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五　十　音　順　索　引



１

１％プロポフォール注「マルイシ」 （１ｇ１００ｍＬ１瓶） 1

５

５％ヒビテン液 （５％１０ｍＬ） 91

Ａ

ＡＺ点眼液０．０２％ （０．０２％５ｍＬ１瓶） 39

Ａ型ボツリヌス毒素　【一般】 34

Ｄ

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩　【一般】 134

Ｋ

ＫＮ１号輸液 （５００ｍＬ１袋） 115

ＫＮ３号輸液 （５００ｍＬ１袋） 114

Ｌ

Ｌ－アスパラギン酸カリウム　【一般】 105

Ｌ－カルボシステイン　【一般】 64

Ｍ

ＭＳ温シップ「タイホウ」 （１０ｇ） 96

ＭＳツワイスロンカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１カプセル） 177

ＭＳツワイスロンカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１カプセル） 177

Ｐ

ＰＬ配合顆粒 （１ｇ） 26

Ｓ

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 （０．２５ｍｇ１錠） 77

あ

アイトロール錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 56

亜鉛華　【一般】 93

亜鉛華軟膏 （１０ｇ） 93

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ （２０％２５ｇ１個） 62

アシクロビル　【一般】 153

アシクロビン点滴静注２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１管） 153

アジスロマイシン水和物　【一般】 148

アシノン錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠） 70

アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤　【一般】 49

アスコルビン酸　【一般】 103

アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム　【一般】 104

アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」 （５００ｍｇ１管） 103

アズノールうがい液４％ （４％１ｍＬ） 67

アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テルモ」 （１７．１
２％１０ｍＬ１キット） 105

アスピリン　【一般】 11,123

アスピリン シオエ （１０ｇ） 11

アスピリン「ヨシダ」 （１０ｇ） 12

アスベリン錠２０ （２０ｍｇ１錠） 65

アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭＥＣ」 （１ｇ） 69

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物　【一般】 39,67

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ－グルタミン　【一
般】 69

アセトアミノフェン　【一般】 12

アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「マルイシ」 （３００ｍｇ１錠） 12

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ （１０００ｍｇ１００ｍＬ１袋） 13

アゾセミド　【一般】 47

アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 （３０ｍｇ１錠） 47

アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル） 24

アダラートＣＲ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 58

アーチスト錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 52

アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物　【一般】 131

アテノロール　【一般】 45

アテノロール錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠） 45

アトルバスタチンカルシウム水和物　【一般】 59

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「明治」 （１０ｍｇ１錠） 59

アドレナリン　【一般】 80

アトロピン硫酸塩水和物　【一般】 38

アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「タナベ」 （０．０５％１ｍＬ１管） 38

アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ （２５ｍｇ１管） 20

アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ （０．７５％１０ｍＬ１管） 33

アネキセート注射液０．５ｍｇ （０．５ｍｇ５ｍＬ１管） 63

アピキサバン　【一般】 118

アヘンチンキ　【一般】 167

アヘンチンキ （１０％１ｍＬ） 167

アマンタジン塩酸塩　【一般】 18

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 （５０ｍｇ１錠） 18

アミオダロン塩酸塩　【一般】 45

アミカシン硫酸塩　【一般】 141

アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「日医工」 （２００ｍｇ１管） 141

アミティーザカプセル２４μｇ （２４μｇ１カプセル） 76

アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン　【一般】 162

アミトリプチリン塩酸塩　【一般】 19

アミニック輸液 （２００ｍＬ１袋） 113

アミノ安息香酸エチル　【一般】 31

アミノ安息香酸エチル （１ｇ） 31

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン　【一般】 108

アミノバクト配合顆粒 （４．７４ｇ１包） 110

アミノフィリン水和物　【一般】 43

アミノレバンＥＮ配合散 （１０ｇ） 111

アミノレバン点滴静注 （２００ｍＬ１袋） 111

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」 （２．５ｍｇ１錠） 55

アムロジピンベシル酸塩　【一般】 55

アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 56

アモキシシリン水和物　【一般】 141

アリセプトＤ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠） 27

アルスロマチック関節手術用灌流液 （３Ｌ１袋） 125

アルツ関節注２５ｍｇ （１％２．５ｍＬ１管） 132

アルツディスポ関節注２５ｍｇ （１％２．５ｍＬ１筒） 132

アルファカルシドール　【一般】 102
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アルブミナー５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ （５％２５０ｍＬ１
瓶） 158

アレビアチン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 9

アレビアチン注２５０ｍｇ （５％５ｍＬ１管） 10

アロプリノール　【一般】 126

アロプリノール錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍｇ１錠） 126

アンカロン注１５０ （１５０ｍｇ３ｍＬ１管） 45

アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム　【一般】 142

アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ （２００ｍｇ１個） 13

アンブロキソール塩酸塩　【一般】 64

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」 （１５ｍｇ１錠） 64

アンペック坐剤１０ｍｇ （１０ｍｇ１個） 174

アンペック坐剤２０ｍｇ （２０ｍｇ１個） 174

アンペック注２００ｍｇ （４％５ｍＬ１管） 175

い

イオパミドール　【一般】 163

イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ「ＨＫ」 （７５．５２％
１００ｍＬ１筒） 163

イオヘキソール　【一般】 163

イグザレルト錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 121

イーケプラ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠） 10

イーケプラ点滴静注５００ｍｇ （５００ｍｇ５ｍＬ１瓶） 11

イコサペント酸エチル　【一般】 123

イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ「サワイ」 （３０
０ｍｇ１包） 123

維持液　【一般】 114

維持液（ブドウ糖加）　【一般】 115

イソプロパノール　【一般】 91

イソプロパノール消毒液７０％「メタル」 （７０％１０ｍＬ） 91

イソロイシン・ロイシン・バリン　【一般】 110

一硝酸イソソルビド　【一般】 56

イトラコナゾール　【一般】 155

イトラコナゾール錠５０ｍｇ「科研」 （５０ｍｇ１錠） 155

イノバン注０．３％シリンジ （０．３％５０ｍＬ１筒） 44

イフェンプロジル酒石酸塩　【一般】 61

イミダフェナシン　【一般】 90

イミダプリル塩酸塩　【一般】 50

イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠） 50

イルアミクス配合錠ＨＤ「ＤＳＰＢ」 （１錠） 50

イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤　【一般】 50

インジゴカルミン　【一般】 164

インジゴカルミン注２０ｍｇ「第一三共」 （０．４％５ｍＬ１管） 164

インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）　【一般】 88

インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 （３００単位
１キット） 88

インスリン　ヒト（遺伝子組換え）　【一般】 88

インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）　【一般】 88

インテバン外用液１％ （１％１ｍＬ） 94

インドメタシン　【一般】 94

インドメタシンパップ７０ｍｇ「日医工」 （１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚） 94

イントラリポス輸液２０％ （２０％１００ｍＬ１袋） 114

イントラリポス輸液２０％ （２０％２５０ｍＬ１袋） 114

う

ヴィーンＤ輸液 （５００ｍＬ１瓶） 115

ウインタミン細粒（１０％） （１０％１ｇ） 21

ウブレチド錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 37

ウラピジル　【一般】 51

ウラリット－Ｕ配合散 （１ｇ） 126

ウルソデオキシコール酸　【一般】 77

ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「ＪＧ」 （５０ｍｇ１錠） 77

ウログラフイン注６０％ （６０％１００ｍＬ１瓶） 162

ウログラフイン注６０％ （６０％２０ｍＬ１管） 162

え

エカベトＮａ顆粒６６．７％「ファイザー」 （６６．７％１ｇ） 69

エカベトナトリウム水和物　【一般】 69

エキザルベ （１ｇ） 96

エクセグラン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 8

エースコール錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 54

エスタゾラム　【一般】 2

エスフルルビプロフェン・ハッカ油　【一般】 94

エゼチミブ　【一般】 60

エソメプラゾールマグネシウム水和物　【一般】 69

エタノール　【一般】 91

エタノール シオエ （１０ｍＬ） 91

エダラボン　【一般】 26

エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「日医工」 （３０ｍｇ１０
０ｍＬ１キット） 26

エチゾラム　【一般】 20

エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 （０．５ｍｇ１錠） 20

エディロールカプセル０．７５μｇ （０．７５μｇ１カプセル） 102

エドキサバントシル酸塩水和物　【一般】 118

エナラプリルマレイン酸塩　【一般】 51

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」 （５ｍｇ１錠） 51

エネーボ配合経腸用液 （１０ｍＬ） 111

エパルレスタット　【一般】 131

エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＹＤ」 （５０ｍｇ１錠） 131

エフェドリン塩酸塩　【一般】 63

エフェドリン塩酸塩注射液 （４％１ｍＬ１管） 63

エブランチルカプセル１５ｍｇ （１５ｍｇ１カプセル） 51

エペリゾン塩酸塩　【一般】 38

エリキュース錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠） 118

エルデカルシトール　【一般】 102

エルネオパＮＦ１号輸液 （１０００ｍＬ１キット） 108

エルネオパＮＦ２号輸液 （１０００ｍＬ１キット） 109

エルネオパＮＦ２号輸液 （１５００ｍＬ１キット） 109

エレジェクト注シリンジ （２ｍＬ１筒） 105

エレンタール配合内用剤 （１０ｇ） 112

エロビキシバット水和物　【一般】 74

塩化ナトリウム　【一般】 115,162

塩化ナトリウム「オーツカ」 （１０ｇ） 162

五十音順索引

( 9 )



塩化ナトリウム注１０％シリンジ「テルモ」 （１０％２０ｍＬ１
筒） 115

塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤　【一般】 105

塩化マンガン四水和物　【一般】 165

塩酸トリヘキシフェニジル錠２ｍｇ「ＮＰ」 （２ｍｇ１錠） 18

塩酸メトクロプラミド　【一般】 77

エンシュア・Ｈ （１０ｍＬ） 112

お

オイラックスクリーム１０％ （１０％１０ｇ） 94

桜皮エキス　【一般】 65

大塚蒸留水 （２０ｍＬ１管） 161

大塚蒸留水 （５００ｍＬ１瓶） 161

大塚生食注 （５００ｍＬ１瓶） 115

大塚生食注２ポート１００ｍＬ （１００ｍＬ１キット） 116

大塚糖液１０％ （１０％５００ｍＬ１袋） 107

大塚糖液５％ （５％１００ｍＬ１瓶） 107

大塚糖液５％ （５％２０ｍＬ１管） 107

大塚糖液５％ （５％５００ｍＬ１袋） 107

大塚糖液５０％ （５０％２００ｍＬ１袋） 108

オキシコドン塩酸塩水和物　【一般】 167

オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 167

オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 167

オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 168

オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 168

オキノーム散１０ｍｇ （１０ｍｇ１包） 168

オキノーム散２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１包） 169

オキノーム散５ｍｇ （５ｍｇ１包） 169

オキファスト注１０ｍｇ （１％１ｍＬ１管） 170

オキファスト注５０ｍｇ （１％５ｍＬ１管） 170

オクトチアミン・Ｂ２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤　【一般】 104

オクトレオチド酢酸塩　【一般】 89

オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」 （１００μｇ１
ｍＬ１管） 89

オザグレルＮａ注射液８０ｍｇシリンジ「サワイ」 （８０ｍｇ４ｍ
Ｌ１筒） 131

オザグレルナトリウム　【一般】 131

オスバン消毒液１０％ （１０％１０ｍＬ） 92

オセルタミビルリン酸塩　【一般】 153

オプソ内服液１０ｍｇ （１０ｍｇ５ｍＬ１包） 175

オプソ内服液５ｍｇ （５ｍｇ２．５ｍＬ１包） 175

オムニパーク２４０注１０ｍＬ （５１．７７％１０ｍＬ１瓶） 163

オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 （２０ｍｇ１瓶） 70

オメプラゾールナトリウム　【一般】 70

オリブ油　【一般】 161

オリブ油「日医工」 （１０ｍＬ） 161

オルテクサー口腔用軟膏０．１％ （０．１％１ｇ） 78

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２０ｍｇ１錠） 51

オルメサルタン　メドキソミル　【一般】 51

か

開始液　【一般】 115

ガスコンドロップ内用液２％ （２％１ｍＬ） 68

ガストログラフイン経口・注腸用 （１ｍＬ） 163

葛根湯エキス　【一般】 136

ガドテリドール　【一般】 165

ガベキサートメシル酸塩　【一般】 131

ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍ
ｇ１瓶） 131

加味逍遙散エキス　【一般】 136

カモスタットメシル酸塩　【一般】 132

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「テバ」 （１００ｍｇ１錠） 132

カリーユニ点眼液０．００５％ （０．００５％５ｍＬ１瓶） 40

カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「ＹＤ」 （３０ｍｇ１錠） 116

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液５０ｍｇ「日医
工」 （０．５％１０ｍＬ１管） 117

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物　【一般】 116

カルバマゼピン　【一般】 7

カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」 （１００ｍｇ１錠） 7

カルフィーナ錠０．５μｇ （０．５μｇ１錠） 102

カルベジロール　【一般】 52

カルベジロール錠１０ｍｇ「タナベ」 （１０ｍｇ１錠） 52

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」 （２５０ｍｇ１錠） 64

カロナール錠５００ （５００ｍｇ１錠） 14

乾燥ＨＢグロブリン筋注用１０００単位「ニチヤク」 （１０００
単位５ｍＬ１瓶（溶解液付）） 158

乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン　【一般】 158

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン　【一般】 159

カンデサルタン錠８ｍｇ「明治」 （８ｍｇ１錠） 53

カンデサルタン　シレキセチル　【一般】 53

含糖酸化鉄　【一般】 106

肝不全用アミノ酸製剤　【一般】 111

肝不全用成分栄養剤　【一般】 111

カンレノ酸カリウム　【一般】 48

き

希塩酸　【一般】 73

希塩酸「マルイシ」 （１０ｍＬ） 73

キシロカイン０．５％筋注用溶解液 （０．５％３ｍＬ１管） 32

キシロカインゼリー２％ （２％１ｍＬ） 32

キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１０００００）含有
（１％１０ｍＬバイアル） 33

キシロカイン注ポリアンプ１％ （１％１０ｍＬ１管） 32

キシロカインビスカス２％ （２％１ｍＬ） 33

キシロカインポンプスプレー８％ （１ｇ） 32

キドミン輸液 （２００ｍＬ１袋） 113

キュバール１００エアゾール （１５ｍｇ８．７ｇ１瓶） 67

キョウニン水　【一般】 65

キョウニン水 シオエ （１０ｍＬ） 65

強力ネオミノファーゲンシーＰ静注２０ｍＬ （２０ｍＬ１管） 125

強力ポステリザン（軟膏） （１ｇ） 90

く

クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物　【一般】 126

五十音順索引
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クエン酸第一鉄ナトリウム　【一般】 106

グーフィス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 74

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）　【一般】 157

クラリス錠２００ （２００ｍｇ１錠） 149

クラリスロマイシン　【一般】 149

グリセリン　【一般】 74

グリセリンＢＣ液「ヨシダ」 （１０ｍＬ） 74

グリセリン・果糖配合点滴静注「ＨＫ」 （２００ｍＬ１袋） 62

グリセリン「東豊」 （１０ｍＬ） 74

グリチルリチン・グリシン・ＤＬ－メチオニン配合剤　【一般】 125

グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤　【一般】 125

グリチロン配合錠 （１錠） 125

グリメピリド　【一般】 128

グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 （１ｍｇ１錠） 128

グルカゴン（遺伝子組換え）　【一般】 164

グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ （１ｍｇ１瓶（溶解液付）） 164

グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ （カリウム４ｍＥｑ１ｇ） 106

グルコン酸カリウム　【一般】 106

グレースビット錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 151

クロタミトン　【一般】 94

クロチアゼパム　【一般】 20

クロナゼパム　【一般】 7

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＫＮ」 （７５ｍｇ１錠） 124

クロピドグレル硫酸塩　【一般】 124

クロベタゾールプロピオン酸エステル　【一般】 94

クロミプラミン塩酸塩　【一般】 20

クロルプロマジン塩酸塩　【一般】 21

クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩　【一般】 21

クロルヘキシジングルコン酸塩　【一般】 91

け

ケイキサレートドライシロップ７６％ （７６％１ｇ） 63

桂枝加朮附湯エキス　【一般】 136

経腸成分栄養剤　【一般】 111

ケイツーＮ静注１０ｍｇ （１０ｍｇ１管） 104

ケタミン塩酸塩　【一般】 1

ケタラール静注用２００ｍｇ （２００ｍｇ２０ｍＬ１瓶） 1

ケトコナゾール　【一般】 99

ケトコナゾールローション２％「ＪＧ」 （２％１ｇ） 99

ケトチフェン点鼻液０．０５％「トーワ」 （６．０４８ｍｇ８ｍＬ１
瓶） 41

ケトチフェンフマル酸塩　【一般】 39,41

ケトプロフェン　【一般】 95

ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ
（４０ｍｇ１瓶） 80

ケナログ口腔用軟膏０．１％ （０．１％１ｇ） 78

ゲーベンクリーム１％ （１％１ｇ） 93

ケラチナミンコーワクリーム２０％ （２０％１ｇ） 100

ケンエーＧ浣腸液５０％ （５０％１２０ｍＬ１個） 75

ケンエーＧ浣腸液５０％ （５０％５０ｍＬ１個） 75

ケンエーＧ浣腸液５０％ （５０％６０ｍＬ１個） 75

献血アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ「ニチヤク」 （２
５％５０ｍＬ１瓶） 158

献血ヴェノグロブリンＩＨ５％静注５ｇ／１００ｍＬ （５ｇ１００ｍ
Ｌ１瓶） 158

ゲンタマイシン硫酸塩　【一般】 93

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」 （１ｍｇ１ｇ） 93

こ

高カロリー輸液用基本液　【一般】 106

高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤　【一般】 113

高カロリー輸液用総合ビタミン剤　【一般】 104

牛車腎気丸エキス　【一般】 136

コタロー芍薬甘草湯エキス細粒 （１ｇ） 137

コデインリン酸塩散１％「シオエ」 （１％１ｇ） 65

コデインリン酸塩水和物　【一般】 65

コハク酸ソリフェナシン　【一般】 90

コルヒチン　【一般】 127

コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 （０．５ｍｇ１錠） 127

五苓散エキス　【一般】 137

混合死菌製剤　【一般】 96

コントミン筋注２５ｍｇ （０．５％５ｍＬ１管） 21

さ

サインバルタカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル） 22

酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）　【一般】 115

ザクラス配合錠ＨＤ （１錠） 49

ザジテン点眼液０．０５％ （３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶） 39

サリチル酸　【一般】 100

サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤　【一般】 14

サリパラ液 （１０ｍＬ） 65

ザルコニン液０．０２ （０．０２％１０ｍＬ） 92

サルブタモール硫酸塩　【一般】 65

酸化マグネシウム　【一般】 74

酸化マグネシウム「ＮＰ」原末 （１０ｇ） 74

サンリズムカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセル） 47

し

ジアゼパム　【一般】 2

ジアゼパム錠２「トーワ」 （２ｍｇ１錠） 2

シアノコバラミン　【一般】 39

シアノコバラミン点眼液０．０２％「杏林」 （０．０２％５ｍＬ１
瓶） 39

歯科用キシロカインスプレー （１ｇ） 100

シグマート錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 57

ジクロフェナクナトリウム　【一般】 14

ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＣＨ」 （５０ｍｇ１個） 14

ジゴキシン　【一般】 43

ジゴシン注０．２５ｍｇ （０．０２５％１ｍＬ１管） 43

ジスチグミン臭化物　【一般】 37

ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２ｇ （２ｇ１瓶） 148

ジソピラミド　【一般】 45

シタグリプチンリン酸塩水和物　【一般】 128
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シタフロキサシン水和物　【一般】 151

シテイ　【一般】 136

シテイ （１０ｇ） 136

シナール配合錠 （１錠） 104

シーパラ注 （２ｍＬ１管） 104

ジフェンヒドラミン　【一般】 96

ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン　【一般】 89

ジフルプレドナート　【一般】 96

シベノール静注７０ｍｇ （７０ｍｇ５ｍＬ１管） 46

シベンゾリンコハク酸塩　【一般】 46

ジメチコン　【一般】 68

ジメチコン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 （４０ｍｇ１錠） 68

ジメンヒドリナート　【一般】 41

芍薬甘草湯エキス　【一般】 137

ジャヌビア錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 128

シュアポスト錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠） 130

重炭酸リンゲル液　【一般】 115

硝酸イソソルビド　【一般】 57

小青竜湯エキス　【一般】 137

静注用キシロカイン２％ （２％５ｍＬ１管） 32

ジルチアゼム塩酸塩　【一般】 57

シロスタゾール　【一般】 124

シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０ｍｇ１錠） 124

腎不全用アミノ酸製剤　【一般】 113

新レシカルボン坐剤 （１個） 76

す

膵臓性消化酵素配合剤　【一般】 73

スインプロイク錠０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１錠） 76

スチブロン軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ） 96

ステーブラ錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠） 90

スピール膏Ｍ （２５平方ｃｍ１枚） 100

スピロノラクトン　【一般】 48

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠） 48

スボレキサント　【一般】 26

スポンゼル （５ｃｍ×２．５ｃｍ１枚） 117

スミルスチック３％ （３％１ｇ） 97

スルバシリン静注用１．５ｇ （（１．５ｇ）１瓶） 142

スルピリド　【一般】 70

スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠） 70

スルピリン水和物　【一般】 15

スルファジアジン銀　【一般】 93

スルファメトキサゾール・トリメトプリム　【一般】 155

せ

生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ （１０ｍＬ１筒） 116

生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ （２０ｍＬ１筒） 116

精製水　【一般】 161

精製水＊（日興製薬） （１０ｍＬ） 161

精製ヒアルロン酸ナトリウム　【一般】 40,132

生理食塩液　【一般】 115

生理食塩液 （１００ｍＬ１瓶） 116

生理食塩液 （２０ｍＬ１管） 116

生理食塩液 （５０ｍＬ１瓶） 116

ゼチーア錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 60

セディール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 3

セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オーツカ」 （１ｇ１キッ
ト（生理食塩液１００ｍＬ付）） 142

セファゾリンナトリウム　【一般】 142

セフォチアム塩酸塩　【一般】 143

セフォチアム静注用１ｇバッグ「日医工」 （１ｇ１キット（生理
食塩液１００ｍＬ付）） 143

セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム　【一般】 143

セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 （１００ｍ
ｇ１錠） 143

セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物　【一般】 143

セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 （１ｇ１瓶） 144

セフタジジム水和物　【一般】 144

セフポドキシム　プロキセチル　【一般】 144

セフメタゾールナトリウム　【一般】 145

セフメタゾールナトリウム静注用１ｇ「日医工」 （１ｇ１瓶） 145

セボフルラン　【一般】 1

セボフレン吸入麻酔液 （１ｍＬ） 1

ゼラチン　【一般】 117

セルシン注射液１０ｍｇ （１０ｍｇ１管） 2

セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１錠） 22

セルトラリン塩酸塩　【一般】 22

セレキノン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 78

セレコキシブ　【一般】 15

セレコックス錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 15

セレスターナ配合錠 （１錠） 85

セレネース注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管） 23

セロクラール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 61

センノシド　【一般】 75

センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 （１２ｍｇ１錠） 75

そ

疎経活血湯エキス　【一般】 137

ソセゴン注射液１５ｍｇ （１５ｍｇ１管） 17

ゾニサミド　【一般】 8

ゾピクロン　【一般】 3

ゾピクロン錠７．５ｍｇ「アメル」 （７．５ｍｇ１錠） 3

ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ （５００ｍｇ１瓶（溶解液付）） 82

ソルダクトン静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１管） 48

ソルデム３Ａ輸液 （２００ｍＬ１袋） 114

ゾルピデム酒石酸塩　【一般】 3

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 （５ｍｇ１錠） 3

ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１瓶（溶解液
付）） 86

ゾレドロン酸水和物　【一般】 132

ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／１００ｍＬバッグ「日医工」
（４ｍｇ１００ｍＬ１袋） 132
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た

大建中湯エキス　【一般】 137

ダイズ油　【一般】 114

大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン　【一般】 90

タケキャブ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 72

タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム　【一般】 145

タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５「ニプロ」 （（４．５ｇ）１
キット（生理食塩液１００ｍＬ付）） 145

ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩　【一般】 120

タミフルカプセル７５ （７５ｍｇ１カプセル） 153

タムスロシン塩酸塩　【一般】 91

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「明治」 （０．１ｍｇ１錠） 91

タリオンＯＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 135

炭酸水素ナトリウム　【一般】 74,125

炭酸水素ナトリウム （１０ｇ） 74

炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム　【一般】 76

単シロップ　【一般】 161

単シロップ （１０ｍＬ） 161

タンドスピロンクエン酸塩　【一般】 3

ダントリウムカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプセル） 37

ダントロレンナトリウム水和物　【一般】 37

タンニン酸アルブミン　【一般】 68

タンニン酸アルブミン シオエ （１ｇ） 68

ち

チアプリド塩酸塩　【一般】 27

チアプリド錠２５ｍｇ「テバ」 （２５ｍｇ１錠） 27

チアマゾール　【一般】 79

チアミン・ニコチン酸アミド配合剤　【一般】 104

チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール　【一般】 92

チペピジンヒベンズ酸塩　【一般】 65

注射用水　【一般】 161

チラーヂンＳ錠５０μｇ （５０μｇ１錠） 80

つ

ツインラインＮＦ配合経腸用液 （１０ｍＬ（混合調製後の内
用液として）） 112

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 136

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 136

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 136

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 136

ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 137

ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 137

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 137

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 137

ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 138

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 138

ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 138

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 138

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 139

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ） 139

ツロブテロール　【一般】 66

ツロブテロールテープ２ｍｇ「ファイザー」 （２ｍｇ１枚） 66

て

テオドール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 66

テオフィリン　【一般】 66

デカリニウム塩化物　【一般】 77

デクスメデトミジン塩酸塩　【一般】 4

デパケンＲ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠） 8

テモカプリル塩酸塩　【一般】 54

デュロキセチン塩酸塩　【一般】 22

テルビナフィン塩酸塩　【一般】 100

テルモ生食 （５００ｍＬ１袋） 116

デルモベート軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ） 94

と

ドキサゾシン錠２ｍｇ「テバ」 （２ｍｇ１錠） 54

ドキサゾシンメシル酸塩　【一般】 54

トコフェロール・ビタミンＡ油　【一般】 96

トコフェロールニコチン酸エステル　【一般】 62

ドネペジル塩酸塩　【一般】 27

ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 （５ｍｇ１錠） 28

ドパコール配合錠Ｌ５０ （１錠） 19

ドパミン塩酸塩　【一般】 44

トラネキサム酸　【一般】 117

トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」 （２５０ｍｇ１カプ
セル） 117

トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０ｍＬ「日新」 （１０％１０ｍ
Ｌ１管） 117

トラマゾリン塩酸塩　【一般】 41

トラマゾリン点鼻液０．１１８％「ＡＦＰ」 （０．１１８％１ｍＬ） 41

トラマドール塩酸塩　【一般】 16

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤　【一般】 16

ドラマミン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 41

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 16

トラムセット配合錠 （１錠） 16

トリアゾラム　【一般】 4

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「テバ」 （０．２５ｍｇ１錠） 4

トリアムシノロンアセトニド　【一般】 78,80

トリクロルメチアジド　【一般】 48

トリノシン顆粒１０％ （１０％１ｇ） 131

トリプタノール錠１０ （１０ｍｇ１錠） 19

トリヘキシフェニジル塩酸塩　【一般】 18

ドリペネム水和物　【一般】 146

トリメブチンマレイン酸塩　【一般】 78

ドルミカム注射液１０ｍｇ （１０ｍｇ２ｍＬ１管） 5

トロンビン　【一般】 118

トロンビン液モチダソフトボトル１万 （１００００単位１０ｍＬ１
キット） 118

ドンペリドン　【一般】 78
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な

ナウゼリン坐剤６０ （６０ｍｇ１個） 78

ナウゼリン錠１０ （１０ｍｇ１錠） 78

ナトリウム・カリウム配合剤　【一般】 166

ナフトピジル　【一般】 91

ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＫＮ」 （２５ｍｇ１錠） 91

ナルサス錠１２ｍｇ （１２ｍｇ１錠） 171

ナルサス錠２４ｍｇ （２４ｍｇ１錠） 171

ナルサス錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 171

ナルサス錠６ｍｇ （６ｍｇ１錠） 172

ナルデメジントシル酸塩　【一般】 76

ナルフラフィン塩酸塩　【一般】 28

ナルベイン注２０ｍｇ （２０ｍｇ２ｍＬ１管） 172

ナルベイン注２ｍｇ （２ｍｇ１ｍＬ１管） 173

ナルラピド錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 173

ナルラピド錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 173

ナルラピド錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 174

ナロキソン塩酸塩　【一般】 63

ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」 （０．２ｍｇ１ｍ
Ｌ１管） 63

に

ニカルジピン塩酸塩　【一般】 54

ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「ＦＹ」 （２５ｍｇ２５ｍＬ１
瓶） 54

ニコランジル　【一般】 57

ニザチジン　【一般】 70

二朮湯エキス　【一般】 138

ニセルゴリン　【一般】 62

ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠） 62

ニトレンジピン　【一般】 58

ニトログリセリン　【一般】 58

ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ （（２５ｍｇ）１０平方ｃｍ１枚） 58

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ （０．３ｍｇ１錠） 58

ニフェジピン　【一般】 58

ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「日医工」 （２０ｍｇ１錠） 59

ニフレック配合内用剤 （１袋） 166

乳酸カルシウム水和物　【一般】 105

乳酸リンゲル液　【一般】 125

乳石錠５００ｍｇ「ファイザー」 （５００ｍｇ１錠） 105

乳糖水和物　【一般】 161

乳糖「ホエイ」 （１０ｇ） 161

ニューモバックスＮＰ （０．５ｍＬ１瓶） 157

尿素　【一般】 100

尿素（１３Ｃ）　【一般】 165

ニルバジピン　【一般】 55

ニルバジピン錠４ｍｇ「サワイ」 （４ｍｇ１錠） 55

ね

ネオステリングリーンうがい液０．２％ （１ｍＬ） 101

ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ （５ｍＬ１筒） 14

ネオフィリン注２５０ｍｇ （２．５％１０ｍＬ１管） 43

ネキシウムカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセル） 69

ネリコルト坐剤 （１個） 89

の

ノイキノン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 44

ノイロトロピン錠４単位 （４単位１錠） 18

ノイロビタン配合錠 （１錠） 104

濃グリセリン・果糖　【一般】 62

ノバミン筋注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管） 25

ノバミン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 24

ノルアドリナリン注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管） 81

ノルアドレナリン　【一般】 81

は

バイアスピリン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 123

肺炎球菌ワクチン　【一般】 157

ハイカリックＲＦ輸液 （５００ｍＬ１袋） 106

ハイポエタノール液２％「ヨシダ」 （１０ｍＬ） 92

バイロテンシン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 58

白色ワセリン　【一般】 161

白色ワセリン＊（日興製薬） （１０ｇ） 161

バクタ配合錠 （１錠） 155

バクロフェン　【一般】 38

パズクロス点滴静注液５００ｍｇ （５００ｍｇ１００ｍＬ１キッ
ト） 151

パズフロキサシンメシル酸塩　【一般】 151

パセトシンカプセル２５０ （２５０ｍｇ１カプセル） 141

ハッカ油　【一般】 162

ハッカ油「ケンエー」 （１ｍＬ） 162

パップ剤　【一般】 96

バナン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 144

ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ （０．１２５ｍｇ１錠） 43

バラシクロビル塩酸塩　【一般】 154

バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 （５００ｍｇ１包） 154

バリトゲン－デラックス （９７．９８％１０ｇ） 164

バリトップゾル１５０ （１５０％１０ｍＬ） 164

バルサルタン　【一般】 55

バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「トーワ」 （８０ｍｇ１錠） 55

バルプロ酸ナトリウム　【一般】 8

バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医工」 （５％１ｍＬ） 9

パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ１錠） 23

パロキセチン塩酸塩水和物　【一般】 23

ハロペリドール　【一般】 23

ハロペリドール錠１ｍｇ「ＪＧ」 （１ｍｇ１錠） 23

バンコマイシン塩酸塩　【一般】 140

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ファイザー」 （５００ｍｇ１
瓶） 140

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 （０．５ｇ
１瓶） 140

パンテチン　【一般】 102

パンテノール　【一般】 102
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パントシン散２０％ （２０％１ｇ） 102

パントール注射液２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１管） 102

ひ

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ファイザー」 （０．１％５ｍＬ
１瓶） 40

ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 （３０ｍｇ１錠） 128

ピオグリタゾン塩酸塩　【一般】 128

ビオスリー配合錠 （１錠） 68

ビカネイト輸液 （５００ｍＬ１袋） 115

ピコスルファートナトリウム水和物　【一般】 76

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＪＧ」 （０．７
５％１ｍＬ） 76

ビソプロロールフマル酸塩　【一般】 46

ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日医工」 （２．５ｍｇ１
錠） 46

ビソルボン吸入液０．２％ （０．２％１ｍＬ） 64

ビソルボン錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠） 64

ビソルボン注４ｍｇ （０．２％２ｍＬ１管） 64

ビタジェクト注キット （２筒１キット） 104

ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「三和」 （１ｍｇ１錠） 60

ピタバスタチンカルシウム水和物　【一般】 60

ビタメジン静注用 （１瓶） 105

ビダラビン　【一般】 154

ビダラビン軟膏３％「ＭＥＥＫ」 （３％１ｇ） 154

人血清アルブミン　【一般】 158

ヒドロキシジンパモ酸塩　【一般】 24

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム　【一般】 82

ヒドロコルチゾン酪酸エステル　【一般】 97

ヒドロモルフォン塩酸塩　【一般】 171

非ピリン系感冒剤　【一般】 26

ビーフリード輸液 （１Ｌ１キット） 110

ビーフリード輸液 （５００ｍＬ１キット） 109

ピペラシリンナトリウム　【一般】 147

ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「日医工」 （２ｇ１瓶） 147

ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ （１００単位１ｍＬバイア
ル） 88

ヒューマログ注ミリオペン （３００単位１キット） 88

ヒューマログミックス２５注ミリオペン （３００単位１キット） 89

ビラスチン　【一般】 134

ビラノア錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠） 134

ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカル
ボン酸エステル　【一般】 67

ピリドキサールリン酸エステル水和物　【一般】 103

ピルシカイニド塩酸塩水和物　【一般】 47

ヒルドイドソフト軟膏０．３％ （１ｇ） 121

ピレノキシン　【一般】 40

ふ

ファモチジン　【一般】 71

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１錠） 71

ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」 （２０ｍｇ２０ｍＬ１管） 71

フィジオ３５輸液 （５００ｍＬ１袋） 115

フィニバックス点滴静注用０．２５ｇ （２５０ｍｇ１瓶） 146

フェキソフェナジン塩酸塩　【一般】 134

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「ＮＰ」 （６０ｍｇ１錠） 134

フェジン静注４０ｍｇ （４０ｍｇ２ｍＬ１管） 106

フェニトイン　【一般】 9

フェニトインナトリウム　【一般】 10

フェノバール注射液１００ｍｇ （１０％１ｍＬ１管） 4

フェノバルビタール　【一般】 4

フェブキソスタット　【一般】 127

フェブリク錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠） 127

フェルビナク　【一般】 97

フェロミア錠５０ｍｇ （鉄５０ｍｇ１錠） 106

フェンタニルクエン酸塩　【一般】 178

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「ヤンセン」 （０．００５％２ｍＬ１
管） 178

フェンタニル注射液０．５ｍｇ「ヤンセン」 （０．００５％１０ｍＬ
１管） 178

フェントステープ１ｍｇ （１ｍｇ１枚） 179

フェントステープ２ｍｇ （２ｍｇ１枚） 180

フォリアミン錠 （５ｍｇ１錠） 103

ブスコパン注２０ｍｇ （２％１ｍＬ１管） 39

ブチルスコポラミン臭化物　【一般】 39

ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ「ＹＤ」 （１０ｍｇ１錠） 39

ブドウ糖　【一般】 107

ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 （５０％２０ｍＬ１筒） 108

ブドウ糖＊（扶桑） （１０ｇ） 108

ブピバカイン塩酸塩水和物　【一般】 31

プラザキサカプセル７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセル） 120

フラジール内服錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 160

プラバスタチンナトリウム　【一般】 60

フランドルテープ４０ｍｇ （４０ｍｇ１枚） 57

プランルカスト錠１１２．５「ＥＫ」 （１１２．５ｍｇ１錠） 134

プランルカスト水和物　【一般】 134

プリンペラン錠５ （５ｍｇ１錠） 79

プリンペラン注射液１０ｍｇ （０．５％２ｍＬ１管） 77

フルイトラン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠） 48

フルオロメトロン　【一般】 40

フルオロメトロン０．０２％点眼液Ｔ （０．０２％１ｍＬ） 40

フルチカゾンプロピオン酸エステル　【一般】 41

フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μｇ「日医工」
２８噴霧用 （２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶） 41

フルニトラゼパム　【一般】 5

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 （１ｍｇ１錠） 5

フルマゼニル　【一般】 63

フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 （０．５ｍｇ５ｍＬ１管） 63

フルルビプロフェン　アキセチル　【一般】 17

プレガバリン　【一般】 28

プレセデックス静注液２００μｇ「マルイシ」 （２００μｇ２ｍＬ
１瓶） 4

プレドニゾロン　【一般】 82

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） （１ｍｇ１錠） 82

プレドニゾロン錠「タケダ」５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 83
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プレペノン注５０ｍｇシリンジ （１％５ｍＬ１筒） 176

プロカテロール塩酸塩水和物　【一般】 66

プロクロルペラジンマレイン酸塩　【一般】 24

プロクロルペラジンメシル酸塩　【一般】 25

プロジフ静注液１００ （８％１．２５ｍＬ１瓶） 156

フロセミド　【一般】 48

フロセミド錠２０ｍｇ「テバ」 （２０ｍｇ１錠） 48

ブロチゾラム　【一般】 5

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 （０．２５ｍｇ１錠） 5

プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ （１３ｍＬ１筒） 165

プロポフォール　【一般】 1

プロマックＤ錠７５ （７５ｍｇ１錠） 72

ブロムヘキシン塩酸塩　【一般】 64

フロリードゲル経口用２％ （２％１ｇ） 157

プロレナール錠５μｇ （５μｇ１錠） 125

へ

ベイスン錠０．２ （０．２ｍｇ１錠） 129

ベクトミラン軟膏０．１２％ （０．１２％１ｇ） 97

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル　【一般】 67

ベサコリン散５％ （５％１ｇ） 37

ベザフィブラート　【一般】 61

ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ「トーワ」 （２００ｍｇ１錠） 61

ベシケアＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 90

ベタネコール塩化物　【一般】 37

ベタヒスチンメシル酸塩　【一般】 41

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」 （６ｍｇ１錠） 41

ベタメタゾン　【一般】 84

ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩　【一般】 85

ベタメタゾン吉草酸エステル　【一般】 97

ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩　【一
般】 98

ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％「トーワ」 （０．１
２％１ｇ） 97

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム　【一般】 85

ベネトリン吸入液０．５％ （０．５％１ｍＬ） 65

ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ」 （５０００単位５ｍＬ
１瓶） 120

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ「オーツカ」１０
ｍＬ （１０００単位１０ｍＬ１筒） 120

ヘパリンナトリウム　【一般】 120

ヘパリンナトリウム注Ｎ５千単位／５ｍＬ「ＡＹ」 （５０００単位
５ｍＬ１管） 121

ヘパリン類似物質　【一般】 121

ヘプタバックス－２ （０．５ｍＬ１瓶） 157

ベポタスチンベシル酸塩　【一般】 135

ベラパミル塩酸塩　【一般】 47,59

ペラミビル水和物　【一般】 154

ペリオフィール歯科用軟膏２％ （１０ｍｇ０．５ｇ１シリンジ） 100

ベリチーム配合顆粒 （１ｇ） 73

ベルソムラ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 26

ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 57

ヘルベッサー注射用５０ （５０ｍｇ１瓶） 57

ベンザルコニウム塩化物　【一般】 92

ベンズブロマロン　【一般】 127

ベンゼトニウム塩化物　【一般】 101

ベンダザック　【一般】 99

ベンダザック軟膏３％「イワキ」 （３％１ｇ） 99

ペンタゾシン　【一般】 17

ほ

防已黄耆湯エキス　【一般】 138

防風通聖散エキス　【一般】 138

ボグリボース　【一般】 129

ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ＭＥＥＫ」 （０．３ｍｇ１錠） 129

ボースデル内用液１０ （１０ｍｇ２５０ｍＬ１袋） 165

ホスフルコナゾール　【一般】 156

ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」 （２ｇ１瓶） 147

ホスホマイシンカルシウム水和物　【一般】 147

ホスホマイシンナトリウム　【一般】 147

ホスミシン錠５００ （５００ｍｇ１錠） 147

ボスミン注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管） 80

補中益気湯エキス　【一般】 138

ボトックス注用１００単位 （１００単位１瓶） 34

ボトックス注用５０単位 （５０単位１瓶） 35

ボノサップパック４００ （１シート） 150

ボノプラザンフマル酸塩　【一般】 72

ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロ
マイシン　【一般】 150

ポビドンヨード　【一般】 67,92

ポビドンヨード液１０％「メタル」 （１０％１０ｍＬ） 92

ポビドンヨードガーグル７％「メタル」 （７％１ｍＬ） 67

ポピヨドンスクラブ７．５％ （７．５％１０ｍＬ） 93

ポラプレジンク　【一般】 72

ポララミン注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管） 134

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン　【一般】 158

ポリスチレンスルホン酸カルシウム　【一般】 62

ポリスチレンスルホン酸ナトリウム　【一般】 63

ボルタレンサポ２５ｍｇ （２５ｍｇ１個） 15

ま

マーカイン注０．２５％ （０．２５％１０ｍＬバイアル） 31

マグミット錠３３０ｍｇ （３３０ｍｇ１錠） 74

マドパー配合錠 （１錠） 19

み

ミオナール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠） 38

ミコナゾール　【一般】 157

ミダゾラム　【一般】 5

ミダゾラム注射液１０ｍｇ「テバ」 （１０ｍｇ２ｍＬ１管） 6

ミノサイクリン塩酸塩　【一般】 100,150

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「タイヨー」 （１００
ｍｇ１瓶） 150

ミヤＢＭ細粒 （１ｇ） 68

ミルタザピン　【一般】 25

五十音順索引
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ミールビック （一人分１瓶（溶解液付）） 159

め

メイロン静注８．４％ （８．４％２０ｍＬ１管） 125

メイロン静注８．４％ （８．４％２５０ｍＬ１袋） 126

メコバラミン　【一般】 103

メチコバール錠５００μｇ （０．５ｍｇ１錠） 103

メチルジゴキシン　【一般】 44

メチルジゴキシン錠０．１ｍｇ「タイヨー」 （０．１ｍｇ１錠） 44

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルＮａ注射用１２５ｍｇ
「サワイ」 （１２５ｍｇ１瓶（溶解液付）） 87

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム　【一般】 86

メチロン注２５％ （２５％１ｍＬ１管） 15

メトグルコ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠） 129

メトクロプラミド　【一般】 79

メトホルミン塩酸塩　【一般】 129

メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「トーワ」 （２５０ｍｇ１錠） 130

メトロニダゾール　【一般】 160

メナテトレノン　【一般】 104

メバロチン錠５ （５ｍｇ１錠） 60

メピバカイン塩酸塩　【一般】 31

メピバカイン塩酸塩注射液 （２％１０ｍＬバイアル） 31

メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 （０．０１４３％５ｍＬ１
キット） 66

メプチン錠５０μｇ （０．０５ｍｇ１錠） 67

メマリーＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 30

メマンチン塩酸塩　【一般】 30

メルカゾール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 79

メロペネム水和物　【一般】 148

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ファイザー」 （５００ｍｇ１瓶） 148

も

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠） 79

モサプリドクエン酸塩水和物　【一般】 79

モーラステープＬ４０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 95

モーラスパップ６０ｍｇ （２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 95

モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 95

モルヒネ塩酸塩水和物　【一般】 174

モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「シオノギ」 （１％１ｍＬ１管） 176

モルヒネ硫酸塩水和物　【一般】 177

モルペス細粒２％ （２％１ｇ） 177

ゆ

ユービット錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠） 165

ユビデカレノン　【一般】 44

ユベラＮソフトカプセル２００ｍｇ （２００ｍｇ１カプセル） 62

ユベラ軟膏 （１ｇ） 96

ユリノーム錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 127

ユーロジン２ｍｇ錠 （２ｍｇ１錠） 2

よ

葉酸　【一般】 103

抑肝散エキス　【一般】 139

ら

酪酸菌製剤　【一般】 68

酪酸菌配合剤　【一般】 68

ラコールＮＦ配合経腸用液 （１０ｍＬ） 112

ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 （１０ｇ） 113

ラシックス注２０ｍｇ （２０ｍｇ１管） 49

ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ （３００ｍｇ６０ｍＬ１
袋） 154

ラミシールクリーム１％ （１％１ｇ） 100

ラメルテオン　【一般】 31

ランソプラゾール　【一般】 72

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 （１５ｍｇ１錠） 72

り

リオレサール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 38

リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠） 118

リクシアナ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠） 119

リスペリドン　【一般】 25

リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「アメル」 （１ｍｇ１錠） 25

リスモダンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプセル） 45

リーゼ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠） 20

リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サワイ」 （１７．５ｍｇ１錠） 133

リセドロン酸ナトリウム水和物　【一般】 133

六君子湯エキス　【一般】 139

リドカイン　【一般】 32,100

リドカイン塩酸塩　【一般】 32

リドカイン塩酸塩・アドレナリン　【一般】 33

リドカイン注射液 （０．５％１０ｍＬバイアル） 32

リバーロキサバン　【一般】 121

リフレックス錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠） 25

リボトリール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 7

リマプロスト　アルファデクス　【一般】 125

硫酸バリウム　【一般】 164

流動パラフィン　【一般】 161

流動パラフィン「マルイシ」 （１０ｍＬ） 161

リリカＯＤ錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠） 28

リリカＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠） 29

リリカＯＤ錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠） 30

リン酸チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤　【一般】 105

リン酸ピリドキサール錠３０＊（小林化工） （３０ｍｇ１錠） 103

リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ （１ｇ） 98

リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ （１ｇ） 98

リンデロン－ＶＧローション （１ｍＬ） 98

リンデロン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠） 84

リンデロン注２ｍｇ（０．４％） （２ｍｇ１管） 85

る

ルビプロストン　【一般】 76
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れ

レスタミンコーワクリーム１％ （１％１０ｇ） 96

レパグリニド　【一般】 130

レバミピド　【一般】 73

レバミピド錠１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１錠） 73

レベチラセタム　【一般】 10

レボチロキシンナトリウム水和物　【一般】 80

レボドパ・カルビドパ水和物　【一般】 19

レボドパ・ベンセラジド塩酸塩　【一般】 19

レボフロキサシンＯＤ錠２５０ｍｇ「トーワ」 （２５０ｍｇ１錠（レ
ボフロキサシンとして）） 152

レボフロキサシン水和物　【一般】 40,152

レボフロキサシン点眼液０．５％「ＴＯＡ」 （０．５％１ｍＬ） 40

レミッチカプセル２．５μｇ （２．５μｇ１カプセル） 28

レルベア１００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１キット） 67

ろ

ロキソニンテープ１００ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 99

ロキソニンテープ５０ｍｇ （７ｃｍ×１０ｃｍ１枚） 99

ロキソニンパップ１００ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 99

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」 （６０ｍｇ１錠） 17

ロキソプロフェンナトリウム水和物　【一般】 17,99

ロコアテープ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚） 94

ロコイドクリーム０．１％ （０．１％１ｇ） 97

ロスバスタチンカルシウム　【一般】 61

ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２．５ｍｇ１錠） 61

ロゼレム錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠） 31

ロピオン静注５０ｍｇ （５０ｍｇ５ｍＬ１管） 17

ロピバカイン塩酸塩水和物　【一般】 33

ロペラミド塩酸塩　【一般】 68

ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「ＪＧ」 （１ｍｇ１カプセル） 68

ロラゼパム　【一般】 6

ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」 （１ｍｇ１錠） 6

わ

ワイスタール配合静注用１ｇ （（１ｇ）１瓶） 143

ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液　【一般】 18

ワソラン錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠） 59

ワソラン静注５ｍｇ （０．２５％２ｍＬ１管） 47

ワーファリン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠） 122

ワルファリンＫ錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 （０．５ｍｇ１錠） 122

ワルファリンカリウム　【一般】 122

ワンパル２号輸液 （８００ｍＬ１キット） 110

五十音順索引

( 18 )



本　文



１　神経系及び感覚器官用医薬品

１．１　中枢神経系用薬

１．１．１　全身麻酔剤

ケタミン塩酸塩

ケタラール静注用２００ｍｇ （２００ｍｇ２０ｍ
Ｌ１瓶）

内 注射 流通
麻 劇

【YJコード】1119400A1031
【薬効分類】１．１．１　全身麻酔剤
【一般名】ケタミン塩酸塩
【メーカー】製)第一三共プロファーマ　販)塩野義製薬　販)武田薬品工業
販)田辺三菱製薬　販)第一三共　販)大日本住友製薬
【薬価】705円/1V
【薬価収載日】2004/07/09
【標榜薬効】全身麻酔剤

【効能効果】手術，検査，処置時の全身麻酔・吸入麻酔の導入
【用法用量】初回　１～２ｍｇ／ｋｇ　緩徐に静注（１分以上）。
必要時，初回と同量又は半量を追加。
注意
１．麻酔法
用法・用量は感受性，全身状態，手術々式，麻酔法等によるが，一般に
は下記の通り。
手術の最低６時間前より絶飲絶食とし，アトロピン硫酸塩水和物等の前
投薬を行い，本剤１回量を緩徐に静注。
麻酔の維持に本剤を追加，手術が長い時には点滴静注。
速度は最初３０分間が０．１ｍｇ／ｋｇ／分，以後は０．０５ｍｇ／ｋｇ／分
を基準。適宜増減，手術終了３０分前に投与中止。
手術の種類により，吸入麻酔剤に切りかえる。必要時，スキサメトニウ
ム塩化物水和物等の筋弛緩剤を併用。
２．作用発現・持続
健康成人に静注時，３０秒～１分で手術可能な状態が得られ，作用は５
～１０分前後持続。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．脳血管障害，高血圧（収縮期圧１６０ｍｍＨｇ以上，拡張期圧１００ｍ
ｍＨｇ以上），脳圧亢進症，重症の心代償不全。
３．痙攣発作の既往。
４．外来患者。

【副作用】重大な副作用
１．急性心不全（０．１％未満）。
２．呼吸抑制（２．２７％），無呼吸（頻度不明），舌根沈下（頻度不明）。
３．痙攣（０．５９％）（喉頭痙攣，声門痙攣，全身痙攣等）。
４．覚醒時反応（頻度不明）（夢のような状態，幻覚，興奮，錯乱状態
等）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

セボフルラン

セボフレン吸入麻酔液 （１ｍＬ）
内 外用 流通
劇

【YJコード】1119702G1062
【薬効分類】１．１．１　全身麻酔剤
【一般名】セボフルラン
【メーカー】製)丸石製薬　販)アッヴィ　販)アボットジャパン
【薬価】49.2円/1mL
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】全身吸入麻酔剤

【効能効果】全身麻酔
【用法用量】（表開始）
導入 酸素又は酸素・亜酸化窒素混合ガスで導入。睡眠量の静脈麻酔
剤を投与後，酸素又は酸素・亜酸化窒素混合ガスでも導入できる。０．５
～５％で行う。
維持 酸素・亜酸化窒素と併用し，最小有効濃度で維持。４％以下で維
持できる。
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

【禁忌】１．ハロゲン化麻酔剤で，黄疸，原因不明の発熱の既往。
２．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．重篤な悪性高熱（０．１％未満）（原因不明の終末呼気二酸化炭素濃
度上昇・頻脈・不整脈・血圧変動，過呼吸，二酸化炭素吸収剤の異常過
熱・急激な変色，急激な体温上昇，筋強直，血液の暗赤色化（チアノー
ゼ），発汗，アシドーシス，高カリウム血症，心停止，ミオグロビン尿
（ポートワイン色尿）等），腎不全。
２．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇），高カリウム血症，心停止，急性腎不全等の
重篤な腎障害。
３．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（血圧低下，頻脈，皮膚発赤，
蕁麻疹，気管支喘息様発作，全身紅潮，顔面浮腫等）。
４．痙攣，不随意運動（頻度不明）（ミオクロヌス様）。
５．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）等の著しい上昇），黄疸（頻
度不明）。
６．重篤な不整脈（頻度不明）（心停止，完全房室ブロック，高度徐脈，
心室性期外収縮，心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む），心室細
動）。

■禁忌

■副作用

プロポフォール

１％プロポフォール注「マルイシ」 （１ｇ１００
ｍＬ１瓶）

内 注射 後発 流通
劇

【YJコード】1119402A3025
【薬効分類】１．１．１　全身麻酔剤
【一般名】プロポフォール
【先発品】１％ディプリバン注
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】1343円/1V
【薬価収載日】2003/07/04
【標榜薬効】全身麻酔・鎮静用剤

【効能効果】１．全身麻酔の導入・維持
２．集中治療の人工呼吸中の鎮静
【用法用量】１．全身麻酔の導入・維持
（１）．導入 成人　０．０５ｍＬ／ｋｇ／１０秒（プロポフォール　０．５ｍｇ／ｋ
ｇ／１０秒）　就眠まで静注。ＡＳＡＩＩＩ・ＩＶには，より緩徐に投与。
成人　０．２～０．２５ｍＬ／ｋｇ（プロポフォール　２～２．５ｍｇ／ｋｇ）で就
眠。高齢者はより少量で就眠あり。就眠後は必要時に適宜追加。
（２）．維持 酸素又は酸素・亜酸化窒素混合ガスと併用　静注。適宜，速
度調節。
成人　０．４～１ｍＬ／ｋｇ／時（プロポフォール　４～１０ｍｇ／ｋｇ／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。局所麻酔剤併用では
より低用量で麻酔深度が得られる。
２．集中治療の人工呼吸中の鎮静
成人（高齢者含む）　０．０３ｍＬ／ｋｇ／時（プロポフォール　０．３ｍｇ／ｋ
ｇ／時）　持続静注。適宜，速度調節。
成人　０．０３～０．３ｍＬ／ｋｇ／時（プロポフォール　０．３～３ｍｇ／ｋｇ
／時）で適切な鎮静深度が得られる。
適宜，速度増減。必要時鎮痛剤併用。
注意
［全身麻酔の導入・維持］
維持の使用例
（表開始）
導入後時間（分） ０～１０ １０～２０ ２０～３０ ３０～
速度 １ｍＬ／ｋｇ／時（プロポフォール　１０ｍｇ／ｋｇ／時） ０．８ｍＬ／ｋｇ
／時（プロポフォール　８ｍｇ／ｋｇ／時） ０．６ｍＬ／ｋｇ／時（プロポ
フォール　６ｍｇ／ｋｇ／時） 全身状態により調節
（表終了）
［集中治療の人工呼吸中の鎮静］
（１）．持続注入で投与。急速投与しない。
（２）．７日まで。鎮静効果があり，７日を超えて本剤による鎮静の必要
時，全身状態を慎重に観察。
使用例
（表開始）
時間（分） ０～５ ５～
速度 ０．０３ｍＬ／ｋｇ／時 ０．０３～０．３ｍＬ／ｋｇ／時 （適宜増減）
（表終了）

【禁忌】１．本剤・本剤の成分に過敏症の既往。
２．小児（集中治療の人工呼吸中の鎮静）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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【副作用】重大な副作用
１．低血圧（頻度不明）。
２．アナフィラキシー（頻度不明）（血管浮腫，気管支痙攣，紅斑，低血
圧）。
３．気管支痙攣（頻度不明）。
４．舌根沈下，一過性無呼吸（頻度不明）。
５．てんかん様体動（頻度不明）（痙攣・反弓緊張等）。
６．重篤な徐脈，不全収縮（頻度不明）。
７．心室頻拍，心室性期外収縮，左脚ブロック（頻度不明）。
８．肺水腫（頻度不明）。
９．覚醒遅延（頻度不明）。
１０．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇等）。
１１．重篤な悪性高熱類似症状（頻度不明）（原因不明の頻脈，不整脈・
血圧変動，急激な体温上昇，筋硬直，血液の暗赤色化（チアノーゼ），
過呼吸，ソーダライムの異常加熱・急激な変色，発汗，アシドーシス，高
カリウム血症，ミオグロビン尿等）。

■副作用

１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤

エスタゾラム

ユーロジン２ｍｇ錠 （２ｍｇ１錠）
内 内服 流通
精３

【YJコード】1124001F2029
【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】エスタゾラム
【メーカー】製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業
【薬価】13.3円/1T
【標榜薬効】睡眠剤

【効能効果】不眠症，麻酔前投薬
【用法用量】適宜増減。成人　下記のように投与。
１．不眠症 １回１～４ｍｇ　就寝前　内服。
２．麻酔前投薬
（１）．麻酔前 １回２～４ｍｇ　内服。
（２）．手術前夜 １回１～２ｍｇ　就寝前　内服。
注意
不眠症 就寝直前に服用。就寝後，途中で起床して仕事等をする時は服
用しない。

【禁忌】１．重症筋無力症。
２．リトナビル（ＨＩＶプロテアーゼ阻害剤）の投与患者。
原則禁忌
肺性心・肺気腫・気管支喘息・脳血管障害の急性期等で呼吸機能の高
度低下時。

【副作用】重大な副作用
１．薬物依存（頻度不明），離脱症状（頻度不明）（せん妄，痙攣等）。
２．呼吸抑制（０．１％未満），炭酸ガスナルコーシス（頻度不明）。
３．奇異反応（刺激興奮，錯乱（頻度不明）等）。
４．無顆粒球症（０．１％未満）。
５．一過性前向性健忘，もうろう状態（頻度不明）（他の不眠症治療薬）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満
過敏症 発疹，掻痒感
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ジアゼパム

ジアゼパム錠２「トーワ」 （２ｍｇ１錠）
内 内服 後発 流通
精３

【YJコード】1124017F2054
【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ジアゼパム
【先発品】２ｍｇセルシン錠，ホリゾン錠２ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品　販)和薬
【薬価】5.6円/1T
【標榜薬効】精神安定剤

【効能効果】１．神経症の不安・緊張・抑うつ
２．うつ病の不安・緊張
３．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）の身体症候・不安・緊張・抑うつ
４．下記の筋緊張の軽減
脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛
５．麻酔前投薬
【用法用量】成人　１回２～５ｍｇ　１日２～４回　内服（外来　１日１５ｍｇ
以内）。
小児　下記量　１日１～３回　分割　内服。
３歳以下　１日１～５ｍｇ。
４～１２歳　１日２～１０ｍｇ。
筋痙攣
成人　１回２～１０ｍｇ　１日３～４回　内服。適宜増減。
麻酔前投薬
成人　１回５～１０ｍｇ　就寝前又は術前　内服。適宜増減。

■効能効果・用法用量

３．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）の身体症候・不安・緊張・抑うつ
４．下記の筋緊張の軽減
脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛
５．麻酔前投薬
【用法用量】成人　１回２～５ｍｇ　１日２～４回　内服（外来　１日１５ｍｇ
以内）。
小児　下記量　１日１～３回　分割　内服。
３歳以下　１日１～５ｍｇ。
４～１２歳　１日２～１０ｍｇ。
筋痙攣
成人　１回２～１０ｍｇ　１日３～４回　内服。適宜増減。
麻酔前投薬
成人　１回５～１０ｍｇ　就寝前又は術前　内服。適宜増減。

【禁忌】１．急性狭隅角緑内障。
２．重症筋無力症。
３．リトナビル（ＨＩＶプロテアーゼ阻害剤）の投与患者。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．薬物依存，離脱症状（痙攣発作，せん妄，振戦，不眠，不安，幻覚，
妄想等）。
２．刺激興奮，錯乱等。
３．呼吸抑制。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
肝臓 黄疸
血液 顆粒球減少，白血球減少
過敏症 発疹
（表終了）

■禁忌

■副作用

セルシン注射液１０ｍｇ （１０ｍｇ１管）
内 注射 流通
精３

【YJコード】1124402A2053
【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ジアゼパム
【メーカー】製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業
【薬価】88円/1A
【薬価収載日】2001/09/07
【標榜薬効】マイナートランキライザー

【効能効果】神経症の不安・緊張・抑うつ
下記の不安・興奮・抑うつの軽減
（１）．麻酔前，麻酔導入時，麻酔中，術後
（２）．アルコール依存症の禁断（離脱）症状
（３）．分娩時
てんかん様重積状態の痙攣の抑制
【用法用量】成人　初回　２ｍＬ（ジアゼパム　１０ｍｇ）　緩徐に静注・筋
注。以後必要時，３～４時間ごとに追加。
太い静脈を選び，緩徐に（２分以上かけて）静注。
注意
１．低出生体重児，新生児，乳・幼・小児は，筋注しない。
２．痙攣の抑制 特に追加を繰り返す際には，呼吸器・循環器系の抑制
に注意。

【禁忌】１．急性狭隅角緑内障。
２．重症筋無力症。
３．ショック，昏睡，バイタルサインの悪い急性アルコール中毒。
４．リトナビル（ＨＩＶプロテアーゼ阻害剤）の投与患者。

【副作用】重大な副作用
１．薬物依存（頻度不明），離脱症状（頻度不明）（痙攣発作，せん妄，振
戦，不眠，不安，幻覚，妄想等）。
２．舌根沈下による上気道閉塞（０．１～５％未満），呼吸抑制（頻度不
明）。
３．刺激興奮，錯乱（０．１～５％未満）等。
４．循環性ショック（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満
肝臓 黄疸
血液 顆粒球減少，白血球減少
過敏症 発疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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ゾピクロン

ゾピクロン錠７．５ｍｇ「アメル」 （７．５ｍｇ１
錠）

内 内服 後発
精３

【YJコード】1129007F1115
【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ゾピクロン
【メーカー】製)共和薬品工業
【薬価収載日】2013/06/21　【経過措置期限】2017/03/31
【標榜薬効】睡眠障害改善剤

【効能効果】１．不眠症
２．麻酔前投薬
【用法用量】１．不眠症
成人　１回７．５～１０ｍｇ　就寝前　内服。
適宜増減，１０ｍｇまで。
２．麻酔前投薬
成人　１回７．５～１０ｍｇ　就寝前又は術前　内服。
適宜増減，１０ｍｇまで。
注意
１．少量（高齢者は１回３．７５ｍｇ）から開始。肝障害では３．７５ｍｇから
開始。増量時は１０ｍｇまでとし，症状の改善に伴い減量。
２．不眠症 就寝直前に服用。就寝後，途中で起床して仕事等をする時
は服用しない。

【禁忌】１．本剤の成分・エスゾピクロンに過敏症の既往。
２．重症筋無力症。
３．急性狭隅角緑内障。
原則禁忌
肺性心・肺気腫・気管支喘息・脳血管障害の急性期等で呼吸機能の高
度低下時。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．依存性（薬物依存），離脱症状（振戦，痙攣発作，不眠等）。
２．呼吸抑制，炭酸ガスナルコーシス。
３．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰの上昇
等），黄疸。
４．精神症状（幻覚，せん妄，錯乱，夢遊症状，悪夢，易刺激性，攻撃
性，異常行動等），意識障害。
５．一過性前向性健忘（中途覚醒時の出来事を覚えていない等），もうろ
う状態。
６．アナフィラキシー（蕁麻疹，血管浮腫等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
精神神経系 錯感覚，ふらつき，眠気，頭重，頭痛，不快感，眩暈等
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）の上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇，Ａｌ－Ｐの上昇
腎臓 蛋白尿，ＢＵＮの上昇
血液 白血球減少，ヘモグロビン減少，赤血球減少，血小板減少
消化器 消化不良，口中のにがみ，口渇，嘔気，食欲不振，口内不快
感，胃部不快感等
過敏症 掻痒症，発疹
骨格筋 倦怠感，脱力感等の筋緊張低下症状
その他 転倒
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ゾルピデム酒石酸塩

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＫＮ」 （５
ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通
精３

【YJコード】1129009F3036
【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ゾルピデム酒石酸塩
【メーカー】製)小林化工　販)和薬
【薬価】12.8円/1T
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】入眠剤

【効能効果】不眠症（統合失調症，躁うつ病に伴う不眠症除く）
注意
不眠症の原疾患を確定後投与。統合失調症，躁うつ病に伴う不眠症に
は有効性なし。
【用法用量】成人　１回５～１０ｍｇ　就寝直前　内服。高齢者　１回５ｍｇ
から開始。
適宜増減，１日１０ｍｇまで。
注意
１．もうろう状態，睡眠随伴症状（夢遊症状等）が用量依存的にあらわれ
るので，少量（１回５ｍｇ）から開始。増量時は１０ｍｇまでとし，症状の改
善に伴い減量。
２．就寝直前に服用。健忘の報告があるので，薬効消失前に活動を開
始する可能性がある時は服用しない。
３．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

■効能効果・用法用量

は有効性なし。
【用法用量】成人　１回５～１０ｍｇ　就寝直前　内服。高齢者　１回５ｍｇ
から開始。
適宜増減，１日１０ｍｇまで。
注意
１．もうろう状態，睡眠随伴症状（夢遊症状等）が用量依存的にあらわれ
るので，少量（１回５ｍｇ）から開始。増量時は１０ｍｇまでとし，症状の改
善に伴い減量。
２．就寝直前に服用。健忘の報告があるので，薬効消失前に活動を開
始する可能性がある時は服用しない。
３．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．重篤な肝障害。
３．重症筋無力症。
４．急性狭隅角緑内障。
原則禁忌
肺性心・肺気腫・気管支喘息・脳血管障害の急性期等で呼吸機能の高
度低下時。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．依存性（薬物依存），離脱症状（反跳性不眠，いらいら感等）。
２．精神症状（せん妄，錯乱，夢遊症状，幻覚，興奮，脱抑制，意識レベ
ルの低下等），意識障害。
３．一過性前向性健忘（服薬後入眠までの出来事・途中覚醒時の出来
事を覚えていない），もうろう状態。
４．呼吸抑制，炭酸ガスナルコーシス。
５．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ，Ａｌ－Ｐの上昇
等），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感
（表終了）

■禁忌

■副作用

タンドスピロンクエン酸塩

セディール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
内 内服 流通
劇

【YJコード】1129008F2035
【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】タンドスピロンクエン酸塩
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】26.6円/1T
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】セロトニン作動性抗不安剤

【効能効果】１．神経症の抑うつ，恐怖
２．心身症（自律神経失調症，本態性高血圧症，消化性潰瘍）の身体症
候，抑うつ，不安，焦燥，睡眠障害
【用法用量】成人　１日３０ｍｇ　１日３回　分割　内服。
適宜増減，１日６０ｍｇまで。

【副作用】重大な副作用
１．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰの上昇
等），黄疸（０．１％未満）。
２．セロトニン症候群（頻度不明）（興奮，ミオクロヌス，発汗，振戦，発熱
等）。
３．悪性症候群（頻度不明）（発熱，意識障害，強度の筋強剛，不随意運
動，発汗，頻脈等，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇，ミオグロビ
ン尿を伴う腎機能の低下）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 １％以上 ０．１～１％未満 ０．１％未満 頻度不明
精神神経系 眠気 眩暈，ふらつき，頭痛，頭重，不眠 振戦，パーキンソ
ン様症状 悪夢
肝臓  ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇 Ａｌ－Ｐの上昇
循環器系  動悸 頻脈，胸内苦悶
消化器系  悪心，食欲不振，口渇，腹部不快感，便秘 嘔吐，胃痛，胃
のもたれ，腹部膨満感，下痢
過敏症   発疹，蕁麻疹，掻痒感
その他  倦怠感，脱力感，気分不快，四肢のしびれ，目のかすみ 悪寒，
ほてり（顔面紅潮，灼熱感等），多汗（発汗，寝汗等），ＢＵＮの上昇，尿
中ＮＡＧの上昇，好酸球増加，ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇 浮腫
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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デクスメデトミジン塩酸塩

プレセデックス静注液２００μｇ「マルイシ」
（２００μｇ２ｍＬ１瓶）

内 注射 流通
劇

【YJコード】1129400A1038
【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】デクスメデトミジン塩酸塩
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】5098円/1V
【薬価収載日】2004/04/23
【標榜薬効】α２作動性鎮静剤

【効能効果】集中治療の人工呼吸中・離脱後の鎮静
局所麻酔下の非挿管での手術・処置時の鎮静
注意
局所麻酔下の非挿管での手術・処置時の鎮静 全身麻酔に移行する意
識下気管支ファイバー挿管に対する有効性・安全性は未確立。
【用法用量】１．集中治療の人工呼吸中・離脱後の鎮静
成人　６μｇ／ｋｇ／時　１０分間　静脈内へ持続注入（初期負荷投与）。
続いて　至適鎮静レベルが得られる様，維持量　０．２～０．７μｇ／ｋｇ
／時で持続注入（維持投与）。
維持投与から開始もできる。投与速度を適宜減速。
２．局所麻酔下の非挿管での手術・処置時の鎮静
成人　６μｇ／ｋｇ／時　１０分間　静脈内へ持続注入（初期負荷投与）。
続いて　至適鎮静レベルが得られる様，維持量　０．２～０．７μｇ／ｋｇ
／時で持続注入（維持投与）。
投与速度を適宜減速。
注意
共通
１．循環動態が安定し，循環動態，呼吸等に継続的な監視体制が整っ
た状況で投与開始。
２．初期負荷投与中に一過性の血圧上昇の発現時，減速等を考慮。
３．鎮静の維持開始速度は０．４μｇ／ｋｇ／時を目安とし，初期負荷か
ら維持への移行を慎重に行う。維持速度は０．７μｇ／ｋｇ／時まで（臨
床試験で，０．７μｇ／ｋｇ／時を超えて投与時に呼吸器系，精神神経
系，心血管系の有害事象の発現率増加の報告あり（外国））。
４．速度を調節できるシリンジポンプ等を用いて，緩徐に持続投与。
５．本剤２ｍＬに生食４８ｍＬを加え，５０ｍＬ（４μｇ／ｍＬ）とする。
集中治療の人工呼吸中・離脱後の鎮静
人工呼吸中，離脱過程及び離脱後を通じて投与可能だが，持続投与期
間が１２０時間（５日間）を超える使用経験は少ないので，それを超えて
鎮静の必要時は，全身状態を慎重に観察。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用（共通）
１．低血圧（５％以上）。
２．高血圧（５％以上）。
３．徐脈（５％以上）。
４．心室細動（０．１～１％未満）。
５．心停止（０．１～１％未満），洞停止（頻度不明）。
６．低酸素症（１～５％未満），一過性の無呼吸，呼吸困難（０．１～１％
未満），呼吸抑制（５％以上），舌根沈下（０．１～１％未満）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

トリアゾラム

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「テバ」 （０．２５ｍｇ
１錠）

内 内服 後発 流通
精３

【YJコード】1124007F2220
【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】トリアゾラム
【先発品】ハルシオン０．２５ｍｇ錠
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】5.8円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】睡眠導入剤

