：敗血症，深在性皮

膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，外

傷・熱傷及び手術創等の二次感染，肛

門周囲膿瘍，骨髄炎，関節炎，扁桃炎

（扁桃周囲膿瘍を含む），肺炎，肺膿

瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の二次感

染，複雑性膀胱炎，腎盂腎炎，腹膜

炎，胆嚢炎，胆管炎，肝膿瘍，子宮内

感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織

炎，化膿性髄膜炎，眼内炎（全眼球炎

を含む），中耳炎，副鼻腔炎，顎骨周

辺の蜂巣炎，顎炎．〈適応菌種〉メロ

ペネムに感性のブドウ球菌属，レンサ

球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，髄膜炎

菌，モラクセラ（ブランハメラ）・カ

タラーリス，大腸菌，シトロバクター

属，クレブシエラ属，エンテロバク

ター属，セラチア属，プロテウス属，

プロビデンシア属，インフルエンザ

菌，シュードモナス属，緑膿菌，バー

クホルデリア・セパシア，バクテロイ

デス属，プレボテラ属．②発熱性好中

球減少症

【用】（注）本剤の使用に際しては，投

与開始後3日を目安としてさらに継続
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投与が必要か判定し，投与中止又はよ

り適切な他剤に切り替えるべきか検討

を行うこと．①〈化膿性髄膜炎以外の

一般感染症〉1日0.5～1gを2～3回に

分割し，30分以上かけて点滴静注．重

症・難治性感染症には，1回1gを上限

として，1日3gまで増量可．小児：1

日30 ～ 60㎎/㎏を3回に分割し，30分

以上かけて点滴静注．重症・難治性感

染症には，1日120㎎/㎏まで増量可．

1日最大用量3gまで．〈化膿性髄膜炎〉

1日6gを3回に分割し，30分以上かけ

て点滴静注．小児：1日120㎎/㎏を3

回に分割し，30分以上かけて点滴静

注．1日用量6gまで．②1日3gを3回に

分割し，30分以上かけて点滴静注．小

児：1日120㎎/㎏を3回に分割し，30

分以上かけて点滴静注．1日用量3gま

で
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614　モノバクタム系
61402　モノバクタム系（注射）
 

（アズトレオナム）Aztreonam

‛アザクタム注射用1g
Azactam 1g/V  〔エーザイ〕

〔薬価〕1,216.00円/瓶

【効】敗血症，肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸

器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎

炎，前立腺炎（急性症，慢性症），尿

道炎，子宮頸管炎，腹膜炎，腹腔内膿

瘍，胆嚢炎，胆管炎，バルトリン腺

炎，子宮内感染，子宮付属器炎，子宮

旁結合織炎，化膿性髄膜炎，角膜炎

（角膜潰瘍を含む），中耳炎，副鼻腔

炎．〈適応菌種〉本剤に感性の淋菌，

髄膜炎菌，大腸菌，シトロバクター

属，クレブシエラ属，エンテロバク

ター属，セラチア属，プロテウス属，

モルガネラ・モルガニー，プロビデン

シア属，インフルエンザ菌，緑膿菌

【用】（注）1日1 ～ 2gを2回に分割し静

注，点滴静注又は筋注．淋菌感染症及

び子宮頸管炎には，1日1回1～2gを筋

注又は静注．小児：1日40 ～ 80㎎/㎏

を2 ～ 4回に分割し静注又は点滴静

注．難治性又は重症感染症には，1日

量4gまで増量し2～4回に分割し，小

児では1日量150㎎/㎏まで増量し3～4

回に分割．未熟児，新生児には，1回

20㎎/㎏を生後3日までは1日2回，4日

以降は1日2～3回静注又は点滴静注
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297

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6122400


－298－

62

62　抗菌薬II

62　抗菌薬II
620　グリコペプチド系
62001　グリコペプチド系（注射）
 

（テイコプラニン）Teicoplanin

‛テイコプラニン点滴静注用
200㎎「明治」あ� お

Teicoplanin 200㎎/V  〔Meiji Seika〕

〔薬価〕1,591.00円/瓶

〔先発品〕注射用タゴシッド200㎎

【効】敗血症，深在性皮膚感染症，慢性

膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二

次感染，肺炎，膿胸，慢性呼吸器病変

の二次感染．〈適応菌種〉本剤に感性

のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌

（MRSA）

【用】（注）初日400㎎又は800㎎を2回に

分割し，以後1日1回200㎎又は400㎎を

30分以上かけて点滴静注．敗血症に

は，初日800㎎を2回に分割し，以後1

日1回400㎎を30分以上かけて点滴静

注．乳児・幼児・小児：10㎎/㎏を12

時間間隔で3回，以後6～10㎎/㎏（敗

血症などの重症感染症では10㎎/㎏）

を24時間ごとに30分以上かけて点滴静

注．新生児（低出生体重児を含む）：

初回のみ16㎎/㎏を，以後8㎎/㎏を24

時間ごとに30分以上かけて点滴静注
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（バンコマイシン塩酸塩）Vancomy-

cin hydrochloride

‛バンコマイシン塩酸塩点滴静
注用0.5g「MEEK」あ�

Vancomycin hydrochloride 0.5g/V 

 〔Meiji Seika〕

〔薬価〕681.00円/瓶

〔先発品〕塩酸バンコマイシン点滴静注

用0.5g

【効】①敗血症，感染性心内膜炎，外

傷・熱傷及び手術創等の二次感染，骨

髄炎，関節炎，肺炎，肺膿瘍，膿胸，

腹膜炎，化膿性髄膜炎．〈適応菌種〉

バンコマイシンに感性のメチシリン耐

性黄色ブドウ球菌（MRSA）．②敗血

症，感染性心内膜炎，外傷・熱傷及び

手術創等の二次感染，骨髄炎，関節

炎，腹膜炎，化膿性髄膜炎．〈適応菌

種〉バンコマイシンに感性のメチシリ

ン耐性コアグラーゼ陰性ブドウ球菌

（MRCNS）．③敗血症，肺炎，化膿性

髄膜炎．〈適応菌種〉バンコマイシン

に感性のペニシリン耐性肺炎球菌

（PRSP）．④MRSA又はMRCNS感染

が疑われる発熱性好中球減少症

【用】（注）1日2gを1回0.5g6時間ごと又

は1回1g12時間ごとに分割して，それ

ぞれ60分以上かけて点滴静注．高齢

者：1回0.5g12時間ごと又は1回1g24時

間ごとに，それぞれ60分以上かけて点

滴静注．小児・乳児：1日40㎎/㎏を2

～4回に分割して，それぞれ60分以上

かけて点滴静注．新生児：1回投与量

を10～15㎎/㎏とし，生後1週までの

新生児に対しては12時間ごと，生後1

か月までの新生児に対しては8時間ご

とに，それぞれ60分以上かけて点滴静

注
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621　ホスホマイシン系
62101　ホスホマイシン系（内服）
 

（ホスホマイシンカルシウム水和物）

Fosfomycin calcium hydrate

‛ホスミシン錠500
Fosmicin 500㎎/T  〔Meiji Seika〕

〔薬価〕64.10円/T

【効】深在性皮膚感染症，膀胱炎，腎盂

腎炎，感染性腸炎，涙嚢炎，麦粒腫，

瞼板腺炎，中耳炎，副鼻腔炎．〈適応

菌種〉ホスホマイシンに感性のブドウ
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球菌属，大腸菌，赤痢菌，サルモネラ

属，セラチア属，プロテウス属，モル

ガネラ・モルガニー，プロビデンシ

ア・レットゲリ，緑膿菌，カンピロバ

クター属

【用】（内）1日量2 ～ 3gを3 ～ 4回に分

割．小児：1日量40～120㎎/㎏を3～

4回に分割
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（ホスホマイシンカルシウム水和物）

Fosfomycin calcium hydrate

‛ホスミシンドライシロップ400
Fosmicin 400㎎/g  〔Meiji Seika〕

〔薬価〕86.20円/g

【効】深在性皮膚感染症，膀胱炎，腎盂

腎炎，感染性腸炎，涙嚢炎，麦粒腫，

瞼板腺炎，中耳炎，副鼻腔炎．〈適応

菌種〉ホスホマイシンに感性のブドウ

球菌属，大腸菌，赤痢菌，サルモネラ

属，セラチア属，プロテウス属，モル

ガネラ・モルガニー，プロビデンシ

ア・レットゲリ，緑膿菌，カンピロバ

クター属

【用】（内）小児：1日量40 ～ 120㎎/㎏

を3～4回に分割
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62102　ホスホマイシン系（注射）
 

（ホスホマイシンナトリウム）

Fosfomycin sodium

‛ホスミシンS静注用2g
Fosmicin S 2g/V  〔Meiji Seika〕

〔薬価〕863.00円/瓶

【効】敗血症，急性気管支炎，肺炎，肺

膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の二次感

染，膀胱炎，腎盂腎炎，腹膜炎，バル

トリン腺炎，子宮内感染，子宮付属器

炎，子宮旁結合織炎．〈適応菌種〉ホ

スホマイシンに感性のブドウ球菌属，

大腸菌，セラチア属，プロテウス属，

モルガネラ・モルガニー，プロビデン

シア・レットゲリ，緑膿菌

【用】（注）①点滴静注：1日2～4g，小

児：1日100 ～ 200㎎/㎏を2回に分割

し，補液100～500mLに溶解して，1～

2時間かけて点滴静注．②静注：1日2

～ 4g，小児：1日100 ～ 200㎎/㎏を2

～ 4回に分割し，5分以上かけてゆっ

くり静注．溶解には，注射用水又はブ

ドウ糖注射液を用い，本剤1 ～ 2gを

20mLに溶解
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622　アミノグリコシド系
62202　アミノグリコシド系（注

射）
 

（アミカシン硫酸塩）Amikacin 

sulfate

‛アミカシン硫酸塩注射液100㎎
「日医工」（無）

Amikacin sulfate 100㎎/1mL/A 

 〔日医工〕

〔薬価〕347.00円/A

【効】敗血症，外傷・熱傷及び手術創等

の二次感染，肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸

器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎

炎，腹膜炎．〈適応菌種〉アミカシン

に感性の大腸菌，シトロバクター属，

クレブシエラ属，エンテロバクター

属，セラチア属，プロテウス属，モル

ガネラ・モルガニー，プロビデンシア

属，緑膿菌

【用】（注）①筋注：1回100～200㎎を1

日1 ～ 2回．小児：1日4 ～ 8㎎/㎏と

し，1日1～2回．②点滴静注：1回100

～ 200㎎を，1日2回．小児：1日4 ～ 8

㎎/㎏とし，1日2回．新生児（未熟児

を含む）：1回6㎎/㎏を，1日2回．100

～500mLの補液中に100～200㎎の割合

で溶解し，30分～1時間かけて
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（アルベカシン硫酸塩）Arbekacin 

sulfate

‛ハベカシン注射液200㎎（無）
� お

Habekacin 200㎎/4mL/A 

 〔Meiji Seika〕

〔薬価〕5,750.00円/A

【効】敗血症，肺炎．〈適応菌種〉アル

ベカシンに感性のメチシリン耐性黄色

ブドウ球菌（MRSA）

【用】（注）1日1回150～200㎎を30分～

2時間かけて点滴静注．1日150 ～ 200

㎎を2回に分割し点滴静注も可．静脈

内投与が困難な場合，1日150～200㎎

を1回又は2回に分割し筋注も可．小

児：1日1回4～6㎎/㎏を30分かけて点

滴静注．1日4～6㎎/㎏を2回に分割し

点滴静注も可
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（ゲンタマイシン硫酸塩）Gentamicin 

sulfate

‛ゲンタシン注40� お
Gentacin 40㎎/1mL/A  〔高田〕

〔薬価〕291.00円/A

【効】敗血症，外傷・熱傷及び手術創等

の二次感染，肺炎，膀胱炎，腎盂腎

炎，腹膜炎，中耳炎．〈適応菌種〉ゲ

ンタマイシンに感性のブドウ球菌属，

大腸菌，クレブシエラ属，エンテロバ

クター属，セラチア属，プロテウス

属，モルガネラ・モルガニー，プロビ

デンシア属，緑膿菌

【用】（注）1日3㎎/㎏を3回に分割して

筋注又は点滴静注．増量する場合は，

1日5㎎/㎏を限度とし，3 ～ 4回に分

割．小児：1回2.0～2.5㎎/㎏を1日2～

3回筋注又は点滴静注．点滴静注にお

いては30分～2時間かけて
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（ジベカシン硫酸塩）Dibekacin 

sulfate

‛注射用パニマイシン100㎎� お
Panimycin 100㎎/V  〔Meiji Seika〕

〔薬価〕616.00円/瓶

【効】敗血症，深在性皮膚感染症，慢性

膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二

次感染，扁桃炎，急性気管支炎，肺

炎，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱

炎，腎盂腎炎，腹膜炎，中耳炎．〈適

応菌種〉ジベカシンに感性の黄色ブド

ウ球菌，大腸菌，肺炎桿菌，プロテウ

ス属，モルガネラ・モルガニー，プロ

ビデンシア・レットゲリ，緑膿菌

【用】（注）筋注：1日量100㎎を1～2回

に分割，小児：1日量1～2㎎/㎏を1～

2回に分割．点滴静注：1日量100㎎を2

回に分割し，100 ～ 300mLの補液中に

溶解し，30分～1時間かけて
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623　マクロライド系
62301　マクロライド系（内服）
 

（アジスロマイシン水和物）Azithro-

mycin hydrate

‛ジスロマック錠250㎎
Zithromac 250㎎/T  〔ファイザー〕

リ
〔薬価〕205.60円/T

【効】①深在性皮膚感染症，リンパ管・

リンパ節炎，咽頭・喉頭炎，扁桃炎

（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む），

急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，慢性呼

吸器病変の二次感染，副鼻腔炎，歯周

組織炎，歯冠周囲炎，顎炎．②尿道

炎，子宮頸管炎．③骨盤内炎症性疾

患．〈適応菌種〉アジスロマイシンに

感性のブドウ球菌属，レンサ球菌属，

肺炎球菌，淋菌，モラクセラ（ブラン

ハメラ）・カタラーリス，インフルエ
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ンザ菌，レジオネラ・ニューモフィ

ラ，ペプトストレプトコッカス属，プ

レボテラ属，クラミジア属，マイコプ

ラズマ属

【用】（内）①500㎎を1日1回，3日間合

計1.5g．②1000㎎を1回．③アジスロ

マイシン注射剤による治療を行った

後，250㎎を1日1回
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（エリスロマイシンエチルコハク酸エ

ステル）Erythromycin ethylsuc-

cinate

‛エリスロシンドライシロップ
W20%

Erythrocin 200㎎/g  〔マイランEPD〕

〔薬価〕21.30円/g

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，外傷・

熱傷及び手術創等の二次感染，乳腺

炎，骨髄炎，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，

急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，膿胸，

慢性呼吸器病変の二次感染，腎盂腎

炎，尿道炎，淋菌感染症，梅毒，子宮

内感染，中耳炎，猩紅熱，ジフテリ

ア，百日咳．〈適応菌種〉エリスロマ

イシンに感性のブドウ球菌属，レンサ

球菌属，肺炎球菌，淋菌，髄膜炎菌，

ジフテリア菌，百日咳菌，梅毒トレポ

ネーマ，トラコーマクラミジア（クラ

ミジア・トラコマティス），マイコプ

ラズマ属

【用】（内）1日800～1200㎎を4～6回に

分割．小児：1日25～50㎎/㎏を4～6

回に分割．小児用量は成人量を上限．

懸濁液調製法：本剤10gに12mLの水を

加え，よくふりまぜると20mLの懸濁液

になる．この懸濁液1mLはエリスロマ

イシン100㎎に相当する

�����������������

（クラリスロマイシン）Clarithromy-

cin

‛クラリスドライシロップ10%小
児用

Clarith 100㎎/g  〔大正製薬〕

〔薬価〕57.30円/g

【効】①一般感染症：表在性皮膚感染

症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リ

ンパ節炎，慢性膿皮症．外傷・熱傷及

び手術創等の二次感染．咽頭・喉頭

炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，肺

膿瘍，慢性呼吸器病変の二次感染．感

染性腸炎．中耳炎，副鼻腔炎．猩紅

熱．百日咳．〈適応菌種〉本剤に感性

のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎

球菌，モラクセラ（ブランハメラ）・

カタラーリス，インフルエンザ菌，レ

ジオネラ属，百日咳菌，カンピロバク

ター属，クラミジア属，マイコプラズ

マ属．②後天性免疫不全症候群（エイ

ズ）に伴う播種性マイコバクテリウ

ム・アビウムコンプレックス（MAC）

症．〈適応菌種〉本剤に感性のマイコ

バクテリウム・アビウムコンプレック

ス（MAC）

【用】（内）①用時懸濁し，小児：1日10

～15㎎/㎏を2～3回に分割．レジオネ

ラ肺炎に対しては，1日15㎎/㎏を2～

3回に分割．②用時懸濁し，小児：1日

15㎎/㎏を2回に分割
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（クラリスロマイシン）Clarithromy-

cin

‛クラリス錠200
Clarith 200㎎/T  〔大正製薬〕

〔薬価〕43.50円/T

【効】①一般感染症：表在性皮膚感染

症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リ

ンパ節炎，慢性膿皮症．外傷・熱傷及

び手術創等の二次感染．肛門周囲膿
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瘍．咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管

支炎，肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸器病変

の二次感染．尿道炎．子宮頸管炎．感

染性腸炎．中耳炎，副鼻腔炎．歯周組

織炎，歯冠周囲炎，顎炎．〈適応菌種〉

本剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球

菌属，肺炎球菌，モラクセラ（ブラン

ハメラ）・カタラーリス，インフルエ

ンザ菌，レジオネラ属，カンピロバク

ター属，ペプトストレプトコッカス

属，クラミジア属，マイコプラズマ

属．②非結核性抗酸菌症：マイコバク

テリウム・アビウムコンプレックス

（MAC）症を含む非結核性抗酸菌症．

〈適応菌種〉本剤に感性のマイコバク

テリウム属．③ヘリコバクター・ピロ

リ感染症：胃潰瘍・十二指腸潰瘍，胃

MALTリンパ腫，特発性血小板減少

性紫斑病，早期胃癌に対する内視鏡的

治療後胃におけるヘリコバクター・ピ

ロリ感染症，ヘリコバクター・ピロリ

感染胃炎．〈適応菌種〉本剤に感性の

ヘリコバクター・ピロリ

【用】（内）①1日400㎎を2回に分割．②

1日800㎎を2回に分割．③クラリスロ

マイシンとして1回200㎎，アモキシシ

リン水和物として1回750㎎及びプロト

ンポンプインヒビターの3剤を同時に1

日2回，7日間．クラリスロマイシンは

1回400㎎1日2回を上限
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（ロキシスロマイシン）Roxithromy-

cin

‛ルリッド錠150
Rulid 150㎎/T  〔サノフィ〕

〔薬価〕37.30円/T

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮 症， ざ 瘡（化 膿 性 炎 症 を 伴 う も

の），咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気

管支炎，肺炎，中耳炎，副鼻腔炎，歯

周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎．〈適応

菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レ

ンサ球菌属，肺炎球菌，モラクセラ

（ブランハメラ）・カタラーリス，アク

ネ菌，肺炎マイコプラズマ（マイコプ

ラズマ・ニューモニエ）

【用】（内）1日量300㎎を2回に分割
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62302　マクロライド系（注射）
 