【効能効果】１．不眠症
２．麻酔前投薬
【用法用量】１．不眠症
成人　１回０．２５ｍｇ　就寝前　内服。高度不眠症　０．５ｍｇまで。
適宜増減，高齢者　１回０．１２５～０．２５ｍｇまで。
２．麻酔前投薬
手術前夜 成人　１回０．２５ｍｇ　就寝前　内服。
必要時　０．５ｍｇまで。
注意
１．眠気，眩暈，ふらつき，健忘等が用量依存的にあらわれるので，少
量（１回０．１２５ｍｇ以下）から開始。増量時は０．５ｍｇまでとし，症状の
改善に伴い減量。
２．不眠症 就寝直前に服用。健忘の報告があるので，薬効消失前に活
動を開始する可能性がある時は服用しない。

■効能効果・用法用量

２．麻酔前投薬
手術前夜 成人　１回０．２５ｍｇ　就寝前　内服。
必要時　０．５ｍｇまで。
注意
１．眠気，眩暈，ふらつき，健忘等が用量依存的にあらわれるので，少
量（１回０．１２５ｍｇ以下）から開始。増量時は０．５ｍｇまでとし，症状の
改善に伴い減量。
２．不眠症 就寝直前に服用。健忘の報告があるので，薬効消失前に活
動を開始する可能性がある時は服用しない。

【禁忌】１．本剤に過敏症の既往。
２．急性狭隅角緑内障。
３．重症筋無力症。
４．下記の投与患者
イトラコナゾール，フルコナゾール，ホスフルコナゾール，ボリコナゾー
ル，ミコナゾール，ＨＩＶプロテアーゼ阻害剤（インジナビル，リトナビル
等），エファビレンツ，テラプレビル。
原則禁忌
肺性心・肺気腫・気管支喘息・脳血管障害の急性期等で呼吸機能の高
度低下時。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．薬物依存，離脱症状（痙攣発作，せん妄，振戦，不眠，不安，幻覚，
妄想等）。
２．精神症状（刺激興奮，錯乱，攻撃性，夢遊症状，幻覚，妄想，激越
等）。
３．呼吸抑制，炭酸ガスナルコーシス。
４．一過性前向性健忘（中途覚醒時の出来事を覚えていない等），もうろ
う状態。
５．肝炎，肝機能障害，黄疸。
６．ショック，アナフィラキシー（発疹，血管性浮腫，呼吸困難等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒
（表終了）

■禁忌

■副作用

フェノバルビタール

フェノバール注射液１００ｍｇ （１０％１ｍＬ１
管）

内 注射 流通
劇 精３ ハイリスク

【YJコード】1125402A1054
【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】フェノバルビタール
【メーカー】製)藤永製薬　販)第一三共
【薬価】72円/1A
【薬価収載日】2006/06/09
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】鎮静・抗けいれん剤

【効能効果】不安緊張状態の鎮静（緊急時），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（ジャクソン型発作含
む）］，自律神経発作，精神運動発作
【用法用量】成人　１回５０～２００ｍｇ　１日１～２回　皮下注・筋注。適宜
増減。

【禁忌】１．本剤の成分・バルビツール酸系化合物に過敏症。
２．急性間欠性ポルフィリン症。
３．ボリコナゾール・タダラフィル（肺高血圧症の適応時）・リルピビリン・
アスナプレビル・ダクラタスビル・バニプレビル・マシテンタンの投与患
者。

【副作用】重大な副作用
１．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，紅皮症（剥脱性皮膚
炎）（頻度不明）（発熱，紅斑，水疱・糜爛，掻痒感，咽頭痛，眼充血，口
内炎等）。
２．過敏症症候群（頻度不明）（発疹，発熱，リンパ節腫脹，肝機能障害
等の臓器障害，白血球増加，好酸球増多，異型リンパ球出現等を伴う
遅発性の重篤な過敏症状），ヒトヘルペスウイルス６等のウイルスの再
活性化。
３．依存性（頻度不明）（薬物依存），離脱症状（不安，不眠，痙攣，悪
心，幻覚，妄想，興奮，錯乱，抑うつ状態等）。
４．局所壊死（頻度不明）。
５．顆粒球減少，血小板減少（頻度不明）。
６．肝機能障害（頻度不明）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上
昇等）。
７．呼吸抑制（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 猩紅熱様発疹，麻疹様発疹，中毒疹様発疹
血液 血小板減少，巨赤芽球性貧血
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）・γ－ＧＴＰの上昇等の肝機能障害，黄
疸
骨・歯 クル病，骨軟化症，歯牙の形成不全
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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昇等）。
７．呼吸抑制（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 猩紅熱様発疹，麻疹様発疹，中毒疹様発疹
血液 血小板減少，巨赤芽球性貧血
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）・γ－ＧＴＰの上昇等の肝機能障害，黄
疸
骨・歯 クル病，骨軟化症，歯牙の形成不全
（表終了）

フルニトラゼパム

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 （１ｍｇ１
錠）

内 内服 後発 流通
精２

【YJコード】1124008F1067
【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】フルニトラゼパム
【先発品】サイレース錠１ｍｇ，ロヒプノール錠１
【メーカー】製)共和薬品工業
【薬価】5.6円/1T
【薬価収載日】2000/07/07
【標榜薬効】睡眠導入剤

【効能効果】１．不眠症
２．麻酔前投薬
【用法用量】成人　１回０．５～２ｍｇ　就寝前又は術前　内服。
適宜増減，高齢者　１回１ｍｇまで。
注意
不眠症 就寝直前に服用。就寝後，途中で起床して仕事等をする時は服
用しない。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．急性狭隅角緑内障。
３．重症筋無力症。
原則禁忌
肺性心・肺気腫・気管支喘息・脳血管障害の急性期等で呼吸機能の高
度低下時。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．依存性（薬物依存），離脱症状（痙攣発作，せん妄，振戦，不眠，不
安，幻覚，妄想等）。
２．刺激興奮，錯乱。
３．呼吸抑制，炭酸ガスナルコーシス。
４．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄
疸。
５．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇），急性腎不全。
６．悪性症候群（高熱，意識障害，高度の筋硬直，不随意運動，発汗，
頻脈等）。
７．意識障害（うとうと状態，昏睡等）。
８．一過性前向性健忘，もうろう状態。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ブロチゾラム

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「サワイ」 （０．
２５ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通
精３

【YJコード】1124009F2076
【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ブロチゾラム
【先発品】レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ
【メーカー】製)メディサ新薬　販)沢井製薬
【薬価】9.9円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】睡眠導入剤

■効能効果・用法用量

【効能効果】不眠症，麻酔前投薬
【用法用量】適宜増減。成人　下記のように投与。
（１）．不眠症 １回０．２５ｍｇ　就寝前　内服。
（２）．麻酔前投薬
手術前夜 １回０．２５ｍｇ　就寝前　内服。
麻酔前 １回０．５ｍｇ　内服。
注意
不眠症 就寝直前に服用。就寝後，途中で起床して仕事等をする時は服
用しない。

【禁忌】１．急性狭隅角緑内障。
２．重症筋無力症。
原則禁忌
肺性心・肺気腫・気管支喘息・脳血管障害の急性期等で呼吸機能の高
度低下時。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ上昇等），黄疸。
２．一過性前向性健忘，もうろう状態。
３．依存性（薬物依存），離脱症状（不眠，不安等）。
重大な副作用（類薬（ベンゾジアゼピン系薬剤））
呼吸抑制。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
精神神経系 不穏，興奮
過敏症 発疹，紅斑
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ミダゾラム

ドルミカム注射液１０ｍｇ （１０ｍｇ２ｍＬ１管）
内 注射 流通
精３

【YJコード】1124401A1052
【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ミダゾラム
【メーカー】製)アステラス製薬
【薬価】116円/1A
【薬価収載日】2005/12/16
【標榜薬効】催眠鎮静剤

【効能効果】１．麻酔前投薬
２．全身麻酔の導入・維持
３．集中治療の人工呼吸中の鎮静
４．歯科・口腔外科の手術・処置時の鎮静
注意
歯科・口腔外科の手術・処置時の鎮静
目標とする鎮静レベルは，呼びかけに応答できる程度。
【用法用量】１．麻酔前投薬
成人　０．０８～０．１ｍｇ／ｋｇ　術前３０分～１時間　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
ｍｇ／ｋｇ　術前３０分～１時間　筋注。
２．全身麻酔の導入・維持
成人　０．１５～０．３ｍｇ／ｋｇ　静注。
必要時，初回の半量ないし同量を追加。
太い静脈を選び，緩徐に（１分以上かけ）静注。
３．集中治療の人工呼吸中の鎮静
導入 成人　初回　０．０３ｍｇ／ｋｇ　１分以上かけ　静注。
確実な鎮静導入の必要時　初回量　０．０６ｍｇ／ｋｇまで。
必要時　０．０３ｍｇ／ｋｇを５分以上あけて追加。
初回及び追加総量は０．３ｍｇ／ｋｇまで。
修正在胎４５週以上（在胎週数＋出生後週数）の小児　初回　０．０５～
０．２ｍｇ／ｋｇ　２～３分以上かけ　静注。
必要時　初回と同量を５分以上あけて追加。
維持 成人　０．０３～０．０６ｍｇ／ｋｇ／時より持続静注を開始（０．０３～
０．１８ｍｇ／ｋｇ／時の範囲推奨）。
修正在胎４５週以上（在胎週数＋出生後週数）の小児　０．０６～０．１２
ｍｇ／ｋｇ／時より持続静注を開始（投与速度の増減は２５％の範囲
内）。
修正在胎４５週未満（在胎週数＋出生後週数）の小児
修正在胎３２週未満０．０３ｍｇ／ｋｇ／時，修正在胎３２週以上０．０６ｍ
ｇ／ｋｇ／時より持続静注を開始。
４．歯科・口腔外科の手術・処置時の鎮静
成人　初回　１～２ｍｇ　緩徐に（１～２ｍｇ／分）静注，必要時　０．５～１
ｍｇ　２分以上あけて　緩徐に（１～２ｍｇ／分）追加投与。初回の目標鎮
静レベルまでの，初回及び追加総量は５ｍｇまで。
いずれも適宜増減。
注意
１．年齢，感受性，全身状態，目標鎮静レベル，併用薬等を考慮し，過
度の鎮静を避けて投与量を決定。高齢者，衰弱患者，心不全患者，麻
酔薬，鎮痛薬（麻薬性，非麻薬性鎮痛薬），局所麻酔薬，中枢神経系抑
制薬等の併用時は減量（作用が強くあらわれやすい）。
２．より高用量の必要時は過度の鎮静，呼吸器・循環器系の抑制に注
意。
３．ゆっくりと用量調節しながら投与。より緩徐な静注のため，適宜希釈
して使用。
集中治療の人工呼吸中の鎮静
（１）．導入 過度の鎮静，呼吸器・循環器系の抑制に注意。
（２）．導入 導入時の用法・用量が設定されている修正在胎４５週以上
（在胎週数＋出生後週数）の小児の初回及び追加総量は０．６ｍｇ／ｋｇ
まで。
（３）．維持 鎮静維持には，目的鎮静度が得られる最低の速度で持続投
与。
（４）．全身麻酔後等，状態により持続静注から開始できる。
（５）．長期間（１００時間を超える）の投与では，状態をみながら投与量
の増加，鎮痛剤併用を検討（効果減弱の報告あり）。
歯科・口腔外科の手術・処置時の鎮静
（１）．目標鎮静レベル（呼びかけに応答できる程度）まで，鎮静状態を
観察し緩徐に投与。低体重では，過度の鎮静（呼びかけに応答がなくな
る程度）にならないよう投与量に注意。
（２）．目標鎮静レベル後の追加投与は，更なる鎮静の必要時，最少量
を投与。

■効能効果・用法用量

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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度の鎮静を避けて投与量を決定。高齢者，衰弱患者，心不全患者，麻
酔薬，鎮痛薬（麻薬性，非麻薬性鎮痛薬），局所麻酔薬，中枢神経系抑
制薬等の併用時は減量（作用が強くあらわれやすい）。
２．より高用量の必要時は過度の鎮静，呼吸器・循環器系の抑制に注
意。
３．ゆっくりと用量調節しながら投与。より緩徐な静注のため，適宜希釈
して使用。
集中治療の人工呼吸中の鎮静
（１）．導入 過度の鎮静，呼吸器・循環器系の抑制に注意。
（２）．導入 導入時の用法・用量が設定されている修正在胎４５週以上
（在胎週数＋出生後週数）の小児の初回及び追加総量は０．６ｍｇ／ｋｇ
まで。
（３）．維持 鎮静維持には，目的鎮静度が得られる最低の速度で持続投
与。
（４）．全身麻酔後等，状態により持続静注から開始できる。
（５）．長期間（１００時間を超える）の投与では，状態をみながら投与量
の増加，鎮痛剤併用を検討（効果減弱の報告あり）。
歯科・口腔外科の手術・処置時の鎮静
（１）．目標鎮静レベル（呼びかけに応答できる程度）まで，鎮静状態を
観察し緩徐に投与。低体重では，過度の鎮静（呼びかけに応答がなくな
る程度）にならないよう投与量に注意。
（２）．目標鎮静レベル後の追加投与は，更なる鎮静の必要時，最少量
を投与。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．急性狭隅角緑内障。
３．重症筋無力症。
４．ＨＩＶプロテアーゼ阻害剤（リトナビル含有薬剤，サキナビル，インジ
ナビル，ネルフィナビル，アタザナビル，ホスアンプレナビル，ダルナビ
ル含有薬剤），エファビレンツ，コビシスタット含有薬剤，オムビタスビル・
パリタプレビル・リトナビルの投与患者。
５．ショック，昏睡，バイタルサインの抑制がある急性アルコール中毒。

【副作用】重大な副作用
１．依存性（頻度不明）（薬物依存），離脱症状（痙攣発作，せん妄，振
戦，不眠，不安，幻覚，妄想，不随意運動等）。
２．無呼吸，呼吸抑制（各頻度不明），舌根沈下（０．１～５％未満）。
３．アナフィラキシーショック（頻度不明）。
４．心停止（頻度不明）。
５．心室頻拍，心室性頻脈（各頻度不明）。
６．悪性症候群（頻度不明）（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻
脈，血圧の変動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上
昇，ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下），高熱の持続，意識障害，呼吸
困難，循環虚脱，脱水症状，急性腎障害。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 紅斑，蕁麻疹，発疹 掻痒感
（表終了）

■禁忌

■副作用

ミダゾラム注射液１０ｍｇ「テバ」 （１０ｍｇ２
ｍＬ１管）

内 注射 後発 流通
精３

【YJコード】1124401A1087
【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ミダゾラム
【先発品】ドルミカム注射液１０ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】65円/1A
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】催眠鎮静剤

【効能効果】１．麻酔前投薬
２．全身麻酔の導入・維持
３．集中治療の人工呼吸中の鎮静
４．歯科・口腔外科の手術・処置時の鎮静
注意
歯科・口腔外科の手術・処置時の鎮静
目標とする鎮静レベルは，呼びかけに応答できる程度。
【用法用量】１．麻酔前投薬
成人　０．０８～０．１ｍｇ／ｋｇ　術前３０分～１時間　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
ｍｇ／ｋｇ　術前３０分～１時間　筋注。
２．全身麻酔の導入・維持
成人　０．１５～０．３ｍｇ／ｋｇ　静注。
必要時，初回の半量ないし同量を追加。
太い静脈を選び，緩徐に（１分以上かけ）静注。
３．集中治療の人工呼吸中の鎮静
導入 成人　初回　０．０３ｍｇ／ｋｇ　１分以上かけ　静注。
確実な鎮静導入の必要時　初回量　０．０６ｍｇ／ｋｇまで。
必要時　０．０３ｍｇ／ｋｇを５分以上あけて追加。
初回及び追加総量は０．３ｍｇ／ｋｇまで。
修正在胎４５週以上（在胎週数＋出生後週数）の小児　初回　０．０５～
０．２ｍｇ／ｋｇ　２～３分以上かけ　静注。
必要時　初回と同量を５分以上あけて追加。
維持 成人　０．０３～０．０６ｍｇ／ｋｇ／時より持続静注を開始（０．０３～
０．１８ｍｇ／ｋｇ／時の範囲推奨）。
修正在胎４５週以上（在胎週数＋出生後週数）の小児　０．０６～０．１２
ｍｇ／ｋｇ／時より持続静注を開始（投与速度の増減は２５％の範囲
内）。
修正在胎４５週未満（在胎週数＋出生後週数）の小児
修正在胎３２週未満０．０３ｍｇ／ｋｇ／時，修正在胎３２週以上０．０６ｍ
ｇ／ｋｇ／時より持続静注を開始。
４．歯科・口腔外科の手術・処置時の鎮静
成人　初回　１～２ｍｇ　緩徐に（１～２ｍｇ／分）静注，必要時　０．５～１
ｍｇ　２分以上あけて　緩徐に（１～２ｍｇ／分）追加投与。初回の目標鎮
静レベルまでの，初回及び追加総量は５ｍｇまで。
いずれも適宜増減。
注意
１．年齢，感受性，全身状態，目標鎮静レベル，併用薬等を考慮し，過
度の鎮静を避けて投与量を決定。高齢者，衰弱患者，心不全患者，麻
酔薬，鎮痛薬（麻薬性，非麻薬性鎮痛薬），局所麻酔薬，中枢神経系抑
制薬等の併用時は減量（作用が強くあらわれやすい）。
２．より高用量の必要時は過度の鎮静，呼吸器・循環器系の抑制に注
意。
３．ゆっくりと用量調節しながら投与。より緩徐な静注のため，適宜希釈
して使用。
集中治療の人工呼吸中の鎮静
（１）．導入 過度の鎮静，呼吸器・循環器系の抑制に注意。
（２）．導入 導入時の用法・用量が設定されている修正在胎４５週以上
（在胎週数＋出生後週数）の小児の初回及び追加総量は０．６ｍｇ／ｋｇ
まで。
（３）．維持 鎮静維持には，目的鎮静度が得られる最低の速度で持続投
与。
（４）．全身麻酔後等，状態により持続静注から開始できる。
（５）．長期間（１００時間を超える）の投与では，状態をみながら投与量
の増加，鎮痛剤併用を検討（効果減弱の報告あり）。
歯科・口腔外科の手術・処置時の鎮静
（１）．目標鎮静レベル（呼びかけに応答できる程度）まで，鎮静状態を
観察し緩徐に投与。低体重では，過度の鎮静（呼びかけに応答がなくな
る程度）にならないよう投与量に注意。
（２）．目標鎮静レベル後の追加投与は，更なる鎮静の必要時，最少量
を投与。

■効能効果・用法用量

修正在胎４５週以上（在胎週数＋出生後週数）の小児　初回　０．０５～
０．２ｍｇ／ｋｇ　２～３分以上かけ　静注。
必要時　初回と同量を５分以上あけて追加。
維持 成人　０．０３～０．０６ｍｇ／ｋｇ／時より持続静注を開始（０．０３～
０．１８ｍｇ／ｋｇ／時の範囲推奨）。
修正在胎４５週以上（在胎週数＋出生後週数）の小児　０．０６～０．１２
ｍｇ／ｋｇ／時より持続静注を開始（投与速度の増減は２５％の範囲
内）。
修正在胎４５週未満（在胎週数＋出生後週数）の小児
修正在胎３２週未満０．０３ｍｇ／ｋｇ／時，修正在胎３２週以上０．０６ｍ
ｇ／ｋｇ／時より持続静注を開始。
４．歯科・口腔外科の手術・処置時の鎮静
成人　初回　１～２ｍｇ　緩徐に（１～２ｍｇ／分）静注，必要時　０．５～１
ｍｇ　２分以上あけて　緩徐に（１～２ｍｇ／分）追加投与。初回の目標鎮
静レベルまでの，初回及び追加総量は５ｍｇまで。
いずれも適宜増減。
注意
１．年齢，感受性，全身状態，目標鎮静レベル，併用薬等を考慮し，過
度の鎮静を避けて投与量を決定。高齢者，衰弱患者，心不全患者，麻
酔薬，鎮痛薬（麻薬性，非麻薬性鎮痛薬），局所麻酔薬，中枢神経系抑
制薬等の併用時は減量（作用が強くあらわれやすい）。
２．より高用量の必要時は過度の鎮静，呼吸器・循環器系の抑制に注
意。
３．ゆっくりと用量調節しながら投与。より緩徐な静注のため，適宜希釈
して使用。
集中治療の人工呼吸中の鎮静
（１）．導入 過度の鎮静，呼吸器・循環器系の抑制に注意。
（２）．導入 導入時の用法・用量が設定されている修正在胎４５週以上
（在胎週数＋出生後週数）の小児の初回及び追加総量は０．６ｍｇ／ｋｇ
まで。
（３）．維持 鎮静維持には，目的鎮静度が得られる最低の速度で持続投
与。
（４）．全身麻酔後等，状態により持続静注から開始できる。
（５）．長期間（１００時間を超える）の投与では，状態をみながら投与量
の増加，鎮痛剤併用を検討（効果減弱の報告あり）。
歯科・口腔外科の手術・処置時の鎮静
（１）．目標鎮静レベル（呼びかけに応答できる程度）まで，鎮静状態を
観察し緩徐に投与。低体重では，過度の鎮静（呼びかけに応答がなくな
る程度）にならないよう投与量に注意。
（２）．目標鎮静レベル後の追加投与は，更なる鎮静の必要時，最少量
を投与。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．急性狭隅角緑内障。
３．重症筋無力症。
４．ＨＩＶプロテアーゼ阻害剤（リトナビル含有薬剤，サキナビル，インジ
ナビル，ネルフィナビル，アタザナビル，ホスアンプレナビル，ダルナビ
ル含有薬剤），エファビレンツ，コビシスタット含有薬剤，オムビタスビル・
パリタプレビル・リトナビルの投与患者。
５．ショック，昏睡，バイタルサインの抑制がある急性アルコール中毒。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．依存性（薬物依存），離脱症状（痙攣発作，せん妄，振戦，不眠，不
安，幻覚，妄想，不随意運動等）。
２．無呼吸，呼吸抑制，舌根沈下。
３．アナフィラキシーショック。
４．心停止。
５．心室頻拍，心室性頻脈。
６．悪性症候群（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻脈，血圧の変
動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇，ミオグロビ
ン尿を伴う腎機能の低下），高熱の持続，意識障害，呼吸困難，循環虚
脱，脱水症状，急性腎障害。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 紅斑，蕁麻疹，発疹，掻痒感
（表終了）

■禁忌

■副作用

ロラゼパム

ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」 （１ｍｇ１錠）
内 内服 後発 流通
精３

【YJコード】1124022F2110
【薬効分類】１．１．２　催眠鎮静剤，抗不安剤
【一般名】ロラゼパム
【先発品】ワイパックス錠１．０
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】5.6円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】マイナートランキライザー

■効能効果・用法用量

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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ドルミカム注射液１０ｍｇ ロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」



【効能効果】１．神経症の不安・緊張・抑うつ
２．心身症（自律神経失調症，心臓神経症）の身体症候・不安・緊張・抑
うつ
【用法用量】成人　１日１～３ｍｇ　１日２～３回　分割　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．急性狭隅角緑内障。
２．重症筋無力症。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．依存性（薬物依存），離脱症状（痙攣発作，せん妄，振戦，不眠，不
安，幻覚，妄想等）。
２．刺激興奮，錯乱。
重大な副作用（類薬（他のベンゾジアゼピン系薬剤））
（頻度不明）
呼吸抑制。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 掻痒感，発疹，浮腫・血管性浮腫，呼吸困難
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１．１．３　抗てんかん剤

カルバマゼピン

カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」 （１００
ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通
ハイリスク

【YJコード】1139002F2042
【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】カルバマゼピン
【先発品】テグレトール錠１００ｍｇ
【メーカー】製)共和薬品工業
【薬価】5.6円/1T
【薬価収載日】2001/07/06
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん・躁状態治療剤

【効能効果】１．精神運動発作，てんかん性格，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
【用法用量】１．精神運動発作，てんかん性格，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）
成人　最初　１日２００～４００ｍｇ　１日１～２回　分割　内服。至適効果
が得られるまで漸増（１日６００ｍｇ）。症状により　１日１２００ｍｇまで。
小児　１日１００～６００ｍｇ　分割　内服。
２．躁病，躁うつ病の躁状態，統合失調症の興奮状態
成人　最初　１日２００～４００ｍｇ　１日１～２回　分割　内服。至適効果
が得られるまで漸増（１日６００ｍｇ）。症状により　１日１２００ｍｇまで。
３．三叉神経痛
成人　最初　１日２００～４００ｍｇから開始（１日６００ｍｇまで）　分割　内
服。症状により　１日８００ｍｇまで。
小児　適宜減量。

【禁忌】１．本剤の成分・三環系抗うつ剤に過敏症の既往。
２．重篤な血液障害。
３．第ＩＩ度以上の房室ブロック，高度の徐脈（５０拍／分未満）。
４．ボリコナゾール・タダラフィル（アドシルカ）・リルピビリンの投与患者。
５．ポルフィリン症。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．重篤な血液障害（再生不良性貧血，汎血球減少，白血球減少，無顆
粒球症，貧血，溶血性貧血，赤芽球癆，血小板減少）。
２．重篤な皮膚症状（中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，急
性汎発性発疹性膿疱症，紅皮症（剥脱性皮膚炎））（発熱，眼充血，顔
面の腫脹，口唇・口腔粘膜や陰部の糜爛，皮膚や粘膜の水疱，多数の
小膿疱，紅斑，咽頭痛，掻痒，全身倦怠感等）。
３．ＳＬＥ様症状（皮膚症状（蝶形紅斑等），発熱，関節痛，白血球減少，
血小板減少，抗核抗体陽性等）。
４．過敏症症候群（発熱，発疹，リンパ節腫脹，関節痛，白血球増加，好
酸球増多，異型リンパ球出現，肝脾腫，肝機能障害等の臓器障害を伴
う遅発性の重篤な過敏症状），ヒトヘルペスウイルス６等のウイルスの
再活性化。
５．肝機能障害（胆汁うっ滞性，肝細胞性，混合型，肉芽腫性），黄疸，
劇症肝炎等。
６．重篤な腎障害（急性腎不全（間質性腎炎等））。
７．ＰＩＥ症候群，間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，喀痰，好酸球増
多，肺野の浸潤影）。
８．血栓塞栓症（肺塞栓症，深部静脈血栓症，血栓性静脈炎等）。
９．アナフィラキシー（蕁麻疹，血管浮腫，循環不全，低血圧，呼吸困難
等）。
１０．うっ血性心不全，房室ブロック，洞機能不全，徐脈。
１１．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（低ナトリウム血症，低浸透圧
血症，尿中ナトリウム排泄量の増加，高張尿，痙攣，意識障害等）。
１２．無菌性髄膜炎（項部硬直，発熱，頭痛，悪心・嘔吐，意識混濁等）。
１３．悪性症候群（発熱，意識障害，無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困
難，頻脈，血圧の変動，発汗等，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上
昇，ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 猩紅熱様・麻疹様・中毒疹様発疹，掻痒症，光線過敏症，蕁麻
疹，潮紅，血管炎，血管浮腫，呼吸困難
皮膚 色素沈着，ざ瘡，丘疹，多形結節性紅斑，紫斑，多毛，苔癬様角
化症，爪の障害（爪甲脱落症，爪の変形，爪の変色等）
筋骨格系 筋脱力，筋痙攣，関節痛，筋痛
血液 リンパ節腫脹，ポルフィリン症，巨赤芽球性貧血，白血球増多，好
酸球増多症，網状赤血球増加症
肝臓 ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰ，ＡＳＴ（ＧＯＴ）の上昇
腎臓 蛋白尿・ＢＵＮ・クレアチニンの上昇，頻尿，乏尿，尿閉，血尿
精神神経系 ふらつき，眠気，眩暈，注意力・集中力・反射運動能力等
の低下，立ちくらみ，抑うつ，頭痛・頭重，脱力，倦怠感，興奮，運動失
調，不随意運動（振戦，アステリキシス等），言語障害，錯乱，幻覚（視
覚，聴覚），せん妄，知覚異常，インポテンス，末梢神経炎，口顔面ジス
キネジー，舞踏病アテトーゼ，麻痺症状，攻撃的行動，激越，意識障
害，鎮静，記憶障害
眼 複視，霧視，調節障害，眼振，異常眼球運動（眼球回転発作），水晶
体混濁，結膜炎，眼圧上昇
心血管系 血圧低下，血圧上昇，不整脈，刺激伝導障害
消化器 食欲不振，悪心・嘔吐，便秘，下痢，口渇，膵炎，口内炎，舌
炎，腹痛，大腸炎
内分泌，代謝系 ビタミンＤ・カルシウム代謝異常（血清カルシウムの低
下等），甲状腺機能検査値の異常（Ｔ４値の低下等），血清葉酸値低下，
女性化乳房，乳汁漏出，プロラクチン上昇，低ナトリウム血症，骨軟化
症，骨粗鬆症，高血糖
その他 発熱，味覚異常，浮腫，発汗，体重増加，感冒様症状（鼻咽頭
炎，咳嗽等），聴覚異常（耳鳴，聴覚過敏，聴力低下，音程の変化等），
脱毛，コレステロール上昇，トリグリセリド上昇，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，体液
貯留，免疫グロブリン低下（ＩｇＡ，ＩｇＧ等），ＣＲＰ上昇
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

う遅発性の重篤な過敏症状），ヒトヘルペスウイルス６等のウイルスの
再活性化。
５．肝機能障害（胆汁うっ滞性，肝細胞性，混合型，肉芽腫性），黄疸，
劇症肝炎等。
６．重篤な腎障害（急性腎不全（間質性腎炎等））。
７．ＰＩＥ症候群，間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，喀痰，好酸球増
多，肺野の浸潤影）。
８．血栓塞栓症（肺塞栓症，深部静脈血栓症，血栓性静脈炎等）。
９．アナフィラキシー（蕁麻疹，血管浮腫，循環不全，低血圧，呼吸困難
等）。
１０．うっ血性心不全，房室ブロック，洞機能不全，徐脈。
１１．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（低ナトリウム血症，低浸透圧
血症，尿中ナトリウム排泄量の増加，高張尿，痙攣，意識障害等）。
１２．無菌性髄膜炎（項部硬直，発熱，頭痛，悪心・嘔吐，意識混濁等）。
１３．悪性症候群（発熱，意識障害，無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困
難，頻脈，血圧の変動，発汗等，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上
昇，ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 猩紅熱様・麻疹様・中毒疹様発疹，掻痒症，光線過敏症，蕁麻
疹，潮紅，血管炎，血管浮腫，呼吸困難
皮膚 色素沈着，ざ瘡，丘疹，多形結節性紅斑，紫斑，多毛，苔癬様角
化症，爪の障害（爪甲脱落症，爪の変形，爪の変色等）
筋骨格系 筋脱力，筋痙攣，関節痛，筋痛
血液 リンパ節腫脹，ポルフィリン症，巨赤芽球性貧血，白血球増多，好
酸球増多症，網状赤血球増加症
肝臓 ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰ，ＡＳＴ（ＧＯＴ）の上昇
腎臓 蛋白尿・ＢＵＮ・クレアチニンの上昇，頻尿，乏尿，尿閉，血尿
精神神経系 ふらつき，眠気，眩暈，注意力・集中力・反射運動能力等
の低下，立ちくらみ，抑うつ，頭痛・頭重，脱力，倦怠感，興奮，運動失
調，不随意運動（振戦，アステリキシス等），言語障害，錯乱，幻覚（視
覚，聴覚），せん妄，知覚異常，インポテンス，末梢神経炎，口顔面ジス
キネジー，舞踏病アテトーゼ，麻痺症状，攻撃的行動，激越，意識障
害，鎮静，記憶障害
眼 複視，霧視，調節障害，眼振，異常眼球運動（眼球回転発作），水晶
体混濁，結膜炎，眼圧上昇
心血管系 血圧低下，血圧上昇，不整脈，刺激伝導障害
消化器 食欲不振，悪心・嘔吐，便秘，下痢，口渇，膵炎，口内炎，舌
炎，腹痛，大腸炎
内分泌，代謝系 ビタミンＤ・カルシウム代謝異常（血清カルシウムの低
下等），甲状腺機能検査値の異常（Ｔ４値の低下等），血清葉酸値低下，
女性化乳房，乳汁漏出，プロラクチン上昇，低ナトリウム血症，骨軟化
症，骨粗鬆症，高血糖
その他 発熱，味覚異常，浮腫，発汗，体重増加，感冒様症状（鼻咽頭
炎，咳嗽等），聴覚異常（耳鳴，聴覚過敏，聴力低下，音程の変化等），
脱毛，コレステロール上昇，トリグリセリド上昇，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，体液
貯留，免疫グロブリン低下（ＩｇＡ，ＩｇＧ等），ＣＲＰ上昇
（表終了）

クロナゼパム

リボトリール錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）
内 内服 流通
精３ ハイリスク

【YJコード】1139003F1040
【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】クロナゼパム
【メーカー】製)中外製薬　販)太陽ファルマ
【薬価】9.1円/1T
【薬価収載日】2006/06/09
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

【効能効果】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
【用法用量】成人・小児
初回量　１日０．５～１ｍｇ　１日１～３回　分割　内服。至適効果が得ら
れるまで漸増。
維持量　１日２～６ｍｇ　１日１～３回　分割　内服。
乳・幼児
初回量　１日０．０２５ｍｇ／ｋｇ　１日１～３回　分割　内服。至適効果が
得られるまで漸増。
維持量　１日０．１ｍｇ／ｋｇ　１日１～３回　分割　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．急性狭隅角緑内障。
３．重症筋無力症。

【副作用】重大な副作用
１．依存性（頻度不明）（薬物依存），離脱症状（痙攣発作，せん妄，振
戦，不眠，不安，幻覚，妄想等）。
２．呼吸抑制，睡眠中の多呼吸発作（０．１％未満）。
３．刺激興奮，錯乱等（頻度不明）。
４．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄疸
（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 ０．１～５％未満
過敏症 過敏症状 発疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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【副作用】重大な副作用
１．依存性（頻度不明）（薬物依存），離脱症状（痙攣発作，せん妄，振
戦，不眠，不安，幻覚，妄想等）。
２．呼吸抑制，睡眠中の多呼吸発作（０．１％未満）。
３．刺激興奮，錯乱等（頻度不明）。
４．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄疸
（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 ０．１～５％未満
過敏症 過敏症状 発疹
（表終了）

ゾニサミド

エクセグラン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
内 内服 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】1139005F1023
【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】ゾニサミド
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】27.4円/1T
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

【効能効果】部分てんかん・全般てんかんの下記発作型
部分発作
単純部分発作（焦点発作（ジャクソン型含む），自律神経発作，精神運
動発作）
複雑部分発作（精神運動発作，焦点発作）
二次性全般化強直間代痙攣（強直間代発作（大発作））
全般発作
強直間代発作（強直間代発作（全般痙攣発作，大発作））
強直発作（全般痙攣発作）
非定型欠神発作（異型小発作）
混合発作（混合発作）
【用法用量】成人　最初　１日１００～２００ｍｇ　１日１～３回　分割　内
服。
以後１～２週ごと増量，１日２００～４００ｍｇまで漸増　１日１～３回　分
割　内服。
１日最高６００ｍｇ。
小児　最初　１日２～４ｍｇ／ｋｇ　１日１～３回　分割　内服。
以後１～２週ごと増量，１日４～８ｍｇ／ｋｇまで漸増　１日１～３回　分割
内服。
１日最高１２ｍｇ／ｋｇ。
注意
ゾニサミドをパーキンソン病（本剤の承認外効能・効果）の治療目的で
投与時は，パーキンソン病の効能・効果を有する製剤（トレリーフ）を用
法・用量通りに投与。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．中毒性表皮壊死融解症（頻度不明），皮膚粘膜眼症候群（０．１％未
満），紅皮症（剥脱性皮膚炎）（頻度不明）（発熱，紅斑，水疱・糜爛，掻
痒感，咽頭痛，眼充血，口内炎等）。
２．過敏症症候群（頻度不明）（発疹，発熱，リンパ節腫脹，肝機能障害
等の臓器障害，白血球増加，好酸球増多，異型リンパ球出現等を伴う
遅発性の重篤な過敏症状），ヒトヘルペスウイルス６等のウイルスの再
活性化。
３．再生不良性貧血，無顆粒球症，赤芽球癆（頻度不明），血小板減少
（０．１％未満）。
４．急性腎不全（頻度不明）。
５．間質性肺炎（頻度不明）（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常，好
酸球増多等）。
６．肝機能障害（０．１％未満）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの
上昇等），黄疸（頻度不明）。
７．横紋筋融解症（０．１％未満（注））（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上
昇，血中・尿中ミオグロビン上昇等），急性腎不全。
８．腎・尿路結石（０．１％未満（注））（腎仙痛，排尿痛，血尿，結晶尿，
頻尿，残尿感，乏尿等）。
９．発汗減少に伴う熱中症（頻度不明）（発汗減少，体温上昇，顔面潮
紅，意識障害等）。
１０．悪性症候群（１％未満（注））（発熱，意識障害，無動無言，高度の
筋硬直，不随意運動，嚥下困難，頻脈，血圧の変動，発汗，血清ＣＫ（Ｃ
ＰＫ）の上昇等，ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下）。
１１．幻覚（１％以上（注）），妄想（１％未満（注）），錯乱（１％未満
（注）），せん妄（０．１％未満（注））等の精神症状。
（注）パーキンソン病に使用時の頻度。
その他の副作用（発現時中止等）（てんかん）
（表開始）
発現部位等 １％以上 ０．１～１％未満 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感
皮膚   多形紅斑，脱毛
精神神経系 眠気，無気力・自発性低下，精神活動緩慢化，易刺激性・
焦燥，記銘・判断力低下，頭痛・頭重，運動失調 眩暈，意識障害，睡眠
障害，抑うつ・不安・心気，幻覚・妄想状態，幻視・幻聴，精神病様症
状，被害念慮，不随意運動・振戦，感覚異常，しびれ感，構音障害，平
衡障害 不機嫌，離人症
眼 複視・視覚異常 眼振 眼痛
消化器 食欲不振，悪心・嘔吐 胃痛・腹痛，下痢，流涎，口渇 口内炎，
しゃっくり，便秘
血液  白血球減少，貧血，血小板減少  好酸球増多
腎・泌尿器  排尿障害・失禁 蛋白尿，ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇，血
尿，結晶尿，頻尿
その他 体重減少，倦怠・脱力感 発汗減少，発熱，胸部圧迫感，免疫グ
ロブリン低下（ＩｇＡ，ＩｇＧ等） 動悸，喘鳴，乳腺腫脹，抗核抗体の陽性
例，血清カルシウム低下，高アンモニア血症 代謝性アシドーシス・尿細
管性アシドーシス，味覚異常
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（パーキンソン病）
（表開始）
発現部位等 １％以上 １％未満
過敏症  発疹，湿疹，掻痒感
精神神経系 眠気（５％以上），ジスキネジア，気力低下，抑うつ，眩暈・
ふらつき，睡眠障害，頭痛・頭重，幻視・幻聴 精神活動緩慢化，不安・
不穏，無気力・自発性低下，興奮，しびれ感，異常な夢，異常感，感覚
異常，行動異常，自殺企図
循環器  血圧低下，動悸，起立性低血圧，血圧上昇，上室性期外収
縮，心室性期外収縮
消化器 食欲不振，悪心，口渇，胃不快感，便秘 胸やけ，嘔吐，下痢，
腹部不快感，腹部膨満感，胃炎，胃痛，味覚異常，流涎，口内炎，嚥下
障害，胃潰瘍
血液  白血球減少，ヘモグロビン減少，赤血球減少，ヘマトクリット減
少，貧血，白血球増加，血小板減少，顆粒球減少，好酸球増多
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，ＬＤＨ上昇 γ－ＧＴＰ上昇，肝
機能異常
腎・泌尿器 ＢＵＮ上昇 排尿障害，頻尿，クレアチニン上昇，尿失禁，尿
中蛋白陽性
その他 体重減少，立ちくらみ，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，浮腫，倦怠感 脱力感，
発熱，視覚障害，脱水，呼吸困難，四肢痛，転倒，打撲，骨折，腰痛，
汗疹，顔面潮紅，トリグリセリド上昇，血中コレステロール上昇，血中尿
酸上昇，血糖上昇，血中カリウム減少，気管支炎，脱毛
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

発現部位等 １％以上 ０．１～１％未満 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感
皮膚   多形紅斑，脱毛
精神神経系 眠気，無気力・自発性低下，精神活動緩慢化，易刺激性・
焦燥，記銘・判断力低下，頭痛・頭重，運動失調 眩暈，意識障害，睡眠
障害，抑うつ・不安・心気，幻覚・妄想状態，幻視・幻聴，精神病様症
状，被害念慮，不随意運動・振戦，感覚異常，しびれ感，構音障害，平
衡障害 不機嫌，離人症
眼 複視・視覚異常 眼振 眼痛
消化器 食欲不振，悪心・嘔吐 胃痛・腹痛，下痢，流涎，口渇 口内炎，
しゃっくり，便秘
血液  白血球減少，貧血，血小板減少  好酸球増多
腎・泌尿器  排尿障害・失禁 蛋白尿，ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇，血
尿，結晶尿，頻尿
その他 体重減少，倦怠・脱力感 発汗減少，発熱，胸部圧迫感，免疫グ
ロブリン低下（ＩｇＡ，ＩｇＧ等） 動悸，喘鳴，乳腺腫脹，抗核抗体の陽性
例，血清カルシウム低下，高アンモニア血症 代謝性アシドーシス・尿細
管性アシドーシス，味覚異常
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（パーキンソン病）
（表開始）
発現部位等 １％以上 １％未満
過敏症  発疹，湿疹，掻痒感
精神神経系 眠気（５％以上），ジスキネジア，気力低下，抑うつ，眩暈・
ふらつき，睡眠障害，頭痛・頭重，幻視・幻聴 精神活動緩慢化，不安・
不穏，無気力・自発性低下，興奮，しびれ感，異常な夢，異常感，感覚
異常，行動異常，自殺企図
循環器  血圧低下，動悸，起立性低血圧，血圧上昇，上室性期外収
縮，心室性期外収縮
消化器 食欲不振，悪心，口渇，胃不快感，便秘 胸やけ，嘔吐，下痢，
腹部不快感，腹部膨満感，胃炎，胃痛，味覚異常，流涎，口内炎，嚥下
障害，胃潰瘍
血液  白血球減少，ヘモグロビン減少，赤血球減少，ヘマトクリット減
少，貧血，白血球増加，血小板減少，顆粒球減少，好酸球増多
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，ＬＤＨ上昇 γ－ＧＴＰ上昇，肝
機能異常
腎・泌尿器 ＢＵＮ上昇 排尿障害，頻尿，クレアチニン上昇，尿失禁，尿
中蛋白陽性
その他 体重減少，立ちくらみ，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，浮腫，倦怠感 脱力感，
発熱，視覚障害，脱水，呼吸困難，四肢痛，転倒，打撲，骨折，腰痛，
汗疹，顔面潮紅，トリグリセリド上昇，血中コレステロール上昇，血中尿
酸上昇，血糖上昇，血中カリウム減少，気管支炎，脱毛
（表終了）

バルプロ酸ナトリウム

デパケンＲ錠２００ｍｇ （２００ｍｇ１錠）
内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】1139004G2063
【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【メーカー】製)協和発酵キリン
【薬価】15.5円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】１．各種てんかん（小発作・焦点発作・精神運動発作，混合
発作），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・躁うつ病の躁状態の治療
３．片頭痛発作の発症抑制
注意
片頭痛発作の発症抑制 片頭痛発作の急性期治療のみでは日常生活
に支障をきたしている患者にのみ投与。
【用法用量】（表開始）
効能・効果 用法・用量
各種てんかん（小発作・焦点発作・精神運動発作・混合発作），てんかん
に伴う性格行動障害（不機嫌・易怒性等）の治療 １日４００～１２００ｍｇ
１日１～２回　分割　内服。 適宜増減。
躁病・躁うつ病の躁状態の治療 １日４００～１２００ｍｇ　１日１～２回　分
割　内服。 適宜増減。
片頭痛発作の発症抑制 １日４００～８００ｍｇ　１日１～２回　分割　内
服。 適宜増減，１日１０００ｍｇまで。
（表終了）

【禁忌】１．重篤な肝障害。
２．カルバペネム系抗生剤（パニペネム・ベタミプロン，メロペネム水和
物，イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム，ビアペネム，ドリペネム
水和物，テビペネム　ピボキシル）を併用しない。
３．尿素サイクル異常症。
原則禁忌
妊婦・妊娠の可能性。

■効能効果・用法用量

■禁忌

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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【副作用】重大な副作用
１．劇症肝炎等の重篤な肝障害，黄疸，脂肪肝等。
２．高アンモニア血症を伴う意識障害。
３．溶血性貧血，赤芽球癆，汎血球減少，重篤な血小板減少，顆粒球
減少。
４．急性膵炎（激しい腹痛，発熱，嘔気，嘔吐等，膵酵素値の上昇）。
５．間質性腎炎，ファンコニー症候群。
６．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
７．過敏症症候群（発疹，発熱，リンパ節腫脹，肝機能障害，白血球増
加，好酸球増多，異型リンパ球出現等）。
８．脳の萎縮，認知症様症状（健忘，見当識障害，言語障害，寡動，知
能低下，感情鈍麻等），パーキンソン様症状（静止時振戦，硬直，姿勢・
歩行異常等）。
９．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビンの上昇等）。
１０．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（低ナトリウム血症，低浸透圧
血症，尿中ナトリウム量の増加，高張尿等）。
１１．間質性肺炎，好酸球性肺炎（咳嗽，呼吸困難，発熱等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
血液 貧血，白血球減少，好酸球増多 低フィブリノーゲン血症 血小板凝
集能低下
精神神経系 傾眠，失調，眩暈，頭痛 不眠，不穏，感覚変化，振戦 視
覚異常，抑うつ（注）
消化器 悪心・嘔吐，食欲不振 胃部不快感，腹痛，下痢，食欲亢進 口
内炎，便秘
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇
皮膚  脱毛
過敏症 発疹
その他 倦怠感，高アンモニア血症，体重増加 血尿，夜尿・頻尿，鼻血，
口渇，浮腫 月経異常（月経不順，無月経），多嚢胞性卵巣，歯肉肥厚，
尿失禁，発熱，カルニチン減少
（表終了）
（注）外国。

■副作用

バルプロ酸ナトリウムシロップ５％「日医工」
（５％１ｍＬ）

内 内服 後発 流通
ハイリスク

【YJコード】1139004Q1119
【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】バルプロ酸ナトリウム
【先発品】デパケンシロップ５％
【メーカー】製)日医工
【薬価】6.7円/1mL
【薬価収載日】2013/06/21
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん，躁病・躁状態，片頭痛治療剤

【効能効果】１．各種てんかん（小発作・焦点発作・精神運動発作，混合
発作），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・躁うつ病の躁状態の治療
３．片頭痛発作の発症抑制
注意
片頭痛発作の発症抑制 片頭痛発作の急性期治療のみでは日常生活
に支障をきたしている患者にのみ投与。
【用法用量】１．各種てんかん（小発作・焦点発作・精神運動発作・混合
発作），てんかんに伴う性格行動障害（不機嫌・易怒性等）の治療
１日８～２４ｍＬ（バルプロ酸ナトリウム　４００～１２００ｍｇ）　１日２～３
回　分割　内服。
適宜増減。
２．躁病・躁うつ病の躁状態の治療
１日８～２４ｍＬ（バルプロ酸ナトリウム　４００～１２００ｍｇ）　１日２～３
回　分割　内服。
適宜増減。
３．片頭痛発作の発症抑制
１日８～１６ｍＬ（バルプロ酸ナトリウム　４００～８００ｍｇ）　１日２～３回
分割　内服。
適宜増減，１日２０ｍＬ（バルプロ酸ナトリウム　１０００ｍｇ）まで。

【禁忌】１．重篤な肝障害。
２．カルバペネム系抗生剤（パニペネム・ベタミプロン，メロペネム水和
物，イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム，ビアペネム，ドリペネム
水和物，テビペネム　ピボキシル）を併用しない。
３．尿素サイクル異常症。
原則禁忌
妊婦・妊娠の可能性。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．劇症肝炎等の重篤な肝障害，黄疸，脂肪肝等。
２．高アンモニア血症を伴う意識障害。
３．溶血性貧血，赤芽球癆，汎血球減少，重篤な血小板減少，顆粒球
減少。
４．急性膵炎（激しい腹痛，発熱，嘔気，嘔吐等，膵酵素値の上昇）。
５．間質性腎炎，ファンコニー症候群。
６．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
７．過敏症症候群（発疹，発熱，リンパ節腫脹，肝機能障害，白血球増
加，好酸球増多，異型リンパ球出現等）。
８．脳の萎縮，認知症様症状（健忘，見当識障害，言語障害，寡動，知
能低下，感情鈍麻等），パーキンソン様症状（静止時振戦，硬直，姿勢・
歩行異常等）。
９．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビンの上昇等）。
１０．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（低ナトリウム血症，低浸透圧
血症，尿中ナトリウム量の増加，高張尿等）。
１１．間質性肺炎，好酸球性肺炎（咳嗽，呼吸困難，発熱等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
血液 白血球減少，貧血，好酸球増多，血小板凝集能低下，低フィブリ
ノーゲン血症
精神神経系 傾眠，失調，頭痛，不眠，不穏，視覚異常，感覚変化，振
戦，眩暈，抑うつ（注）
消化器 悪心・嘔吐，食欲不振，胃部不快感，便秘，口内炎，下痢，食欲
亢進，腹痛
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇
皮膚 脱毛
過敏症 発疹
その他 倦怠感，夜尿・頻尿，鼻血，口渇，浮腫，月経異常（月経不順，
無月経），発熱，血尿，高アンモニア血症，歯肉肥厚，体重増加，尿失
禁，多嚢胞性卵巣，カルニチン減少
（表終了）
（注）外国。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

（頻度不明）
１．劇症肝炎等の重篤な肝障害，黄疸，脂肪肝等。
２．高アンモニア血症を伴う意識障害。
３．溶血性貧血，赤芽球癆，汎血球減少，重篤な血小板減少，顆粒球
減少。
４．急性膵炎（激しい腹痛，発熱，嘔気，嘔吐等，膵酵素値の上昇）。
５．間質性腎炎，ファンコニー症候群。
６．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
７．過敏症症候群（発疹，発熱，リンパ節腫脹，肝機能障害，白血球増
加，好酸球増多，異型リンパ球出現等）。
８．脳の萎縮，認知症様症状（健忘，見当識障害，言語障害，寡動，知
能低下，感情鈍麻等），パーキンソン様症状（静止時振戦，硬直，姿勢・
歩行異常等）。
９．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビンの上昇等）。
１０．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（低ナトリウム血症，低浸透圧
血症，尿中ナトリウム量の増加，高張尿等）。
１１．間質性肺炎，好酸球性肺炎（咳嗽，呼吸困難，発熱等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
血液 白血球減少，貧血，好酸球増多，血小板凝集能低下，低フィブリ
ノーゲン血症
精神神経系 傾眠，失調，頭痛，不眠，不穏，視覚異常，感覚変化，振
戦，眩暈，抑うつ（注）
消化器 悪心・嘔吐，食欲不振，胃部不快感，便秘，口内炎，下痢，食欲
亢進，腹痛
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇
皮膚 脱毛
過敏症 発疹
その他 倦怠感，夜尿・頻尿，鼻血，口渇，浮腫，月経異常（月経不順，
無月経），発熱，血尿，高アンモニア血症，歯肉肥厚，体重増加，尿失
禁，多嚢胞性卵巣，カルニチン減少
（表終了）
（注）外国。

フェニトイン

アレビアチン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】1132002F2041
【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】フェニトイン
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】12.7円/1T
【薬価収載日】2001/11/06
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

【効能効果】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（ジャクソン型発作含む）］，自律神経発作，精神運動発
作
【用法用量】成人　１日２００～３００ｍｇ　１日３回　分割　毎食後　内服。
小児　下記量　１日３回　分割　毎食後　内服。適宜増減。
学童　１００～３００ｍｇ。
幼児　５０～２００ｍｇ。
乳児　２０～１００ｍｇ。
注意
眼振，構音障害，運動失調，眼筋麻痺等の発現時，至適有効量まで漸
減。用量調整には，血中濃度の測定。

【禁忌】１．本剤の成分・ヒダントイン系化合物に過敏症。
２．タダラフィル（肺高血圧症の適応時）・リルピビリン・アスナプレビル・
ダクラタスビル・バニプレビル・マシテンタン・ソホスブビルの投与患者。

【副作用】重大な副作用
１．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群（発熱，紅斑，水疱・糜
爛，掻痒感，咽頭痛，眼充血，口内炎等）。
２．過敏症症候群（発疹，発熱，リンパ節腫脹，肝機能障害等の臓器障
害，白血球増加，好酸球増多，異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重
篤な過敏症状），ヒトヘルペスウイルス６等のウイルスの再活性化。
３．ＳＬＥ様症状（発熱，紅斑，関節痛，肺炎，白血球減少，血小板減
少，抗核抗体陽性等）。
４．再生不良性貧血，汎血球減少，無顆粒球症，単球性白血病，血小
板減少，溶血性貧血，赤芽球癆。
５．劇症肝炎，重篤な肝機能障害（著しいＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ
－ＧＴＰの上昇等），黄疸。
６．間質性肺炎（肺臓炎）（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常，好酸
球増多等）。
７．悪性リンパ腫，リンパ節腫脹。
８．小脳萎縮（小脳症状（眼振，構音障害，運動失調等））。
９．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇等），急性腎不全。
１０．急性腎不全，間質性腎炎。
１１．悪性症候群（発熱，意識障害，筋強剛，不随意運動，発汗，頻脈
等，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇，ミオグロビン尿を伴う腎機
能の低下）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 猩紅熱様・麻疹様・中毒疹様発疹
血液 巨赤芽球性貧血
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）・γ－ＧＴＰの上昇等の肝機能障害，黄
疸
骨・歯 クル病，骨軟化症，歯牙の形成不全
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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９．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇等），急性腎不全。
１０．急性腎不全，間質性腎炎。
１１．悪性症候群（発熱，意識障害，筋強剛，不随意運動，発汗，頻脈
等，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇，ミオグロビン尿を伴う腎機
能の低下）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 猩紅熱様・麻疹様・中毒疹様発疹
血液 巨赤芽球性貧血
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）・γ－ＧＴＰの上昇等の肝機能障害，黄
疸
骨・歯 クル病，骨軟化症，歯牙の形成不全
（表終了）

フェニトインナトリウム

アレビアチン注２５０ｍｇ （５％５ｍＬ１管）
内 注射 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】1132400A1033
【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】フェニトインナトリウム
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】125円/1A
【薬価収載日】2003/07/04
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗けいれん剤

【効能効果】１．てんかん様痙攣発作が長時間引き続いておこる時（てん
かん発作重積症）
２．内服不可能で，痙攣発作の出現が濃厚に疑われる時（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時
【用法用量】有効量は，発作程度，患者耐薬性等による。
成人　２．５～５ｍＬ（フェニトインナトリウム　１２５～２５０ｍｇ）　１ｍＬ／
分以下で　徐々に静注。
発作が抑制できない時，３０分後さらに２～３ｍＬ（フェニトインナトリウム
１００～１５０ｍｇ）　追加，又は他の対策を考慮。小児は成人量を基準に
体重で決定。
痙攣消失し，意識回復すれば内服に切りかえる。
注意
１．眼振，構音障害，運動失調，眼筋麻痺等の発現時，投与中止。意識
障害，血圧降下，呼吸障害の発現時，人工呼吸，酸素吸入，昇圧剤投
与等の処置。用量調整には，血中濃度測定を行う。
２．急速に静注時，心停止，一過性の血圧降下，呼吸抑制等の循環・呼
吸障害の可能性，１ｍＬ／分以下で徐々に注射。著しい衰弱，高齢者，
心疾患では副作用が発現しやすいので，注射速度をさらに遅くする。

【禁忌】１．本剤の成分・ヒダントイン系化合物に過敏症。
２．洞性徐脈，高度の刺激伝導障害。
３．タダラフィル（肺高血圧症の適応時）・リルピビリン・アスナプレビル・
ダクラタスビル・バニプレビル・マシテンタン・ソホスブビルの投与患者。

【副作用】重大な副作用
１．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群（発熱，紅斑，水疱・糜
爛，掻痒感，咽頭痛，眼充血，口内炎等）。
２．過敏症症候群（発疹，発熱，リンパ節腫脹，肝機能障害等の臓器障
害，白血球増加，好酸球増多，異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重
篤な過敏症状），ヒトヘルペスウイルス６等のウイルスの再活性化。
３．ＳＬＥ様症状（発熱，紅斑，関節痛，肺炎，白血球減少，血小板減
少，抗核抗体陽性等）。
４．再生不良性貧血，汎血球減少，無顆粒球症，単球性白血病，血小
板減少，溶血性貧血，赤芽球癆。
５．劇症肝炎，重篤な肝機能障害（著しいＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ
－ＧＴＰの上昇等），黄疸。
６．間質性肺炎（肺臓炎）（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常，好酸
球増多等）。
７．心停止，心室細動，呼吸停止。
８．強直発作。
９．悪性リンパ腫，リンパ節腫脹。
１０．小脳萎縮（小脳症状（眼振，構音障害，運動失調等））。
１１．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオ
グロビン上昇等），急性腎不全。
１２．急性腎不全，間質性腎炎。
１３．悪性症候群（発熱，意識障害，筋強剛，不随意運動，発汗，頻脈
等，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇，ミオグロビン尿を伴う腎機
能の低下）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 猩紅熱様・麻疹様・中毒疹様発疹
血液 巨赤芽球性貧血
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）・γ－ＧＴＰの上昇等の肝機能障害，黄
疸
骨・歯 クル病，骨軟化症，歯牙の形成不全
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

過敏症 猩紅熱様・麻疹様・中毒疹様発疹
血液 巨赤芽球性貧血
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）・γ－ＧＴＰの上昇等の肝機能障害，黄
疸
骨・歯 クル病，骨軟化症，歯牙の形成不全
（表終了）

レベチラセタム

イーケプラ錠５００ｍｇ （５００ｍｇ１錠）
内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】1139010F2020
【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】レベチラセタム
【メーカー】製)ユーシービージャパン　販)大塚製薬
【薬価】201.2円/1T
【薬価収載日】2010/09/17
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

【効能効果】１．てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作含む）
２．他の抗てんかん薬で効果不十分のてんかん患者の強直間代発作
への抗てんかん薬との併用療法
【用法用量】成人
１日１０００ｍｇ　１日２回　分割　内服。
適宜増減，１日３０００ｍｇまで。
増量時　２週間以上あけて　１日１０００ｍｇ以下ずつ。
小児
４歳以上　１日２０ｍｇ／ｋｇ　１日２回　分割　内服。
適宜増減，１日６０ｍｇ／ｋｇまで。
増量時　２週間以上あけて　１日２０ｍｇ／ｋｇ以下ずつ。
体重５０ｋｇ以上　成人と同量。
注意
１．強直間代発作 他の抗てんかん薬と併用。
２．成人腎機能障害 下表に示すクレアチニンクリアランス値を参考に投
与量・投与間隔を調節。成人血液透析患者 クレアチニンクリアランス値
に応じた１日量に加え，血液透析を実施後に本剤の追加投与を行う。こ
の用法・用量はシミュレーション結果によることから，各患者ごとに用
法・用量を調節。
（表開始）
クレアチニンクリアランス （ｍＬ／分） ≧８０ ≧５０－＜８０ ≧３０－＜５
０ ＜３０ 透析中の腎不全 血液透析後の補充量
１日量（ｍｇ） １０００～３０００ １０００～２０００ ５００～１５００ ５００～１０
００ ５００～１０００ ／
通常量 １回５００ｍｇ１日２回 １回５００ｍｇ１日２回 １回２５０ｍｇ１日２回
１回２５０ｍｇ１日２回 １回５００ｍｇ１日１回 ２５０ｍｇ
最高量 １回１５００ｍｇ１日２回 １回１０００ｍｇ１日２回 １回７５０ｍｇ１日
２回 １回５００ｍｇ１日２回 １回１０００ｍｇ１日１回 ５００ｍｇ
（表終了）
３．重度の肝機能障害 肝臓でのクレアチン産生が低下しており，クレア
チニンクリアランス値からでは腎機能障害の程度を過小評価する可能
性，より低用量から開始，慎重に観察しながら用法・用量を調節。

【禁忌】本剤の成分・ピロリドン誘導体に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，（頻度不明）（発熱，紅
斑，水疱・糜爛，掻痒，咽頭痛，眼充血，口内炎等）。
２．薬剤性過敏症症候群（頻度不明）（発疹，発熱，肝機能障害，リンパ
節腫脹，白血球増加，好酸球増多，異型リンパ球出現等を伴う遅発性
の重篤な過敏症状），ヒトヘルペスウイルス６等のウイルスの再活性
化。
３．重篤な血液障害（頻度不明）（汎血球減少，無顆粒球症，白血球減
少，好中球減少，血小板減少）。
４．重篤な肝障害（肝不全，肝炎（頻度不明）等）。
５．膵炎（頻度不明）（激しい腹痛，発熱，嘔気，嘔吐等，膵酵素値の上
昇）。
６．精神症状（易刺激性，錯乱，焦燥，興奮，攻撃性等），自殺企図（１％
未満）。
７．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇等）。
８．急性腎障害（頻度不明）。
９．悪性症候群（頻度不明）（発熱，筋強剛，血清ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，頻
脈，血圧の変動，意識障害，発汗過多，白血球の増加等，ミオグロビン
尿を伴う腎機能の低下）
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ３％以上 １～３％未満 １％未満 頻度不明
精神神経系 浮動性眩暈，頭痛，不眠症，傾眠，痙攣，抑うつ 不安，体
位性眩暈，感覚鈍麻，気分変動，睡眠障害，緊張性頭痛，振戦，精神
病性障害，易刺激性 激越，健忘，注意力障害，幻覚，運動過多，記憶
障害，錯感覚，思考異常，平衡障害，感情不安定，異常行動，協調運
動異常，怒り，ジスキネジー 錯乱状態，敵意，気分動揺，神経過敏，人
格障害，精神運動亢進，舞踏アテトーゼ運動，パニック発作，嗜眠
眼 複視，結膜炎 眼精疲労，眼掻痒症，麦粒腫 霧視
血液 白血球数減少，好中球数減少 貧血，血中鉄減少，鉄欠乏性貧
血，血小板数減少，白血球数増加
循環器  高血圧 心電図ＱＴ延長
消化器 腹痛，便秘，下痢，胃腸炎，悪心，口内炎，嘔吐，齲歯，歯痛
口唇炎，歯肉腫脹，歯肉炎，痔核，歯周炎，胃不快感 消化不良
肝臓 肝機能異常 Ａｌ－Ｐ増加
泌尿・生殖器 月経困難症 膀胱炎，頻尿，尿中ブドウ糖陽性，尿中血陽
性，尿中蛋白陽性
呼吸器 鼻咽頭炎，咽頭炎，咽喉頭疼痛，上気道の炎症，インフルエン
ザ，鼻炎 気管支炎，咳嗽，鼻出血，肺炎，鼻漏
代謝・栄養 食欲不振
皮膚 湿疹，発疹，ざ瘡 皮膚炎，単純ヘルペス，帯状疱疹，掻痒症，白
癬感染 脱毛症 多形紅斑，血管性浮腫
筋骨格系 関節痛，背部痛 肩痛，筋肉痛，四肢痛，頸部痛，筋骨格硬
直  筋力低下
感覚器  耳鳴 回転性眩暈
その他 倦怠感，発熱，体重減少，体重増加 血中トリグリセリド増加，胸
痛，末梢性浮腫，抗痙攣剤濃度増加 無力症，疲労 事故による外傷（皮
膚裂傷等）
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品

- 10 -

アレビアチン錠１００ｍｇ イーケプラ錠５００ｍｇ



障害，錯感覚，思考異常，平衡障害，感情不安定，異常行動，協調運
動異常，怒り，ジスキネジー 錯乱状態，敵意，気分動揺，神経過敏，人
格障害，精神運動亢進，舞踏アテトーゼ運動，パニック発作，嗜眠
眼 複視，結膜炎 眼精疲労，眼掻痒症，麦粒腫 霧視
血液 白血球数減少，好中球数減少 貧血，血中鉄減少，鉄欠乏性貧
血，血小板数減少，白血球数増加
循環器  高血圧 心電図ＱＴ延長
消化器 腹痛，便秘，下痢，胃腸炎，悪心，口内炎，嘔吐，齲歯，歯痛
口唇炎，歯肉腫脹，歯肉炎，痔核，歯周炎，胃不快感 消化不良
肝臓 肝機能異常 Ａｌ－Ｐ増加
泌尿・生殖器 月経困難症 膀胱炎，頻尿，尿中ブドウ糖陽性，尿中血陽
性，尿中蛋白陽性
呼吸器 鼻咽頭炎，咽頭炎，咽喉頭疼痛，上気道の炎症，インフルエン
ザ，鼻炎 気管支炎，咳嗽，鼻出血，肺炎，鼻漏
代謝・栄養 食欲不振
皮膚 湿疹，発疹，ざ瘡 皮膚炎，単純ヘルペス，帯状疱疹，掻痒症，白
癬感染 脱毛症 多形紅斑，血管性浮腫
筋骨格系 関節痛，背部痛 肩痛，筋肉痛，四肢痛，頸部痛，筋骨格硬
直  筋力低下
感覚器  耳鳴 回転性眩暈
その他 倦怠感，発熱，体重減少，体重増加 血中トリグリセリド増加，胸
痛，末梢性浮腫，抗痙攣剤濃度増加 無力症，疲労 事故による外傷（皮
膚裂傷等）
（表終了）

イーケプラ点滴静注５００ｍｇ （５００ｍｇ５ｍ
Ｌ１瓶）

内 注射 流通
ハイリスク

【YJコード】1139402A1025
【薬効分類】１．１．３　抗てんかん剤
【一般名】レベチラセタム
【メーカー】製)ユーシービージャパン　販)大塚製薬
【薬価】1972円/1V
【薬価収載日】2015/11/26
【ハイリスク分類】抗てんかん剤
【標榜薬効】抗てんかん剤

【効能効果】一時的に内服ができない患者の，下記の治療へのレベチラ
セタム経口剤の代替療法
１．てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作含む）
２．他の抗てんかん薬で効果不十分のてんかん患者の強直間代発作
への抗てんかん薬との併用療法
【用法用量】内服から切りかえ時
内服と同じ１日量・投与回数で　１回１５分かけ　点滴静注。
内服前に投与時
成人
１日１０００ｍｇ　１日２回　分割　１回１５分かけ　点滴静注。
小児
４歳以上　１日２０ｍｇ／ｋｇ　１日２回　分割　１回１５分かけ　点滴静注。
体重５０ｋｇ以上　成人と同量。
いずれも適宜増減，１日最高量・増量方法は下記の通り。
成人
１日最高３０００ｍｇ。増量時　２週間以上あけて　１日１０００ｍｇ以下ず
つ。
小児
４歳以上　１日最高６０ｍｇ／ｋｇ。増量時　２週間以上あけて　１日２０ｍ
ｇ／ｋｇ以下ずつ。
体重５０ｋｇ以上　成人と同量。
注意
１．希釈して投与。
２．強直間代発作 他の抗てんかん薬と併用。
３．成人腎機能障害 下表に示すクレアチニンクリアランス値を参考に投
与量・投与間隔を調節。
成人血液透析患者 クレアチニンクリアランス値に応じた１日量に加え，
血液透析を実施後に本剤の追加投与を行う。
この用法・用量はシミュレーション結果によることから，各患者ごとに用
法・用量を調節。
（表開始）
クレアチニンクリアランス （ｍＬ／分） ≧８０ ≧５０－＜８０ ≧３０－＜５
０ ＜３０ 透析中の腎不全 血液透析後の補充量
１日量（ｍｇ） １０００～３０００ １０００～２０００ ５００～１５００ ５００～１０
００ ５００～１０００ ／
通常量 １回５００ｍｇ １日２回 １回５００ｍｇ １日２回 １回２５０ｍｇ １日２
回 １回２５０ｍｇ １日２回 １回５００ｍｇ １日１回 ２５０ｍｇ
最高量 １回１５００ｍｇ １日２回 １回１０００ｍｇ １日２回 １回７５０ｍｇ １
日２回 １回５００ｍｇ １日２回 １回１０００ｍｇ １日１回 ５００ｍｇ
（表終了）
４．重度の肝機能障害 肝臓でのクレアチン産生が低下しており，クレア
チニンクリアランス値からでは腎機能障害の程度を過小評価する可能
性，より低用量から開始，慎重に観察しながら用法・用量を調節。
５．点滴静注から内服に切りかえ時は，点滴静注と同じ１日量・投与回
数。
６．内服可能になれば，速やかに切りかえる（国内外の臨床試験で，５
日間以上の使用経験なし）。

■効能効果・用法用量

【禁忌】本剤の成分・ピロリドン誘導体に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群（頻度不明）（発熱，紅
斑，水疱・糜爛，掻痒，咽頭痛，眼充血，口内炎等）。
２．薬剤性過敏症症候群（頻度不明）（発疹，発熱，肝機能障害，リンパ
節腫脹，白血球増加，好酸球増多，異型リンパ球出現等を伴う遅発性
の重篤な過敏症状），ヒトヘルペスウイルス６等のウイルスの再活性
化。
３．重篤な血液障害（頻度不明）（汎血球減少，無顆粒球症，白血球減
少，好中球減少，血小板減少）。
４．重篤な肝障害（肝不全，肝炎（頻度不明）等）。
５．膵炎（頻度不明）（激しい腹痛，発熱，嘔気，嘔吐等，膵酵素値の上
昇）。
６．精神症状（易刺激性，錯乱，焦燥，興奮，攻撃性等），自殺企図（１％
未満）。
７．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中
及び尿中ミオグロビン上昇等）。
８．急性腎障害（頻度不明）。
９．悪性症候群（頻度不明）（発熱，筋強剛，血清ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，頻
脈，血圧の変動，意識障害，発汗過多，白血球の増加等，ミオグロビン
尿を伴う腎機能の低下）
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ３％以上 １～３％未満 １％未満 頻度不明
精神神経系 浮動性眩暈，頭痛，不眠症，傾眠，痙攣，抑うつ 不安，体
位性眩暈，感覚鈍麻，気分変動，睡眠障害，緊張性頭痛，振戦，精神
病性障害，易刺激性 激越，健忘，注意力障害，幻覚，運動過多，記憶
障害，錯感覚，思考異常，平衡障害，感情不安定，異常行動，協調運
動異常，怒り，ジスキネジー 錯乱状態，敵意，気分動揺，神経過敏，人
格障害，精神運動亢進，舞踏アテトーゼ運動，パニック発作，嗜眠
眼 複視，結膜炎 眼精疲労，眼掻痒症，麦粒腫 霧視
血液 白血球数減少，好中球数減少 貧血，血中鉄減少，鉄欠乏性貧
血，血小板数減少，白血球数増加
循環器  高血圧 心電図ＱＴ延長
消化器 腹痛，便秘，下痢，胃腸炎，悪心，口内炎，嘔吐，齲歯，歯痛
口唇炎，歯肉腫脹，歯肉炎，痔核，歯周炎，胃不快感 消化不良
肝臓 肝機能異常 Ａｌ－Ｐ増加
泌尿・生殖器 月経困難症 膀胱炎，頻尿，尿中ブドウ糖陽性，尿中血陽
性，尿中蛋白陽性
呼吸器 鼻咽頭炎，咽頭炎，咽喉頭疼痛，上気道の炎症，インフルエン
ザ，鼻炎 気管支炎，咳嗽，鼻出血，肺炎，鼻漏
代謝・栄養 食欲不振
皮膚 湿疹，発疹，ざ瘡 皮膚炎，単純ヘルペス，帯状疱疹，掻痒症，白
癬感染 脱毛症 多形紅斑，血管性浮腫
筋骨格系 関節痛，背部痛 肩痛，筋肉痛，四肢痛，頸部痛，筋骨格硬
直  筋力低下
感覚器  耳鳴 回転性眩暈
その他 倦怠感，発熱，体重減少，体重増加，注射部位炎症，注射部位
疼痛，注射部位腫脹 血中トリグリセリド増加，胸痛，末梢性浮腫，抗痙
攣剤濃度増加 無力症，疲労 事故による外傷（皮膚裂傷等）
（表終了）