（アジスロマイシン水和物）Azithro-

mycin hydrate

‛ジスロマック点滴静注用500㎎
Zithromac 500㎎/V  〔ファイザー〕

リ
〔薬価〕2,126.00円/瓶

【効】肺炎，骨盤内炎症性疾患．〈適応

菌種〉アジスロマイシンに感性のブド

ウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，

淋菌，モラクセラ（ブランハメラ）・

カタラーリス，インフルエンザ菌，レ

ジオネラ・ニューモフィラ，ペプトス

トレプトコッカス属，プレボテラ属，

クラミジア属，マイコプラズマ属

【用】（注）500㎎を1日1回，2時間かけ

て点滴静注
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624　テトラサイクリン系
62401　テトラサイクリン系（内

服）
 

（ドキシサイクリン塩酸塩水和物）

Doxycycline hydrochloride hydrate

‛ビブラマイシン錠100㎎
Vibramycin 100㎎/T  〔ファイザー〕

〔薬価〕22.00円/T

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次
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感染，乳腺炎，骨髄炎，咽頭・喉頭

炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，慢

性呼吸器病変の二次感染，膀胱炎，腎

盂 腎 炎， 前 立 腺 炎（急 性 症， 慢 性

症），尿道炎，淋菌感染症，感染性腸

炎，コレラ，子宮内感染，子宮付属器

炎，眼瞼膿瘍，涙嚢炎，麦粒腫，角膜

炎（角膜潰瘍を含む），中耳炎，副鼻

腔炎，歯冠周囲炎，化膿性唾液腺炎，

猩紅熱，炭疽，ブルセラ症，ペスト，

Q熱，オウム病．〈適応菌種〉ドキシ

サイクリンに感性のブドウ球菌属，レ

ンサ球菌属，肺炎球菌，淋菌，炭疽

菌，大腸菌，赤痢菌，肺炎桿菌，ペス

ト菌，コレラ菌，ブルセラ属，Q熱リ

ケ ッ チ ア（ コ ク シ エ ラ・ ブ ル ネ

ティ），クラミジア属

【用】（内）初日1日量200㎎を1回又は2

回に分割，2日目より1日量100㎎を1回
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（ミノサイクリン塩酸塩）Minocy-

cline hydrochloride

‛ミノサイクリン塩酸塩錠50㎎
「サワイ」あ�

Minocycline hydrochloride 50㎎/T 

 〔沢井〕

ラ
〔薬価〕11.80円/T

〔先発品〕ミノマイシン錠50㎎

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次

感染，乳腺炎，骨髄炎，咽頭・喉頭

炎，扁桃炎（扁桃周囲炎を含む），急

性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸

器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎

炎，前立腺炎（急性症，慢性症），精

巣上体炎（副睾丸炎），尿道炎，淋菌

感染症，梅毒，腹膜炎，感染性腸炎，

外陰炎，細菌性腟炎，子宮内感染，涙

嚢炎，麦粒腫，外耳炎，中耳炎，副鼻

腔炎，化膿性唾液腺炎，歯周組織炎，

歯冠周囲炎，上顎洞炎，顎炎，炭疽，

つつが虫病，オウム病．〈適応菌種〉

ミノサイクリンに感性のブドウ球菌

属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌

属，淋菌，炭疽菌，大腸菌，赤痢菌，

シトロバクター属，クレブシエラ属，

エンテロバクター属，プロテウス属，

モルガネラ・モルガニー，プロビデン

シア属，緑膿菌，梅毒トレポネーマ，

リケッチア属（オリエンチア・ツツガ

ムシ），クラミジア属，肺炎マイコプ

ラズマ（マイコプラズマ・ニューモニ

エ）

【用】（内）初回量を100～200㎎とし，

以後12時間ごとあるいは24時間ごとに

100㎎
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62402　テトラサイクリン系（注
射）

 

（ミノサイクリン塩酸塩）Minocy-

cline hydrochloride

‛ミノサイクリン塩酸塩点滴静
注用100㎎「日医工」あ�

Minocycline 100㎎/V  〔日医工〕

ラ
〔薬価〕146.00円/瓶

〔先発品〕ミノマイシン点滴静注用100

㎎

【効】敗血症，深在性皮膚感染症，慢性

膿皮症，扁桃炎，急性気管支炎，肺

炎，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱

炎，腎盂腎炎，腹膜炎，炭疽，つつが

虫病，オウム病．〈適応菌種〉ミノサ

イクリンに感性の黄色ブドウ球菌，レ

ンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，モ

ラクセラ・ラクナータ（モラー・アク

センフェルト菌），炭疽菌，大腸菌，

303

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6152005
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6152005
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6152401
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6152401


－304－

62

62　抗菌薬II

クレブシエラ属，エンテロバクター

属，インフルエンザ菌，シュードモナ

ス・フルオレッセンス，緑膿菌，バー

クホルデリア・セパシア，ステノトロ

ホモナス（ザントモナス）・マルト

フィリア，アシネトバクター属，フラ

ボ バ ク テ リ ウ ム 属， レ ジ オ ネ ラ・

ニューモフィラ，リケッチア属（オリ

エンチア・ツツガムシ），クラミジア

属，肺炎マイコプラズマ（マイコプラ

ズマ・ニューモニエ）

【用】（注）点滴静注は，経口投与不能

の患者及び救急の場合に行い，経口投

与が可能になれば経口用剤に切り替え

る．初回100 ～ 200㎎，以後12時間な

いし24時間ごとに100㎎を補液に溶か

し，30分～ 2時間かけて点滴静注．

〔注射液調製法〕本剤100㎎及び200㎎

当たり100 ～ 500mLの糖液，電解質液

又はアミノ酸製剤などに溶解．注射用

水は等張とならないので使用しないこ

と
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625　リンコマイシン系
62501　リンコマイシン系（内服）
 

（クリンダマイシン塩酸塩）

Clindamycin hydrochloride

‛ダラシンカプセル150㎎
Dalacin 150㎎/cap  〔ファイザー〕

〔薬価〕23.80円/cap

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，慢性膿皮症，咽頭・喉頭炎，扁

桃炎，急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸

器病変の二次感染，涙嚢炎，麦粒腫，

外耳炎，中耳炎，副鼻腔炎，顎骨周辺

の蜂巣炎，顎炎，猩紅熱．〈適応菌種〉

クリンダマイシンに感性のブドウ球菌

属，レンサ球菌属，肺炎球菌

【用】（内）1回150㎎を6時間ごと．重症

感染症には1回300㎎を8時間ごと．小

児：1日量15㎎/㎏を3 ～ 4回に分割．

重症感染症には1日量20㎎/㎏を3～4

回に分割
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62502　リンコマイシン系（注射）
 

（クリンダマイシンリン酸エステル）

Clindamycin phosphate

‛クリンダマイシンリン酸エス
テル注射液600㎎「NP」

Clindamycin phosphate 600㎎/A 

 〔ニプロ〕

〔薬価〕582.00円/A

【効】敗血症，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，

急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変

の二次感染，中耳炎，副鼻腔炎，顎骨

周辺の蜂巣炎，顎炎．〈適応菌種〉ク

リンダマイシンに感性のブドウ球菌

属，レンサ球菌属，肺炎球菌，ペプト

ストレプトコッカス属，バクテロイデ

ス属，プレボテラ属，マイコプラズマ

属

【用】（注）①点滴静注：1日600～1200

㎎を2～4回に分割．小児：1日15～25

㎎/㎏を3～4回に分割．難治性又は重

症感染症には症状に応じて，1日2400

㎎ ま で 増 量 し，2 ～ 4 回 に 分 割． 小

児：1日40㎎/㎏まで増量し，3 ～ 4回

に分割．点滴静注に際しては，本剤

300～600㎎あたり100～250mLの5%ブ

ドウ糖注射液，生理食塩液又はアミノ

酸製剤等の補液に溶解し，30分～1時

間かけて．②筋注：1日600 ～ 1200㎎

を2～4回に分割
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626　ニューキノロン系
62601　ニューキノロン系（内服）
 

（塩酸シプロフロキサシン）Cipro-

floxacin hydrochloride

‛シプロキサン錠100㎎
Ciproxan 100㎎/T  〔バイエル〕

〔薬価〕32.90円/T

【効】①表在性皮膚感染症，深在性皮膚

感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性

膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二

次感染，乳腺炎，肛門周囲膿瘍，咽

頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，

肺炎，慢性呼吸器病変の二次感染，膀

胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性症，

慢性症），精巣上体炎（副睾丸炎），尿

道炎，胆嚢炎，胆管炎，感染性腸炎，

バルトリン腺炎，子宮内感染，子宮付

属器炎，涙嚢炎，麦粒腫，瞼板腺炎，

中耳炎，副鼻腔炎．②炭疽．〈適応菌

種〉シプロフロキサシンに感性のブド

ウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，

腸球菌属，淋菌，炭疽菌，大腸菌，赤

痢菌，シトロバクター属，クレブシエ

ラ属，エンテロバクター属，セラチア

属，プロテウス属，モルガネラ・モル

ガニー，プロビデンシア属，インフル

エンザ菌，緑膿菌，アシネトバクター

属，レジオネラ属，ペプトストレプト

コッカス属

【用】（内）①1回100～200㎎を1日2～3

回．②1回400㎎を1日2回
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（シタフロキサシン水和物）Sita-

floxacin hydrate

‛グレースビット錠50㎎
Gracevit 50㎎/T  〔第一三共〕

〔薬価〕130.10円/T

【効】①咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周

囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急性気

管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次

感染．②膀胱炎，腎盂腎炎，尿道炎．

③子宮頸管炎．④中耳炎，副鼻腔炎．

⑤歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎．

〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌

属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌

属，モラクセラ（ブランハメラ）・カ

タラーリス，大腸菌，シトロバクター

属，クレブシエラ属，エンテロバク

ター属，セラチア属，プロテウス属，

モルガネラ・モルガニー，インフルエ

ンザ菌，緑膿菌，レジオネラ・ニュー

モフィラ，ペプトストレプトコッカス

属，プレボテラ属，ポルフィロモナス

属，フソバクテリウム属，トラコーマ

クラミジア（クラミジア・トラコマ

ティス），肺炎クラミジア（クラミジ

ア・ニューモニエ），肺炎マイコプラ

ズマ（マイコプラズマ・ニューモニ

エ）

【用】（内）1回50㎎を1日2回又は1回100

㎎を1日1回．1回100㎎を1日2回まで

�����������������

（レボフロキサシン水和物）Levo-

floxacin hydrate

‛レボフロキサシン錠250㎎
「DSEP」あ�

Levofloxacin 250㎎/T（レボフロキサ

シンとして）  〔第一三共エスファ〕

リ�ツ
〔薬価〕42.90円/T

〔先発品〕クラビット錠250㎎

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮 症， ざ 瘡（化 膿 性 炎 症 を 伴 う も

の），外傷・熱傷及び手術創等の二次

感染，乳腺炎，肛門周囲膿瘍，咽頭・

喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周

囲膿瘍を含む），急性気管支炎，肺

炎，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱
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炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性症，慢

性症），精巣上体炎（副睾丸炎），尿道

炎，子宮頸管炎，胆嚢炎，胆管炎，感

染性腸炎，腸チフス，パラチフス，コ

レラ，バルトリン腺炎，子宮内感染，

子宮付属器炎，涙嚢炎，麦粒腫，瞼板

腺炎，外耳炎，中耳炎，副鼻腔炎，化

膿性唾液腺炎，歯周組織炎，歯冠周囲

炎，顎炎，炭疽，ブルセラ症，ペス

ト，野兎病，肺結核及びその他の結核

症，Q熱．〈適応菌種〉本剤に感性の

ブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球

菌，腸球菌属，淋菌，モラクセラ（ブ

ランハメラ）・カタラーリス，炭疽

菌，結核菌，大腸菌，赤痢菌，サルモ

ネラ属，チフス菌，パラチフス菌，シ

トロバクター属，クレブシエラ属，エ

ンテロバクター属，セラチア属，プロ

テウス属，モルガネラ・モルガニー，

プロビデンシア属，ペスト菌，コレラ

菌，インフルエンザ菌，緑膿菌，アシ

ネトバクター属，レジオネラ属，ブル

セラ属，野兎病菌，カンピロバクター

属，ペプトストレプトコッカス属，ア

クネ菌，Q熱リケッチア（コクシエ

ラ・ブルネティ），トラコーマクラミ

ジ ア（ ク ラ ミ ジ ア・ ト ラ コ マ テ ィ

ス），肺炎クラミジア（クラミジア・

ニューモニエ），肺炎マイコプラズマ

（マイコプラズマ・ニューモニエ）

【用】（内）1回500㎎1日1回．肺結核及

びその他の結核症は，原則として他の

抗結核薬と併用．腸チフス，パラチフ

ス：1回500㎎1日1回，14日間

�����������������

62602　ニューキノロン系（注射）
 

（シプロフロキサシン）Ciprofloxacin

‛シプロキサン注400㎎
Ciproxan 400㎎/200mL/1袋 

 〔バイエル〕

〔薬価〕2,045.00円/袋

【効】〔成人〕敗血症，外傷・熱傷及び

手術創等の二次感染，肺炎，腹膜炎，

胆嚢炎，胆管炎，炭疽．〈適応菌種〉

本剤に感性のブドウ球菌属，腸球菌

属，炭疽菌，大腸菌，クレブシエラ

属，エンテロバクター属，緑膿菌，レ

ジオネラ属．〔小児〕①一般感染症：

複雑性膀胱炎，腎盂腎炎，炭疽〈適応

菌種〉本剤に感性の炭疽菌，大腸菌，

緑膿菌．②嚢胞性線維症における緑膿

菌による呼吸器感染に伴う症状の改善

【用】（注）〔成人〕1回400㎎を1日2回，1

時間かけて点滴静注．1日3回に増量で

きる．〔小児〕①複雑性膀胱炎，腎盂

腎炎：1回6 ～ 10㎎/㎏を1日3回，1時

間かけて点滴静注．1回量400㎎を超え

ない．炭疽：1回10㎎/㎏を1日2回，1

時間かけて点滴静注．1回量400㎎を超

えない．②1回10㎎/㎏を1日3回，1時

間かけて点滴静注．1回量400㎎を超え

ない
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（レボフロキサシン水和物）Levo-

floxacin hydrate

‛クラビット点滴静注バッグ
500㎎/100mL

Cravit 500㎎/100mL/袋  〔第一三共〕

リ
〔薬価〕3,659.00円/キット

【効】外傷・熱傷及び手術創等の二次感

染，肺炎，慢性呼吸器病変の二次感

染，膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急

性症，慢性症），精巣上体炎（副睾丸

炎），腹膜炎，胆嚢炎，胆管炎，腸チ

フス，パラチフス，子宮内感染，子宮

付属器炎，炭疽，ブルセラ症，ペス

ト，野兎病，Q熱．〈適応菌種〉レボ

フロキサシンに感性のブドウ球菌属，

306

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6241400
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6241402
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6241402


－307－

62

62　抗菌薬II

レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，

モラクセラ（ブランハメラ）・カタ

ラーリス，炭疽菌，大腸菌，チフス

菌，パラチフス菌，シトロバクター

属，クレブシエラ属，エンテロバク

ター属，セラチア属，プロテウス属，

モルガネラ・モルガニー，プロビデン

シア属，ペスト菌，インフルエンザ

菌，緑膿菌，アシネトバクター属，レ

ジオネラ属，ブルセラ属，野兎病菌，

ペプトストレプトコッカス属，プレボ

テラ属，Q熱リケッチア（コクシエ

ラ・ブルネティ），トラコーマクラミ

ジ ア（ ク ラ ミ ジ ア・ ト ラ コ マ テ ィ

ス），肺炎クラミジア（クラミジア・

ニューモニエ），肺炎マイコプラズマ

（マイコプラズマ・ニューモニエ）

【用】（注）1回500㎎を1日1回，約60分

間かけて点滴静注
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627　その他
62701　ST合剤
 

‛バクタ配合錠
Baktar 配合剤  〔塩野義〕

〔薬価〕69.20円/T

1錠中： 

スルファメトキサゾール 400㎎ 

トリメトプリム 80㎎

【効】〔一般感染症〕①肺炎，慢性呼吸

器病変の二次感染．②複雑性膀胱炎，

腎盂腎炎．③感染性腸炎，腸チフス，

パラチフス．〈適応菌種〉スルファメ

トキサゾール/トリメトプリムに感性

の腸球菌属，大腸菌，赤痢菌，チフス

菌，パラチフス菌，シトロバクター

属，クレブシエラ属，エンテロバク

ター属，プロテウス属，モルガネラ・

モルガニー，プロビデンシア・レット

ゲリ，インフルエンザ菌  

〔ニューモシスチス肺炎の治療及び発

症抑制〕④ニューモシスチス肺炎，

ニューモシスチス肺炎の発症抑制．

〈適応菌種〉ニューモシスチス・イロ

ベチー

【用】（内）〔一般感染症〕①～③配合錠

は1日量4錠（ミニ配合錠の場合は16

錠，配合顆粒の場合は4g）を2回に分

割．〔ニューモシスチス肺炎の治療及

び発症抑制〕④治療に用いる場合：配

合錠は1日量9～12錠（ミニ配合錠の

場合は36～48錠，配合顆粒の場合は9

～12g）を3～4回に分割．小児：トリ

メトプリムとして1日量15～20㎎/㎏

を3～4回に分割．発症抑制に用いる

場合：配合錠は1日1回1～2錠（ミニ

配合錠の場合は4～8錠，配合顆粒の

場合は1～2g）を連日又は週3日．小

児：トリメトプリムとして1日量4～8

㎎/㎏を2回に分割し，連日又は週3日
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62702　抗嫌気性菌薬
 

（メトロニダゾール）Metronidazole

‛アネメトロ点滴静注液500㎎
Anaemetro 500㎎/V  〔ファイザー〕

〔薬価〕1,258.00円/瓶

【効】①嫌気性菌感染症：敗血症，深在

性皮膚感染症，外傷・熱傷及び手術創

等の二次感染，骨髄炎，肺炎，肺膿

瘍，膿胸，骨盤内炎症性疾患，腹膜

炎，腹腔内膿瘍，胆嚢炎，肝膿瘍，化

膿性髄膜炎，脳膿瘍．〈適応菌種〉本

剤に感性のペプトストレプトコッカス

属，バクテロイデス属，プレボテラ

属，ポルフィロモナス属，フソバクテ

リウム属，クロストリジウム属，ユー

バクテリウム属②感染性腸炎（偽膜性

大腸炎を含む）．〈適応菌種〉本剤に感

性のクロストリジウム・ディフィシル
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③アメーバ赤痢

【用】（注）成人にはメトロニダゾール

として，1回500㎎を1日3回，20分以上

かけて点滴静注．難治性又は重症感染

症には症状に応じて，1回500㎎を1日4

回投与
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62703　難吸収性リファマイシン系
 

（リファキシミン）Rifaximin

‛リフキシマ錠200㎎
Rifxima 200㎎/錠  〔あすか〕

〔薬価〕204.40円/T

【効】肝性脳症における高アンモニア血

症の改善

【用】（内）1回400㎎を1日3回食後
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629　抗結核薬
62901　イソニアジド
 