■禁忌

■副作用

１．１．４　解熱鎮痛消炎剤

アスピリン

アスピリン シオエ （１０ｇ）
内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】1143001X1066
【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】アスピリン
【メーカー】製)シオエ製薬　販)日本新薬
【薬価】28.1円/10g
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤

【効能効果】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．下記の解熱・鎮痛
急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎含む）
３．川崎病（川崎病による心血管後遺症含む）
【用法用量】効能・効果１．成人　１回０．５～１．５ｇ　１日１～４．５ｇ　内
服。
適宜増減。
上記の最高量まで。
効能・効果２．成人　１回０．５～１．５ｇ　頓服。
適宜増減。
１日最大４．５ｇ　１日２回まで。空腹時は避ける。
効能・効果３．急性期有熱期間　１日３０～５０ｍｇ／ｋｇ　１日３回　分割
内服。
解熱後の回復期から慢性期　１日３～５ｍｇ／ｋｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
注意
１．川崎病の診断後，投与を開始。
２．川崎病の回復期 発症後数ヵ月間，血小板凝集能が亢進しているの
で，本剤を発症後２～３ヵ月間投与し，その後断層心エコー図等の冠動
脈検査で冠動脈障害が認められない時は，投与中止。冠動脈瘤を形成
した症例では，退縮が確認される時期まで投与を継続。
３．川崎病 低用量では血小板機能の抑制が認められない時もあるた
め，適宜，血小板凝集機能の測定等を考慮。

■効能効果・用法用量

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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効能・効果３．急性期有熱期間　１日３０～５０ｍｇ／ｋｇ　１日３回　分割
内服。
解熱後の回復期から慢性期　１日３～５ｍｇ／ｋｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
注意
１．川崎病の診断後，投与を開始。
２．川崎病の回復期 発症後数ヵ月間，血小板凝集能が亢進しているの
で，本剤を発症後２～３ヵ月間投与し，その後断層心エコー図等の冠動
脈検査で冠動脈障害が認められない時は，投与中止。冠動脈瘤を形成
した症例では，退縮が確認される時期まで投与を継続。
３．川崎病 低用量では血小板機能の抑制が認められない時もあるた
め，適宜，血小板凝集機能の測定等を考慮。

【禁忌】１．川崎病を除く効能・効果
（１）．本剤・サリチル酸系製剤に過敏症の既往。
（２）．消化性潰瘍。
（３）．重篤な血液異常。
（４）．重篤な肝障害。
（５）．重篤な腎障害。
（６）．重篤な心機能不全。
（７）．アスピリン喘息・その既往。
（８）．出産予定日１２週以内の妊婦。
２．川崎病（川崎病による心血管後遺症含む）
（１）．本剤・サリチル酸系製剤に過敏症の既往。
（２）．消化性潰瘍。
（３）．出血傾向。
（４）．アスピリン喘息・その既往。
（５）．出産予定日１２週以内の妊婦。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（呼吸困難，全身潮紅，血管浮腫，蕁麻疹
等）。
２．出血（脳出血等の頭蓋内出血（頭痛，悪心・嘔吐，意識障害，片麻痺
等），肺出血，消化管出血，鼻出血，眼底出血等）。
３．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，剥脱性皮膚炎。
４．再生不良性貧血，血小板減少，白血球減少。
５．喘息発作の誘発。
６．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ等の著しい上
昇），黄疸。
７．消化性潰瘍（下血（メレナ）を伴う胃潰瘍・十二指腸潰瘍等），小腸・
大腸潰瘍（消化管出血，腸管穿孔）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 蕁麻疹，発疹，浮腫，鼻炎様症状等
血液 貧血，血小板機能低下（出血時間の延長）等
精神神経系 眩暈，頭痛，興奮等
その他 過呼吸，代謝性アシドーシス，倦怠感，低血糖等
（表終了）

■禁忌

■副作用

アスピリン「ヨシダ」 （１０ｇ）
内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】1143001X1201
【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】アスピリン
【メーカー】製)吉田製薬
【薬価】29.4円/10g
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤

【効能効果】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．下記の解熱・鎮痛
急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎含む）
３．川崎病（川崎病による心血管後遺症含む）
【用法用量】効能・効果１．成人　１回０．５～１．５ｇ　１日１～４．５ｇ　内
服。
適宜増減。
上記の最高量まで。
効能・効果２．成人　１回０．５～１．５ｇ　頓服。
適宜増減。
１日最大４．５ｇ　１日２回まで。空腹時は避ける。
効能・効果３．急性期有熱期間　１日３０～５０ｍｇ／ｋｇ　１日３回　分割
内服。
解熱後の回復期から慢性期　１日３～５ｍｇ／ｋｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
注意
１．川崎病の診断後，投与を開始。
２．川崎病の回復期 発病後数ヵ月間，血小板凝集能が亢進しているの
で，本剤を発症後２～３ヵ月間投与し，その後断層心エコー図等の冠動
脈検査で冠動脈障害が認められない時は，投与中止。冠動脈瘤を形成
した症例では，退縮が確認される時期まで投与を継続。
３．川崎病 低用量では血小板機能の抑制が認められない時もあるた
め，適宜，血小板凝集能の測定等を考慮。

■効能効果・用法用量

脈検査で冠動脈障害が認められない時は，投与中止。冠動脈瘤を形成
した症例では，退縮が確認される時期まで投与を継続。
３．川崎病 低用量では血小板機能の抑制が認められない時もあるた
め，適宜，血小板凝集能の測定等を考慮。

【禁忌】１．川崎病を除く効能・効果
（１）．本剤・サリチル酸系製剤に過敏症の既往。
（２）．消化性潰瘍。
（３）．重篤な血液異常。
（４）．重篤な肝障害。
（５）．重篤な腎障害。
（６）．重篤な心機能不全。
（７）．アスピリン喘息・その既往。
（８）．出産予定日１２週以内の妊婦。
２．川崎病（川崎病による心血管後遺症含む）
（１）．本剤・サリチル酸系製剤に過敏症の既往。
（２）．消化性潰瘍。
（３）．出血傾向。
（４）．アスピリン喘息・その既往。
（５）．出産予定日１２週以内の妊婦。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（呼吸困難，全身潮紅，血管浮
腫，蕁麻疹等）。
２．出血（頻度不明）（脳出血等の頭蓋内出血（頭痛，悪心，嘔吐，意識
障害，片麻痺等），肺出血，消化管出血，鼻出血，眼底出血等）。
３．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，剥脱性皮膚炎（頻度
不明）。
４．再生不良性貧血，血小板減少，白血球減少（頻度不明）。
５．喘息発作の誘発（頻度不明）。
６．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ等の著しい上
昇），黄疸（頻度不明）。
７．消化性潰瘍（下血（メレナ）を伴う胃潰瘍・十二指腸潰瘍等），小腸・
大腸潰瘍（消化管出血，腸管穿孔）（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 ０．１～５％未満 ０．１％未満
過敏症 蕁麻疹 発疹，浮腫，鼻炎様症状等
血液   貧血，血小板機能低下（出血時間延長）等
精神神経系 眩暈，頭痛，興奮等
その他 過呼吸，代謝性アシドーシス，倦怠感，低血糖等
（表終了）

■禁忌

■副作用

アセトアミノフェン

アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「マルイシ」 （３
００ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】1141007F2051
【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】アセトアミノフェン
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】7.9円/1T
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

【効能効果】１．下記の鎮痛
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，癌による疼痛，歯痛，歯科治療後の疼痛，変形性関節
症
２．下記の解熱・鎮痛
急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎含む）
３．小児の解熱・鎮痛
【用法用量】効能・効果１．成人　１回３００～１０００ｍｇ　内服。投与間隔
は４～６時間以上。
適宜増減，１日総量４０００ｍｇまで。空腹時は避ける。
効能・効果２．成人　１回３００～５００ｍｇ　頓服。
適宜増減。
１日最大１５００ｍｇ　１日２回まで。空腹時は避ける。
効能・効果３．幼・小児　１回１０～１５ｍｇ／ｋｇ　内服。投与間隔は４～６
時間以上，１日総量６０ｍｇ／ｋｇまで。
適宜増減，成人量まで。空腹時は避ける。
注意
１．幼・小児　１回量の目安
（表開始）
体重（ｋｇ） アセトアミノフェン（ｍｇ） 錠２００ｍｇ（錠） 本剤（錠）
１０ １００～１５０ ０．５ ０．５
２０ ２００～３００ １～１．５ （アセトアミノフェン　２００～３００ｍｇ） １ （ア
セトアミノフェン　３００ｍｇ）
３０ ３００～４５０ １．５～２ （アセトアミノフェン　３００～４００ｍｇ） １～１．
５ （アセトアミノフェン　３００～４５０ｍｇ）
（表終了）
２．「小児科の解熱・鎮痛」の効能・効果は１回最大５００ｍｇ，１日最大１
５００ｍｇ。

■効能効果・用法用量

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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（表終了）
２．「小児科の解熱・鎮痛」の効能・効果は１回最大５００ｍｇ，１日最大１
５００ｍｇ。

【禁忌】１．消化性潰瘍。
２．重篤な血液異常。
３．重篤な肝障害。
４．重篤な腎障害。
５．重篤な心機能不全。
６．本剤の成分に過敏症の既往。
７．アスピリン喘息・その既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（呼吸困難，全身潮紅，血管浮腫，蕁麻疹
等）。
２．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，急性汎発性発疹性膿
疱症。
３．喘息発作の誘発。
４．劇症肝炎，肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上
昇等），黄疸。
５．顆粒球減少症。
６．間質性肺炎（咳嗽，呼吸困難，発熱，肺音の異常等）。
７．間質性腎炎，急性腎不全。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
血液 チアノーゼ，血小板減少，血小板機能低下（出血時間の延長）等
過敏症 過敏症状
（表終了）

■禁忌

■副作用

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ （１０００ｍ
ｇ１００ｍＬ１袋）

内 注射 流通
劇

【YJコード】1141400A2020
【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】アセトアミノフェン
【メーカー】製)テルモ
【薬価】323円/1袋
【薬価収載日】2016/11/18
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

【効能効果】経口製剤・坐剤の投与困難時の疼痛，発熱
注意
経口製剤・坐剤の投与困難で，静注の緊急治療が必要時等，静注投与
が臨床的に妥当である時に使用を考慮。経口製剤・坐剤の投与可能に
なれば速やかに投与中止，経口製剤・坐剤の投与に切りかえ。
【用法用量】下記　１５分かけ　静注。
成人の疼痛
成人　１回３００～１０００ｍｇ　１５分かけ　静注，投与間隔は４～６時間
以上。
適宜増減，１日総量４０００ｍｇまで。
体重５０ｋｇ未満の成人 １回１５ｍｇ／ｋｇまで　静注，投与間隔は４～６
時間以上。１日総量６０ｍｇ／ｋｇまで。
成人の発熱
成人　１回３００～５００ｍｇ　１５分かけ　静注，投与間隔は４～６時間以
上。
適宜増減，１日最大１５００ｍｇ　１日２回まで。
２歳以上の幼・小児の疼痛・発熱
１回１０～１５ｍｇ／ｋｇまで　１５分かけ　静注，投与間隔は４～６時間以
上。
適宜増減，１日総量６０ｍｇ／ｋｇまで。成人量を超えない。
乳児・２歳未満の幼児の疼痛・発熱
１回７．５ｍｇ／ｋｇ　１５分かけ　静注，投与間隔は４～６時間以上。
適宜増減，１日総量３０ｍｇ／ｋｇまで。
注意
１．投与速度を厳守（有効性・安全性は１５分かけて静注した臨床試験
で確認）。投与速度・投与量で，循環動態に影響が予想される患者には
投与しない。
２．乳・幼・小児　１回量の目安
（表開始）
体重（ｋｇ） １回量の目安（ｍＬ）
５ ３．７５
１０ ７．５～１５
２０ ２０～３０
３０ ３０～４５
（表終了）
３．乳・幼・小児への１回最大５００ｍｇ，１日最大１５００ｍｇ。

【禁忌】１．重篤な肝障害。
２．本剤の成分に過敏症の既往。
３．消化性潰瘍。
４．重篤な血液異常。
５．重篤な腎障害。
６．重篤な心機能不全。
７．アスピリン喘息・その既往。

■効能効果・用法用量

■禁忌

２．本剤の成分に過敏症の既往。
３．消化性潰瘍。
４．重篤な血液異常。
５．重篤な腎障害。
６．重篤な心機能不全。
７．アスピリン喘息・その既往。

【副作用】重大な副作用
１．ショック（頻度不明），アナフィラキシー（頻度不明）（呼吸困難，全身
紅潮，血管浮腫，蕁麻疹等）。
２．中毒性表皮壊死融解症（頻度不明），皮膚粘膜眼症候群（頻度不
明），急性汎発性発疹性膿疱症（頻度不明）。
３．喘息発作の誘発（頻度不明）。
４．劇症肝炎（頻度不明），肝機能障害（頻度不明）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ
（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄疸（頻度不明）。
５．顆粒球減少症（頻度不明）。
６．間質性肺炎（頻度不明）（咳嗽，呼吸困難，発熱，肺音の異常等）。
７．間質性腎炎（頻度不明），急性腎不全（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
血液 血小板機能低下（出血時間の延長）等
その他 過敏症
（表終了）

■副作用

アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ （２００ｍｇ１
個）

内 外用 流通

【YJコード】1141700J3110
【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】アセトアミノフェン
【メーカー】製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン
【薬価】26.2円/1個
【薬価収載日】2005/06/10
【標榜薬効】小児用解熱鎮痛剤

【効能効果】小児の解熱・鎮痛
【用法用量】乳・幼・小児　１回１０～１５ｍｇ／ｋｇ　直腸内挿入。投与間
隔は４～６時間以上，１日総量６０ｍｇ／ｋｇまで。
適宜増減，成人量まで。
注意
１．１回量の目安
（表開始）
体重（ｋｇ） ５０ｍｇ（個） １００ｍｇ（個） 本剤（個） アセトアミノフェン（ｍｇ）
５ １～１．５ ０．５ ＼ ５０～７５
１０ ２～３ １～１．５ ０．５ １００～１５０
２０ ＼ ２～３ １～１．５ ２００～３００
３０ ＼ ＼ １．５～２ ３００～４５０
（表終了）
２．「小児科の解熱・鎮痛」の効能・効果は１回最大５００ｍｇ，１日最大１
５００ｍｇ。
（注）本剤は小児用解熱鎮痛剤。

【禁忌】１．重篤な血液異常。
２．重篤な肝障害。
３．重篤な腎障害。
４．重篤な心機能不全。
５．本剤の成分に過敏症の既往。
６．アスピリン喘息・その既往。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（呼吸困難，全身潮紅，血管浮
腫，蕁麻疹等）。
２．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，急性汎発性発疹性膿
疱症（頻度不明）。
３．劇症肝炎，肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上
昇等），黄疸（頻度不明）。
４．喘息発作の誘発（頻度不明）。
５．顆粒球減少症（頻度不明）。
６．間質性肺炎（頻度不明）（咳嗽，呼吸困難，発熱，肺音の異常等）。
７．間質性腎炎，急性腎不全（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 発疹等 チアノーゼ等
血液  血小板減少等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「マルイシ」 アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ



カロナール錠５００ （５００ｍｇ１錠）
内 内服 後発 流通
劇

【YJコード】1141007F3023
【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】アセトアミノフェン
【メーカー】製)あゆみ製薬　販)昭和薬品化工
【薬価】9.2円/1T
【薬価収載日】2014/11/28
【標榜薬効】解熱鎮痛剤

【効能効果】１．下記の鎮痛
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，癌による疼痛，歯痛，歯科治療後の疼痛，変形性関節
症
２．下記の解熱・鎮痛
急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎含む）
３．小児の解熱・鎮痛
【用法用量】効能・効果１．成人　１回３００～１０００ｍｇ　内服。投与間隔
は４～６時間以上。
適宜増減，１日総量４０００ｍｇまで。空腹時は避ける。
効能・効果２．成人　１回３００～５００ｍｇ　頓服。
適宜増減。
１日最大１５００ｍｇ　１日２回まで。空腹時は避ける。
効能・効果３．幼・小児　１回１０～１５ｍｇ／ｋｇ　内服。投与間隔は４～６
時間以上，１日総量６０ｍｇ／ｋｇまで。
適宜増減，成人量まで。空腹時は避ける。
注意
１．幼・小児　１回量の目安
（表開始）
体重（ｋｇ） アセトアミノフェン（ｍｇ） 錠２００（錠） 錠３００（錠） 本剤（錠）
１０ １００～１５０ ０．５ － －
２０ ２００～３００ １～１．５ （アセトアミノフェン　２００～３００ｍｇ） １ （ア
セトアミノフェン　３００ｍｇ） －
３０ ３００～４５０ １．５～２ （アセトアミノフェン　３００～４００ｍｇ） １ （ア
セトアミノフェン　３００ｍｇ） －
（表終了）
２．「小児科の解熱・鎮痛」の効能・効果は１回最大５００ｍｇ，１日最大１
５００ｍｇ。

【禁忌】１．消化性潰瘍。
２．重篤な血液異常。
３．重篤な肝障害。
４．重篤な腎障害。
５．重篤な心機能不全。
６．本剤の成分に過敏症の既往。
７．アスピリン喘息・その既往。

【副作用】重大な副作用
１．ショック（頻度不明），アナフィラキシー（頻度不明）（呼吸困難，全身
潮紅，血管浮腫，蕁麻疹等）。
２．中毒性表皮壊死融解症（頻度不明），皮膚粘膜眼症候群（頻度不
明），急性汎発性発疹性膿疱症（頻度不明）。
３．喘息発作の誘発（頻度不明）。
４．劇症肝炎（頻度不明），肝機能障害（頻度不明）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ
（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄疸（頻度不明）。
５．顆粒球減少症（頻度不明）。
６．間質性肺炎（頻度不明）（咳嗽，呼吸困難，発熱，肺音の異常等）。
７．間質性腎炎（頻度不明），急性腎不全（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
血液 チアノーゼ，血小板減少，血小板機能低下（出血時間の延長）等
その他 過敏症
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配
合剤

ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ （５ｍＬ１筒）
内 注射 流通
劇

【YJコード】1149503G1027
【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】サリチル酸ナトリウム・ジブカイン塩酸塩配合剤
【メーカー】製)ビタカイン製薬　販)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】341円/1筒
【薬価収載日】2004/06/25
【標榜薬効】疼痛治療剤

【標榜薬効】疼痛治療剤

【効能効果】症候性神経痛，筋肉痛，腰痛症，肩関節周囲炎
【用法用量】血管を避け，局所注射。
（１）．顔面頸骨各部　０．５～１ｍＬ。
（２）．肩甲部　１～２ｍＬ。
（３）．胸・腰各部　１～２．５ｍＬ。
（４）．その他局所　０．５～１ｍＬ。

【禁忌】共通（硬膜外ブロック，浸潤・伝達ブロック（トリガーポイント注射
等））
本剤の成分・アミド型局所麻酔薬に過敏症の既往。
硬膜外ブロック
（１）．大量出血，ショック状態。
（２）．注射部位・その周辺に炎症。
（３）．敗血症。

【副作用】重大な副作用
ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（脈拍の異常，血圧低下，呼吸抑
制，チアノーゼ，意識障害，喘鳴，眼瞼浮腫，発赤，蕁麻疹等），心停
止。
重大な副作用（類薬（リドカイン））
重篤な悪性高熱（原因不明の頻脈・不整脈・血圧変動，急激な体温上
昇，筋強直，血液の暗赤色化（チアノーゼ），過呼吸，発汗，アシドーシ
ス，高カリウム血症，ミオグロビン尿（ポートワイン色尿）等），腎不全。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
中枢神経系 振戦，痙攣等の中毒症状
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ジクロフェナクナトリウム

ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＣＨ」
（５０ｍｇ１個）

内 外用 後発 流通
劇

【YJコード】1147700J3262
【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【先発品】ボルタレンサポ５０ｍｇ
【メーカー】製)長生堂製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】19.9円/1個
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

【効能効果】１．下記の鎮痛・消炎
関節リウマチ，変形性関節症，腰痛症，後陣痛
２．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，投与不可能な時の急性上
気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎含む）の緊急解熱
【用法用量】成人　１回２５～５０ｍｇ　１日１～２回　直腸内挿入。年齢，
症状に応じ低用量投与。
低体温によるショックの可能性，高齢者は少量から開始。
小児　１回０．５～１ｍｇ／ｋｇ　１日１～２回　直腸内挿入。年齢，症状に
応じ低用量投与。
低体温によるショックの可能性，少量から開始。
年齢別投与量の目安は下記の通り（１回量）。
１～３歳未満　６．２５ｍｇ。
３～６歳未満　６．２５～１２．５ｍｇ。
６～９歳未満　１２．５ｍｇ。
９～１２歳未満　１２．５～２５ｍｇ。

【禁忌】１．消化性潰瘍。
２．重篤な血液異常。
３．重篤な肝障害。
４．重篤な腎障害。
５．重篤な高血圧症。
６．重篤な心機能不全。
７．本剤の成分に過敏症の既往。
８．直腸炎，直腸出血，痔疾。
９．アスピリン喘息・その既往。
１０．インフルエンザの臨床経過中の脳炎・脳症。
１１．妊婦・妊娠の可能性。
１２．トリアムテレンの投与患者。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
（１）．ショック（胸内苦悶，冷汗，呼吸困難，四肢冷却，血圧低下，意識
障害等），アナフィラキシー（蕁麻疹，血管浮腫，呼吸困難等）。
（２）．出血性ショック又は穿孔を伴う消化管潰瘍。
（３）．消化管の狭窄・閉塞。
（４）．再生不良性貧血，溶血性貧血，無顆粒球症，血小板減少。
（５）．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，紅皮症（剥脱性皮
膚炎）。
（６）．急性腎不全（間質性腎炎，腎乳頭壊死等）（乏尿，血尿，尿蛋白，
ＢＵＮ・血中クレアチニン上昇，高カリウム血症，低アルブミン血症等），
ネフローゼ症候群。
（７）．重症喘息発作（アスピリン喘息）。
（８）．間質性肺炎。
（９）．うっ血性心不全，心筋梗塞。
（１０）．無菌性髄膜炎（項部硬直，発熱，頭痛，悪心・嘔吐，意識混濁
等）。
（１１）．重篤な肝障害（劇症肝炎，広範な肝壊死等）。
（１２）．急性脳症（かぜ様症状，激しい嘔吐，意識障害，痙攣等，ライ症
候群）。
（１３）．横紋筋融解症（急激な腎機能悪化を伴うことあり）（筋肉痛，脱
力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグロビン上昇等）。
（１４）．脳血管障害。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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カロナール錠５００ ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＣＨ」



（頻度不明）
（１）．ショック（胸内苦悶，冷汗，呼吸困難，四肢冷却，血圧低下，意識
障害等），アナフィラキシー（蕁麻疹，血管浮腫，呼吸困難等）。
（２）．出血性ショック又は穿孔を伴う消化管潰瘍。
（３）．消化管の狭窄・閉塞。
（４）．再生不良性貧血，溶血性貧血，無顆粒球症，血小板減少。
（５）．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，紅皮症（剥脱性皮
膚炎）。
（６）．急性腎不全（間質性腎炎，腎乳頭壊死等）（乏尿，血尿，尿蛋白，
ＢＵＮ・血中クレアチニン上昇，高カリウム血症，低アルブミン血症等），
ネフローゼ症候群。
（７）．重症喘息発作（アスピリン喘息）。
（８）．間質性肺炎。
（９）．うっ血性心不全，心筋梗塞。
（１０）．無菌性髄膜炎（項部硬直，発熱，頭痛，悪心・嘔吐，意識混濁
等）。
（１１）．重篤な肝障害（劇症肝炎，広範な肝壊死等）。
（１２）．急性脳症（かぜ様症状，激しい嘔吐，意識障害，痙攣等，ライ症
候群）。
（１３）．横紋筋融解症（急激な腎機能悪化を伴うことあり）（筋肉痛，脱
力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグロビン上昇等）。
（１４）．脳血管障害。

ボルタレンサポ２５ｍｇ （２５ｍｇ１個）
内 外用 流通
劇

【YJコード】1147700J2061
【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】ジクロフェナクナトリウム
【メーカー】製)ノバルティスファーマ
【薬価】42.3円/1個
【標榜薬効】鎮痛・解熱・抗炎症剤

【効能効果】１．下記の鎮痛・消炎
関節リウマチ，変形性関節症，腰痛症，後陣痛
２．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，投与不可能な時の急性上
気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎含む）の緊急解熱
【用法用量】成人　１回２５～５０ｍｇ　１日１～２回　直腸内挿入。年齢，
症状に応じ低用量投与。
低体温によるショックの可能性，高齢者は少量から開始。
小児　１回０．５～１ｍｇ／ｋｇ　１日１～２回　直腸内挿入。年齢，症状に
応じ低用量投与。
低体温によるショックの可能性，少量から開始。
年齢別投与量の目安は下記の通り（１回量）。
１～３歳未満　６．２５ｍｇ。
３～６歳未満　６．２５～１２．５ｍｇ。
６～９歳未満　１２．５ｍｇ。
９～１２歳未満　１２．５～２５ｍｇ。

【禁忌】１．消化性潰瘍。
２．重篤な血液異常。
３．重篤な肝障害。
４．重篤な腎障害。
５．重篤な高血圧症。
６．重篤な心機能不全。
７．本剤の成分に過敏症の既往。
８．直腸炎，直腸出血，痔疾。
９．アスピリン喘息・その既往。
１０．インフルエンザの臨床経過中の脳炎・脳症。
１１．妊婦・妊娠の可能性。
１２．トリアムテレンの投与患者。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
（１）．ショック（胸内苦悶，冷汗，呼吸困難，四肢冷却，血圧低下，意識
障害等），アナフィラキシー（蕁麻疹，血管浮腫，呼吸困難等）。
（２）．出血性ショック又は穿孔を伴う消化管潰瘍。
（３）．消化管の狭窄・閉塞。
（４）．再生不良性貧血，溶血性貧血，無顆粒球症，血小板減少。
（５）．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，紅皮症（剥脱性皮
膚炎）。
（６）．急性腎不全（間質性腎炎，腎乳頭壊死等）（乏尿，血尿，尿蛋白，
ＢＵＮ・血中クレアチニン上昇，高カリウム血症，低アルブミン血症等），
ネフローゼ症候群。
（７）．重症喘息発作（アスピリン喘息）。
（８）．間質性肺炎。
（９）．うっ血性心不全，心筋梗塞。
（１０）．無菌性髄膜炎（項部硬直，発熱，頭痛，悪心・嘔吐，意識混濁
等）。
（１１）．重篤な肝障害（劇症肝炎，広範な肝壊死等）。
（１２）．急性脳症（かぜ様症状，激しい嘔吐，意識障害，痙攣等，ライ症
候群）。
（１３）．横紋筋融解症（急激な腎機能悪化を伴うことあり）（筋肉痛，脱
力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグロビン上昇等）。
（１４）．脳血管障害。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

（１３）．横紋筋融解症（急激な腎機能悪化を伴うことあり）（筋肉痛，脱
力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグロビン上昇等）。
（１４）．脳血管障害。

スルピリン水和物

メチロン注２５％ （２５％１ｍＬ１管）
内 注射 流通

【YJコード】1144400A2138
【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】スルピリン水和物
【メーカー】製)第一三共　販)第一製薬
【薬価】92円/1A
【標榜薬効】解熱剤

【効能効果】他の解熱剤では効果が期待できないか，投与不可能な時
の緊急解熱
【用法用量】成人　１回０．２５ｇ　皮下注・筋注。症状により　最大０．５
ｇ。
症状の改善なければ　１日２回まで　皮下注・筋注。
内服，直腸内投与が可能になれば，速やかに切りかえる。長期連用は
避ける。
注意
１．低出生体重児，新生児，乳・幼・小児，高齢者，衰弱者には，５ｗ／
ｖ％ブドウ糖液又は注射用水で適宜希釈。
２．神経麻痺・硬結等の可能性，下記に注意。低出生体重児，新生児，
乳・幼・小児，高齢者，衰弱者は，特に注意。
（１）．神経走行部位（特に橈骨神経，尺骨神経，坐骨神経等）を避け
る。
（２）．繰り返し注射する時，同一注射部位を避ける。低出生体重児，新
生児，乳・幼・小児は連用しない。
（３）．注射針刺入時，激痛を訴えたり，血液の逆流あれば，直ちに抜針
し，部位を変えて注射。

【禁忌】１．本剤の成分・ピラゾロン系化合物に過敏症の既往。
２．先天性Ｇ－６ＰＤ欠乏症。
３．消化性潰瘍。
４．重篤な血液異常。
５．重篤な肝障害。
６．重篤な腎障害。
７．重篤な心機能不全。
８．アスピリン喘息・その既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック（胸内苦悶，血圧低下，顔面蒼白，脈拍異常，呼吸困難等）。
２．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，剥脱性皮膚炎。
３．再生不良性貧血，無顆粒球症。
４．黄疸。
５．急性腎不全，急性間質性腎炎等（乏尿，血尿等，尿蛋白，ＢＵＮ・血
中クレアチニン上昇，高カリウム血症等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満
過敏症 発疹・紅斑，浮腫，小疱性角膜炎，結膜炎，掻痒等
血液  貧血，血小板減少，血小板機能の低下（出血時間の延長）等
肝臓  ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇等
消化器 胃痛，食欲不振，悪心・嘔吐，下痢
その他 頭痛，倦怠感
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

セレコキシブ

セレコックス錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
内 内服 流通
劇

【YJコード】1149037F1020
【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】セレコキシブ
【メーカー】製)アステラス製薬
【薬価】68.1円/1T
【薬価収載日】2007/03/16
【標榜薬効】非ステロイド性消炎・鎮痛剤

【効能効果】下記の消炎・鎮痛
１．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，腱・腱鞘炎
２．術後，外傷後・抜歯後の消炎・鎮痛
【用法用量】関節リウマチ 成人　１回１００～２００ｍｇ　１日２回　朝・夕
食後　内服。
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 成
人　１回１００ｍｇ　１日２回　朝・夕食後　内服。
術後・外傷後・抜歯後の消炎・鎮痛 成人　初回のみ４００ｍｇ，２回目以
降　１回２００ｍｇ　１日２回　内服。投与間隔　６時間以上あける。
初回のみ４００ｍｇ，必要時　２００ｍｇ　６時間以上あけ　１日２回まで
頓服。
注意
１．有効最少量を短期間投与にとどめ，長期にわたり漫然投与しない。
２．慢性疾患（関節リウマチ，変形性関節症等） 投与開始後２～４週間
を経過しても治療効果なければ，他の治療法の選択を考慮。
３．急性疾患（術後・外傷後・抜歯後の消炎・鎮痛） 初回量が２回目以降
と異なることに注意。服用方法を十分説明。
４．１年を超える長期投与時の安全性は未確立，長期投与により，心筋
梗塞，脳卒中等の重篤で場合により致命的な心血管系血栓塞栓性事
象の増加の報告あり（国内の１年を超える臨床経験なし）（外国）。

■効能効果・用法用量

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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２．術後，外傷後・抜歯後の消炎・鎮痛
【用法用量】関節リウマチ 成人　１回１００～２００ｍｇ　１日２回　朝・夕
食後　内服。
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 成
人　１回１００ｍｇ　１日２回　朝・夕食後　内服。
術後・外傷後・抜歯後の消炎・鎮痛 成人　初回のみ４００ｍｇ，２回目以
降　１回２００ｍｇ　１日２回　内服。投与間隔　６時間以上あける。
初回のみ４００ｍｇ，必要時　２００ｍｇ　６時間以上あけ　１日２回まで
頓服。
注意
１．有効最少量を短期間投与にとどめ，長期にわたり漫然投与しない。
２．慢性疾患（関節リウマチ，変形性関節症等） 投与開始後２～４週間
を経過しても治療効果なければ，他の治療法の選択を考慮。
３．急性疾患（術後・外傷後・抜歯後の消炎・鎮痛） 初回量が２回目以降
と異なることに注意。服用方法を十分説明。
４．１年を超える長期投与時の安全性は未確立，長期投与により，心筋
梗塞，脳卒中等の重篤で場合により致命的な心血管系血栓塞栓性事
象の増加の報告あり（国内の１年を超える臨床経験なし）（外国）。

【禁忌】１．本剤の成分・スルホンアミドに過敏症の既往。
２．アスピリン喘息・その既往。
３．消化性潰瘍。
４．重篤な肝障害。
５．重篤な腎障害。
６．重篤な心機能不全。
７．冠動脈バイパス再建術の周術期患者。
８．妊娠末期。

【副作用】重大な副作用
１．重篤な過敏症（ショック，アナフィラキシー（各頻度不明），呼吸困難，
血管浮腫，血管炎，気管支痙攣等）。
２．消化性潰瘍（０．２％），消化管出血（０．１％未満），消化管穿孔（頻
度不明）（吐血，下血（メレナ）等）。
３．心筋梗塞，脳卒中（各頻度不明），致命的な心血管系血栓塞栓性事
象。
４．心不全，うっ血性心不全（各頻度不明）。
５．肝不全，肝炎（各頻度不明），肝機能障害（０．１％未満），黄疸（頻
度不明），ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），ビリルビン等の上昇。
６．再生不良性貧血，汎血球減少症，無顆粒球症（各頻度不明），白血
球減少症，血小板減少症。
７．重篤な腎障害（急性腎不全，間質性腎炎（各頻度不明））。
８．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，多形紅斑，急性汎発
性発疹性膿疱症，剥脱性皮膚炎（各頻度不明）（発疹，粘膜障害，他の
過敏症）。
９．間質性肺炎（頻度不明）（咳嗽，呼吸困難，発熱，肺音の異常（捻髪
音）等）。

■禁忌

■副作用

トラマドール塩酸塩

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
内 内服 流通
劇

【YJコード】1149038F1024
【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】トラマドール塩酸塩
【メーカー】製)日本新薬
【薬価】36.5円/1T
【薬価収載日】2014/11/28
【標榜薬効】がん疼痛・慢性疼痛治療剤

【効能効果】非オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記の鎮痛
疼痛を伴う各種癌，慢性疼痛
注意
慢性疼痛の原因となる器質的病変，心理的・社会的要因，依存リスクを
含めた包括的な診断を行い，投与の適否を慎重に判断。
【用法用量】成人　１日１００～３００ｍｇ　１日４回　分割　内服。
適宜増減，１回１００ｍｇ　１日４００ｍｇまで。
注意
１．初回量 １回２５ｍｇから開始。
２．投与間隔 ４～６時間ごとに投与。生活時間帯に合わせて投与間隔
の調整も可能。
３．増量・減量
投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調整。増量・減
量の目安は，１回２５ｍｇ（１日１００ｍｇ）ずつ行う。
４．癌疼痛増強時の臨時追加投与
服用中の疼痛増強時や鎮痛効果がある患者で突出痛の発現時は，直
ちに臨時追加投与を行い鎮痛を図る。臨時追加投与の１回量は，定時
投与中の１日量の１／８～１／４。
５．投与の継続
慢性疼痛で，投与開始後４週間を経過しても効果が期待できない時は，
他の適切な治療への変更を検討。定期的に症状・効果を確認し，投与
の継続の必要性を検討。
６．投与の中止
（１）．退薬症候を防ぐために漸減。
（２）．癌疼痛で，１日の定時投与量が３００ｍｇで鎮痛効果が不十分と
なった時，投与中止し，モルヒネ等の強オピオイド鎮痛剤への変更を考
慮。その場合，定時投与量の１／５の経口モルヒネを初回量の目安とす
る。また，経口モルヒネ以外の強オピオイド鎮痛剤に変更時は，経口モ
ルヒネとの換算で投与量を求める。
７．高齢者 ７５歳以上では，血中濃度が高い状態で持続し，作用・副作
用が増強するおそれ，１日３００ｍｇを超えない。
８．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

■効能効果・用法用量

６．投与の中止
（１）．退薬症候を防ぐために漸減。
（２）．癌疼痛で，１日の定時投与量が３００ｍｇで鎮痛効果が不十分と
なった時，投与中止し，モルヒネ等の強オピオイド鎮痛剤への変更を考
慮。その場合，定時投与量の１／５の経口モルヒネを初回量の目安とす
る。また，経口モルヒネ以外の強オピオイド鎮痛剤に変更時は，経口モ
ルヒネとの換算で投与量を求める。
７．高齢者 ７５歳以上では，血中濃度が高い状態で持続し，作用・副作
用が増強するおそれ，１日３００ｍｇを超えない。
８．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．アルコール，睡眠剤，鎮痛剤，オピオイド鎮痛剤，向精神薬による急
性中毒。
３．ＭＡＯ阻害剤の投与中・中止後１４日以内。
４．治療による管理が不十分なてんかん。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（呼吸困難，気管支痙攣，喘
鳴，血管神経性浮腫等）。
２．呼吸抑制（頻度不明）。
３．痙攣（頻度不明）。
４．依存性（頻度不明）（耐性，精神的依存，身体的依存），退薬症候（激
越，不安，神経過敏，不眠症，運動過多，振戦，胃腸症状，パニック発
作，幻覚，錯感覚，耳鳴等）。
５．意識消失（頻度不明）。

■禁忌

■副作用

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合
剤

トラムセット配合錠 （１錠）
内 内服 流通
劇

【YJコード】1149117F1020
【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤
【メーカー】製)ヤンセンファーマ　販)持田製薬
【薬価】69.8円/1T
【薬価収載日】2011/07/19
【標榜薬効】慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤

【効能効果】非オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記の鎮痛
非癌性慢性疼痛
抜歯後の疼痛
注意
慢性疼痛の原因となる器質的病変，心理的・社会的要因，依存リスクを
含めた包括的な診断を行い，投与の適否を慎重に判断。
【用法用量】非癌性慢性疼痛
成人　１回１錠　１日４回　内服。投与間隔４時間以上あける。
適宜増減，１回２錠，１日８錠まで。空腹時は避ける。
抜歯後の疼痛
成人　１回２錠　内服。
追加投与時　投与間隔４時間以上あけ　１回２錠　１日８錠まで。空腹時
は避ける。
注意
１．投与の継続 慢性疼痛では，投与開始後４週間を経過しても効果が
期待できない時，他の治療への変更を検討。定期的に症状・効果を確
認し，投与の継続の必要性を検討。
２．投与の中止 慢性疼痛では，退薬症候を防ぐために漸減。

【禁忌】１．アルコール，睡眠剤，鎮痛剤，オピオイド鎮痛剤，向精神薬に
よる急性中毒。
２．ＭＡＯ阻害剤の投与中・中止後１４日以内。
３．治療による管理が不十分なてんかん。
４．消化性潰瘍。
５．重篤な血液異常。
６．重篤な肝障害。
７．重篤な腎障害。
８．重篤な心機能不全。
９．アスピリン喘息・その既往。
１０．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（呼吸困難，喘鳴，血管浮腫，
蕁麻疹等）。
２．痙攣（０．２％）。
３．意識消失（０．２％）。
４．依存性（頻度不明），退薬症候（激越，不安，神経過敏，不眠症，運
動過多，振戦，胃腸症状，パニック発作，幻覚，錯感覚，耳鳴等）。
５．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，急性汎発性発疹性膿
疱症（頻度不明）。
６．間質性肺炎（頻度不明）（咳嗽，呼吸困難，発熱，肺音の異常等）。
７．間質性腎炎，急性腎障害（頻度不明）。
８．喘息発作の誘発（頻度不明）。
９．劇症肝炎，肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上
昇等），黄疸（頻度不明）。
１０．顆粒球減少症（頻度不明）。
１１．呼吸抑制（頻度不明）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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４．依存性（頻度不明），退薬症候（激越，不安，神経過敏，不眠症，運
動過多，振戦，胃腸症状，パニック発作，幻覚，錯感覚，耳鳴等）。
５．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，急性汎発性発疹性膿
疱症（頻度不明）。
６．間質性肺炎（頻度不明）（咳嗽，呼吸困難，発熱，肺音の異常等）。
７．間質性腎炎，急性腎障害（頻度不明）。
８．喘息発作の誘発（頻度不明）。
９．劇症肝炎，肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上
昇等），黄疸（頻度不明）。
１０．顆粒球減少症（頻度不明）。
１１．呼吸抑制（頻度不明）。

フルルビプロフェン　アキセチル

ロピオン静注５０ｍｇ （５０ｍｇ５ｍＬ１管）
内 注射 流通
劇

【YJコード】1149407A1040
【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】フルルビプロフェン　アキセチル
【メーカー】製)科研製薬
【薬価】219円/1A
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】非ステロイド性鎮痛剤

【効能効果】下記の鎮痛
術後，各種癌
【用法用量】成人　１回５０ｍｇ　ゆっくり静注。
必要時，反復投与。適宜増減。
内服不可能な時や効果不十分時に使用。
注意
状態に注意し，１分以上かけて投与。

【禁忌】１．消化性潰瘍。
２．重篤な血液異常。
３．重篤な肝障害。
４．重篤な腎障害。
５．重篤な心機能不全。
６．重篤な高血圧症。
７．本剤の成分に過敏症の既往。
８．アスピリン喘息・その既往。
９．エノキサシン水和物・ロメフロキサシン・ノルフロキサシン・プルリフロ
キサシンの投与患者。
１０．妊娠後期。

【副作用】重大な副作用
１．ショック（０．１％未満），アナフィラキシー（頻度不明）（胸内苦悶，悪
寒，冷汗，呼吸困難，四肢しびれ感，血圧低下，血管浮腫，蕁麻疹
等）。
２．急性腎不全，ネフローゼ症候群（各０．１％未満）等の重篤な腎障害
（乏尿，血尿，尿蛋白，ＢＵＮ・血中クレアチニン上昇，高カリウム血症，
低アルブミン血症等）。
３．胃腸出血（頻度不明）。
４．痙攣（０．１％未満）（意識障害，意識喪失等）。
５．喘息発作（頻度不明）の誘発（喘鳴，呼吸困難感等）。
６．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，剥脱性皮膚炎（各頻
度不明）。
重大な副作用（類薬（フルルビプロフェン））
再生不良性貧血。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満
過敏症 掻痒感，発疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ペンタゾシン

ソセゴン注射液１５ｍｇ （１５ｍｇ１管）
内 注射 流通
劇 精２

【YJコード】1149401A1027
【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】ペンタゾシン
【メーカー】製)丸石製薬　販)アステラス製薬
【薬価】62円/1A
【標榜薬効】鎮痛剤

■効能効果・用法用量

【効能効果】１．下記の鎮痛
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，麻酔補助
【用法用量】１．鎮痛
成人　１回１５ｍｇ　筋注・皮下注。必要時　３～４時間ごと　反復注射。
適宜増減。
２．麻酔前投薬・麻酔補助
３０～６０ｍｇ　筋注・皮下注・静注。適宜増減。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．頭部傷害，頭蓋内圧の上昇。
３．重篤な呼吸抑制状態，全身状態の著しい悪化。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー様症状（各頻度不明）（顔面蒼白，呼吸困
難，チアノーゼ，血圧下降，頻脈，全身発赤，血管浮腫，蕁麻疹等）。
２．呼吸抑制（０．４２％）。
３．依存性（頻度不明）（薬物依存），禁断症状（振戦，不安，興奮，悪
心，動悸，冷感，不眠等）。
４．中毒性表皮壊死症（頻度不明）。
５．無顆粒球症（頻度不明）。
６．神経原性筋障害（頻度不明）（四肢の筋萎縮，脱力，歩行困難）。
７．痙攣（頻度不明）（強直性痙攣，間代性痙攣）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 顔面浮腫，発赤，発疹，多形紅斑
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」 （６０
ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】1149019F1625
【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【先発品】ロキソニン錠６０ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】7.8円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】鎮痛・抗炎症・解熱剤

【効能効果】１．下記の消炎・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．術後・外傷後・抜歯後の鎮痛・消炎
３．下記の解熱・鎮痛
急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎含む）
【用法用量】効能・効果１．２．成人　１回６０ｍｇ　１日３回　内服。
１回６０～１２０ｍｇ　頓服。
適宜増減。空腹時は避ける。
効能・効果３．成人　１回６０ｍｇ　頓服。
適宜増減。
１日最大１８０ｍｇ　１日２回まで。空腹時は避ける。

【禁忌】１．消化性潰瘍。
２．重篤な血液異常。
３．重篤な肝障害。
４．重篤な腎障害。
５．重篤な心機能不全。
６．本剤の成分に過敏症の既往。
７．アスピリン喘息・その既往。
８．妊娠末期。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（血圧低下，蕁麻疹，喉頭浮腫，呼吸困難
等）。
２．無顆粒球症，溶血性貧血，白血球減少，血小板減少。
３．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
４．急性腎障害，ネフローゼ症候群，間質性腎炎，高カリウム血症。
５．うっ血性心不全。
６．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常，好酸球増多
等）。
７．消化管出血（重篤な消化性潰瘍，小腸，大腸からの吐血，下血，血
便等），ショック。
８．消化管穿孔（心窩部痛，腹痛等）。
９．小腸・大腸の狭窄・閉塞（悪心・嘔吐，腹痛，腹部膨満等）。
１０．肝機能障害（黄疸，ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，γ－ＧＴ
Ｐ上昇等），劇症肝炎。
１１．喘息発作等の急性呼吸障害。
１２．無菌性髄膜炎（発熱，頭痛，悪心・嘔吐，項部硬直，意識混濁等）。
１３．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオ
グロビン上昇等），急性腎障害。
重大な副作用（類薬（他の非ステロイド性消炎鎮痛剤））
再生不良性貧血。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感，蕁麻疹，発熱
消化器 消化性潰瘍，小腸・大腸の潰瘍
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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便等），ショック。
８．消化管穿孔（心窩部痛，腹痛等）。
９．小腸・大腸の狭窄・閉塞（悪心・嘔吐，腹痛，腹部膨満等）。
１０．肝機能障害（黄疸，ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，γ－ＧＴ
Ｐ上昇等），劇症肝炎。
１１．喘息発作等の急性呼吸障害。
１２．無菌性髄膜炎（発熱，頭痛，悪心・嘔吐，項部硬直，意識混濁等）。
１３．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオ
グロビン上昇等），急性腎障害。
重大な副作用（類薬（他の非ステロイド性消炎鎮痛剤））
再生不良性貧血。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感，蕁麻疹，発熱
消化器 消化性潰瘍，小腸・大腸の潰瘍
（表終了）

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 （４単位１錠）
内 内服 流通

【YJコード】1149023F1036
【薬効分類】１．１．４　解熱鎮痛消炎剤
【一般名】ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液
【メーカー】製)日本臓器製薬
【薬価】29.8円/1T
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】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
【用法用量】成人　１日４錠　１日２回　分割　朝・夕　内服。適宜増減。
注意
帯状疱疹後神経痛 ４週間で効果なければ漫然投与しない。

【禁忌】本剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄疸
（各頻度不明）。
２．ショック，アナフィラキシー。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満
過敏症 発疹 蕁麻疹，掻痒
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１．１．６　抗パーキンソン剤

アマンタジン塩酸塩

アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 （５０
ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】1161001F1158
【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】アマンタジン塩酸塩
【先発品】シンメトレル錠５０ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】5.8円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗Ａ型インフルエン
ザウイルス剤

【効能効果】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
３．Ａ型インフルエンザウイルス感染症
注意
Ａ型インフルエンザウイルス感染症
（１）．医師が特に必要と判断した時のみ投与。
症状も重く死亡率が高いと考えられる者（高齢者，免疫不全状態等）・そ
の患者に接する医療従事者等。
（２）．抗ウイルス薬は全てのＡ型インフルエンザウイルス感染症に必須
ではない。本剤の必要性を検討。
（３）．予防時は，ワクチンによる補完を考慮し，下記にのみ使用。
［１］．ワクチン入手が困難
［２］．ワクチン接種が禁忌
［３］．ワクチン接種後抗体を獲得するまでの期間
（４）．Ａ型以外のインフルエンザウイルス感染症には効果なし。
【用法用量】１．パーキンソン症候群
成人　初期量　１日１００ｍｇ　１日１～２回　分割　内服。
１週間後，維持量　１日２００ｍｇ　１日２回　分割　内服。
適宜増減，１日３００ｍｇ　１日３回まで。
２．脳梗塞後遺症
成人　１日１００～１５０ｍｇ　１日２～３回　分割　内服。
適宜増減。
３．Ａ型インフルエンザウイルス感染症
成人　１日１００ｍｇ　１日１～２回　分割　内服。
適宜増減。高齢者・腎障害　１日１００ｍｇまで。
注意
１．腎機能低下 血漿中濃度が高くなり，意識障害，精神症状，痙攣，ミ
オクロヌス等の副作用の可能性，投与間隔を延長する等慎重投与。
＜参考＞クレアチニンクリアランスと投与間隔の目安（外国）
（表開始）
クレアチニンクリアランス （ｍＬ／分／１．７３ｍ２） 投与間隔 （１００ｍｇ
／回）
＞７５ １２時間
３５～７５ １日
２５～３５ ２日
１５～２５ ３日
（表終了）
２．脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下の改善 投与期間は，効果・
副作用を考慮しながら慎重に決定し，投与１２週で効果なければ中止。
３．Ａ型インフルエンザウイルス感染症
（１）．発症後 速やかに投与を開始（発症後４８時間以降に開始しても十
分な効果なし）。耐性ウイルスの発現を防ぐため，必要最小限の期間
（最長でも１週間）の投与にとどめる。
（２）．ワクチンの入手が困難，ワクチン接種が禁忌 地域又は施設で流
行の徴候が出現後，投与を開始。流行の終息後は投与中止。
（３）．ワクチン接種後抗体を獲得するまでの期間 １０日以上とされる
が，抗体獲得後は投与中止。
（４）．小児の用法・用量は未確立，医師の判断で決定。

■効能効果・用法用量

（２）．抗ウイルス薬は全てのＡ型インフルエンザウイルス感染症に必須
ではない。本剤の必要性を検討。
（３）．予防時は，ワクチンによる補完を考慮し，下記にのみ使用。
［１］．ワクチン入手が困難
［２］．ワクチン接種が禁忌
［３］．ワクチン接種後抗体を獲得するまでの期間
（４）．Ａ型以外のインフルエンザウイルス感染症には効果なし。
【用法用量】１．パーキンソン症候群
成人　初期量　１日１００ｍｇ　１日１～２回　分割　内服。
１週間後，維持量　１日２００ｍｇ　１日２回　分割　内服。
適宜増減，１日３００ｍｇ　１日３回まで。
２．脳梗塞後遺症
成人　１日１００～１５０ｍｇ　１日２～３回　分割　内服。
適宜増減。
３．Ａ型インフルエンザウイルス感染症
成人　１日１００ｍｇ　１日１～２回　分割　内服。
適宜増減。高齢者・腎障害　１日１００ｍｇまで。
注意
１．腎機能低下 血漿中濃度が高くなり，意識障害，精神症状，痙攣，ミ
オクロヌス等の副作用の可能性，投与間隔を延長する等慎重投与。
＜参考＞クレアチニンクリアランスと投与間隔の目安（外国）
（表開始）
クレアチニンクリアランス （ｍＬ／分／１．７３ｍ２） 投与間隔 （１００ｍｇ
／回）
＞７５ １２時間
３５～７５ １日
２５～３５ ２日
１５～２５ ３日
（表終了）
２．脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下の改善 投与期間は，効果・
副作用を考慮しながら慎重に決定し，投与１２週で効果なければ中止。
３．Ａ型インフルエンザウイルス感染症
（１）．発症後 速やかに投与を開始（発症後４８時間以降に開始しても十
分な効果なし）。耐性ウイルスの発現を防ぐため，必要最小限の期間
（最長でも１週間）の投与にとどめる。
（２）．ワクチンの入手が困難，ワクチン接種が禁忌 地域又は施設で流
行の徴候が出現後，投与を開始。流行の終息後は投与中止。
（３）．ワクチン接種後抗体を獲得するまでの期間 １０日以上とされる
が，抗体獲得後は投与中止。
（４）．小児の用法・用量は未確立，医師の判断で決定。

【禁忌】１．透析を要する重篤な腎障害。
２．妊婦・妊娠の可能性，授乳婦。
３．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．悪性症候群（高熱，意識障害，高度の筋硬直，不随意運動，ショック
症状等，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇，ミオグロビン尿を伴う
腎機能の低下）。
２．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
３．視力低下を伴うびまん性表在性角膜炎，角膜浮腫様症状。
４．心不全。
５．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ上昇等）。
６．腎障害。
７．意識障害（昏睡含む），精神症状（幻覚，妄想，せん妄，錯乱等），痙
攣，ミオクロヌス。
８．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇等），急性腎不全。

■禁忌

■副作用

トリヘキシフェニジル塩酸塩

塩酸トリヘキシフェニジル錠２ｍｇ「ＮＰ」 （２
ｍｇ１錠）

内 内服 流通

【YJコード】1169001F1156
【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】8.5円/1T
【薬価収載日】2005/07/15
【標榜薬効】パーキンソン症候群治療剤

【効能効果】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）
３．向精神薬投与によるパーキンソニズム・ジスキネジア（遅発性除く）・
アカシジア
注意
抗パーキンソン病薬はフェノチアジン系薬剤，レセルピン誘導体等によ
る口周部等の不随意運動（遅発性ジスキネジア）の軽減なし。場合によ
り，症状の増悪，顕性化あり。
【用法用量】向精神薬が原因 成人　１日２～１０ｍｇ（本剤　１～５錠）　１
日３～４回　分割　内服。
適宜増減。
その他 成人　第１日目１ｍｇ（本剤　０．５錠），第２日目２ｍｇ（本剤　１
錠），以後１日２ｍｇずつ増量し　維持量　１日６～１０ｍｇ（本剤　３～５
錠）　１日３～４回　分割　内服。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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【用法用量】向精神薬が原因 成人　１日２～１０ｍｇ（本剤　１～５錠）　１
日３～４回　分割　内服。
適宜増減。
その他 成人　第１日目１ｍｇ（本剤　０．５錠），第２日目２ｍｇ（本剤　１
錠），以後１日２ｍｇずつ増量し　維持量　１日６～１０ｍｇ（本剤　３～５
錠）　１日３～４回　分割　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．緑内障。
２．本剤の成分に過敏症の既往。
３．重症筋無力症。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．悪性症候群（発熱，無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻脈，血
圧の変動，発汗等，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇，ミオグロビ
ン尿を伴う腎機能の低下）。
２．精神錯乱，幻覚，せん妄。
３．閉塞隅角緑内障。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
精神神経系 興奮，神経過敏，気分高揚，多幸症，見当識障害，眠気，
運動失調，眩暈，頭痛，倦怠感
過敏症 発疹
（表終了）

■禁忌

■副作用

レボドパ・カルビドパ水和物

ドパコール配合錠Ｌ５０ （１錠）
内 内服 後発 流通

【YJコード】1169101F3033
【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】レボドパ・カルビドパ水和物
【メーカー】製)ダイト　販)日医工　販)扶桑薬品工業
【薬価】5.8円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】抗パーキンソン剤

【効能効果】パーキンソン病，パーキンソン症候群
【用法用量】レボドパ未服用 成人　１回１００～１２５ｍｇ（本剤　２錠）　１
日１００～３００ｍｇ（本剤　２～６錠）から開始　内服。
毎日又は隔日　１００～１２５ｍｇ（本剤　２錠）ずつ増量し　維持量　１回
２００～２５０ｍｇ（本剤　４～５錠）　１日３回。
適宜増減，１日１５００ｍｇ（本剤　３０錠）まで。
レボドパ既服用 成人　レボドパ単剤を服用後，最低８時間あけて　１日
維持量の約１／５量相当を初回量とし　１日３回　分割　内服。以後，適
宜増減し　維持量　１回２００～２５０ｍｇ（本剤　４～５錠）　１日３回。１日
１５００ｍｇ（本剤　３０錠）まで。

【禁忌】１．閉塞隅角緑内障。
２．本剤の成分に過敏症の既往。
３．非選択的ＭＡＯ阻害剤の投与患者。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．Ｓｙｎｄｒｏｍｅ　ｍａｌｉｎ（高熱，意識障害，高度の筋硬直，不随意運動，
ショック状態等）。
２．錯乱，幻覚，抑うつ。
３．胃潰瘍・十二指腸潰瘍の悪化。
４．溶血性貧血，血小板減少。
５．前兆のない突発的睡眠。
６．閉塞隅角緑内障（急激な眼圧上昇，霧視，眼痛，充血，頭痛，嘔気
等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
精神神経系 不随意運動，不安・焦燥感，歩行障害，興奮，見当識喪
失，振戦の増強，妄想，病的賭博，病的性欲亢進，ドパミン調節障害症
候群
血液 顆粒球減少，貧血
過敏症 発疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

レボドパ・ベンセラジド塩酸塩

マドパー配合錠 （１錠）
内 内服 流通

【YJコード】1169100F1079
【薬効分類】１．１．６　抗パーキンソン剤
【一般名】レボドパ・ベンセラジド塩酸塩
【メーカー】製)中外製薬　販)太陽ファルマ
【薬価】27.5円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】パーキンソニズム治療剤

【効能効果】パーキンソン病，パーキンソン症候群
【用法用量】レボドパ未服用 成人　初回　１日１～３錠　１日１～３回　分
割　食後　内服。２～３日ごと　１日１～２錠ずつ漸増し　維持量　１日３
～６錠。
レボドパ既服用 成人　初回　１日既投与量の約１／５相当（１錠中レボ
ドパ１００ｍｇ含有）に切りかえ　１日１～３回　分割　食後　内服。漸増又
は漸減し　維持量　１日３～６錠。
適宜増減。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．閉塞隅角緑内障。
３．非選択的ＭＡＯ阻害剤の投与患者。

【副作用】重大な副作用
１．悪性症候群（頻度不明）（高熱，意識障害，高度の筋硬直，不随意運
動，ショック状態等）。
２．幻覚，抑うつ（各０．１～５％未満），錯乱（０．１％未満）。
３．胃潰瘍・十二指腸潰瘍の悪化（０．１％未満）。
４．溶血性貧血，血小板減少（頻度不明）。
５．前兆のない突発的睡眠（頻度不明）。
６．閉塞隅角緑内障（頻度不明）（急激な眼圧上昇，霧視，眼痛，充血，
頭痛，嘔気等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上又は頻度不明※ ０．１～５％未満 ０．１％未満
精神神経系 不随意運動（顔面，頸部，口，四肢等） 焦燥感，精神高
揚，せん妄，不安
血液 白血球減少※
皮膚  発疹 蕁麻疹様湿疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１．１．７　精神神経用剤

アミトリプチリン塩酸塩

トリプタノール錠１０ （１０ｍｇ１錠）
内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】1179002F1068
【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】アミトリプチリン塩酸塩
【メーカー】製)日医工　販)ＭＳＤ
【薬価】9.6円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】三環系抗うつ剤

【効能効果】精神科のうつ病・うつ状態，夜尿症，末梢性神経障害性疼
痛
注意
１．２４歳以下では，自殺念慮，自殺企図のリスクが増加するとの報告
あり，リスクとベネフィットを考慮。
２．末梢性神経障害性疼痛への投与時は，自殺念慮，自殺企図，敵
意，攻撃性等の精神症状の発現リスクを考慮，投与の適否を慎重に判
断。
【用法用量】うつ病・うつ状態
成人　初期量　１日３０～７５ｍｇ　１日１５０ｍｇまで漸増　分割　内服。
まれに３００ｍｇまで。
適宜減量。
夜尿症
１日１０～３０ｍｇ　就寝前　内服。
適宜減量。
末梢性神経障害性疼痛
成人　初期量　１日１０ｍｇ　１日１５０ｍｇまで。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

■禁忌

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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【禁忌】１．緑内障。
２．三環系抗うつ剤に過敏症。
３．心筋梗塞の回復初期。
４．尿閉（前立腺疾患等）。
５．ＭＡＯ阻害剤（セレギリン塩酸塩，ラサギリンメシル酸塩）の投与中・
中止後２週間以内。

【副作用】重大な副作用
１．悪性症候群（頻度不明）（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻
脈，血圧の変動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上
昇，ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下），高熱の持続，意識障害，呼吸
困難，循環虚脱，脱水症状，急性腎障害，死亡。
２．セロトニン症候群（頻度不明）（不安，焦燥，せん妄，興奮，発熱，発
汗，頻脈，振戦，ミオクロヌス，反射亢進，下痢等）。
３．心筋梗塞（頻度不明）。
４．幻覚，せん妄，精神錯乱，痙攣（各頻度不明）。
５．顔・舌部の浮腫（０．１％未満）。
６．重篤な血液障害（無顆粒球症，骨髄抑制（各頻度不明））。
７．麻痺性イレウス（頻度不明），腸管麻痺（食欲不振，悪心・嘔吐，著し
い便秘，腹部の膨満，弛緩，腸内容物のうっ滞等）。
８．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（頻度不明）（低ナトリウム血症，
低浸透圧血症，尿中ナトリウム排泄量の増加，高張尿，痙攣，意識障
害等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上※又は頻度不明 ０．１～５％未満 ０．１％未満
循環器 血圧上昇，動悸，不整脈，心発作，心ブロック 血圧低下，頻脈
精神神経系 眠気※，不眠，不安，口周部等の不随意運動 振戦等の
パーキンソン症状，運動失調，四肢の知覚異常，焦燥 構音障害
過敏症  発疹 蕁麻疹
血液 白血球減少
肝臓 肝機能障害，ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇  黄疸
消化器 口渇※ 悪心・嘔吐，食欲不振，下痢，便秘 味覚異常
泌尿器 尿閉 排尿困難
その他 体重増加 ふらつき，頭痛，眩暈，倦怠感，発汗，視調節障害 眼
内圧亢進
（表終了）

■禁忌

■副作用

エチゾラム

エチゾラム錠０．５ｍｇ「トーワ」 （０．５ｍｇ１
錠）

内 内服 後発 流通
精３ ハイリスク

【YJコード】1179025F1301
【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】エチゾラム
【先発品】デパス錠０．５ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】6.3円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神安定剤

【効能効果】１．神経症の不安・緊張・抑うつ・神経衰弱症状・睡眠障害
２．うつ病の不安・緊張・睡眠障害
３．心身症（高血圧症，胃・十二指腸潰瘍）の身体症候・不安・緊張・抑う
つ・睡眠障害
４．統合失調症の睡眠障害
５．下記の不安・緊張・抑うつ・筋緊張
頸椎症，腰痛症，筋収縮性頭痛
【用法用量】神経症，うつ病
成人　１日３ｍｇ　１日３回　分割　内服。
心身症，頸椎症，腰痛症，筋収縮性頭痛
成人　１日１．５ｍｇ　１日３回　分割　内服。
睡眠障害
成人　１日１～３ｍｇ　１日１回　就寝前　内服。
いずれも適宜増減，高齢者　１日１．５ｍｇまで。

【禁忌】１．急性狭隅角緑内障。
２．重症筋無力症。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．依存性（薬物依存），離脱症状（痙攣発作，せん妄，振戦，不眠，不
安，幻覚，妄想等）。
２．呼吸抑制，炭酸ガスナルコーシス。
３．悪性症候群（発熱，強度の筋強剛，嚥下困難，頻脈，血圧の変動，
発汗，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇等，ミオグロビン尿を伴う
腎機能の低下）。
４．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，血清ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミ
オグロビン上昇）。
５．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，肺音の異常（捻髪音）等）。
６．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ，ＬＤＨ，Ａｌ－Ｐ，
ビリルビン上昇等），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹，掻痒感，紅斑
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

腎機能の低下）。
４．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，血清ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミ
オグロビン上昇）。
５．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，肺音の異常（捻髪音）等）。
６．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ，ＬＤＨ，Ａｌ－Ｐ，
ビリルビン上昇等），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹，掻痒感，紅斑
（表終了）

クロチアゼパム

リーゼ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
内 内服 流通
精３ ハイリスク

【YJコード】1179012F1118
【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】クロチアゼパム
【メーカー】製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】6.3円/1T
【薬価収載日】1998/07/10
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】心身安定剤

【効能効果】１．心身症（消化器疾患，循環器疾患）の身体症候・不安・
緊張・心気・抑うつ・睡眠障害
２．下記の眩暈・肩こり・食欲不振
自律神経失調症
３．麻酔前投薬
【用法用量】成人　１日１５～３０ｍｇ　１日３回　分割　内服。
麻酔前投薬 １０～１５ｍｇ　就寝前又は術前　内服。

【禁忌】１．急性狭隅角緑内障。
２．重症筋無力症。

【副作用】重大な副作用
１．依存性（薬物依存（０．１％未満）），離脱症状（０．１～５％未満）（痙
攣発作（０．１％未満），せん妄，振戦，不眠，不安，幻覚，妄想等）。
２．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ，ＬＤＨ，Ａｌ－Ｐ，
ビリルビン上昇等），黄疸（各頻度不明）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

クロミプラミン塩酸塩

アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ （２５ｍｇ
１管）

内 注射 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】1174401A1038
【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】クロミプラミン塩酸塩
【メーカー】製)アルフレッサファーマ
【薬価】223円/1A
【薬価収載日】2008/06/20
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】うつ病・うつ状態治療剤

【効能効果】精神科のうつ病・うつ状態
注意
２４歳以下では，自殺念慮，自殺企図のリスクが増加するとの報告あ
り，リスクとベネフィットを考慮。
【用法用量】成人　１回１アンプル　１日１回　２～３時間かけ　点滴静注
（生食又は５ｗ／ｖ％ブドウ糖液２５０～５００ｍＬに１アンプルを加える）。
以後漸増し，１回３アンプルまで。
１週間以内に効果の発現をみるが，症状の改善があれば徐々に内服に
切りかえる。

【禁忌】１．緑内障。
２．本剤の成分・三環系抗うつ剤に過敏症の既往。
３．心筋梗塞の回復初期。
４．尿閉（前立腺疾患等）。
５．ＭＡＯ阻害剤（セレギリン）投与中・中止後２週間以内。
６．ＱＴ延長症候群。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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トリプタノール錠１０ アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ



【副作用】重大な副作用
１．ショック（頻度不明）。
２．悪性症候群（頻度不明）（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻
脈，血圧の変動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上
昇，ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下），高熱の持続，意識障害，呼吸
困難，循環虚脱，脱水症状，急性腎不全，死亡。
３．セロトニン症候群（頻度不明）（不安，焦燥，せん妄，興奮，発熱，発
汗，頻脈，振戦，ミオクロヌス，反射亢進，下痢等）。
４．てんかん発作（頻度不明）。
５．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇），急性腎不全。
６．無顆粒球症（発熱，咽頭痛，インフルエンザ様症状等），汎血球減少
（頻度不明）。
７．麻痺性イレウス（頻度不明），腸管麻痺（食欲不振，悪心・嘔吐，著し
い便秘，腹部の膨満，弛緩，腸内容物のうっ滞等）。
８．間質性肺炎，好酸球性肺炎（頻度不明）（発熱，咳嗽，呼吸困難，肺
音の異常（捻髪音）等）。
９．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（頻度不明）（低ナトリウム血症，
低浸透圧血症，尿中ナトリウム排泄量の増加，高張尿，痙攣，意識障
害等）。
１０．ＱＴ延長，心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む），心室細動（頻
度不明）。
１１．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄
疸（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上又は頻度不明 ０．１～５％未満 ０．１％未満
精神神経系 眠気，知覚異常，幻覚，せん妄，精神錯乱，攻撃的反応，
激越，悪夢，抑うつ悪化，記憶障害，離人症，ミオクロヌス，意識障害
パーキンソン症状・振戦・アカシジア等の錐体外路障害，躁状態，不眠，
あくび，性機能障害 言語障害，不安，集中力欠如，運動失調
皮膚 光線過敏症，脱毛
過敏症  発疹，掻痒感
血液 白血球減少，血小板減少，紫斑，点状出血，好酸球増多
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇
その他 血栓性静脈炎（静注）
（表終了）

■副作用

クロルプロマジン塩酸塩

コントミン筋注２５ｍｇ （０．５％５ｍＬ１管）
内 注射 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】1171400A2054
【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】クロルプロマジン塩酸塩
【メーカー】製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】92円/1A
【薬価収載日】2002/07/05
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神神経安定剤

【効能効果】統合失調症，躁病，神経症の不安・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
【用法用量】成人　１回１０～５０ｍｇ　緩徐に筋注。
適宜増減。

【禁忌】１．昏睡状態，循環虚脱状態。
２．バルビツール酸誘導体・麻酔剤等の中枢神経抑制剤の強い影響下
にある患者。
３．アドレナリンの投与患者（アナフィラキシー救急治療時除く）。
４．フェノチアジン系化合物・その類似化合物に過敏症。
原則禁忌
皮質下部の脳障害（脳炎，脳腫瘍，頭部外傷後遺症等）の疑い。

【副作用】重大な副作用
１．悪性症候群（頻度不明）（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻
脈，血圧の変動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上
昇，ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下），高熱の持続，意識障害，呼吸
困難，循環虚脱，脱水症状，急性腎障害，死亡。
２．突然死，心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む）（各頻度不明），
血圧降下，心電図異常（ＱＴ間隔の延長，Ｔ波の平低化・逆転，二峰性Ｔ
波・Ｕ波の出現等）。
３．再生不良性貧血，溶血性貧血，無顆粒球症，白血球減少（各頻度不
明）。
４．麻痺性イレウス（０．１％未満），腸管麻痺（食欲不振，悪心・嘔吐，
著しい便秘，腹部の膨満，弛緩，腸内容物のうっ滞等）。
５．遅発性ジスキネジア（０．１～５％未満），遅発性ジストニア（頻度不
明）等の不随意運動。
６．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（０．１％未満）（低ナトリウム血
症，低浸透圧血症，尿中ナトリウム排泄量の増加，高張尿，痙攣，意識
障害等）。
７．眼障害（頻度不明）（角膜・水晶体の混濁，網膜・角膜の色素沈着）。
８．ＳＬＥ様症状（頻度不明）。
９．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄疸
（各頻度不明）。
１０．横紋筋融解症（頻度不明）（ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグロビ
ン上昇等）。
１１．肺塞栓症，深部静脈血栓症（各頻度不明）等の血栓塞栓症（息切
れ，胸痛，四肢の疼痛，浮腫等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上又は頻度不明
血液 白血球減少症，顆粒球減少症，血小板減少性紫斑病
過敏症 過敏症状，光線過敏症
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