（イソニアジド）Isoniazid

‛イスコチン錠100㎎
Iscotin 100㎎/T  〔第一三共〕

〔薬価〕9.80円/T

【効】肺結核及びその他の結核症．〈適

応菌種〉本剤に感性の結核菌

【用】（内）1日量200～500㎎（4～10㎎

/㎏）を1～3回に分割し，毎日又は週

2日．1日量1gまで，13歳未満は20㎎/

㎏まで増量可．他の抗結核薬と併用す

ることが望ましい
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62902　ピラジナミド
 

（ピラジナミド）Pyrazinamide

‛ピラマイド原末
Pyramide 1g/g  〔アルフレッサ〕

〔薬価〕30.70円/g

【効】肺結核及びその他の結核症．〈適

応菌種〉本剤に感性の結核菌

【用】（内）1日量1.5～2.0gを1～3回に

分割．他の抗結核薬と併用
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62903　エタンブトール
 

（エタンブトール塩酸塩）Ethambutol 

hydrochloride

‛エブトール250㎎錠� お
Ebutol 250㎎/T  〔科研〕

〔薬価〕16.70円/T

【効】①肺結核及びその他の結核症．②

マイコバクテリウム・アビウムコンプ

レックス（MAC）症を含む非結核性

抗酸菌症．〈適応菌種〉本剤に感性の

マイコバクテリウム属

【用】（内）①1日量0.75 ～ 1gを1 ～ 2回

に分割．他の抗結核薬と併用すること

が望ましい．②0.5～0.75gを1日1回．

1日量として1gまで

�����������������

62904　リファンピシン
 

（リファンピシン）Rifampicin

‛リファジンカプセル150㎎
Rifadin 150㎎/cap  〔第一三共〕

〔薬価〕19.80円/cap

【効】①肺結核及びその他の結核症．②

マイコバクテリウム・アビウムコンプ

レックス（MAC）症を含む非結核性

抗酸菌症．③ハンセン病．〈適応菌種〉

本剤に感性のマイコバクテリウム属

【用】（内）①1回450㎎を1日1回毎日．

感性併用剤のある場合は週2日投与で

もよい．朝食前空腹時．他の抗結核剤

との併用が望ましい．②1回450㎎を1

日1回毎日．朝食前空腹時．1日600㎎

まで．③1回600㎎を1か月に1～2回又

は1回450㎎を1日1回毎日．朝食前空腹

時．他の抗ハンセン病剤と併用するこ

と
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63　抗真菌薬

63　抗真菌薬
630　ポリエン系
63001　ポリエン系（内服）
 

（アムホテリシンB）Amphotericin B

‛ファンギゾンシロップ
100㎎/mL� お

Fungizone 100㎎/mL  〔クリニジェン〕

〔薬価〕54.60円/mL

【効】消化管におけるカンジダ異常増殖

【用】（内）小児：1回50～100㎎（本剤

として0.5～1mL）を1日2～4回食後

�����������������

631　イミダゾール系
63101　イミダゾール系（内服）
 

（ミコナゾール）Miconazole

‛フロリードゲル経口用2%
Florid 2%5g/本  〔持田〕

〔薬価〕98.20円/g

【効】①カンジダ属による次の感染症：

口腔カンジダ症．②カンジダ属による

次の感染症：食道カンジダ症

【用】（内）①1日200 ～ 400㎎（本剤と

して10 ～ 20g）を4回（毎食後及び就

寝前）に分割し，口腔内にまんべんな

く塗布．病巣が広範囲に存在する場

合，口腔内にできるだけ長く含んだ

後，嚥下する．②1日200～400㎎（本

剤として10 ～ 20g）を4回（毎食後及

び就寝前）に分割し，口腔内に含んだ

後，少量ずつ嚥下する
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632　トリアゾール系
63201　トリアゾール系（内服）
 

（イトラコナゾール）Itraconazole

‛イトリゾールカプセル50
Itrizole 50㎎/cap  〔ヤンセン〕

〔薬価〕189.20円/cap

【効】①内臓真菌症（深在性真菌症）：

真菌血症，呼吸器真菌症，消化器真菌

症，尿路真菌症，真菌髄膜炎．②深在

性皮膚真菌症：スポロトリコーシス，

クロモミコーシス．③表在性皮膚真菌

症（爪白癬以外）：白癬（体部白癬，

股部白癬，手白癬，足白癬，頭部白

癬，ケルスス禿瘡，白癬性毛瘡），カ

ンジダ症（口腔カンジダ症，皮膚カン

ジダ症，爪カンジダ症，カンジダ性爪

囲爪炎，カンジダ性毛瘡，慢性皮膚粘

膜カンジダ症），癜風，マラセチア毛

包炎．④爪白癬．〈適応菌種〉皮膚糸

状菌（トリコフィトン属，ミクロスポ

ルム属，エピデルモフィトン属），カ

ンジダ属，マラセチア属，アスペルギ

ルス属，クリプトコックス属，スポロ

トリックス属，ホンセカエア属

【用】（内）①100～200㎎を1日1回食直

後．イトラコナゾール注射剤からの切

り替えの場合，1回200㎎を1日2回（1

日用量400㎎）食直後．②100～200㎎

を1日1回食直後．1日200㎎まで．③50

～100㎎を1日1回食直後．爪カンジダ

症及びカンジダ性爪囲爪炎に対して

は，100㎎を1日1回食直後．1日200㎎

まで．④（パルス療法）1回200㎎を1

日2回（1日量400㎎）食直後に1週間，

その後3週間休薬．これを1サイクルと

し，3サイクル繰り返す
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（フルコナゾール）Fluconazole

‛ジフルカンカプセル100㎎
Diflucan 100㎎/cap  〔ファイザー〕

〔薬価〕295.80円/cap

【効】①カンジダ属及びクリプトコッカ

ス属による次記感染症：真菌血症，呼

吸器真菌症，消化管真菌症，尿路真菌

症，真菌髄膜炎．②造血幹細胞移植患

者における深在性真菌症の予防．③カ
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ンジダ属に起因する腟炎及び外陰腟炎

【用】（内）①カンジダ症：50 ～ 100㎎

を1日1回，小児：3㎎/㎏を1日1回．

クリプトコッカス症：50 ～ 200㎎を1

日1回．重症又は難治性真菌感染症の

場合，1日400㎎まで，小児：3～6㎎/

㎏を1日1回，重症又は難治性真菌感染

症の場合には，1日量として12㎎/㎏

まで．②400㎎を1日1回．小児：12㎎

/㎏を1日1回．1日量として400㎎ま

で．新生児：生後14日まで；小児と同

じ用量を72時間毎．生後15日以降；小

児と同じ用量を48時間毎．③150㎎を1

回
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63202　トリアゾール系（注射）
 

（ホスフルコナゾール）Fosflucon-

azole

‛プロジフ静注液200
Prodif 200㎎/2.5mL/V  〔ファイザー〕

〔薬価〕6,405.00円/瓶

【効】カンジダ属及びクリプトコッカス

属による次記感染症：真菌血症，呼吸

器真菌症，真菌腹膜炎，消化管真菌

症，尿路真菌症，真菌髄膜炎

【用】（注）①カンジダ症：ホスフルコ

ナ ゾ ー ル 63.1 ～ 126.1 ㎎（ フ ル コ ナ

ゾールとして50～100㎎）を維持用量

として1日1回静注．初日，2日目は維

持用量の倍量として，ホスフルコナ

ゾール126.1～252.3㎎（フルコナゾー

ルとして100 ～ 200㎎）．②クリプト

コッカス症：ホスフルコナゾール63.1

～252.3㎎（フルコナゾールとして50

～200㎎）を維持用量として1日1回静

注．初日，2日目は維持用量の倍量と

して，ホスフルコナゾール126.1 ～

504.5㎎（フルコナゾールとして100～

400㎎）．重症又は難治性真菌感染症の

場合，ホスフルコナゾール504.5㎎

（フルコナゾールとして400㎎）まで維

持用量を増量可．初日，2日目は維持

用量の倍量として，ホスフルコナゾー

ル1009㎎（フルコナゾールとして800

㎎）まで投与可
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633　キャンディン系
63301　キャンディン系（注射）
 

（ミカファンギンナトリウム）

Micafungin sodium

‛ファンガード点滴用75㎎� お
Funguard 75㎎/V  〔アステラス〕

〔薬価〕5,534.00円/瓶

【効】①アスペルギルス属及びカンジダ

属による次記感染症：真菌血症，呼吸

器真菌症，消化管真菌症．②造血幹細

胞移植患者におけるアスペルギルス症

及びカンジダ症の予防

【用】（注）①アスペルギルス症：50～

150㎎を1日1回点滴静注．重症又は難

治性アスペルギルス症には，1日300㎎

まで．小児：1～3㎎/㎏を1日1回点滴

静注．重症又は難治性アスペルギルス

症には，1日6㎎/㎏まで．カンジダ

症：50㎎を1日1回点滴静注．重症又は

難治性カンジダ症には，1日300㎎ま

で． 小 児：1 ㎎/㎏ を 1 日 1 回 点 滴 静

注．重症又は難治性カンジダ症には，

1日6㎎/㎏まで．②50㎎を1日1回点滴

静注．小児：1㎎/㎏を1日1回点滴静

注．  

①②点滴静注に際して，生理食塩液，

ブドウ糖注射液又は補液に溶解．溶解

にあたっては，注射用水を使用しない

（溶液が等張とならないため）．成人：

75㎎以下では30分以上，75㎎を超えて

投与する場合は1時間以上かけて．小

児：1時間以上かけて
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64　抗ウイルス薬と抗ウイルス療法薬

64　抗ウイルス薬と抗ウイル
ス療法薬

641　ヘルペス感染症治療薬
64101　抗ヘルペス薬（内服）
 

（アメナメビル）Amenamevir

‛アメナリーフ錠200㎎
Amenalief 250㎎/T  〔マルホ〕

〔薬価〕1,272.10円/T

【効】帯状疱疹

【用】（内）1回400㎎を1日1回食後
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（バラシクロビル塩酸塩）Valaciclovir 

hydrochloride

‛バルトレックス顆粒50%
Valtrex 200㎎/T 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

リ
〔薬価〕286.60円/g

【効】①単純疱疹．②造血幹細胞移植に

おける単純ヘルペスウイルス感染症

（単純疱疹）の発症抑制．③帯状疱

疹．④性器ヘルペスの再発抑制．⑤水

痘

【用】（内）①1回500㎎を1日2回．②1回

500㎎を1日2回造血幹細胞移植施行7日

前より施行後35日まで．③1回1000㎎

を1日3回．④1回500㎎を1日1回．HIV

感染症の患者（CD4リンパ球数100/

以上）には1回500㎎を1日2回．⑤1回

1000㎎を1日3回．小児：①10㎏未満は

1回25㎎/㎏を1日3回，10㎏以上は1回

25㎎/㎏を1日2回．1回500㎎まで②10

㎏未満は1回25㎎/㎏を1日3回，10㎏

以上は1回25㎎/㎏を1日2回造血幹細

胞移植施行7日前より施行後35日ま

で．1回500㎎まで．③⑤1回25㎎/㎏

を1日3回．1回1000㎎まで④40㎏以上

は1回500㎎を1日1回，HIV感染症の

患者（CD4リンパ球数100/以上）に

は1回500㎎を1日2回
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（バラシクロビル塩酸塩）Valaciclovir 

hydrochloride

‛バルトレックス錠500
Valtrex 50%1g 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

リ
〔薬価〕244.20円/T

【効】①単純疱疹．②造血幹細胞移植に

おける単純ヘルペスウイルス感染症

（単純疱疹）の発症抑制．③帯状疱

疹．④性器ヘルペスの再発抑制．⑤水

痘

【用】（内）①1回500㎎を1日2回．②1回

500㎎を1日2回造血幹細胞移植施行7日

前より施行後35日まで．③1回1000㎎

を1日3回．④1回500㎎を1日1回．HIV

感染症の患者（CD4リンパ球数100/

以上）には1回500㎎を1日2回．⑤1回

1000㎎を1日3回．小児：いずれも体重

40㎏以上①1回500㎎を1日2回．②1回

500㎎を1日2回．造血幹細胞移植施行7

日前より施行後35日まで．③⑤1回

1000㎎を1日3回．④1回500㎎を1日1

回．HIV感染症の患者（CD4リンパ球

数100/以上）には1回500㎎を1日2

回
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（ファムシクロビル）Famciclovir

‛ファムビル錠250㎎
Famvir 500㎎/T  〔マルホ〕

リ
〔薬価〕320.20円/T

【効】①単純疱疹．②帯状疱疹

【用】（内）①1回250㎎を1日3回．再発

性の場合は，1回1000㎎を2回経口投与

することもできる．②1回500㎎を1日3

回
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64102　抗ヘルペス薬（注射）
 

（アシクロビル）Aciclovir

‛アシクロビル点滴静注液250㎎
「日医工」あ�

Aciclovir 250㎎/A  〔日本ケミファ〕

リ
〔薬価〕417.00円/A

【効】①単純ヘルペスウイルス及び水

痘・帯状疱疹ウイルスに起因する次記

感染症：免疫機能の低下した患者（悪

性腫瘍・自己免疫疾患など）に発症し

た単純疱疹・水痘・帯状疱疹．脳炎・

髄膜炎．②新生児単純ヘルペスウイル

ス感染症

【用】（注）①1回5㎎/㎏を1日3回，8時

間毎に1時間以上かけて，7日間点滴静

注．脳炎・髄膜炎においては，投与期

間の延長もしくは増量可．1回10㎎/

㎏まで．小児：1回5㎎/㎏を1日3回，

8時間毎に1時間以上かけて，7日間点

滴静注．1回20㎎/㎏まで．脳炎・髄

膜炎においては，投与期間の延長も

可． ② 新 生 児：1 回 10 ㎎/㎏ を 1 日 3

回，8時間毎に1時間以上かけて，10日

間点滴静注．投与期間の延長もしくは

増量可．1回20㎎/㎏まで
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64103　抗ヘルペス薬（外用）
 

（アシクロビル）Aciclovir

‛ゾビラックス軟膏5%
Zovirax 5%5g/本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

〔薬価〕175.80円/g

【効】単純疱疹

【用】（外）適量を1日数回塗布
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（ビダラビン）Vidarabine

‛アラセナ－A軟膏3%
Arasena-A 3%5g/本  〔持田〕

〔薬価〕186.10円/g

【効】帯状疱疹，単純疱疹

【用】（外）適量を1日1 ～ 4回，塗布又

は貼布
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642　サイトメガロウイルス感染
症治療薬

64202　抗サイトメガロウイルス
（CMV）薬（注射）

 

（ガンシクロビル）Ganciclovir

‛デノシン点滴静注用500㎎� え
Denosine 500㎎/V  〔田辺三菱〕

ラ
〔薬価〕11,522.00円/瓶

【効】次記におけるサイトメガロウイル

ス感染症：①後天性免疫不全症候群．

② 臓 器 移 植（造 血 幹 細 胞 移 植 も 含

む）．③悪性腫瘍

【用】（注）初期治療は，1回5㎎/㎏を1

日2回，12時間毎に1時間以上かけて点

滴静注．維持治療は，後天性免疫不全

症候群の患者又は免疫抑制剤投与中の

患者で，再発の可能性が高い場合は必

要に応じ維持治療に移行することと

し，1日6㎎/㎏を週に5日又は1日5㎎

を週に7日，1時間以上かけて点滴静

注．維持治療中又は投与終了後，サイ

トメガロウイルス感染症の再発が認め

られる患者においては再投与として初

期治療の用法・用量にて投与可．腎機

能障害のある患者に対しては，腎機能

障害の程度に応じて減量．  

〈注射液の調製法〉1バイアル（ガンシ

クロビル500㎎を含有）を注射用水

10mLに溶解し，投与量に相当する量を

1バイアル当たり100mLの補液で希釈．
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希釈後の補液のガンシクロビル濃度は

10㎎/mLを超えない

�����������������

643　インフルエンザ治療薬
64301　抗インフルエンザウイルス

薬（ノイラミニダーゼ阻害
薬）（内服）

 

（オセルタミビルリン酸塩）Oseltami-

vir phosphate

‛タミフルカプセル75
Tamiflu 75㎎/cap  〔中外〕

〔薬価〕242.20円/cap

【効】A型又はB型インフルエンザウイ

ルス感染症及びその予防

【用】（内）①治療に用いる場合：成人

及び体重37.5㎏以上の小児には1回75

㎎を1日2回，5日間．②予防に用いる

場合：（1）成人：1回75㎎を1日1回，7

～ 10日間．（2）体重37.5㎏以上の小

児：1回75㎎を1日1回，10日間

�����������������

（オセルタミビルリン酸塩）Oseltami-

vir phosphate

‛タミフルドライシロップ3%
Tamiflu 30㎎/g  〔中外〕

〔薬価〕163.90円/g

【効】A型又はB型インフルエンザウイ

ルス感染症及びその予防

【用】（内）①治療に用いる場合：（1）

成人：1回75㎎を1日2回，5日間，用時

懸濁して．（2）幼小児：1回2㎎/㎏

（ドライシロップ剤として66.7㎎/㎏）

を1日2回，5日間，用時懸濁して，1回

75㎎まで．新生児，乳児：1回3㎎/㎏

（ドライシロップ剤として100㎎/㎏）

を1日2回，5日間，用時懸濁して，1回

75㎎まで．②予防に用いる場合：（1）

成 人：1 回 75 ㎎ を 1 日 1 回，7 ～ 10 日

間，用時懸濁して．（2）幼小児：1回2

㎎/㎏（ドライシロップ剤として66.7

㎎/㎏）を1日1回，10日間，用時懸濁

して．1回75㎎まで

�����������������

64302　抗インフルエンザウイルス
薬（ノイラミニダーゼ阻害
薬）（注射）

 

（ペラミビル水和物）Peramivir 

hydrate

‛ラピアクタ点滴静注液バッグ
300㎎

Rapiacta 300㎎60mL/袋  〔塩野義〕

〔薬価〕6,331.00円/袋

【効】A型又はB型インフルエンザウイ

ルス感染症

【用】（注）300㎎を15分以上かけて単回

点滴静注．合併症等により重症化する

おそれのある患者には，1日1回600㎎

を15分以上かけて単回点滴静注，症状

に応じて連日反復投与可．適宜減量．

小児：1日1回10㎎/㎏を15分以上かけ

て単回点滴静注．症状に応じて連日反

復投与可．1回量として600㎎まで

�����������������

64303　抗インフルエンザウイルス
薬（ノイラミニダーゼ阻害
薬）（外用）

 

（ラニナミビルオクタン酸エステル水

和物）Laninamivir octanoate 

hydrate

‛イナビル吸入粉末剤20㎎
Inavir 20㎎/キット  〔第一三共〕

〔薬価〕2,179.50円/キット

【効】A型又はB型インフルエンザウイ

ルス感染症の治療及びその予防

【用】（外）〔治療に用いる場合〕40㎎を

単回吸入．小児：10歳未満の場合20㎎

を単回吸入，10歳以上40㎎を単回吸
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入．〔予防に用いる場合〕成人：40㎎

を単回吸入．また，20㎎を1日1回，2

日間吸入．小児：10歳未満の場合20㎎

を単回吸入，10歳以上40㎎を単回吸

入．また，20㎎を1日1回，2日間吸入
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64304　抗インフルエンザウイルス
薬（キャップ依存性エンド
ヌクレアーゼ活性阻害薬）

（内服）
 

（バロキサビルマルボキシル）Baloxa-

vir marboxil

‛ゾフルーザ錠20㎎
Xofluza 20㎎/T  〔塩野義〕

〔薬価〕2,438.80円/T

【効】①A型又はB型インフルエンザウ

イルス感染症．②A型又はB型インフ

ルエンザウイルス感染症の予防

【用】（内）①成人及び12歳以上の小児

には，20㎎錠2錠又は顆粒4包を単回投

与．ただし，体重80㎏以上の患者には

20㎎錠4錠又は顆粒8包を単回投与．12

歳未満の小児には，次記の用量を単回

投与．40㎏以上：20㎎錠2錠又は顆粒4

包，20㎏以上40㎏未満：20㎎錠1錠又

は顆粒2包，10㎏以上20㎏未満：10㎎

錠1錠．②成人及び12歳以上の小児に

は，20㎎錠2錠又は顆粒4包を単回投

与．ただし，体重80㎏以上の患者には

20㎎錠4錠又は顆粒8包を単回投与．12

歳未満の小児には，次記の用量を単回

投与．40㎏以上：20㎎錠2錠又は顆粒4

包，20㎏以上40㎏未満：20㎎錠1錠又

は顆粒2包
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644　HIV感染症治療薬
64401　抗HIV薬
 

（ラルテグラビルカリウム）Raltegra-

vir potassium

‛アイセントレス錠400㎎� お
Isentress 400㎎/T  〔MSD〕

〔薬価〕1,582.40円/T

【効】HIV感染症

【用】（内）400㎎を1日2回．食事の有無

にかかわらず投与可．必ず他の抗HIV

薬と併用すること
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‛デシコビ配合錠HT� お
Descovy HT 配合錠 

 〔ギリアド・サイエンシズ〕

〔薬価〕3,991.50円/T

1錠中： 

エムトリシタビン 200㎎ 

テノホビルアラフェナミドフマル酸

塩 28㎎ 

（テノホビルアラフェナミドとして

25㎎）

【効】HIV-1感染症

【用】（内）必ず他の抗HIV薬と併用．

リトナビル又はコビシスタットと併用

する場合，デシコビ配合錠LT（エム

トリシタビンとして200㎎，テノホビ

ルアラフェナミドとして10㎎含有）を

1日1回1錠．リトナビル又はコビシス

タットと併用しない場合，デシコビ配

合錠HT（エムトリシタビンとして200

㎎，テノホビルアラフェナミドとして

25㎎を含有）を1日1回1錠

�����������������

 

314

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6250047
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6250032
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/6250111


－315－

65

65　生物学的製剤

65　生物学的製剤
651　予防接種用薬（生ワクチ

ン）
65103　乾燥弱毒生麻しん風しん混

合ワクチン
 

（乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチ

ン）Freeze-dried live attenuated 

measles and rubella combined 

vaccine

‛はしか風しん混合生ワクチン
「第一三共」� おけ

Freeze-dried live attenuated measles 

and rubella combined vaccine 0.7mL

付/V  〔第一三共〕

0.5mL中： 

弱毒生麻しんウイルス（AIK-C株）

 5000FFU以上 

弱毒生風しんウイルス（高橋株）

 1000FFU以上

‛ミールビック� おけ
Mearubik 0.7mL付/V  〔田辺三菱〕

0.5mL中： 

弱毒生麻しんウイルス（田辺株）

 5000PFU以上 

弱毒生風しんウイルス（松浦株）

 1000PFU以上

【効】麻しん及び風しんの予防

【用】（注）添付の溶剤0.7mLで溶解し，

0.5mLを1回皮下注
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65104　乾燥弱毒生おたふくかぜワ
クチン

 

（乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン）

Freeze-dried live attenuated mumps 

vaccine

‛おたふくかぜ生ワクチン「第
一三共」� おけ

Freeze-dried live attenuated mumps 

vaccine 0.5mL/本  〔第一三共〕

【効】おたふくかぜの予防

【用】（注）添付溶剤0.7mLで溶解し，1

回0.5mL皮下注
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65105　乾燥弱毒生水痘ワクチン
 

（乾燥弱毒生水痘ワクチン）Freeze-

dried live attenuated varicella 

vaccine

‛乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビ
ケン」� おけ

Freeze-dried live attenuated varicella 

vaccine 1人分  〔田辺三菱〕

【効】水痘及び50歳以上の者に対する帯

状疱疹の予防

【用】（注）添付溶剤0.7mLで溶解し，1

回0.5mL皮下注
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65106　経口弱毒性生ヒトロタウイ
ルスワクチン

 

（経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチ

ン）Live attenuated human rotavi-

rus vaccine, oral

‛ロタリックス内用液� おけ
Rotarix 1.5mL/本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】ロタウイルスによる胃腸炎の予防

【用】（内）乳児に，4週間以上の間隔を

おいて2回経口接種し，接種量は毎回

1.5mL
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65107　乾燥BCGワクチン
 

（乾燥BCGワクチン）Freeze-dried 

BCG vaccine (for percutaneous use)

‛乾燥BCGワクチン（経皮用・1
人用）� おけ

Freeze-dried BCG vaccine 12㎎
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/0.15mL付/A  〔日本ビーシージー〕

【効】結核予防

【用】（注）溶剤を加え上腕外側のほぼ

中央部に滴下塗布，経皮用接種針（管

針）を使用．添付の溶剤を加えて80㎎

/mLの濃度の均一な懸濁液とし，接種

部位の皮膚を緊張させ，懸濁液を塗っ

た後，9本針植付けの管針を接種皮膚

面に対してほぼ垂直に保ち，これを強

く圧して行う．接種数は2箇とし，管

針の円跡は相互に接するものとする
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652　予防接種用薬（不活化ワク
チン）

65201　不活化ポリオワクチン
 

（不活化ポリオワクチン）Inactivated 

polio vaccine

‛イモバックスポリオ皮下注
� おけ

Imovax polio 0.5mL/シリンジ 

 〔サノフィ〕

1シリンジ中： 

不活化ポリオウイルス1型 40DU 

不活化ポリオウイルス2型 8DU 

不活化ポリオウイルス3型 32DU 

（DU：D抗原単位）

【効】急性灰白髄炎の予防

【用】（注）接種免疫：1回0.5mLずつを3

回，いずれも3週間以上の間隔で皮下

注．追加免疫：初回免疫後6か月以上

の間隔をおいて，1回0.5mLを皮下注
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65204　沈降精製百日せきジフテリ
ア破傷風不活化ポリオ混合
ワクチン

 

（沈降精製百日せきジフテリア破傷風

不活化ポリオ混合ワクチン）Ad-

sorbed diphtheria-purified pertussis-

tetanus inactivated polio combined 

vaccine

‛テトラビック皮下注シリンジ
� おけ

Tetrabik 0.5mL/本 

 〔阪大微生物病研究会〕

0.5mL中： 

百日せき菌の防御抗原 4単位以上 

ジフテリアトキソイド 15Lf以下 

破傷風トキソイド 2.5Lf以下 

不活化ポリオウイルス1型（Sabin

株） 1.5DU 

不活化ポリオウイルス2型（Sabin

株） 50DU 

不活化ポリオウイルス3型（Sabin

株） 50DU 

DU：D抗原単位

【効】百日せき，ジフテリア，破傷風及

び急性灰白髄炎の予防

【用】（注） 初 回 免 疫： 小 児 に，1 回

0.5mLずつを3回，いずれも3週間以上

の間隔で皮下注．追加免疫：小児に，

初回免疫後6か月以上の間隔をおい

て，0.5mLを1回皮下注
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65205　インフルエンザHAワクチ
ン

 

（インフルエンザHAワクチン）

Influenza HA vaccine

‛インフルエンザHAワクチン
「第一三共」1mL� おけ

Influenza HA vaccine 1mL/V 
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 〔第一三共〕

A型株 

A/広東-茂南/SWL1536/2019

（H1N1） 

A/香港/2671/2019（H3N2） 

B型株 

B/プーケット/3073/2013（山形系

統） 

B/ビクトリア/705/2018（ビクトリ

ア系統） 

各株のHA含量（相当値）は，1株当

たり30μg以上

【効】インフルエンザの予防

【用】（注）1歳以上3歳未満は0.25mLを

皮下に，3歳以上13歳未満は0.5mLを皮

下におよそ2～4週間の間隔をおいて2

回注射．13歳以上は0.5mLを皮下に，1

回又はおよそ1～4週間の間隔をおい

て2回注射
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（インフルエンザHAワクチン）

Influenza HA vaccine

‛フルービックHAシリンジ�おけ
Flubik HA 0.5mL/本  〔田辺三菱〕

A型株 

A/広東-茂南/SWL1536/2019

（H1N1） 

A/香港/2671/2019（H3N2） 

B型株 

B/プーケット/3073/2013（山形系

統） 

B/ビクトリア/705/2018（ビクトリ

ア系統） 

各株のHA含量（相当値）は，1株当

たり15μg以上

‛ビケンHA� おけ
Biken HA 1mL/筒

A型株 

A/広東-茂南/SWL1536/2019

（H1N1） 

A/香港/2671/2019（H3N2） 

B型株 

B/プーケット/3073/2013（山形系

統） 

B/ビクトリア/705/2018（ビクトリ

ア系統） 

各株のHA含量（相当値）は，1株当

たり30μg以上

【効】インフルエンザの予防

【用】（注）6か月以上3歳未満のものに

は0.25mLを皮下に，3歳以上13歳未満

のものには0.5mLを皮下におよそ2～4

週間の間隔をおいて2回注射．13歳以

上 の も の に つ い て は，0.5mLを 皮 下

に，1回又はおよそ1～4週間の間隔を

おいて2回注射
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65206　乾燥細胞培養日本脳炎ワク
チン

 

（日本脳炎ワクチン）Japanese 

encephalitis vaccine

‛ジェービックV� おけ
Jebik V 0.5mL/V  〔田辺三菱〕

【効】日本脳炎の予防

【用】（注） 添 付 の 溶 剤（注 射 用 水）

0.7mLで溶解．初回免疫：0.5mLずつを

2回，1 ～ 4週間の間隔で皮下注．3歳

未満の者には，0.25mLずつを同様の用

法で注射．追加免疫：初回免疫後おお

むね1年を経過した時期に，0.5mLを1

回皮下注．3歳未満の者には，0.25mL

を同様の用法で注射
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65207　組換え沈降2価ヒトパピ
ローマウイルス様粒子ワク
チン

 

（組換え沈降2価ヒトパピローマウイル

ス様粒子ワクチン）Recombinant 

adsorbed bivalent human papilloma-

virus-likeparticle vaccine

‛サーバリックス� おけ
Cervarix 0.5mL/シリンジ 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

0.5mL中： 

ヒトパピローマウイルス16型L1た

ん白質ウイルス様粒子 20μg 

ヒトパピローマウイルス18型L1た

ん白質ウイルス様粒子 20μg

【効】ヒトパピローマウイルス（HPV）

16型及び18型感染に起因する子宮頸癌

（扁平上皮癌，腺癌）及びその前駆病

変（子宮頸部上皮内腫瘍（CIN）2及

び3）の予防

【用】（注）10 歳 以 上 の 女 性 に，1 回

0.5mLを0・1・6か月後に3回，上腕の

三角筋部に筋肉内接種
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65208　組換え沈降4価ヒトパピ
ローマウイルス様粒子ワク
チン

 

（組換え沈降4価ヒトパピローマウイル

ス様粒子ワクチン（酵母由来））

Recombinant adsorbed bivalent 

human papillomavirus-likeparticle 

vaccine (Yeast Origin)

‛ガーダシル水性懸濁筋注シリ
ンジ� お

Gardasil 0.5mL/筒  〔MSD〕

0.5mL中： 

ヒトパピローマウイルス6型L1たん

白質ウイルス様粒子 20μg 

ヒトパピローマウイルス11型L1た

ん白質ウイルス様粒子 40μg 

ヒトパピローマウイルス16型L1た

ん白質ウイルス様粒子 40μg 

ヒトパピローマウイルス18型L1た

ん白質ウイルス様粒子 20μg

【効】ヒトパピローマウイルス6，11，

16及び18型の感染に起因する次記の疾

患の予防：①子宮頸癌（扁平上皮細胞

癌及び腺癌）及びその前駆病変（子宮

頸部上皮内腫瘍（CIN）1，2及び3並

びに上皮内腺癌（AIS））．②外陰上皮

内腫瘍（VIN）1，2及び3並びに腟上

皮内腫瘍（VaIN）1，2及び3．③肛

門癌（扁平上皮癌）及びその前駆病変

（肛 門 上 皮 内 腫 瘍（AIN）1，2 及 び

3）．④尖圭コンジローマ

【用】（注）9歳以上に1回0.5mLを合計3

回筋注．2回目は初回接種の2か月後，

3回目は6か月後に同様の用法で接種
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65209　乾燥培養不活化狂犬病ワク
チン

 

（乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン）

Freeze-dried inactivated tissue 

culture rabies vaccine

‛ラビピュール筋注用� おけ
Rabipur 1mL付/V 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

〔薬価〕12,087.00円/瓶

【効】狂犬病の予防及び発病阻止

【用】（注）本剤を添付の溶剤（注射用

水）の全量で溶解し，次のとおり使用  

（1）曝露前免疫：1.0mLを1回量とし

て，適切な間隔をおいて3回筋注  

（2）曝露後免疫：1.0mLを1回量とし

て，適切な間隔をおいて4～6回筋注

�����������������
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65210　肺炎球菌ワクチン（23価肺
炎球菌多糖体ワクチン）

 

（肺炎球菌ワクチン）Pneumococcus 

vaccine

‛ニューモバックスNPシリンジ
� おけ

Pneumovax NP 0.5mL/本  〔MSD〕

〔薬価〕4,735.00円/筒

【効】投与対象：2歳以上で肺炎球菌に

よる重篤疾患に罹患する危険が高い次

のような個人及び患者．①脾摘患者に

おける肺炎球菌による感染症の発症予

防．②肺炎球菌による感染症の予防：

1）鎌状赤血球疾患，あるいはその他

の原因で脾機能不全である患者，2）

心・呼吸器慢性疾患，腎不全，肝機能

障害，糖尿病，慢性髄液漏等の基礎疾

患のある患者，3）高齢者，4）免疫抑

制作用を有する治療が予定されている

者で治療開始まで少なくとも14日以上

の余裕のある患者

【用】（注）1回0.5mLを筋注又は皮下注

�����������������

65211　沈降13価肺炎球菌結合型ワ
クチン

 

（沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン

（無毒性変異ジフテリア毒素結合体））

Pneumococcal polysaccharide 

conjugate vaccine (adsorbed)

‛プレベナー 13水性懸濁注�おけ
Prevenar 0.5mL/筒  〔ファイザー〕

1シリンジ（0.5mL）中： 

ポリサッカライド血清型1 2.2μg 

ポリサッカライド血清型3 2.2μg 

ポリサッカライド血清型4 2.2μg 

ポリサッカライド血清型5 2.2μg 

ポリサッカライド血清型6A 2.2μg 

ポリサッカライド血清型6B 4.4μg 

ポリサッカライド血清型7F 2.2μg 

ポリサッカライド血清型9V 2.2μg 

ポリサッカライド血清型14 2.2μg 

ポリサッカライド血清型18C 2.2μg 

ポリサッカライド血清型19A 2.2μg 

ポリサッカライド血清型19F 2.2μg 

ポリサッカライド血清型23F 2.2μg 

CRM197 約34μg（たん白質量とし

て）

【効】①高齢者又は肺炎球菌による疾患

に罹患するリスクが高いと考えられる

者：肺炎球菌（血清型1，3，4，5，

6A，6B，7F，9V，14，18C，19A，

19F及び23F）による感染症の予防．

②小児：肺炎球菌（血清型1，3，4，

5，6A，6B，7F，9V，14，18C，

19A，19F及び23F）による侵襲性感

染症の予防

【用】（注）①高齢者又は肺炎球菌によ

る疾患に罹患するリスクが高いと考え

られる者：1回0.5mLを筋注．②小児：

初回免疫：1回0.5mLずつを3回，いず

れも27日間以上の間隔で皮下注．追加

免 疫：1 回 0.5mLを 1 回， 皮 下 注． 但

し，3回目接種から60日間以上の間隔

をおく
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65212　乾燥ヘモフィルスb型ワク
チン（破傷風トキソイド結
合型）

 

（乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（破

傷風トキソイド結合体））Haemophi-

lus influenzae type b conjugate 

vaccine

‛アクトヒブ� おけ
ActHIB 0.5mL/V（溶解液付） 

 〔サノフィ〕

【効】インフルエンザ菌b型による感染

症の予防
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【用】（注）本剤を添付溶剤0.5mLで溶解

し，その全量を1回分とする．初回免

疫：4～8週間の間隔で3回皮下注．医

師が必要と認めた場合3週間の間隔で

接種可能．追加免疫：初回免疫後1年

の間隔をおいて1回皮下注
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65213　乾燥組織培養不活化A型肝
炎ワクチン

 

（乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチ

ン）Freeze-dried inactivated tissue 

culture hepatitis A vaccine

‛エイムゲン� おけ
Aimmugen 0.5μg/V（溶解液付） 

 〔Meiji Seika〕

【効】A型肝炎の予防

【用】（注）添付溶剤0.65mLで溶解して

使用．0.5mLずつを2 ～ 4週間間隔で2

回，筋肉内又は皮下に接種．初回接種

後24週経過後に0.5mLを追加接種．免

疫の賦与を急ぐ場合には，0.5mLずつ

を2週間隔で2回，筋肉内又は皮下に接

種．長期に抗体価を維持するためには

3回目の追加接種をすることが望まし

い
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65214　組換え沈降B型肝炎ワクチ
ン

 

（組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母

由来））Adsorbed hepatitis B vaccine

‛ビームゲン注0.5mL� お
Bimmugen 10μg/0.5mL/V 

 〔Meiji Seika〕

〔薬価〕2,424.00円/瓶

‛ヘプタバックス－II水性懸濁注
シリンジ0.25mL� お

Heptavax 0.25mL/本  〔MSD〕

〔薬価〕2,216.00円/筒

‛ヘプタバックス－II水性懸濁注
シリンジ0.5mL� お

Heptavax 0.5mL/本

〔薬価〕2,460.00円/筒

【効】①B型肝炎の予防．②B型肝炎ウ

イルス母子感染の予防（抗HBs人免疫

グロブリンとの併用）．③HBs抗原陽

性でかつHBe抗原陽性の血液による汚

染事故後のB型肝炎発症予防（抗HBs

人免疫グロブリンとの併用）

【用】（注）①0.5mLずつを4週間隔で2

回，更に，初回注射の20～24週後に1

回0.5mLを皮下注又は筋注．10歳未満

の者には，0.25mLずつを同様の投与間

隔で皮下注．②0.25mLを1回，生後12

時 間 以 内 を 目 安 に 皮 下 注． 更 に，

0.25mLずつを初回注射の1か月後及び6

か月後の2回，同様の用法で注射．③

0.5mLを1回，事故発生後7日以内に皮

下注又は筋注．更に0.5mLずつを初回

注射の1か月後及び3 ～ 6か月後の2

回，同様の用法で注射．10歳未満の者

には，0.25mLずつを同様の投与間隔で

皮下注．①②③但し，能動的HBs抗体

が獲得されていない場合には追加注射
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65215　組換え沈降9価ヒトパピ
ローマウイルス様粒子ワク
チン

 

（組換え沈降9価ヒトパピローマウイル

ス様粒子ワクチン（酵母由来））

Recombinant adsorbed 9-valent 

human papillomavirus virus-like 

particle vaccine (Yeast Origin)

‛シルガード9水性懸濁筋注シリ
ンジ� お

Silgard9 0.5mL/本  〔MSD〕

【効】ヒトパピローマウイルス6，11，

16，18，31，33，45，52及び58型の感
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染に起因する次記の疾患の予防：子宮

頸癌（扁平上皮癌及び腺癌）及びその

前 駆 病 変（子 宮 頸 部 上 皮 内 腫 瘍

（CIN）1，2及び3並びに上皮内腺癌

（AIS）），外陰上皮内腫瘍（VIN）1，

2及び3並びに腟上皮内腫瘍（VaIN）

1，2及び3，尖圭コンジローマ

【用】（注）9歳以上の女性に，1回0.5mL

を合計3回，筋注．2回目は初回接種の

2か月後，3回目は6か月後に同様の用

法で接種
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65216　乾燥組換え帯状疱疹ワクチ
ン

 

（乾燥組換え帯状疱疹ワクチン（チャ

イニーズハムスター卵巣細胞由来））

Freeze-dried recombinant herpes 

zoster vaccine (prepared from 

chinese hamster ovary cells)

‛シングリックス筋注用� おけ
Shingrix 0.5mL/V 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】帯状疱疹の予防

【用】（注）抗原製剤を専用溶解用液全

量で溶解し，50歳以上の成人に0.5mL

を2か月間隔で2回，筋注
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653　予防接種用薬（トキソイ
ド）

65301　沈降破傷風トキソイド
 

（沈降破傷風トキソイド）Adsorbed 

tetanus toxoid

‛沈降破傷風トキソイド「生研」
� おけ

Adsorbed tetanus toxoid 0.5mL/本 

 〔田辺三菱〕

〔薬価〕644.00円/瓶

【効】破傷風の予防

【用】（注）①初回免疫：1回0.5mLずつ

を2回，3～8週間の間隔で皮下注又は

筋注．②追加免疫：第1回の追加免疫

には，初回免疫後6か月以上の間隔を

おいて，（標準として初回免疫終了後

12か月から18か月までの間に）0.5mL

を1回皮下注又は筋注．初回免疫のと

き副反応の強かった者には適宜減量．

以後の追加免疫のときの接種量もこれ

に準ずる
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65302　沈降ジフテリア破傷風混合
トキソイド

 

（沈降ジフテリア破傷風混合トキソイ

ド）Adsorbed diphtheria-tetanus 

combined toxoid

‛DTビック〈沈降ジフテリア破
傷風混合トキソイド〉� おけ

0.1mL/V  〔田辺三菱〕

0.1mL中： 

ジフテリアトキソイド 5Lf以下（7I.