症，低浸透圧血症，尿中ナトリウム排泄量の増加，高張尿，痙攣，意識
障害等）。
７．眼障害（頻度不明）（角膜・水晶体の混濁，網膜・角膜の色素沈着）。
８．ＳＬＥ様症状（頻度不明）。
９．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄疸
（各頻度不明）。
１０．横紋筋融解症（頻度不明）（ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグロビ
ン上昇等）。
１１．肺塞栓症，深部静脈血栓症（各頻度不明）等の血栓塞栓症（息切
れ，胸痛，四肢の疼痛，浮腫等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上又は頻度不明
血液 白血球減少症，顆粒球減少症，血小板減少性紫斑病
過敏症 過敏症状，光線過敏症
（表終了）

クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩

ウインタミン細粒（１０％） （１０％１ｇ）
内 内服 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】1171005C1024
【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩
【メーカー】製)塩野義製薬　販)共和薬品工業
【薬価】6.4円/1g
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神神経用剤

【効能効果】統合失調症，躁病，神経症の不安・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
【用法用量】成人　１日クロルプロマジン塩酸塩３０～１００ｍｇ　分割　内
服。
精神科　１日クロルプロマジン塩酸塩５０～４５０ｍｇ　分割　内服。
適宜増減。
参考
小児　１回０．５～１ｍｇ／ｋｇ　１日３～４回　適宜増減。
生後６ヵ月未満の乳児への使用は避ける。

【禁忌】１．昏睡状態，循環虚脱状態。
２．バルビツール酸誘導体・麻酔剤等の中枢神経抑制剤の強い影響下
にある患者。
３．アドレナリンの投与患者（アナフィラキシー救急治療時除く）。
４．フェノチアジン系化合物・その類似化合物に過敏症。
原則禁忌
皮質下部の脳障害（脳炎，脳腫瘍，頭部外傷後遺症等）の疑い。

【副作用】重大な副作用
１．悪性症候群（頻度不明）（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻
脈，血圧の変動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上
昇，ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下），高熱の持続，意識障害，呼吸
困難，循環虚脱，脱水症状，急性腎障害，死亡。
２．突然死，心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む）（頻度不明），血
圧降下，心電図異常（ＱＴ間隔の延長，Ｔ波の平低化・逆転，二峰性Ｔ
波・Ｕ波の出現等）。
３．再生不良性貧血，溶血性貧血，無顆粒球症，白血球減少（頻度不
明）。
４．麻痺性イレウス（０．１％未満），腸管麻痺（食欲不振，悪心・嘔吐，
著しい便秘，腹部の膨満，弛緩，腸内容物のうっ滞等）。
５．遅発性ジスキネジア（０．１～５％未満），遅発性ジストニア（頻度不
明）等の不随意運動。
６．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（０．１％未満）（低ナトリウム血
症，低浸透圧血症，尿中ナトリウム排泄量の増加，高張尿，痙攣，意識
障害等）。
７．眼障害（頻度不明）（角膜・水晶体の混濁，網膜・角膜の色素沈着）。
８．ＳＬＥ様症状（頻度不明）。
９．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄疸
（頻度不明）。
１０．横紋筋融解症（頻度不明）（ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグロビ
ン上昇等）。
１１．肺塞栓症，深部静脈血栓症（頻度不明）等の血栓塞栓症（息切れ，
胸痛，四肢の疼痛，浮腫等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上又は頻度不明
過敏症 過敏症状，光線過敏症
血液 白血球減少症，顆粒球減少症，血小板減少性紫斑病
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ ウインタミン細粒（１０％）



セルトラリン塩酸塩

セルトラリンＯＤ錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ
１錠）

内 内服 後発 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】1179046F4043
【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】セルトラリン塩酸塩
【先発品】ジェイゾロフトＯＤ錠２５ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】29.9円/1T
【薬価収載日】2016/06/17
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

【効能効果】うつ病・うつ状態，パニック障害，外傷後ストレス障害
注意
１．２４歳以下では，自殺念慮，自殺企図のリスクが増加するとの報告
あり，リスクとベネフィットを考慮。
２．６～１７歳の大うつ病性障害のプラセボ対照臨床試験で有効性は未
確認との報告あり（外国）。１８歳未満の大うつ病性障害に投与時は適
応を検討。
３．外傷後ストレス障害の診断は，ＤＳＭ等の診断基準により実施し，基
準を満たす時にのみ投与。
【用法用量】成人　初期量　１日２５ｍｇ　１日１回　内服。１日１００ｍｇま
で漸増。
適宜増減，１日１００ｍｇまで。
注意
１．投与量は必要最小限に調節。
２．外傷後ストレス障害 漫然投与しないよう，定期的に投与継続の要否
を検討。
３．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．ＭＡＯ阻害剤の投与中・中止後１４日間以内。
３．ピモジドの投与患者。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．セロトニン症候群（不安，焦燥，興奮，錯乱，発汗，下痢，発熱，高血
圧，固縮，頻脈，ミオクロヌス，自律神経不安定等）。
２．悪性症候群（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻脈，血圧の変
動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇，ミオグロビ
ン尿を伴う腎機能の低下）。
３．痙攣，昏睡。
４．肝機能障害（肝不全，肝炎，黄疸）。
５．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（低ナトリウム血症，低浸透圧血
症，尿中ナトリウム排泄量の増加，高張尿，痙攣，意識障害等）。
６．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
７．アナフィラキシー（呼吸困難，喘鳴，血管浮腫等）。
８．ＱＴ延長，心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
精神系 睡眠障害（不眠等），錯乱状態，悪夢，易刺激性，易興奮性，う
つ病，躁病，精神症，多幸症，リビドー減退，記憶障害，注意力障害，
攻撃的反応，不安，焦燥，興奮，幻覚
神経系 傾眠，頭痛，浮動性眩暈，振戦，感覚減退，起立性眩暈，味覚
異常，頭部不快感，運動障害（アカシジア，錐体外路症状，運動過多，
歯ぎしり，歩行異常等），錯感覚，不随意性筋収縮，ジスキネジー，ジス
トニー，片頭痛，失神
感覚器 調節障害，視覚異常（霧視，羞明，視力低下等），耳鳴，耳閉
感，回転性眩暈，散瞳
循環器 動悸，起立性低血圧，血圧低下，血圧上昇，頻脈
肝臓 ＡＬＴ（ＧＰＴ）増加，ＡＳＴ（ＧＯＴ）増加，γ－ＧＴＰ増加，ＬＤＨ増加，
Ａｌ－Ｐ増加，総ビリルビン増加，直接ビリルビン増加
血液 白血球数増加・減少，単球増加，血小板数減少，出血傾向（鼻出
血，胃腸出血，血尿等），血小板機能異常，紫斑，斑状出血，皮下出血
消化器系 悪心・嘔吐，口内乾燥，下痢・軟便，便秘，腹部不快感，腹
痛，腹部膨満，消化不良，食欲不振，胃腸障害，食欲亢進，膵炎
過敏症 発疹，蕁麻疹，掻痒症，顔面浮腫，眼窩周囲浮腫，光線過敏性
反応
泌尿器・生殖器 排尿困難，尿閉，頻尿，性機能障害（射精遅延，持続
勃起症等），月経障害，尿失禁・夜尿，乳汁漏出症，女性化乳房
筋・骨格系 背部痛，関節痛，筋緊張異常（筋硬直，筋緊張亢進，筋痙
攣等），開口障害
代謝・内分泌 総蛋白減少，総コレステロール増加，尿糖，尿蛋白，甲状
腺機能低下症，低ナトリウム血症，高プロラクチン血症，血糖異常
その他 倦怠感，多汗（発汗，寝汗等），無力症，熱感，異常感，胸痛，
胸部圧迫感，疲労，発熱，ほてり，悪寒，体重減少，体重増加，末梢性
浮腫，あくび，脱毛症，気管支痙攣
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

胸部圧迫感，疲労，発熱，ほてり，悪寒，体重減少，体重増加，末梢性
浮腫，あくび，脱毛症，気管支痙攣
（表終了）

デュロキセチン塩酸塩

サインバルタカプセル２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプ
セル）

内 内服 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】1179052M1022
【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】デュロキセチン塩酸塩
【メーカー】製)塩野義製薬　販)日本イーライリリー
【薬価】148.5円/1C
【薬価収載日】2010/04/16
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】１．うつ病・うつ状態
２．下記に伴う疼痛
糖尿病性神経障害
線維筋痛症
慢性腰痛症
変形性関節症
注意
１．２４歳以下では，自殺念慮，自殺企図のリスクが増加するとの報告
あり，リスクとベネフィットを考慮。
２．７～１７歳の大うつ病性障害のプラセボ対照臨床試験で有効性は未
確認との報告あり（外国）。１８歳未満の大うつ病性障害に投与時は適
応を検討。
３．線維筋痛症の診断は，米国リウマチ学会の分類（診断）基準等の国
際的な基準により実施し，確定診断された場合にのみ投与。
４．慢性腰痛症・変形性関節症に伴う疼痛に使用時，最新の診断基準
を参考に慢性腰痛症・変形性関節症と診断された患者にのみ，投与を
考慮。
５．変形性関節症に伴う疼痛に使用時，３ヵ月以上疼痛を有する患者に
のみ，投与を考慮。
６．疼痛への投与時は，自殺念慮，自殺企図，敵意，攻撃性等の精神
症状の発現リスクを考慮，投与の適否を慎重に判断。
【用法用量】１．うつ病・うつ状態，糖尿病性神経障害に伴う疼痛
成人　１回４０ｍｇ　１日１回　朝食後　内服。
１日２０ｍｇから開始。１週間以上あけて　１日量　２０ｍｇずつ増量。
効果不十分時　１日６０ｍｇまで。
２．線維筋痛症・慢性腰痛症に伴う疼痛，変形性関節症に伴う疼痛
成人　１回６０ｍｇ　１日１回　朝食後　内服。
１日２０ｍｇから開始。１週間以上あけて　１日量　２０ｍｇずつ増量。
注意
うつ病・うつ状態，糖尿病性神経障害に伴う疼痛に使用時，投与量は必
要最小限に調節。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．ＭＡＯ阻害剤（セレギリン塩酸塩，ラサギリンメシル酸塩）の投与中・
中止後２週間以内。
３．高度の肝障害。
４．高度の腎障害。
５．コントロール不良の閉塞隅角緑内障。

【副作用】重大な副作用
１．セロトニン症候群（頻度不明）（不安，焦燥，興奮，錯乱，発汗，下
痢，発熱，高血圧，固縮，頻脈，ミオクローヌス，自律神経不安定等）。
２．悪性症候群（頻度不明）（発熱，無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困
難，頻脈，血圧の変動，発汗，白血球数増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）上昇），ミ
オグロビン尿を伴う腎機能の低下，急性腎障害。
３．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（頻度不明）（低ナトリウム血症，
低浸透圧血症，尿中ナトリウム排泄量の増加，高張尿，痙攣，意識障
害等）。
４．痙攣（０．１％未満），幻覚（頻度不明）。
５．肝機能障害（０．１％未満）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ，
総ビリルビン等の上昇），肝炎（頻度不明），黄疸（頻度不明）。
６．皮膚粘膜眼症候群（頻度不明）。
７．アナフィラキシー反応（頻度不明）（呼吸困難，痙攣，血管浮腫，蕁麻
疹等）。
８．高血圧クリーゼ（頻度不明）。
９．尿閉（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 １～５％未満 １％未満 頻度不明
過敏症   発疹，掻痒，蕁麻疹 接触性皮膚炎，光線過敏反応，血管浮
腫，皮膚血管炎
全身症状 倦怠感  ほてり，発熱，悪寒，脱水，脱力感
精神神経系 傾眠，頭痛，眩暈 不眠，立ちくらみ，しびれ感，振戦，浮遊
感 あくび，焦燥感，気分高揚，注意力障害，錐体外路症状，不安，異常
夢（悪夢含む），頭がボーッとする，性欲減退，躁病反応，錯感覚，無感
情，味覚異常 激越，オーガズム異常，嗜眠，睡眠障害，歯軋り，失見当
識，攻撃性，怒り，歩行障害，開口障害，下肢静止不能症候群
消化器 悪心，食欲減退，口渇，便秘，下痢 腹部痛，嘔吐，腹部膨満
感，腹部不快感，消化不良，胃炎 口内炎，歯痛，胃腸炎，咽頭不快感
咽頭炎，咽喉緊張，口臭，嚥下障害，顕微鏡的大腸炎
感覚器  耳鳴 視調節障害，眼乾燥，霧視，耳痛 散瞳，緑内障
循環器  動悸，頻脈，血圧上昇 起立性低血圧，上室性不整脈，失神
肝臓  ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，γ－ＧＴＰ上昇，総ビリルビ
ン上昇，Ａｌ－Ｐ上昇，ＬＤＨ上昇
血液   ヘモグロビン減少，赤血球減少，ヘマトクリット減少，鼻出血 異
常出血（斑状出血，胃腸出血等），白血球減少
筋・骨格系   背部痛，関節痛，筋痛，肩こり，筋痙攣 筋緊張
泌尿器・生殖器  排尿困難 性機能異常（月経異常，射精障害，勃起障
害等），排尿障害，血中クレアチニン上昇，ＢＵＮ上昇，頻尿，尿中アル
ブミン／クレアチニン比上昇，尿流量減少 多尿，閉経期症状，精巣痛
代謝・内分泌  高血糖，トリグリセリド上昇，総コレステロール上昇，尿中
蛋白陽性 血中カリウム減少 甲状腺機能低下，低ナトリウム血症，乳汁
漏出症，高プロラクチン血症，血中カリウム上昇
その他  発汗，体重減少，体重増加，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇 浮腫，冷感，熱
感，呼吸苦，胸痛，冷汗，咳嗽
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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全身症状 倦怠感  ほてり，発熱，悪寒，脱水，脱力感
精神神経系 傾眠，頭痛，眩暈 不眠，立ちくらみ，しびれ感，振戦，浮遊
感 あくび，焦燥感，気分高揚，注意力障害，錐体外路症状，不安，異常
夢（悪夢含む），頭がボーッとする，性欲減退，躁病反応，錯感覚，無感
情，味覚異常 激越，オーガズム異常，嗜眠，睡眠障害，歯軋り，失見当
識，攻撃性，怒り，歩行障害，開口障害，下肢静止不能症候群
消化器 悪心，食欲減退，口渇，便秘，下痢 腹部痛，嘔吐，腹部膨満
感，腹部不快感，消化不良，胃炎 口内炎，歯痛，胃腸炎，咽頭不快感
咽頭炎，咽喉緊張，口臭，嚥下障害，顕微鏡的大腸炎
感覚器  耳鳴 視調節障害，眼乾燥，霧視，耳痛 散瞳，緑内障
循環器  動悸，頻脈，血圧上昇 起立性低血圧，上室性不整脈，失神
肝臓  ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，γ－ＧＴＰ上昇，総ビリルビ
ン上昇，Ａｌ－Ｐ上昇，ＬＤＨ上昇
血液   ヘモグロビン減少，赤血球減少，ヘマトクリット減少，鼻出血 異
常出血（斑状出血，胃腸出血等），白血球減少
筋・骨格系   背部痛，関節痛，筋痛，肩こり，筋痙攣 筋緊張
泌尿器・生殖器  排尿困難 性機能異常（月経異常，射精障害，勃起障
害等），排尿障害，血中クレアチニン上昇，ＢＵＮ上昇，頻尿，尿中アル
ブミン／クレアチニン比上昇，尿流量減少 多尿，閉経期症状，精巣痛
代謝・内分泌  高血糖，トリグリセリド上昇，総コレステロール上昇，尿中
蛋白陽性 血中カリウム減少 甲状腺機能低下，低ナトリウム血症，乳汁
漏出症，高プロラクチン血症，血中カリウム上昇
その他  発汗，体重減少，体重増加，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇 浮腫，冷感，熱
感，呼吸苦，胸痛，冷汗，咳嗽
（表終了）

パロキセチン塩酸塩水和物

パロキセチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 （１０ｍｇ
１錠）

内 内服 後発 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】1179041F4024
【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】パロキセチン塩酸塩水和物
【メーカー】製)東和薬品　販)和薬
【薬価】30.2円/1T
【薬価収載日】2012/06/22
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】選択的セロトニン再取り込み阻害剤

【効能効果】うつ病・うつ状態，パニック障害，強迫性障害，社会不安障
害，外傷後ストレス障害
注意
１．２４歳以下では，自殺念慮，自殺企図のリスクが増加するとの報告
あり，リスクとベネフィットを考慮。
２．社会不安障害・外傷後ストレス障害の診断は，ＤＳＭ等の診断基準
により実施し，基準を満たす時にのみ投与。
【用法用量】うつ病・うつ状態
成人　１回２０～４０ｍｇ　１日１回　夕食後　内服。１回１０～２０ｍｇから
開始　１週ごと　１日１０ｍｇずつ増量。
適宜増減，１日４０ｍｇまで。
パニック障害
成人　１回３０ｍｇ　１日１回　夕食後　内服。１回１０ｍｇから開始　１週ご
と　１日１０ｍｇずつ増量。
適宜増減，１日３０ｍｇまで。
強迫性障害
成人　１回４０ｍｇ　１日１回　夕食後　内服。１回２０ｍｇから開始　１週ご
と　１日１０ｍｇずつ増量。
適宜増減，１日５０ｍｇまで。
社会不安障害
成人　１回２０ｍｇ　１日１回　夕食後　内服。１回１０ｍｇから開始　１週ご
と　１日１０ｍｇずつ増量。
適宜増減，１日４０ｍｇまで。
外傷後ストレス障害
成人　１回２０ｍｇ　１日１回　夕食後　内服。１回１０～２０ｍｇから開始
１週ごと　１日１０ｍｇずつ増量。
適宜増減，１日４０ｍｇまで。
注意
１．投与量は必要最小限に調節。肝障害及び高度の腎障害では血中濃
度上昇の可能性。
２．外傷後ストレス障害 漫然投与しないよう，定期的に投与継続の要否
を検討。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．ＭＡＯ阻害剤の投与中・中止後２週間以内。
３．ピモジドの投与患者。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．セロトニン症候群（不安，焦燥，興奮，錯乱，幻覚，反射亢進，ミオク
ロヌス，発汗，戦慄，頻脈，振戦等）。
２．悪性症候群（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻脈，血圧の変
動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇，ミオグロビ
ン尿を伴う腎機能の低下）。
３．錯乱，幻覚，せん妄，痙攣。
４．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，多形紅斑。
５．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（低ナトリウム血症，痙攣等）。
６．重篤な肝機能障害（肝不全，肝壊死，肝炎，黄疸等）。
７．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇等），急性腎不全。
８．汎血球減少，無顆粒球症，白血球減少，血小板減少。
９．アナフィラキシー（発疹，血管浮腫，呼吸困難等）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ロヌス，発汗，戦慄，頻脈，振戦等）。
２．悪性症候群（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻脈，血圧の変
動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇，ミオグロビ
ン尿を伴う腎機能の低下）。
３．錯乱，幻覚，せん妄，痙攣。
４．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，多形紅斑。
５．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（低ナトリウム血症，痙攣等）。
６．重篤な肝機能障害（肝不全，肝壊死，肝炎，黄疸等）。
７．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇等），急性腎不全。
８．汎血球減少，無顆粒球症，白血球減少，血小板減少。
９．アナフィラキシー（発疹，血管浮腫，呼吸困難等）。

ハロペリドール

セレネース注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管）
内 注射 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】1179404A1070
【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】ハロペリドール
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】89円/1A
【薬価収載日】2003/07/04
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

【効能効果】統合失調症，躁病
【用法用量】急激な精神運動興奮等の緊急時
成人　１回５ｍｇ（本剤　１ｍＬ）　１日１～２回　筋注・静注。
適宜増減。
注意
増量は慎重に行う（急激な増量により悪性症候群の可能性）。

【禁忌】１．昏睡状態。
２．バルビツール酸誘導体等の中枢神経抑制剤の強い影響下にある患
者。
３．重症の心不全。
４．パーキンソン病。
５．本剤の成分・ブチロフェノン系化合物に過敏症。
６．アドレナリンの投与患者（アナフィラキシー救急治療時除く）。
７．妊婦・妊娠の可能性。

【副作用】重大な副作用
１．悪性症候群（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻脈，血圧の変
動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇，ミオグロビ
ン尿を伴う腎機能の低下，筋強剛を伴う嚥下困難から嚥下性肺炎），高
熱の持続，意識障害，呼吸困難，循環虚脱，脱水症状，急性腎障害，
死亡。
２．心室細動，心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む），ＱＴ延長等，
心停止。
３．麻痺性イレウス，腸管麻痺（食欲不振，悪心・嘔吐，著しい便秘，腹
部の膨満，弛緩，腸内容物のうっ滞等）。
４．遅発性ジスキネジア（口周部の不随意運動，四肢の不随意運動
等）。
５．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（低ナトリウム血症，低浸透圧血
症，尿中ナトリウム排泄量の増加，高張尿，痙攣，意識障害等）。
６．無顆粒球症，白血球減少（発熱，咽頭痛，全身倦怠等），血小板減
少（皮下・粘膜下出血等）。
７．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇等），急性腎障害。
８．肺塞栓症，深部静脈血栓症等の血栓塞栓症（息切れ，胸痛，四肢の
疼痛，浮腫等）。
９．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ，Ａｌ－Ｐ，ビリル
ビン等の上昇），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％未満 頻度不明
循環器 血圧降下 心電図異常（ＱＴ間隔の延長，Ｔ波の変化等），頻脈，
起立性低血圧
肝臓  肝機能異常
過敏症  発疹，蕁麻疹，掻痒感，光線過敏症
呼吸器  喉頭攣縮，呼吸困難
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ハロペリドール錠１ｍｇ「ＪＧ」 （１ｍｇ１錠）
内 内服 後発 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】1179020F2119
【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】ハロペリドール
【先発品】セレネース錠１ｍｇ
【メーカー】製)長生堂製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】6円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】ハロペリドール
【先発品】セレネース錠１ｍｇ
【メーカー】製)長生堂製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】6円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

【効能効果】統合失調症，躁病
【用法用量】成人　１日０．７５～２．２５ｍｇから開始　内服。
漸増し　維持量　１日３～６ｍｇ。適宜増減。
注意
増量は慎重に行う（急激な増量により悪性症候群の可能性）。

【禁忌】１．昏睡状態。
２．バルビツール酸誘導体等の中枢神経抑制剤の強い影響下にある患
者。
３．重症の心不全。
４．パーキンソン病。
５．本剤の成分・ブチロフェノン系化合物に過敏症。
６．アドレナリンの投与患者（アナフィラキシー救急治療時除く）。
７．妊婦・妊娠の可能性。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．悪性症候群（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻脈，血圧の変
動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇，ミオグロビ
ン尿を伴う腎機能の低下，筋強剛を伴う嚥下困難から嚥下性肺炎），高
熱の持続，意識障害，呼吸困難，循環虚脱，脱水症状，急性腎障害，
死亡。
２．心室細動，心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む），ＱＴ延長。
３．麻痺性イレウス，腸管麻痺（食欲不振，悪心・嘔吐，著しい便秘，腹
部の膨満，弛緩，腸内容物のうっ滞等）。
４．遅発性ジスキネジア（口周部の不随意運動，四肢の不随意運動
等）。
５．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（低ナトリウム血症，低浸透圧血
症，尿中ナトリウム排泄量の増加，高張尿，痙攣，意識障害等）。
６．無顆粒球症，白血球減少（発熱，咽頭痛，全身倦怠等），血小板減
少（皮下・粘膜下出血等）。
７．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇等），急性腎障害。
８．肺塞栓症，深部静脈血栓症等の血栓塞栓症（息切れ，胸痛，四肢の
疼痛，浮腫等）。
９．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ，Ａｌ－Ｐ，ビリル
ビン等の上昇），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
循環器 血圧降下，起立性低血圧，心電図異常（ＱＴ間隔の延長，Ｔ波の
変化等），頻脈
肝臓 肝機能異常
過敏症 発疹，蕁麻疹，掻痒感，光線過敏症
呼吸器 呼吸困難，喉頭攣縮
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ヒドロキシジンパモ酸塩

アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１
カプセル）

内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】1179019M1046
【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】ヒドロキシジンパモ酸塩
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】5.8円/1C
【薬価収載日】2006/06/09
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗アレルギー性緩和精神安定剤

【効能効果】蕁麻疹，皮膚疾患に伴う掻痒（湿疹・皮膚炎，皮膚掻痒症）
神経症の不安・緊張・抑うつ
【用法用量】皮膚科
成人　１日ヒドロキシジン塩酸塩５０～７５ｍｇ　１日２～３回　分割　内
服。
神経症の不安・緊張・抑うつ
成人　１日ヒドロキシジン塩酸塩７５～１５０ｍｇ　１日３～４回　分割　内
服。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

【禁忌】１．本剤の成分・セチリジン・ピペラジン誘導体・アミノフィリン・エ
チレンジアミンに過敏症の既往。
２．ポルフィリン症。
３．妊婦・妊娠の可能性。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（蕁麻疹，胸部不快感，喉頭浮
腫，呼吸困難，顔面蒼白，血圧低下等）。
２．ＱＴ延長，心室頻拍（頻度不明）（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む）。
３．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄疸
（頻度不明）。
４．急性汎発性発疹性膿疱症（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 １％以上 １％未満 頻度不明
精神神経系 眠気，倦怠感 眩暈 不安，不随意運動，振戦，痙攣，頭
痛，幻覚，興奮，錯乱，不眠，傾眠
消化器  口渇，食欲不振，胃部不快感，嘔気・嘔吐 便秘
循環器   血圧降下
過敏症  発疹 紅斑，多形滲出性紅斑，浮腫性紅斑，紅皮症，掻痒，蕁
麻疹
その他   霧視，尿閉，発熱
（表終了）

■禁忌

■副作用

プロクロルペラジンマレイン酸塩

ノバミン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】1172010F1037
【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】プロクロルペラジンマレイン酸塩
【メーカー】製)共和薬品工業　販)塩野義製薬
【薬価】9.6円/1T
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神神経用剤

【効能効果】統合失調症，術前・術後等の悪心・嘔吐
【用法用量】成人　１日５～２０ｍｇ　分割　内服。
精神科　成人　１日１５～４５ｍｇ　分割　内服。
適宜増減。
参考
幼・小児　１回２．５ｍｇ　１日１～３回　内服。
体重１５ｋｇ以下の幼・小児　１日７．５ｍｇまで。
生後６ヵ月未満の乳児の使用は避ける。

【禁忌】１．昏睡状態，循環虚脱状態。
２．バルビツール酸誘導体・麻酔剤等の中枢神経抑制剤の強い影響下
にある患者。
３．アドレナリンの投与患者（アナフィラキシー救急治療時除く）。
４．フェノチアジン系化合物・その類似化合物に過敏症。
原則禁忌
皮質下部の脳障害（脳炎，脳腫瘍，頭部外傷後遺症等）の疑い。

【副作用】重大な副作用
１．悪性症候群（頻度不明）（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻
脈，血圧の変動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上
昇，ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下），高熱の持続，意識障害，呼吸
困難，循環虚脱，脱水症状，急性腎障害，死亡。
２．突然死（頻度不明），血圧降下，心電図異常（ＱＴ間隔の延長，Ｔ波
の平低化・逆転，二峰性Ｔ波・Ｕ波の出現等）。
３．再生不良性貧血，無顆粒球症，白血球減少（頻度不明）。
４．麻痺性イレウス（０．１％未満），腸管麻痺（食欲不振，悪心・嘔吐，
著しい便秘，腹部の膨満，弛緩，腸内容物のうっ滞等）。
５．遅発性ジスキネジア（０．１～５％未満）（口周部等の不随意運動）。
６．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（０．１％未満）（低ナトリウム血
症，低浸透圧血症，尿中ナトリウム排泄量の増加，高張尿，痙攣，意識
障害等）。
７．眼障害（頻度不明）（角膜・水晶体の混濁，網膜・角膜の色素沈着）。
８．ＳＬＥ様症状（頻度不明）。
９．肺塞栓症，深部静脈血栓症（頻度不明）等の血栓塞栓症（息切れ，
胸痛，四肢の疼痛，浮腫等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上又は頻度不明 ０．１％未満
過敏症 過敏症状，光線過敏症
錐体外路症状 パーキンソン症候群（手指振戦，筋強剛，流涎等），ジス
キネジア（口周部，四肢等の不随意運動等），ジストニア（眼球上転，眼
瞼痙攣，舌突出，痙性斜頸，頸後屈，体幹側屈，後弓反張，強迫開口
等），アカシジア（静坐不能）
血液 白血球減少症，顆粒球減少症，血小板減少性紫斑病
肝臓  肝障害
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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瞼痙攣，舌突出，痙性斜頸，頸後屈，体幹側屈，後弓反張，強迫開口
等），アカシジア（静坐不能）
血液 白血球減少症，顆粒球減少症，血小板減少性紫斑病
肝臓  肝障害
（表終了）

プロクロルペラジンメシル酸塩

ノバミン筋注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管）
内 注射 流通
ハイリスク

【YJコード】1172404A1037
【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】プロクロルペラジンメシル酸塩
【メーカー】製)共和薬品工業　販)塩野義製薬
【薬価】58円/1A
【薬価収載日】2006/12/08
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】精神神経用剤

【効能効果】術前・術後等の悪心・嘔吐
【用法用量】成人　１回５ｍｇ　１日１回　筋注。
適宜増減。
参考
小児　０．１ｍｇ／ｋｇ　筋注。
生後６ヵ月未満の乳児への使用は避ける。

【禁忌】１．昏睡状態，循環虚脱状態。
２．バルビツール酸誘導体・麻酔剤等の中枢神経抑制剤の強い影響下
にある患者。
３．アドレナリンの投与患者（アナフィラキシー救急治療時除く）。
４．フェノチアジン系化合物・その類似化合物に過敏症。
原則禁忌
皮質下部の脳障害（脳炎，脳腫瘍，頭部外傷後遺症等）の疑い。

【副作用】重大な副作用
１．悪性症候群（頻度不明）（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻
脈，血圧の変動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上
昇，ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下），高熱の持続，意識障害，呼吸
困難，循環虚脱，脱水症状，急性腎障害，死亡。
２．突然死（頻度不明），血圧降下，心電図異常（ＱＴ間隔の延長，Ｔ波
の平低化・逆転，二峰性Ｔ波・Ｕ波の出現等）。
３．再生不良性貧血，無顆粒球症，白血球減少（頻度不明）。
４．麻痺性イレウス（０．１％未満），腸管麻痺（食欲不振，悪心・嘔吐，
著しい便秘，腹部の膨満，弛緩，腸内容物のうっ滞等）。
５．遅発性ジスキネジア（０．１～５％未満）（口周部等の不随意運動）。
６．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（０．１％未満）（低ナトリウム血
症，低浸透圧血症，尿中ナトリウム排泄量の増加，高張尿，痙攣，意識
障害等）。
７．眼障害（頻度不明）（角膜・水晶体の混濁，網膜・角膜の色素沈着）。
８．ＳＬＥ様症状（頻度不明）。
９．肺塞栓症，深部静脈血栓症（頻度不明）等の血栓塞栓症（息切れ，
胸痛，四肢の疼痛，浮腫等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上又は頻度不明 ０．１％未満
過敏症 過敏症状，光線過敏症
錐体外路症状 パーキンソン症候群（手指振戦，筋強剛，流涎等），ジス
キネジア（口周部，四肢等の不随意運動等），ジストニア（眼球上転，眼
瞼痙攣，舌突出，痙性斜頸，頸後屈，体幹側屈，後弓反張，強迫開口
等），アカシジア（静坐不能）
血液 白血球減少症，顆粒球減少症，血小板減少性紫斑病
肝臓  肝障害
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ミルタザピン

リフレックス錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）
内 内服 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】1179051F1029
【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】ミルタザピン
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】159.8円/1T
【薬価収載日】2009/09/04
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤

■効能効果・用法用量

【効能効果】うつ病・うつ状態
注意
１．２４歳以下では，自殺念慮，自殺企図のリスクが増加するとの報告
あり，リスクとベネフィットを考慮。
２．７～１７歳の大うつ病性障害のプラセボ対照臨床試験で有効性は未
確認との報告あり（外国）。１８歳未満の大うつ病性障害に投与時は適
応を検討。
【用法用量】成人　初期量　１日１５ｍｇ　１日１回　就寝前　内服。
１日１５～３０ｍｇ　１日１回　就寝前　内服。
適宜増減，１週間以上あけて　１日量　１５ｍｇずつ増量　１日４５ｍｇま
で。
注意
投与量は必要最小限に調節。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．ＭＡＯ阻害剤の投与中・中止後２週間以内。

【副作用】重大な副作用
１．セロトニン症候群（頻度不明）（不安，焦燥，興奮，錯乱，発汗，下
痢，発熱，高血圧，固縮，頻脈，ミオクローヌス，自律神経不安定等）。
２．無顆粒球症，好中球減少症（頻度不明）。
３．痙攣（頻度不明）。
４．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇等），黄疸（頻度不
明）。
５．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（頻度不明）（低ナトリウム血症，
低浸透圧血症，尿中ナトリウム排泄量の増加，高張尿，痙攣，意識障
害等）。
６．皮膚粘膜眼症候群，多形紅斑（頻度不明）。
７．ＱＴ延長，心室頻拍（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 １～５％未満 １％未満 頻度不明
全身症状 体重増加，倦怠感 異常感，末梢性浮腫 胸痛，易刺激性，浮
腫，末梢冷感，体重減少 疲労
精神神経系 傾眠，浮動性眩暈，頭痛 体位性眩暈，感覚鈍麻，振戦，
不眠症，構語障害 注意力障害，アカシジア，痙攣，悪夢，鎮静，錯感
覚，下肢静止不能症候群，異常な夢，不安，軽躁，躁病 激越，錯乱，運
動過多，ミオクローヌス，失神，幻覚，精神運動の不穏（運動過剰症），
嗜眠，口の錯感覚，せん妄，攻撃性
消化器 便秘，口渇 上腹部痛，下痢，悪心，胃不快感，嘔吐，腹部膨満
腹痛，口内乾燥，おくび，口の感覚鈍麻 口腔浮腫，唾液分泌亢進
循環器  動悸，血圧上昇 心拍数増加 起立性低血圧，低血圧
呼吸器   しゃっくり
血液   ヘモグロビン減少，白血球減少，白血球増多，好酸球増多，好
中球増多，リンパ球減少 再生不良性貧血，顆粒球減少，血小板減少
症
皮膚   紅斑，多汗症，掻痒症，発疹 水疱
感覚器   視調節障害，眼瞼浮腫，視覚障害
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，γ－ＧＴＰ上昇 Ａｌ－Ｐ上昇
ＬＤＨ上昇，ビリルビン上昇
泌尿器  頻尿 尿糖陽性，尿蛋白陽性 尿閉，排尿困難
生殖器   不正子宮出血
骨格筋・結合組織  関節痛 筋肉痛，筋力低下，背部痛，四肢不快感 Ｃ
Ｋ（ＣＰＫ）上昇
その他  過食，食欲亢進，コレステロール上昇 食欲不振
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

リスペリドン

リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「アメル」 （１ｍｇ１
錠）

内 内服 後発 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】1179038F5045
【薬効分類】１．１．７　精神神経用剤
【一般名】リスペリドン
【先発品】リスパダールＯＤ錠１ｍｇ
【メーカー】製)共和薬品工業
【薬価】9.9円/1T
【薬価収載日】2009/11/13
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗精神病剤

【効能効果】統合失調症
【用法用量】成人　１回１ｍｇから開始　１日２回　内服。漸増し　維持量
１日２～６ｍｇ　１日２回　分割　内服。
適宜増減，１日１２ｍｇまで。
注意
１．本剤の活性代謝物パリペリドンとの併用で作用増強のおそれ，パリ
ペリドン含有経口剤との併用は避ける。
２．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

■効能効果・用法用量

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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２．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

【禁忌】１．昏睡状態。
２．バルビツール酸誘導体等の中枢神経抑制剤の強い影響下にある患
者。
３．アドレナリンの投与患者（アナフィラキシー救急治療時除く）。
４．本剤の成分・パリペリドンに過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．悪性症候群（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻脈，血圧の変
動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇，ミオグロビ
ン尿を伴う腎機能の低下），高熱の持続，意識障害，呼吸困難，循環虚
脱，脱水症状，急性腎不全，死亡。
２．遅発性ジスキネジア（口周部等の不随意運動）。
３．麻痺性イレウス，腸管麻痺（食欲不振，悪心・嘔吐，著しい便秘，腹
部の膨満，弛緩，腸内容物のうっ滞等）。
４．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（低ナトリウム血症，低浸透圧血
症，尿中ナトリウム排泄量の増加，高張尿，痙攣，意識障害等）。
５．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄
疸。
６．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇），急性腎不全。
７．不整脈（心房細動，心室性期外収縮等）。
８．脳血管障害。
９．高血糖，糖尿病の悪化，糖尿病性ケトアシドーシス，糖尿病性昏睡
（口渇，多飲，多尿，頻尿等）。
１０．低血糖（脱力感，倦怠感，冷汗，振戦，傾眠，意識障害等）。
１１．無顆粒球症，白血球減少。
１２．肺塞栓症，深部静脈血栓症等の血栓塞栓症（息切れ，胸痛，四肢
の疼痛，浮腫等）。
１３．持続勃起症。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
免疫系障害 アナフィラキシー反応，過敏症
神経系障害 アカシジア，振戦，傾眠，構音障害，ふらつき，頭痛，ジスト
ニー，鎮静，眩暈，立ちくらみ，運動低下，ジスキネジア，パーキンソニ
ズム，錐体外路障害，精神運動亢進，無動，痙攣，注意力障害，構語
障害，しびれ感，よだれ，仮面状顔貌，頭部不快感，嗜眠，錯感覚，意
識レベルの低下，会話障害（舌のもつれ等），味覚異常，記憶障害，て
んかん，末梢性ニューロパチー，協調運動異常，過眠症，弓なり緊張，
失神，平衡障害，刺激無反応，運動障害，意識消失
心臓障害 頻脈，洞性頻脈，動悸，心室性期外収縮，房室ブロック，右
脚ブロック，上室性期外収縮，不整脈，徐脈，左脚ブロック，洞性徐脈
肝胆道系障害 肝機能異常
臨床検査 心電図異常，心電図ＱＴ延長，心電図Ｔ波逆転
（表終了）

■禁忌

■副作用

１．１．８　総合感冒剤

非ピリン系感冒剤

ＰＬ配合顆粒 （１ｇ）
内 内服 流通
劇

【YJコード】1180107D1131
【薬効分類】１．１．８　総合感冒剤
【一般名】非ピリン系感冒剤
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】6.4円/1g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】総合感冒剤

【効能効果】感冒・上気道炎に伴う下記の改善・緩和
鼻汁，鼻閉，咽・喉頭痛，頭痛，関節痛，筋肉痛，発熱
【用法用量】成人　１回１ｇ　１日４回　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．本剤の成分・サリチル酸製剤（アスピリン等）・フェノチアジン
系化合物・その類似化合物に過敏症の既往。
２．消化性潰瘍。
３．アスピリン喘息・その既往。
４．昏睡状態，バルビツール酸誘導体・麻酔剤等の中枢神経抑制剤の
強い影響下にある患者。
５．緑内障。
６．前立腺肥大等下部尿路に閉塞性疾患。
７．２歳未満の乳・幼児。
８．重篤な肝障害。

■効能効果・用法用量

■禁忌

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（０．１％未満）（呼吸困難，全身潮紅，血管
浮腫，蕁麻疹等）。
２．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群（０．１％未満），急性汎
発性発疹性膿疱症（頻度不明），剥脱性皮膚炎（０．１％未満）。
３．再生不良性貧血（０．１％未満），汎血球減少，無顆粒球症，溶血性
貧血，血小板減少（頻度不明）。
４．喘息発作の誘発（頻度不明）。
５．間質性肺炎（０．１％未満），好酸球性肺炎（頻度不明）（咳嗽，呼吸
困難，発熱，肺音の異常等）。
６．劇症肝炎，肝機能障害，黄疸（頻度不明）。
７．乳児突然死症候群，乳児睡眠時無呼吸発作（頻度不明）。
８．間質性腎炎，急性腎不全（頻度不明）。
９．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇）。
１０．緑内障（頻度不明）（視力低下，眼痛等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上又は頻度不明 ０．１～５％未満 ０．１％未満
過敏症  発疹，浮腫，鼻炎様症状，結膜炎
血液   顆粒球減少，血小板減少，貧血
その他 過呼吸，代謝性アシドーシス
（表終了）

■副作用

１．１．９　その他の中枢神経系用薬

エダラボン

エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「日医
工」 （３０ｍｇ１００ｍＬ１キット）

内 注射 後発 流通

【YJコード】1190401G1115
【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】エダラボン
【先発品】ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】1522円/1kit
【薬価収載日】2011/06/24
【標榜薬効】脳保護剤

【効能効果】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
【用法用量】成人　１回１袋（エダラボン　３０ｍｇ）　１日２回　朝・夕　３０
分かけ　点滴静注。
発症後２４時間以内に投与開始。投与期間　１４日以内。
注意
症状により，短期間で投与終了も考慮。

【禁忌】１．重篤な腎機能障害。
２．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．急性腎不全，ネフローゼ症候群（腎機能低下，乏尿等）。
２．劇症肝炎等の重篤な肝炎，肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰ
Ｔ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰ，ＬＤＨ，ビリルビン等の著しい上昇），黄疸。
３．血小板減少，顆粒球減少。
４．ＤＩＣ。
５．急性肺障害（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常）。
６．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇）。
７．ショック，アナフィラキシー（蕁麻疹，血圧低下，呼吸困難等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，発赤，腫脹，膨疹，掻痒感，紅斑（多形滲出性紅斑等）
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

スボレキサント

ベルソムラ錠１５ｍｇ （１５ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】1190023F1024
【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】スボレキサント
【メーカー】製)ＭＳＤ
【薬価】89.1円/1T
【薬価収載日】2014/11/25
【標榜薬効】不眠症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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【一般名】スボレキサント
【メーカー】製)ＭＳＤ
【薬価】89.1円/1T
【薬価収載日】2014/11/25
【標榜薬効】不眠症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】不眠症
注意
二次性不眠症への有効性・安全性は未確立。
【用法用量】成人　１回２０ｍｇ　１日１回　就寝直前　内服。高齢者　１回
１５ｍｇ　１日１回　就寝直前　内服。
注意
１．就寝直前に服用。睡眠途中で起床して活動する時は服用しない。
２．入眠効果の発現が遅れるおそれ，食事と同時又は食直後の服用は
避ける（食後投与で，投与直後のスボレキサントの血漿中濃度低下の
可能性）。
３．他の不眠症治療薬と併用時の有効性・安全性は未確立。
４．ＣＹＰ３Ａを阻害する薬剤（ジルチアゼム，ベラパミル，フルコナゾール
等）との併用で，スボレキサントの血漿中濃度が上昇し，傾眠，疲労，入
眠時麻痺，睡眠時随伴症，夢遊症等の副作用増強のおそれ，併用時は
１日１回１０ｍｇへの減量を考慮。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．ＣＹＰ３Ａを強く阻害する薬剤（イトラコナゾール，クラリスロマイシン，
リトナビル，サキナビル，ネルフィナビル，インジナビル，テラプレビル，
ボリコナゾール）の投与患者。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 １～５％未満 １％未満 頻度不明（注）
一般・全身障害及び投与部位の状態 疲労
神経系障害 傾眠，頭痛，浮動性眩暈 睡眠時麻痺
精神障害 悪夢 異常な夢，入眠時幻覚 睡眠時随伴症，夢遊症，傾眠時
幻覚
（表終了）
（注）外国。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

チアプリド塩酸塩

チアプリド錠２５ｍｇ「テバ」 （２５ｍｇ１錠）
内 内服 後発 流通

【YJコード】1190004F1161
【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】チアプリド塩酸塩
【先発品】グラマリール錠２５ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】7.8円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】チアプリド製剤

【効能効果】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，パーキンソニズムに伴うジスキネジア
【用法用量】成人　１日７５～１５０ｍｇ　１日３回　分割　内服。
適宜増減。
パーキンソニズムに伴うジスキネジア
１回２５ｍｇから開始　１日１回　内服。
注意
脳梗塞後遺症 投与期間は，効果・副作用を考慮しながら慎重に決定
し，投与６週で効果なければ中止。

【禁忌】プロラクチン分泌性の下垂体腫瘍（プロラクチノーマ）。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．悪性症候群（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻脈，血圧の変
動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇，ミオグロビ
ン尿を伴う腎機能の低下），高熱の持続，意識障害，呼吸困難，循環虚
脱，脱水症状，急性腎不全，死亡。
２．昏睡。
３．痙攣。
４．ＱＴ延長，心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
錐体外路症状 パーキンソン症候群（振戦，筋強剛，運動減少，流涎，
姿勢・歩行障害等），ジスキネジア，言語障害，咬痙，アカシジア，ジスト
ニア，嚥下障害
過敏症 発疹，掻痒感
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ニア，嚥下障害
過敏症 発疹，掻痒感
（表終了）

ドネペジル塩酸塩

アリセプトＤ錠３ｍｇ （３ｍｇ１錠）
内 内服 流通
劇

【YJコード】1190012F3029
【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】ドネペジル塩酸塩
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】180.6円/1T
【薬価収載日】2004/06/25
【標榜薬効】アルツハイマー型，レビー小体型認知症治療剤

【効能効果】アルツハイマー型認知症・レビー小体型認知症の認知症症
状の進行抑制
注意
アルツハイマー型認知症の認知症症状の進行抑制
アルツハイマー型認知症のみ使用。
レビー小体型認知症の認知症症状の進行抑制
１．臨床診断基準に基づき，症状観察や検査等でレビー小体型認知症
と診断された患者のみ使用。
２．精神症状・行動障害への有効性は未確認。
両効能共通
１．アルツハイマー型認知症・レビー小体型認知症の進行を抑制する成
績はない。
２．アルツハイマー型認知症・レビー小体型認知症以外の認知症性疾
患での有効性は未確認。
【用法用量】アルツハイマー型認知症の認知症症状の進行抑制
成人　１回３ｍｇから開始　１日１回　内服。１～２週間後　５ｍｇに増量。
高度のアルツハイマー型認知症 １回５ｍｇ　４週間以上経過後　１０ｍｇ
に増量。適宜減量。
レビー小体型認知症の認知症症状の進行抑制
成人　１回３ｍｇから開始　１日１回　内服。１～２週間後　５ｍｇに増量。
１回５ｍｇ　４週間以上経過後　１０ｍｇに増量。５ｍｇまで減量できる。
注意
１．３ｍｇ／日投与は，消化器系副作用を抑える目的なので，１～２週間
を超えて使用しない。
２．１０ｍｇ／日に増量時は，消化器系副作用に注意しながら投与。
３．医療従事者，家族等の管理のもと投与。

【禁忌】本剤の成分・ピペリジン誘導体に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．ＱＴ延長（０．１～１％未満），心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含
む），心室細動，洞不全症候群，洞停止，高度徐脈（各頻度不明），心ブ
ロック（洞房ブロック，房室ブロック），失神（各０．１～１％未満），心停
止。
２．心筋梗塞，心不全（各０．１％未満）。
３．消化性潰瘍（胃・十二指腸潰瘍）（０．１％未満），十二指腸潰瘍穿孔
（頻度不明），消化管出血（０．１％未満）。
４．肝炎（頻度不明），肝機能障害（０．１～１％未満），黄疸（頻度不
明）。
５．脳性発作（てんかん，痙攣等）（０．１～１％未満），脳出血，脳血管
障害（各０．１％未満）。
６．錐体外路障害（アルツハイマー型認知症 ０．１～１％未満，レビー小
体型認知症 ９．５％）（寡動，運動失調，ジスキネジア，ジストニア，振
戦，不随意運動，歩行異常，姿勢異常，言語障害等）。
７．悪性症候群（０．１％未満）（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，
頻脈，血圧の変動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の
上昇，ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下）。
８．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇等），急性腎障害。
９．呼吸困難（０．１％未満）。
１０．急性膵炎（０．１％未満）。
１１．急性腎障害（０．１％未満）。
１２．原因不明の突然死（０．１％未満）。
１３．血小板減少（０．１％未満）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～１％未満
過敏症 発疹，掻痒感
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「明治」 （５ｍｇ
１錠）

内 内服 後発 流通
劇

【YJコード】1190012F4246
【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】ドネペジル塩酸塩
【先発品】アリセプトＤ錠５ｍｇ
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】104.8円/1T
【薬価収載日】2011/11/28
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

【効能効果】アルツハイマー型認知症の認知症症状の進行抑制
注意
１．アルツハイマー型認知症のみ使用。
２．アルツハイマー型認知症の進行を抑制する成績はない。
３．アルツハイマー型認知症以外の認知症性疾患での有効性は未確
認。
【用法用量】成人　１回３ｍｇから開始　１日１回　内服。１～２週間後　５
ｍｇに増量。
高度のアルツハイマー型認知症 １回５ｍｇ　４週間以上経過後　１０ｍｇ
に増量。適宜減量。
注意
１．３ｍｇ／日投与は，消化器系副作用を抑える目的なので，１～２週間
を超えて使用しない。
２．１０ｍｇ／日に増量時は，消化器系副作用に注意しながら投与。
３．医療従事者，家族等の管理のもと投与。

【禁忌】本剤の成分・ピペリジン誘導体に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ＱＴ延長，心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む），心室細動，洞
不全症候群，洞停止，高度徐脈，心ブロック（洞房ブロック，房室ブロッ
ク），失神，心停止。
２．心筋梗塞，心不全。
３．消化性潰瘍（胃・十二指腸潰瘍），十二指腸潰瘍穿孔，消化管出血。
４．肝炎，肝機能障害，黄疸。
５．脳性発作（てんかん，痙攣等），脳出血，脳血管障害。
６．錐体外路障害（寡動，運動失調，ジスキネジア，ジストニア，振戦，
不随意運動，歩行異常，姿勢異常，言語障害等）。
７．悪性症候群（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻脈，血圧の変
動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇，ミオグロビ
ン尿を伴う腎機能の低下）。
８．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇等），急性腎障害。
９．呼吸困難。
１０．急性膵炎。
１１．急性腎障害。
１２．原因不明の突然死。
１３．血小板減少。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ナルフラフィン塩酸塩

レミッチカプセル２．５μｇ （２．５μｇ１カプセ
ル）

内 内服 流通
劇

【YJコード】1190015M1029
【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】ナルフラフィン塩酸塩
【メーカー】製)東レ　販)鳥居薬品
【薬価】1340.9円/1C
【薬価収載日】2009/03/13
【標榜薬効】そう痒症改善剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】下記の掻痒症の改善（既存治療で効果不十分時のみ）
透析，慢性肝疾患
【用法用量】成人　１回２．５μｇ　１日１回　夕食後又は就寝前　内服。１
回５μｇ　１日１回まで。
注意
１．血液透析患者の掻痒症の改善
本剤の投与から血液透析開始までは十分な間隔をあける（本剤は血液
透析により除去される，本剤服用から血液透析までの時間が短い場
合，本剤の血中濃度低下の可能性）。
２．腹膜透析患者の掻痒症の改善
本剤の投与から透析液交換までは十分な間隔をあける（本剤服用から
透析液交換までの時間が短い場合，本剤の血中濃度低下の可能性）。
３．慢性肝疾患患者の掻痒症の改善
１日１回２．５μｇから開始し，効果不十分時に１日１回５μｇへの増量を
検討。

■効能効果・用法用量

回５μｇ　１日１回まで。
注意
１．血液透析患者の掻痒症の改善
本剤の投与から血液透析開始までは十分な間隔をあける（本剤は血液
透析により除去される，本剤服用から血液透析までの時間が短い場
合，本剤の血中濃度低下の可能性）。
２．腹膜透析患者の掻痒症の改善
本剤の投与から透析液交換までは十分な間隔をあける（本剤服用から
透析液交換までの時間が短い場合，本剤の血中濃度低下の可能性）。
３．慢性肝疾患患者の掻痒症の改善
１日１回２．５μｇから開始し，効果不十分時に１日１回５μｇへの増量を
検討。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
肝機能障害（頻度不明）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰ
の著しい上昇等），黄疸（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 １～５％未満
精神神経系 不眠 眠気
消化器系 便秘
腎臓 頻尿・夜間頻尿
（表終了）

■禁忌

■副作用

プレガバリン

リリカＯＤ錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】1190017F3021
【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】プレガバリン
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】153.4円/1T
【薬価収載日】2017/05/31
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

【効能効果】神経障害性疼痛，線維筋痛症に伴う疼痛
注意
線維筋痛症の診断は，米国リウマチ学会の分類（診断）基準等の国際
的な基準により実施し，確定診断された場合にのみ投与。
【用法用量】神経障害性疼痛
成人　初期量　１日１５０ｍｇ　１日２回　分割　内服。以後１週間以上か
け　１日３００ｍｇまで漸増。
適宜増減，１日最高６００ｍｇ　１日２回　分割　内服。
線維筋痛症に伴う疼痛
成人　初期量　１日１５０ｍｇ　１日２回　分割　内服。以後１週間以上か
け　１日３００ｍｇまで漸増　３００～４５０ｍｇで維持。
適宜増減，１日最高４５０ｍｇ　１日２回　分割　内服。
注意
１．投与中止時，１週間以上かけて漸減。
２．腎機能低下 血漿中濃度が高くなり副作用が発現しやすくなるおそ
れ。腎機能障害 下表に示すクレアチニンクリアランス値を参考に投与
量・投与間隔を調節。血液透析患者 クレアチニンクリアランス値に応じ
た１日量に加え，血液透析を実施後に本剤の追加投与を行う。複数の
用量が設定されている時は，低用量から開始し，忍容性が確認され，効
果不十分時に増量。この用法・用量はシミュレーション結果によることか
ら，各患者ごとに用法・用量を調節。
神経障害性疼痛
（表開始）
クレアチニンクリアランス（ｍＬ／分） ≧６０ ≧３０－＜６０ ≧１５－＜３０
＜１５ 血液透析後の補充量（注）
１日量（ｍｇ） １５０～６００ ７５～３００ ２５～１５０ ２５～７５ ／
初期量 １回７５ｍｇ１日２回 １回２５ｍｇ１日３回，又は１回７５ｍｇ１日１
回 １回２５ｍｇ１日１回もしくは２回，又は１回５０ｍｇ１日１回 １回２５ｍｇ
１日１回 ２５又は５０ｍｇ
維持量 １回１５０ｍｇ１日２回 １回５０ｍｇ１日３回，又は１回７５ｍｇ１日２
回 １回７５ｍｇ１日１回 １回２５又は５０ｍｇ１日１回 ５０又は７５ｍｇ
最高量 １回３００ｍｇ１日２回 １回１００ｍｇ１日３回，又は１回１５０ｍｇ１
日２回 １回７５ｍｇ１日２回，又は１回１５０ｍｇ１日１回 １回７５ｍｇ１日１
回 １００又は１５０ｍｇ
（表終了）
線維筋痛症に伴う疼痛
（表開始）
クレアチニンクリアランス（ｍＬ／分） ≧６０ ≧３０－＜６０ ≧１５－＜３０
＜１５ 血液透析後の補充量（注）
１日量（ｍｇ） １５０～４５０ ７５～２２５ ２５～１５０ ２５～７５ ／
初期量 １回７５ｍｇ１日２回 １回２５ｍｇ１日３回，又は１回７５ｍｇ１日１
回 １回２５ｍｇ１日１回もしくは２回，又は１回５０ｍｇ１日１回 １回２５ｍｇ
１日１回 ２５又は５０ｍｇ
維持量 １回１５０ｍｇ１日２回 １回５０ｍｇ１日３回，又は１回７５ｍｇ１日２
回 １回７５ｍｇ１日１回 １回２５又は５０ｍｇ１日１回 ５０又は７５ｍｇ
維持量（最高量） １回２２５ｍｇ１日２回 １回７５ｍｇ１日３回 １回１００もし
くは１２５ｍｇ１日１回，又は１回７５ｍｇ１日２回 １回５０又は７５ｍｇ１日１
回 ７５又は１００ｍｇ
（表終了）
（注） ２日に１回，投与６時間後から４時間血液透析を実施時のシミュ
レーション結果による。
３．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

■効能効果・用法用量

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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回 １回７５ｍｇ１日１回 １回２５又は５０ｍｇ１日１回 ５０又は７５ｍｇ
維持量（最高量） １回２２５ｍｇ１日２回 １回７５ｍｇ１日３回 １回１００もし
くは１２５ｍｇ１日１回，又は１回７５ｍｇ１日２回 １回５０又は７５ｍｇ１日１
回 ７５又は１００ｍｇ
（表終了）
（注） ２日に１回，投与６時間後から４時間血液透析を実施時のシミュ
レーション結果による。
３．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．眩暈（２０％以上），傾眠（２０％以上），意識消失（０．３％未満）。
２．心不全（０．３％未満），肺水腫（頻度不明）。
３．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇等），急性腎不全。
４．腎不全（０．１％未満）。
５．血管浮腫（頻度不明）等の過敏症。
６．低血糖（０．３％未満）（脱力感，倦怠感，冷汗，振戦，意識障害等の
低血糖症状）。
７．間質性肺炎（頻度不明）（咳嗽，呼吸困難，発熱等）。
８．ショック（頻度不明），アナフィラキシー（０．１％未満）。
９．皮膚粘膜眼症候群（頻度不明），多形紅斑（頻度不明）。
１０．劇症肝炎（頻度不明），肝機能障害（０．４％）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ
（ＧＰＴ）上昇等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 １％以上 ０．３～１％未満 ０．３％未満 頻度不明
血液・リンパ系障害  好中球減少症，白血球減少症 血小板減少症
代謝・栄養障害  食欲不振，食欲亢進，高脂血症 高血糖
精神障害 不眠症 錯乱，失見当識，多幸気分，異常な夢，幻覚 うつ病，
落ち着きのなさ，気分動揺，抑うつ気分，無感情，不安，リビドー消失，
睡眠障害，思考異常 離人症，無オルガズム症，激越，喚語困難，リビ
ドー亢進，パニック発作，脱抑制
神経系障害 浮動性眩暈，頭痛，平衡障害，運動失調 振戦，注意力障
害，感覚鈍麻，嗜眠，構語障害，記憶障害，健忘，錯感覚，協調運動異
常 鎮静，認知障害，ミオクローヌス，反射消失，ジスキネジー，精神運
動亢進，体位性眩暈，知覚過敏，味覚異常，灼熱感，失神，精神的機
能障害，会話障害 昏迷，嗅覚錯誤，書字障害
眼障害 霧視，複視，視力低下 視覚障害，網膜出血 視野欠損，眼部腫
脹，眼痛，眼精疲労，流涙増加，光視症，斜視，眼乾燥，眼振 眼刺激，
散瞳，動揺視，深径覚の変化，視覚の明るさ，角膜炎
耳・迷路障害 回転性眩暈 耳鳴 聴覚過敏
心臓障害  動悸 第一度房室ブロック，頻脈，洞性不整脈，洞性徐脈，心
室性期外収縮 洞性頻脈
血管障害  高血圧，低血圧，ほてり
呼吸器・胸郭・縦隔障害  呼吸困難 鼻咽頭炎，咳嗽，いびき，鼻出血，
鼻炎 鼻乾燥，鼻閉，咽喉絞扼感
胃腸障害 便秘，悪心，下痢，腹痛，嘔吐 腹部膨満，消化不良，鼓腸，
胃炎，胃不快感，口内炎 流涎過多，胃食道逆流性疾患，膵炎，舌腫脹
腹水，嚥下障害
皮膚・皮下組織障害 発疹 掻痒症，湿疹，眼窩周囲浮腫 多汗症，冷
汗，蕁麻疹，脱毛 丘疹
筋骨格系・結合組織障害  筋力低下，筋痙縮，関節腫脹，四肢痛，背部
痛 筋肉痛，重感，関節痛，筋骨格硬直
腎・尿路障害  尿失禁，排尿困難 尿閉 乏尿
生殖系・乳房障害   乳房痛，勃起不全，女性化乳房 射精遅延，性機能
不全，無月経，乳房分泌，月経困難症，乳房肥大
全身障害・投与局所様態 浮腫，口渇，疲労，異常感，歩行障害，顔面
浮腫 無力症，疼痛，圧痕浮腫，倦怠感，胸痛 発熱，冷感，悪寒，易刺
激性，酩酊感 胸部絞扼感
傷害，中毒及び処置合併症 転倒・転落
臨床検査 体重増加 血中ＣＰＫ（ＣＫ）増加，ＡＬＴ（ＧＰＴ）増加，ＡＳＴ（ＧＯ
Ｔ）増加，血中アミラーゼ増加，血中クレアチニン増加 体重減少，血中
尿酸増加 血中カリウム減少
（表終了）

■禁忌

■副作用

リリカＯＤ錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】1190017F1029
【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】プレガバリン
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】66.9円/1T
【薬価収載日】2017/05/31
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

【効能効果】神経障害性疼痛，線維筋痛症に伴う疼痛
注意
線維筋痛症の診断は，米国リウマチ学会の分類（診断）基準等の国際
的な基準により実施し，確定診断された場合にのみ投与。
【用法用量】神経障害性疼痛
成人　初期量　１日１５０ｍｇ　１日２回　分割　内服。以後１週間以上か
け　１日３００ｍｇまで漸増。
適宜増減，１日最高６００ｍｇ　１日２回　分割　内服。
線維筋痛症に伴う疼痛
成人　初期量　１日１５０ｍｇ　１日２回　分割　内服。以後１週間以上か
け　１日３００ｍｇまで漸増　３００～４５０ｍｇで維持。
適宜増減，１日最高４５０ｍｇ　１日２回　分割　内服。
注意
１．投与中止時，１週間以上かけて漸減。
２．腎機能低下 血漿中濃度が高くなり副作用が発現しやすくなるおそ
れ。腎機能障害 下表に示すクレアチニンクリアランス値を参考に投与
量・投与間隔を調節。血液透析患者 クレアチニンクリアランス値に応じ
た１日量に加え，血液透析を実施後に本剤の追加投与を行う。複数の
用量が設定されている時は，低用量から開始し，忍容性が確認され，効
果不十分時に増量。この用法・用量はシミュレーション結果によることか
ら，各患者ごとに用法・用量を調節。
神経障害性疼痛
（表開始）
クレアチニンクリアランス（ｍＬ／分） ≧６０ ≧３０－＜６０ ≧１５－＜３０
＜１５ 血液透析後の補充量（注）
１日量（ｍｇ） １５０～６００ ７５～３００ ２５～１５０ ２５～７５ ／
初期量 １回７５ｍｇ１日２回 １回２５ｍｇ１日３回，又は１回７５ｍｇ１日１
回 １回２５ｍｇ１日１回もしくは２回，又は１回５０ｍｇ１日１回 １回２５ｍｇ
１日１回 ２５又は５０ｍｇ
維持量 １回１５０ｍｇ１日２回 １回５０ｍｇ１日３回，又は１回７５ｍｇ１日２
回 １回７５ｍｇ１日１回 １回２５又は５０ｍｇ１日１回 ５０又は７５ｍｇ
最高量 １回３００ｍｇ１日２回 １回１００ｍｇ１日３回，又は１回１５０ｍｇ１
日２回 １回７５ｍｇ１日２回，又は１回１５０ｍｇ１日１回 １回７５ｍｇ１日１
回 １００又は１５０ｍｇ
（表終了）
線維筋痛症に伴う疼痛
（表開始）
クレアチニンクリアランス（ｍＬ／分） ≧６０ ≧３０－＜６０ ≧１５－＜３０
＜１５ 血液透析後の補充量（注）
１日量（ｍｇ） １５０～４５０ ７５～２２５ ２５～１５０ ２５～７５ ／
初期量 １回７５ｍｇ１日２回 １回２５ｍｇ１日３回，又は１回７５ｍｇ１日１
回 １回２５ｍｇ１日１回もしくは２回，又は１回５０ｍｇ１日１回 １回２５ｍｇ
１日１回 ２５又は５０ｍｇ
維持量 １回１５０ｍｇ１日２回 １回５０ｍｇ１日３回，又は１回７５ｍｇ１日２
回 １回７５ｍｇ１日１回 １回２５又は５０ｍｇ１日１回 ５０又は７５ｍｇ
維持量（最高量） １回２２５ｍｇ１日２回 １回７５ｍｇ１日３回 １回１００もし
くは１２５ｍｇ１日１回，又は１回７５ｍｇ１日２回 １回５０又は７５ｍｇ１日１
回 ７５又は１００ｍｇ
（表終了）
（注） ２日に１回，投与６時間後から４時間血液透析を実施時のシミュ
レーション結果による。
３．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

■効能効果・用法用量

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品

成人　初期量　１日１５０ｍｇ　１日２回　分割　内服。以後１週間以上か
け　１日３００ｍｇまで漸増。
適宜増減，１日最高６００ｍｇ　１日２回　分割　内服。
線維筋痛症に伴う疼痛
成人　初期量　１日１５０ｍｇ　１日２回　分割　内服。以後１週間以上か
け　１日３００ｍｇまで漸増　３００～４５０ｍｇで維持。
適宜増減，１日最高４５０ｍｇ　１日２回　分割　内服。
注意
１．投与中止時，１週間以上かけて漸減。
２．腎機能低下 血漿中濃度が高くなり副作用が発現しやすくなるおそ
れ。腎機能障害 下表に示すクレアチニンクリアランス値を参考に投与
量・投与間隔を調節。血液透析患者 クレアチニンクリアランス値に応じ
た１日量に加え，血液透析を実施後に本剤の追加投与を行う。複数の
用量が設定されている時は，低用量から開始し，忍容性が確認され，効
果不十分時に増量。この用法・用量はシミュレーション結果によることか
ら，各患者ごとに用法・用量を調節。
神経障害性疼痛
（表開始）
クレアチニンクリアランス（ｍＬ／分） ≧６０ ≧３０－＜６０ ≧１５－＜３０
＜１５ 血液透析後の補充量（注）
１日量（ｍｇ） １５０～６００ ７５～３００ ２５～１５０ ２５～７５ ／
初期量 １回７５ｍｇ１日２回 １回２５ｍｇ１日３回，又は１回７５ｍｇ１日１
回 １回２５ｍｇ１日１回もしくは２回，又は１回５０ｍｇ１日１回 １回２５ｍｇ
１日１回 ２５又は５０ｍｇ
維持量 １回１５０ｍｇ１日２回 １回５０ｍｇ１日３回，又は１回７５ｍｇ１日２
回 １回７５ｍｇ１日１回 １回２５又は５０ｍｇ１日１回 ５０又は７５ｍｇ
最高量 １回３００ｍｇ１日２回 １回１００ｍｇ１日３回，又は１回１５０ｍｇ１
日２回 １回７５ｍｇ１日２回，又は１回１５０ｍｇ１日１回 １回７５ｍｇ１日１
回 １００又は１５０ｍｇ
（表終了）
線維筋痛症に伴う疼痛
（表開始）
クレアチニンクリアランス（ｍＬ／分） ≧６０ ≧３０－＜６０ ≧１５－＜３０
＜１５ 血液透析後の補充量（注）
１日量（ｍｇ） １５０～４５０ ７５～２２５ ２５～１５０ ２５～７５ ／
初期量 １回７５ｍｇ１日２回 １回２５ｍｇ１日３回，又は１回７５ｍｇ１日１
回 １回２５ｍｇ１日１回もしくは２回，又は１回５０ｍｇ１日１回 １回２５ｍｇ
１日１回 ２５又は５０ｍｇ
維持量 １回１５０ｍｇ１日２回 １回５０ｍｇ１日３回，又は１回７５ｍｇ１日２
回 １回７５ｍｇ１日１回 １回２５又は５０ｍｇ１日１回 ５０又は７５ｍｇ
維持量（最高量） １回２２５ｍｇ１日２回 １回７５ｍｇ１日３回 １回１００もし
くは１２５ｍｇ１日１回，又は１回７５ｍｇ１日２回 １回５０又は７５ｍｇ１日１
回 ７５又は１００ｍｇ
（表終了）
（注） ２日に１回，投与６時間後から４時間血液透析を実施時のシミュ
レーション結果による。
３．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．眩暈（２０％以上），傾眠（２０％以上），意識消失（０．３％未満）。
２．心不全（０．３％未満），肺水腫（頻度不明）。
３．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇等），急性腎不全。
４．腎不全（０．１％未満）。
５．血管浮腫（頻度不明）等の過敏症。
６．低血糖（０．３％未満）（脱力感，倦怠感，冷汗，振戦，意識障害等の
低血糖症状）。
７．間質性肺炎（頻度不明）（咳嗽，呼吸困難，発熱等）。
８．ショック（頻度不明），アナフィラキシー（０．１％未満）。
９．皮膚粘膜眼症候群（頻度不明），多形紅斑（頻度不明）。
１０．劇症肝炎（頻度不明），肝機能障害（０．４％）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ
（ＧＰＴ）上昇等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 １％以上 ０．３～１％未満 ０．３％未満 頻度不明
血液・リンパ系障害  好中球減少症，白血球減少症 血小板減少症
代謝・栄養障害  食欲不振，食欲亢進，高脂血症 高血糖
精神障害 不眠症 錯乱，失見当識，多幸気分，異常な夢，幻覚 うつ病，
落ち着きのなさ，気分動揺，抑うつ気分，無感情，不安，リビドー消失，
睡眠障害，思考異常 離人症，無オルガズム症，激越，喚語困難，リビ
ドー亢進，パニック発作，脱抑制
神経系障害 浮動性眩暈，頭痛，平衡障害，運動失調 振戦，注意力障
害，感覚鈍麻，嗜眠，構語障害，記憶障害，健忘，錯感覚，協調運動異
常 鎮静，認知障害，ミオクローヌス，反射消失，ジスキネジー，精神運
動亢進，体位性眩暈，知覚過敏，味覚異常，灼熱感，失神，精神的機
能障害，会話障害 昏迷，嗅覚錯誤，書字障害
眼障害 霧視，複視，視力低下 視覚障害，網膜出血 視野欠損，眼部腫
脹，眼痛，眼精疲労，流涙増加，光視症，斜視，眼乾燥，眼振 眼刺激，
散瞳，動揺視，深径覚の変化，視覚の明るさ，角膜炎
耳・迷路障害 回転性眩暈 耳鳴 聴覚過敏
心臓障害  動悸 第一度房室ブロック，頻脈，洞性不整脈，洞性徐脈，心
室性期外収縮 洞性頻脈
血管障害  高血圧，低血圧，ほてり
呼吸器・胸郭・縦隔障害  呼吸困難 鼻咽頭炎，咳嗽，いびき，鼻出血，
鼻炎 鼻乾燥，鼻閉，咽喉絞扼感
胃腸障害 便秘，悪心，下痢，腹痛，嘔吐 腹部膨満，消化不良，鼓腸，
胃炎，胃不快感，口内炎 流涎過多，胃食道逆流性疾患，膵炎，舌腫脹
腹水，嚥下障害
皮膚・皮下組織障害 発疹 掻痒症，湿疹，眼窩周囲浮腫 多汗症，冷
汗，蕁麻疹，脱毛 丘疹
筋骨格系・結合組織障害  筋力低下，筋痙縮，関節腫脹，四肢痛，背部
痛 筋肉痛，重感，関節痛，筋骨格硬直
腎・尿路障害  尿失禁，排尿困難 尿閉 乏尿
生殖系・乳房障害   乳房痛，勃起不全，女性化乳房 射精遅延，性機能
不全，無月経，乳房分泌，月経困難症，乳房肥大
全身障害・投与局所様態 浮腫，口渇，疲労，異常感，歩行障害，顔面
浮腫 無力症，疼痛，圧痕浮腫，倦怠感，胸痛 発熱，冷感，悪寒，易刺
激性，酩酊感 胸部絞扼感
傷害，中毒及び処置合併症 転倒・転落
臨床検査 体重増加 血中ＣＰＫ（ＣＫ）増加，ＡＬＴ（ＧＰＴ）増加，ＡＳＴ（ＧＯ
Ｔ）増加，血中アミラーゼ増加，血中クレアチニン増加 体重減少，血中
尿酸増加 血中カリウム減少
（表終了）