U.以上） 

破傷風トキソイド 1Lf以下（4I.U.以

上）

【効】ジフテリア及び破傷風の予防

【用】（注）①初回免疫：1回0.5mLずつ

を2回，3～8週間隔で皮下注．10歳以

上には，第1回量0.1mL皮下注．②追加

免疫：初回免疫後6か月以上の間隔で

（標準：初回免疫終了後12～18か月の

間）0.5mL を 1 回 皮 下 注，10 歳 以 上

0.1mL以下を皮下注

�����������������
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654　予防接種用薬（その他）
65401　結核診断薬
 

（精製ツベルクリン）Purified 

tuberculin

‛一般診断用精製ツベルクリン
（PPD）1人用� おけ

Purified tuberculin 0.5mL/セット 

 〔日本ビーシージー〕

〔薬価〕1,823.00円/瓶

【効】結核の診断に用いる

【用】（注）①添付の溶解液の全量を吸

い上げ，標準品0.25μg相当量入りの本

剤に注入して溶解し，0.5μg相当量/mL

の精製ツベルクリン溶液をつくる．②

精製ツベルクリン溶液0.1mLを前膊

（前腕）屈側のほぼ中央部又は上膊

（上腕）屈側の中央からやや下部の皮

内に注射し，注射後およそ48時間後に

判読する
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655　血液製剤
65501　ヒト免疫グロブリン
 

（乾燥スルホ化人免疫グロブリン）

Freeze-dried sulfonated human 

normal immunoglobulin

‛献血ベニロン－I静注用1000㎎
（無）� く

Venilon-I 1g/20mL付/V  〔帝人〕

〔薬価〕9,735.00円/瓶

‛献血ベニロン－I静注用2500㎎
（無）� く

Venilon-I 2.5g/50mL付/V

〔薬価〕18,670.00円/瓶

‛献血ベニロン－I静注用5000㎎
（無）� く

Venilon-I 5g/100mL付/V

〔薬価〕35,882.00円/瓶

【効】①低又は無ガンマグロブリン血

症．②重症感染症における抗生物質と

の併用．③特発性血小板減少性紫斑病

（他剤が無効で著明な出血傾向があ

り，外科的処置又は出産等一時的止血

管理を必要とする場合）．④川崎病の

急性期（重症であり，冠動脈障害の発

生の危険がある場合）．⑤ギラン・バ

レー症候群（急性増悪期で歩行困難な

重症例）．⑥好酸球性多発血管炎性肉

芽腫症における神経障害の改善（ステ

ロイド剤が効果不十分な場合に限

る）．⑦慢性炎症性脱髄性多発根神経

炎（多巣性運動ニューロパチーを含

む）の筋力低下の改善．⑧視神経炎の

急性期（ステロイド剤が効果不十分な

場合）

【用】（注）添付の注射用水に溶解し，

直接静注する場合，極めて緩徐に．①

1回200～600㎎/㎏を3～4週間隔で点

滴静注又は直接静注．②1回2500 ～

5000㎎を，小児：1回50～150㎎/㎏を

点滴静注又は直接静注．③1日200 ～

400㎎/㎏を点滴静注又は直接静注．5

日間投与しても症状の改善が認められ

ない場合は以降の投与を中止．④1日

200㎎/㎏を5日間点滴静注又は直接静

注，若しくは2000㎎/㎏を1回点滴静

注．年齢及び症状に応じて5日間投与

の場合は適宜増減，1回投与の場合は

適宜減量．⑤1日400㎎/㎏を5日間点

滴静注又は直接静注．⑥1日400㎎/㎏

を5日間点滴静注．⑦1日400㎎/㎏を5

日間連日点滴静注．年齢及び症状に応

じて適宜減量．⑧1日400㎎/㎏を5日

間連日点滴静注
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（ポリエチレングリコール処理人免疫

グロブリン）Polyethylene glycol 

treated human normal immuno-

globulin

‛献血ヴェノグロブリンIH10%
静注5g/50mL� く

Kenketsu venoglobulin IH 5g/50mLV 

 〔日本血液製剤〕

〔薬価〕37,871.00円/瓶

【効】①低並びに無ガンマグロブリン血

症．②重症感染症における抗生物質と

の併用．③特発性血小板減少性紫斑病

（他剤が無効で，著明な出血傾向があ

り，外科的処置又は出産等一時的止血

管理を必要とする場合）．④川崎病の

急性期（重症であり，冠動脈障害の発

生の危険がある場合）．⑤多発性筋

炎・皮膚筋炎における筋力低下の改善

（ステロイド剤が効果不十分な場合に

限る）．⑥慢性炎症性脱髄性多発根神

経炎（多巣性運動ニューロパチーを含

む）の筋力低下の改善．⑦慢性炎症性

脱 髄 性 多 発 根 神 経 炎（多 巣 性 運 動

ニューロパチーを含む）の運動機能低

下の進行抑制（筋力低下の改善が認め

られた場合）．⑧全身型重症筋無力症

（ステロイド剤又はステロイド剤以外

の免疫抑制剤が十分に奏効しない場合

に限る）．⑨天疱瘡（ステロイド剤の

効果不十分な場合）．⑩血清IgG2値の

低下を伴う，肺炎球菌又はインフルエ

ンザ菌を起炎菌とする急性中耳炎，急

性気管支炎又は肺炎の発症抑制（ワク

チン接種による予防及び他の適切な治

療を行っても十分な効果が得られず，

発症を繰り返す場合に限る）．⑪水疱

性類天疱瘡（ステロイド剤の効果不十

分な場合）．⑫ギラン・バレー症候群

（急性増悪期で歩行困難な重症例）．⑬

抗ドナー抗体陽性腎移植における術前

脱感作

【用】（注）①1回200～600㎎（2～6mL）

/㎏を3～4週間隔で点滴静注又は直接

静注．②成人に対しては，1回2,500～

5,000㎎（25 ～ 50mL），小児に対して

は，1回100 ～ 150㎎（1 ～ 1.5mL）/㎏

を点滴静注又は直接静注．症状によっ

て適宜増量．③1日200 ～ 400㎎（2 ～

4mL）/㎏を点滴静注又は直接静注．

なお，5日間使用しても症状に改善が

認められない場合，以降の投与中止．

④1日400㎎（4mL）/㎏を5日間点滴静

注又は直接静注，若しくは人免疫グロ

ブリンGとして2,000㎎（20mL）/㎏を

1回点滴静注．年齢及び症状に応じて

適宜減量．⑤1日400㎎（4mL）/㎏を5

日間点滴静注．⑥1日400㎎（4mL）/

㎏を5日間連日点滴静注又は直接静

注．年齢及び症状に応じて適宜減量．

⑦「1,000㎎（10mL）/㎏を1日」又は

「500㎎（5mL）/㎏を2日間連日」を3

週間隔で点滴静注．⑧1日400㎎（4mL）

/㎏を5日間点滴静注．⑨1日400㎎

（4mL）/㎏を5日間連日点滴静注．年

齢及び症状に応じて適宜減量．⑩初回

は300㎎（3mL）/㎏，2回目以降は200

㎎（2mL）/㎏を投与．投与間隔は，

通常，4週間．⑪⑫1日400㎎（4mL）/

㎏を5日間連日点滴静注．⑬1日あたり

1,000㎎（10mL）/㎏を点滴静注．年齢

及び状態に応じて適宜減量．総投与量

は4,000㎎（40mL）/㎏を超えない

�����������������

65502　抗HBsグロブリン
 

（乾燥抗HBs人免疫グロブリン）

Human anti-HBs immunoglobulin

‛乾燥HBグロブリン筋注用1000
単位「ニチヤク」� く

Dried HB globulin 1,000IU/5mL付/V 
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 〔日本製薬〕

〔薬価〕36,939.00円/瓶

【効】①HBs抗原陽性血液の汚染事故後

のB型肝炎発症予防．②新生児のB型

肝炎予防（原則として，沈降B型肝炎

ワクチンとの併用）

【用】（注）本剤1瓶を添付の溶解液（注

射 用 水）1 瓶（200 単 位 製 剤 は 1mL，

1,000単位製剤は5mL）で溶解して筋

注．①事故発生後7日以内（48時間以

内 が 望 ま し い） に 1 回 5 ～ 10mLを 筋

注．必要に応じて増量するか又は同量

を 繰 り 返 す． 小 児：0.16 ～ 0.24mL/

㎏．②初回は生後5日以内（生後12時

間以内が望ましい）に0.5～1.0mLを筋

注，追加は0.16～0.24mL/㎏
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65503　アルブミン
 

（人血清アルブミン）Human serum 

albumin

‛献血アルブミン5%静注
12.5g/250mL「JB」� く

Albumin 12.5g250mL/V 

 〔日本血液製剤〕

〔薬価〕3,906.00円/瓶

【効】アルブミンの喪失（熱傷，ネフ

ローゼ症候群など）及びアルブミン合

成低下（肝硬変症など）による低アル

ブミン血症，出血性ショック

【用】（注）1回5 ～ 12.5g（本剤として

100 ～ 250mL）を緩徐に静注又は点滴

静注
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（人血清アルブミン）Human serum 

albumin

‛赤十字アルブミン25%静注
12.5g/50mL� く

Albumin 25%50mL/V  〔日本血液製剤〕

〔薬価〕4,193.00円/瓶

【効】アルブミンの喪失（熱傷，ネフ

ローゼ症候群など）及びアルブミン合

成低下（肝硬変症など）による低アル

ブミン血症，出血性ショック

【用】（注）1回5 ～ 12.5g（本剤として

20 ～ 50mL）を緩徐に静注又は点滴静

注

�����������������

65505　フィブリノゲン
 

‛タコシール組織接着用シート
� く

Tachosil 9.5㎝×4.8㎝/枚 

 〔CSLベーリング〕

〔薬価〕52,819.40円/枚

1中： 

ヒトフィブリノゲン 5.5㎎ 

トロンビン画分 2.0I.U.

【効】肝臓外科，肺外科，心臓血管外

科，産婦人科及び泌尿器外科領域にお

ける手術時の組織の接着・閉鎖（但

し，縫合あるいは接合した組織から血

液，体液又は体内ガスの漏出をきた

し，他に適切な処置法のない場合に限

る．）

【用】（外）接着・閉鎖部位の血液，体

液をできるだけ取り除き，本剤を適切

な大きさにし，乾燥状態のままあるい

は生理食塩液でわずかに濡らし，その

活性成分固着面を接着・閉鎖部位に貼

付し，3～5分間圧迫
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‛ボルヒール組織接着用� く
Bolheal 2mL/本  〔帝人〕

〔薬価〕21,355.60円/組

2mL製剤中： 

バイアル1（フィブリノゲン凍結乾

燥粉末）： 

人フィブリノゲン 160㎎ 

人血液凝固第XIII因子 150単位 
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バイアル2（フィブリノゲン溶解

液）： 

局外規アプロチニン液

 2000KIE/2.0mL 

バイアル3（トロンビン凍結乾燥粉

末）： 

トロンビン 500単位 

バイアル4（トロンビン溶解液）： 

塩化カルシウム水和物 11.8㎎/2.0mL

‛ボルヒール組織接着用� く
Bolheal 5mL/本

〔薬価〕49,541.10円/組

5mL製剤中： 

バイアル1（フィブリノゲン凍結乾

燥粉末）： 

人フィブリノゲン 400㎎ 

人血液凝固第XIII因子 375単位 

バイアル2（フィブリノゲン溶解

液）： 

局外規アプロチニン液

 5000KIE/5.0mL 

バイアル3（トロンビン凍結乾燥粉

末）： 

トロンビン 1250単位 

バイアル4（トロンビン溶解液）： 

塩化カルシウム水和物 29.5㎎/5.0mL

【効】組織の接着・閉鎖（但し，縫合あ

るいは接合した組織から血液，体液又

は体内ガスの漏出を来し，他に適切な

処置法のない場合に限る）

【用】（外）フィブリノゲン凍結乾燥粉

末（バイアル1）をフィブリノゲン溶

解液（バイアル2）全量で溶解し，A

液とする．トロンビン凍結乾燥粉末

（バイアル3）をトロンビン溶解液（バ

イ ア ル 4） 全 量 で 溶 解 し，B液 と す

る．溶解した両液の等容量を接着・閉

鎖部位に重層又は混合して適用．10

あたりA液B液各々1mLを適用
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65506　アンチトロンビン
 

（乾燥濃縮人アンチトロンビンIII）

Human anti-thrombin III, freeze-

dried concentrated

‛ノイアート静注用1500単位
（無）� く

Neuart 1,500単位/30mL付/V 

 〔日本血液製剤〕

〔薬価〕54,896.00円/瓶

【効】①先天性アンチトロンビンIII欠

乏に基づく血栓形成傾向．②アンチト

ロンビンIII低下を伴う汎発性血管内

凝固症候群（DIC）

【用】（注）添付の注射用水で溶解し，

緩徐に静注もしくは点滴静注．①1日

1000 ～ 3000 単 位 又 は 20 ～ 60 単 位/

㎏．②アンチトロンビンIIIが正常の

70%以下に低下した場合は，ヘパリン

の持続点滴静注のもとに1日1500単位

又は30単位/㎏．産科的，外科的DIC

などで緊急処置の場合は1日1回40～

60単位/㎏

�����������������
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66　寄生動物用薬
661　抗寄生虫薬
66101　抗原虫薬
 

（メトロニダゾール）Metronidazole

‛フラジール内服錠250㎎
Flagyl 250㎎/T  〔塩野義〕

〔薬価〕36.20円/T

【効】①トリコモナス症（腟トリコモナ

スによる感染症）．②嫌気性菌感染

症：深在性皮膚感染症，外傷・熱傷及

び手術創等の二次感染，骨髄炎，肺

炎，肺膿瘍，骨盤内炎症性疾患，腹膜

炎，腹腔内膿瘍，肝膿瘍，脳膿瘍．

〈適応菌種〉本剤に感性のペプトスト

レプトコッカス属，バクテロイデス

属，プレボテラ属，ポルフィロモナス

属，フソバクテリウム属，クロストリ

ジウム属，ユーバクテリウム属．③感

染性腸炎（偽膜性大腸炎を含む）．〈適

応菌種〉本剤に感性のクロストリジウ

ム・ディフィシル．④細菌性腟症．

〈適応菌種〉本剤に感性のペプトスト

レプトコッカス属，バクテロイデス・

フラジリス，プレボテラ・ビビア，モ

ビルンカス属，ガードネラ・バジナリ

ス．⑤ヘリコバクター・ピロリ感染

症： 胃 潰 瘍・ 十 二 指 腸 潰 瘍・ 胃

MALTリンパ腫・特発性血小板減少

性紫斑病・早期胃癌に対する内視鏡的

治療後胃におけるヘリコバクター・ピ

ロリ感染症，ヘリコバクター・ピロリ

感染胃炎．⑥アメーバ赤痢．⑦ランブ

ル鞭毛虫感染症

【用】（内）①1クールとして，1回250㎎

を1日2回，10日間．②1回500㎎を1日3

回又は4回．③1回250㎎を1日4回又は1

回500㎎を1日3回，10 ～ 14日間．④1

回250㎎を1日3回又は1回500㎎を1日2

回7日間．⑤アモキシシリン水和物，

クラリスロマイシン及びプロトンポン

プインヒビター併用によるヘリコバク

ター・ピロリの除菌治療が不成功の場

合：メトロニダゾールとして1回250

㎎，アモキシシリン水和物として1回

750㎎及びプロトンポンプインヒビ

ターの3剤を同時に1日2回，7日間．⑥

1回500㎎を1日3回10日間．症状に応じ

て1回750㎎を1日3回．⑦1回250㎎を1

日3回5～7日間

�����������������

66102　抗線虫薬
 

（イベルメクチン）Ivermectin

‛ストロメクトール錠3㎎（無）
� お

Stromectol 3㎎/T  〔マルホ〕

〔薬価〕632.90円/T

【効】①腸管糞線虫症．②疥癬

【用】（内）①約200μg/㎏を2週間間隔

で2回．②約200μg/㎏を1回．（体重毎

の1回当たりの投与量）15－24㎏：1

錠，25－35㎏：2錠，36－50㎏：3錠，

51－65㎏：4錠，66－79㎏：5錠，80㎏

以上：約200μg/㎏
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（ピランテルパモ酸塩）Pyrantel 

pamoate

‛コンバントリン錠100㎎
Combantrin 100㎎/T  〔佐藤〕

〔薬価〕53.20円/T

【効】回虫，鉤虫，蟯虫，東洋毛様線虫

の駆除

【用】（内）10㎎/㎏を1回．食事に関係

なく投与可，また下剤を使用する必要

はない．投与は1回のみ．体重換算に

よる服用量の概算は20㎏：200㎎，30

㎏：300㎎，40㎏：400㎎，50㎏以上：

500㎎

�����������������
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VII　治療を主目的としない医薬品

71　調剤用薬
711　賦形剤
71101　乳糖類
 

（乳糖水和物）Lactose hydrate

‛乳糖「ホエイ」
Lactose hydrate 1g/g  〔ファイザー〕

〔薬価〕1.76円/g

【効】賦形剤として調剤に用いる
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71102　デンプン類
 

（バレイショデンプン）Potato starch

‛バレイショデンプン「ケン
エー」

Potato starch 1g/g  〔健栄〕

〔薬価〕0.75円/g

【効】賦形剤として調剤に用いる
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712　軟膏基剤
71201　油脂性基剤
 

（オリブ油）Olive oil

‛オリブ油
Olive oil 500mL/本  〔丸石〕

〔薬価〕1.93円/mL

【効】軟膏剤，硬膏剤，リニメント剤な

どの基材として調剤に用いる．皮膚・

粘膜の保護剤として用いる
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（白色ワセリン）White petrolatum

‛白色ワセリン
White petrolatum 100g/本  〔健栄〕

〔薬価〕2.38円/g

【効】軟膏基剤として調剤に用いる．ま

た，皮膚保護剤として用いる
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（白色ワセリン）White petrolatum

‛プロペト
Propeto 500g/本  〔丸石〕

〔薬価〕2.38円/g

【効】眼科用軟膏基剤，一般軟膏基剤と

して調剤に用いる．また，皮膚保護剤

として用いる
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71202　乳剤性基剤
 

（吸水クリーム）Absorptive cream

‛吸水クリーム「ニッコー」
Absorptive cream 1g/g  〔丸石〕

〔薬価〕1.82円/g

100g中： 

白色ワセリン 40g 

セタノール 10g 

サラシミツロウ 5g 

セスキオレイン酸ソルビタン 5g 

ラウロマクロゴール 0.5g 

パラオキシ安息香酸メチル 0.1g 

パラオキシ安息香酸プロピル 0.1g 

精製水 適量

【効】軟膏基剤として調剤に用いる．ま

た，皮膚保護剤として用いる
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（親水クリーム）Hydrophilic cream

‛親水クリーム「ホエイ」
Hydrophilic cream 1g/g 

 〔ファイザー〕

〔薬価〕2.08円/g

1g中： 

白色ワセリン 250㎎ 

ステアリルアルコール 200㎎ 

プロピレングリコール 120㎎ 

ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60

 40㎎ 
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モノステアリン酸グリセリン 10㎎ 

パラオキシ安息香酸メチル 1㎎ 

パラオキシ安息香酸プロピル 1㎎ 

精製水 適量

【効】軟膏基剤として調剤に用いる．ま

た，皮膚保護剤として用いる
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713　溶解剤
71301　精製水類
 

（注射用水）Water for injection

‛大塚蒸留水（20mL（プラアン
プル））

Water for injection 20mL/A 

 〔大塚製薬工場〕

〔薬価〕62.00円/A

‛大塚蒸留水（100mL（ピギー
バック用））

Water for injection 100mL/本

〔薬価〕134.00円/瓶

‛注射用水
Water for injection 1000mL/本  〔光〕

〔薬価〕220.00円/瓶

【効】注射剤の溶解希釈剤，注射剤の製

剤
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（注射用水）Water for injection

‛注射用水バッグ「フソー」
Water for injection 1L/袋  〔扶桑〕

〔薬価〕220.00円/袋

【効】注射用医薬品の溶解・希釈剤

【用】注射用医薬品の溶解・希釈に用い

る
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（滅菌精製水）Sterile purified water

‛滅菌精製水「ヨシダ」（無）
Sterile purified water 500mL/本 

 〔吉田〕

〔薬価〕0.43円/mL

【効】溶解剤として無菌を条件とする製

剤の調製，医療器具の洗浄に用いる

�����������������

714　矯味，矯臭，着色剤
71402　シロップ製剤
 

（単シロップ）Simple syrup

‛単シロップ
Simple syrup 500mL/本  〔中北〕

〔薬価〕0.68円/mL

【効】矯味の目的で調剤に用いる
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71409　その他の矯味，矯臭，着色
剤

 

（ハッカ油）Mentha herb

‛ハッカ油「日医工」
Mentha oil 25mL/本  〔日医工〕

〔薬価〕13.40円/mL

【効】芳香・矯臭・矯味の目的で調剤に

用いる．またハッカ水の調剤に用いる

�����������������
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72　診断用薬（体外診断用医
薬品を除く）

721　造影剤
72101　MRI用（ガドリニウム系非

イオン性）
 

（ガドテリドール）Gadoteridol

‛プロハンス静注シリンジ13mL
ProHance 13mL/シリンジ  〔エーザイ〕

〔薬価〕4,926.00円/筒

【効】磁気共鳴コンピューター断層撮影

における次記造影：脳・脊髄造影，躯

幹部・四肢造影

【用】（注）0.2mL/㎏を静注，腎臓を対

象とする場合には0.1mL/㎏を静注．転

移性脳腫瘍が疑われる患者：0.2mL/㎏

初回投与後，腫瘍が検出されないか，

造影効果不十分であった場合には初回

投与後30分以内に0.2mL/㎏を追加可
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（ガドブトロール）Gadobutrol

‛ガドビスト静注1.0mol/Lシリ
ンジ10mL

Gadovist 60.47%10mL/本  〔バイエル〕

〔薬価〕8,697.00円/筒

【効】磁気共鳴コンピューター断層撮影

における次記造影：脳・脊髄造影，躯

幹部・四肢造影

【用】（注）0.1mL/㎏を静注
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72102　MRI用（ガドリニウム系）
 

（ガドキセト酸ナトリウム）Gadox-

etate sodium

‛EOB・プリモビスト注シリン
ジ

EOB･Primovist 10mL/シリンジ 

 〔バイエル〕

〔薬価〕21,051.00円/筒

【効】磁気共鳴コンピューター断層撮影

における肝腫瘍の造影

【用】（注）0.1mL/㎏を静注
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72103　MRI用（その他）
 

（塩化マンガン四水和物）Manganese 

chloride tetrahydrate

‛ボースデル内用液10
Bothdel 250mL/袋  〔協和キリン〕

〔薬価〕882.10円/袋

【効】磁気共鳴胆道膵管撮影における消

化管陰性造影

【用】（内）マンガンとして10㎎（1袋

250mL）を経口投与
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（フェルカルボトラン）Ferucar-

botran

‛リゾビスト注
Resovist 44.6㎎/1.6mL/V 

 〔富士フイルム富山化学〕

〔薬価〕14,903.00円/瓶

【効】磁気共鳴コンピューター断層撮影

における肝腫瘍の局在診断のための肝

臓造影

【用】（注）0.016mL/㎏（鉄 と し て 0.45

㎎/㎏＝8μmol/㎏）を静注．1.4mLま

で．過剰量の投与あるいは追加投与は

しない
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72104　尿路・血管系（非イオンモ
ノマー）

 

（イオパミドール）Iopamidol

‛イオパミロン注300
Iopamiron 50mL/V  〔バイエル〕

〔薬価〕2,016.00円/瓶

【効】①脳血管撮影．②大動脈撮影．③

選択的血管撮影．④四肢血管撮影．⑤

ディジタルX線撮影法による静脈性血

管撮影．⑥ディジタルX線撮影法によ
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る動脈性血管撮影．⑦コンピューター

断層撮影における造影．⑧静脈性尿路

撮影．⑨逆行性尿路撮影

【用】（注）1 回 次 記 量 を 使 用． ① 6 ～

13mL．②⑤30 ～ 50mL．③5 ～ 40mL．

④20 ～ 50mL．⑥3 ～ 30mL．⑦100mL．

⑧40 ～ 100mL．⑨5 ～ 200mL．⑥⑨原

液又は生理食塩液で2～4倍希釈．⑦

50mL以上は点滴静注．胸・腹部を高速

らせんコンピューター断層撮影する場

合は，対象部位により投与速度を調

節．投与量は肝臓領域を除く胸・腹部

の場合は100mLまで，肝臓領域の場合

は150mLまで投与することができる．

⑧50mL以上は点滴静注
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（イオパミドール）Iopamidol

‛イオパミロン注370シリンジ
Iopamiron 100mL/シリンジ 

 〔バイエル〕

〔薬価〕4,268.00円/筒

【効】①血管心臓撮影（肺動脈撮影を含

む）．②大動脈撮影．③選択的血管撮

影．④四肢血管撮影．⑤ディジタルX

線撮影法による静脈性血管撮影．⑥

ディジタルX線撮影法による動脈性血

管撮影．⑦コンピューター断層撮影に

おける造影．⑧静脈性尿路撮影

【用】（注）1回次記量を使用．①④20

～ 50mL． ② ⑤ 30 ～ 50mL． ③ 5 ～

40mL．⑥3 ～ 30mL．⑦100mL．⑧20 ～

100mL
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（イオヘキソール）Iohexol

‛オムニパーク300注シリンジ
150mL

Omnipaque 150mL/本 

 〔GEヘルスケア〕

〔薬価〕5,316.00円/筒

【効】①脳血管撮影．②選択的血管撮

影．③四肢血管撮影．④ディジタルX

線撮影法による動脈性血管撮影．⑤

ディジタルX線撮影法による静脈性血

管撮影．⑥コンピューター断層撮影に

おける造影．⑦静脈性尿路撮影

【用】（注）1回，次記の量を使用．①5

～ 15mL．②5 ～ 50mL．③10 ～ 50mL．

④ 1.5 ～ 50mL． ⑤ 20 ～ 50mL． ⑥ 40 ～

100mL（高速ラセンコンピューター断

層 撮 影 で 腹 部 の 撮 影 を 行 う 場 合，

150mLまで投与可能）．⑦50～100mL
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（イオヘキソール）Iohexol

‛オムニパーク350注50mL
Omnipaque 50mL/V  〔GEヘルスケア〕

〔薬価〕2,100.00円/瓶

‛オムニパーク350注100mL
Omnipaque 100mL/V

〔薬価〕3,370.00円/瓶

【効】①血管心臓撮影（肺動脈撮影を含

む）．②大動脈撮影．③選択的血管撮

影．④四肢血管撮影．⑤ディジタルX

線撮影法による静脈性血管撮影．⑥コ

ンピューター断層撮影における造影．

⑦静脈性尿路撮影．⑧小児血管心臓撮

影（肺動脈撮影を含む）

【用】（注）1回，次記の量を使用．①心

腔 内 撮 影：20 ～ 40mL． 冠 状 動 脈 撮

影：3 ～ 8mL． 肺 動 脈 撮 影：20 ～

40mL．②30 ～ 50mL．③5 ～ 50mL．④

10 ～ 50mL． ⑤ 20 ～ 50mL． ⑥ 40 ～

100mL．50mL以上投与するときは通常

点滴とする．⑦40mL．⑧心腔内・肺動

脈・ 上 行 大 動 脈 撮 影：0.5 ～ 2.0mL/

㎏．冠状動脈撮影：2.0～4.0mL
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（イオメプロール）Iomeprol

‛イオメロン300注シリンジ
100mL

Iomeron 61.24%100mL/筒  〔エーザイ〕
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〔薬価〕5,311.00円/筒

【効】①コンピューター断層撮影におけ

る造影．②静脈性尿路撮影．③脳血管

撮影．④胸部血管撮影．⑤腹部血管撮

影．⑥四肢血管撮影．⑦ディジタルX

線撮影法による静脈性血管撮影．⑧

ディジタルX線撮影法による動脈性血

管撮影

【用】（注）1回次記量を使用．複数回投

与する場合は総量250mLまで．①40～

100mL． ② 40 ～ 100mL． ③ 5 ～ 15mL．

④ 5 ～ 50mL． ⑤ 5 ～ 60mL． ⑥ 10 ～

80mL．⑦10～50mL．⑧3～40mL
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72107　脳槽・脊髄系
 

（イオヘキソール）Iohexol

‛オムニパーク240注10mL（脳
槽・脊髄用）

Omnipaque 10mL/V  〔GEヘルスケア〕

〔薬価〕466.00円/瓶

【効】①コンピューター断層撮影による

脳槽造影．②コンピューター断層撮影

による脊髄造影．③頸部脊髄撮影．④

頸部脊髄撮影．⑤胸部脊髄撮影．⑥腰

部脊髄撮影

【用】（注）1回，撮影の種類，穿刺部位

に応じて次記の量を使用．①腰椎5～

10mL（ ヨ ー ド 含 有 量：1,200 ～ 2,400

㎎）．②④⑤⑥腰椎8 ～ 12mL（ヨード

含有量：1,920 ～ 2,880㎎）．③外側頸

椎8 ～ 10mL（ヨード含有量：1,920 ～

2,400㎎）
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72108　消化管系
 

（アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミ

ン）Meglumine sodium amidotri-

zoate

‛ガストログラフイン経口・注
腸用

Gastrografin 100mL/本  〔バイエル〕

〔薬価〕12.90円/mL

1瓶（100mL）中： 

アミドトリゾ酸 59.73g 

メグルミン 15.924g 

水酸化ナトリウム 629㎎

【効】①消化管撮影：次記の場合におけ

る消化管造影（狭窄の疑いのあると

き．急性出血．穿孔の恐れのあるとき

（消化器潰瘍，憩室）．その他，外科手

術を要する急性症状時．胃及び腸切除

後（穿孔の危険，縫合不全）．内視鏡

検査法実施前の異物及び腫瘍の造影．

胃・腸瘻孔の造影）．②コンピュー

ター断層撮影における上部消化管造影

【用】（内）①1回60mL（レリーフ造影に

は，10～30mL）．②30～50倍量の水で

希釈し，250～300mL．（注腸）3～4倍

量の水で希釈し，最高500mLを注腸投

与
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（硫酸バリウム）Barium sulfate

‛バリテスターA240散
Barytester A 98.5g/100g  〔伏見〕

〔薬価〕1.36円/g

【効】食道・胃・十二指腸二重造影撮影

【用】（内）本剤100gに対し水18～26mL

を加えて200～240w/v%の濃度の懸濁

液とし，その適量を経口投与．次の量

を標準とする．食道（二重造影）：硫

酸バリウム濃度200～240w/v%（用量

30 ～ 50mL）． 胃・ 十 二 指 腸（二 重 造

影）：硫酸バリウム濃度200 ～ 240w/
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v%（用量200～230mL）
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（硫酸バリウム）Barium sulfate

‛バリトップP
Baritop P 200g/包  〔カイゲン〕

〔薬価〕1.45円/g

【効】消化管撮影

【用】（内）検査部位及び検査方法に応

じ，本剤の適量に適量の水を加えて適

当な濃度とし，その適量を経口投与又

は注腸．次の量を標準とする．食道

（経 口）： 硫 酸 バ リ ウ ム 濃 度 50 ～

200w/v%，用量10～150mL．胃・十二

指腸（経口）：硫酸バリウム濃度30～

200w/v%，用量10～300mL．小腸（経

口）：硫酸バリウム濃度30 ～ 150w/

v%，用量100～300mL．大腸（注腸）：

硫酸バリウム濃度20 ～ 130w/v%，用

量200～2000mL
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（硫酸バリウム）Barium sulfate

‛バリブライトLV
Baribright LV 300gボトル 

 〔カイゲン〕

〔薬価〕1.42円/g

【効】食道・胃・十二指腸二重造影撮影

【用】（内）本剤100gに対し水18～26mL

を加えて200～240w/v%の濃度の懸濁

液とし，その適量を投与．次の量を標

準とする．食道（二重造影）：硫酸バ

リウム濃度200～240w/v%，用量30～

50mL．胃・十二指腸（二重造影）：硫

酸バリウム濃度200～240w/v%，用量

200～230mL
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72109　膵胆・尿路・関節・唾液腺
系

 

（アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミ

ン）Meglumine sodium amidotri-

zoate

‛ウログラフイン注60%
Urografin 60%20mL/A  〔バイエル〕

〔薬価〕635.00円/A

1mL中： 

アミドトリゾ酸 471.78㎎ 

メグルミン 125.46㎎ 

水酸化ナトリウム 5.03㎎

【効】①逆行性尿路撮影．②内視鏡的逆

行性膵胆管撮影．③経皮経肝胆道撮

影．④関節撮影

【用】（注）1回次記量を使用．①20 ～

150mL（原液又は2 ～ 4倍希釈）．②20

～40mL．③20～60mL．④1～10mL
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72110　胆道系
 

（イオトロクス酸メグルミン）

Iotroxate meglumine

‛ビリスコピン点滴静注50
Biliscopin 10.55%100mL/V  〔バイエル〕

〔薬価〕2,108.00円/瓶

1mL中： 

イオトロクス酸 79.83㎎ 

メグルミン 25.63㎎

【効】胆嚢・胆管撮影

【用】（注）本剤100mLを30 ～ 60分にわ

たり点滴静注
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72111　脳・脊髄・関節・子宮卵管
系

 

（イオトロラン）Iotrolan

‛イソビスト注300
Isovist 64.08%10mL/V  〔バイエル〕
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〔薬価〕7,952.00円/瓶

【効】①子宮卵管撮影．②関節撮影

【用】（注）①1回6～10mLを導管より子

宮腔内に注入．②1回1 ～ 10mLを関節

腔内に注入
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72112　リンパ・子宮卵管系調製用
剤

 

（ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステ

ル）Iodine addition products of the 

ethylesters of the fatty acids 

obtained from poppyseed oil

‛リピオドール480注10mL
Lipiodol 4.8g/10mL/A  〔ゲルベ〕

〔薬価〕21,515.00円/A

1管中： 

ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステ

ル 10mL 

ヨウ素量として4.8g（38w/w%）

【効】①リンパ系撮影．②子宮卵管撮

影．③医薬品又は医療機器の調製

【用】（注）①皮膚直下の末梢リンパ管

内に注入．用量はヨード化ケシ油脂肪

酸エチルエステルとして上腕片側5～

6mL，下肢片側10mLである．注入速度

は0.3～0.5mL/分程度が望ましい．②

用時医師が定める．ヨード化ケシ油脂

肪酸エチルエステルとして5～8mLを

200㎜Hg以下の圧で注入することが原

則．③適量とり，医薬品又は医療機器

の調製に用いる
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72113　エコー用
 

（ペルフルブタン）Perflubutane

‛ソナゾイド注射用16μL
Sonazoid 16μL/V  〔第一三共〕

〔薬価〕8,593.00円/瓶

【効】超音波検査における次記造影：肝

腫瘤性病変，乳房腫瘤性病変

【用】（注）16μL（1バイアル）を添付

の注射用水2mLで懸濁し，1回懸濁液と

して0.015mL/㎏を静注
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72114　X線診断二重造影剤用発泡
剤

 

‛バックス発泡顆粒あ�
Bax 5.0g/本  〔カイゲン〕

〔薬価〕11.60円/g

2.7g中： 

炭酸水素ナトリウム 1150㎎ 

酒石酸 1050㎎

【効】胃及び十二指腸の透視・撮影の造

影補助

【用】（内）透視開始に際して，造影剤

投与開始直前あるいは投与開始後，年

齢，胃内容積の個人差，造影の体位に

応じて，約100 ～ 400mLの炭酸ガスの

発生量に相当する量を，少量の水又

は，造影剤と共に投与
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722　機能検査用試薬
72201　肝機能検査用試薬
 