■禁忌

■副作用
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鼻炎 鼻乾燥，鼻閉，咽喉絞扼感
胃腸障害 便秘，悪心，下痢，腹痛，嘔吐 腹部膨満，消化不良，鼓腸，
胃炎，胃不快感，口内炎 流涎過多，胃食道逆流性疾患，膵炎，舌腫脹
腹水，嚥下障害
皮膚・皮下組織障害 発疹 掻痒症，湿疹，眼窩周囲浮腫 多汗症，冷
汗，蕁麻疹，脱毛 丘疹
筋骨格系・結合組織障害  筋力低下，筋痙縮，関節腫脹，四肢痛，背部
痛 筋肉痛，重感，関節痛，筋骨格硬直
腎・尿路障害  尿失禁，排尿困難 尿閉 乏尿
生殖系・乳房障害   乳房痛，勃起不全，女性化乳房 射精遅延，性機能
不全，無月経，乳房分泌，月経困難症，乳房肥大
全身障害・投与局所様態 浮腫，口渇，疲労，異常感，歩行障害，顔面
浮腫 無力症，疼痛，圧痕浮腫，倦怠感，胸痛 発熱，冷感，悪寒，易刺
激性，酩酊感 胸部絞扼感
傷害，中毒及び処置合併症 転倒・転落
臨床検査 体重増加 血中ＣＰＫ（ＣＫ）増加，ＡＬＴ（ＧＰＴ）増加，ＡＳＴ（ＧＯ
Ｔ）増加，血中アミラーゼ増加，血中クレアチニン増加 体重減少，血中
尿酸増加 血中カリウム減少
（表終了）

リリカＯＤ錠７５ｍｇ （７５ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】1190017F2025
【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】プレガバリン
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】111.5円/1T
【薬価収載日】2017/05/31
【標榜薬効】神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤

【効能効果】神経障害性疼痛，線維筋痛症に伴う疼痛
注意
線維筋痛症の診断は，米国リウマチ学会の分類（診断）基準等の国際
的な基準により実施し，確定診断された場合にのみ投与。
【用法用量】神経障害性疼痛
成人　初期量　１日１５０ｍｇ　１日２回　分割　内服。以後１週間以上か
け　１日３００ｍｇまで漸増。
適宜増減，１日最高６００ｍｇ　１日２回　分割　内服。
線維筋痛症に伴う疼痛
成人　初期量　１日１５０ｍｇ　１日２回　分割　内服。以後１週間以上か
け　１日３００ｍｇまで漸増　３００～４５０ｍｇで維持。
適宜増減，１日最高４５０ｍｇ　１日２回　分割　内服。
注意
１．投与中止時，１週間以上かけて漸減。
２．腎機能低下 血漿中濃度が高くなり副作用が発現しやすくなるおそ
れ。腎機能障害 下表に示すクレアチニンクリアランス値を参考に投与
量・投与間隔を調節。血液透析患者 クレアチニンクリアランス値に応じ
た１日量に加え，血液透析を実施後に本剤の追加投与を行う。複数の
用量が設定されている時は，低用量から開始し，忍容性が確認され，効
果不十分時に増量。この用法・用量はシミュレーション結果によることか
ら，各患者ごとに用法・用量を調節。
神経障害性疼痛
（表開始）
クレアチニンクリアランス（ｍＬ／分） ≧６０ ≧３０－＜６０ ≧１５－＜３０
＜１５ 血液透析後の補充量（注）
１日量（ｍｇ） １５０～６００ ７５～３００ ２５～１５０ ２５～７５ ／
初期量 １回７５ｍｇ１日２回 １回２５ｍｇ１日３回，又は１回７５ｍｇ１日１
回 １回２５ｍｇ１日１回もしくは２回，又は１回５０ｍｇ１日１回 １回２５ｍｇ
１日１回 ２５又は５０ｍｇ
維持量 １回１５０ｍｇ１日２回 １回５０ｍｇ１日３回，又は１回７５ｍｇ１日２
回 １回７５ｍｇ１日１回 １回２５又は５０ｍｇ１日１回 ５０又は７５ｍｇ
最高量 １回３００ｍｇ１日２回 １回１００ｍｇ１日３回，又は１回１５０ｍｇ１
日２回 １回７５ｍｇ１日２回，又は１回１５０ｍｇ１日１回 １回７５ｍｇ１日１
回 １００又は１５０ｍｇ
（表終了）
線維筋痛症に伴う疼痛
（表開始）
クレアチニンクリアランス（ｍＬ／分） ≧６０ ≧３０－＜６０ ≧１５－＜３０
＜１５ 血液透析後の補充量（注）
１日量（ｍｇ） １５０～４５０ ７５～２２５ ２５～１５０ ２５～７５ ／
初期量 １回７５ｍｇ１日２回 １回２５ｍｇ１日３回，又は１回７５ｍｇ１日１
回 １回２５ｍｇ１日１回もしくは２回，又は１回５０ｍｇ１日１回 １回２５ｍｇ
１日１回 ２５又は５０ｍｇ
維持量 １回１５０ｍｇ１日２回 １回５０ｍｇ１日３回，又は１回７５ｍｇ１日２
回 １回７５ｍｇ１日１回 １回２５又は５０ｍｇ１日１回 ５０又は７５ｍｇ
維持量（最高量） １回２２５ｍｇ１日２回 １回７５ｍｇ１日３回 １回１００もし
くは１２５ｍｇ１日１回，又は１回７５ｍｇ１日２回 １回５０又は７５ｍｇ１日１
回 ７５又は１００ｍｇ
（表終了）
（注） ２日に１回，投与６時間後から４時間血液透析を実施時のシミュ
レーション結果による。
３．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

■効能効果・用法用量

■禁忌

【副作用】重大な副作用
１．眩暈（２０％以上），傾眠（２０％以上），意識消失（０．３％未満）。
２．心不全（０．３％未満），肺水腫（頻度不明）。
３．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇等），急性腎不全。
４．腎不全（０．１％未満）。
５．血管浮腫（頻度不明）等の過敏症。
６．低血糖（０．３％未満）（脱力感，倦怠感，冷汗，振戦，意識障害等の
低血糖症状）。
７．間質性肺炎（頻度不明）（咳嗽，呼吸困難，発熱等）。
８．ショック（頻度不明），アナフィラキシー（０．１％未満）。
９．皮膚粘膜眼症候群（頻度不明），多形紅斑（頻度不明）。
１０．劇症肝炎（頻度不明），肝機能障害（０．４％）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ
（ＧＰＴ）上昇等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 １％以上 ０．３～１％未満 ０．３％未満 頻度不明
血液・リンパ系障害  好中球減少症，白血球減少症 血小板減少症
代謝・栄養障害  食欲不振，食欲亢進，高脂血症 高血糖
精神障害 不眠症 錯乱，失見当識，多幸気分，異常な夢，幻覚 うつ病，
落ち着きのなさ，気分動揺，抑うつ気分，無感情，不安，リビドー消失，
睡眠障害，思考異常 離人症，無オルガズム症，激越，喚語困難，リビ
ドー亢進，パニック発作，脱抑制
神経系障害 浮動性眩暈，頭痛，平衡障害，運動失調 振戦，注意力障
害，感覚鈍麻，嗜眠，構語障害，記憶障害，健忘，錯感覚，協調運動異
常 鎮静，認知障害，ミオクローヌス，反射消失，ジスキネジー，精神運
動亢進，体位性眩暈，知覚過敏，味覚異常，灼熱感，失神，精神的機
能障害，会話障害 昏迷，嗅覚錯誤，書字障害
眼障害 霧視，複視，視力低下 視覚障害，網膜出血 視野欠損，眼部腫
脹，眼痛，眼精疲労，流涙増加，光視症，斜視，眼乾燥，眼振 眼刺激，
散瞳，動揺視，深径覚の変化，視覚の明るさ，角膜炎
耳・迷路障害 回転性眩暈 耳鳴 聴覚過敏
心臓障害  動悸 第一度房室ブロック，頻脈，洞性不整脈，洞性徐脈，心
室性期外収縮 洞性頻脈
血管障害  高血圧，低血圧，ほてり
呼吸器・胸郭・縦隔障害  呼吸困難 鼻咽頭炎，咳嗽，いびき，鼻出血，
鼻炎 鼻乾燥，鼻閉，咽喉絞扼感
胃腸障害 便秘，悪心，下痢，腹痛，嘔吐 腹部膨満，消化不良，鼓腸，
胃炎，胃不快感，口内炎 流涎過多，胃食道逆流性疾患，膵炎，舌腫脹
腹水，嚥下障害
皮膚・皮下組織障害 発疹 掻痒症，湿疹，眼窩周囲浮腫 多汗症，冷
汗，蕁麻疹，脱毛 丘疹
筋骨格系・結合組織障害  筋力低下，筋痙縮，関節腫脹，四肢痛，背部
痛 筋肉痛，重感，関節痛，筋骨格硬直
腎・尿路障害  尿失禁，排尿困難 尿閉 乏尿
生殖系・乳房障害   乳房痛，勃起不全，女性化乳房 射精遅延，性機能
不全，無月経，乳房分泌，月経困難症，乳房肥大
全身障害・投与局所様態 浮腫，口渇，疲労，異常感，歩行障害，顔面
浮腫 無力症，疼痛，圧痕浮腫，倦怠感，胸痛 発熱，冷感，悪寒，易刺
激性，酩酊感 胸部絞扼感
傷害，中毒及び処置合併症 転倒・転落
臨床検査 体重増加 血中ＣＰＫ（ＣＫ）増加，ＡＬＴ（ＧＰＴ）増加，ＡＳＴ（ＧＯ
Ｔ）増加，血中アミラーゼ増加，血中クレアチニン増加 体重減少，血中
尿酸増加 血中カリウム減少
（表終了）

■副作用

メマンチン塩酸塩

メマリーＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
内 内服 流通
劇

【YJコード】1190018F4022
【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】メマンチン塩酸塩
【メーカー】製)第一三共
【薬価】134.9円/1T
【薬価収載日】2014/05/30
【標榜薬効】アルツハイマー型認知症治療剤

【効能効果】中等度・高度アルツハイマー型認知症の認知症症状の進
行抑制
注意
１．アルツハイマー型認知症のみ使用。
２．アルツハイマー型認知症の進行を抑制する成績はない。
３．アルツハイマー型認知症以外の認知症性疾患での有効性は未確
認。
【用法用量】成人　１回５ｍｇから開始　１日１回　内服。１週間に５ｍｇず
つ増量し　維持量　１回２０ｍｇ　１日１回　内服。
注意
１．１日１回５ｍｇからの漸増は，副作用を抑える目的であり，維持量ま
で増量。
２．高度の腎機能障害（クレアチニンクリアランス値 ３０ｍＬ／分未満）
維持量　１回１０ｍｇ　１日１回。
３．医療従事者，家族等の管理下で投与。
４．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

■効能効果・用法用量

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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３．医療従事者，家族等の管理下で投与。
４．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．痙攣（０．３％）。
２．失神（頻度不明），意識消失（頻度不明）。
３．精神症状（激越（０．２％），攻撃性（０．１％），妄想（０．１％），幻覚，
錯乱，せん妄（頻度不明））。
４．肝機能障害（頻度不明）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，ビリル
ビン等の上昇），黄疸（頻度不明）。
５．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇等），急性腎不全。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 １～５％未満 １％未満 頻度不明
過敏症  発疹 顔面浮腫，眼瞼浮腫
精神神経系 眩暈，頭痛 傾眠，不眠，徘徊，不穏，易怒性，不安 歩行
障害，不随意運動（振戦，チック，ジスキネジー等），活動性低下，鎮静
腎臓  頻尿，尿失禁，尿潜血，ＢＵＮ上昇
肝臓 肝機能異常
消化器 便秘，食欲不振 消化管潰瘍，悪心，嘔吐，下痢，便失禁
循環器 血圧上昇 血圧低下，上室性期外収縮
その他 血糖値上昇，転倒，浮腫，体重減少，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇 貧血，倦
怠感，発熱，コレステロール上昇，トリグリセリド上昇 脱力感
（表終了）

■禁忌

■副作用

ラメルテオン

ロゼレム錠８ｍｇ （８ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】1190016F1024
【薬効分類】１．１．９　その他の中枢神経系用薬
【一般名】ラメルテオン
【メーカー】製)武田薬品工業
【薬価】84.6円/1T
【薬価収載日】2010/06/11
【標榜薬効】メラトニン受容体アゴニスト

【効能効果】不眠症の入眠困難の改善
注意
ベンゾジアゼピン系薬剤等他の不眠症治療薬による前治療歴がある患
者への有効性，精神疾患（統合失調症，うつ病等）の既往・合併への有
効性・安全性は未確立，投与時は有益性と危険性を考慮し，必要性を
勘案した上で行う。
【用法用量】成人　１回８ｍｇ　就寝前　内服。
注意
１．投与開始２週間後を目処に入眠困難に対する有効性・安全性を評
価し，有用性なければ，投与中止を考慮し，漫然と投与しない。
２．就寝直前に服用。就寝後，途中で起床して仕事等をする時は服用し
ない。
３．食事と同時又は食直後の服用は避ける（食後投与で，血中濃度低
下の可能性）。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．高度な肝機能障害。
３．フルボキサミンマレイン酸塩の投与患者。

【副作用】重大な副作用
アナフィラキシー（蕁麻疹，血管浮腫等）（頻度不明）（外国）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１．２　末梢神経系用薬

１．２．１　局所麻酔剤

アミノ安息香酸エチル

アミノ安息香酸エチル （１ｇ）
内 局方 内服 流通

【YJコード】1212001X1014
【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】アミノ安息香酸エチル
【薬価】7.9円/1g
【標榜薬効】局所麻酔剤

【一般名】アミノ安息香酸エチル
【薬価】7.9円/1g
【標榜薬効】局所麻酔剤

ブピバカイン塩酸塩水和物

マーカイン注０．２５％ （０．２５％１０ｍＬバ
イアル）

内 注射 流通
劇

【YJコード】1214403A2022
【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】ブピバカイン塩酸塩水和物
【メーカー】製)アスペンジャパン　販)アストラゼネカ
【薬価】144円/10mLバイアル
【標榜薬効】長時間作用性局所麻酔剤

【効能効果】伝達麻酔，硬膜外麻酔
【用法用量】成人　１回２ｍｇ／ｋｇ（本剤　０．８ｍＬ／ｋｇ）まで。適宜用量
を決定。
＜参考＞各麻酔量は下表の通り。
（表開始）
麻酔法 本剤（ｍＬ） ブピバカイン塩酸塩水和物（ｍｇ） 備考
伝達麻酔［三叉神経ブロック］ １～２ ２．５～５
伝達麻酔［星状神経節ブロック］ ５～１０ １２．５～２５
伝達麻酔［腕神経叢ブロック（腋窩法）］ ２０～３０ ５０～７５
伝達麻酔［肋間神経ブロック］ ５以下 １２．５以下 用量は各神経あた
り。
伝達麻酔［腰部交感神経節ブロック］ ５～１０ １２．５～２５
硬膜外麻酔［持続硬膜外麻酔］ 最初１０ｍＬ 次いで３～５～８ｍＬ 最初
２５～５０ｍｇ 次いで７．５～１２．５～２０ｍｇ ４～６時間ごと。
硬膜外麻酔［仙骨麻酔］ １５～３０ ３７．５～７５
（表終了）
血管収縮剤を添加しなくても作用時間がえられる。作用時間延長を望
む時は血管収縮剤を適宜添加。

【禁忌】共通（伝達麻酔・硬膜外麻酔）
本剤の成分・アミド型局所麻酔薬に過敏症の既往。
硬膜外麻酔
（１）．大量出血，ショック状態。
（２）．注射部位・その周辺の炎症。
（３）．敗血症。

【副作用】重大な副作用（共通（伝達麻酔・硬膜外麻酔））
（頻度不明）
１．ショック（徐脈，不整脈，血圧低下，呼吸抑制，チアノーゼ，意識障害
等），心停止，アナフィラキシーショック。
２．意識障害，振戦，痙攣等の中毒症状。
３．異常感覚，知覚・運動障害（一過性の異常感覚，神経学的疾患（持
続的な異常感覚，疼痛，知覚障害，運動障害，膀胱直腸障害等））。
重大な副作用（硬膜外麻酔）
（頻度不明）
肝障害（黄疸，ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐの上昇等）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

メピバカイン塩酸塩

メピバカイン塩酸塩注射液 （２％１０ｍＬバ
イアル）

内 局方 注射 流通
劇

【YJコード】1214402A3016
【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】メピバカイン塩酸塩
【薬価】154円/10mLバイアル
【標榜薬効】局所麻酔剤

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品

- 31 -

メマリーＯＤ錠５ｍｇ メピバカイン塩酸塩注射液



リドカイン

キシロカイン０．５％筋注用溶解液 （０．５％
３ｍＬ１管）

内 注射 流通
劇

【YJコード】1214401A2023
【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン
【メーカー】製)アスペンジャパン　販)アストラゼネカ
【薬価】95円/1A
【標榜薬効】局所麻酔剤

【効能効果】抗生剤の筋注時の疼痛緩和
【用法用量】抗生剤筋注時の疼痛緩和のための溶解液。
成人　１０～１５ｍｇ（本剤　２～３ｍＬ）　使用。
静注しない。

【禁忌】本剤の成分・アミド型局所麻酔薬に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック（徐脈，不整脈，血圧低下，呼吸抑制，チアノーゼ，意識障害
等），心停止，アナフィラキシーショック。
２．振戦，痙攣等の中毒症状。
３．重篤な悪性高熱（原因不明の頻脈・不整脈・血圧変動，急激な体温
上昇，筋強直，血液の暗赤色化（チアノーゼ），過呼吸，発汗，アシドー
シス，高カリウム血症，ミオグロビン尿（ポートワイン色尿）等），腎不全。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

キシロカインポンプスプレー８％ （１ｇ）
内 外用 後発 流通
劇

【YJコード】1214701R1050
【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン
【メーカー】製)アスペンジャパン　販)アストラゼネカ
【薬価】22.2円/1g
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】表面麻酔剤

【効能効果】表面麻酔
【用法用量】成人　８～４０ｍｇ（１～５回の噴霧）　使用。
適宜増減。
＜使用方法＞
（１）．添付のノズルを装着し，ノズル内に溶液が充満するよう，噴霧前
に火気に注意して，最低５回空噴霧後に麻酔部位に噴霧。麻酔部位に
噴霧時，溶液が霧状となるようノズルを強く押す。
（２）．ノズルを１回押すごとに溶液０．１ｍＬ（リドカイン　８ｍｇ含有）が噴
霧。１～５回の噴霧（溶液０．１～０．５ｍＬ リドカイン　８～４０ｍｇ）で十
分。広範な部位を麻酔時・麻酔効果をさらに長時間持続時は，噴霧回
数を適宜調節。一時に２５回（リドカイン　２００ｍｇ）以上の噴霧は避け
る。
（３）．小児に使用時や扁桃炎等で充血時，注意して使用。
（４）．残液量が少ない時，チューブの先端が下側になるように使用。

【禁忌】本剤の成分・アミド型局所麻酔薬に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック（徐脈，不整脈，血圧低下，呼吸抑制，チアノーゼ，意識障害
等），心停止，アナフィラキシーショック。
２．意識障害，振戦，痙攣等の中毒症状。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

静注用キシロカイン２％ （２％５ｍＬ１管）
内 注射 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】1214401A5022
【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン
【メーカー】製)アスペンジャパン　販)アストラゼネカ
【薬価】92円/1A
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】抗不整脈剤

【標榜薬効】抗不整脈剤

【効能効果】期外収縮（心室性，上室性），発作性頻拍（心室性，上室
性）
急性心筋梗塞時，手術に伴う心室性不整脈の予防
【用法用量】成人　１回５０～１００ｍｇ（１～２ｍｇ／ｋｇ）（本剤　２．５～５
ｍＬ）　１～２分間で　緩徐に静注。
効果なければ　５分後に同量を投与。
効果持続を期待する時　１０～２０分間隔　同量　追加。１時間内の最高
量３００ｍｇ（本剤　１５ｍＬ）。
静注の効果　１０～２０分で消失。

【禁忌】１．重篤な刺激伝導障害（完全房室ブロック等）。
２．本剤の成分・アミド型局所麻酔薬に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．刺激伝導系抑制（ＰＱ間隔の延長，ＱＲＳ幅増大等），ショック，徐
脈，血圧低下，意識障害等，心停止，アナフィラキシーショック。
２．意識障害，振戦，痙攣等の中毒症状。
３．重篤な悪性高熱（原因不明の頻脈・不整脈・血圧変動，急激な体温
上昇，筋強直，血液の暗赤色化（チアノーゼ），過呼吸，発汗，アシドー
シス，高カリウム血症，ミオグロビン尿（ポートワイン色尿）等），腎不全。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
中枢神経 せん妄，眩暈，眠気，不安，多幸感，しびれ感等
消化器 嘔吐等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

リドカイン注射液 （０．５％１０ｍＬバイアル）
内 局方 注射 流通
劇

【YJコード】1214401A1019
【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン
【薬価】92円/10mLバイアル
【標榜薬効】局所麻酔剤

リドカイン塩酸塩

キシロカインゼリー２％ （２％１ｍＬ）
内 外用 流通

【YJコード】1214700P1054
【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン塩酸塩
【メーカー】製)アスペンジャパン　販)アストラゼネカ
【薬価】7.3円/1mL
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】粘滑・表面麻酔剤

【効能効果】表面麻酔
【用法用量】尿道麻酔
成人
男子　２００～３００ｍｇ（本剤　１０～１５ｍＬ）。
女子　６０～１００ｍｇ（本剤　３～５ｍＬ）。
気管内挿管　適当量を使用。
適宜増減。

【禁忌】本剤の成分・アミド型局所麻酔薬に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック（徐脈，不整脈，血圧低下，呼吸抑制，チアノーゼ，意識障害
等），心停止，アナフィラキシーショック。
２．意識障害，振戦，痙攣等の中毒症状。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

キシロカイン注ポリアンプ１％ （１％１０ｍＬ
１管）

内 注射 流通
劇

【YJコード】1214400A8051
【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン塩酸塩
【メーカー】製)アスペンジャパン　販)アストラゼネカ
【薬価】94円/1A
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】局所麻酔剤

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン塩酸塩
【メーカー】製)アスペンジャパン　販)アストラゼネカ
【薬価】94円/1A
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】局所麻酔剤

【効能効果】硬膜外麻酔，伝達麻酔，浸潤麻酔，表面麻酔
【用法用量】成人　１回最高２００ｍｇ（本剤　２０ｍＬ）。適宜増減。
各麻酔量は下表の通り。（　）は注射液の量。
（表開始）
麻酔法 本剤
硬膜外麻酔 １００～２００ｍｇ （１０～２０ｍＬ）
硬膜外麻酔 交感神経遮断 －
伝達麻酔 ３０～２００ｍｇ （３～２０ｍＬ）
伝達麻酔 指趾神経遮断 ３０～１００ｍｇ （３～１０ｍＬ）
伝達麻酔 肋間神経遮断 ５０ｍｇまで （５ｍＬまで）
浸潤麻酔 ２０～２００ｍｇ （２～２０ｍＬ）
表面麻酔 塗布又は噴霧
静脈内区域麻酔 上肢手術 －
（表終了）

【禁忌】共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔・表面麻酔・上肢手術の
静脈内区域麻酔）
本剤の成分・アミド型局所麻酔薬に過敏症の既往。
硬膜外麻酔
（１）．大量出血，ショック状態。
（２）．注射部位・その周辺の炎症。
（３）．敗血症。

【副作用】重大な副作用（共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔・表面
麻酔・上肢手術の静脈内区域麻酔））
（頻度不明）
１．ショック（徐脈，不整脈，血圧低下，呼吸抑制，チアノーゼ，意識障害
等），心停止，アナフィラキシーショック。
２．意識障害，振戦，痙攣等の中毒症状。
重大な副作用（硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔）
（頻度不明）
１．異常感覚，知覚・運動障害（一過性の異常感覚，神経学的疾患（持
続的な異常感覚，疼痛，知覚障害，運動障害，膀胱直腸障害等））。
２．重篤な悪性高熱（原因不明の頻脈・不整脈・血圧変動，急激な体温
上昇，筋強直，血液の暗赤色化（チアノーゼ），過呼吸，発汗，アシドー
シス，高カリウム血症，ミオグロビン尿（ポートワイン色尿）等），腎不全。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

キシロカインビスカス２％ （２％１ｍＬ）
内 内服 流通
劇

【YJコード】1214001S1054
【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン塩酸塩
【メーカー】製)アスペンジャパン　販)アストラゼネカ
【薬価】5.6円/1mL
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】表面麻酔剤

【効能効果】表面麻酔
【用法用量】成人　１回１００～３００ｍｇ（本剤　５～１５ｍＬ）（添付のさじ
で１～３杯，又は注射筒に吸引し使用）　１日１～３回　内服。
適宜増減。
＜使用方法＞
（１）．内視鏡検査，その他咽喉頭・食道部の麻酔は，徐々に飲む。
（２）．口腔内麻酔は，嚥下せず口腔内に拡げるのみ。
（３）．胃部麻酔（ダンピング症候群，幽門痙攣等）は，速やかに嚥下さ
せ，コップ半分の水で洗い落とす。

【禁忌】本剤の成分・アミド型局所麻酔薬に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック（徐脈，不整脈，血圧低下，呼吸抑制，チアノーゼ，意識障害
等），心停止，アナフィラキシーショック。
２．意識障害，振戦，痙攣等の中毒症状。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

リドカイン塩酸塩・アドレナリン

キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：
１０００００）含有 （１％１０ｍＬバイアル）

内 注射 流通
劇

【YJコード】1214400A2029
【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】リドカイン塩酸塩・アドレナリン
【メーカー】製)アスペンジャパン　販)アストラゼネカ
【薬価】102円/10mLバイアル
【標榜薬効】局所麻酔剤

【効能効果】硬膜外麻酔，伝達麻酔，浸潤麻酔，表面麻酔
【用法用量】成人　１回最高５０ｍＬ（リドカイン塩酸塩　５００ｍｇ）。いず
れも適宜増減。
各麻酔量は下表の通り。（　）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。
（表開始）
麻酔法 本剤
硬膜外麻酔 １０～３０ｍＬ （１００～３００ｍｇ） ＜０．１～０．３ｍｇ＞
硬膜外麻酔 交感神経遮断 －
伝達麻酔 ３～２０ｍＬ （３０～２００ｍｇ） ＜０．０３～０．２ｍｇ＞
伝達麻酔 肋間神経遮断 ５ｍＬまで （５０ｍｇまで） ＜０．０５ｍｇ＞
浸潤麻酔 ２～４０ｍＬ （２０～４００ｍｇ） ＜０．０２～０．４ｍｇ＞
浸潤麻酔 ［眼科麻酔］ －
表面麻酔 塗布又は噴霧
（表終了）

【禁忌】共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔・表面麻酔）
（１）．本剤の成分・アミド型局所麻酔薬に過敏症の既往。
（２）．高血圧，動脈硬化，心不全，甲状腺機能亢進，糖尿病。
血管攣縮の既往。
（３）．狭隅角や前房が浅い等の眼圧上昇の素因。
（４）．下記の投与患者
［１］．ブチロフェノン系・フェノチアジン系等の抗精神病薬，α遮断薬。
［２］．イソプロテレノール等のカテコールアミン製剤，アドレナリン作動
薬。
硬膜外麻酔
（１）．大量出血，ショック状態。
（２）．注射部位・その周辺に炎症。
（３）．敗血症。
伝達麻酔・浸潤麻酔
耳・指趾・陰茎の麻酔。
原則禁忌
共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔・表面麻酔）
（１）．心室頻拍等の重症不整脈。
（２）．交感神経系作動薬に過敏。
（３）．精神神経症。
（４）．コカイン中毒。

【副作用】重大な副作用（共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔・表面
麻酔））
（頻度不明）
１．ショック（徐脈，不整脈，血圧低下，呼吸抑制，チアノーゼ，意識障害
等），心停止，アナフィラキシーショック。
２．意識障害，振戦，痙攣等の中毒症状。
３．肺水腫（血圧異常上昇）。
４．呼吸困難。
５．心停止（頻脈，不整脈，心悸亢進，胸内苦悶）。
重大な副作用（硬膜外麻酔・伝達麻酔・浸潤麻酔）
（頻度不明）
１．異常感覚，知覚・運動障害（一過性の異常感覚，神経学的疾患（持
続的な異常感覚，疼痛，知覚障害，運動障害，膀胱直腸障害等））。
２．重篤な悪性高熱（原因不明の頻脈・不整脈・血圧変動，急激な体温
上昇，筋強直，血液の暗赤色化（チアノーゼ），過呼吸，発汗，アシドー
シス，高カリウム血症，ミオグロビン尿（ポートワイン色尿）等），腎不全。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ロピバカイン塩酸塩水和物

アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ （０．７５％１０
ｍＬ１管）

内 注射 流通
劇

【YJコード】1214405A3028
【薬効分類】１．２．１　局所麻酔剤
【一般名】ロピバカイン塩酸塩水和物
【メーカー】製)アスペンジャパン　販)アストラゼネカ
【薬価】504円/1A
【薬価収載日】2001/06/01
【標榜薬効】長時間作用性局所麻酔剤

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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【薬価収載日】2001/06/01
【標榜薬効】長時間作用性局所麻酔剤

【効能効果】麻酔（硬膜外麻酔，伝達麻酔）
【用法用量】硬膜外麻酔
成人　１回２０ｍＬ（ロピバカイン塩酸塩水和物　１５０ｍｇ）まで　硬膜外
腔　投与。
適宜減量。
伝達麻酔
成人　１回４０ｍＬ（ロピバカイン塩酸塩水和物　３００ｍｇ）まで　目標の
神経又は神経叢近傍　投与。
適宜減量。
注意
血管収縮剤（アドレナリン）を添加しても，作用持続時間は延長しない。

【禁忌】共通（硬膜外麻酔・伝達麻酔）
本剤の成分・アミド型局所麻酔薬に過敏症の既往。
硬膜外麻酔
（１）．大量出血，ショック状態。
（２）．注射部位・その周辺の炎症。
（３）．敗血症。

【副作用】重大な副作用
１．ショック（頻度不明）（徐脈，不整脈，血圧低下，呼吸抑制，チアノー
ゼ，意識障害等），心停止（０．１％未満），アナフィラキシーショック（０．
１％未満）。
２．意識障害，振戦，痙攣（０．１％未満）等の中毒症状。
３．異常感覚，知覚・運動障害（０．１～１％未満）（一過性の異常感覚，
神経学的疾患（０．１％未満）（持続的な異常感覚，疼痛，知覚障害，運
動障害，膀胱直腸障害等））。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１．２．２　骨格筋弛緩剤

Ａ型ボツリヌス毒素

ボトックス注用１００単位 （１００単位１瓶）
内 注射 流通
毒

【YJコード】1229404D2026
【薬効分類】１．２．２　骨格筋弛緩剤
【一般名】Ａ型ボツリヌス毒素
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】69325円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】Ａ型ボツリヌス毒素製剤

【効能効果】眼瞼痙攣，片側顔面痙攣，痙性斜頸，上肢痙縮，下肢痙
縮，２歳以上の小児脳性麻痺の下肢痙縮に伴う尖足，重度の原発性腋
窩多汗症，斜視，痙攣性発声障害
注意
１．上肢痙縮，下肢痙縮及び２歳以上の小児脳性麻痺の下肢痙縮に伴
う尖足では，下記に注意。
（１）．理学療法，作業療法等の標準的治療の代替とはならないため，こ
れらの治療と併用して使用。
（２）．非可逆的拘縮状態となった関節の可動域の改善には効果なし。
（３）．上肢痙縮，下肢痙縮は，痙縮の原因疾患の診断・治療も行う。
２．原発性腋窩多汗症，痙攣性発声障害の診断・治療は，国内外のガ
イドライン等を参考に行う。
３．斜視では，下記に注意。
（１）．陳旧性の麻痺性斜視の改善には効果なし（外科的手術の施行時
に拮抗筋の拘縮を緩和する時を除く）。
（２）．５０プリズムジオプトリーを超える斜視，拘束型斜視，外直筋の弱
化を伴うデュアン症候群，過去の後転術による過矯正から生じた二次
性斜視の安全性・有効性は未確立，必要性を慎重に検討。
【用法用量】眼瞼痙攣
成人　初回　１．２５～２．５単位／部位　１眼あたり眼輪筋６部位　筋
注。
眼輪筋切除術施行後　筋電計で目標部位を同定。
効果　３～４ヵ月間持続。再発時は再投与（２ヵ月以内の再投与は避け
る）。
再投与　初回量の２倍まで使用できる。閉瞼不全，眼瞼下垂等の副作
用の発現時，再投与量を適宜減量。
１ヵ月間に累積４５単位まで。
片側顔面痙攣
成人　下記量　痙攣筋（※１）に筋注。痙攣筋が複数ある時は，分割　投
与。
（１）．初回量　合計１０単位。
（２）．初回から４週間後，効果不十分時は追加で合計２０単位まで。
（３）．症状再発　合計３０単位まで再投与できるが，２ヵ月以内の再投与
は避ける。
（※１）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
痙性斜頸
成人　下記量　緊張筋（※２）に筋注。緊張筋が複数ある時は，分割　投
与。
（１）．初回量　合計３０～６０単位。
（２）．初回から４週間後，効果不十分時は追加で合計１８０単位まで。
（３）．症状再発　合計２４０単位まで再投与できるが，２ヵ月以内の再投
与は避ける。
（※２）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
上肢痙縮 成人　複数の緊張筋（※３）に合計２４０単位　分割　筋注。１
回最大量２４０単位，対象となる緊張筋の種類や数により，必要最小限
となるよう適宜減量。再投与は前回の効果減弱時に可能，３ヵ月以内の
再投与は避ける。
（※３）緊張筋 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
下肢痙縮 成人　複数の緊張筋（※４）に合計３００単位　分割　筋注。１
回最大量３００単位，対象となる緊張筋の種類や数により，必要最小限
となるよう適宜減量。再投与は前回の効果減弱時に可能，３ヵ月以内の
再投与は避ける。
（※４）緊張筋 腓腹筋（内側頭，外側頭），ヒラメ筋，後脛骨筋等
２歳以上の小児脳性麻痺の下肢痙縮に伴う尖足
２歳以上の小児　４単位／ｋｇ　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 ４単位／ｋｇ　両肢に分割　投与。初回投与
以後，効果不十分時　ヒラメ筋，後脛骨筋等へ投与できる。適宜増減。
１回総量２００単位まで，再投与は前回の効果消失時に可能，３ヵ月以
内の再投与は避ける。
重度の原発性腋窩多汗症 成人　片腋窩あたり５０単位　複数の部位（１
０～１５ヵ所）　１～２ｃｍ間隔　皮内注。再投与は前回の効果減弱時に
可能，４ヵ月以内の再投与は避ける。
斜視 成人・１２歳以上の小児　下記量　外眼筋に筋注。
（１）．初回
［１］．上下斜視 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 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 内直筋又は外直筋に
２．５～５単位。
［４］．１ヵ月以上持続する外転神経麻痺 内直筋に１．２５～２．５単位。
（２）．初回投与後４週間観察し，効果不十分時は，追加で初回量の２倍
まで投与できる。
（３）．効果減弱時は，過去１回量の２倍まで再投与できる。３ヵ月以内の
再投与は避ける。
（４）．１回の投与での１つの筋あたりの投与量は１０単位まで。
痙攣性発声障害
成人　下記量　内喉頭筋に筋注。
（１）．内転型痙攣性発声障害
初回　片側の甲状披裂筋に２．５単位。
再投与　前回効果減弱時　片側又は両側の甲状披裂筋に再投与。３ヵ
月以内の再投与は避ける。適宜増減，片側あたり２．５単位まで。
（２）．外転型痙攣性発声障害
初回　片側の後輪状披裂筋に５単位。
再投与　前回効果減弱時　片側の後輪状披裂筋に再投与。３ヵ月以内
の再投与は避ける。適宜増減，５単位まで。
注意
１．複数の適応への本剤同時投与時の安全性は未確立，複数の適応
に本剤を同時に投与しない。やむを得ず同時投与時は，それぞれの効
能・効果で規定されている投与量の上限・投与間隔を厳守，３ヵ月間の
Ａ型ボツリヌス毒素の累積投与量として３６０単位を上限（臨床試験で，
成人を対象に上肢痙縮及び下肢痙縮に合計３６０単位を同時投与した
経験はあるが，複数の適応に同時投与した経験なし）。
２．本剤の力価（単位）は，Ａ型ボツリヌス毒素製剤特有のもので，Ｂ型
ボツリヌス毒素製剤とは異なること，換算もできないことに注意し，必ず
投与量を確認。
３．本剤と他のボツリヌス毒素製剤の同時投与は避ける（同時投与した
経験はなく，安全性・有効性は未確立，同時投与は，神経筋接合部の
麻痺等が増強し，呼吸困難，嚥下障害等の重篤な副作用のおそれ）。
４．他のボツリヌス毒素製剤を投与後に使用する時は，他のボツリヌス
毒素製剤の用法・用量で規定されている投与間隔をあけ，効果が消失
し，安全性上の問題がない時のみ投与（安全性・有効性は未確立。先
に投与された他のボツリヌス毒素の効果消失前に本剤を投与時には，
神経筋接合部の麻痺等が増強し，呼吸困難，嚥下障害等の重篤な副
作用のおそれ）。
眼瞼痙攣
眼瞼下垂の可能性，上眼瞼挙筋周囲への投与を避ける。
片側顔面痙攣
（１）．片側顔面痙攣で痙攣筋の同定が困難な時は，筋電計で目標部位
を同定。
（２）．片側顔面痙攣では，筋ごとの適切な部位，投与量に注意し，痙攣
している筋肉内に注射（臨床成績等から，下記の投与部位，投与量を
推奨）。
（表開始）
 投与筋 １部位あたりの投与量 （単位／部位） 投与部位数 （部位）
初回量 眼輪筋 １．２５ ４
初回量 その他の筋 痙攣筋に眼輪筋と合わせ計１０単位を分割　投与
痙攣筋に眼輪筋と合わせ計１０単位を分割　投与
初回後の追加投与，再投与 眼輪筋 ２．５注１ ４
初回後の追加投与，再投与 皺眉筋 ２．５ １
初回後の追加投与，再投与 前頭筋 ２．５ １
初回後の追加投与，再投与 口輪筋 ２．５ ２
初回後の追加投与，再投与 大頬骨筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 小頬骨筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 笑筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 オトガイ筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 広頸筋注２ ２．５ 上限４
（表終了）
注１ 臨床試験で，追加投与・再投与時には眼輪筋に１部位あたり５単
位まで投与された症例あり。眼輪筋に２．５単位を超えて投与時，特に
副作用の発現に注意しながら慎重投与。
注２ 広頸筋には筋緊張によりスジ状として隆起している部位に投与。薄
い皮筋であるため穿通しないよう注意。
痙性斜頸
（１）．緊張筋が深部である等，触診で緊張筋の同定が困難な時，筋電
計で目標部位を同定。
（２）．効果なければ，用量，投与部位について再検討した上で追加。
（３）．注射で投与筋の筋緊張が低下後，その協働筋側の緊張が亢進
し，異常姿勢をきたす可能性，初回以降では緊張が亢進している筋を
同定し投与。
（４）．初回・初回後の追加含む２４０単位までで効果なければ，高頻度，
高投与量で投与しても効果が期待できないため，中止を考慮。
（５）．筋ごとの適切な部位，投与量に注意（臨床成績等から，下記の投
与部位，投与量を推奨）。
（表開始）
投与筋 初回量注３，投与部位数 最高量注４
胸鎖乳突筋注１ １５－５０単位を２ヵ所以上に分割 １００単位
僧帽筋 ３０－６０単位を２ヵ所以上に分割 １００単位
板状筋 ２５－５０単位を２ヵ所以上に分割 １００単位
斜角筋 １５－２５単位 ５０単位
僧帽筋前縁 １５－３０単位 １００単位
肩甲挙筋注２ ２０－３０単位 ８０単位
傍脊柱筋 ２０単位 ５０単位
広頸筋 ２０－３０単位 ８０単位
（表終了）
注１ 嚥下障害のリスクを軽減するため，両側への投与を避ける。
注２ 嚥下障害・呼吸器感染のリスクが増大する可能性。
注３ 各筋に対し，初めて投与する時の投与量。
注４ 各投与部位への投与量は３０単位まで。
上肢痙縮
（１）．上肢痙縮で緊張筋の同定が困難時は，筋電計，超音波検査やス
ティミュレーター等を用いて注意深く目標部位を同定。
（２）．上肢痙縮患者には，筋ごとの適切な部位及び投与量に注意（臨
床成績等から，下記の投与筋，投与量及び投与部位数を推奨）。
（表開始）
投与筋 投与量（単位／筋） 投与部位数（部位／筋）
橈側手根屈筋 ５０ １
尺側手根屈筋 ５０ １
深指屈筋 ５０ １
浅指屈筋 ５０ １
長母指屈筋 ２０ １
母指内転筋 ２０ １
（表終了）
×印 臨床試験での投与部位。
下肢痙縮
（１）．下肢痙縮で緊張筋の同定が困難時は，筋電計，超音波検査やス
ティミュレーター等を用いて注意深く目標部位を同定。
（２）．下肢痙縮患者には，筋ごとの適切な部位及び投与量に注意（臨
床成績等から，下記の投与筋，投与量及び投与部位数を推奨）。
（表開始）
投与筋 投与量（単位／筋） 投与部位数（部位／筋）
腓腹筋（内側頭） ７５ ３
腓腹筋（外側頭） ７５ ３
ヒラメ筋 ７５ ３
後脛骨筋 ７５ ３
（表終了）
２歳以上の小児脳性麻痺の下肢痙縮に伴う尖足
（１）．緊張筋の同定が困難時は，筋電計，超音波検査やスティミュレー
ター等を用いて注意深く目標部位を同定。
（２）．筋ごとの適切な部位及び投与量に注意。
重度の原発性腋窩多汗症
（１）．投与前にＭｉｎｏｒ’ｓヨウ素デンプン反応等の染色法で発汗部位を
同定。
（２）．原発性腋窩多汗症には，注射針先端の斜め部分を上にして，皮
膚表面に対し４５°の角度で約２ｍｍの深さへ皮内注，効果のない部分
を最小限にとどめるため，注射位置を等間隔でジグザグ状に配置を推
奨。
斜視
（１）．外眼筋に投与時は，筋電計等や外眼筋の外科的露出で，注意深
く目標部位を同定。
（２）．投与前に点眼麻酔薬の投与を推奨。
（３）．投与時の薬液量は１つの筋あたり０．０５～０．１５ｍＬを推奨。
（４）．筋ごとの適切な部位・投与量に注意（臨床成績等から，初回投与
では下記の投与筋，投与量，投与部位数を推奨）。
（表開始）
投与筋 初回量（単位／筋） 投与部位数（部位／筋）
内直筋 １．２５～２．５（注１）又は２．５～５（注２） １
外直筋 １．２５～２．５（注１）又は２．５～５（注２） １
上直筋 １．２５～２．５（注３） １
下直筋 １．２５～２．５（注３） １
（表終了）
（注１）２０プリズムジオプトリー未満の水平斜視。
（注２）２０～５０プリズムジオプトリーの水平斜視。
（注３）上下斜視。
痙攣性発声障害
（１）．痙攣性発声障害 内喉頭筋に投与時は，筋電計で目標とする筋を
同定。
（２）．痙攣性発声障害 薬液量は片側あたり０．１ｍＬを推奨。
（３）．内転型痙攣性発声障害の治療 患者を背臥位とし，輪状軟骨上縁
の正中より約５ｍｍ外側（投与側）に注射針を経皮的に刺入した後，輪
状甲状間膜を貫通させて甲状披裂筋へと到達させる。両側投与は嚥下
障害等の有害事象がより長期間持続する可能性，再投与時の両側投
与の要否は，片側投与による治療効果・有害事象の発現状況を確認後
に検討。
（４）．外転型痙攣性発声障害 投与前の内視鏡検査により，左右の声帯
の可動性・声門間隙の大きさを確認し，病的運動が強い側の後輪状披
裂筋に投与。注射時には患者を背臥位とし，投与側の反対側へ頭部を
回旋させ，輪状軟骨の後面に外側方向から経皮的に注射針を刺入。投
与側の声帯が動かなくなった時に声門の閉鎖・狭窄による呼吸困難等
が生じないよう，反対側の声帯が動く時にのみ投与し，両側への投与は
行わない。
（５）．混合型痙攣性発声障害 有効性・安全性は未確立。甲状披裂筋・
後輪状披裂筋への同時投与後に重篤な呼吸困難の報告あり，甲状披
裂筋・後輪状披裂筋への同時投与は避ける。

■効能効果・用法用量

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品

（※１）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
痙性斜頸
成人　下記量　緊張筋（※２）に筋注。緊張筋が複数ある時は，分割　投
与。
（１）．初回量　合計３０～６０単位。
（２）．初回から４週間後，効果不十分時は追加で合計１８０単位まで。
（３）．症状再発　合計２４０単位まで再投与できるが，２ヵ月以内の再投
与は避ける。
（※２）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
上肢痙縮 成人　複数の緊張筋（※３）に合計２４０単位　分割　筋注。１
回最大量２４０単位，対象となる緊張筋の種類や数により，必要最小限
となるよう適宜減量。再投与は前回の効果減弱時に可能，３ヵ月以内の
再投与は避ける。
（※３）緊張筋 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
下肢痙縮 成人　複数の緊張筋（※４）に合計３００単位　分割　筋注。１
回最大量３００単位，対象となる緊張筋の種類や数により，必要最小限
となるよう適宜減量。再投与は前回の効果減弱時に可能，３ヵ月以内の
再投与は避ける。
（※４）緊張筋 腓腹筋（内側頭，外側頭），ヒラメ筋，後脛骨筋等
２歳以上の小児脳性麻痺の下肢痙縮に伴う尖足
２歳以上の小児　４単位／ｋｇ　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 ４単位／ｋｇ　両肢に分割　投与。初回投与
以後，効果不十分時　ヒラメ筋，後脛骨筋等へ投与できる。適宜増減。
１回総量２００単位まで，再投与は前回の効果消失時に可能，３ヵ月以
内の再投与は避ける。
重度の原発性腋窩多汗症 成人　片腋窩あたり５０単位　複数の部位（１
０～１５ヵ所）　１～２ｃｍ間隔　皮内注。再投与は前回の効果減弱時に
可能，４ヵ月以内の再投与は避ける。
斜視 成人・１２歳以上の小児　下記量　外眼筋に筋注。
（１）．初回
［１］．上下斜視 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 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 内直筋又は外直筋に
２．５～５単位。
［４］．１ヵ月以上持続する外転神経麻痺 内直筋に１．２５～２．５単位。
（２）．初回投与後４週間観察し，効果不十分時は，追加で初回量の２倍
まで投与できる。
（３）．効果減弱時は，過去１回量の２倍まで再投与できる。３ヵ月以内の
再投与は避ける。
（４）．１回の投与での１つの筋あたりの投与量は１０単位まで。
痙攣性発声障害
成人　下記量　内喉頭筋に筋注。
（１）．内転型痙攣性発声障害
初回　片側の甲状披裂筋に２．５単位。
再投与　前回効果減弱時　片側又は両側の甲状披裂筋に再投与。３ヵ
月以内の再投与は避ける。適宜増減，片側あたり２．５単位まで。
（２）．外転型痙攣性発声障害
初回　片側の後輪状披裂筋に５単位。
再投与　前回効果減弱時　片側の後輪状披裂筋に再投与。３ヵ月以内
の再投与は避ける。適宜増減，５単位まで。
注意
１．複数の適応への本剤同時投与時の安全性は未確立，複数の適応
に本剤を同時に投与しない。やむを得ず同時投与時は，それぞれの効
能・効果で規定されている投与量の上限・投与間隔を厳守，３ヵ月間の
Ａ型ボツリヌス毒素の累積投与量として３６０単位を上限（臨床試験で，
成人を対象に上肢痙縮及び下肢痙縮に合計３６０単位を同時投与した
経験はあるが，複数の適応に同時投与した経験なし）。
２．本剤の力価（単位）は，Ａ型ボツリヌス毒素製剤特有のもので，Ｂ型
ボツリヌス毒素製剤とは異なること，換算もできないことに注意し，必ず
投与量を確認。
３．本剤と他のボツリヌス毒素製剤の同時投与は避ける（同時投与した
経験はなく，安全性・有効性は未確立，同時投与は，神経筋接合部の
麻痺等が増強し，呼吸困難，嚥下障害等の重篤な副作用のおそれ）。
４．他のボツリヌス毒素製剤を投与後に使用する時は，他のボツリヌス
毒素製剤の用法・用量で規定されている投与間隔をあけ，効果が消失
し，安全性上の問題がない時のみ投与（安全性・有効性は未確立。先
に投与された他のボツリヌス毒素の効果消失前に本剤を投与時には，
神経筋接合部の麻痺等が増強し，呼吸困難，嚥下障害等の重篤な副
作用のおそれ）。
眼瞼痙攣
眼瞼下垂の可能性，上眼瞼挙筋周囲への投与を避ける。
片側顔面痙攣
（１）．片側顔面痙攣で痙攣筋の同定が困難な時は，筋電計で目標部位
を同定。
（２）．片側顔面痙攣では，筋ごとの適切な部位，投与量に注意し，痙攣
している筋肉内に注射（臨床成績等から，下記の投与部位，投与量を
推奨）。
（表開始）
 投与筋 １部位あたりの投与量 （単位／部位） 投与部位数 （部位）
初回量 眼輪筋 １．２５ ４
初回量 その他の筋 痙攣筋に眼輪筋と合わせ計１０単位を分割　投与
痙攣筋に眼輪筋と合わせ計１０単位を分割　投与
初回後の追加投与，再投与 眼輪筋 ２．５注１ ４
初回後の追加投与，再投与 皺眉筋 ２．５ １
初回後の追加投与，再投与 前頭筋 ２．５ １
初回後の追加投与，再投与 口輪筋 ２．５ ２
初回後の追加投与，再投与 大頬骨筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 小頬骨筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 笑筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 オトガイ筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 広頸筋注２ ２．５ 上限４
（表終了）
注１ 臨床試験で，追加投与・再投与時には眼輪筋に１部位あたり５単
位まで投与された症例あり。眼輪筋に２．５単位を超えて投与時，特に
副作用の発現に注意しながら慎重投与。
注２ 広頸筋には筋緊張によりスジ状として隆起している部位に投与。薄
い皮筋であるため穿通しないよう注意。
痙性斜頸
（１）．緊張筋が深部である等，触診で緊張筋の同定が困難な時，筋電
計で目標部位を同定。
（２）．効果なければ，用量，投与部位について再検討した上で追加。
（３）．注射で投与筋の筋緊張が低下後，その協働筋側の緊張が亢進
し，異常姿勢をきたす可能性，初回以降では緊張が亢進している筋を
同定し投与。
（４）．初回・初回後の追加含む２４０単位までで効果なければ，高頻度，
高投与量で投与しても効果が期待できないため，中止を考慮。
（５）．筋ごとの適切な部位，投与量に注意（臨床成績等から，下記の投
与部位，投与量を推奨）。
（表開始）
投与筋 初回量注３，投与部位数 最高量注４
胸鎖乳突筋注１ １５－５０単位を２ヵ所以上に分割 １００単位
僧帽筋 ３０－６０単位を２ヵ所以上に分割 １００単位
板状筋 ２５－５０単位を２ヵ所以上に分割 １００単位
斜角筋 １５－２５単位 ５０単位
僧帽筋前縁 １５－３０単位 １００単位
肩甲挙筋注２ ２０－３０単位 ８０単位
傍脊柱筋 ２０単位 ５０単位
広頸筋 ２０－３０単位 ８０単位
（表終了）
注１ 嚥下障害のリスクを軽減するため，両側への投与を避ける。
注２ 嚥下障害・呼吸器感染のリスクが増大する可能性。
注３ 各筋に対し，初めて投与する時の投与量。
注４ 各投与部位への投与量は３０単位まで。
上肢痙縮
（１）．上肢痙縮で緊張筋の同定が困難時は，筋電計，超音波検査やス
ティミュレーター等を用いて注意深く目標部位を同定。
（２）．上肢痙縮患者には，筋ごとの適切な部位及び投与量に注意（臨
床成績等から，下記の投与筋，投与量及び投与部位数を推奨）。
（表開始）
投与筋 投与量（単位／筋） 投与部位数（部位／筋）
橈側手根屈筋 ５０ １
尺側手根屈筋 ５０ １
深指屈筋 ５０ １
浅指屈筋 ５０ １
長母指屈筋 ２０ １
母指内転筋 ２０ １
（表終了）
×印 臨床試験での投与部位。
下肢痙縮
（１）．下肢痙縮で緊張筋の同定が困難時は，筋電計，超音波検査やス
ティミュレーター等を用いて注意深く目標部位を同定。
（２）．下肢痙縮患者には，筋ごとの適切な部位及び投与量に注意（臨
床成績等から，下記の投与筋，投与量及び投与部位数を推奨）。
（表開始）
投与筋 投与量（単位／筋） 投与部位数（部位／筋）
腓腹筋（内側頭） ７５ ３
腓腹筋（外側頭） ７５ ３
ヒラメ筋 ７５ ３
後脛骨筋 ７５ ３
（表終了）
２歳以上の小児脳性麻痺の下肢痙縮に伴う尖足
（１）．緊張筋の同定が困難時は，筋電計，超音波検査やスティミュレー
ター等を用いて注意深く目標部位を同定。
（２）．筋ごとの適切な部位及び投与量に注意。
重度の原発性腋窩多汗症
（１）．投与前にＭｉｎｏｒ’ｓヨウ素デンプン反応等の染色法で発汗部位を
同定。
（２）．原発性腋窩多汗症には，注射針先端の斜め部分を上にして，皮
膚表面に対し４５°の角度で約２ｍｍの深さへ皮内注，効果のない部分
を最小限にとどめるため，注射位置を等間隔でジグザグ状に配置を推
奨。
斜視
（１）．外眼筋に投与時は，筋電計等や外眼筋の外科的露出で，注意深
く目標部位を同定。
（２）．投与前に点眼麻酔薬の投与を推奨。
（３）．投与時の薬液量は１つの筋あたり０．０５～０．１５ｍＬを推奨。
（４）．筋ごとの適切な部位・投与量に注意（臨床成績等から，初回投与
では下記の投与筋，投与量，投与部位数を推奨）。
（表開始）
投与筋 初回量（単位／筋） 投与部位数（部位／筋）
内直筋 １．２５～２．５（注１）又は２．５～５（注２） １
外直筋 １．２５～２．５（注１）又は２．５～５（注２） １
上直筋 １．２５～２．５（注３） １
下直筋 １．２５～２．５（注３） １
（表終了）
（注１）２０プリズムジオプトリー未満の水平斜視。
（注２）２０～５０プリズムジオプトリーの水平斜視。
（注３）上下斜視。
痙攣性発声障害
（１）．痙攣性発声障害 内喉頭筋に投与時は，筋電計で目標とする筋を
同定。
（２）．痙攣性発声障害 薬液量は片側あたり０．１ｍＬを推奨。
（３）．内転型痙攣性発声障害の治療 患者を背臥位とし，輪状軟骨上縁
の正中より約５ｍｍ外側（投与側）に注射針を経皮的に刺入した後，輪
状甲状間膜を貫通させて甲状披裂筋へと到達させる。両側投与は嚥下
障害等の有害事象がより長期間持続する可能性，再投与時の両側投
与の要否は，片側投与による治療効果・有害事象の発現状況を確認後
に検討。
（４）．外転型痙攣性発声障害 投与前の内視鏡検査により，左右の声帯
の可動性・声門間隙の大きさを確認し，病的運動が強い側の後輪状披
裂筋に投与。注射時には患者を背臥位とし，投与側の反対側へ頭部を
回旋させ，輪状軟骨の後面に外側方向から経皮的に注射針を刺入。投
与側の声帯が動かなくなった時に声門の閉鎖・狭窄による呼吸困難等
が生じないよう，反対側の声帯が動く時にのみ投与し，両側への投与は
行わない。
（５）．混合型痙攣性発声障害 有効性・安全性は未確立。甲状披裂筋・
後輪状披裂筋への同時投与後に重篤な呼吸困難の報告あり，甲状披
裂筋・後輪状披裂筋への同時投与は避ける。
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初回後の追加投与，再投与 大頬骨筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 小頬骨筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 笑筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 オトガイ筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 広頸筋注２ ２．５ 上限４
（表終了）
注１ 臨床試験で，追加投与・再投与時には眼輪筋に１部位あたり５単
位まで投与された症例あり。眼輪筋に２．５単位を超えて投与時，特に
副作用の発現に注意しながら慎重投与。
注２ 広頸筋には筋緊張によりスジ状として隆起している部位に投与。薄
い皮筋であるため穿通しないよう注意。
痙性斜頸
（１）．緊張筋が深部である等，触診で緊張筋の同定が困難な時，筋電
計で目標部位を同定。
（２）．効果なければ，用量，投与部位について再検討した上で追加。
（３）．注射で投与筋の筋緊張が低下後，その協働筋側の緊張が亢進
し，異常姿勢をきたす可能性，初回以降では緊張が亢進している筋を
同定し投与。
（４）．初回・初回後の追加含む２４０単位までで効果なければ，高頻度，
高投与量で投与しても効果が期待できないため，中止を考慮。
（５）．筋ごとの適切な部位，投与量に注意（臨床成績等から，下記の投
与部位，投与量を推奨）。
（表開始）
投与筋 初回量注３，投与部位数 最高量注４
胸鎖乳突筋注１ １５－５０単位を２ヵ所以上に分割 １００単位
僧帽筋 ３０－６０単位を２ヵ所以上に分割 １００単位
板状筋 ２５－５０単位を２ヵ所以上に分割 １００単位
斜角筋 １５－２５単位 ５０単位
僧帽筋前縁 １５－３０単位 １００単位
肩甲挙筋注２ ２０－３０単位 ８０単位
傍脊柱筋 ２０単位 ５０単位
広頸筋 ２０－３０単位 ８０単位
（表終了）
注１ 嚥下障害のリスクを軽減するため，両側への投与を避ける。
注２ 嚥下障害・呼吸器感染のリスクが増大する可能性。
注３ 各筋に対し，初めて投与する時の投与量。
注４ 各投与部位への投与量は３０単位まで。
上肢痙縮
（１）．上肢痙縮で緊張筋の同定が困難時は，筋電計，超音波検査やス
ティミュレーター等を用いて注意深く目標部位を同定。
（２）．上肢痙縮患者には，筋ごとの適切な部位及び投与量に注意（臨
床成績等から，下記の投与筋，投与量及び投与部位数を推奨）。
（表開始）
投与筋 投与量（単位／筋） 投与部位数（部位／筋）
橈側手根屈筋 ５０ １
尺側手根屈筋 ５０ １
深指屈筋 ５０ １
浅指屈筋 ５０ １
長母指屈筋 ２０ １
母指内転筋 ２０ １
（表終了）
×印 臨床試験での投与部位。
下肢痙縮
（１）．下肢痙縮で緊張筋の同定が困難時は，筋電計，超音波検査やス
ティミュレーター等を用いて注意深く目標部位を同定。
（２）．下肢痙縮患者には，筋ごとの適切な部位及び投与量に注意（臨
床成績等から，下記の投与筋，投与量及び投与部位数を推奨）。
（表開始）
投与筋 投与量（単位／筋） 投与部位数（部位／筋）
腓腹筋（内側頭） ７５ ３
腓腹筋（外側頭） ７５ ３
ヒラメ筋 ７５ ３
後脛骨筋 ７５ ３
（表終了）
２歳以上の小児脳性麻痺の下肢痙縮に伴う尖足
（１）．緊張筋の同定が困難時は，筋電計，超音波検査やスティミュレー
ター等を用いて注意深く目標部位を同定。
（２）．筋ごとの適切な部位及び投与量に注意。
重度の原発性腋窩多汗症
（１）．投与前にＭｉｎｏｒ’ｓヨウ素デンプン反応等の染色法で発汗部位を
同定。
（２）．原発性腋窩多汗症には，注射針先端の斜め部分を上にして，皮
膚表面に対し４５°の角度で約２ｍｍの深さへ皮内注，効果のない部分
を最小限にとどめるため，注射位置を等間隔でジグザグ状に配置を推
奨。
斜視
（１）．外眼筋に投与時は，筋電計等や外眼筋の外科的露出で，注意深
く目標部位を同定。
（２）．投与前に点眼麻酔薬の投与を推奨。
（３）．投与時の薬液量は１つの筋あたり０．０５～０．１５ｍＬを推奨。
（４）．筋ごとの適切な部位・投与量に注意（臨床成績等から，初回投与
では下記の投与筋，投与量，投与部位数を推奨）。
（表開始）
投与筋 初回量（単位／筋） 投与部位数（部位／筋）
内直筋 １．２５～２．５（注１）又は２．５～５（注２） １
外直筋 １．２５～２．５（注１）又は２．５～５（注２） １
上直筋 １．２５～２．５（注３） １
下直筋 １．２５～２．５（注３） １
（表終了）
（注１）２０プリズムジオプトリー未満の水平斜視。
（注２）２０～５０プリズムジオプトリーの水平斜視。
（注３）上下斜視。
痙攣性発声障害
（１）．痙攣性発声障害 内喉頭筋に投与時は，筋電計で目標とする筋を
同定。
（２）．痙攣性発声障害 薬液量は片側あたり０．１ｍＬを推奨。
（３）．内転型痙攣性発声障害の治療 患者を背臥位とし，輪状軟骨上縁
の正中より約５ｍｍ外側（投与側）に注射針を経皮的に刺入した後，輪
状甲状間膜を貫通させて甲状披裂筋へと到達させる。両側投与は嚥下
障害等の有害事象がより長期間持続する可能性，再投与時の両側投
与の要否は，片側投与による治療効果・有害事象の発現状況を確認後
に検討。
（４）．外転型痙攣性発声障害 投与前の内視鏡検査により，左右の声帯
の可動性・声門間隙の大きさを確認し，病的運動が強い側の後輪状披
裂筋に投与。注射時には患者を背臥位とし，投与側の反対側へ頭部を
回旋させ，輪状軟骨の後面に外側方向から経皮的に注射針を刺入。投
与側の声帯が動かなくなった時に声門の閉鎖・狭窄による呼吸困難等
が生じないよう，反対側の声帯が動く時にのみ投与し，両側への投与は
行わない。
（５）．混合型痙攣性発声障害 有効性・安全性は未確立。甲状披裂筋・
後輪状披裂筋への同時投与後に重篤な呼吸困難の報告あり，甲状披
裂筋・後輪状披裂筋への同時投与は避ける。

（注２）２０～５０プリズムジオプトリーの水平斜視。
（注３）上下斜視。
痙攣性発声障害
（１）．痙攣性発声障害 内喉頭筋に投与時は，筋電計で目標とする筋を
同定。
（２）．痙攣性発声障害 薬液量は片側あたり０．１ｍＬを推奨。
（３）．内転型痙攣性発声障害の治療 患者を背臥位とし，輪状軟骨上縁
の正中より約５ｍｍ外側（投与側）に注射針を経皮的に刺入した後，輪
状甲状間膜を貫通させて甲状披裂筋へと到達させる。両側投与は嚥下
障害等の有害事象がより長期間持続する可能性，再投与時の両側投
与の要否は，片側投与による治療効果・有害事象の発現状況を確認後
に検討。
（４）．外転型痙攣性発声障害 投与前の内視鏡検査により，左右の声帯
の可動性・声門間隙の大きさを確認し，病的運動が強い側の後輪状披
裂筋に投与。注射時には患者を背臥位とし，投与側の反対側へ頭部を
回旋させ，輪状軟骨の後面に外側方向から経皮的に注射針を刺入。投
与側の声帯が動かなくなった時に声門の閉鎖・狭窄による呼吸困難等
が生じないよう，反対側の声帯が動く時にのみ投与し，両側への投与は
行わない。
（５）．混合型痙攣性発声障害 有効性・安全性は未確立。甲状披裂筋・
後輪状披裂筋への同時投与後に重篤な呼吸困難の報告あり，甲状披
裂筋・後輪状披裂筋への同時投与は避ける。

【禁忌】１．全身性の神経筋接合部の障害（重症筋無力症，ランバート・
イートン症候群，筋萎縮性側索硬化症等）。
２．痙性斜頸で，高度の呼吸機能障害。
３．妊婦・妊娠の可能性，授乳婦。
４．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー，血清病（０．０１％）（悪心，呼吸困難，全
身潮紅，血管浮腫，発疹等）。
２．眼障害（０．３４％）（重篤な角膜露出，持続性上皮欠損，角膜潰瘍，
角膜穿孔，兎眼，閉瞼不全等）。
３．嚥下障害（０．７３％），呼吸障害（０．０３％），嚥下性肺炎，重篤な呼
吸困難，呼吸機能低下，声質の変化。
４．痙攣発作（０．０１％）。

■禁忌

■副作用

ボトックス注用５０単位 （５０単位１瓶）
内 注射 流通
毒

【YJコード】1229404D1020
【薬効分類】１．２．２　骨格筋弛緩剤
【一般名】Ａ型ボツリヌス毒素
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】38805円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】Ａ型ボツリヌス毒素製剤