（インドシアニングリーン）Indocya-

nine green

‛ジアグノグリーン注射用25㎎
Diagnogreen 25㎎/V  〔第一三共〕

〔薬価〕550.00円/瓶

【効】①肝機能検査（血漿消失率，血中

停滞率及び肝血流量測定）：肝疾患の

診断，予後治癒の判定．②循環機能検

査（心拍出量測定，平均循環時間又は

異常血流量測定）：心臓血管系疾患の

診断．③血管及び組織の血流評価．④

次の疾患におけるセンチネルリンパ節

の同定：乳癌，悪性黒色腫

【用】（注）①血漿消失率測定及び血中
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停滞率測定の場合：0.5㎎/㎏に相当す

る量を注射用水で5㎎/mL程度に希釈

し，肘静脈より30秒以内に症状に注意

しながら徐々に静注．肝血流量測定の

場合：25㎎をできるだけ少量の注射用

水に溶かした後，生理食塩液で2.5～

5㎎/mLの濃度に希釈し，3㎎に相当す

る前記溶液を静注．その後引き続き

0.27～0.49㎎/分の割合で約50分間採

血が終るまで一定速度で点滴静注．②

目的に応じて心腔内より末梢静脈に至

る種々の血管部位に溶液を注入するが

通常前腕静脈から行う．1人当たり1回

量は5～10㎎，すなわち1～2mL程度．

小児：体重に応じて減量．（添付文書

の「本検査の原理及び測定法」の項参

照）．③25㎎を5mLの注射用水で溶解

し，0.04～0.3㎎/㎏を静注．脳神経外

科手術時における脳血管の造影の場

合，25㎎を5mLの注射用水で溶解し，

0.1～0.3㎎/㎏を静注④乳癌のセンチ

ネルリンパ節の同定：25㎎を5mLの注

射用水で溶解し，5mL以下を悪性腫瘍

近傍又は乳輪部の皮下に分割投与．悪

性黒色腫のセンチネルリンパ節の同

定：25㎎を5mLの注射用水で溶解し，

1mLを悪性腫瘍近傍の皮内数箇所に分

割投与
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72202　腎機能検査用試薬
 

（インジゴカルミン）Indigocarmine

‛インジゴカルミン注20㎎
「AFP」

Indigocarmine 20㎎/5mL/A 

 〔アルフレッサ〕

〔薬価〕245.00円/A

【効】①腎機能検査（分腎機能測定によ

る）．②次の疾患におけるセンチネル

リンパ節の同定：乳癌，悪性黒色腫

【用】（注）①20 ～ 40㎎（5 ～ 10mL）を

静注した後，膀胱鏡で初排泄時間を調

べる．〈参考〉健康成人の初排泄時間

は3～5分で，遅くとも10分以内であ

れば機能異常ではない．腎機能障害が

ある場合，初排泄時間は遅延する．

〔注〕色素初排泄時間の他に，色素が

尿中排泄最高濃度に達する時間（正常

5 ～ 7分），排泄持続時間（正常90分）

を調べる場合もある．②乳癌のセンチ

ネルリンパ節の同定：20㎎（5mL）以

下を悪性腫瘍近傍又は乳輪部の皮下に

適宜分割して投与．悪性黒色腫のセン

チネルリンパ節の同定：4 ～ 12㎎（1

～3mL）を悪性腫瘍近傍の皮内数箇所

に適宜分割して投与
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723　その他の検査薬
72301　胃内粘液溶解除去剤
 

（プロナーゼ）Pronase

‛プロナーゼMS
Pronase MS 0.5g（20,000単位）/包 

 〔科研〕

〔薬価〕126.00円

【効】胃内視鏡検査における胃内粘液の

溶解除去

【用】（内）検査15 ～ 30分前に，20,000

単位を炭酸水素ナトリウム1gととも

に約50 ～ 80mLの水に溶かし，経口投

与
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79　その他の治療を主目的と
しない医薬品

791　中毒治療薬
79101　ニコチン依存症治療薬
 

（ニコチン）Nicotine

‛ニコチネルTTS10（無）
Nicotinell 10/枚  〔アルフレッサ〕

〔薬価〕223.90円/枚

‛ニコチネルTTS20（無）
Nicotinell 20/枚

〔薬価〕238.20円/枚

‛ニコチネルTTS30（無）
Nicotinell 30/枚

〔薬価〕244.80円/枚

【効】循環器疾患，呼吸器疾患，消化器

疾患，代謝性疾患等の基礎疾患を持

ち，医師により禁煙が必要と診断され

た禁煙意志の強い喫煙者が，医師の指

導の下に行う禁煙の補助

【用】（外）ニコチネルTTS10（ニコチ

ンとして17.5㎎含有），ニコチネル

TTS20（ニコチンとして35㎎含有）又

はニコチネルTTS30（ニコチンとして

52.5㎎含有）を1日1回1枚，24時間貼

付．最初の4週間はニコチネルTTS30

から貼付し，次の2週間はニコチネル

TTS20を貼付し，最後の2週間はニコ

チネルTTS10を貼付．最初の4週間に

減量の必要が生じた場合，ニコチネル

TTS20を貼付．10週間を超えて継続投

与しない
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（バレニクリン酒石酸塩）Varenicline 

tartrate

‛チャンピックス錠0.5㎎� お
Champix 0.5㎎/T  〔ファイザー〕

ラ
〔薬価〕138.70円/T

‛チャンピックス錠1㎎� お
Champix 1㎎/T

ラ
〔薬価〕248.00円/T

【効】ニコチン依存症の喫煙者に対する

禁煙の補助

【用】（内）第1 ～ 3日目は0.5㎎を1日1

回食後，第4～7日目は0.5㎎を1日2回

朝夕食後，第8日目以降は1㎎を1日2回

朝夕食後．投与期間は12週間
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79102　アセトアミノフェン中毒治
療薬

 

（アセチルシステイン）Acetylcyste-

ine

‛アセチルシステイン内用液
17.6%「あゆみ」

Acetylcysteine 176.2㎎/mL  〔あゆみ〕

〔薬価〕94.00円/mL

【効】アセトアミノフェン過量摂取時の

解毒

【用】（内）本剤又は本剤を希釈した液

を，初回にアセチルシステインとして

140㎎/㎏，次いでその4時間後から70

㎎/㎏を4時間毎に17回，計18回経口

投与．経口投与が困難な場合は，胃管

又は十二指腸管により投与．投与後1

時間以内に嘔吐した場合は，再度同量

を投与
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79103　吸収阻害薬
 

（薬用炭）Medicinal carbon

‛薬用炭「日医工」
Medicinal carbon 1g/g  〔日医工〕

〔薬価〕8.50円/g

【効】下痢症，消化管内の異常発酵によ

る生成ガスの吸着，自家中毒・薬物中

毒における吸着及び解毒
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【用】（内）1日2～20gを数回に分割
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799　他に分類されない治療を主
目的としない医薬品

 

（シアノアクリレート）Cyanoacry-

late

‛アロンアルフアA「三共」
Aron alpha A 0.5g/A  〔第一三共〕

〔薬価〕160.10円/A

【効】生体組織（皮膚，血管，臓器な

ど）の創傷癒合

【用】（外）癒合部に適量を塗布
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VIII　麻薬

81　医療用麻薬
811　オピオイド
81101　モルヒネ（内服）
 

（モルヒネ塩酸塩水和物）Morphine 

hydrochloride hydrate

‛オプソ内服液5㎎� おう
Opso 5㎎/2.5mL包  〔大日本住友〕

ラ
〔薬価〕114.50円/包

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種

癌における鎮痛

【用】（内）1日30～120㎎を1日6回に分

割

【投与制限日数】30日

�����������������

（モルヒネ塩酸塩水和物）Morphine 

hydrochloride hydrate

‛モルヒネ塩酸塩水和物「タケ
ダ」原末� うえ

Morphine hydrochloride hydrate 

1g/g  〔武田〕

ラ
〔薬価〕2,243.80円/g

【効】①激しい疼痛時における鎮痛・鎮

静．②激しい咳嗽発作における鎮咳．

③激しい下痢症状の改善及び手術後等

の腸管蠕動運動の抑制

【用】（内）1回5～10㎎，1日15㎎

【投与制限日数】30日
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（モルヒネ硫酸塩水和物）Morphine 

sulfate hydrate

‛MSコンチン錠10㎎� おう
MS contin 10㎎/T  〔塩野義〕

ラ
〔薬価〕245.60円/T

【効】激しい疼痛を伴う各種癌における

鎮痛

【用】（内）1 日 20 ～ 120 ㎎ を 2 回 に 分

割．初回量は10㎎とすることが望まし

い

【投与制限日数】30日
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81102　モルヒネ（注射）
 

（モルヒネ塩酸塩水和物）Morphine 

hydrochloride hydrate

‛モルヒネ塩酸塩注射液10㎎
「シオノギ」� おう

Morphine hydrochloride 10㎎/1mL/

A  〔塩野義〕

ラ
〔薬価〕305.00円/A

【効】①皮下及び静脈内投与の場合：1）

激しい疼痛時における鎮痛・鎮静．2）

激しい咳嗽発作における鎮咳．3）激

しい下痢症状の改善及び手術後等の腸

管蠕動運動の抑制．4）麻酔前投薬，

麻酔補助．5）中等度から高度の疼痛

を伴う各種癌における鎮痛．②硬膜外

及び③クモ膜下投与の場合：1）激し

い疼痛時における鎮痛．2）中等度か

ら高度の疼痛を伴う各種癌における鎮

痛

【用】（注）①1回5～10㎎を皮下注．麻

酔の補助として，静注することもあ

る．中等度から高度の疼痛を伴う各種

癌における鎮痛において持続点滴静注

又は持続皮下注する場合，1回50 ～

200㎎．②1回2～6㎎を硬膜外腔に注

入．硬膜外腔に持続注入する場合，1

日量として2 ～ 10㎎．③1回0.1 ～ 0.5

㎎をクモ膜下腔に注入

337

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/8114005
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/8114003
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/8114003
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/8114004
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/8114401
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/8114401


－338－

81

81　医療用麻薬

【投与制限日数】30日
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81103　モルヒネ（外用）
 

（モルヒネ塩酸塩水和物）Morphine 

hydrochloride hydrate

‛アンペック坐剤10㎎� おう
Anpec 10㎎/個  〔大日本住友〕

ラ
〔薬価〕320.10円/個

【効】激しい疼痛を伴う各種癌における

鎮痛

【用】（外）1日20～120㎎を2～4回に分

割し直腸内に．初めてモルヒネ製剤と

して本剤を投与する場合，1回10㎎よ

り開始することが望ましい

【投与制限日数】30日
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81104　オキシコドン（内服）
 

（オキシコドン塩酸塩水和物）

Oxycodone hydrochloride hydrate

‛オキシコンチンTR錠5㎎� おう
Oxycontin TR 5㎎/T  〔塩野義〕

ラ
〔薬価〕124.50円/T

‛オキシコンチンTR錠20㎎�おう
Oxycontin TR 20㎎/T

ラ
〔薬価〕433.70円/T

【効】①中等度から高度の疼痛を伴う各

種癌における鎮痛．②非オピオイド鎮

痛薬又は他のオピオイド鎮痛薬で治療

困難な中等度から高度の慢性疼痛にお

ける鎮痛

【用】（内）①1日10 ～ 80㎎を2回に分

割．②1日10～60㎎を2回に分割

【投与制限日数】30日

�����������������

（オキシコドン塩酸塩水和物）

Oxycodone hydrochloride hydrate

‛オキノーム散5㎎� おう
Oxinorm 5㎎/1g/包  〔塩野義〕

ラ
〔薬価〕111.20円/包

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種

癌における鎮痛

【用】（内）1日10～80㎎を4回に分割

【投与制限日数】30日

�����������������

81105　オキシコドン（注射）
 

（オキシコドン塩酸塩水和物）

Oxycodone hydrochloride hydrate

‛オキファスト注10㎎� おう
Oxifast 10㎎/A  〔塩野義〕

ラ
〔薬価〕300.00円/A

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種

癌における鎮痛

【用】（注）1日7.5 ～ 250㎎を持続静注

又は持続皮下注

【投与制限日数】14日

�����������������

81106　フェンタニル（注射）
 

（フェンタニルクエン酸塩）Fentanyl 

citrate

‛フェンタニル注射液0.1㎎「テ
ルモ」あ� おう

Fentanyl 0.005%2mL/A  〔テルモ〕

ラ
〔薬価〕181.00円/A

〔先発品〕フェンタニル注射液0.1㎎

「第一三共」

‛フェンタニル注射液0.5㎎「テ
ルモ」あ� おう

Fentanyl 0.5㎎/10mL/A

ラ
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〔薬価〕851.00円/A

【効】①全身麻酔，全身麻酔における鎮

痛．②局所麻酔における鎮痛の補助．

③激しい疼痛（術後疼痛，癌性疼痛な

ど）に対する鎮痛

【用】（注）①［バランス麻酔に用いる

場合］麻酔導入時：1.5～8μg/㎏（本

剤として0.03 ～ 0.16mL/㎏）を緩徐に

静注するか，又はブドウ糖液などに希

釈して点滴静注．麻酔維持：ブドウ糖

液などに希釈して，次記1）又は2）に

よ り 投 与．1） 間 欠 投 与：25 ～ 50μg

（本剤として0.5～1mL）ずつ静注．2）

持続投与：0.5 ～ 5μg/㎏/時（本剤と

し て 0.01 ～ 0.1mL/㎏/時） で 点 滴 静

注．［大量フェンタニル麻酔に用いる

場 合］ 麻 酔 導 入 時：20 ～ 150μg/㎏

（本剤として0.4 ～ 3mL/㎏）を緩徐に

静注するか，又はブドウ糖液などに希

釈して点滴静注．麻酔維持：必要に応

じて，ブドウ糖液などに希釈して，20

～ 40μg/ ㎏ / 時（本 剤 と し て 0.4 ～

0.8mL/㎏/時）の速さで点滴静注．小

児：〔バランス麻酔又は大量フェンタ

ニル麻酔に用いる場合〕麻酔導入時：

1～5μg/㎏（本剤として0.02～0.1mL/

㎏）を緩徐に静注するか，又はブドウ

糖液などに希釈して点滴静注．大量

フェンタニル麻酔に用いる場合は，

100μg/㎏（本剤として2mL/㎏）まで

投与可．麻酔維持：1～5μg/㎏（本剤

として0.02～0.1mL/㎏）ずつ間欠的に

静注するか，又はブドウ糖液などに希

釈して点滴静注．②1～3μg/㎏（本剤

として0.02 ～ 0.06mL/㎏）を静注．③

［静脈内投与の場合］術後疼痛：1～2

μg/㎏（本剤として0.02 ～ 0.04mL/㎏）

を緩徐に静注後，1 ～ 2μg/㎏/時（本

剤として0.02～0.04mL/㎏/時）の速さ

で点滴静注．癌性疼痛：1日0.1 ～ 0.3

㎎（本剤として2 ～ 6mL）から点滴静

注を開始．患者の症状に応じて適宜増

量．［硬膜外投与の場合］単回投与

法：1回25～100μg（本剤として0.5～

2mL）を硬膜外腔に注入．持続注入

法：25～100μg/時（本剤として0.5～

2mL/時）の速さで硬膜外腔に持続注

入．［くも膜下投与の場合］単回投与

法：1 回 5 ～ 25μg（本 剤 と し て 0.1 ～

0.5mL）をくも膜下腔に注入

【投与制限日数】30日

�����������������

（レミフェンタニル塩酸塩）Remifen-

tanil hydrochloride

‛アルチバ静注用2㎎� おう
Ultiva 2㎎/V  〔ヤンセン〕

ラ
〔薬価〕1,907.00円/瓶

【効】成人：全身麻酔の導入及び維持に

おける鎮痛，小児：全身麻酔の維持に

おける鎮痛

【用】（注）成人：他の全身麻酔剤を必

ず併用し，次記用量を用いる．①麻酔

導入：0.5μg/㎏/分で持続静注．ダブ

ルルーメンチューブの使用，挿管困難

等，気管挿管時に強い刺激が予想され

る場合，1.0μg/㎏/分．持続静注開始

前に1.0μg/㎏を30 ～ 60秒かけて単回

静注できる．気管挿管を本剤の投与開

始から10分以上経過した後に行う場合

には単回静注の必要はない．②麻酔維

持：0.25μg/㎏/分で持続静注．全身状

態を観察しながら，2 ～ 5分間隔で25

～ 100%の範囲で加速又は25 ～ 50%の

範囲で減速できるが，最大でも2.0μg/

㎏/分を超えない．浅麻酔時には，0.5

～ 1.0μg/㎏を2 ～ 5分間隔で追加単回

静注できる．小児：1歳以上の小児で

は他の全身麻酔剤を必ず併用し，0.25

μg/㎏/分で持続静注．全身状態を観
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察しながら，2～5分間隔で25～100%

の範囲で加速又は25～50%の範囲で減

速できるが，最大でも1.3μg/㎏/分を

超えない．浅麻酔時には，1.0μg/㎏を

2～5分間隔で追加単回静注できる

�����������������

81107　フェンタニル（外用）
 

（フェンタニルクエン酸塩）Fentanyl 

citrate

‛アブストラル舌下錠100μg�おう
Abstral 100μg/T  〔協和キリン〕

ラ
〔薬価〕549.00円/T

‛アブストラル舌下錠200μg�おう
Abstral 200μg/T

ラ
〔薬価〕773.90円/T

【効】強オピオイド鎮痛剤を定時投与中

の癌患者における突出痛の鎮痛

【用】（内）1回の突出痛に対して，フェ

ンタニルとして100μgを開始用量とし

て舌下投与．用量調節期に，1回100

μg，200μg，300μg，400μg，600μg，

800μgの順に一段階ずつ調節し，至適

用量を決定．用量調節期に1回の突出

痛に対して1回100～600μgのいずれか

の用量で十分な鎮痛効果が得られない

場合には，投与から30分後以降に同一

用量までの本剤を1回のみ追加投与

可．至適用量決定後の維持期には，1

回の突出痛に対して至適用量を1回投

与することとし，1回用量の上限は800

μg．用量調節期の追加投与を除き，

前回の投与から2時間以上の投与間隔

をあけ，1日あたり4回以下の突出痛に

対する投与にとどめること

【投与制限日数】14日

�����������������

（フェンタニルクエン酸塩）Fentanyl 

citrate

‛フェントステープ0.5㎎� おう
Fentos 0.5㎎/枚  〔協和キリン〕

ラ
〔薬価〕285.40円/枚

‛フェントステープ1㎎� おう
Fentos 1㎎/枚

ラ
〔薬価〕528.90円/枚

‛フェントステープ2㎎� おう
Fentos 2㎎/枚

ラ
〔薬価〕983.60円/枚

‛フェントステープ6㎎� おう
Fentos 6㎎/枚

ラ
〔薬価〕2,661.70円/枚

【効】〈成人〉非オピオイド鎮痛剤及び

弱オピオイド鎮痛剤で治療困難な次記

疾患における鎮痛（ただし，慢性疼痛

は他のオピオイド鎮痛剤から切り替え

て使用する場合に限る．）：中等度から

高度の疼痛を伴う各種癌，中等度から

高度の慢性疼痛．〈小児〉非オピオイ

ド鎮痛剤で治療困難な下記における鎮

痛（ただし，他のオピオイド鎮痛剤か

ら切り替えて使用する場合に限る．）：

中等度から高度の疼痛を伴う各種癌

【用】（外） 成 人： 胸 部， 腹 部， 上 腕

部，大腿部等に貼付し，1日（約24時

間）毎に貼り替えて使用．初回貼付用

量は本剤貼付前のオピオイド鎮痛剤の

治療有無により，次記のとおり選択．

その後の貼付用量は患者の症状や状態

により適宜増減．〈がん疼痛〉貼付前

にオピオイド鎮痛剤を使用していない

場合，0.5㎎より開始．他のオピオイ

ド鎮痛剤から切り替えて使用する場

合，貼付前に使用していたオピオイド
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鎮痛剤の用法及び用量を勘案して，

0.5㎎，1㎎，2㎎，4㎎，6㎎のいずれ

かの用量を選択．〈慢性疼痛〉他のオ

ピオイド鎮痛剤から本剤に切り替えて

使用．貼付前に使用していたオピオイ

ド鎮痛剤の用法及び用量を勘案して，

0.5㎎，1㎎，2㎎，4㎎，6㎎のいずれ

かの用量を選択．小児：〈がん疼痛〉

他のオピオイド鎮痛剤から切り替えて

使用．2歳以上に対し胸部，腹部，上

腕部，大腿部等に貼付し，1日（約24

時間）毎に貼り替えて使用．初回貼付

用量は貼付前に使用していたオピオイ

ド鎮痛剤の用法及び用量を勘案して，

6歳以上の場合は，0.5㎎，1㎎，2㎎，

4㎎，6㎎のいずれかの用量を選択，2

歳 以 上 6 歳 未 満 の 場 合 は，0.5 ㎎，1

㎎，2㎎のいずれかの用量を選択．そ

の後の貼付用量は患者の症状や状態に

より適宜増減

【投与制限日数】30日

�����������������

81108　コデイン
 

（コデインリン酸塩水和物）Codeine 

phosphate hydrate

‛コデインリン酸塩散10%「タケ
ダ」� おう

Codeine phosphate hydrate 100㎎/g 

 〔武田〕

ラ
〔薬価〕149.80円/g

【効】各種呼吸器疾患における鎮咳・鎮

静，疼痛時における鎮痛，激しい下痢

症状の改善

【用】（内）1回20㎎，1日60㎎

【投与制限日数】30日

�����������������

81109　アヘン
 

（アヘン）Opium

‛アヘン散「第一三共」� おう
Opium 0.1g/g  〔第一三共〕

ラ
〔薬価〕268.80円/g

【効】①激しい下痢症状の改善及び手術

後等の腸管蠕動運動の抑制．②激しい

疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮痙．③

激しい咳嗽発作における鎮咳

【用】（内）1回0.3g，1日1g

【投与制限日数】14日

�����������������

81111　ペチジン
 

（ペチジン塩酸塩）Pethidine hydro-

chloride

‛ペチジン塩酸塩注射液35㎎
「タケダ」� う

Pethidine hydrochloride 3.5%1mL/A 

 〔武田〕

ラ
〔薬価〕341.00円/A

【効】①激しい疼痛時における鎮痛・鎮

静・鎮痙．②麻酔前投薬．③麻酔の補

助．④無痛分娩

【用】（注）①1回35 ～ 50㎎を皮下注又

は筋注．必要に応じて3～4時間ごと

に追加．特に急を要する場合には緩徐

に静注．②麻酔前30～90分に50～100

㎎を皮下注又は筋注．③5%ブドウ糖

注射液又は生理食塩液で，1mL当り10

㎎を含有するように希釈し，10 ～ 15

㎎ずつ間欠的に静注．場合により50㎎

まで増量することもある．④子宮口二

横指開大ないし全開時に，70～100㎎

を皮下注又は筋注．必要に応じて3～

4時間ごとに35～70㎎ずつ1～2回追加

する．この場合，母体及び胎児の呼吸
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抑制を防ぐために，ペチジン塩酸塩

100㎎に対してレバロルファン酒石酸

塩1㎎の投与比率で混合注射するとよ

い

�����������������

81112　ヒドロモルフォン（内服）
 

（ヒドロモルフォン塩酸塩）Hydro-

morphone hydrochloride

‛ナルサス錠2㎎� おう
Narusus 2㎎/T  〔第一三共〕

ラ
〔薬価〕206.60円/T

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種

癌における鎮痛

【用】（内）1日4～24㎎

【投与制限日数】30日

�����������������

（ヒドロモルフォン塩酸塩）Hydro-

morphone hydrochloride

‛ナルラピド錠1㎎� おう
Narurapid 1㎎/T  〔第一三共〕

ラ
〔薬価〕112.60円/T

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種

癌における鎮痛

【用】（内）1日4～24㎎を4～6回に分割

【投与制限日数】14日

�����������������
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商品名 規格 変更区分

p.145 アーガメイト20%ゼリー25g 25g/個 削除（2021.03）

p.55 アイベータ配合点眼液 5mL/本 削除（2021.11）

p.55
アイリーア硝子体内注射液40㎎/
mL

２㎎0.05mL/V 削除（2020.09）

p.86 アトルバスタチン錠10㎎「EE」 10㎎/T 削除（2021.03）

p.163 アフタシール25μg 25μg/枚 削除（2021.03）

p.315 アヘンチンキ「第一三共」 25mL/本 削除（2021.12）

p.134 アンジュ28錠 28錠/シート 削除（2021.02）

p.211 イグザレルト錠10㎎ 10㎎/T 削除（2021.03）

p.211 イグザレルト錠15㎎ 15㎎/T 削除（2021.03）

p.173 イニシンク配合錠 配合剤 削除（2022.10）

p.254 イブランスカプセル25㎎ 25㎎/cap 削除（2021.04）

p.254 イブランスカプセル125㎎ 125㎎/cap 削除（2021.04）

p.35 イミグラン注3 3㎎/1mL/A 削除（2022.09）

p.223 インタール細粒10% 50㎎/0.5g/包 削除（2021.02）

p.99 インタール吸入液1% 1%2mL/本 削除（2021.07）

p.52 インタール点眼液2% 2%5mL/本 削除（2021.02）

p.52 インタール点眼液UD2% 2%0.35mL/本 削除（2021.02）

p.59 インタール点鼻液2% 2.6㎎×60回分/本 削除（2021.02）

p.17 インテバン坐剤25 25㎎/個 削除（2022.11）

p.17 インテバン坐剤50 50㎎/個 削除（2022.11）

p.139 HMG筋注用150単位「あすか」 150単位/2mL（溶）付 削除（2022.12）

p.111 エクセラーゼ配合錠 配合剤 削除（2022.11）

p.252 エストラサイトカプセル156.7㎎ 156.7㎎/cap 削除（2020.10）

★ エナジア吸入用カプセル高用量 配合剤 削除（2022.02）

p.182 FAD腸溶錠15㎎「わかもと」 15㎎/T 削除（2021.06）

p.121 エプクルーサ配合錠 配合剤 削除（2020.07）

p.63 エホチール注10㎎ 10㎎/１mL/A 削除（2020.09）

p.8 塩酸リルマザホン錠1「MEEK」 1㎎/T 削除（2021.03）

採用中止一覧 ★：本冊に掲載ページなし
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★ オゼンピック皮下注0.25㎎SD 0.25㎎0.5mL/本 削除（2022.05）

★ オゼンピック皮下注0.5㎎SD 0.5㎎0.5mL/本 削除（2022.05）

★ オゼンピック皮下注1.0㎎SD 1㎎0.5mL/本 削除（2022.05）

p.251 オダイン錠125㎎ 125㎎/T 削除（2020.10）

p.51 オフサロン点眼液 ５mL/本 削除（2020.09）

p.56 オペガンハイ0.85眼粘弾剤1% 8.5㎎/0.85mL/本 削除（2021.03）

p.145 オルケディア錠1㎎ 1㎎/T 削除（2021.03）

p.242 オンコビン注射用1㎎ 1㎎/V 削除（2022.07）

p.36 カフェイン水和物「ヨシダ」 1g/g 削除（2021.12）

p.55 カリーユニ点眼液0.005% 0.005%5mL/本 削除（2021.03）

p.92
カルボシステインシロップ小児用
5%「テバ」

5%1mL 削除（2022.01）

p.228 キプレス細粒4㎎ 4㎎/0.5g/包 削除（2022.04）

p.166 希ヨードチンキ「ケンエー」 500mL/本 削除（2022.04）

p.93 キョウニン水＜ハチ＞ 500mL/本 削除（2022.05）

p.109 苦味チンキ「マルイシ」 500mL/本 削除（2022.06）

p.276 クラリシッド錠50mg小児用 50㎎/T 削除（2022.07）

p.264
クラバモックス小児用配合ドライ
シロップ

0.505g/包 削除（2022.11）

p.170 グリメピリドOD錠0.5㎎「EMEC」 0.5㎎/T 削除（2021.03）

p.170 グリメピリドOD錠1㎎「EMEC」 1㎎/T 削除（2021.03）

p.170 グルファスト錠10㎎ 10㎎/T 削除（2021.05）

p.192 ケーサプライ錠600㎎ 600㎎/T 削除（2020.11）

p.116 ケンエーG浣腸液50% 50％60mL/個 削除（2020.11）

p.116 ケンエーG浣腸液50% 50％120mL/個 削除（2020.11）

p.315 コカイン塩酸塩「タケダ」原末 1g/g 削除（2022.06）

p.45 コリオパンカプセル5㎎ 5㎎/cap 削除（2022.12）

p.207
サージセル・アブソーバブル・ヘ
モスタット

綿型5.1㎝×2.5㎝/枚 削除（2022.12）

採用中止一覧 ★：本冊に掲載ページなし
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p.207
サージセル・アブソーバブル・ヘ
モスタット

ニューニット7.6㎝×
10.2㎝/枚

削除（2022.12）

p.155 サトウザルベ軟膏20% 20%500g/瓶 削除（2022.07）

p.190 サリンヘス輸液6% 6%500mL/本 削除（2022.06）

p.56 ジクアス点眼液3% 3%5mL/本 削除（2022.11）

p.276
ジスロマックカプセル小児用
100㎎

100㎎/cap 削除（2021.02）

p.275 ジスロマック細粒小児用10% 100㎎/g 削除（2022.07）

p.166 消毒用エタノール「ケンエー」 500mL/本 削除（2020.11）

p.228 シングレアOD錠10㎎ 10㎎/T 削除（2020.11）

p.167 ステリクロンBエタノール液0.5 500mL/本 削除（2020.06）

p.135 スプレキュアMP皮下注用1.8 1.8㎎/筒 削除（2021.02）

p.152 スミルスチック3% 3%40g/本 削除（2021.03）

p.267
セフカペンピボキシル塩酸塩錠
100㎎「ファイザー」

100㎎/T 削除（2022.03）

p.269 セフタジジム静注用1g「マイラン」1g/V 削除（2022.09）

p.2
セボフルラン吸入麻酔液「マイラ
ン」

250mL/瓶 削除（2022.07）

p.121 ソバルディ錠400㎎ 400㎎/T 削除（2021.12）

p.288 ゾフルーザ錠10㎎ 10㎎/T 削除（2021.02）

p.18 ソランタール錠100㎎ 100㎎/T 削除（2020.12）

★ ソリクア配合注ソロスター 3mL/本 削除（2021.10）

p.33 ソルコセリル注2mL ２mL/A 削除（2020.12）

p.9
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5㎎
「EE」

5㎎/T 削除（2021.03）

p.10 ダイアップ坐剤6 6㎎/個 削除（2022.07）

p.134 ダイホルモン・デポー注 1mL/A（配合剤） 削除（2022.09）

p.64 タナドーパ顆粒75% 750㎎/g 削除（2021.10）

p.80 タナトリル錠5 5㎎/T 削除（2021.02）

採用中止一覧 ★：本冊に掲載ページなし
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p.101
タンニン酸アルブミン「ファイ
ザー」原末

1g/g 削除（2022.07）

p.270 注射用マキシピーム1g 1g/V 削除（2022.09）

p.294
沈降ジフテリア破傷風混合トキソ
イド「タケダ」

0.5mL/本 削除（2021.04）

p.294
沈降破傷風トキソイドキット「タ
ケダ」

0.5mL/本 削除（2022.10）

p.294
沈降破傷風トキソイド「第一三共」
シリンジ

0.5mL/本 削除（2022.10）

p.288 ツルバダ配合錠 配合剤 削除（2022.11）

p.29 テトラミド錠10㎎ 10㎎/T 削除（2020.11）

p.123 テノゼット錠300㎎ 300㎎/T 削除（2020.07）

p.221
デュピクセント皮下注300㎎シリ
ンジ

300㎎/本 削除（2020.12）

p.239 ドキシル注20㎎ 20㎎/V 削除（2022.12）

p.64 ドブポン注0.3%シリンジ
150㎎/50mL/シリン
ジ

削除（2022.07）

p.206 トランサミンシロップ5% 50㎎/mL 削除（2022.04）

p.54 トルソプト点眼液1% 1%5mL/本 削除（2021.11）

p.110 ナウゼリン坐剤10 10㎎/個 削除（2022.09）

p.100
ナロキソン塩酸塩静注0.2㎎「第一
三共」

0.2㎎/1mL/A 削除（2022.03）

p.292 ニューモバックスNP 0.5mL/V 削除（2021.04）

p.95 ネオフィリン原末 1g/g 削除（2021.10）

p.141 ネリプロクト坐剤 配合剤 削除（2022.07）

p.141 ネリプロクト軟膏 2g/個（配合剤） 削除（2022.07）

p.66 ノイキノン錠10㎎ 10㎎/T 削除（2021.10）

p.173 ノボラピッド注フレックスタッチ 300単位1キット 削除（2021.06）

p.175 ノボリン30R注フレックスペン 300IU/本 削除（2021.11）

p.169 ハイポアルコール10%30mL 30mL/袋 削除（2022.03）

採用中止一覧 ★：本冊に掲載ページなし
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p.263 パセトシン細粒10% 100㎎/g 削除（2020.09）

p.263 パセトシン錠250 250㎎/T 削除（2020.09）

p.283 ハリゾンシロップ100㎎/mL 100㎎/mL 削除（2021.05）

p.91 ビソルボン細粒2% 20㎎/g 削除（2021.02）

p.91 ビソルボン錠4㎎ 4㎎/T 削除（2021.12）

p.66 ピメノールカプセル50㎎ 50㎎/cap 削除（2021.10）

p.174 ヒューマログ注100単位/mL 1000単位/10mL/V 削除（2021.06）

p.174 ヒューマログ注ミリオペンHD 300単位/本 削除（2021.06）

p.226 ビラノア錠20㎎ 20㎎/T 削除（2022.01）

★
ビレーズトリエアロスフィア56吸
入

配合剤 削除（2022.02）

p.297 フィブロガミンP静注用 0.8%4mL/V 削除（2021.12）

p.203
フィルグラスチムBS注75μgシリン
ジ「モチダ」

75μg/0.3mL/本 削除（2022.09）

p.165
複方ヨード・グリセリン「マルイ
シ」

500mL/本 削除（2022.09）

p.86 プラルエント皮下注75㎎ペン 75㎎/本 削除（2021.05）

p.227 プランルカストDS10%「サワイ」 100㎎/g 削除（2022.09）

p.196 フルカリック3号輸液 1103mL/本 削除（2021.07）

p.5
プレセデックス静注液200μg「マル
イシ」

200μg/2mL/V 削除（2021.06）

p.133 プロゲデポー筋注125㎎ 125㎎/1mL/A 削除（2022.09）

p.143 プロスタール錠25 25㎎/T 削除（2021.02）

p.71 フロセミド注20㎎「武田テバ」 20㎎2mL/A 削除（2022.12）

p.71 フロセミド錠20㎎「NP」 20㎎/T 削除（2022.09）

p.50 ベガモックス点眼液0.5% 0.5％５mL/本 削除（2020.09）

p.120
ペグイントロン皮下注用
100μg/0.5mL用

100μg/0.5mL/V 削除（2020.09）

p.44 ベサコリン散5% 50㎎/g 削除（2022.01）

p.87
ベザフィブラートSR錠200㎎「日
医工」

200㎎/錠 削除（2021.06）

採用中止一覧 ★：本冊に掲載ページなし
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p.122 ヘプセラ錠10 10㎎/T 削除（2022.03）

p.225 ペリアクチンシロップ0.04% 0.4㎎/mL 削除（2022.07）

★ ベリキューボ錠2.5㎎ 2.5㎎/T 削除（2022.12）

★ ベリキューボ錠5㎎ 5㎎/T 削除（2022.12）

p.80 ペリンドプリル錠2㎎「日医工」 2㎎/T 削除（2022.04）

p.171 ボグリボースOD錠0.3㎎「サワイ」 0.3㎎/T 削除（2020.09）

p.141 ポステリザンF坐薬 1.5g/個 削除（2021.03）

p.274 ホスミシンSバッグ2g点滴静注用 2g/5%Glu100mL/本 削除（2021.04）

p.166 ポビドンヨードゲル10%「明治」 10%90g/本 削除（2022.09）

p.153
ボンアルファハイローション
20μg/g

0.002%10g/本 削除（2021.05）

p.108 マーロックス懸濁用配合顆粒 1.2g/包（配合剤） 削除（2022.12）

p.116 マグコロール 34g/250mL/本 削除（2021.03）

p.108 マルファ配合内服液 210mL/本（配合剤） 削除（2022.03）

p.73 20%マンニットール注射液「YD」 20%300mL/本 削除（2022.09）

p.76 ミケラン錠5㎎ 5㎎/T 削除（2021.10）

p.278
ミノサイクリン塩酸塩錠50㎎「日
医工」

50㎎/T 削除（2021.06）

p.92 ムコサールドライシロップ1.5% 15㎎/g 削除（2022.09）

p.52 ムコゾーム点眼液0.5% 0.5％５mL/本 削除（2020.12）

p.67 メキシチールカプセル100㎎ 100㎎/cap 削除（2021.10）

p.231 メソトレキセート錠2.5㎎ 2.5㎎/T 削除（2021.05）

p.302 滅菌精製水「ヨシダ」 500mL/本 削除（2022.07）

p.109 メトクロプラミド錠5㎎「テバ」 5㎎/T 削除（2022.07）

p.110 メトクロプラミド注10㎎「テバ」 0.5%2mL/A 削除（2022.11）

p.216 メトレート錠2㎎ ２㎎/T 削除（2020.11）

p.114 モビコール配合内用剤 6.8523g/包 削除（2021.03）

★ ユリス錠0.5㎎ 0.5㎎/T 削除（2022.06）

p.125
ラクツロースシロップ65%「武田テ
バ」

65%1mL 削除（2022.09）

採用中止一覧 ★：本冊に掲載ページなし
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p.27
リスペリドン内用液0.5㎎分包
「ファイザー」

0.1%0.5mL/包 削除（2021.07）

p.252 リュープリン注射用キット3.75㎎ 3.75㎎/1mL/本 削除（2021.12）

p.29 ルジオミール錠10㎎ 10㎎/T 削除（2020.09）

★ レパーサ皮下注140㎎ペン 140㎎/本 削除（2022.12）

p.107 レバミピド錠100㎎「ファイザー」 100㎎/T 削除（2022.09）

p.45 ロートエキス散「ホエイ」 100㎎/g 削除（2022.04）

p.81 ロサルタンK錠25㎎「EE」 25㎎/T 削除（2021.03）

p.88 ロスーゼット配合錠HD 配合剤 削除（2021.12）

採用中止一覧 ★：本冊に掲載ページなし
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