【効能効果】眼瞼痙攣，片側顔面痙攣，痙性斜頸，上肢痙縮，下肢痙
縮，２歳以上の小児脳性麻痺の下肢痙縮に伴う尖足，重度の原発性腋
窩多汗症，斜視，痙攣性発声障害
注意
１．上肢痙縮，下肢痙縮及び２歳以上の小児脳性麻痺の下肢痙縮に伴
う尖足では，下記に注意。
（１）．理学療法，作業療法等の標準的治療の代替とはならないため，こ
れらの治療と併用して使用。
（２）．非可逆的拘縮状態となった関節の可動域の改善には効果なし。
（３）．上肢痙縮，下肢痙縮は，痙縮の原因疾患の診断・治療も行う。
２．原発性腋窩多汗症，痙攣性発声障害の診断・治療は，国内外のガ
イドライン等を参考に行う。
３．斜視では，下記に注意。
（１）．陳旧性の麻痺性斜視の改善には効果なし（外科的手術の施行時
に拮抗筋の拘縮を緩和する時を除く）。
（２）．５０プリズムジオプトリーを超える斜視，拘束型斜視，外直筋の弱
化を伴うデュアン症候群，過去の後転術による過矯正から生じた二次
性斜視の安全性・有効性は未確立，必要性を慎重に検討。
【用法用量】眼瞼痙攣
成人　初回　１．２５～２．５単位／部位　１眼あたり眼輪筋６部位　筋
注。
眼輪筋切除術施行後　筋電計で目標部位を同定。
効果　３～４ヵ月間持続。再発時は再投与（２ヵ月以内の再投与は避け
る）。
再投与　初回量の２倍まで使用できる。閉瞼不全，眼瞼下垂等の副作
用の発現時，再投与量を適宜減量。
１ヵ月間に累積４５単位まで。
片側顔面痙攣
成人　下記量　痙攣筋（※１）に筋注。痙攣筋が複数ある時は，分割　投
与。
（１）．初回量　合計１０単位。
（２）．初回から４週間後，効果不十分時は追加で合計２０単位まで。
（３）．症状再発　合計３０単位まで再投与できるが，２ヵ月以内の再投与
は避ける。
（※１）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
痙性斜頸
成人　下記量　緊張筋（※２）に筋注。緊張筋が複数ある時は，分割　投
与。
（１）．初回量　合計３０～６０単位。
（２）．初回から４週間後，効果不十分時は追加で合計１８０単位まで。
（３）．症状再発　合計２４０単位まで再投与できるが，２ヵ月以内の再投
与は避ける。
（※２）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
上肢痙縮 成人　複数の緊張筋（※３）に合計２４０単位　分割　筋注。１
回最大量２４０単位，対象となる緊張筋の種類や数により，必要最小限
となるよう適宜減量。再投与は前回の効果減弱時に可能，３ヵ月以内の
再投与は避ける。
（※３）緊張筋 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
下肢痙縮 成人　複数の緊張筋（※４）に合計３００単位　分割　筋注。１
回最大量３００単位，対象となる緊張筋の種類や数により，必要最小限
となるよう適宜減量。再投与は前回の効果減弱時に可能，３ヵ月以内の
再投与は避ける。
（※４）緊張筋 腓腹筋（内側頭，外側頭），ヒラメ筋，後脛骨筋等
２歳以上の小児脳性麻痺の下肢痙縮に伴う尖足
２歳以上の小児　４単位／ｋｇ　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 ４単位／ｋｇ　両肢に分割　投与。初回投与
以後，効果不十分時　ヒラメ筋，後脛骨筋等へ投与できる。適宜増減。
１回総量２００単位まで，再投与は前回の効果消失時に可能，３ヵ月以
内の再投与は避ける。
重度の原発性腋窩多汗症 成人　片腋窩あたり５０単位　複数の部位（１
０～１５ヵ所）　１～２ｃｍ間隔　皮内注。再投与は前回の効果減弱時に
可能，４ヵ月以内の再投与は避ける。
斜視 成人・１２歳以上の小児　下記量　外眼筋に筋注。
（１）．初回
［１］．上下斜視 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 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 内直筋又は外直筋に
２．５～５単位。
［４］．１ヵ月以上持続する外転神経麻痺 内直筋に１．２５～２．５単位。
（２）．初回投与後４週間観察し，効果不十分時は，追加で初回量の２倍
まで投与できる。
（３）．効果減弱時は，過去１回量の２倍まで再投与できる。３ヵ月以内の
再投与は避ける。
（４）．１回の投与での１つの筋あたりの投与量は１０単位まで。
痙攣性発声障害
成人　下記量　内喉頭筋に筋注。
（１）．内転型痙攣性発声障害
初回　片側の甲状披裂筋に２．５単位。
再投与　前回効果減弱時　片側又は両側の甲状披裂筋に再投与。３ヵ
月以内の再投与は避ける。適宜増減，片側あたり２．５単位まで。
（２）．外転型痙攣性発声障害
初回　片側の後輪状披裂筋に５単位。
再投与　前回効果減弱時　片側の後輪状披裂筋に再投与。３ヵ月以内
の再投与は避ける。適宜増減，５単位まで。
注意
１．複数の適応への本剤同時投与時の安全性は未確立，複数の適応
に本剤を同時に投与しない。やむを得ず同時投与時は，それぞれの効
能・効果で規定されている投与量の上限・投与間隔を厳守，３ヵ月間の
Ａ型ボツリヌス毒素の累積投与量として３６０単位を上限（臨床試験で，
成人を対象に上肢痙縮及び下肢痙縮に合計３６０単位を同時投与した
経験はあるが，複数の適応に同時投与した経験なし）。
２．本剤の力価（単位）は，Ａ型ボツリヌス毒素製剤特有のもので，Ｂ型
ボツリヌス毒素製剤とは異なること，換算もできないことに注意し，必ず
投与量を確認。
３．本剤と他のボツリヌス毒素製剤の同時投与は避ける（同時投与した
経験はなく，安全性・有効性は未確立，同時投与は，神経筋接合部の
麻痺等が増強し，呼吸困難，嚥下障害等の重篤な副作用のおそれ）。
４．他のボツリヌス毒素製剤を投与後に使用する時は，他のボツリヌス
毒素製剤の用法・用量で規定されている投与間隔をあけ，効果が消失
し，安全性上の問題がない時のみ投与（安全性・有効性は未確立。先
に投与された他のボツリヌス毒素の効果消失前に本剤を投与時には，
神経筋接合部の麻痺等が増強し，呼吸困難，嚥下障害等の重篤な副
作用のおそれ）。
眼瞼痙攣
眼瞼下垂の可能性，上眼瞼挙筋周囲への投与を避ける。
片側顔面痙攣
（１）．片側顔面痙攣で痙攣筋の同定が困難な時は，筋電計で目標部位
を同定。
（２）．片側顔面痙攣では，筋ごとの適切な部位，投与量に注意し，痙攣
している筋肉内に注射（臨床成績等から，下記の投与部位，投与量を
推奨）。
（表開始）
 投与筋 １部位あたりの投与量 （単位／部位） 投与部位数 （部位）
初回量 眼輪筋 １．２５ ４
初回量 その他の筋 痙攣筋に眼輪筋と合わせ計１０単位を分割　投与
痙攣筋に眼輪筋と合わせ計１０単位を分割　投与
初回後の追加投与，再投与 眼輪筋 ２．５注１ ４
初回後の追加投与，再投与 皺眉筋 ２．５ １
初回後の追加投与，再投与 前頭筋 ２．５ １
初回後の追加投与，再投与 口輪筋 ２．５ ２
初回後の追加投与，再投与 大頬骨筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 小頬骨筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 笑筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 オトガイ筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 広頸筋注２ ２．５ 上限４
（表終了）
注１ 臨床試験で，追加投与・再投与時には眼輪筋に１部位あたり５単
位まで投与された症例あり。眼輪筋に２．５単位を超えて投与時，特に
副作用の発現に注意しながら慎重投与。
注２ 広頸筋には筋緊張によりスジ状として隆起している部位に投与。薄
い皮筋であるため穿通しないよう注意。
痙性斜頸
（１）．緊張筋が深部である等，触診で緊張筋の同定が困難な時，筋電
計で目標部位を同定。
（２）．効果なければ，用量，投与部位について再検討した上で追加。
（３）．注射で投与筋の筋緊張が低下後，その協働筋側の緊張が亢進
し，異常姿勢をきたす可能性，初回以降では緊張が亢進している筋を
同定し投与。
（４）．初回・初回後の追加含む２４０単位までで効果なければ，高頻度，
高投与量で投与しても効果が期待できないため，中止を考慮。
（５）．筋ごとの適切な部位，投与量に注意（臨床成績等から，下記の投
与部位，投与量を推奨）。
（表開始）
投与筋 初回量注３，投与部位数 最高量注４
胸鎖乳突筋注１ １５－５０単位を２ヵ所以上に分割 １００単位
僧帽筋 ３０－６０単位を２ヵ所以上に分割 １００単位
板状筋 ２５－５０単位を２ヵ所以上に分割 １００単位
斜角筋 １５－２５単位 ５０単位
僧帽筋前縁 １５－３０単位 １００単位
肩甲挙筋注２ ２０－３０単位 ８０単位
傍脊柱筋 ２０単位 ５０単位
広頸筋 ２０－３０単位 ８０単位
（表終了）
注１ 嚥下障害のリスクを軽減するため，両側への投与を避ける。
注２ 嚥下障害・呼吸器感染のリスクが増大する可能性。
注３ 各筋に対し，初めて投与する時の投与量。
注４ 各投与部位への投与量は３０単位まで。
上肢痙縮
（１）．上肢痙縮で緊張筋の同定が困難時は，筋電計，超音波検査やス
ティミュレーター等を用いて注意深く目標部位を同定。
（２）．上肢痙縮患者には，筋ごとの適切な部位及び投与量に注意（臨
床成績等から，下記の投与筋，投与量及び投与部位数を推奨）。
（表開始）
投与筋 投与量（単位／筋） 投与部位数（部位／筋）
橈側手根屈筋 ５０ １
尺側手根屈筋 ５０ １
深指屈筋 ５０ １
浅指屈筋 ５０ １
長母指屈筋 ２０ １
母指内転筋 ２０ １
（表終了）
×印 臨床試験での投与部位。
下肢痙縮
（１）．下肢痙縮で緊張筋の同定が困難時は，筋電計，超音波検査やス
ティミュレーター等を用いて注意深く目標部位を同定。
（２）．下肢痙縮患者には，筋ごとの適切な部位及び投与量に注意（臨
床成績等から，下記の投与筋，投与量及び投与部位数を推奨）。
（表開始）
投与筋 投与量（単位／筋） 投与部位数（部位／筋）
腓腹筋（内側頭） ７５ ３
腓腹筋（外側頭） ７５ ３
ヒラメ筋 ７５ ３
後脛骨筋 ７５ ３
（表終了）
２歳以上の小児脳性麻痺の下肢痙縮に伴う尖足
（１）．緊張筋の同定が困難時は，筋電計，超音波検査やスティミュレー
ター等を用いて注意深く目標部位を同定。
（２）．筋ごとの適切な部位及び投与量に注意。
重度の原発性腋窩多汗症
（１）．投与前にＭｉｎｏｒ’ｓヨウ素デンプン反応等の染色法で発汗部位を
同定。
（２）．原発性腋窩多汗症には，注射針先端の斜め部分を上にして，皮
膚表面に対し４５°の角度で約２ｍｍの深さへ皮内注，効果のない部分
を最小限にとどめるため，注射位置を等間隔でジグザグ状に配置を推
奨。
斜視
（１）．外眼筋に投与時は，筋電計等や外眼筋の外科的露出で，注意深
く目標部位を同定。
（２）．投与前に点眼麻酔薬の投与を推奨。
（３）．投与時の薬液量は１つの筋あたり０．０５～０．１５ｍＬを推奨。
（４）．筋ごとの適切な部位・投与量に注意（臨床成績等から，初回投与
では下記の投与筋，投与量，投与部位数を推奨）。
（表開始）
投与筋 初回量（単位／筋） 投与部位数（部位／筋）
内直筋 １．２５～２．５（注１）又は２．５～５（注２） １
外直筋 １．２５～２．５（注１）又は２．５～５（注２） １
上直筋 １．２５～２．５（注３） １
下直筋 １．２５～２．５（注３） １
（表終了）
（注１）２０プリズムジオプトリー未満の水平斜視。
（注２）２０～５０プリズムジオプトリーの水平斜視。
（注３）上下斜視。
痙攣性発声障害
（１）．痙攣性発声障害 内喉頭筋に投与時は，筋電計で目標とする筋を
同定。
（２）．痙攣性発声障害 薬液量は片側あたり０．１ｍＬを推奨。
（３）．内転型痙攣性発声障害の治療 患者を背臥位とし，輪状軟骨上縁
の正中より約５ｍｍ外側（投与側）に注射針を経皮的に刺入した後，輪
状甲状間膜を貫通させて甲状披裂筋へと到達させる。両側投与は嚥下
障害等の有害事象がより長期間持続する可能性，再投与時の両側投
与の要否は，片側投与による治療効果・有害事象の発現状況を確認後
に検討。
（４）．外転型痙攣性発声障害 投与前の内視鏡検査により，左右の声帯
の可動性・声門間隙の大きさを確認し，病的運動が強い側の後輪状披
裂筋に投与。注射時には患者を背臥位とし，投与側の反対側へ頭部を
回旋させ，輪状軟骨の後面に外側方向から経皮的に注射針を刺入。投
与側の声帯が動かなくなった時に声門の閉鎖・狭窄による呼吸困難等
が生じないよう，反対側の声帯が動く時にのみ投与し，両側への投与は
行わない。
（５）．混合型痙攣性発声障害 有効性・安全性は未確立。甲状披裂筋・
後輪状披裂筋への同時投与後に重篤な呼吸困難の報告あり，甲状披
裂筋・後輪状披裂筋への同時投与は避ける。
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（※１）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
痙性斜頸
成人　下記量　緊張筋（※２）に筋注。緊張筋が複数ある時は，分割　投
与。
（１）．初回量　合計３０～６０単位。
（２）．初回から４週間後，効果不十分時は追加で合計１８０単位まで。
（３）．症状再発　合計２４０単位まで再投与できるが，２ヵ月以内の再投
与は避ける。
（※２）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
上肢痙縮 成人　複数の緊張筋（※３）に合計２４０単位　分割　筋注。１
回最大量２４０単位，対象となる緊張筋の種類や数により，必要最小限
となるよう適宜減量。再投与は前回の効果減弱時に可能，３ヵ月以内の
再投与は避ける。
（※３）緊張筋 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
下肢痙縮 成人　複数の緊張筋（※４）に合計３００単位　分割　筋注。１
回最大量３００単位，対象となる緊張筋の種類や数により，必要最小限
となるよう適宜減量。再投与は前回の効果減弱時に可能，３ヵ月以内の
再投与は避ける。
（※４）緊張筋 腓腹筋（内側頭，外側頭），ヒラメ筋，後脛骨筋等
２歳以上の小児脳性麻痺の下肢痙縮に伴う尖足
２歳以上の小児　４単位／ｋｇ　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 ４単位／ｋｇ　両肢に分割　投与。初回投与
以後，効果不十分時　ヒラメ筋，後脛骨筋等へ投与できる。適宜増減。
１回総量２００単位まで，再投与は前回の効果消失時に可能，３ヵ月以
内の再投与は避ける。
重度の原発性腋窩多汗症 成人　片腋窩あたり５０単位　複数の部位（１
０～１５ヵ所）　１～２ｃｍ間隔　皮内注。再投与は前回の効果減弱時に
可能，４ヵ月以内の再投与は避ける。
斜視 成人・１２歳以上の小児　下記量　外眼筋に筋注。
（１）．初回
［１］．上下斜視 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 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 内直筋又は外直筋に
２．５～５単位。
［４］．１ヵ月以上持続する外転神経麻痺 内直筋に１．２５～２．５単位。
（２）．初回投与後４週間観察し，効果不十分時は，追加で初回量の２倍
まで投与できる。
（３）．効果減弱時は，過去１回量の２倍まで再投与できる。３ヵ月以内の
再投与は避ける。
（４）．１回の投与での１つの筋あたりの投与量は１０単位まで。
痙攣性発声障害
成人　下記量　内喉頭筋に筋注。
（１）．内転型痙攣性発声障害
初回　片側の甲状披裂筋に２．５単位。
再投与　前回効果減弱時　片側又は両側の甲状披裂筋に再投与。３ヵ
月以内の再投与は避ける。適宜増減，片側あたり２．５単位まで。
（２）．外転型痙攣性発声障害
初回　片側の後輪状披裂筋に５単位。
再投与　前回効果減弱時　片側の後輪状披裂筋に再投与。３ヵ月以内
の再投与は避ける。適宜増減，５単位まで。
注意
１．複数の適応への本剤同時投与時の安全性は未確立，複数の適応
に本剤を同時に投与しない。やむを得ず同時投与時は，それぞれの効
能・効果で規定されている投与量の上限・投与間隔を厳守，３ヵ月間の
Ａ型ボツリヌス毒素の累積投与量として３６０単位を上限（臨床試験で，
成人を対象に上肢痙縮及び下肢痙縮に合計３６０単位を同時投与した
経験はあるが，複数の適応に同時投与した経験なし）。
２．本剤の力価（単位）は，Ａ型ボツリヌス毒素製剤特有のもので，Ｂ型
ボツリヌス毒素製剤とは異なること，換算もできないことに注意し，必ず
投与量を確認。
３．本剤と他のボツリヌス毒素製剤の同時投与は避ける（同時投与した
経験はなく，安全性・有効性は未確立，同時投与は，神経筋接合部の
麻痺等が増強し，呼吸困難，嚥下障害等の重篤な副作用のおそれ）。
４．他のボツリヌス毒素製剤を投与後に使用する時は，他のボツリヌス
毒素製剤の用法・用量で規定されている投与間隔をあけ，効果が消失
し，安全性上の問題がない時のみ投与（安全性・有効性は未確立。先
に投与された他のボツリヌス毒素の効果消失前に本剤を投与時には，
神経筋接合部の麻痺等が増強し，呼吸困難，嚥下障害等の重篤な副
作用のおそれ）。
眼瞼痙攣
眼瞼下垂の可能性，上眼瞼挙筋周囲への投与を避ける。
片側顔面痙攣
（１）．片側顔面痙攣で痙攣筋の同定が困難な時は，筋電計で目標部位
を同定。
（２）．片側顔面痙攣では，筋ごとの適切な部位，投与量に注意し，痙攣
している筋肉内に注射（臨床成績等から，下記の投与部位，投与量を
推奨）。
（表開始）
 投与筋 １部位あたりの投与量 （単位／部位） 投与部位数 （部位）
初回量 眼輪筋 １．２５ ４
初回量 その他の筋 痙攣筋に眼輪筋と合わせ計１０単位を分割　投与
痙攣筋に眼輪筋と合わせ計１０単位を分割　投与
初回後の追加投与，再投与 眼輪筋 ２．５注１ ４
初回後の追加投与，再投与 皺眉筋 ２．５ １
初回後の追加投与，再投与 前頭筋 ２．５ １
初回後の追加投与，再投与 口輪筋 ２．５ ２
初回後の追加投与，再投与 大頬骨筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 小頬骨筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 笑筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 オトガイ筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 広頸筋注２ ２．５ 上限４
（表終了）
注１ 臨床試験で，追加投与・再投与時には眼輪筋に１部位あたり５単
位まで投与された症例あり。眼輪筋に２．５単位を超えて投与時，特に
副作用の発現に注意しながら慎重投与。
注２ 広頸筋には筋緊張によりスジ状として隆起している部位に投与。薄
い皮筋であるため穿通しないよう注意。
痙性斜頸
（１）．緊張筋が深部である等，触診で緊張筋の同定が困難な時，筋電
計で目標部位を同定。
（２）．効果なければ，用量，投与部位について再検討した上で追加。
（３）．注射で投与筋の筋緊張が低下後，その協働筋側の緊張が亢進
し，異常姿勢をきたす可能性，初回以降では緊張が亢進している筋を
同定し投与。
（４）．初回・初回後の追加含む２４０単位までで効果なければ，高頻度，
高投与量で投与しても効果が期待できないため，中止を考慮。
（５）．筋ごとの適切な部位，投与量に注意（臨床成績等から，下記の投
与部位，投与量を推奨）。
（表開始）
投与筋 初回量注３，投与部位数 最高量注４
胸鎖乳突筋注１ １５－５０単位を２ヵ所以上に分割 １００単位
僧帽筋 ３０－６０単位を２ヵ所以上に分割 １００単位
板状筋 ２５－５０単位を２ヵ所以上に分割 １００単位
斜角筋 １５－２５単位 ５０単位
僧帽筋前縁 １５－３０単位 １００単位
肩甲挙筋注２ ２０－３０単位 ８０単位
傍脊柱筋 ２０単位 ５０単位
広頸筋 ２０－３０単位 ８０単位
（表終了）
注１ 嚥下障害のリスクを軽減するため，両側への投与を避ける。
注２ 嚥下障害・呼吸器感染のリスクが増大する可能性。
注３ 各筋に対し，初めて投与する時の投与量。
注４ 各投与部位への投与量は３０単位まで。
上肢痙縮
（１）．上肢痙縮で緊張筋の同定が困難時は，筋電計，超音波検査やス
ティミュレーター等を用いて注意深く目標部位を同定。
（２）．上肢痙縮患者には，筋ごとの適切な部位及び投与量に注意（臨
床成績等から，下記の投与筋，投与量及び投与部位数を推奨）。
（表開始）
投与筋 投与量（単位／筋） 投与部位数（部位／筋）
橈側手根屈筋 ５０ １
尺側手根屈筋 ５０ １
深指屈筋 ５０ １
浅指屈筋 ５０ １
長母指屈筋 ２０ １
母指内転筋 ２０ １
（表終了）
×印 臨床試験での投与部位。
下肢痙縮
（１）．下肢痙縮で緊張筋の同定が困難時は，筋電計，超音波検査やス
ティミュレーター等を用いて注意深く目標部位を同定。
（２）．下肢痙縮患者には，筋ごとの適切な部位及び投与量に注意（臨
床成績等から，下記の投与筋，投与量及び投与部位数を推奨）。
（表開始）
投与筋 投与量（単位／筋） 投与部位数（部位／筋）
腓腹筋（内側頭） ７５ ３
腓腹筋（外側頭） ７５ ３
ヒラメ筋 ７５ ３
後脛骨筋 ７５ ３
（表終了）
２歳以上の小児脳性麻痺の下肢痙縮に伴う尖足
（１）．緊張筋の同定が困難時は，筋電計，超音波検査やスティミュレー
ター等を用いて注意深く目標部位を同定。
（２）．筋ごとの適切な部位及び投与量に注意。
重度の原発性腋窩多汗症
（１）．投与前にＭｉｎｏｒ’ｓヨウ素デンプン反応等の染色法で発汗部位を
同定。
（２）．原発性腋窩多汗症には，注射針先端の斜め部分を上にして，皮
膚表面に対し４５°の角度で約２ｍｍの深さへ皮内注，効果のない部分
を最小限にとどめるため，注射位置を等間隔でジグザグ状に配置を推
奨。
斜視
（１）．外眼筋に投与時は，筋電計等や外眼筋の外科的露出で，注意深
く目標部位を同定。
（２）．投与前に点眼麻酔薬の投与を推奨。
（３）．投与時の薬液量は１つの筋あたり０．０５～０．１５ｍＬを推奨。
（４）．筋ごとの適切な部位・投与量に注意（臨床成績等から，初回投与
では下記の投与筋，投与量，投与部位数を推奨）。
（表開始）
投与筋 初回量（単位／筋） 投与部位数（部位／筋）
内直筋 １．２５～２．５（注１）又は２．５～５（注２） １
外直筋 １．２５～２．５（注１）又は２．５～５（注２） １
上直筋 １．２５～２．５（注３） １
下直筋 １．２５～２．５（注３） １
（表終了）
（注１）２０プリズムジオプトリー未満の水平斜視。
（注２）２０～５０プリズムジオプトリーの水平斜視。
（注３）上下斜視。
痙攣性発声障害
（１）．痙攣性発声障害 内喉頭筋に投与時は，筋電計で目標とする筋を
同定。
（２）．痙攣性発声障害 薬液量は片側あたり０．１ｍＬを推奨。
（３）．内転型痙攣性発声障害の治療 患者を背臥位とし，輪状軟骨上縁
の正中より約５ｍｍ外側（投与側）に注射針を経皮的に刺入した後，輪
状甲状間膜を貫通させて甲状披裂筋へと到達させる。両側投与は嚥下
障害等の有害事象がより長期間持続する可能性，再投与時の両側投
与の要否は，片側投与による治療効果・有害事象の発現状況を確認後
に検討。
（４）．外転型痙攣性発声障害 投与前の内視鏡検査により，左右の声帯
の可動性・声門間隙の大きさを確認し，病的運動が強い側の後輪状披
裂筋に投与。注射時には患者を背臥位とし，投与側の反対側へ頭部を
回旋させ，輪状軟骨の後面に外側方向から経皮的に注射針を刺入。投
与側の声帯が動かなくなった時に声門の閉鎖・狭窄による呼吸困難等
が生じないよう，反対側の声帯が動く時にのみ投与し，両側への投与は
行わない。
（５）．混合型痙攣性発声障害 有効性・安全性は未確立。甲状披裂筋・
後輪状披裂筋への同時投与後に重篤な呼吸困難の報告あり，甲状披
裂筋・後輪状披裂筋への同時投与は避ける。

初回後の追加投与，再投与 大頬骨筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 小頬骨筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 笑筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 オトガイ筋 ５ １
初回後の追加投与，再投与 広頸筋注２ ２．５ 上限４
（表終了）
注１ 臨床試験で，追加投与・再投与時には眼輪筋に１部位あたり５単
位まで投与された症例あり。眼輪筋に２．５単位を超えて投与時，特に
副作用の発現に注意しながら慎重投与。
注２ 広頸筋には筋緊張によりスジ状として隆起している部位に投与。薄
い皮筋であるため穿通しないよう注意。
痙性斜頸
（１）．緊張筋が深部である等，触診で緊張筋の同定が困難な時，筋電
計で目標部位を同定。
（２）．効果なければ，用量，投与部位について再検討した上で追加。
（３）．注射で投与筋の筋緊張が低下後，その協働筋側の緊張が亢進
し，異常姿勢をきたす可能性，初回以降では緊張が亢進している筋を
同定し投与。
（４）．初回・初回後の追加含む２４０単位までで効果なければ，高頻度，
高投与量で投与しても効果が期待できないため，中止を考慮。
（５）．筋ごとの適切な部位，投与量に注意（臨床成績等から，下記の投
与部位，投与量を推奨）。
（表開始）
投与筋 初回量注３，投与部位数 最高量注４
胸鎖乳突筋注１ １５－５０単位を２ヵ所以上に分割 １００単位
僧帽筋 ３０－６０単位を２ヵ所以上に分割 １００単位
板状筋 ２５－５０単位を２ヵ所以上に分割 １００単位
斜角筋 １５－２５単位 ５０単位
僧帽筋前縁 １５－３０単位 １００単位
肩甲挙筋注２ ２０－３０単位 ８０単位
傍脊柱筋 ２０単位 ５０単位
広頸筋 ２０－３０単位 ８０単位
（表終了）
注１ 嚥下障害のリスクを軽減するため，両側への投与を避ける。
注２ 嚥下障害・呼吸器感染のリスクが増大する可能性。
注３ 各筋に対し，初めて投与する時の投与量。
注４ 各投与部位への投与量は３０単位まで。
上肢痙縮
（１）．上肢痙縮で緊張筋の同定が困難時は，筋電計，超音波検査やス
ティミュレーター等を用いて注意深く目標部位を同定。
（２）．上肢痙縮患者には，筋ごとの適切な部位及び投与量に注意（臨
床成績等から，下記の投与筋，投与量及び投与部位数を推奨）。
（表開始）
投与筋 投与量（単位／筋） 投与部位数（部位／筋）
橈側手根屈筋 ５０ １
尺側手根屈筋 ５０ １
深指屈筋 ５０ １
浅指屈筋 ５０ １
長母指屈筋 ２０ １
母指内転筋 ２０ １
（表終了）
×印 臨床試験での投与部位。
下肢痙縮
（１）．下肢痙縮で緊張筋の同定が困難時は，筋電計，超音波検査やス
ティミュレーター等を用いて注意深く目標部位を同定。
（２）．下肢痙縮患者には，筋ごとの適切な部位及び投与量に注意（臨
床成績等から，下記の投与筋，投与量及び投与部位数を推奨）。
（表開始）
投与筋 投与量（単位／筋） 投与部位数（部位／筋）
腓腹筋（内側頭） ７５ ３
腓腹筋（外側頭） ７５ ３
ヒラメ筋 ７５ ３
後脛骨筋 ７５ ３
（表終了）
２歳以上の小児脳性麻痺の下肢痙縮に伴う尖足
（１）．緊張筋の同定が困難時は，筋電計，超音波検査やスティミュレー
ター等を用いて注意深く目標部位を同定。
（２）．筋ごとの適切な部位及び投与量に注意。
重度の原発性腋窩多汗症
（１）．投与前にＭｉｎｏｒ’ｓヨウ素デンプン反応等の染色法で発汗部位を
同定。
（２）．原発性腋窩多汗症には，注射針先端の斜め部分を上にして，皮
膚表面に対し４５°の角度で約２ｍｍの深さへ皮内注，効果のない部分
を最小限にとどめるため，注射位置を等間隔でジグザグ状に配置を推
奨。
斜視
（１）．外眼筋に投与時は，筋電計等や外眼筋の外科的露出で，注意深
く目標部位を同定。
（２）．投与前に点眼麻酔薬の投与を推奨。
（３）．投与時の薬液量は１つの筋あたり０．０５～０．１５ｍＬを推奨。
（４）．筋ごとの適切な部位・投与量に注意（臨床成績等から，初回投与
では下記の投与筋，投与量，投与部位数を推奨）。
（表開始）
投与筋 初回量（単位／筋） 投与部位数（部位／筋）
内直筋 １．２５～２．５（注１）又は２．５～５（注２） １
外直筋 １．２５～２．５（注１）又は２．５～５（注２） １
上直筋 １．２５～２．５（注３） １
下直筋 １．２５～２．５（注３） １
（表終了）
（注１）２０プリズムジオプトリー未満の水平斜視。
（注２）２０～５０プリズムジオプトリーの水平斜視。
（注３）上下斜視。
痙攣性発声障害
（１）．痙攣性発声障害 内喉頭筋に投与時は，筋電計で目標とする筋を
同定。
（２）．痙攣性発声障害 薬液量は片側あたり０．１ｍＬを推奨。
（３）．内転型痙攣性発声障害の治療 患者を背臥位とし，輪状軟骨上縁
の正中より約５ｍｍ外側（投与側）に注射針を経皮的に刺入した後，輪
状甲状間膜を貫通させて甲状披裂筋へと到達させる。両側投与は嚥下
障害等の有害事象がより長期間持続する可能性，再投与時の両側投
与の要否は，片側投与による治療効果・有害事象の発現状況を確認後
に検討。
（４）．外転型痙攣性発声障害 投与前の内視鏡検査により，左右の声帯
の可動性・声門間隙の大きさを確認し，病的運動が強い側の後輪状披
裂筋に投与。注射時には患者を背臥位とし，投与側の反対側へ頭部を
回旋させ，輪状軟骨の後面に外側方向から経皮的に注射針を刺入。投
与側の声帯が動かなくなった時に声門の閉鎖・狭窄による呼吸困難等
が生じないよう，反対側の声帯が動く時にのみ投与し，両側への投与は
行わない。
（５）．混合型痙攣性発声障害 有効性・安全性は未確立。甲状披裂筋・
後輪状披裂筋への同時投与後に重篤な呼吸困難の報告あり，甲状披
裂筋・後輪状披裂筋への同時投与は避ける。
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（注２）２０～５０プリズムジオプトリーの水平斜視。
（注３）上下斜視。
痙攣性発声障害
（１）．痙攣性発声障害 内喉頭筋に投与時は，筋電計で目標とする筋を
同定。
（２）．痙攣性発声障害 薬液量は片側あたり０．１ｍＬを推奨。
（３）．内転型痙攣性発声障害の治療 患者を背臥位とし，輪状軟骨上縁
の正中より約５ｍｍ外側（投与側）に注射針を経皮的に刺入した後，輪
状甲状間膜を貫通させて甲状披裂筋へと到達させる。両側投与は嚥下
障害等の有害事象がより長期間持続する可能性，再投与時の両側投
与の要否は，片側投与による治療効果・有害事象の発現状況を確認後
に検討。
（４）．外転型痙攣性発声障害 投与前の内視鏡検査により，左右の声帯
の可動性・声門間隙の大きさを確認し，病的運動が強い側の後輪状披
裂筋に投与。注射時には患者を背臥位とし，投与側の反対側へ頭部を
回旋させ，輪状軟骨の後面に外側方向から経皮的に注射針を刺入。投
与側の声帯が動かなくなった時に声門の閉鎖・狭窄による呼吸困難等
が生じないよう，反対側の声帯が動く時にのみ投与し，両側への投与は
行わない。
（５）．混合型痙攣性発声障害 有効性・安全性は未確立。甲状披裂筋・
後輪状披裂筋への同時投与後に重篤な呼吸困難の報告あり，甲状披
裂筋・後輪状披裂筋への同時投与は避ける。

【禁忌】１．全身性の神経筋接合部の障害（重症筋無力症，ランバート・
イートン症候群，筋萎縮性側索硬化症等）。
２．痙性斜頸で，高度の呼吸機能障害。
３．妊婦・妊娠の可能性，授乳婦。
４．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー，血清病（０．０１％）（悪心，呼吸困難，全
身潮紅，血管浮腫，発疹等）。
２．眼障害（０．３４％）（重篤な角膜露出，持続性上皮欠損，角膜潰瘍，
角膜穿孔，兎眼，閉瞼不全等）。
３．嚥下障害（０．７３％），呼吸障害（０．０３％），嚥下性肺炎，重篤な呼
吸困難，呼吸機能低下，声質の変化。
４．痙攣発作（０．０１％）。

■禁忌

■副作用

ダントロレンナトリウム水和物

ダントリウムカプセル２５ｍｇ （２５ｍｇ１カプ
セル）

内 内服 流通

【YJコード】1229002M1036
【薬効分類】１．２．２　骨格筋弛緩剤
【一般名】ダントロレンナトリウム水和物
【メーカー】製)オーファンパシフィック　販)アステラス製薬
【薬価】23.1円/1C
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤

【効能効果】１．下記に伴う痙性麻痺
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，潜水病
２．全身こむら返り病
３．悪性症候群
【用法用量】１．痙性麻痺，全身こむら返り病
成人　１回２５ｍｇから開始　１日１回　内服。１週ごとに２５ｍｇずつ増量
（１日２～３回　分割　内服）し　維持量を決定。１日最高１５０ｍｇ　１日３
回　分割　内服。
２．悪性症候群
ダントロレンナトリウム水和物注射剤の静注後，継続投与が必要で内服
可能な時　成人　１回２５ｍｇ又は５０ｍｇ　１日３回　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．閉塞性肺疾患・心疾患で，著しい心肺機能低下。
２．筋無力症状。
３．肝疾患。
４．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．黄疸（０．１％未満），肝障害（頻度不明）。
２．ＰＩＥ症候群（頻度不明）（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸痛，胸水貯留，好
酸球増多等）。
３．胸膜炎（頻度不明）（胸痛，胸水貯留等）。
４．イレウス（０．１％未満）。
５．呼吸不全（０．１～５％未満）。
６．ショック，アナフィラキシー（０．１％未満）（顔面蒼白，血圧低下，呼吸
困難等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満
過敏症 発疹，掻痒感 光線過敏症
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

６．ショック，アナフィラキシー（０．１％未満）（顔面蒼白，血圧低下，呼吸
困難等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満
過敏症 発疹，掻痒感 光線過敏症
（表終了）

１．２．３　自律神経剤

ジスチグミン臭化物

ウブレチド錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
内 内服 流通
毒

【YJコード】1231014F1054
【薬効分類】１．２．３　自律神経剤
【一般名】ジスチグミン臭化物
【メーカー】製)鳥居薬品
【薬価】18.6円/1T
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】コリンエステラーゼ阻害薬

【効能効果】１．術後，神経因性膀胱等の低緊張性膀胱による排尿困難
２．重症筋無力症
【用法用量】１．術後・神経因性膀胱等の低緊張性膀胱による排尿困難
成人　１日５ｍｇ　内服。
２．重症筋無力症
成人　１日５～２０ｍｇ　１日１～４回　分割　内服。
適宜増減。
注意
１．効果なければ，漫然投与せず他の治療法を検討。
２．重症筋無力症では，医師の厳重な監督下で，成人１日５ｍｇから開
始，適宜増減。

【禁忌】１．消化管・尿路の器質的閉塞。
２．迷走神経緊張症。
３．脱分極性筋弛緩剤（スキサメトニウム）の投与患者。
４．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．意識障害を伴うコリン作動性クリーゼ（悪心・嘔吐，腹痛，下痢，唾液
分泌過多，気道分泌過多，発汗，徐脈，縮瞳，呼吸困難等，血清コリン
エステラーゼ低下），呼吸不全。
２．狭心症，不整脈（心室頻拍，心房細動，房室ブロック，洞停止等）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ベタネコール塩化物

ベサコリン散５％ （５％１ｇ）
内 内服 流通
劇

【YJコード】1231004B1067
【薬効分類】１．２．３　自律神経剤
【一般名】ベタネコール塩化物
【メーカー】製)サンノーバ　販)エーザイ
【薬価】13円/1g
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】副交感神経亢進剤

【効能効果】消化管機能低下のある下記
慢性胃炎
迷走神経切断後
術後・分娩後の腸管麻痺
麻痺性イレウス
術後・分娩後，神経因性膀胱等の低緊張性膀胱による排尿困難（尿閉）
【用法用量】成人　１日３０～５０ｍｇ　１日３～４回　分割　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．甲状腺機能亢進症。
２．気管支喘息。
３．消化管・膀胱頸部の閉塞。
４．消化性潰瘍。
５．妊婦・妊娠の可能性。
６．冠動脈閉塞。
７．強度の徐脈。
８．てんかん。
９．パーキンソニズム。

■効能効果・用法用量

■禁忌

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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７．強度の徐脈。
８．てんかん。
９．パーキンソニズム。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
コリン作動性クリーゼ（悪心，嘔吐，腹痛，下痢，唾液分泌過多，発汗，
徐脈，血圧低下，縮瞳等），呼吸不全。

■副作用

１．２．４　鎮けい剤

アトロピン硫酸塩水和物

アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「タナベ」 （０．０
５％１ｍＬ１管）

内 注射 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】1242405A1062
【薬効分類】１．２．４　鎮けい剤
【一般名】アトロピン硫酸塩水和物
【メーカー】製)田辺三菱製薬　販)ニプロＥＳファーマ
【薬価】93円/1A
【薬価収載日】2007/06/19
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】鎮痙剤

【効能効果】胃・十二指腸潰瘍の分泌・運動亢進，胃腸の痙攣性疼痛，
痙攣性便秘，胆管・尿管の疝痛，有機リン系殺虫剤・副交感神経興奮
剤の中毒，迷走神経性徐脈，迷走神経性房室伝導障害，その他の徐
脈，房室伝導障害，麻酔前投薬，ＥＣＴの前投与
【用法用量】１．成人　０．５ｍｇ（本剤　１管）　皮下注・筋注・静注。
適宜増減。
２．有機リン系殺虫剤中毒
軽症　０．５～１ｍｇ（本剤　１～２管）　皮下注，又は０．５～１ｍｇ　内服。
中等症　１～２ｍｇ（本剤　２～４管）　皮下注・筋注・静注。必要時，以後
２０～３０分ごとに繰り返し注射。
重症　初回　２～４ｍｇ（本剤　４～８管）　静注。アトロピン飽和の徴候が
あるまで繰り返し注射。
３．ＥＣＴの前投与 成人　１回０．５ｍｇ（本剤　１管）　皮下注・筋注・静
注。
適宜増減。

【禁忌】１．緑内障。
２．前立腺肥大による排尿障害。
３．麻痺性イレウス。
４．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
ショック，アナフィラキシー様症状（頻度不明）（頻脈，全身潮紅，発汗，
顔面浮腫等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
眼 散瞳，視調節障害，緑内障
消化器 口渇，悪心，嘔吐，嚥下障害，便秘
泌尿器 排尿障害
精神神経系 頭痛，頭重感，記銘障害
呼吸・循環器 心悸亢進，呼吸障害
過敏症 発疹
その他 顔面潮紅
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

エペリゾン塩酸塩

ミオナール錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】1249009F1090
【薬効分類】１．２．４　鎮けい剤
【一般名】エペリゾン塩酸塩
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】14.5円/1T
【標榜薬効】筋緊張改善剤

【効能効果】１．下記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．下記による痙性麻痺
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
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，その他の脳脊
髄疾患
【用法用量】成人　１日３錠（エペリゾン塩酸塩　１５０ｍｇ）　１日３回　分
割　食後　内服。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

頸肩腕症候群，肩関節周囲炎，腰痛症
２．下記による痙性麻痺
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
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，その他の脳脊
髄疾患
【用法用量】成人　１日３錠（エペリゾン塩酸塩　１５０ｍｇ）　１日３回　分
割　食後　内服。
適宜増減。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー様症状（発赤，掻痒感，蕁麻疹，顔面等の
浮腫，呼吸困難等）。
２．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群等の重篤な皮膚障害
（発熱，紅斑，水疱，掻痒感，眼充血，口内炎等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
肝臓  ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐの上昇等
腎臓  蛋白尿，ＢＵＮの上昇等
血液  貧血
過敏症 発疹 掻痒 多形滲出性紅斑
（表終了）

■禁忌

■副作用

バクロフェン

リオレサール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
内 内服 流通
劇

【YJコード】1249006F1054
【薬効分類】１．２．４　鎮けい剤
【一般名】バクロフェン
【メーカー】製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ
【薬価】15.6円/1T
【標榜薬効】抗痙縮剤

【効能効果】下記による痙性麻痺
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
腫瘍含む），その他の脳性疾患，その他のミエロパチー
【用法用量】１．成人　初回量　１日５～１５ｍｇ　１日１～３回　分割　食
後　内服。以後２～３日ごと　１日５～１０ｍｇずつ増量し　１日３０ｍｇ。適
宜増減。
２．小児　初回量　１日５ｍｇ　１日１～２回　分割　食後　内服。以後２～
３日ごと　１日５ｍｇずつ増量し　下記量。適宜増減。
下記１日量　１日２～３回　分割　食後　内服。
４～６歳　５～１５ｍｇ。
７～１１歳　５～２０ｍｇ。
１２～１５歳　５～２５ｍｇ。
注意
腎機能低下 血中濃度上昇の可能性，低用量から開始。透析を要する
重篤な腎機能障害 １日５ｍｇから開始する等慎重投与。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．意識障害，呼吸抑制等の中枢神経抑制症状。
２．依存性（幻覚・錯乱等），精神依存形成。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 ０．１～５％ ０．１％未満
精神神経系 眼振 眠気，頭痛，頭重，知覚異常（しびれ等），筋肉痛，鎮
静，抑うつ，不眠，痙攣発作，意識障害，幻覚，情緒不安定，嚥下力低
下，歩行障害 せん妄，酩酊感，構音障害，舌の運動障害，不随意運
動，顔面チック，痙縮増悪，耳鳴，視調節障害
過敏症  発疹 蕁麻疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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ブチルスコポラミン臭化物

ブスコパン注２０ｍｇ （２％１ｍＬ１管）
内 注射 流通
劇

【YJコード】1242401A1315
【薬効分類】１．２．４　鎮けい剤
【一般名】ブチルスコポラミン臭化物
【メーカー】製)サノフィ　販)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】58円/1A
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】鎮痙剤

【効能効果】１．下記の痙攣，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・内視鏡検査の前処置
【用法用量】成人　１回１／２～１管（ブチルスコポラミン臭化物　１０～２
０ｍｇ）　静注・皮下注・筋注。
適宜増減。

【禁忌】１．出血性大腸炎。
２．緑内障。
３．前立腺肥大による排尿障害。
４．重篤な心疾患。
５．麻痺性イレウス。
６．本剤に過敏症の既往。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
ショック，アナフィラキシー様症状（頻度不明）（悪心・嘔吐，悪寒，皮膚
蒼白，血圧低下，呼吸困難，気管支攣縮，浮腫，血管浮腫等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 発疹 蕁麻疹，紅斑，掻痒症
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ「ＹＤ」
（１０ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】1242002F1373
【薬効分類】１．２．４　鎮けい剤
【一般名】ブチルスコポラミン臭化物
【先発品】ブスコパン錠１０ｍｇ
【メーカー】製)陽進堂　販)日医工　販)日本ジェネリック
【薬価】5.4円/1T
【薬価収載日】2010/05/28　【経過措置期限】2019/03/31
【標榜薬効】鎮痙剤

【効能効果】下記の痙攣，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
【用法用量】成人　１回１０～２０ｍｇ　１日３～５回　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．出血性大腸炎。
２．緑内障。
３．前立腺肥大による排尿障害。
４．重篤な心疾患。
５．麻痺性イレウス。
６．本剤に過敏症の既往。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
ショック，アナフィラキシー様症状（各頻度不明）（悪心・嘔吐，悪寒，皮
膚蒼白，血圧低下，呼吸困難，気管支攣縮，浮腫，血管浮腫等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹，紅斑，掻痒症
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹，紅斑，掻痒症
（表終了）

１．３　感覚器官用薬

１．３．１　眼科用剤

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

ＡＺ点眼液０．０２％ （０．０２％５ｍＬ１瓶）
内 外用 後発 流通

【YJコード】1319703Q2124
【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
【メーカー】製)ゼリア新薬工業
【薬価】87.2円/1V
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】非ステロイド性・抗炎症点眼剤

【効能効果】急性結膜炎，慢性結膜炎，アレルギー性結膜炎，表層角膜
炎，眼瞼縁炎，強膜炎
【用法用量】１回１～２滴　１日３～５回　点眼。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満
眼 眼瞼の腫脹，発赤，掻痒感
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

ケトチフェンフマル酸塩

ザジテン点眼液０．０５％ （３．４５ｍｇ５ｍＬ
１瓶）

内 外用 流通

【YJコード】1319730Q1249
【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩
【メーカー】製)ノバルティスファーマ　販)日本アルコン
【薬価】610.1円/1V
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】抗アレルギー点眼剤

【効能効果】アレルギー性結膜炎
【用法用量】１回１～２滴　１日４回　朝・昼・夕・就寝前　点眼。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 ０．１～５％未満 ０．１％未満
過敏症 発疹，眼部腫脹，眼瞼浮腫，顔面浮腫 眼瞼炎，眼瞼皮膚炎，
掻痒感
眼 眼痛，霧視，眼乾燥，結膜炎，羞明 結膜充血，刺激感 角膜糜爛
その他 頭痛，口渇 眠気
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

シアノコバラミン

シアノコバラミン点眼液０．０２％「杏林」
（０．０２％５ｍＬ１瓶）

内 外用 後発 流通

【YJコード】1319710Q2108
【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】シアノコバラミン
【先発品】サンコバ点眼液０．０２％
【メーカー】製)キョーリンリメディオ　販)杏林製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】84.8円/1V
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】調節機能改善点眼剤

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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ブスコパン注２０ｍｇ シアノコバラミン点眼液０．０２％「杏林」



【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】調節機能改善点眼剤

【効能効果】調節性眼精疲労の微動調節の改善
【用法用量】１回１～２滴　１日３～５回　点眼。
適宜増減。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 過敏症状
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

精製ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ファイザー」
（０．１％５ｍＬ１瓶）

内 外用 後発 流通

【YJコード】1319720Q3140
【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【先発品】ヒアレイン点眼液０．１％
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】152.2円/1V
【薬価収載日】2011/11/28
【標榜薬効】角結膜上皮障害治療剤

【効能効果】下記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
【用法用量】１回１滴　１日５～６回　点眼。適宜増減。
０．１％製剤を投与し，効果不十分時　０．３％製剤を投与。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 眼瞼炎，眼瞼皮膚炎
眼 掻痒感，刺激感，結膜炎，結膜充血，びまん性表層角膜炎等の角膜
障害，異物感，眼脂，眼痛
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

ピレノキシン

カリーユニ点眼液０．００５％ （０．００５％５
ｍＬ１瓶）

内 外用 後発 流通

【YJコード】1319706Q3035
【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】ピレノキシン
【メーカー】製)参天製薬
【薬価】63.7円/1V
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】老人性白内障治療剤

【効能効果】初期老人性白内障
【用法用量】用時振盪　１回１～２滴　１日３～５回　点眼。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 眼瞼炎，接触皮膚炎
眼 びまん性表層角膜炎，結膜充血，結膜炎，刺激感，掻痒感，霧視，
眼脂，流涙，眼痛，眼の異常感，眼の異物感
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

フルオロメトロン

フルオロメトロン０．０２％点眼液Ｔ （０．０
２％１ｍＬ）

内 外用 後発 流通

【YJコード】1315704Q1093
【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】フルオロメトロン
【先発品】フルメトロン点眼液０．０２％
【メーカー】製)日東メディック　販)キョーリンリメディオ　販)杏林製薬
【薬価】17.6円/1mL
【薬価収載日】1994/10/31
【標榜薬効】抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤

【効能効果】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）
【用法用量】用時振盪　１回１～２滴　１日２～４回　点眼。
適宜増減。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。
原則禁忌
１．角膜上皮剥離，角膜潰瘍。
２．ウイルス性結膜・角膜疾患，結核性眼疾患，真菌性眼疾患，化膿性
眼疾患。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
眼
（１）．眼内圧亢進，緑内障。
（２）．角膜ヘルペス，角膜真菌症，緑膿菌感染症等の誘発。
（３）．角膜穿孔。
（４）．後嚢下白内障。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 眼瞼炎，眼瞼皮膚炎，発疹
眼 刺激感，結膜充血，角膜沈着物
下垂体・副腎皮質系機能 下垂体・副腎皮質系機能の抑制
その他 創傷治癒の遅延
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

レボフロキサシン水和物

レボフロキサシン点眼液０．５％「ＴＯＡ」
（０．５％１ｍＬ）

内 外用 後発 流通

【YJコード】1319742Q1080
【薬効分類】１．３．１　眼科用剤
【一般名】レボフロキサシン水和物
【先発品】クラビット点眼液０．５％
【メーカー】製)東亜薬品　販)日東メディック
【薬価】46.1円/1mL
【薬価収載日】2011/11/28
【標榜薬効】広範囲抗菌点眼剤
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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
適応症 眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜炎，瞼板腺炎，角膜炎（角膜潰
瘍含む），眼科周術期の無菌化療法
【用法用量】１回１滴　１日３回　点眼。
適宜増減。
注意
１．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。
２．ＭＲＳＡへの有効性は未証明，臨床症状の改善なければ速やかに
抗ＭＲＳＡ作用の強い薬剤を投与。

【禁忌】本剤の成分・オフロキサシン・キノロン系抗菌剤に過敏症の既
往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
ショック，アナフィラキシー（紅斑，発疹，呼吸困難，血圧低下，眼瞼浮腫
等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹，眼瞼炎（眼瞼発赤・浮腫等），眼瞼皮膚炎，掻痒
感
眼 刺激感，びまん性表層角膜炎等の角膜障害，結膜炎（結膜充血・浮
腫等），眼痛
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品

- 40 -
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【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
ショック，アナフィラキシー（紅斑，発疹，呼吸困難，血圧低下，眼瞼浮腫
等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹，眼瞼炎（眼瞼発赤・浮腫等），眼瞼皮膚炎，掻痒
感
眼 刺激感，びまん性表層角膜炎等の角膜障害，結膜炎（結膜充血・浮
腫等），眼痛
（表終了）

１．３．２　耳鼻科用剤

ケトチフェンフマル酸塩

ケトチフェン点鼻液０．０５％「トーワ」 （６．０
４８ｍｇ８ｍＬ１瓶）

内 外用 後発 流通

【YJコード】1329705Q1344
【薬効分類】１．３．２　耳鼻科用剤
【一般名】ケトチフェンフマル酸塩
【先発品】ザジテン点鼻液０．０５％
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】295.8円/1V
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】アレルギー性鼻炎治療剤

【効能効果】アレルギー性鼻炎
【用法用量】１回各鼻腔に１噴霧（ケトチフェン　０．０５ｍｇ）　１日４回
朝・昼・夕・就寝前　鼻用定量噴霧器で　噴霧吸入。

■効能効果・用法用量

トラマゾリン塩酸塩

トラマゾリン点鼻液０．１１８％「ＡＦＰ」 （０．１
１８％１ｍＬ）

内 外用 流通
劇

【YJコード】1324702Q1042
【薬効分類】１．３．２　耳鼻科用剤
【一般名】トラマゾリン塩酸塩
【メーカー】製)アルフレッサファーマ
【薬価】6.8円/1mL
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】点鼻用血管収縮剤

【効能効果】諸種疾患による鼻充血・うっ血
【用法用量】成人　１回２～３滴　１日数回　点鼻，又は１日数回　噴霧。
適宜増減。

【禁忌】１．本剤に過敏症の既往。
２．２歳未満の乳・幼児。
３．ＭＡＯ阻害剤の投与患者。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 過敏症状
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

フルチカゾンプロピオン酸エステル

フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５
０μｇ「日医工」２８噴霧用 （２．０４ｍｇ４ｍＬ
１瓶）

内 外用 後発 流通

【YJコード】1329707Q1238
【薬効分類】１．３．２　耳鼻科用剤
【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
【先発品】フルナーゼ点鼻液５０μｇ２８噴霧用
【メーカー】製)日医工
【薬価】417.5円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】定量噴霧式鼻過敏症治療剤

【一般名】フルチカゾンプロピオン酸エステル
【先発品】フルナーゼ点鼻液５０μｇ２８噴霧用
【メーカー】製)日医工
【薬価】417.5円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】定量噴霧式鼻過敏症治療剤

【効能効果】アレルギー性鼻炎，血管運動性鼻炎
【用法用量】成人　１回各鼻腔に１噴霧（フルチカゾンプロピオン酸エステ
ル　５０μｇ）　１日２回　噴霧。適宜増減，１日最大８噴霧。
注意
効果を得るためには継続的に使用。

【禁忌】１．有効な抗菌剤のない感染症，全身の真菌症。
２．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
アナフィラキシー（呼吸困難，全身潮紅，血管浮腫，蕁麻疹等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，浮腫
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１．３．３　鎮暈剤

ジメンヒドリナート

ドラマミン錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】1331001F1044
【薬効分類】１．３．３　鎮暈剤
【一般名】ジメンヒドリナート
【メーカー】製)陽進堂
【薬価】11.2円/1T
【薬価収載日】2009/08/24
【標榜薬効】鎮暈・鎮吐剤

【効能効果】下記に伴う悪心・嘔吐・眩暈
動揺病，メニエール症候群，放射線宿酔
術後の悪心・嘔吐
【用法用量】成人　１回５０ｍｇ（本剤　１錠）　１日３～４回　内服。
予防 その３０分～１時間前　１回５０～１００ｍｇ（本剤　１～２錠）　内
服。
１日２００ｍｇ（本剤　４錠）まで。
適宜増減。

【禁忌】１．ＭＡＯ阻害剤の投与患者。
２．ジフェニルメタン系薬剤（ジメンヒドリナート，塩酸メクリジン等）に過
敏症。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，光線過敏症等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ベタヒスチンメシル酸塩

ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「トーワ」 （６
ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】1339005F1458
【薬効分類】１．３．３　鎮暈剤
【一般名】ベタヒスチンメシル酸塩
【先発品】メリスロン錠６ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】6円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】めまい・平衡障害治療剤

■効能効果・用法用量

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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【効能効果】下記に伴う眩暈・眩暈感
メニエール病，メニエール症候群，眩暈症
【用法用量】成人　１回１～２錠　１日３回　食後　内服。
１回量ベタヒスチンメシル酸塩　６～１２ｍｇ。
適宜増減。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

１　神経系及び感覚器官用医薬品 １　神経系及び感覚器官用医薬品
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２　個々の器官系用医薬品

２．１　循環器官用薬

２．１．１　強心剤

アミノフィリン水和物

ネオフィリン注２５０ｍｇ （２．５％１０ｍＬ１
管）

内 注射 流通
ハイリスク

【YJコード】2115400A1193
【薬効分類】２．１．１　強心剤
【一般名】アミノフィリン水和物
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】92円/1A
【薬価収載日】2007/06/15
【ハイリスク分類】テオフィリン製剤
【標榜薬効】強心・喘息治療剤

【効能効果】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）の呼吸困難，狭心症（発作予防），脳卒中発作急
性期
【用法用量】成人　１回２５０ｍｇ　１日１～２回　５～１０分かけ　緩徐に
静注（生食又は糖液に希釈）。必要時，点滴静注。
小児　１回３～４ｍｇ／ｋｇ　静注。投与間隔　８時間以上，１日最高１２ｍ
ｇ／ｋｇ。必要時，点滴静注。
適宜増減。
注意
小児の気管支喘息への投与量，投与法等は，学会のガイドライン等，
最新の情報を参考とする。
１．アミノフィリン水和物投与量の目安
（表開始）
 年齢 テオフィリン等が内服されていない時 テオフィリン等が内服されて
いる時
初期量 ６ヵ月～２歳未満 ３～４ｍｇ／ｋｇ　３０分以上かけ　点滴投与。
３～４ｍｇ／ｋｇ　３０分以上かけ　点滴投与。テオフィリン等の投与時
は，その製剤の種類，投与後の経過時間，投与量等を考慮し，適宜減
量。
初期量 ２～１５歳未満（注１）（注２） ４～５ｍｇ／ｋｇ　３０分以上かけ　点
滴投与。 ３～４ｍｇ／ｋｇ　３０分以上かけ　点滴投与。
（表終了）
（表開始）
 年齢 投与量（ｍｇ／ｋｇ／時）
維持量 ６ヵ月～１歳未満 ０．４
維持量 １～２歳未満 ０．８
維持量 ２～１５歳未満（注２） ０．８
（表終了）
（注１）初期量　２５０ｍｇまで。
（注２）肥満児の投与量　標準体重で計算。
２．注意すべき投与対象等 ２歳以上の大発作又は呼吸不全の患児を
除き，他剤無効又は効果不十分時，患児の状態（発熱，痙攣等）等の十
分な観察等，適用を慎重に検討。２歳未満の熱性痙攣やてんかん等の
痙攣性疾患のある児への投与は推奨されない。

【禁忌】本剤・他のキサンチン系薬剤に重篤な副作用の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシーショック（蕁麻疹，蒼白，発汗，血圧低下，
呼吸困難等）。
２．痙攣，意識障害（せん妄，昏睡等）。
３．急性脳症。
４．横紋筋融解症（脱力感，筋肉痛，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇等），急性腎不全。
５．潰瘍等による消化管出血（吐血，下血等）。
６．赤芽球癆，貧血。
７．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇等），黄疸。
８．頻呼吸，高血糖症。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ジゴキシン

ジゴシン注０．２５ｍｇ （０．０２５％１ｍＬ１
管）

内 注射 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】2113400A1032
【薬効分類】２．１．１　強心剤
【一般名】ジゴキシン
【メーカー】製)太陽ファルマ　販)中外製薬
【薬価】92円/1A
【薬価収載日】2006/06/09
【ハイリスク分類】ジギタリス製剤
【標榜薬効】ジギタリス配糖体製剤

【効能効果】１．下記によるうっ血性心不全（肺水腫，心臓喘息等含む）
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・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．下記の心不全・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
【用法用量】１．成人
（１）．急速飽和療法（飽和量　１～２ｍｇ） １回０．２５～０．５ｍｇ　２～４
時間ごと　静注。効果があるまで続ける。
（２）．比較的急速飽和療法ができる。
（３）．緩徐飽和療法ができる。
（４）．維持療法 １日０．２５ｍｇ　静注。
２．小児
（１）．急速飽和療法 下記量　１日３～４回　分割　静注・筋注。
新生児，未熟児　１日０．０３～０．０５ｍｇ／ｋｇ。
２歳以下　１日０．０４～０．０６ｍｇ／ｋｇ。
２歳以上　１日０．０２～０．０４ｍｇ／ｋｇ。
（２）．維持療法 飽和量の１／１０～１／５　静注・筋注。
注意
飽和療法は過量になりやすいので，緊急でなければ初期から維持療法
も考慮。

【禁忌】１．房室ブロック，洞房ブロック。
２．ジギタリス中毒。
３．閉塞性心筋疾患（特発性肥大性大動脈弁下狭窄等）。
４．本剤の成分・ジギタリス剤に過敏症の既往。
５．ジスルフィラム・シアナミドの投与患者。
原則禁忌
１．カルシウム注射剤の併用。
２．スキサメトニウム塩化物水和物の併用。

【副作用】重大な副作用
１．ジギタリス中毒（頻度不明）（高度の徐脈，二段脈，多源性心室性期
外収縮，発作性心房性頻拍等の不整脈），重篤な房室ブロック，心室性
頻拍症，心室細動，消化器・眼・精神神経系症状。
２．非閉塞性腸間膜虚血（頻度不明）（激しい腹痛，血便等），腸管壊
死。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹，紫斑，浮腫等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ハーフジゴキシンＫＹ錠０．１２５ （０．１２５ｍ
ｇ１錠）

内 内服 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】2113003F2029
【薬効分類】２．１．１　強心剤
【一般名】ジゴキシン
【メーカー】製)京都薬品工業　販)アステラス製薬
【薬価】9.6円/1T
【薬価収載日】2002/07/05
【ハイリスク分類】ジギタリス製剤
【標榜薬効】ジギタリス配糖体製剤

【効能効果】１．下記によるうっ血性心不全（肺水腫，心臓喘息等含む）
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・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．下記の心不全・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
【用法用量】１．成人
（１）．急速飽和療法（飽和量　１～４ｍｇ） 初回　０．５～１ｍｇ　内服。以
後０．５ｍｇ　６～８時間ごと　内服。効果があるまで続ける。
（２）．比較的急速飽和療法ができる。
（３）．緩徐飽和療法ができる。
（４）．維持療法 １日０．２５～０．５ｍｇ　内服。
２．小児
（１）．急速飽和療法 下記量　１日３～４回　分割　内服。
２歳以下　１日０．０６～０．０８ｍｇ／ｋｇ。
２歳以上　１日０．０４～０．０６ｍｇ／ｋｇ。
（２）．維持療法 飽和量の１／５～１／３　内服。
注意
飽和療法は過量になりやすいので，緊急でなければ初期から維持療法
も考慮。

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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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・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．下記の心不全・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
【用法用量】１．成人
（１）．急速飽和療法（飽和量　１～４ｍｇ） 初回　０．５～１ｍｇ　内服。以
後０．５ｍｇ　６～８時間ごと　内服。効果があるまで続ける。
（２）．比較的急速飽和療法ができる。
（３）．緩徐飽和療法ができる。
（４）．維持療法 １日０．２５～０．５ｍｇ　内服。
２．小児
（１）．急速飽和療法 下記量　１日３～４回　分割　内服。
２歳以下　１日０．０６～０．０８ｍｇ／ｋｇ。
２歳以上　１日０．０４～０．０６ｍｇ／ｋｇ。
（２）．維持療法 飽和量の１／５～１／３　内服。
注意
飽和療法は過量になりやすいので，緊急でなければ初期から維持療法
も考慮。

【禁忌】１．房室ブロック，洞房ブロック。
２．ジギタリス中毒。
３．閉塞性心筋疾患（特発性肥大性大動脈弁下狭窄等）。
４．本剤の成分・ジギタリス剤に過敏症の既往。
原則禁忌
１．カルシウム注射剤の併用。
２．スキサメトニウム塩化物水和物の併用。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ジギタリス中毒（高度の徐脈，二段脈，多源性心室性期外収縮，発
作性心房性頻拍等の不整脈），重篤な房室ブロック，心室性頻拍症，心
室細動，消化器・眼・精神神経系症状。
２．非閉塞性腸間膜虚血（激しい腹痛，血便等），腸管壊死。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹，紫斑，浮腫等
（表終了）

■禁忌

■副作用

ドパミン塩酸塩

イノバン注０．３％シリンジ （０．３％５０ｍＬ
１筒）

内 注射 流通
劇

【YJコード】2119402P4037
【薬効分類】２．１．１　強心剤
【一般名】ドパミン塩酸塩
【メーカー】製)協和発酵キリン
【薬価】1076円/1筒
【薬価収載日】2005/12/16
【標榜薬効】急性循環不全改善剤

【効能効果】１．急性循環不全（心原性ショック，出血性ショック）
２．下記の急性循環不全状態
（１）．無尿，乏尿や利尿剤で利尿がない時
（２）．脈拍数の増加した状態
（３）．他の強心・昇圧剤で副作用があったり，好ましい反応がない時
【用法用量】１～５μｇ／ｋｇ／分　持続静注。病態により　２０μｇ／ｋｇま
で。
適宜増減。

【禁忌】褐色細胞腫。

【副作用】重大な副作用
１．麻痺性イレウス（０．０８％）。
２．四肢冷感（０．５％）等の末梢虚血，壊疽。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
循環器 不整脈（心室性期外収縮，心房細動，心室性頻拍等） 動悸  頻
脈
消化器  嘔気，嘔吐，腹部膨満，腹痛
その他   静脈炎，注射部位の変性壊死，起毛
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

メチルジゴキシン

メチルジゴキシン錠０．１ｍｇ「タイヨー」 （０．
１ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】2113005F1048
【薬効分類】２．１．１　強心剤
【一般名】メチルジゴキシン
【先発品】ラニラピッド錠０．１ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業　販)和薬
【薬価】5.8円/1T
【薬価収載日】2007/07/06
【ハイリスク分類】ジギタリス製剤
【標榜薬効】強心配糖体製剤

【効能効果】１．下記によるうっ血性心不全
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）
２．心房細動・粗動による頻脈，発作性上室性頻拍
【用法用量】（１）．急速飽和療法（飽和量　０．６～１．８ｍｇ）
初回　０．２～０．３ｍｇ（本剤　２～３錠），以後１回０．２ｍｇ（本剤　２錠）
１日３回　内服。効果があるまで続ける。
比較的急速飽和療法，緩徐飽和療法ができる。
（２）．維持療法
１日０．１～０．２ｍｇ（本剤　１～２錠）　内服。
注意
飽和療法は過量になりやすいので，緊急でなければ初期から維持療法
も考慮。

【禁忌】１．房室ブロック，洞房ブロック。
２．ジギタリス中毒。
３．閉塞性心筋疾患（特発性肥大性大動脈弁下狭窄等）。
４．本剤の成分・ジギタリス剤に過敏症の既往。
原則禁忌
１．カルシウム注射剤の併用。
２．スキサメトニウム塩化物水和物の併用。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ジギタリス中毒（高度の徐脈，二段脈，多源性心室性期外収縮，発
作性心房性頻拍等の不整脈），重篤な房室ブロック，心室性頻拍症，心
室細動，消化器・眼・精神神経系症状。
２．非閉塞性腸間膜虚血（激しい腹痛，血便等），腸管壊死。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹，紫斑，浮腫
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ユビデカレノン

ノイキノン錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2119003F2332
【薬効分類】２．１．１　強心剤
【一般名】ユビデカレノン
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】14.5円/1T
【標榜薬効】代謝性強心剤

【効能効果】基礎治療施行中の軽度・中等度のうっ血性心不全症状
【用法用量】成人　１回１０ｍｇ（本剤　１錠）　１日３回　食後　内服。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満
過敏症 発疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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２．１．２　不整脈用剤

アテノロール

アテノロール錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１
錠）

内 内服 後発 流通
ハイリスク

【YJコード】2123011F1325
【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】アテノロール
【先発品】テノーミン錠２５
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】5.8円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】心臓選択性β遮断剤

【効能効果】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）
【用法用量】成人　１回２錠（アテノロール　５０ｍｇ）　１日１回　内服。
適宜増減，１日最高４錠（アテノロール　１００ｍｇ）　１日１回まで。
注意
褐色細胞腫 急激な血圧上昇の可能性，単独投与しない。α遮断剤で
初期治療後に投与し，常にα遮断剤を併用。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．糖尿病性ケトアシドーシス，代謝性アシドーシス。
３．高度・症状を呈する徐脈，房室ブロック（ＩＩ，ＩＩＩ度），洞房ブロック，洞
不全症候群。
４．心原性ショック。
５．肺高血圧による右心不全。
６．うっ血性心不全。
７．低血圧症。
８．重度の末梢循環障害（壊疽等）。
９．未治療の褐色細胞腫。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．徐脈，心不全，心胸比増大，房室ブロック，洞房ブロック，失神を伴う
起立性低血圧。
２．呼吸困難，気管支痙攣，喘鳴。
３．血小板減少症，紫斑病。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒等
眼 視力異常，霧視，涙液分泌減少
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

アミオダロン塩酸塩

アンカロン注１５０ （１５０ｍｇ３ｍＬ１管）
内 注射 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】2129410A1028
【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】アミオダロン塩酸塩
【メーカー】製)サノフィ　販)大正富山医薬品
【薬価】3154円/1A
【薬価収載日】2007/06/08
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤

【効能効果】１．生命に危険のある下記の不整脈で難治性かつ緊急時
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，無脈性心室頻拍による心停止
【用法用量】１．心室細動，血行動態不安定な心室頻拍で難治性かつ緊
急時
成人　下記の通り　点滴静注。
症状により　適宜増減又は追加投与。１日最大１２５０ｍｇ。投与濃度
２．５ｍｇ／ｍＬまで。
（１）．投与法（４８時間まで）
［１］．初期急速投与 容量型の持続注入ポンプで　６００ｍＬ／時（１０ｍ
Ｌ／分）　１０分間　投与（１２５ｍｇ（２．５ｍＬ）を５％ブドウ糖液１００ｍＬ
に加える）。
［２］．負荷投与 容量型の持続注入ポンプで　３３ｍＬ／時　６時間　投与
（７５０ｍｇ（１５ｍＬ）を５％ブドウ糖液５００ｍＬに加える）。
［３］．維持投与 １７ｍＬ／時　合計４２時間　投与。
＜１＞．６時間の負荷投与後，残液を３３ｍＬ／時から１７ｍＬ／時に変
更し，１８時間投与。
＜２＞．７５０ｍｇ（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
６００ｍｇ）。
（２）．追加投与 血行動態不安定な心室頻拍又は心室細動が再発し，
本剤が必要な時は追加投与できる。１回の追加投与は本剤１２５ｍｇ
（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，継続投与の必要時
は，継続投与ができる。７５０ｍｇ（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　６００ｍｇ／２４時間）。
２．電気的除細動抵抗性の心室細動又は無脈性心室頻拍による心停
止
３００ｍｇ（６ｍＬ）又は５ｍｇ／ｋｇを５％ブドウ糖液２０ｍＬに加え，静脈内
へボーラス投与。
心室性不整脈の持続時は，１５０ｍｇ（３ｍＬ）又は２．５ｍｇ／ｋｇを５％ブ
ドウ糖液１０ｍＬに加え，追加できる。
注意
心室細動，血行動態不安定な心室頻拍で難治性かつ緊急時
１．注射部位反応を避けるため，中心静脈より点滴で投与。投与には容
量型の持続注入ポンプを使用。
２．初期急速投与及び追加投与時は，１アンプル（３ｍＬ）から本剤２．５
ｍＬを注射筒で抜き取り調製。
３．国内では最長７日間までの投与経験のみ，継続投与の期間に注
意。
４．国内では３回までの投与経験のみ，追加投与に注意。
５．低体重及び高齢者では，血圧の変動を来たしやすいため，減量又
は投与速度の調節を考慮。

■効能効果・用法用量

に加える）。
［２］．負荷投与 容量型の持続注入ポンプで　３３ｍＬ／時　６時間　投与
（７５０ｍｇ（１５ｍＬ）を５％ブドウ糖液５００ｍＬに加える）。
［３］．維持投与 １７ｍＬ／時　合計４２時間　投与。
＜１＞．６時間の負荷投与後，残液を３３ｍＬ／時から１７ｍＬ／時に変
更し，１８時間投与。
＜２＞．７５０ｍｇ（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
６００ｍｇ）。
（２）．追加投与 血行動態不安定な心室頻拍又は心室細動が再発し，
本剤が必要な時は追加投与できる。１回の追加投与は本剤１２５ｍｇ
（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，継続投与の必要時
は，継続投与ができる。７５０ｍｇ（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　６００ｍｇ／２４時間）。
２．電気的除細動抵抗性の心室細動又は無脈性心室頻拍による心停
止
３００ｍｇ（６ｍＬ）又は５ｍｇ／ｋｇを５％ブドウ糖液２０ｍＬに加え，静脈内
へボーラス投与。
心室性不整脈の持続時は，１５０ｍｇ（３ｍＬ）又は２．５ｍｇ／ｋｇを５％ブ
ドウ糖液１０ｍＬに加え，追加できる。
注意
心室細動，血行動態不安定な心室頻拍で難治性かつ緊急時
１．注射部位反応を避けるため，中心静脈より点滴で投与。投与には容
量型の持続注入ポンプを使用。
２．初期急速投与及び追加投与時は，１アンプル（３ｍＬ）から本剤２．５
ｍＬを注射筒で抜き取り調製。
３．国内では最長７日間までの投与経験のみ，継続投与の期間に注
意。
４．国内では３回までの投与経験のみ，追加投与に注意。
５．低体重及び高齢者では，血圧の変動を来たしやすいため，減量又
は投与速度の調節を考慮。

【禁忌】１．洞性徐脈，洞房ブロック，重度伝導障害（高度な房室ブロッ
ク，二束ブロック，三束ブロック），洞不全症候群があり，ペースメーカー
未使用。
２．循環虚脱，重篤な低血圧（血行動態不安定な心室細動，心室頻拍
発作発現中除く）。
３．本剤の成分・ヨウ素に過敏症の既往。
４．リトナビル・サキナビル・サキナビルメシル酸塩・インジナビル硫酸塩
エタノール付加物・ネルフィナビルメシル酸塩・クラスＩａ及びクラスＩＩＩ（ソタ
ロール・ニフェカラント）の抗不整脈薬・ベプリジル塩酸塩水和物・スパル
フロキサシン・モキシフロキサシン塩酸塩・エリスロマイシン（注射剤）・
ペンタミジンイセチオン酸塩・トレミフェンクエン酸塩・テラプレビル・フィン
ゴリモド塩酸塩・エリグルスタット酒石酸塩の投与患者。
５．重篤な呼吸不全（心停止時以外）。
原則禁忌
１．妊婦・妊娠の可能性。
２．甲状腺機能障害・その既往。

【副作用】重大な副作用
１．間質性肺炎（頻度不明）（咳，呼吸困難，捻髪音等）。
２．肝炎（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の著しい上昇等）等の重篤な肝機
能障害，黄疸，肝不全（頻度不明）（注），死亡。
３．既存の不整脈の重度の悪化，Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ，心停止（頻
度不明）（注），血圧低下（１４．９％），徐脈（６．４％），心不全（６．
４％），徐脈からの心停止，完全房室ブロック。
４．甲状腺機能亢進症（頻度不明）。
５．無顆粒球症，白血球減少（頻度不明）。
（注）外国。

■禁忌

■副作用

ジソピラミド

リスモダンカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ１カプ
セル）

内 内服 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】2129002M2139
【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】ジソピラミド
【メーカー】製)サノフィ　販)中外製薬
【薬価】41円/1C
【薬価収載日】2002/07/05
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤

【効能効果】下記で他の抗不整脈薬が使用できないか，無効時
期外収縮，発作性上室性頻脈，心房細動
【用法用量】成人　１回１カプセル（本剤　１００ｍｇ）　１日３回　内服。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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適宜増減。

【禁忌】１．高度の房室ブロック，高度の洞房ブロック。
２．うっ血性心不全。
３．スパルフロキサシン・モキシフロキサシン塩酸塩・トレミフェンクエン
酸塩・バルデナフィル塩酸塩水和物・アミオダロン塩酸塩（注射剤）・エリ
グルスタット酒石酸塩・フィンゴリモド塩酸塩の投与患者。
４．緑内障，尿貯留傾向。
５．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．心停止，心室細動，心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む），心室
粗動，心房粗動，房室ブロック，洞停止，失神，心不全悪化等。
２．低血糖（脱力感，倦怠感，高度の空腹感，冷汗，嘔気，不安，意識障
害（意識混濁，昏睡）等）。
３．無顆粒球症。
４．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄
疸。
５．麻痺性イレウス。
６．緑内障悪化。
７．痙攣。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 ０．１～５％未満 ０．１％未満
循環器 動悸 徐脈 心胸比増大，ＱＴ延長，血圧低下，ＱＲＳ幅増大
血液   貧血，血小板減少
消化器 胸やけ，胃のもたれ，口内異常感 口渇，食欲不振，便秘，下
痢，嘔気，腹痛，腹部膨満感，胃部不快感 嘔吐
肝臓 Ａｌ－Ｐ，ビリルビンの上昇等 ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇等
腎臓   腎機能障害
泌尿器 排尿困難，排尿時間延長 尿閉，排尿障害 夜尿，多尿，頻尿，
乏尿，尿の停滞感
視覚器   複視，霧視，黄視，光に対する過敏症，視力障害
精神神経系 しびれ 頭痛，眩暈 眠気，不眠，しびれ感，感覚障害，振戦
過敏症  発疹等
その他 顔のほてり，鼻乾燥，呼吸困難 全身倦怠感 胸部圧迫感，胸部
不快感，胸痛，顔面灼熱感，浮腫，ほてり，嗄声，インポテンス，月経異
常，女性型乳房
（表終了）

■禁忌

■副作用

シベンゾリンコハク酸塩

シベノール静注７０ｍｇ （７０ｍｇ５ｍＬ１管）
内 注射 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】2129405A1035
【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】シベンゾリンコハク酸塩
【メーカー】製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬
【薬価】856円/1A
【薬価収載日】2009/09/25
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤

【効能効果】頻脈性不整脈
【用法用量】成人　１回０．１ｍＬ／ｋｇ（シベンゾリンコハク酸塩　１．４ｍｇ
／ｋｇ）　血圧，心電図監視下で　２～５分かけ　静注（必要時生食又は
ブドウ糖液で希釈）。
適宜減量。

【禁忌】１．高度の房室ブロック，高度の洞房ブロック。
２．うっ血性心不全。
３．透析中。
４．緑内障，尿貯留傾向。
５．本剤の成分に過敏症の既往。
６．バルデナフィル塩酸塩水和物・モキシフロキサシン塩酸塩・トレミフェ
ンクエン酸塩・フィンゴリモド塩酸塩・エリグルスタット酒石酸塩の投与患
者。

【副作用】重大な副作用
１．催不整脈作用（心室細動（０．１％未満），心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ
ｐｏｉｎｔｅｓ含む），上室性不整脈（各０．１～５％未満），心停止）。
２．ショック（０．１％未満），アナフィラキシー（頻度不明）（胸内苦悶，冷
汗，呼吸困難，血圧低下，発疹，浮腫等）。
３．心不全，心原性ショック（各０．１％未満）。
４．循環不全による重篤な肝障害（ショック肝（トランスアミナーゼ，ＬＤＨ
の急激な上昇（０．１％未満））），腎障害。
５．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ等の上昇），黄疸
（各頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
循環器 ＱＲＳ幅延長，ＱＴｃ延長，脚ブロック，徐脈，血圧低下，動悸 Ｐ
Ｑ延長，房室ブロック
代謝   低血糖
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
循環器 ＱＲＳ幅延長，ＱＴｃ延長，脚ブロック，徐脈，血圧低下，動悸 Ｐ
Ｑ延長，房室ブロック
代謝   低血糖
（表終了）

ビソプロロールフマル酸塩

ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「日医
工」 （２．５ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通
ハイリスク

【YJコード】2123016F1131
【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】ビソプロロールフマル酸塩
【先発品】メインテート錠２．５ｍｇ
【メーカー】製)日医工　販)東和薬品
【薬価】11.5円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】選択的β１アンタゴニスト

【効能効果】１．本態性高血圧症（軽症～中等症）
２．狭心症
３．心室性期外収縮
４．下記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中
虚血性心疾患・拡張型心筋症による慢性心不全
５．頻脈性心房細動
【用法用量】１．本態性高血圧症（軽症～中等症），狭心症，心室性期外
収縮
成人　１回５ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
２．虚血性心疾患・拡張型心筋症による慢性心不全
成人　１回０．６２５ｍｇから開始　１日１回　内服。２週間以上内服し，忍
容性がある時，１回１．２５ｍｇ　１日１回に増量。その後忍容性がある
時，４週間以上の間隔で忍容性をみながら漸増し，忍容性がない時は
減量。用量の増減は１回量を０．６２５，１．２５，２．５，３．７５，５ｍｇとし
て必ず段階的に行い，いずれも１日１回　内服。維持量として，１回１．２
５～５ｍｇ　１日１回　内服。
開始量はさらに低用量，増量幅はさらに小さくしてよい。維持量は適宜
増減，１日最高５ｍｇ　１日１回まで。
３．頻脈性心房細動
成人　１回２．５ｍｇから開始　１日１回　内服。効果不十分時　１回５ｍｇ
１日１回に増量。
適宜増減，１日最高５ｍｇ　１日１回まで。
注意
１．褐色細胞腫 単独投与で急激な血圧上昇の可能性，α遮断剤で初
期治療後に投与し，常にα遮断剤を併用。
２．慢性心不全を合併する本態性高血圧症，狭心症，心室性期外収
縮，頻脈性心房細動 慢性心不全の用法・用量に従う。
３．慢性心不全
（１）．必ず１日１回０．６２５ｍｇ又はさらに低用量から開始し，忍容性を
もとに患者ごとに維持量を設定。
（２）．投与初期・増量時は，心不全の悪化，浮腫，体重増加，眩暈，低
血圧，徐脈，血糖値の変動，腎機能の悪化がおこりやすいので，忍容
性を確認。
（３）．投与初期・増量時の心不全や体液貯留の悪化（浮腫，体重増加
等）を防ぐため，投与前に体液貯留の治療を行う。心不全や体液貯留
の悪化（浮腫，体重増加等）がみられ，利尿薬増量で改善なければ本
剤を減量・中止。低血圧，眩暈等がみられ，アンジオテンシン変換酵素
阻害薬や利尿薬の減量により改善しない時，本剤を減量。高度な徐脈
の発現時は，本剤を減量。これら症状が安定化するまで本剤を増量し
ない。
（４）．投与を急に中止した時，心不全が一過性に悪化するおそれ，漸減
し中止。
（５）．２週間以上休薬後の再開時は，用法・用量に従って低用量から開
始し，漸増。
４．頻脈性心房細動を合併する本態性高血圧症，狭心症，心室性期外
収縮 頻脈性心房細動の用法・用量は１日１回２．５ｍｇから開始，血圧
や心拍数，症状等に応じ，開始量を設定。

【禁忌】１．高度の徐脈（著しい洞性徐脈），房室ブロック（ＩＩ，ＩＩＩ度），洞房
ブロック，洞不全症候群。
２．糖尿病性ケトアシドーシス，代謝性アシドーシス。
３．心原性ショック。
４．肺高血圧による右心不全。
５．強心薬・血管拡張薬の静注を要する心不全。
６．非代償性の心不全。
７．重度の末梢循環障害（壊疽等）。
８．未治療の褐色細胞腫。
９．妊婦・妊娠の可能性。
１０．本剤の成分に過敏症の既往。

■効能効果・用法用量

■禁忌

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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９．妊婦・妊娠の可能性。
１０．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
心不全，完全房室ブロック，高度徐脈，洞不全症候群。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
循環器 徐脈，心胸比増大，房室ブロック，低血圧，動悸，心房細動，心
室性期外収縮，胸痛
精神神経系 頭痛・頭重感，眩暈，ふらつき，立ちくらみ，眠気，不眠，悪
夢
消化器 悪心，嘔吐，胃部不快感，腹部不快感，食欲不振，下痢
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，ビリルビン上昇，ＬＤＨ上昇，
Ａｌ－Ｐ上昇，γ－ＧＴＰ上昇，肝腫大
腎臓・泌尿器 尿酸上昇，クレアチニン上昇，ＢＵＮ上昇，尿糖，頻尿
呼吸器 呼吸困難，気管支痙攣
過敏症 発疹，皮膚掻痒感
眼 霧視，涙液分泌減少
その他 倦怠感，浮腫，脱力感，気分不快感，疲労感，四肢冷感，悪
寒，しびれ感，血清脂質上昇，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，糖尿病増悪
（表終了）

■副作用

ピルシカイニド塩酸塩水和物

サンリズムカプセル５０ｍｇ （５０ｍｇ１カプセ
ル）

内 内服 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】2129008M2020
【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】ピルシカイニド塩酸塩水和物
【メーカー】製)第一三共　販)第一製薬
【薬価】69.9円/1C
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈治療剤

【効能効果】下記で他の抗不整脈薬が使用できないか，無効時
頻脈性不整脈
【用法用量】成人　１日１５０ｍｇ　１日３回　分割　内服。
適宜増減。
重症・効果不十分時　１日２２５ｍｇまで。
注意
腎機能障害 減量か，投与間隔をあけて使用。
透析を要する腎不全 １日２５ｍｇから開始。

【禁忌】１．うっ血性心不全。
２．高度の房室ブロック，高度の洞房ブロック。

【副作用】重大な副作用
１．心室細動（０．０９％），心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む）
（０．２２％），洞停止（０．１１％），完全房室ブロック（頻度不明），失神
（０．０４％），心不全（頻度不明），ショック，心停止。
２．ショック等による急性腎不全（頻度不明）。
３．肝機能障害（０．０４％）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上
昇等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
循環器 ＱＲＳ幅の増大，ＱＴ延長，房室ブロック，洞房ブロック，徐脈，
胸部不快感，動悸，心室性期外収縮 上室性期外収縮，心房細動，心
房粗動，上室性頻拍，血圧低下 胸痛
消化器 胃痛，食欲不振，悪心，嘔吐，口渇 下痢，便秘，腹部不快感
精神神経系 眩暈，頭痛，眠気 不眠，しびれ 振戦
血液 好酸球増加 血小板数減少，リンパ球減少 白血球数減少
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，ＬＤＨ上昇
過敏症 発疹，掻痒感 蕁麻疹
腎臓   ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇，尿蛋白陽性
泌尿器  排尿困難
その他 全身倦怠感 ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，脱力感，熱感
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ベラパミル塩酸塩

ワソラン静注５ｍｇ （０．２５％２ｍＬ１管）
内 注射 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】2129402A1040
【薬効分類】２．１．２　不整脈用剤
【一般名】ベラパミル塩酸塩
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】250円/1A
【薬価収載日】2007/06/15
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】Ｃａ拮抗性不整脈治療剤

【効能効果】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）
【用法用量】成人　１回１管（ベラパミル塩酸塩　５ｍｇ）　５分以上かけ
徐々に静注（必要時生食又はブドウ糖液で希釈）。
適宜増減。
小児　１回０．１～０．２ｍｇ／ｋｇ（５ｍｇまで）　５分以上かけ　徐々に静
注（必要時生食又はブドウ糖液で希釈）。
適宜増減。

【禁忌】１．重篤な低血圧，心原性ショック。
２．高度の徐脈，洞房ブロック，房室ブロック（第ＩＩ，ＩＩＩ度）。
３．重篤なうっ血性心不全。
４．急性心筋梗塞。
５．重篤な心筋症。
６．β遮断剤の静注を受けている患者。
７．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満
循環器 血圧低下，心室性期外収縮，洞停止，房室ブロック，徐脈，上
室性期外収縮，心室性頻拍 脚ブロック，洞房ブロック，一過性心停止
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２．１．３　利尿剤

アゾセミド

アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 （３０ｍｇ１錠）
内 内服 後発 流通

【YJコード】2139008F2044
【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】アゾセミド
【先発品】ダイアート錠３０ｍｇ
【メーカー】製)長生堂製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】10.4円/1T
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】持続型ループ利尿剤

【効能効果】心性浮腫（うっ血性心不全），腎性浮腫，肝性浮腫
【用法用量】成人　１回２錠（アゾセミド　６０ｍｇ）　１日１回　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．無尿。
２．肝性昏睡。
３．体液中のナトリウム・カリウムの減少。
４．スルフォンアミド誘導体に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．電解質異常（低カリウム血症，低ナトリウム血症等）。
２．無顆粒球症，白血球減少。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
代謝異常 低クロール性アルカローシス，高尿酸血症，高血糖症，高コ
レステロール血症，高トリグリセライド血症
過敏症 発疹
血液 血小板減少
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇，ビリルビン値上
昇
腎臓 ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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（表終了）

カンレノ酸カリウム

ソルダクトン静注用１００ｍｇ （１００ｍｇ１管）
内 注射 流通
劇

【YJコード】2133400D1082
【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】カンレノ酸カリウム
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】323円/1A
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】水分・電解質代謝改善剤

【効能効果】経口抗アルドステロン薬の服用困難な下記（高アルドステロ
ン症によると考えられる）の改善
原発性アルドステロン症
心性浮腫（うっ血性心不全），肝性浮腫
開心術・開腹術時の水分・電解質代謝異常
注意
対象は，経口抗アルドステロン薬の服用が困難で，高アルドステロン症
によると考えられる症状。他の治療法で効果が期待できない時のみ投
与を考慮。
【用法用量】成人　１回１００～２００ｍｇ　１日１～２回　ゆっくり静注（ブド
ウ糖液，生食又は注射用水１０～２０ｍＬに溶解）。
適宜増減，１日６００ｍｇまで。投与期間　２週間まで。
注意
内服可能になった時や効果なければ，速やかに投与中止。
投与期間 ２週間まで。漫然と長期投与しない。
注射液調製法
１．本剤は１０ｍＬ，ソルダクトン静注用２００ｍｇは２０ｍＬの溶解液に溶
解。
２．溶解液２～３ｍＬで溶解後，残りの溶解液に混合希釈し調製。
３．溶解後は速やかに使用。

【禁忌】１．無尿・腎不全。
２．腎機能の進行性悪化状態。
３．高カリウム血症。
４．エプレレノン・タクロリムスの投与患者。
５．アジソン病。
６．本剤に過敏症の既往。
７．てんかん等の痙攣性素因。

【副作用】重大な副作用
１．ショック（悪心，悪寒・冷汗，発疹，呼吸困難，チアノーゼ，血圧低下
等）。
２．電解質異常（高カリウム血症（４．８％），低ナトリウム血症（１．
３％），低クロール血症（０．３％），高ナトリウム血症（０．１％），高クロー
ル血症（０．１％未満）等），不整脈等。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満
過敏症  発疹等
血液 白血球増加，貧血 白血球減少
腎臓 ＢＵＮ上昇，血清クレアチニン値上昇
精神神経系  妄想等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

スピロノラクトン

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 （２５ｍｇ１
錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2133001F1476
【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】スピロノラクトン
【先発品】アルダクトンＡ錠２５ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品　販)和薬
【薬価】5.6円/1T
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】抗アルドステロン性利尿・降圧剤

【効能効果】高血圧症（本態性，腎性等），心性浮腫（うっ血性心不全），
腎性浮腫，肝性浮腫，特発性浮腫，原発性アルドステロン症の診断・症
状の改善，悪性腫瘍に伴う浮腫・腹水，栄養失調性浮腫
【用法用量】成人　１日５０～１００ｍｇ　分割　内服。
適宜増減。
「原発性アルドステロン症の診断・症状の改善」の他は，他剤と併用が
多い。

■効能効果・用法用量

【用法用量】成人　１日５０～１００ｍｇ　分割　内服。
適宜増減。
「原発性アルドステロン症の診断・症状の改善」の他は，他剤と併用が
多い。

【禁忌】１．無尿・急性腎不全。
２．高カリウム血症。
３．アジソン病。
４．タクロリムス・エプレレノン・ミトタンの投与患者。
５．本剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．電解質異常（高カリウム血症，低ナトリウム血症，代謝性アシドーシ
ス等），不整脈，全身倦怠感，脱力等。
２．急性腎不全（電解質異常を伴うことあり）。
３．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹，掻痒
（表終了）

■禁忌

■副作用

トリクロルメチアジド

フルイトラン錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2132003F1257
【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】トリクロルメチアジド
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】9.6円/1T
【標榜薬効】チアジド系降圧利尿剤

【効能効果】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
【用法用量】成人　１日２～８ｍｇ　１日１～２回　分割　内服。
適宜増減。
高血圧症 少量から開始し漸増。
悪性高血圧 他の降圧剤と併用。

【禁忌】１．無尿。
２．急性腎不全。
３．体液中のナトリウム・カリウムの減少。
４．チアジド系薬剤・その類似化合物（例 クロルタリドン等のスルホンア
ミド誘導体）に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．再生不良性貧血（０．１％未満）。
２．低ナトリウム血症（頻度不明）（倦怠感，食欲不振，嘔気，嘔吐，痙
攣，意識障害等）。
３．低カリウム血症（頻度不明）（倦怠感，脱力感，不整脈等）。
重大な副作用（類薬（ヒドロクロロチアジド））
間質性肺炎，肺水腫。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上又は頻度不明 ０．１％未満
過敏症 発疹，顔面潮紅，光線過敏症
血液  白血球減少，血小板減少，紫斑
代謝異常 血清脂質増加，高尿酸血症，高血糖症
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

フロセミド

フロセミド錠２０ｍｇ「テバ」 （２０ｍｇ１錠）
内 内服 後発 流通

【YJコード】2139005F1087
【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】フロセミド
【先発品】ラシックス錠２０ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】6円/1T
【薬価収載日】2014/06/20　【経過措置期限】2019/03/31
【標榜薬効】利尿降圧剤

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【効能効果】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
【用法用量】成人　１回４０～８０ｍｇ　１日１回　連日又は隔日　内服。
適宜増減。
腎機能不全等 さらに大量使用もあり。
悪性高血圧 他の降圧剤と併用。

【禁忌】１．無尿。
２．肝性昏睡。
３．体液中のナトリウム・カリウムの減少。
４．スルフォンアミド誘導体に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー。
２．再生不良性貧血，汎血球減少症，無顆粒球症，血小板減少，赤芽
球癆。
３．水疱性類天疱瘡。
４．難聴。
５．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，多形紅斑，急性汎発
性発疹性膿疱症。
６．心室性不整脈（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ）（低カリウム血症を伴う）。
７．間質性腎炎。
８．間質性肺炎（咳嗽，呼吸困難，発熱，肺音の異常（捻髪音）等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
血液 貧血，白血球減少，好酸球増加，溶血性貧血
代謝異常 低ナトリウム血症，低カリウム血症，低カルシウム血症，代謝
性アルカローシス，高尿酸血症，高血糖症，高トリグリセリド血症，高コ
レステロール血症，偽性バーター症候群
皮膚 発疹，蕁麻疹，発赤，光線過敏症，掻痒症，水疱性皮膚炎，紫
斑，苔癬様皮疹
肝臓 黄疸，肝機能異常，胆汁うっ滞
腎臓 ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ラシックス注２０ｍｇ （２０ｍｇ１管）
内 注射 流通

【YJコード】2139401A2137
【薬効分類】２．１．３　利尿剤
【一般名】フロセミド
【メーカー】製)サノフィ　販)日医工
【薬価】61円/1A
【薬価収載日】2003/07/04
【標榜薬効】利尿降圧剤

【効能効果】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
【用法用量】成人　１回２０ｍｇ　１日１回　静注・筋注。
適宜増減。
腎機能不全等 さらに大量使用もあり。
悪性高血圧 他の降圧剤と併用。

【禁忌】１．無尿。
２．肝性昏睡。
３．体液中のナトリウム・カリウムの減少。
４．スルフォンアミド誘導体に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー。
２．再生不良性貧血，汎血球減少症，無顆粒球症，血小板減少，赤芽
球癆。
３．水疱性類天疱瘡。
４．難聴。
５．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，多形紅斑，急性汎発
性発疹性膿疱症。
６．心室性不整脈（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ）（低カリウム血症を伴う）。
７．間質性腎炎。
８．間質性肺炎（咳嗽，呼吸困難，発熱，肺音の異常（捻髪音）等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
血液 貧血，白血球減少，好酸球増加，溶血性貧血
代謝異常 低ナトリウム血症，低カリウム血症，低カルシウム血症，代謝
性アルカローシス，高尿酸血症，高血糖症，高トリグリセリド血症，高コ
レステロール血症，偽性バーター症候群
皮膚 発疹，蕁麻疹，発赤，光線過敏症，掻痒症，水疱性皮膚炎，紫
斑，苔癬様皮疹
肝臓 黄疸，肝機能異常，胆汁うっ滞
腎臓 ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

肝臓 黄疸，肝機能異常，胆汁うっ滞
腎臓 ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇
（表終了）

２．１．４　血圧降下剤

アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配
合剤

ザクラス配合錠ＨＤ （１錠）
内 内服 流通
劇

【YJコード】2149121F2028
【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【メーカー】製)武田薬品工業
【薬価】121.8円/1T
【薬価収載日】2014/05/23
【標榜薬効】持続性ＡＴ１レセプターブロッカー／持続性Ｃａ拮抗薬配合剤

【効能効果】高血圧症
注意
過度な血圧低下のおそれ等があり，高血圧治療の第一選択薬にしな
い。
【用法用量】成人　１回１錠（アジルサルタン／アムロジピン　２０ｍｇ／５
ｍｇ）　１日１回　内服。
高血圧治療の第一選択薬で使用しない。
注意
１．下記の用法・用量及び注意等を踏まえ，患者ごとに適応を考慮。
アジルサルタン
成人　１回２０ｍｇ　１日１回　内服。適宜増減，１日最大４０ｍｇ。
注意
アジルサルタン適用の可否を慎重に判断し，２０ｍｇより低用量からの
開始も考慮。
アムロジピンベシル酸塩
高血圧症 成人　１回２．５～５ｍｇ　１日１回　内服。適宜増減，効果不
十分時　１回１０ｍｇ　１日１回まで。
２．アジルサルタン２０ｍｇ及びアムロジピン２．５～５ｍｇを併用時，又は
いずれか一方を使用し血圧コントロールが不十分時に本剤への切りか
えを検討。

【禁忌】１．本剤の成分・他のジヒドロピリジン系薬剤に過敏症の既往。
２．妊婦・妊娠の可能性。
３．アリスキレンフマル酸塩を投与中の糖尿病（他の降圧治療でも血圧
のコントロールが著しく不良除く）。

【副作用】重大な副作用
（各頻度不明）
１．血管浮腫（顔面，口唇，舌，咽・喉頭等の腫脹）。
２．ショック，血圧低下に伴う失神，意識消失（冷感，嘔吐等）。
３．急性腎不全。
４．重篤な高カリウム血症。
５．劇症肝炎，肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上
昇等），黄疸。
６．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇等），急性腎不全。
７．無顆粒球症，白血球減少，血小板減少。
８．房室ブロック（徐脈，眩暈等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 頻度不明
過敏症 湿疹 発疹，掻痒，蕁麻疹，光線過敏症，多形紅斑，血管炎
循環器 眩暈，ふらつき，浮腫，心房細動，徐脈，動悸，血圧低下，ほて
り（熱感，顔面潮紅等），期外収縮 胸痛，洞房・房室ブロック，洞停止，
頻脈
精神神経系 頭痛 頭重，眠気，振戦，末梢神経障害，気分動揺，不眠，
錐体外路症状
代謝異常 血中尿酸上昇，糖尿病 血中カリウム上昇，血清コレステロー
ル上昇，高血糖，尿中ブドウ糖陽性
消化器 下痢，心窩部痛，便秘，口内炎 軟便，嘔気，嘔吐，口渇，消化
不良，排便回数増加，腹部膨満，胃腸炎，膵炎
肝臓 ＡＬＴ（ＧＰＴ），ＡＳＴ（ＧＯＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰの上昇 ＬＤＨ上昇，
腹水
血液 ヘモグロビン減少 赤血球減少，白血球増加，紫斑
腎臓 クレアチニン上昇 ＢＵＮ上昇，頻尿，夜間頻尿，尿管結石，尿潜血
陽性，尿中蛋白陽性，勃起障害，排尿障害
その他 血中ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，歯肉肥厚 筋緊張亢進，筋痙攣，背痛，
関節痛，筋肉痛，全身倦怠感，しびれ，脱力感，耳鳴，鼻出血，味覚異
常，疲労，咳，発熱，視力異常，呼吸困難，異常感覚，多汗，血中カリウ
ム減少，女性化乳房，脱毛，鼻炎，体重増加，体重減少，疼痛，皮膚変
色
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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色
（表終了）

イミダプリル塩酸塩

イミダプリル塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ
１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2144008F2150
【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】イミダプリル塩酸塩
【先発品】タナトリル錠５
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】26.2円/1T
【薬価収載日】2008/11/07
【標榜薬効】アンジオテンシン変換選択性阻害剤

【効能効果】高血圧症，腎実質性高血圧症，１型糖尿病に伴う糖尿病性
腎症
【用法用量】１．高血圧症，腎実質性高血圧症
成人　１回５～１０ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
重症高血圧症，腎障害を伴う高血圧症，腎実質性高血圧症
２．５ｍｇから開始。
２．１型糖尿病に伴う糖尿病性腎症
成人　１回５ｍｇ　１日１回　内服。
重篤な腎障害
２．５ｍｇから開始。
注意
重篤な腎機能障害（クレアチニンクリアランスが３０ｍＬ／分以下，又は
血清クレアチニンが３ｍｇ／ｄＬ以上） 投与量を半量か，投与間隔をのば
す（排泄の遅延による過度の血圧低下，腎機能の悪化のおそれ）。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．血管浮腫の既往（アンジオテンシン変換酵素阻害剤等による血管浮
腫，遺伝性血管浮腫，後天性血管浮腫，特発性血管浮腫等）。
３．デキストラン硫酸固定化セルロース・トリプトファン固定化ポリビニル
アルコール・ポリエチレンテレフタレートを用いた吸着器でアフェレーシス
を施行中。
４．アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム膜（ＡＮ６９）を用いた血
液透析施行中。
５．妊婦・妊娠の可能性。
６．アリスキレンフマル酸塩を投与中の糖尿病（他の降圧治療でも血圧
のコントロールが著しく不良除く）。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．血管浮腫（呼吸困難を伴う顔面，舌，声門，喉頭の腫脹）。
２．重篤な血小板減少。
３．急性腎不全，腎機能障害の増悪。
４．重篤な高カリウム血症。
５．紅皮症（剥脱性皮膚炎），皮膚粘膜眼症候群，天疱瘡様症状（紅斑，
水疱，掻痒，発熱，粘膜疹等）。
重大な副作用（類薬）
１．汎血球減少（他のアンジオテンシン変換酵素阻害剤）。
２．膵炎（血中のアミラーゼ，リパーゼの上昇等）（他のアンジオテンシン
変換酵素阻害剤）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
血液 赤血球減少，ヘモグロビン減少，ヘマトクリット減少，血小板減少，
白血球減少，好酸球増多
腎臓 血清クレアチニン上昇，ＢＵＮ上昇，蛋白尿
精神神経系 頭痛，ふらつき，眩暈，立ちくらみ，不眠，眠気
循環器 低血圧，動悸
呼吸器 咳，咽頭部異和感・不快感，痰，嗄声
消化器 悪心，嘔気，嘔吐，胃部不快感，腹痛，食欲不振，下痢
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇，ＬＤＨ上昇，黄
疸，γ－ＧＴＰ上昇
過敏症 発疹，掻痒，光線過敏症，蕁麻疹
その他 血清カリウム上昇，耳鳴，味覚異常，口渇，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，胸
部不快感，疲労，倦怠感，浮腫，顔面潮紅，脱毛，しびれ，脱力感，低
血糖
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配
合剤

イルアミクス配合錠ＨＤ「ＤＳＰＢ」 （１錠）
内 内服 後発 流通
劇

【YJコード】2149118F2034
【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤
【先発品】アイミクス配合錠ＨＤ
【メーカー】製)ＤＳファーマバイオメディカル　販)大日本住友製薬
【薬価】53.1円/1T
【薬価収載日】2018/06/15
【標榜薬効】長時間作用型ＡＲＢ／持続性Ｃａ拮抗薬配合剤

【効能効果】高血圧症
注意
過度な血圧低下のおそれ等があり，高血圧治療の第一選択薬にしな
い。
【用法用量】成人　１回１錠（イルベサルタン／アムロジピン　１００ｍｇ／
１０ｍｇ）　１日１回　内服。高血圧治療の第一選択薬に使用しない。
注意
１．下記の用法・用量を踏まえ，患者ごとに用量を決定。
イルベサルタン
成人　１回５０～１００ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減，１日最大２００ｍｇ。
アムロジピン
高血圧症
成人　１回２．５～５ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減，効果不十分時　１回１０ｍｇ　１日１回まで。
２．イルベサルタン１００ｍｇ及びアムロジピン５ｍｇを併用時，又はいず
れか一方を使用し血圧コントロールが不十分時に，１００ｍｇ／５ｍｇへ
の切りかえを検討。
３．イルベサルタン１００ｍｇ及びアムロジピン５ｍｇを併用又は１００ｍｇ
／５ｍｇで血圧コントロールが不十分時に，１００ｍｇ／１０ｍｇへの切り
かえを検討。

【禁忌】１．本剤の成分・ジヒドロピリジン系化合物に過敏症の既往。
２．妊婦・妊娠の可能性。
３．アリスキレンを投与中の糖尿病（他の降圧治療でも血圧のコントロー
ルが著しく不良除く）。

【副作用】重大な副作用
１．血管浮腫（頻度不明）（顔面，口唇，咽頭，舌等の腫脹）。
２．重篤な高カリウム血症（頻度不明）。
３．ショック，血圧低下に伴う失神，意識消失（各頻度不明）（冷感，嘔吐
等）。
４．腎不全（頻度不明）。
５．劇症肝炎，肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－Ｇ
ＴＰの上昇等），黄疸（各頻度不明）。
６．低血糖（頻度不明）（脱力感，空腹感，冷汗，手の震え，集中力低
下，痙攣，意識障害等）。
７．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇），急性腎不全。
８．無顆粒球症，白血球減少，血小板減少（各頻度不明）。
９．房室ブロック（頻度不明）（徐脈，眩暈等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．５～１％未満 ０．５％未満 頻度不明
過敏症  発疹，掻痒，蕁麻疹，光線過敏症，多形紅斑 血管炎，血管浮
腫
肝臓 肝機能障害，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇，ビ
リルビン上昇，γ－ＧＴＰ上昇 ＬＤＨ上昇，黄疸，腹水
筋・骨格系  関節痛，筋痙攣，背部痛 筋肉痛，筋力低下，筋緊張亢進
血液  貧血，紫斑，白血球増加 赤血球減少，ヘマトクリット減少，ヘモグ
ロビン減少，白血球減少，好酸球増加，血小板減少
循環器 浮腫 動悸，ほてり（熱感，顔面潮紅等），失神，頻脈，起立性低
血圧，心房細動，胸痛，期外収縮 血圧低下，徐脈，洞房・房室ブロッ
ク，洞停止
消化器  逆流性食道炎，下痢・軟便，口内炎，心窩部痛，便秘，胃腸炎
悪心，嘔吐，胸やけ，胃不快感，口渇，消化不良，排便回数増加，膵
炎，腹痛，腹部膨満
腎臓  尿管結石，頻尿・夜間頻尿，クレアチニン上昇 ＢＵＮ上昇，尿中
蛋白陽性，尿沈渣異常，尿潜血陽性，排尿障害
精神神経系 眩暈・ふらつき，頭痛・頭重 眠気，しびれ，末梢神経障害
もうろう感，不眠，振戦，気分動揺，錐体外路症状
代謝異常 ＣＫ（ＣＰＫ）上昇 尿酸上昇，尿中ブドウ糖陽性，糖尿病，コレ
ステロール上昇，血中カリウム減少 血中カリウム上昇，高血糖
その他  脳梗塞，異常感覚，倦怠感，ＣＲＰ上昇，咳嗽，体重増加，脱
毛，脱力感，勃起障害，鼻出血，鼻炎 霧視，味覚異常，発熱，総蛋白
減少，耳鳴，疲労，視力異常，呼吸困難，多汗，歯肉肥厚，性機能異
常，女性化乳房，体重減少，疼痛，皮膚変色
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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ザクラス配合錠ＨＤ イルアミクス配合錠ＨＤ「ＤＳＰＢ」



ウラピジル

エブランチルカプセル１５ｍｇ （１５ｍｇ１カプ
セル）

内 内服 流通

【YJコード】2149020N1031
【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】ウラピジル
【メーカー】製)科研製薬　販)三和化学研究所
【薬価】16.4円/1C
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】排尿障害改善・降圧剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】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
【用法用量】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
成人　１回１５ｍｇ　１日３０ｍｇから開始　１日２回　効果不十分時　１～
２週間あけて　１日１２０ｍｇまで漸増　１日２回　分割　朝・夕食後　内
服。
適宜増減。
２．前立腺肥大症に伴う排尿障害
成人　１回１５ｍｇ　１日３０ｍｇから開始　１日２回　効果不十分時　１～
２週間あけて　１日６０～９０ｍｇまで漸増　１日２回　分割　朝・夕食後
内服。
適宜増減，１日最高９０ｍｇ。
３．神経因性膀胱に伴う排尿困難
成人　１回１５ｍｇ　１日３０ｍｇから開始　１日２回　１～２週間あけて　１
日６０ｍｇに漸増　１日２回　分割　朝・夕食後　内服。
適宜増減，１日最高９０ｍｇ。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
肝機能障害（頻度不明）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ，Ａｌ－Ｐ
等の著しい上昇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満
過敏症 発疹 掻痒
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

エナラプリルマレイン酸塩

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「ＮｉｋＰ」
（５ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2144002F2381
【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】エナラプリルマレイン酸塩
【先発品】レニベース錠５
【メーカー】製)日医工ファーマ　販)日医工
【薬価】11.2円/1T
【薬価収載日】2014/12/11
【標榜薬効】持続性ＡＣＥ阻害剤

【効能効果】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．下記でジギタリス製剤，利尿剤等の基礎治療剤が効果不十分時
慢性心不全（軽症～中等症）
【用法用量】１．高血圧症
成人　１回５～１０ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
腎性・腎血管性高血圧症，悪性高血圧
２．５ｍｇから開始。
生後１ヵ月以上の小児　１回０．０８ｍｇ／ｋｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
２．慢性心不全（軽症～中等症）
ジギタリス製剤，利尿剤等と併用。
成人　１回５～１０ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
腎障害，又は利尿剤投与中
初回量　２．５ｍｇから開始。
注意
１．重篤な腎機能障害 活性代謝物の血中濃度が上昇し，過度の血圧
低下，腎機能の悪化のおそれ，クレアチニンクリアランスが３０ｍＬ／分
以下，又は血清クレアチニンが３ｍｇ／ｄＬ以上の時は，減量か，投与間
隔をのばす。
２．小児等には，１日１０ｍｇまで。

■効能効果・用法用量

注意
１．重篤な腎機能障害 活性代謝物の血中濃度が上昇し，過度の血圧
低下，腎機能の悪化のおそれ，クレアチニンクリアランスが３０ｍＬ／分
以下，又は血清クレアチニンが３ｍｇ／ｄＬ以上の時は，減量か，投与間
隔をのばす。
２．小児等には，１日１０ｍｇまで。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．血管浮腫の既往（アンジオテンシン変換酵素阻害剤等による血管浮
腫，遺伝性血管浮腫，後天性血管浮腫，特発性血管浮腫等）。
３．デキストラン硫酸固定化セルロース・トリプトファン固定化ポリビニル
アルコール・ポリエチレンテレフタレートを用いた吸着器でアフェレーシス
を施行中。
４．アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム膜（ＡＮ６９）を用いた血
液透析施行中。
５．妊婦・妊娠の可能性。
６．アリスキレンを投与中の糖尿病（他の降圧治療でも血圧のコントロー
ルが著しく不良除く）。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．血管浮腫（呼吸困難を伴う顔面，舌，声門，喉頭の腫脹），腸管の血
管浮腫（腹痛，嘔気，嘔吐，下痢等）。
２．ショック。
３．心筋梗塞，狭心症。
４．急性腎障害。
５．重篤な血液障害（汎血球減少症，無顆粒球症，血小板減少）。
６．膵炎（血中のアミラーゼ，リパーゼの上昇等）。
７．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常等）。
８．剥脱性皮膚炎，中毒性表皮壊死症，皮膚粘膜眼症候群，天疱瘡。
９．錯乱。
１０．肝機能障害，肝不全。
１１．重篤な高カリウム血症。
１２．抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（低ナトリウム血症，低浸透圧
血症，尿中ナトリウム排泄量の増加，高張尿，痙攣，意識障害等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
腎臓 ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇
血液 ヘモグロビン低下，ヘマトクリット低下，貧血，白血球減少，好酸球
増多
皮膚 光線過敏症，多汗，脱毛，発疹，掻痒，蕁麻疹
精神神経系 抑うつ，眩暈，頭痛，眠気，いらいら感，不眠
循環器 低血圧，動悸，起立性低血圧，胸痛，調律障害（頻脈，徐脈）
消化器 舌炎，便秘，腹痛，食欲不振，嘔気，嘔吐，下痢，消化不良，口
内炎
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，黄疸
呼吸器 咳嗽，咽（喉）頭炎，喘息，嗄声
その他 耳鳴，筋肉痛，低血糖，倦怠感，ほてり，発熱，潮紅，口渇，味
覚異常，疲労，脱力感，しびれ，インポテンス，血清ナトリウム値低下
（表終了）

■禁忌

■副作用

オルメサルタン　メドキソミル

オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２０
ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2149044F6034
【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】オルメサルタン　メドキソミル
【先発品】オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ
【メーカー】製)第一三共エスファ　販)第一三共
【薬価】39円/1T
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】高親和性ＡＴ１レセプターブロッカー

【効能効果】高血圧症
【用法用量】成人　１日１０～２０ｍｇ　１日１回　内服。１日５～１０ｍｇか
ら開始。
適宜増減，１日最大４０ｍｇ。
注意
口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水で
飲み込む。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．妊婦・妊娠の可能性。
３．アリスキレンフマル酸塩を投与中の糖尿病（他の降圧治療でも血圧
のコントロールが著しく不良除く）。

【副作用】重大な副作用
１．血管浮腫（頻度不明）（顔面，口唇，咽頭，舌の腫脹等）。
２．腎不全（０．１％未満）。
３．重篤な高カリウム血症（頻度不明）。
４．ショック（頻度不明），血圧低下に伴う失神（頻度不明），意識消失
（頻度不明）（冷感，嘔吐）。
５．肝機能障害（０．１％未満）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの
上昇等），黄疸（頻度不明）。
６．血小板減少（頻度不明）。
７．低血糖（頻度不明）（脱力感，空腹感，冷汗，手の震え，集中力低
下，痙攣，意識障害等）。
８．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇）。
９．アナフィラキシー（頻度不明）（掻痒感，全身発赤，血圧低下，呼吸困
難等），アナフィラキシーショック。
１０．重度の下痢（頻度不明）（体重減少），腸絨毛萎縮等。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～０．５％未満 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 掻痒，発疹
血液 貧血，血小板数減少 白血球数増加
精神神経系 眩暈，立ちくらみ，ふらつき感，頭痛，頭重感 眠気
消化器 下痢 嘔気・嘔吐，口渇，口内炎，胃部不快感，便秘 腹痛
循環器  心房細動，動悸，ほてり 胸痛
肝臓 ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，γ－ＧＴＰ上昇，ＬＤＨ上昇
Ａｌ－Ｐ上昇
泌尿器 ＢＵＮ上昇，血清クレアチニン上昇 尿蛋白陽性，尿沈渣陽性，
頻尿
その他 ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血清カリウム上昇，尿酸上昇，全身倦怠感，
咳嗽 浮腫，ＣＲＰ上昇，トリグリセリド上昇，異常感（浮遊感，気分不良
等），胸部不快感 筋肉痛，脱力感，疲労，しびれ，味覚異常，脱毛
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【副作用】重大な副作用
１．血管浮腫（頻度不明）（顔面，口唇，咽頭，舌の腫脹等）。
２．腎不全（０．１％未満）。
３．重篤な高カリウム血症（頻度不明）。
４．ショック（頻度不明），血圧低下に伴う失神（頻度不明），意識消失
（頻度不明）（冷感，嘔吐）。
５．肝機能障害（０．１％未満）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの
上昇等），黄疸（頻度不明）。
６．血小板減少（頻度不明）。
７．低血糖（頻度不明）（脱力感，空腹感，冷汗，手の震え，集中力低
下，痙攣，意識障害等）。
８．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇）。
９．アナフィラキシー（頻度不明）（掻痒感，全身発赤，血圧低下，呼吸困
難等），アナフィラキシーショック。
１０．重度の下痢（頻度不明）（体重減少），腸絨毛萎縮等。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～０．５％未満 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 掻痒，発疹
血液 貧血，血小板数減少 白血球数増加
精神神経系 眩暈，立ちくらみ，ふらつき感，頭痛，頭重感 眠気
消化器 下痢 嘔気・嘔吐，口渇，口内炎，胃部不快感，便秘 腹痛
循環器  心房細動，動悸，ほてり 胸痛
肝臓 ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，γ－ＧＴＰ上昇，ＬＤＨ上昇
Ａｌ－Ｐ上昇
泌尿器 ＢＵＮ上昇，血清クレアチニン上昇 尿蛋白陽性，尿沈渣陽性，
頻尿
その他 ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血清カリウム上昇，尿酸上昇，全身倦怠感，
咳嗽 浮腫，ＣＲＰ上昇，トリグリセリド上昇，異常感（浮遊感，気分不良
等），胸部不快感 筋肉痛，脱力感，疲労，しびれ，味覚異常，脱毛
（表終了）

カルベジロール

アーチスト錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）
内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】2149032F4020
【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】カルベジロール
【メーカー】製)第一三共　販)第一製薬
【薬価】22円/1T
【薬価収載日】2002/12/06
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

【効能効果】１．下記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中
虚血性心疾患・拡張型心筋症による慢性心不全
２．頻脈性心房細動
【用法用量】１．虚血性心疾患・拡張型心筋症による慢性心不全
成人　１回１．２５ｍｇから開始　１日２回　食後　内服。
用量に忍容性がある時，１週間以上の間隔で忍容性をみながら漸増
し，忍容性がない時は減量。用量の増減は必ず段階的に行い，１回量
は１．２５ｍｇ，２．５ｍｇ，５ｍｇ，１０ｍｇのいずれかとし，いずれも１日２
回　食後　内服。
維持量　１回２．５～１０ｍｇ　１日２回　食後　内服。
開始量はさらに低用量としてよい。維持量は適宜増減。
２．頻脈性心房細動
成人　１回５ｍｇから開始　１日１回　内服。
効果不十分時　１回１０ｍｇ　１日１回，１回２０ｍｇ　１日１回　漸増。
適宜増減。
１日最大２０ｍｇ　１日１回まで。
注意
１．褐色細胞腫 単独投与で急激な血圧上昇のおそれ，α遮断薬で初
期治療後に投与し，常にα遮断薬を併用。
２．慢性心不全を合併する本態性高血圧症，腎実質性高血圧症，狭心
症，頻脈性心房細動 慢性心不全の用法・用量に従う。
３．慢性心不全
（１）．必ず１回１．２５ｍｇ又はさらに低用量の１日２回から開始。忍容
性・有効性をもとに個々の患者に応じて維持量を設定。
（２）．投与初期・増量時は，心不全の悪化，浮腫，体重増加，眩暈，低
血圧，徐脈，血糖値の変動，腎機能の悪化がおこりやすいので，忍容
性を確認。
（３）．投与初期・増量時の心不全や体液貯留の悪化（浮腫，体重増加
等）を防ぐため，投与前に体液貯留の治療を行う。心不全や体液貯留
の悪化（浮腫，体重増加等）がみられ，利尿薬増量で改善なければ本
剤を減量・中止。低血圧，眩暈等がみられ，アンジオテンシン変換酵素
阻害薬や利尿薬の減量により改善しない時，本剤を減量。高度な徐脈
の発現時は，本剤を減量。これら症状が安定化するまで本剤を増量し
ない。
（４）．本剤の中止は，段階的に半量ずつ，２．５ｍｇ又は１．２５ｍｇ，１日
２回まで１～２週間かけて減量し中止。
（５）．２週間以上休薬後の再開時は，用法・用量に従って低用量から開
始し，漸増。
４．頻脈性心房細動を合併する本態性高血圧症，腎実質性高血圧症，
狭心症 頻脈性心房細動の用法・用量は１日１回５ｍｇから開始，血圧や
心拍数，症状等に応じ，開始量を設定。

■効能効果・用法用量

始し，漸増。
４．頻脈性心房細動を合併する本態性高血圧症，腎実質性高血圧症，
狭心症 頻脈性心房細動の用法・用量は１日１回５ｍｇから開始，血圧や
心拍数，症状等に応じ，開始量を設定。

【禁忌】１．気管支喘息，気管支痙攣のおそれ。
２．糖尿病性ケトアシドーシス，代謝性アシドーシス。
３．高度の徐脈（著しい洞性徐脈），房室ブロック（ＩＩ，ＩＩＩ度），洞房ブロッ
ク。
４．心原性ショック。
５．強心薬・血管拡張薬の静注を要する心不全。
６．非代償性の心不全。
７．肺高血圧による右心不全。
８．未治療の褐色細胞腫。
９．妊婦・妊娠の可能性。
１０．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．循環器。
（１）．高度な徐脈。
（２）．ショック。
（３）．完全房室ブロック。
（４）．心不全。
（５）．心停止。
２．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄
疸。
３．急性腎不全。
４．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
５．アナフィラキシー。
その他の副作用（発現時中止等）（本態性高血圧症，腎実質性高血圧
症，狭心症，頻脈性心房細動）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 発疹等 掻痒感等
循環器 徐脈，低血圧 動悸，頻脈，心房細動，期外収縮，脚ブロック，
血圧上昇，心胸比増大，顔面潮紅，四肢冷感 房室ブロック，狭心症
呼吸器 喘息様症状，咳嗽 呼吸困難，息切れ，鼻閉
精神神経系 眩暈，眠気，頭痛 失神，不眠，抑うつ，注意力低下，異常
感覚（四肢のしびれ感等）
消化器 悪心，胃部不快感 嘔吐，便秘，下痢，食欲不振，腹痛
代謝 血糖値上昇，尿酸上昇，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，総コレステロール上
昇，Ａｌ－Ｐ上昇，ＬＤＨ上昇 低血糖，尿糖，トリグリセリド上昇，カリウム
上昇 糖尿病悪化，カリウム低下，ナトリウム低下
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇等
腎臓・泌尿器 腎機能障害（ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇等） 尿失禁，
頻尿，蛋白尿
血液  貧血，白血球減少 血小板減少
眼  霧視 涙液分泌減少
その他 浮腫，脱力感，倦怠感 勃起不全，耳鳴，疲労感，胸痛，疼痛，
発汗，口渇
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（慢性心不全）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 掻痒感等 発疹
循環器 徐脈，動悸，頻脈，心房細動，期外収縮，房室ブロック，脚ブ
ロック，低血圧，血圧上昇，四肢冷感  心胸比増大，狭心症，顔面潮紅
呼吸器 喘息様症状，呼吸困難 息切れ，咳嗽 鼻閉
精神神経系 眩暈，不眠，頭痛 眠気，注意力低下 失神，抑うつ，異常
感覚（四肢のしびれ感等）
消化器 悪心，胃部不快感 便秘，下痢，食欲不振，腹痛 嘔吐
代謝 血糖値上昇，尿糖，ＬＤＨ上昇，総コレステロール上昇，ＣＫ（ＣＰ
Ｋ）上昇，糖尿病悪化，Ａｌ－Ｐ上昇，尿酸上昇，カリウム上昇，ナトリウ
ム低下，カリウム低下  低血糖，トリグリセリド上昇
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇等
腎臓・泌尿器 腎機能障害（ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇等），蛋白尿
尿失禁，頻尿
血液 貧血，血小板減少 白血球減少
眼   霧視，涙液分泌減少
その他 浮腫，倦怠感，疲労感，胸痛 耳鳴 脱力感，勃起不全，疼痛，発
汗，口渇
（表終了）

■禁忌

■副作用

カルベジロール錠１０ｍｇ「タナベ」 （１０ｍｇ
１錠）

内 内服 後発 流通
ハイリスク

【YJコード】2149032F1102
【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】カルベジロール
【先発品】アーチスト錠１０ｍｇ
【メーカー】製)ニプロＥＳファーマ
【薬価】19.3円/1T
【薬価収載日】2011/11/28
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】持続性高血圧・狭心症，慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【薬価収載日】2011/11/28
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】持続性高血圧・狭心症，慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤

【効能効果】１．本態性高血圧症（軽症～中等症）
２．腎実質性高血圧症
３．狭心症
４．下記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
等の基礎治療中
虚血性心疾患・拡張型心筋症による慢性心不全
５．頻脈性心房細動
【用法用量】１．本態性高血圧症（軽症～中等症），腎実質性高血圧症
成人　１回１０～２０ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
２．狭心症
成人　１回２０ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
３．虚血性心疾患・拡張型心筋症による慢性心不全
成人　１回１．２５ｍｇから開始　１日２回　食後　内服。
用量に忍容性がある時，１週間以上の間隔で忍容性をみながら漸増
し，忍容性がない時は減量。用量の増減は必ず段階的に行い，１回量
は１．２５ｍｇ，２．５ｍｇ，５ｍｇ，１０ｍｇのいずれかとし，いずれも１日２
回　食後　内服。
維持量　１回２．５～１０ｍｇ　１日２回　食後　内服。
開始量はさらに低用量としてよい。維持量は適宜増減。
４．頻脈性心房細動
成人　１回５ｍｇ　１日１回　内服。
効果不十分時　１回１０ｍｇ　１日１回，１回２０ｍｇ　１日１回　漸増。
適宜増減。
１日最大２０ｍｇ　１日１回まで。
注意
１．褐色細胞腫 単独投与で急激な血圧上昇のおそれ，α遮断薬で初
期治療後に投与し，常にα遮断薬を併用。
２．慢性心不全を合併する本態性高血圧症，腎実質性高血圧症，狭心
症，頻脈性心房細動 慢性心不全の用法・用量に従う。
３．慢性心不全
（１）．必ず１回１．２５ｍｇ又はさらに低用量の１日２回から開始。忍容
性・有効性をもとに個々の患者に応じて維持量を設定。
（２）．投与初期・増量時は，心不全の悪化，浮腫，体重増加，眩暈，低
血圧，徐脈，血糖値の変動，腎機能の悪化がおこりやすいので，忍容
性を確認。
（３）．投与初期・増量時の心不全や体液貯留の悪化（浮腫，体重増加
等）を防ぐため，投与前に体液貯留の治療を行う。心不全や体液貯留
の悪化（浮腫，体重増加等）がみられ，利尿薬増量で改善なければ本
剤を減量・中止。低血圧，眩暈等がみられ，アンジオテンシン変換酵素
阻害薬や利尿薬の減量により改善しない時，本剤を減量。高度な徐脈
の発現時は，本剤を減量。これら症状が安定化するまで本剤を増量し
ない。
（４）．本剤の中止は，段階的に半量ずつ，２．５ｍｇ又は１．２５ｍｇ，１日
２回まで１～２週間かけて減量し中止。
（５）．２週間以上休薬後の再開時は，用法・用量に従って低用量から開
始し，漸増。
４．頻脈性心房細動を合併する本態性高血圧症，腎実質性高血圧症，
狭心症 頻脈性心房細動の用法・用量は１日１回５ｍｇから開始，血圧や
心拍数，症状等に応じ，開始量を設定。

【禁忌】１．気管支喘息，気管支痙攣のおそれ。
２．糖尿病性ケトアシドーシス，代謝性アシドーシス。
３．高度の徐脈（著しい洞性徐脈），房室ブロック（ＩＩ，ＩＩＩ度），洞房ブロッ
ク。
４．心原性ショック。
５．強心薬・血管拡張薬の静注を要する心不全。
６．非代償性の心不全。
７．肺高血圧による右心不全。
８．未治療の褐色細胞腫。
９．妊婦・妊娠の可能性。
１０．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．循環器。
（１）．高度な徐脈。
（２）．ショック。
（３）．完全房室ブロック。
（４）．心不全。
（５）．心停止。
２．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄
疸。
３．急性腎不全。
４．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
５．アナフィラキシー。
その他の副作用（発現時中止等）（本態性高血圧症，腎実質性高血圧
症，狭心症，頻脈性心房細動）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感等
循環器 徐脈，低血圧，動悸，頻脈，心房細動，期外収縮，脚ブロック，
血圧上昇，心胸比増大，顔面潮紅，四肢冷感，房室ブロック，狭心症
呼吸器 喘息様症状，咳嗽，呼吸困難，息切れ，鼻閉
精神神経系 眩暈，眠気，頭痛，失神，不眠，抑うつ，注意力低下，異常
感覚（四肢のしびれ感等）
消化器 悪心，胃部不快感，嘔吐，便秘，下痢，食欲不振，腹痛
代謝 血糖値上昇，尿酸上昇，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，総コレステロール上
昇，Ａｌ－Ｐ上昇，ＬＤＨ上昇，低血糖，尿糖，トリグリセリド上昇，カリウム
上昇，糖尿病悪化，カリウム低下，ナトリウム低下
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇等
腎臓・泌尿器 腎機能障害（ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇等），尿失禁，
頻尿，蛋白尿
血液 貧血，白血球減少，血小板減少
眼 霧視，涙液分泌減少
その他 浮腫，脱力感，倦怠感，勃起不全，耳鳴，疲労感，胸痛，疼痛，
発汗，口渇
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（慢性心不全）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 掻痒感，発疹等
循環器 徐脈，動悸，頻脈，心房細動，期外収縮，房室ブロック，脚ブ
ロック，低血圧，血圧上昇，四肢冷感，心胸比増大，狭心症，顔面潮紅
呼吸器 喘息様症状，呼吸困難，息切れ，咳嗽，鼻閉
精神神経系 眩暈，不眠，頭痛，眠気，注意力低下，失神，抑うつ，異常
感覚（四肢のしびれ感等）
消化器 悪心，胃部不快感，便秘，下痢，食欲不振，腹痛，嘔吐
代謝 血糖値上昇，尿糖，ＬＤＨ上昇，総コレステロール上昇，ＣＫ（ＣＰ
Ｋ）上昇，糖尿病悪化，Ａｌ－Ｐ上昇，尿酸上昇，カリウム上昇，ナトリウ
ム低下，カリウム低下，低血糖，トリグリセリド上昇
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇等
腎臓・泌尿器 腎機能障害（ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇等），蛋白尿，
尿失禁，頻尿
血液 貧血，血小板減少，白血球減少
眼 霧視，涙液分泌減少
その他 浮腫，倦怠感，疲労感，胸痛，耳鳴，脱力感，勃起不全，疼痛，
発汗，口渇
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

循環器 徐脈，低血圧，動悸，頻脈，心房細動，期外収縮，脚ブロック，
血圧上昇，心胸比増大，顔面潮紅，四肢冷感，房室ブロック，狭心症
呼吸器 喘息様症状，咳嗽，呼吸困難，息切れ，鼻閉
精神神経系 眩暈，眠気，頭痛，失神，不眠，抑うつ，注意力低下，異常
感覚（四肢のしびれ感等）
消化器 悪心，胃部不快感，嘔吐，便秘，下痢，食欲不振，腹痛
代謝 血糖値上昇，尿酸上昇，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，総コレステロール上
昇，Ａｌ－Ｐ上昇，ＬＤＨ上昇，低血糖，尿糖，トリグリセリド上昇，カリウム
上昇，糖尿病悪化，カリウム低下，ナトリウム低下
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇等
腎臓・泌尿器 腎機能障害（ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇等），尿失禁，
頻尿，蛋白尿
血液 貧血，白血球減少，血小板減少
眼 霧視，涙液分泌減少
その他 浮腫，脱力感，倦怠感，勃起不全，耳鳴，疲労感，胸痛，疼痛，
発汗，口渇
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（慢性心不全）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 掻痒感，発疹等
循環器 徐脈，動悸，頻脈，心房細動，期外収縮，房室ブロック，脚ブ
ロック，低血圧，血圧上昇，四肢冷感，心胸比増大，狭心症，顔面潮紅
呼吸器 喘息様症状，呼吸困難，息切れ，咳嗽，鼻閉
精神神経系 眩暈，不眠，頭痛，眠気，注意力低下，失神，抑うつ，異常
感覚（四肢のしびれ感等）
消化器 悪心，胃部不快感，便秘，下痢，食欲不振，腹痛，嘔吐
代謝 血糖値上昇，尿糖，ＬＤＨ上昇，総コレステロール上昇，ＣＫ（ＣＰ
Ｋ）上昇，糖尿病悪化，Ａｌ－Ｐ上昇，尿酸上昇，カリウム上昇，ナトリウ
ム低下，カリウム低下，低血糖，トリグリセリド上昇
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇等
腎臓・泌尿器 腎機能障害（ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇等），蛋白尿，
尿失禁，頻尿
血液 貧血，血小板減少，白血球減少
眼 霧視，涙液分泌減少
その他 浮腫，倦怠感，疲労感，胸痛，耳鳴，脱力感，勃起不全，疼痛，
発汗，口渇
（表終了）

カンデサルタン　シレキセチル

カンデサルタン錠８ｍｇ「明治」 （８ｍｇ１錠）
内 内服 後発 流通

【YJコード】2149040F3355
【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】カンデサルタン　シレキセチル
【先発品】ブロプレス錠８
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】26.8円/1T
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】持続性アンジオテンシンＩＩ受容体拮抗剤

【効能効果】高血圧症
腎実質性高血圧症
下記でアンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が不適切な時
慢性心不全（軽症～中等症）
注意
慢性心不全
（１）．アンジオテンシン変換酵素阻害剤投与による前治療が行われて
いない患者への有効性は未確認，アンジオテンシン変換酵素阻害剤か
ら切りかえて投与。
（２）．アンジオテンシン変換酵素阻害剤の効果不十分な患者への有効
性・安全性，アンジオテンシン変換酵素阻害剤を併用時の有効性・安全
性は未確認。
【用法用量】高血圧症 成人　１回４～８ｍｇ　１日１回　内服。必要時　１
２ｍｇまで増量。腎障害を伴う時　１回２ｍｇから開始　１日１回　内服。
必要時　８ｍｇまで増量。
腎実質性高血圧症 成人　１回２ｍｇから開始　１日１回　内服。必要時
８ｍｇまで増量。
下記で，アンジオテンシン変換酵素阻害剤が適切でない時
慢性心不全（軽症～中等症） 成人　１回４ｍｇから開始　１日１回　内
服。必要時　８ｍｇまで。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。
注意
慢性心不全 投与開始時の収縮期血圧が１２０ｍｍＨｇ未満，腎障害，
利尿剤の併用，心不全の重症者には，２ｍｇ／日から開始。２ｍｇ／日
投与は，４週間まで。一過性の急激な血圧低下の可能性，初回，４ｍｇ
／日，８ｍｇ／日への増量時には，血圧等の観察を行い，異常時投与
中止等の処置。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．妊婦・妊娠の可能性。
３．アリスキレンフマル酸塩を投与中の糖尿病（他の降圧治療でも血圧
のコントロールが著しく不良除く）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．血管浮腫（顔面，口唇，舌，咽・喉頭等の腫脹）。
２．ショック，血圧低下に伴う失神，意識消失（冷感，嘔吐等）。
３．急性腎不全。
４．重篤な高カリウム血症。
５．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄
疸。
６．無顆粒球症。
７．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇）。
８．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常等）。
９．低血糖（脱力感，空腹感，冷汗，手の震え，集中力低下，痙攣，意識
障害等）。
その他の副作用（発現時中止等）（高血圧症）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，湿疹，蕁麻疹，掻痒，光線過敏症
循環器 眩暈，ふらつき，立ちくらみ
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（慢性心不全）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒
（表終了）

■副作用

テモカプリル塩酸塩

エースコール錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2144009F2022
【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】テモカプリル塩酸塩
【メーカー】製)第一三共　販)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】61.5円/1T
【薬価収載日】1994/05/27
【標榜薬効】胆汁・腎排泄型ＡＣＥ阻害剤

【効能効果】高血圧症，腎実質性高血圧症，腎血管性高血圧症
【用法用量】成人　１回２～４ｍｇ　１日１回　内服。１回１ｍｇから開始　１
日１回　内服。必要時　４ｍｇまで漸増。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．血管浮腫の既往（アンジオテンシン変換酵素阻害剤等による血管浮
腫，遺伝性血管浮腫，後天性血管浮腫，特発性血管浮腫等）。
３．デキストラン硫酸固定化セルロース・トリプトファン固定化ポリビニル
アルコール・ポリエチレンテレフタレートを用いた吸着器でアフェレーシス
を施行中。
４．アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム膜（ＡＮ６９）を用いた血
液透析施行中。
５．妊婦・妊娠の可能性。
６．アリスキレンフマル酸塩を投与中の糖尿病（他の降圧治療でも血圧
のコントロールが著しく不良除く）。

【副作用】重大な副作用
１．血管浮腫（頻度不明）（呼吸困難を伴う顔面，舌，声門，喉頭の腫
脹），腹痛を伴う腸管の血管浮腫。
２．肝機能障害（０．１％未満）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），ＬＤＨ，γ－
ＧＴＰ，Ａｌ－Ｐの上昇等），黄疸（０．１％未満）。
３．血小板減少（頻度不明）。
４．重篤な高カリウム血症（頻度不明）。
５．天疱瘡様症状（頻度不明）（紅斑，水疱，掻痒，発熱，粘膜疹等）。
重大な副作用（類薬）
１．汎血球減少，無顆粒球症（他のアンジオテンシン変換酵素阻害剤）。
２．急性腎不全，ネフローゼ症候群（他のアンジオテンシン変換酵素阻
害剤）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～０．５％未満 ０．１％未満
過敏症  発疹，掻痒，蕁麻疹
血液 貧血 白血球減少，好酸球増多，血小板減少
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ドキサゾシンメシル酸塩

ドキサゾシン錠２ｍｇ「テバ」 （２ｍｇ１錠）
内 内服 後発 流通

【YJコード】2149026F3274
【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】ドキサゾシンメシル酸塩
【先発品】カルデナリン錠２ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】16.7円/1T
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】血圧降下剤

【効能効果】１．高血圧症
２．褐色細胞腫による高血圧症
【用法用量】成人　１回０．５ｍｇから開始　１日１回　内服。効果不十分
時　１～２週間あけて　１～４ｍｇに漸増　１日１回　内服。
適宜増減，１日最高８ｍｇ。
褐色細胞腫による高血圧症 １日最高１６ｍｇ。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．失神・意識喪失。
２．不整脈。
３．脳血管障害。
４．狭心症。
５．心筋梗塞。
６．無顆粒球症，白血球減少，血小板減少。
７．肝炎，肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの著しい
上昇等），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，ＬＤＨの上昇，胆汁うっ滞
循環器 起立性眩暈，起立性低血圧，低血圧，動悸・心悸亢進，頻脈，
ほてり（顔面潮紅等），胸痛・胸部圧迫感，徐脈
精神神経系 頭痛・頭重，眩暈，眠気，不眠，しびれ感，耳鳴，興奮，振
戦，知覚鈍麻，不安，うつ病，神経過敏
消化器 悪心・嘔吐，腹痛，口渇，食欲不振，下痢，便秘，消化不良，鼓
腸放屁
筋・骨格系 関節痛，筋力低下，筋痙直，筋肉痛，背部痛
呼吸器 息苦しさ，鼻出血，鼻炎，咳，気管支痙攣悪化，呼吸困難
泌尿・生殖器 頻尿・夜間頻尿，尿失禁，持続勃起，勃起障害，射精障
害（逆行性射精等），血尿，排尿障害，多尿
過敏症 発疹，掻痒感，蕁麻疹，血管浮腫，光線過敏症
血液 白血球減少，血小板減少，紫斑
眼 かすみ目，術中虹彩緊張低下症候群
その他 倦怠感，浮腫，脱力感，異常感覚，発熱，発汗，疼痛，体重増
加，女性化乳房，脱毛
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ニカルジピン塩酸塩

ニカルジピン塩酸塩注射液２５ｍｇ「ＦＹ」 （２
５ｍｇ２５ｍＬ１瓶）

内 注射 後発 流通
劇

【YJコード】2149400A4034
【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】ニカルジピン塩酸塩
【メーカー】製)富士薬品　販)日本ケミファ
【薬価】450円/1V
【薬価収載日】2011/06/24
【標榜薬効】Ｃａ拮抗剤

【効能効果】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含む）
【用法用量】１．手術時の異常高血圧の救急処置
０．０１～０．０２％（０．１～０．２ｍｇ／ｍＬ）溶液　点滴静注（生食又は
５％ブドウ糖液で希釈）。２～１０μｇ／ｋｇ／分から開始，目的値まで血
圧を下げ，血圧をモニターし点滴速度を調節。
急速に血圧を下げる時　本剤をそのまま　１０～３０μｇ／ｋｇ　静注。
２．高血圧性緊急症
０．０１～０．０２％（０．１～０．２ｍｇ／ｍＬ）溶液　０．５～６μｇ／ｋｇ／分
で　点滴静注（生食又は５％ブドウ糖液で希釈）。０．５μｇ／ｋｇ／分か
ら開始，目的値まで血圧を下げ，血圧をモニターし点滴速度を調節。
３．急性心不全（慢性心不全の急性増悪含む）
０．０１～０．０２％（０．１～０．２ｍｇ／ｍＬ）溶液　１μｇ／ｋｇ／分で，点
滴静注（生食又は５％ブドウ糖液で希釈）。０．５～２μｇ／ｋｇ／分で点
滴速度を調節。
注意
１．高血圧性緊急症 目的の血圧が得られ，引き続き降圧治療が必要で
内服可能な時は内服に切りかえる。
２．高血圧性緊急症 投与終了後に血圧が再上昇する可能性，投与終
了時は漸減し，終了後も血圧管理。内服に変更後にも血圧再上昇等に
注意。
３．急性心不全 期待した改善なければ投与中止。他の治療法（利尿
薬，陽性変力作用を持つ強心薬，血管拡張薬等の静注・機械的補助循
環等）に切りかえる等の措置を講じる。
４．点滴静注時の薬剤調製法 下表を参考に配合可能な輸液に必要量
を加えて０．０１～０．０２％溶液に調製。
（表開始）
調製するニカルジピン塩酸塩溶液濃度 約０．０１％ 約０．０１５％ 約０．
０２％
配合する輸液量 （ｍＬ） 加える本剤の量（ｍＬ） 加える本剤の量（ｍＬ）
加える本剤の量（ｍＬ）
１００ １２ １８ ２４
２５０ ３０ ４５ ６０
５００ ６０ ９０ １２０
（表終了）

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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注意
１．高血圧性緊急症 目的の血圧が得られ，引き続き降圧治療が必要で
内服可能な時は内服に切りかえる。
２．高血圧性緊急症 投与終了後に血圧が再上昇する可能性，投与終
了時は漸減し，終了後も血圧管理。内服に変更後にも血圧再上昇等に
注意。
３．急性心不全 期待した改善なければ投与中止。他の治療法（利尿
薬，陽性変力作用を持つ強心薬，血管拡張薬等の静注・機械的補助循
環等）に切りかえる等の措置を講じる。
４．点滴静注時の薬剤調製法 下表を参考に配合可能な輸液に必要量
を加えて０．０１～０．０２％溶液に調製。
（表開始）
調製するニカルジピン塩酸塩溶液濃度 約０．０１％ 約０．０１５％ 約０．
０２％
配合する輸液量 （ｍＬ） 加える本剤の量（ｍＬ） 加える本剤の量（ｍＬ）
加える本剤の量（ｍＬ）
１００ １２ １８ ２４
２５０ ３０ ４５ ６０
５００ ６０ ９０ １２０
（表終了）

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．急性心不全で，高度な大動脈弁狭窄・僧帽弁狭窄，肥大型閉塞性
心筋症，低血圧（収縮期血圧９０ｍｍＨｇ未満），心原性ショック。
３．急性心不全で，発症直後で病態が不安定の重篤な急性心筋梗塞。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．麻痺性イレウス。
２．低酸素血症。
３．肺水腫，呼吸困難。
４．狭心痛（外国）。
５．血小板減少。
６．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）・γ－ＧＴＰの上昇等），黄
疸。

■禁忌

■副作用

ニルバジピン

ニルバジピン錠４ｍｇ「サワイ」 （４ｍｇ１錠）
内 内服 後発 流通
劇

【YJコード】2149022F2105
【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】ニルバジピン
【先発品】ニバジール錠４ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】11.9円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】Ｃａ拮抗剤

【効能効果】本態性高血圧症
【用法用量】成人　１回２～４ｍｇ　１日２回　内服。

【禁忌】１．止血が未完成の頭蓋内出血。
２．脳卒中急性期の頭蓋内圧亢進。
３．妊婦・妊娠の可能性。
４．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ上昇等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇
循環器 房室ブロック
過敏症 発疹，掻痒感，光線過敏症
口腔 歯肉肥厚
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

バルサルタン

バルサルタンＯＤ錠８０ｍｇ「トーワ」 （８０ｍ
ｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2149041F7037
【薬効分類】２．１．４　血圧降下剤
【一般名】バルサルタン
【先発品】ディオバンＯＤ錠８０ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】31.2円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】選択的ＡＴ１受容体ブロッカー

【効能効果】高血圧症
【用法用量】成人　１回４０～８０ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減，１日１６０ｍｇまで。
６歳以上の小児
体重３５ｋｇ未満
１回２０ｍｇ　１日１回　内服。１日最高４０ｍｇ。
体重３５ｋｇ以上
１回４０ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
注意
１．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。
２．小児に１日８０ｍｇを超える使用経験なし。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．妊婦・妊娠の可能性。
３．アリスキレンを投与中の糖尿病（他の降圧治療でも血圧のコントロー
ルが著しく不良除く）。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．血管浮腫（顔面，口唇，咽頭，舌の腫脹等）。
２．肝炎。
３．腎不全。
４．重篤な高カリウム血症。
５．ショック，血圧低下に伴う失神，意識消失（冷感，嘔吐等）。
６．無顆粒球症，白血球減少，血小板減少。
７．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常等）。
８．低血糖（脱力感，空腹感，冷汗，手の震え，集中力低下，痙攣，意識
障害等）。
９．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇）。
１０．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，多形紅斑。
１１．天疱瘡，類天疱瘡（水疱，糜爛等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 光線過敏症，発疹，掻痒，蕁麻疹，紅斑
精神神経系 眩暈
循環器 低血圧
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２．１．７　血管拡張剤

アムロジピンベシル酸塩

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」 （２．
５ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通
劇

【YJコード】2171022F3161
【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【先発品】アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ，ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ
【メーカー】製)日本薬品工業　販)日本ケミファ
【薬価】12.4円/1T
【薬価収載日】2009/11/13
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ｃａ拮抗剤

【効能効果】１．高血圧症
２．狭心症
注意
効果発現が緩徐のため，緊急治療を要する不安定狭心症は効果が期
待できない。
【用法用量】成人
１．高血圧症
１回２．５～５ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減，効果不十分時　１回１０ｍｇ　１日１回まで。
２．狭心症
１回５ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
小児
高血圧症
６歳以上　１回２．５ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
注意
１．６歳以上の小児には，１日５ｍｇまで。
２．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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１回５ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
小児
高血圧症
６歳以上　１回２．５ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
注意
１．６歳以上の小児には，１日５ｍｇまで。
２．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

【禁忌】１．妊婦・妊娠の可能性。
２．ジヒドロピリジン系化合物に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．劇症肝炎，肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上
昇等），黄疸。
２．無顆粒球症，白血球減少，血小板減少。
３．房室ブロック（徐脈，眩暈等）。
４．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇等），急性腎不全。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
肝臓 ＡＬＴ（ＧＰＴ），ＡＳＴ（ＧＯＴ）の上昇，肝機能障害，Ａｌ－Ｐ，ＬＤＨの
上昇，γ－ＧＴＰ上昇，黄疸，腹水
循環器 浮腫，ほてり（熱感，顔面潮紅等），動悸，血圧低下，胸痛，期
外収縮，洞房・房室ブロック，洞停止，心房細動，失神，頻脈，徐脈
精神神経系 眩暈・ふらつき，頭痛・頭重，眠気，振戦，末梢神経障害，
気分動揺，不眠，錐体外路症状
消化器 心窩部痛，便秘，嘔気・嘔吐，口渇，消化不良，下痢・軟便，排
便回数増加，口内炎，腹部膨満，胃腸炎，膵炎
筋・骨格系 筋緊張亢進，筋痙攣，背痛，関節痛，筋肉痛
泌尿・生殖器 ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇，頻尿・夜間頻尿，尿管結
石，尿潜血陽性，尿中蛋白陽性，勃起障害，排尿障害
代謝異常 血清コレステロール上昇，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，高血糖，糖尿
病，尿中ブドウ糖陽性
血液 赤血球，ヘモグロビン，白血球の減少，白血球増加，紫斑，血小
板減少
過敏症 発疹，掻痒，蕁麻疹，光線過敏症，多形紅斑，血管炎，血管浮
腫
口腔 歯肉肥厚
その他 全身倦怠感，しびれ，脱力感，耳鳴，鼻出血，味覚異常，疲労，
咳，発熱，視力異常，呼吸困難，異常感覚，多汗，血中カリウム減少，
女性化乳房，脱毛，鼻炎，体重増加，体重減少，疼痛，皮膚変色
（表終了）

■禁忌

■副作用

アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）
内 内服 流通
劇

【YJコード】2171022F3021
【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】アムロジピンベシル酸塩
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】23.3円/1T
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ｃａ拮抗剤

【効能効果】１．高血圧症
２．狭心症
注意
効果発現が緩徐のため，緊急治療を要する不安定狭心症は効果が期
待できない。
【用法用量】成人
１．高血圧症
１回２．５～５ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減，効果不十分時　１回１０ｍｇ　１日１回まで。
２．狭心症
１回５ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
小児
高血圧症
６歳以上　１回２．５ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
注意
１．６歳以上の小児には，１日５ｍｇまで。
２．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

【禁忌】１．妊婦・妊娠の可能性。
２．ジヒドロピリジン系化合物に過敏症の既往。

■効能効果・用法用量

■禁忌

【副作用】重大な副作用
１．劇症肝炎（頻度不明），肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ
－ＧＴＰの上昇等），黄疸（０．１％未満）。
２．無顆粒球症（頻度不明），白血球減少（０．１％未満），血小板減少
（頻度不明）。
３．房室ブロック（０．１％未満）（徐脈，眩暈等）。
４．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇等），急性腎不全。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～１％未満 ０．１％未満 頻度不明
肝臓 ＡＬＴ（ＧＰＴ），ＡＳＴ（ＧＯＴ）の上昇，肝機能障害，Ａｌ－Ｐ，ＬＤＨの
上昇 γ－ＧＴＰ上昇，黄疸 腹水
循環器 浮腫，ほてり（熱感，顔面潮紅等），動悸，血圧低下 胸痛，期外
収縮，洞房・房室ブロック，洞停止，心房細動，失神，頻脈 徐脈
精神神経系 眩暈・ふらつき，頭痛・頭重 眠気，振戦，末梢神経障害 気
分動揺，不眠，錐体外路症状
消化器 心窩部痛，便秘，嘔気・嘔吐 口渇，消化不良，下痢・軟便，排
便回数増加，口内炎，腹部膨満，胃腸炎 膵炎
筋・骨格系  筋緊張亢進，筋痙攣，背痛 関節痛，筋肉痛
泌尿・生殖器 ＢＵＮ上昇 クレアチニン上昇，頻尿・夜間頻尿，尿管結
石，尿潜血陽性，尿中蛋白陽性 勃起障害，排尿障害
代謝異常  血清コレステロール上昇，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，高血糖，糖尿
病，尿中ブドウ糖陽性
血液  赤血球，ヘモグロビン，白血球の減少，白血球増加，紫斑 血小
板減少
過敏症 発疹 掻痒，蕁麻疹，光線過敏症 多形紅斑，血管炎，血管浮腫
口腔  歯肉肥厚
その他 全身倦怠感 しびれ，脱力感，耳鳴，鼻出血，味覚異常，疲労，
咳，発熱，視力異常，呼吸困難，異常感覚，多汗，血中カリウム減少 女
性化乳房，脱毛，鼻炎，体重増加，体重減少，疼痛，皮膚変色
（表終了）

■副作用

一硝酸イソソルビド

アイトロール錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2171023F2020
【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】一硝酸イソソルビド
【メーカー】製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬
【薬価】13.5円/1T
【薬価収載日】1994/09/12
【標榜薬効】狭心症治療用ＩＳＭＮ製剤

【効能効果】狭心症
注意
狭心症の発作寛解には不適，速効性の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤を
使用。
【用法用量】成人　１回２０ｍｇ　１日２回　内服。
適宜増減，効果不十分時　１回４０ｍｇ　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，運動耐容能の面で重
症
１回４０ｍｇ　１日２回　内服。

【禁忌】１．重篤な低血圧，心原性ショック。
２．閉塞隅角緑内障。
３．頭部外傷，脳出血。
４．高度な貧血。
５．硝酸・亜硝酸エステル系薬剤に過敏症の既往。
６．ホスホジエステラーゼ５阻害作用を有する薬剤（シルデナフィルクエ
ン酸塩，バルデナフィル塩酸塩水和物，タダラフィル）・グアニル酸シク
ラーゼ刺激作用を有する薬剤（リオシグアト）の投与患者。

【副作用】重大な副作用
肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄疸
（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満
過敏症 発疹，掻痒感
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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硝酸イソソルビド

フランドルテープ４０ｍｇ （４０ｍｇ１枚）
内 外用 流通

【YJコード】2171700S1095
【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】硝酸イソソルビド
【メーカー】製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬
【薬価】67.3円/1枚
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

【効能効果】狭心症，心筋梗塞（急性期除く），その他の虚血性心疾患
注意
狭心症の発作寛解には不適，速効性の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤を
使用。
【用法用量】成人　１回１枚（硝酸イソソルビド　４０ｍｇ）　胸部，上腹部，
背部のいずれかに貼付。貼付後２４時間又は４８時間ごと貼りかえ。
適宜増減。

【禁忌】１．重篤な低血圧，心原性ショック。
２．閉塞隅角緑内障。
３．頭部外傷，脳出血。
４．高度な貧血。
５．硝酸・亜硝酸エステル系薬剤に過敏症の既往。
６．ホスホジエステラーゼ５阻害作用を有する薬剤（シルデナフィルクエ
ン酸塩，バルデナフィル塩酸塩水和物，タダラフィル）・グアニル酸シク
ラーゼ刺激作用を有する薬剤（リオシグアト）の投与患者。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 ０．１％未満
過敏症 皮膚の刺激感 発疹
皮膚 アレルギー性接触皮膚炎
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ジルチアゼム塩酸塩

ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ （１００ｍｇ
１カプセル）

内 内服 流通

【YJコード】2171006N1105
【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
【メーカー】製)田辺三菱製薬
【薬価】30.3円/1C
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】持続性Ｃａ拮抗剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】１．狭心症，異型狭心症
２．本態性高血圧症（軽症～中等症）
【用法用量】１．狭心症，異型狭心症
成人　１回１００ｍｇ　１日１回　内服。
効果不十分時　１回２００ｍｇ　１日１回まで。
２．本態性高血圧症（軽症～中等症）
成人　１回１００～２００ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．重篤なうっ血性心不全。
２．２度以上の房室ブロック，洞不全症候群（持続性の洞性徐脈（５０拍
／分未満），洞停止，洞房ブロック等）。
３．本剤の成分に過敏症の既往。
４．妊婦・妊娠の可能性。

【副作用】重大な副作用
１．完全房室ブロック，高度徐脈（０．１％未満）（徐脈，眩暈，ふらつき
等）等。
２．うっ血性心不全（頻度不明）。
３．皮膚粘膜眼症候群，中毒性表皮壊死症，紅皮症（剥脱性皮膚炎），
急性汎発性発疹性膿疱症（頻度不明）（紅斑，水疱，膿疱，掻痒，発熱，
粘膜疹等）。
４．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄疸
（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
循環器 徐脈，房室ブロック，顔面潮紅，眩暈 洞停止，血圧低下，動
悸，胸痛，浮腫 洞房ブロック
精神神経系 倦怠感，頭痛，頭重感 こむらがえり，脱力感，眠気，不眠
パーキンソン様症状
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇 黄疸 Ａｌ－Ｐ上昇，ＬＤＨ上
昇，γ－ＧＴＰ上昇，肝腫大
過敏症 発疹 掻痒，多形性紅斑様皮疹，蕁麻疹 光線過敏症，膿疱
消化器 胃部不快感，便秘，腹痛，胸やけ，食欲不振，嘔気 軟便，下
痢，口渇
血液   血小板減少，白血球減少
その他   歯肉肥厚，女性化乳房，しびれ
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
循環器 徐脈，房室ブロック，顔面潮紅，眩暈 洞停止，血圧低下，動
悸，胸痛，浮腫 洞房ブロック
精神神経系 倦怠感，頭痛，頭重感 こむらがえり，脱力感，眠気，不眠
パーキンソン様症状
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇 黄疸 Ａｌ－Ｐ上昇，ＬＤＨ上
昇，γ－ＧＴＰ上昇，肝腫大
過敏症 発疹 掻痒，多形性紅斑様皮疹，蕁麻疹 光線過敏症，膿疱
消化器 胃部不快感，便秘，腹痛，胸やけ，食欲不振，嘔気 軟便，下
痢，口渇
血液   血小板減少，白血球減少
その他   歯肉肥厚，女性化乳房，しびれ
（表終了）

ヘルベッサー注射用５０ （５０ｍｇ１瓶）
内 注射 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】2171405D5057
【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ジルチアゼム塩酸塩
【メーカー】製)田辺三菱製薬
【薬価】950円/1V
【薬価収載日】2009/11/13
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】Ｃａ拮抗剤

【効能効果】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
【用法用量】５ｍＬ以上の生食又はブドウ糖液に用時溶解。
１．頻脈性不整脈（上室性）
成人　１回１０ｍｇ　約３分間で　緩徐に静注。
適宜増減。
２．手術時の異常高血圧の救急処置
１回静注 成人　１回１０ｍｇ　約１分間で　緩徐に静注。
適宜増減。
点滴静注 成人　５～１５μｇ／ｋｇ／分　点滴静注。目標値まで血圧を下
げ，血圧モニターしながら速度調節。
３．高血圧性緊急症
成人　５～１５μｇ／ｋｇ／分　点滴静注。目標値まで血圧を下げ，血圧
モニターしながら速度調節。
４．不安定狭心症
成人　１～５μｇ／ｋｇ／分　点滴静注。低用量から開始。
適宜増減，最高５μｇ／ｋｇ／分。

【禁忌】１．重篤な低血圧，心原性ショック。
２．２度以上の房室ブロック，洞不全症候群（持続性の洞性徐脈（５０拍
／分未満），洞停止，洞房ブロック等）。
３．重篤なうっ血性心不全。
４．重篤な心筋症。
５．本剤の成分に過敏症の既往。
６．妊婦・妊娠の可能性。

【副作用】重大な副作用
１．完全房室ブロック，高度徐脈（０．１～５％未満）（徐脈，眩暈，ふらつ
き等）等，心停止。
２．うっ血性心不全（０．１％未満）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 ０．１～５％未満 ０．１％未満
循環器  徐脈，房室ブロック，血圧低下，房室接合部調律，期外収縮，
洞停止，顔面潮紅 洞房ブロック，脚ブロック，動悸，眩暈，一過性の頻
脈
精神神経系   頭痛，嘔気，嘔吐
肝臓  ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），ＬＤＨの上昇 Ａｌ－Ｐの上昇
腎臓   尿量減少，血清クレアチニン，ＢＵＮの上昇
過敏症   発疹，掻痒
その他 静脈炎  注射部位の局所発赤
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ニコランジル

シグマート錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2171017F2024
【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ニコランジル
【メーカー】製)中外製薬
【薬価】14.5円/1T
【標榜薬効】狭心症治療剤

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品

- 57 -

フランドルテープ４０ｍｇ シグマート錠５ｍｇ



【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ニコランジル
【メーカー】製)中外製薬
【薬価】14.5円/1T
【標榜薬効】狭心症治療剤

【効能効果】狭心症
【用法用量】成人　１日１５ｍｇ　１日３回　分割　内服。
適宜増減。

【禁忌】ホスホジエステラーゼ５阻害作用を有する薬剤（シルデナフィル
クエン酸塩，バルデナフィル塩酸塩水和物，タダラフィル）・グアニル酸シ
クラーゼ刺激作用を有する薬剤（リオシグアト）の投与患者。

【副作用】重大な副作用
１．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄疸
（頻度不明）。
２．血小板減少（頻度不明）。
３．口内潰瘍，舌潰瘍，肛門潰瘍，消化管潰瘍（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ３％以上又は頻度不明※ ０．１～３％未満 ０．１％未満
循環器  動悸，顔面紅潮 全身倦怠感，気分不良，胸痛，下肢のむくみ，
のぼせ感等
精神神経系 頭痛 眩暈 耳鳴，不眠，眠気，舌のしびれ，肩こり等
過敏症  発疹等
消化器 口内炎※ 悪心，嘔吐，食欲不振 下痢，便秘，胃もたれ，胃部
不快感，胃痛，腹痛，腹部膨満感，口角炎，口渇等
肝臓   ビリルビンの上昇，ＡＳＴ（ＧＯＴ）の上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇，Ａｌ
－Ｐの上昇等
血液 血小板減少※
眼 角膜潰瘍※（注）  複視
生殖器 性器潰瘍※（注）
皮膚 皮膚潰瘍※（注）
その他 血中カリウム増加※  頸部痛
（表終了）
（注）外国。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ニトレンジピン

バイロテンシン錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2171020F1020
【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ニトレンジピン
【メーカー】製)田辺三菱製薬　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】24円/1T
【標榜薬効】持続性Ｃａ拮抗剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】１．高血圧症，腎実質性高血圧症
２．狭心症
【用法用量】１．高血圧症，腎実質性高血圧症
成人　１回５～１０ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
２．狭心症
成人　１回１０ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。

【禁忌】妊婦・妊娠の可能性。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック様症状（過度の血圧低下，意識消失，呼吸減弱，顔面蒼白
等）。
２．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄
疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
腎臓  クレアチニン上昇，尿酸上昇 ＢＵＮ上昇
循環器  胸部痛
過敏症 発疹 光線過敏症，掻痒感
口腔   歯肉肥厚
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ニトログリセリン

ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ （（２５ｍｇ）１０平方
ｃｍ１枚）

内 外用 流通
劇

【YJコード】2171701S2037
【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ニトログリセリン
【メーカー】製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ
【薬価】71.2円/1枚
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】経皮吸収型狭心症治療剤

【効能効果】狭心症
注意
狭心症の発作緩解には不適，速効性の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤を
使用。
【用法用量】成人　１回１枚（ニトログリセリン　２５ｍｇ含有）　１日１回
胸部，腰部，上腕部のいずれかに貼付。
効果不十分時　２枚に増量。

【禁忌】１．重篤な低血圧，心原性ショック。
２．閉塞隅角緑内障。
３．頭部外傷，脳出血。
４．高度な貧血。
５．硝酸・亜硝酸エステル系薬剤に過敏症の既往。
６．ホスホジエステラーゼ５阻害作用を有する薬剤（シルデナフィルクエ
ン酸塩，バルデナフィル塩酸塩水和物，タダラフィル）・グアニル酸シク
ラーゼ刺激作用を有する薬剤（リオシグアト）の投与患者。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満
過敏症 アレルギー性接触皮膚炎，全身発疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ （０．３ｍｇ１錠）
内 内服 後発 流通
劇

【YJコード】2171018K1039
【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ニトログリセリン
【メーカー】製)日本化薬
【薬価】12.9円/1T
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】狭心症用舌下錠

【効能効果】狭心症，心筋梗塞，心臓喘息，アカラジアの一時的緩解
【用法用量】成人　０．３～０．６ｍｇ（本剤　１～２錠）　舌下投与。
狭心症に投与後，数分間で効果なければ　さらに０．３～０．６ｍｇ（本剤
１～２錠）　追加。
適宜増減。

【禁忌】１．重篤な低血圧，心原性ショック。
２．閉塞隅角緑内障。
３．頭部外傷，脳出血。
４．高度な貧血。
５．硝酸・亜硝酸エステル系薬剤に過敏症の既往。
６．ホスホジエステラーゼ５阻害作用を有する薬剤（シルデナフィルクエ
ン酸塩，バルデナフィル塩酸塩水和物，タダラフィル）・グアニル酸シク
ラーゼ刺激作用を有する薬剤（リオシグアト）の投与患者。

■効能効果・用法用量

■禁忌

ニフェジピン

アダラートＣＲ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
内 内服 流通
劇

【YJコード】2171014G4029
【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ニフェジピン
【メーカー】製)バイエル薬品
【薬価】26.9円/1T
【薬価収載日】1998/06/12
【標榜薬効】持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【薬価】26.9円/1T
【薬価収載日】1998/06/12
【標榜薬効】持続性Ｃａ拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】１．高血圧症，腎実質性高血圧症，腎血管性高血圧症
２．狭心症，異型狭心症
【用法用量】１．高血圧症
成人　１回２０～４０ｍｇ　１日１回　内服。１日１０～２０ｍｇから開始　必
要時，漸増。１日４０ｍｇで効果不十分時　１回４０ｍｇ　１日２回まで。
２．腎実質性高血圧症，腎血管性高血圧症
成人　１回２０～４０ｍｇ　１日１回　内服。１日１０～２０ｍｇから開始　必
要時，漸増。
３．狭心症，異型狭心症
成人　１回４０ｍｇ　１日１回　内服。適宜増減，１日最高６０ｍｇ　１日１
回。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．妊婦（妊娠２０週未満）・妊娠の可能性。
３．心原性ショック。

【副作用】重大な副作用
（０．１％未満）
１．紅皮症（剥脱性皮膚炎）。
２．無顆粒球症，血小板減少。
３．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄
疸。
４．血圧低下に伴う一過性の意識障害（他のニフェジピン製剤）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，γ－ＧＴＰ上昇，Ａｌ－Ｐ上
昇，ＬＤＨ上昇 黄疸
腎臓 ＢＵＮ上昇 クレアチニン上昇
循環器  胸部痛
消化器  上腹部痛
過敏症 発疹，掻痒 光線過敏症，紫斑，血管浮腫
口腔  歯肉肥厚
代謝異常  高血糖
血液  血小板減少，貧血，白血球減少
呼吸器  呼吸困難
その他  女性化乳房
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ニフェジピンＬ錠２０ｍｇ「日医工」 （２０ｍｇ１
錠）

内 内服 後発 流通
劇

【YJコード】2171014G2301
【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ニフェジピン
【先発品】アダラートＬ錠２０ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】5.8円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】持続性Ｃａ拮抗剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】本態性高血圧症，腎性高血圧症，狭心症
【用法用量】１．本態性高血圧症，腎性高血圧症
成人　１回１０～２０ｍｇ　１日２回　内服。
適宜増減。
２．狭心症
成人　１回２０ｍｇ　１日２回　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．妊婦（妊娠２０週未満）・妊娠の可能性。
３．心原性ショック。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．紅皮症（剥脱性皮膚炎）。
２．無顆粒球症，血小板減少。
３．ショック。
４．血圧低下に伴う一過性の意識障害。
５．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄
疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇，黄疸
腎臓 ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇
循環器 胸部痛
消化器 上腹部痛
過敏症 発疹，掻痒，光線過敏症，紫斑，血管浮腫
口腔 歯肉肥厚
代謝異常 高血糖
血液 血小板減少，貧血，白血球減少
呼吸器 呼吸困難
その他 女性化乳房
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇，黄疸
腎臓 ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇
循環器 胸部痛
消化器 上腹部痛
過敏症 発疹，掻痒，光線過敏症，紫斑，血管浮腫
口腔 歯肉肥厚
代謝異常 高血糖
血液 血小板減少，貧血，白血球減少
呼吸器 呼吸困難
その他 女性化乳房
（表終了）

ベラパミル塩酸塩

ワソラン錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）
内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】2171008F1070
【薬効分類】２．１．７　血管拡張剤
【一般名】ベラパミル塩酸塩
【メーカー】製)エーザイ　販)アボットジャパン　販)マイランＥＰＤ
【薬価】7.1円/1T
【薬価収載日】2006/12/08
【ハイリスク分類】不整脈用剤
【標榜薬効】不整脈・虚血性心疾患治療剤

【効能効果】成人 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）
注意
小児等に使用時，小児等の不整脈治療に熟練した医師が監督。基礎
心疾患のある時は，有益性がリスクを上回る時のみ投与。
【用法用量】成人
１．頻脈性不整脈（心房細動・粗動，発作性上室性頻拍）
１回１～２錠（ベラパミル塩酸塩　４０～８０ｍｇ）　１日３回　内服。
適宜減量。
２．狭心症，心筋梗塞（急性期除く），その他の虚血性心疾患
１回１～２錠（ベラパミル塩酸塩　４０～８０ｍｇ）　１日３回　内服。
適宜増減。
小児
頻脈性不整脈（心房細動・粗動，発作性上室性頻拍）
１日３～６ｍｇ／ｋｇ（２４０ｍｇまで）　１日３回　分割　内服。
適宜減量。

【禁忌】１．重篤なうっ血性心不全。
２．第ＩＩ度以上の房室ブロック，洞房ブロック。
３．妊婦・妊娠の可能性。
４．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．循環器障害（心不全，洞停止，房室ブロック，徐脈，意識消失）。
２．皮膚粘膜眼症候群，多形滲出性紅斑，乾癬型皮疹等の重篤な皮膚
障害（発熱，紅斑，掻痒感，眼充血，口内炎等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 頻度不明
循環器 房室伝導時間の延長
過敏症 発疹
口腔  歯肉肥厚
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２．１．８　高脂血症用剤

アトルバスタチンカルシウム水和物

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「明治」 （１０ｍｇ１
錠）

内 内服 後発

【YJコード】2189015F2186
【薬効分類】２．１．８　高脂血症用剤
【一般名】アトルバスタチンカルシウム水和物
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価収載日】2012/12/14　【経過措置期限】2018/03/31
【標榜薬効】ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【標榜薬効】ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤

【効能効果】高コレステロール血症，家族性高コレステロール血症
注意
１．十分な検査を実施し，高コレステロール血症，家族性高コレステロー
ル血症を確認後適用を考慮。
２．家族性高コレステロール血症ホモ接合体は，ＬＤＬ－アフェレーシス
等の非薬物療法の補助として，又はそれらが実施不能時に適用を考
慮。
【用法用量】１．高コレステロール血症
成人　１回１０ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減，重症時　１日２０ｍｇまで。
２．家族性高コレステロール血症
成人　１回１０ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減，重症時　１日４０ｍｇまで。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．下記の肝代謝能の低下
急性肝炎，慢性肝炎の急性増悪，肝硬変，肝癌，黄疸。
３．妊婦・妊娠の可能性，授乳婦。
４．テラプレビル，オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビルの投与患
者。
原則禁忌
腎機能検査値異常の時 本剤とフィブラート系薬剤の併用。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇），急性腎不全等の重篤な腎障害，ミオパシー（広範な筋肉
痛，筋肉圧痛，著明なＣＫ（ＣＰＫ）の上昇）。
２．免疫介在性壊死性ミオパシー。
３．劇症肝炎，肝炎，肝機能障害，黄疸。
４．過敏症（血管神経性浮腫，アナフィラキシー反応，蕁麻疹）。
５．無顆粒球症，汎血球減少症，血小板減少症。
６．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，多形紅斑（水疱性発
疹）。
７．高血糖，糖尿病（口渇，頻尿，全身倦怠感等）。
８．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常等）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

エゼチミブ

ゼチーア錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2189018F1027
【薬効分類】２．１．８　高脂血症用剤
【一般名】エゼチミブ
【メーカー】製)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ　販)バイエル薬品
【薬価】177円/1T
【薬価収載日】2007/06/08
【標榜薬効】高脂血症治療剤

【効能効果】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
注意
１．十分な検査を実施し，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を確認後適用を考慮。
２．ホモ接合体性家族性高コレステロール血症は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵
素阻害剤，ＬＤＬアフェレーシス等の非薬物療法の補助として，又はそれ
らが実施不能時に適用を考慮。
【用法用量】成人　１回１０ｍｇ　１日１回　食後　内服。
適宜減量。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．重篤な肝機能障害（ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤の併用時）。

【副作用】重大な副作用
１．過敏症（頻度不明）（アナフィラキシー，血管神経性浮腫，発疹含
む）。
２．横紋筋融解症（頻度不明），ミオパシー，筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰ
Ｋ）上昇，血中・尿中ミオグロビン上昇等。
３．肝機能障害（頻度不明）（ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇等）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ピタバスタチンカルシウム水和物

ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「三和」 （１ｍｇ１
錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2189016F1150
【薬効分類】２．１．８　高脂血症用剤
【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物
【先発品】リバロ錠１ｍｇ
【メーカー】製)三和化学研究所
【薬価】19.1円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤

【効能効果】高コレステロール血症，家族性高コレステロール血症
注意
１．十分な検査を実施し，高コレステロール血症，家族性高コレステロー
ル血症を確認後適用を考慮。
２．家族性高コレステロール血症ホモ接合体は，治療上やむを得ない時
のみ，ＬＤＬ－アフェレーシス等の非薬物療法の補助として適用を考慮。
【用法用量】成人　１回１～２ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。ＬＤＬ－コレステロール値の低下が不十分時　１日最大４ｍ
ｇ。
注意
１．肝障害 開始量１日１ｍｇ，１日最大２ｍｇ。
２．投与量（全身曝露量）の増加に伴い，横紋筋融解症関連有害事象
が発現。４ｍｇに増量時，横紋筋融解症前駆症状に注意〔臨床試験で８
ｍｇ以上の投与は横紋筋融解症・関連有害事象の発現により中止（外
国）〕。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．重篤な肝障害，胆道閉塞。
３．シクロスポリンの投与患者。
４．妊婦・妊娠の可能性，授乳婦。
原則禁忌
腎機能検査値異常の時 本剤とフィブラート系薬剤の併用。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇），急性腎不全等の重篤な腎障害。
２．ミオパシー（広範な筋肉痛，筋肉圧痛，著明なＣＫ（ＣＰＫ）の上昇）。
３．免疫介在性壊死性ミオパシー。
４．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の著しい上昇等），黄疸。
５．血小板減少。
６．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒，蕁麻疹，紅斑
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，γ－ＧＴＰ上昇，ＬＤＨ上昇，
ビリルビン上昇，コリンエステラーゼ上昇，Ａｌ－Ｐ上昇
筋肉 ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，筋肉痛，脱力感，筋痙攣，ミオグロビン上昇
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

プラバスタチンナトリウム

メバロチン錠５ （５ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2189010F1039
【薬効分類】２．１．８　高脂血症用剤
【一般名】プラバスタチンナトリウム
【メーカー】製)第一三共
【薬価】37.3円/1T
【薬価収載日】2001/09/07
【標榜薬効】高脂血症治療剤

【効能効果】高脂血症，家族性高コレステロール血症
【用法用量】成人　１日１０ｍｇ　１日１～２回　分割　内服。
適宜増減，重症時　１日２０ｍｇまで。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．妊婦・妊娠の可能性，授乳婦。
原則禁忌
腎機能検査値異常の時 本剤とフィブラート系薬剤の併用。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇），急性腎障害等の重篤な腎障害。
２．肝障害（黄疸，著しいＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇等）。
３．血小板減少，紫斑，皮下出血等。
４．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常等）。
５．ミオパシー。
６．免疫介在性壊死性ミオパシー。
７．末梢神経障害。
８．過敏症状（ループス様症候群，血管炎等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～１％未満 ０．１％未満 頻度不明
皮膚 発疹 湿疹，蕁麻疹，掻痒 紅斑，脱毛，光線過敏
筋肉 ＣＫ（ＣＰＫ）上昇 筋肉痛，筋痙攣 筋脱力
血液  白血球減少 血小板減少，貧血
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇），急性腎障害等の重篤な腎障害。
２．肝障害（黄疸，著しいＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇等）。
３．血小板減少，紫斑，皮下出血等。
４．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常等）。
５．ミオパシー。
６．免疫介在性壊死性ミオパシー。
７．末梢神経障害。
８．過敏症状（ループス様症候群，血管炎等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～１％未満 ０．１％未満 頻度不明
皮膚 発疹 湿疹，蕁麻疹，掻痒 紅斑，脱毛，光線過敏
筋肉 ＣＫ（ＣＰＫ）上昇 筋肉痛，筋痙攣 筋脱力
血液  白血球減少 血小板減少，貧血
（表終了）

ベザフィブラート

ベザフィブラート徐放錠２００ｍｇ「トーワ」
（２００ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2183005G1307
【薬効分類】２．１．８　高脂血症用剤
【一般名】ベザフィブラート
【先発品】ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】9.9円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】高脂血症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】高脂血症（家族性含む）
【用法用量】成人　１日４００ｍｇ　１日２回　分割　朝・夕食後　内服。
腎機能障害，高齢者　適宜減量。
注意
腎機能障害 腎臓より尿中に排泄されるので注意。下表の血清クレアチ
ニン値に応じ減量。
高齢者は，下表のクレアチニンクリアランスに応じた投与量の調節を行
う。
投与量はクレアチニンクリアランスの実測値で設定。実測困難な時は，
下記の安田の推定式等により用量設定を行う。
男性 （１７６－年齢）×体重／（１００×血清クレアチニン値）
女性 （１５８－年齢）×体重／（１００×血清クレアチニン値）
（表開始）
血清クレアチニン値（ｍｇ／ｄＬ） クレアチニンクリアランス（ｍＬ／分） 投
与量
Ｓｃｒ≦１．５ ６０≦Ｃｃｒ ４００ｍｇ／日 （２００ｍｇ×２）
１．５＜Ｓｃｒ＜２ ５０＜Ｃｃｒ＜６０ ２００ｍｇ／日 （２００ｍｇ×１）
（表終了）
Ｓｃｒ 血清クレアチニン値
Ｃｃｒ クレアチニンクリアランス

【禁忌】１．人工透析（腹膜透析含む）。
２．腎不全等の重篤な腎疾患。
３．血清クレアチニン値が２．０ｍｇ／ｄＬ以上。
４．本剤の成分に過敏症の既往。
５．妊婦・妊娠の可能性。
原則禁忌
腎機能検査値異常の時 本剤とＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害薬の併用。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇），急性腎不全等の重篤な腎障害。
２．ショック，アナフィラキシー（顔面浮腫，口唇の腫脹等）。
３．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄
疸。
４．皮膚粘膜眼症候群，多形紅斑。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
筋肉 筋痙攣，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，筋肉痛
腎臓 ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ロスバスタチンカルシウム

ロスバスタチン錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （２．５
ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2189017F1030
【薬効分類】２．１．８　高脂血症用剤
【一般名】ロスバスタチンカルシウム
【先発品】クレストール錠２．５ｍｇ
【メーカー】製)第一三共エスファ　販)第一三共
【薬価】21.7円/1T
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤

【効能効果】高コレステロール血症，家族性高コレステロール血症
注意
１．十分な検査を実施し，高コレステロール血症，家族性高コレステロー
ル血症を確認後適用を考慮。
２．家族性高コレステロール血症ホモ接合体は，ＬＤＬ－アフェレーシス
等の非薬物療法の補助として，又はそれらが実施不能時に適用を考
慮。
【用法用量】成人　１回２．５ｍｇ　１日１回　内服。
早期のＬＤＬ－コレステロール値低下の必要時　５ｍｇから開始。適宜増
減。
投与開始後又は増量後，４週以降にＬＤＬ－コレステロール値の低下が
不十分時　１０ｍｇまで。
１０ｍｇを投与してもＬＤＬ－コレステロール値の低下が不十分な家族性
高コレステロール血症等の重症時のみ　１日最大２０ｍｇ。
注意
１．クレアチニンクリアランスが３０ｍＬ／分／１．７３ｍ２未満に投与時は
２．５ｍｇから開始，１日最大５ｍｇ。
２．特に２０ｍｇ投与では腎機能に影響があらわれるおそれ。２０ｍｇ投
与開始後１２週までの間は，月１回，以降は定期的（半年に１回等）に腎
機能検査等を実施。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．下記の肝機能の低下
急性肝炎，慢性肝炎の急性増悪，肝硬変，肝癌，黄疸。
３．妊婦・妊娠の可能性，授乳婦。
４．シクロスポリンの投与患者。
原則禁忌
腎機能検査値異常の時 本剤とフィブラート系薬剤の併用。

【副作用】重大な副作用
１．横紋筋融解症（０．１％未満）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇），急性腎障害等の重篤な腎障害。
２．ミオパシー（０．１％未満）（広範な筋肉痛，高度な脱力感，著明なＣ
Ｋ（ＣＰＫ）の上昇）。
３．免疫介在性壊死性ミオパシー（頻度不明）。
４．肝炎，肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇等），黄疸（０．
１％未満）。
５．血小板減少（０．１％未満）。
６．過敏症状（０．１％未満）（血管浮腫含む）。
７．間質性肺炎（０．１％未満）（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常
等）。
８．末梢神経障害（０．１％未満）（四肢の感覚鈍麻，しびれ感等の感覚
障害，疼痛，筋力低下等）。
９．多形紅斑（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～２％未満
皮膚 掻痒症，発疹，蕁麻疹
腎臓 蛋白尿
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２．１．９　その他の循環器官用薬

イフェンプロジル酒石酸塩

セロクラール錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2190005F1225
【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】イフェンプロジル酒石酸塩
【メーカー】製)サノフィ　販)日医工
【薬価】8.5円/1T
【薬価収載日】2005/12/16
【標榜薬効】鎮暈剤

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【効能効果】脳梗塞後遺症，脳出血後遺症に伴う眩暈の改善
【用法用量】成人　１回２錠（イフェンプロジル酒石酸塩　２０ｍｇ）　１日３
回　毎食後　内服。
注意
投与期間は，効果・副作用を考慮しながら慎重に決定し，投与１２週で
効果なければ中止。

【禁忌】止血が未完成の頭蓋内出血。

■効能効果・用法用量

■禁忌

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２００ｍｇ （２００ｍｇ１
カプセル）

内 内服 流通

【YJコード】2190006M2179
【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】9.7円/1C
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】微小循環系賦活剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】１．下記に伴う随伴症状
高血圧症
２．高脂血症
３．下記に伴う末梢循環障害
閉塞性動脈硬化症
【用法用量】成人　１日３カプセル（トコフェロールニコチン酸エステル　３
００～６００ｍｇ）　１日３回　分割　内服。
適宜増減。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満
過敏症 発疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

ニセルゴリン

ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍｇ１錠）
内 内服 後発 流通

【YJコード】2190021F1364
【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】ニセルゴリン
【先発品】サアミオン錠５ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品　販)和薬
【薬価】9.6円/1T
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】脳循環・代謝改善剤

【効能効果】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
【用法用量】成人　１日１５ｍｇ　１日３回　分割　内服。
適宜増減。
注意
投与期間は，効果・副作用を考慮しながら慎重に決定し，投与１２週で
効果なければ中止。

【禁忌】止血が未完成の頭蓋内出血。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
消化器 食欲不振，下痢，便秘，悪心，腹痛，口渇
肝臓 肝機能障害
循環器 眩暈，立ちくらみ，動悸，ほてり
精神神経系 眠気，倦怠感，頭痛，耳鳴，不眠
過敏症 発疹，蕁麻疹，掻痒
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

濃グリセリン・果糖

グリセリン・果糖配合点滴静注「ＨＫ」 （２００
ｍＬ１袋）

内 注射 後発 流通

【YJコード】2190501A4106
【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】濃グリセリン・果糖
【先発品】グリセオール注
【メーカー】製)光製薬
【薬価】171円/1袋
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】頭蓋内圧亢進・浮腫治療，眼圧降下剤

【効能効果】１．頭蓋内圧亢進，頭蓋内浮腫の治療
２．頭蓋内圧亢進，頭蓋内浮腫の改善による下記に伴う意識障害，神
経障害，自覚症状の改善
（１）．脳梗塞（脳血栓，脳塞栓）
（２）．脳内出血
（３）．くも膜下出血
（４）．頭部外傷
（５）．脳腫瘍
（６）．脳髄膜炎
３．脳外科術後の後療法
４．脳外科手術時の脳容積縮小
５．眼内圧下降の必要時
６．眼科手術時の眼容積縮小
【用法用量】成人　１回２００～５００ｍＬ　１日１～２回　５００ｍＬあたり２
～３時間かけ　点滴静注。
投与期間　１～２週。
適宜増減。
脳外科手術時の脳容積縮小 １回５００ｍＬ　３０分かけ　点滴静注。
眼内圧下降，眼科手術時の眼容積縮小 １回３００～５００ｍＬ　４５～９０
分かけ　点滴静注。

【禁忌】１．先天性のグリセリン，果糖代謝異常症。
２．成人発症ＩＩ型シトルリン血症。

【副作用】重大な副作用
アシドーシス（頻度不明）（乳酸アシドーシス）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
泌尿器 尿潜血反応陽性，血色素尿，血尿，尿意
消化器 悪心，嘔吐
代謝異常 低カリウム血症，高ナトリウム血症，非ケトン性高浸透圧性高
血糖
その他 頭痛，口渇，腕痛，血圧上昇，倦怠感
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ポリスチレンスルホン酸カルシウム

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ （２０％２５ｇ１
個）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2190016Q2026
【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】ポリスチレンスルホン酸カルシウム
【メーカー】製)三和化学研究所　販)アステラス製薬
【薬価】80.7円/1個
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】高カリウム血症改善剤

【効能効果】急性・慢性腎不全に伴う高カリウム血症
【用法用量】成人　１日７５～１５０ｇ（ポリスチレンスルホン酸カルシウム
１５～３０ｇ）　１日２～３回　分割　内服。
適宜増減。

【禁忌】腸閉塞。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
腸管穿孔，腸閉塞，大腸潰瘍（高度の便秘，持続する腹痛，嘔吐，下血
等）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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等）。

ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

ケイキサレートドライシロップ７６％ （７６％１
ｇ）

内 内服 流通

【YJコード】2190009R1025
【薬効分類】２．１．９　その他の循環器官用薬
【一般名】ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
【メーカー】製)鳥居薬品
【薬価】15.1円/1g
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】高カリウム血症改善剤

【効能効果】急性・慢性腎不全による高カリウム血症
【用法用量】成人　１日３９．２４ｇ（ポリスチレンスルホン酸ナトリウム　３
０ｇ）　１日２～３回　分割　内服（１回量を水５０～１５０ｍＬに懸濁）。
適宜増減。

【副作用】重大な副作用
１．心不全誘発（頻度不明）。
２．小腸の穿孔・粘膜壊死，大腸潰瘍，結腸壊死（頻度不明）等（激しい
腹痛又は下痢，嘔吐等）（ポリスチレンスルホン酸ナトリウムのソルビ
トール懸濁液）。

■効能効果・用法用量

■副作用

２．２　呼吸器官用薬

２．２．１　呼吸促進剤

ナロキソン塩酸塩

ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」
（０．２ｍｇ１ｍＬ１管）

内 注射 流通
劇

【YJコード】2219402A1030
【薬効分類】２．２．１　呼吸促進剤
【一般名】ナロキソン塩酸塩
【メーカー】製)第一三共　販)アルフレッサファーマ
【薬価】912円/1A
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】麻薬拮抗剤

【効能効果】麻薬による呼吸抑制，覚醒遅延の改善
【用法用量】成人　１回０．２ｍｇ　静注。
効果不十分時　さらに２～３分間隔で　１回０．２ｍｇ　１～２回追加。
適宜増減。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．バルビツール系薬剤等の非麻薬性中枢神経抑制剤・病的原因によ
る呼吸抑制。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
肺水腫。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

フルマゼニル

アネキセート注射液０．５ｍｇ （０．５ｍｇ５ｍ
Ｌ１管）

内 注射 流通
劇

【YJコード】2219403A1027
【薬効分類】２．２．１　呼吸促進剤
【一般名】フルマゼニル
【メーカー】製)アステラス製薬
【薬価】2581円/1A
【薬価収載日】1992/04/17
【標榜薬効】ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

【薬価収載日】1992/04/17
【標榜薬効】ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

【効能効果】ベンゾジアゼピン系薬剤による鎮静の解除，呼吸抑制の改
善
【用法用量】初回　０．２ｍｇ　緩徐に静注。投与後４分以内に覚醒しない
時　さらに０．１ｍｇ　追加。
以後必要時，１分間隔で０．１ｍｇずつを総量１ｍｇまで，ＩＣＵでは２ｍｇ
まで投与を繰り返す。
適宜増減。
注意
ベンゾジアゼピン系薬剤を長期間・高用量投与の患者 ベンゾジアゼピ
ン系薬剤の離脱症状の可能性，急激な投与を避け，緩徐に静注。
離脱症状の発現時 ベンゾジアゼピン系薬剤を緩徐に静注等の処置。

【禁忌】１．本剤・ベンゾジアゼピン系薬剤に過敏症の既往。
２．長期間ベンゾジアゼピン系薬剤投与のてんかん。

【副作用】重大な副作用
ショック，アナフィラキシー（各頻度不明）（蕁麻疹，顔面蒼白，血圧低
下，呼吸困難，嘔気等）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 （０．５ｍｇ
５ｍＬ１管）

内 注射 後発 流通
劇

【YJコード】2219403A1035
【薬効分類】２．２．１　呼吸促進剤
【一般名】フルマゼニル
【先発品】アネキセート注射液０．５ｍｇ
【メーカー】製)富士製薬工業　販)丸石製薬
【薬価】1438円/1A
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤

【効能効果】ベンゾジアゼピン系薬剤による鎮静の解除，呼吸抑制の改
善
【用法用量】初回　０．２ｍｇ　緩徐に静注。投与後４分以内に覚醒しない
時　さらに０．１ｍｇ　追加。
以後必要時，１分間隔で０．１ｍｇずつを総量１ｍｇまで，ＩＣＵでは２ｍｇ
まで投与を繰り返す。
適宜増減。
注意
ベンゾジアゼピン系薬剤を長期間・高用量投与の患者 ベンゾジアゼピ
ン系薬剤の離脱症状の可能性，急激な投与を避け，緩徐に静注。
離脱症状の発現時 ベンゾジアゼピン系薬剤を緩徐に静注等の処置。

【禁忌】１．本剤・ベンゾジアゼピン系薬剤に過敏症の既往。
２．長期間ベンゾジアゼピン系薬剤投与のてんかん。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
ショック，アナフィラキシー（蕁麻疹，顔面蒼白，血圧低下，呼吸困難，嘔
気等）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２．２．２　鎮咳剤

エフェドリン塩酸塩

エフェドリン塩酸塩注射液 （４％１ｍＬ１管）
内 局方 注射 流通
劇

【YJコード】2221400A2010
【薬効分類】２．２．２　鎮咳剤
【一般名】エフェドリン塩酸塩
【薬価】92円/1A
【標榜薬効】気管支拡張・鎮咳剤，昇圧剤

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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２．２．３　去たん剤

Ｌ－カルボシステイン

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」 （２５０
ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2233002F1298
【薬効分類】２．２．３　去たん剤
【一般名】Ｌ－カルボシステイン
【先発品】ムコダイン錠２５０ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】5.6円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】気道粘液調整・粘膜正常化剤

【効能効果】１．下記の去痰
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
【用法用量】成人　１回５００ｍｇ　１日３回　内服。
適宜増減。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．皮膚粘膜眼症候群，中毒性表皮壊死症。
２．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，ＬＤＨの上昇等），
黄疸。
３．ショック，アナフィラキシー様症状（呼吸困難，浮腫，蕁麻疹等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，湿疹，紅斑，浮腫，発熱，呼吸困難等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

アンブロキソール塩酸塩

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」
（１５ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2239001F1769
【薬効分類】２．２．３　去たん剤
【一般名】アンブロキソール塩酸塩
【先発品】ムコソルバン錠１５ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】5.6円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】気道潤滑去たん剤

【効能効果】１．下記の去痰
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，術後の喀痰喀出困難
２．慢性副鼻腔炎の排膿
【用法用量】成人　１回１錠（アンブロキソール塩酸塩　１５ｍｇ）　１日３回
内服。
適宜増減。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー様症状（発疹，顔面浮腫，呼吸困難，血圧
低下等）。
２．皮膚粘膜眼症候群。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 血管浮腫（顔面浮腫，眼瞼浮腫，口唇浮腫等），発疹，蕁麻疹，
蕁麻疹様紅斑，掻痒
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ブロムヘキシン塩酸塩

ビソルボン吸入液０．２％ （０．２％１ｍＬ）
内 外用 流通

【YJコード】2234700G1051
【薬効分類】２．２．３　去たん剤
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩
【メーカー】製)サノフィ　販)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】14.9円/1mL
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】気道粘液溶解剤

【効能効果】下記の去痰
急性気管支炎，慢性気管支炎，肺結核，塵肺症，術後
【用法用量】成人　１回２ｍＬ（ブロムヘキシン塩酸塩　４ｍｇ）　１日３回
ネブライザーで吸入（生食等で約２．５倍に希釈）。
適宜増減。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
ショック，アナフィラキシー様症状（各頻度不明）（発疹，血管浮腫，気管
支痙攣，呼吸困難，掻痒感等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 発疹 蕁麻疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ビソルボン錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2234001F1312
【薬効分類】２．２．３　去たん剤
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩
【メーカー】製)サノフィ　販)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】気道粘液溶解剤

【効能効果】下記の去痰
急性気管支炎，慢性気管支炎，肺結核，塵肺症，術後
【用法用量】成人　１回１錠（ブロムヘキシン塩酸塩　４ｍｇ）　１日３回
内服。
適宜増減。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
ショック，アナフィラキシー様症状（各頻度不明）（発疹，血管浮腫，気管
支痙攣，呼吸困難，掻痒感等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ビソルボン注４ｍｇ （０．２％２ｍＬ１管）
内 注射 流通

【YJコード】2234400A1062
【薬効分類】２．２．３　去たん剤
【一般名】ブロムヘキシン塩酸塩
【メーカー】製)サノフィ　販)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】57円/1A
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】気道粘液溶解剤

【効能効果】１．内服困難時の下記の去痰
肺結核，塵肺症，術後
２．気管支造影後の造影剤の排泄の促進
【用法用量】成人　１回１～２管（ブロムヘキシン塩酸塩　４～８ｍｇ）　１
日１～２回　筋注・静注。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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適宜増減。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
ショック（０．１％未満），アナフィラキシー様症状（頻度不明）（発疹，血管
浮腫，気管支痙攣，呼吸困難，掻痒感等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感，蕁麻疹
（表終了）

■禁忌

■副作用

２．２．４　鎮咳去たん剤

桜皮エキス

サリパラ液 （１０ｍＬ）
内 内服 後発 流通

【YJコード】2241003S1020
【薬効分類】２．２．４　鎮咳去たん剤
【一般名】桜皮エキス
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】17.5円/10mL
【標榜薬効】鎮咳去たん剤

【効能効果】下記に伴う咳嗽，喀痰喀出困難
急性気管支炎，肺炎，肺結核
【用法用量】成人　１回２～４ｍＬ（オウヒエキス　６６～１３２ｍｇ）　１日３
回　内服。
適宜増減。

【禁忌】ジスルフィラム・シアナミド・カルモフール・プロカルバジン塩酸塩
の投与患者。

■効能効果・用法用量

■禁忌

キョウニン水

キョウニン水 シオエ （１０ｍＬ）
内 内服 流通
劇

【YJコード】2241001X1053
【薬効分類】２．２．４　鎮咳去たん剤
【一般名】キョウニン水
【メーカー】製)シオエ製薬　販)日本新薬
【薬価】17円/10mL
【標榜薬効】鎮咳去たん剤

【効能効果】急性気管支炎に伴う咳嗽，喀痰喀出困難
【用法用量】成人　１日３ｍＬ　１日３～４回　分割　内服。
適宜増減，１回２ｍＬ　１日６ｍＬまで。

【禁忌】ジスルフィラム・シアナミド・カルモフール・プロカルバジン塩酸塩
の投与患者。

■効能効果・用法用量

■禁忌

コデインリン酸塩水和物

コデインリン酸塩散１％「シオエ」 （１％１ｇ）
内 内服 流通
劇

【YJコード】2242001B2238
【薬効分類】２．２．４　鎮咳去たん剤
【一般名】コデインリン酸塩水和物
【メーカー】製)シオエ製薬　販)日本新薬
【薬価】8.1円/1g
【薬価収載日】2007/03/27
【標榜薬効】鎮咳剤

【効能効果】各種呼吸器疾患の鎮咳・鎮静，疼痛時の鎮痛，激しい下痢
症状の改善
【用法用量】成人　１回２ｇ　１日６ｇ　内服。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

症状の改善
【用法用量】成人　１回２ｇ　１日６ｇ　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制。
２．気管支喘息発作中。
３．重篤な肝障害。
４．慢性肺疾患に続発する心不全。
５．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
６．急性アルコール中毒。
７．アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．依存性（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，発汗，悪心，
嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振戦，全身の筋
肉・関節痛，呼吸促迫等）。
２．呼吸抑制（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常等）。
３．錯乱。
４．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫。
５．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸。
重大な副作用（類薬（モルヒネ））
せん妄。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感
（表終了）

■禁忌

■副作用

チペピジンヒベンズ酸塩

アスベリン錠２０ （２０ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2249003F2027
【薬効分類】２．２．４　鎮咳去たん剤
【一般名】チペピジンヒベンズ酸塩
【メーカー】製)ニプロＥＳファーマ　販)田辺三菱製薬
【薬価】9.6円/1T
【標榜薬効】鎮咳剤

【効能効果】下記に伴う咳嗽，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
【用法用量】成人　１日３～６錠（チペピジンクエン酸塩　６０～１２０ｍｇ）
１日３回　分割　内服。
適宜増減。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
アナフィラキシー様症状（頻度不明）（咳嗽，腹痛，嘔吐，発疹，呼吸困
難等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 頻度不明
精神神経系 眠気，不眠，眩暈 興奮
消化器 食欲不振，便秘，口渇，胃部不快感・膨満感，軟便・下痢，悪心
腹痛
過敏症 掻痒感 発疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２．２．５　気管支拡張剤

サルブタモール硫酸塩

ベネトリン吸入液０．５％ （０．５％１ｍＬ）
内 外用 流通

【YJコード】2254700G2034
【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】サルブタモール硫酸塩
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】22.6円/1mL
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】気管支拡張剤

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【薬価】22.6円/1mL
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】気管支拡張剤

【効能効果】下記の気道閉塞性障害による諸症状の緩解
気管支喘息，小児喘息，肺気腫，急・慢性気管支炎，肺結核
【用法用量】成人　１回０．３～０．５ｍＬ（サルブタモール　１．５～２．５ｍ
ｇ）　深呼吸しながら吸入器で吸入。
小児　１回０．１～０．３ｍＬ（サルブタモール　０．５～１．５ｍｇ）　深呼吸
しながら吸入器で吸入。
適宜増減。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
重篤な血清カリウム値の低下（頻度不明）（β２刺激剤）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，血管浮腫，蕁麻疹，血圧低下
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ツロブテロール

ツロブテロールテープ２ｍｇ「ファイザー」 （２
ｍｇ１枚）

内 外用 後発 流通

【YJコード】2259707S3171
【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】ツロブテロール
【先発品】ホクナリンテープ２ｍｇ
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】32.1円/1枚
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】経皮吸収型・気管支拡張剤

【効能効果】下記の気道閉塞性障害による呼吸困難等諸症状の緩解
気管支喘息，急性気管支炎，慢性気管支炎，肺気腫
【用法用量】下記１回量　１日１回　胸部，背部，上腕部のいずれかに
貼付。
成人　２ｍｇ。
０．５～３歳未満　０．５ｍｇ。
３～９歳未満　１ｍｇ。
９歳以上　２ｍｇ。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．アナフィラキシー様症状（呼吸困難，全身潮紅，血管浮腫，蕁麻疹
等）。
２．重篤な血清カリウム値の低下。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒症，蕁麻疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

テオフィリン

テオドール錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】2251001F2115
【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】テオフィリン
【メーカー】製)田辺三菱製薬　販)日研化学　販)三菱ウェルファーマ
【薬価】9.7円/1T
【薬価収載日】2002/07/05
【ハイリスク分類】テオフィリン製剤
【標榜薬効】キサンチン系気管支拡張剤
【粉砕情報】粉砕不可

■効能効果・用法用量

【効能効果】気管支喘息，喘息性（様）気管支炎，慢性気管支炎，肺気
腫
注意
喘息性（様）気管支炎 発熱を伴うことが多く，他の治療薬による治療の
優先を考慮（テオフィリン投与中に発現した痙攣の報告は，発熱した乳・
幼児に多い）。
【用法用量】成人　１回２００ｍｇ（本剤　２錠）　１日２回　朝・就寝前　内
服。
小児　１回１００～２００ｍｇ（本剤　１～２錠）　１日２回　朝・就寝前　内
服。
（気管支喘息 成人　１回４００ｍｇ（本剤　４錠）　１日１回　就寝前　内服
もできる）。
適宜増減。
注意
臨床症状等の観察，血中濃度のモニタリングを行う。
小児の気管支喘息への投与量，投与法等は，学会のガイドライン等，
最新の情報を参考に投与。
１．１回量の目安（１日２回）
（表開始）
年齢 テオフィリン（ｍｇ／ｋｇ）
６ヵ月未満 投与しない
６ヵ月～１歳未満 ３
１～２歳未満 ４～５
２～１５歳 ４～５
（表終了）
２．注意すべき投与対象等 ２歳以上の重症持続型の患児を除き，他剤
で効果不十分時には，患児の状態（発熱，痙攣等）等の十分な観察等，
適用を慎重に検討し投与。２歳未満の熱性痙攣やてんかん等の痙攣性
疾患のある児には推奨されない。

【禁忌】本剤・他のキサンチン系薬剤に重篤な副作用の既往。

【副作用】重大な副作用
１．痙攣，意識障害（各頻度不明）（せん妄，昏睡等）。
２．急性脳症（頻度不明）。
３．横紋筋融解症（頻度不明）（脱力感，筋肉痛，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇等），
急性腎不全。
４．潰瘍等による消化管出血（頻度不明）（吐血，下血等）。
５．赤芽球癆（頻度不明），貧血。
６．アナフィラキシーショック（頻度不明）（蕁麻疹，蒼白，発汗，血圧低
下，呼吸困難等）。
７．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇等），黄疸（各頻度不
明）。
８．頻呼吸，高血糖症（各頻度不明）。

■禁忌

■副作用

プロカテロール塩酸塩水和物

メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 （０．０１
４３％５ｍＬ１キット）

内 外用 流通

【YJコード】2259704G9033
【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【メーカー】製)大塚製薬
【薬価】844.5円/1kit
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】定量噴霧式気管支拡張剤

【効能効果】下記の気道閉塞性障害による諸症状の緩解
気管支喘息，慢性気管支炎，肺気腫
注意
喘息発作の対症療法剤として，発作発現時のみ使用。
【用法用量】成人　１回２０μｇ（本剤　２吸入）　吸入。
小児　１回１０μｇ（本剤　１吸入）　吸入。
適宜増減。
注意
患者・保護者に，過度の使用による不整脈，心停止等の重篤な副作用
の危険性を理解させ，下記の事項，その他必要な注意を与える。
成人１回２吸入，小児１回１吸入を守り，１日４回（成人８吸入，小児４吸
入）まで。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー。
２．重篤な血清カリウム値の低下。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満
過敏症 発疹，掻痒感等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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（表開始）
発現部位等 ０．１％未満
過敏症 発疹，掻痒感等
（表終了）

メプチン錠５０μｇ （０．０５ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2259004F2168
【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物
【メーカー】製)大塚製薬
【薬価】14.5円/1T
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】気管支拡張剤

【効能効果】下記の気道閉塞性障害による呼吸困難等諸症状の緩解
気管支喘息，慢性気管支炎，肺気腫，急性気管支炎
【用法用量】成人　１回５０μｇ（本剤　１錠）　１日１回　就寝前，又は１日
２回　朝・就寝前　内服。
適宜増減。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー。
２．重篤な血清カリウム値の低下。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 頻度不明
過敏症 発疹等 掻痒感
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

キュバール１００エアゾール （１５ｍｇ８．７ｇ
１瓶）

内 外用 流通

【YJコード】2259703Y1025
【薬効分類】２．２．５　気管支拡張剤
【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
【メーカー】製)大日本住友製薬　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ
【薬価】2858円/1V
【薬価収載日】2002/06/07
【標榜薬効】吸入ステロイド喘息治療剤

【効能効果】気管支喘息
【用法用量】成人　１回１００μｇ　１日２回　口腔内　噴霧吸入。
小児　１回５０μｇ　１日２回　口腔内　噴霧吸入。
適宜増減，１日最大成人　８００μｇ，小児　２００μｇ。

【禁忌】１．有効な抗菌剤のない感染症，全身の真菌症。
２．本剤の成分に過敏症の既往。
原則禁忌
結核性疾患。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 １％未満 頻度不明
過敏症 蕁麻疹等の発疹，掻痒，浮腫 紅斑
口腔・呼吸器 咽喉頭症状（疼痛，異和感，刺激感，異物感），感染，嗄
声 咽喉頭症状（発赤）
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２．２．６　含嗽剤

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

アズノールうがい液４％ （４％１ｍＬ）
内 外用 後発 流通

【YJコード】2260700F1021
【薬効分類】２．２．６　含嗽剤
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
【メーカー】製)日本点眼薬研究所　販)日本新薬
【薬価】40.2円/1mL
【薬価収載日】2002/07/05
【標榜薬効】アズレン含嗽剤

【効能効果】咽頭炎，扁桃炎，口内炎，急性歯肉炎，舌炎，口腔創傷
【用法用量】１回４～６ｍｇ（本剤　１回押し切り分，又は５～７滴）　１日数
回　含嗽（適量（約１００ｍＬ）の水又は微温湯に溶解）。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

ポビドンヨード

ポビドンヨードガーグル７％「メタル」 （７％１
ｍＬ）

内 外用 後発 流通

【YJコード】2260701F1336
【薬効分類】２．２．６　含嗽剤
【一般名】ポビドンヨード
【先発品】イソジンガーグル液７％
【メーカー】製)中北薬品
【薬価】2.2円/1mL
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】含嗽剤

【効能効果】咽頭炎，扁桃炎，口内炎，抜歯創含む口腔創傷の感染予
防，口腔内消毒
【用法用量】用時１５～３０倍（本剤　２～４ｍＬを約６０ｍＬの水）に希釈
１日数回　含嗽。

【禁忌】本剤・ヨウ素に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
ショック，アナフィラキシー様症状（呼吸困難，不快感，浮腫，潮紅，蕁麻
疹等）（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２．２．９　その他の呼吸器官用薬

ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカ
ゾンフランカルボン酸エステル

レルベア１００エリプタ３０吸入用 （３０吸入１
キット）

内 外用 流通

【YJコード】2290803G3020
【薬効分類】２．２．９　その他の呼吸器官用薬
【一般名】ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸
エステル
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】5689.4円/1kit
【薬価収載日】2014/11/28
【標榜薬効】喘息・ＣＯＰＤ治療配合剤

【効能効果】気管支喘息（吸入ステロイド剤，長時間作動型吸入β２刺
激剤の併用の必要時）
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，長時間作動型吸入β２刺激剤の併用の必要時）
注意
１．気管支喘息
（１）．吸入ステロイド剤と他剤との併用による治療が必要，併用薬として
長時間作動型吸入β２刺激剤の投与が適切な患者に使用。
（２）．下記の注意を与える。
本剤は発現した発作を速やかに軽減する薬剤ではない，急性発作に使
用しない。急性発作に，短時間作動型吸入β２刺激剤（例，吸入用サル
ブタモール硫酸塩）等の他剤を使用。
２．慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）
増悪時の急性期治療に使用する薬剤ではない。
【用法用量】気管支喘息
成人　本剤　１回１吸入（ビランテロール　２５μｇ，フルチカゾンフランカ
ルボン酸エステル　１００μｇ）　１日１回　吸入。症状により　レルベア２
００エリプタ　１回１吸入（ビランテロール　２５μｇ，フルチカゾンフランカ
ルボン酸エステル　２００μｇ）　１日１回　吸入。
慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状の緩解
成人　本剤　１回１吸入（ビランテロール　２５μｇ，フルチカゾンフランカ
ルボン酸エステル　１００μｇ）　１日１回　吸入。
注意
過度の使用による不整脈，心停止等の重篤な副作用の危険性を理解さ
せ，１日１回定刻に吸入（１日１回まで）。

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品

- 67 -

メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 レルベア１００エリプタ３０吸入用



２．慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）
増悪時の急性期治療に使用する薬剤ではない。
【用法用量】気管支喘息
成人　本剤　１回１吸入（ビランテロール　２５μｇ，フルチカゾンフランカ
ルボン酸エステル　１００μｇ）　１日１回　吸入。症状により　レルベア２
００エリプタ　１回１吸入（ビランテロール　２５μｇ，フルチカゾンフランカ
ルボン酸エステル　２００μｇ）　１日１回　吸入。
慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状の緩解
成人　本剤　１回１吸入（ビランテロール　２５μｇ，フルチカゾンフランカ
ルボン酸エステル　１００μｇ）　１日１回　吸入。
注意
過度の使用による不整脈，心停止等の重篤な副作用の危険性を理解さ
せ，１日１回定刻に吸入（１日１回まで）。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．有効な抗菌剤のない感染症，深在性真菌症。

【副作用】重大な副作用
１．アナフィラキシー反応（咽頭浮腫，気管支痙攣等）（頻度不明）。
２．肺炎（０．５％）。

■禁忌

■副作用

２．３　消化器官用薬

２．３．１　止しゃ剤，整腸剤

ジメチコン

ガスコンドロップ内用液２％ （２％１ｍＬ）
内 内服 流通

【YJコード】2318001Q1080
【薬効分類】２．３．１　止しゃ剤，整腸剤
【一般名】ジメチコン
【メーカー】製)キッセイ薬品工業
【薬価】3.6円/1mL
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】胃内有泡性粘液除去剤

【効能効果】１．胃腸管内のガスによる腹部症状の改善
２．胃内視鏡検査時の胃内有泡性粘液の除去
３．腹部Ｘ線検査時の腸内ガスの駆除
【用法用量】１．胃腸管内のガスによる腹部症状の改善
成人　１日１２０～２４０ｍｇ　１日３回　分割　食後又は食間　内服。
適宜増減。
２．胃内視鏡検査時の胃内有泡性粘液の除去
検査１５～４０分前　成人　４０～８０ｍｇ　約１０ｍＬの水とともに　内服。
適宜増減。
３．腹部Ｘ線検査時の腸内ガスの駆除
検査３～４日前より　成人　１日１２０～２４０ｍｇ　１日３回　分割　食後
又は食間　内服。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

ジメチコン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 （４０ｍｇ１錠）
内 内服 後発 流通

【YJコード】2318001F1225
【薬効分類】２．３．１　止しゃ剤，整腸剤
【一般名】ジメチコン
【先発品】ガスコン錠４０ｍｇ，ガスサール錠４０ｍｇ
【メーカー】製)陽進堂　販)日本ジェネリック
【薬価】5.6円/1T
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】胃腸内ガス駆除剤

【効能効果】１．胃腸管内のガスによる腹部症状の改善
２．胃内視鏡検査時の胃内有泡性粘液の除去
３．腹部Ｘ線検査時の腸内ガスの駆除
【用法用量】１．胃腸管内のガスによる腹部症状の改善
成人　１日１２０～２４０ｍｇ　１日３回　分割　食後又は食間　内服。
適宜増減。
２．胃内視鏡検査時の胃内有泡性粘液の除去
検査１５～４０分前　成人　４０～８０ｍｇ　約１０ｍＬの水とともに　内服。
適宜増減。
３．腹部Ｘ線検査時の腸内ガスの駆除
検査３～４日前より　成人　１日１２０～２４０ｍｇ　１日３回　分割　食後
又は食間　内服。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

タンニン酸アルブミン

タンニン酸アルブミン シオエ （１ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】2312001X1073
【薬効分類】２．３．１　止しゃ剤，整腸剤
【一般名】タンニン酸アルブミン
【メーカー】製)シオエ製薬　販)日本新薬
【薬価】7.4円/1g
【標榜薬効】止瀉剤

【効能効果】下痢症
【用法用量】成人　１日３～４ｇ　１日３～４回　分割　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．出血性大腸炎。
２．牛乳アレルギー。
３．本剤に過敏症の既往。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
ショック，アナフィラキシー様症状（各頻度不明），過敏症状（呼吸困難，
蕁麻疹，顔面浮腫等），気管支喘息発作等。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

酪酸菌製剤

ミヤＢＭ細粒 （１ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】2316009C1026
【薬効分類】２．３．１　止しゃ剤，整腸剤
【一般名】酪酸菌製剤
【メーカー】製)ミヤリサン製薬
【薬価】6.2円/1g
【標榜薬効】生菌製剤

【効能効果】腸内菌叢の異常による諸症状の改善
【用法用量】成人　１日１．５～３ｇ　１日３回　分割　内服。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

酪酸菌配合剤

ビオスリー配合錠 （１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2316017F1035
【薬効分類】２．３．１　止しゃ剤，整腸剤
【一般名】酪酸菌配合剤
【メーカー】製)東亜薬品工業　販)鳥居薬品
【薬価】5.6円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】活性生菌製剤

【効能効果】腸内菌叢の異常による諸症状の改善
【用法用量】成人　１日３～６錠　１日３回　分割　内服。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

ロペラミド塩酸塩

ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「ＪＧ」 （１ｍｇ
１カプセル）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2319001M1345
【薬効分類】２．３．１　止しゃ剤，整腸剤
【一般名】ロペラミド塩酸塩
【先発品】ロペミンカプセル１ｍｇ
【メーカー】製)長生堂製薬　販)日本ジェネリック
【薬価】7.5円/1C
【薬価収載日】2014/06/20
【標榜薬効】止瀉剤

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【標榜薬効】止瀉剤

【効能効果】下痢症
【用法用量】成人　１日１～２ｍｇ　１日１～２回　分割　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．出血性大腸炎。
２．抗生剤の投与に伴う偽膜性大腸炎。
３．低出生体重児，新生児，６ヵ月未満の乳児。
４．本剤の成分に過敏症の既往。
原則禁忌
１．感染性下痢。
２．潰瘍性大腸炎。
３．６ヵ月以上２歳未満の乳・幼児。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．イレウス，巨大結腸，消化器症状。
２．ショック，アナフィラキシー。
３．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 血管浮腫
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２．３．２　消化性潰瘍用剤

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ－
グルタミン

アズレン・グルタミン配合細粒「ＥＭＥＣ」 （１
ｇ）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2329122C1052
【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・Ｌ－グルタミン
【メーカー】製)サンノーバ　販)エルメッドエーザイ
【薬価】6.4円/1g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】胃炎・消炎性潰瘍治療剤

【効能効果】下記の自覚症状・他覚所見の改善
胃潰瘍，十二指腸潰瘍，胃炎
【用法用量】成人　１日１．５～２ｇ　１日３～４回　分割　内服。
適宜増減。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹，掻痒感
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

エカベトナトリウム水和物

エカベトＮａ顆粒６６．７％「ファイザー」 （６
６．７％１ｇ）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2329026D1139
【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】エカベトナトリウム水和物
【先発品】ガストローム顆粒６６．７％
【メーカー】製)マイラン製薬　販)ファイザー
【薬価】11.3円/1g
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

【効能効果】１．下記の胃粘膜病変（糜爛，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
【用法用量】成人　１回１．５ｇ（エカベトナトリウム水和物　１ｇ）　１日２回
朝食後・就寝前　内服。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

朝食後・就寝前　内服。
適宜増減。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹，掻痒感
肝臓 肝機能障害，黄疸
消化器 悪心，下痢，便秘，腹部膨満感，嘔吐，腹痛
その他 胸部圧迫感，全身倦怠感
（表終了）

■副作用

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２０ｍｇ （２０ｍｇ１カプセ
ル）

内 内服 流通

【YJコード】2329029M2023
【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】エソメプラゾールマグネシウム水和物
【メーカー】製)アストラゼネカ　販)第一三共
【薬価】121.8円/1C
【薬価収載日】2011/09/12
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】１．胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部潰瘍，逆流性食道炎，Ｚ
ｏｌｌｉｎｇｅｒ－Ｅｌｌｉｓｏｎ症候群，非ステロイド性抗炎症薬投与時の胃潰瘍・
十二指腸潰瘍の再発抑制，低用量アスピリン投与時の胃潰瘍，十二指
腸潰瘍の再発抑制
２．下記のヘリコバクター・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，早期胃癌の内視鏡的治療後胃，ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎
注意
１．非ステロイド性抗炎症薬投与時の胃潰瘍・十二指腸潰瘍の再発抑
制
関節リウマチ，変形性関節症等の疼痛管理等で非ステロイド性抗炎症
薬を長期継続投与している患者が対象，投与開始時に，胃潰瘍，十二
指腸潰瘍の既往を確認。
２．低用量アスピリン投与時の胃潰瘍，十二指腸潰瘍の再発抑制
血栓・塞栓の形成抑制に低用量アスピリンを継続投与している患者が
対象，投与開始時に，胃潰瘍，十二指腸潰瘍の既往を確認。
３．ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助
（１）．進行期胃ＭＡＬＴリンパ腫へのヘリコバクター・ピロリ除菌治療の有
効性は未確立。
（２）．特発性血小板減少性紫斑病では，ガイドライン等を参照し，ヘリコ
バクター・ピロリ除菌治療が適切な症例にのみ行う。
（３）．早期胃癌の内視鏡的治療後胃以外には，ヘリコバクター・ピロリ
除菌治療による胃癌の発症抑制への有効性は未確立。
（４）．ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎は，ヘリコバクター・ピロリの陽性と
内視鏡検査で確認。
【用法用量】１．胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部潰瘍，Ｚｏｌｌｉｎｇｅｒ－Ｅｌｌｉｓ
ｏｎ症候群
成人　１回２０ｍｇ　１日１回　内服。
胃潰瘍，吻合部潰瘍　８週間まで，十二指腸潰瘍　６週間まで。
体重２０ｋｇ以上の幼・小児　１回１０～２０ｍｇ　１日１回　内服。
胃潰瘍，吻合部潰瘍　８週間まで，十二指腸潰瘍　６週間まで。
２．逆流性食道炎
成人　１回２０ｍｇ　１日１回　内服。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 １回１０～２０ｍｇ　１日
１回　内服。
体重２０ｋｇ以上の幼・小児　１回１０～２０ｍｇ　１日１回　内服。８週間ま
で。
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
成人　１回２０ｍｇ　１日１回　内服。
４．低用量アスピリン投与時の胃潰瘍・十二指腸潰瘍の再発抑制
成人　１回２０ｍｇ　１日１回　内服。
５．ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助
成人　１回エソメプラゾール２０ｍｇ，１回アモキシシリン水和物７５０ｍ
ｇ，１回クラリスロマイシン２００ｍｇ　３剤を同時に　１日２回　７日間　内
服。
クラリスロマイシンは適宜増量，１回４００ｍｇ　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，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時
成人　１回エソメプラゾール２０ｍｇ，１回アモキシシリン水和物７５０ｍ
ｇ，１回メトロニダゾール２５０ｍｇ　３剤を同時に　１日２回　７日間　内
服。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．アタザナビル硫酸塩・リルピビリン塩酸塩の投与患者。

■効能効果・用法用量

■禁忌

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（各頻度不明）（血管浮腫，気管支痙攣
等）。
２．汎血球減少症，無顆粒球症（各頻度不明），血小板減少（１％未
満）。
３．劇症肝炎，肝機能障害，黄疸，肝不全（各頻度不明）。
４．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群（各頻度不明）。
５．間質性肺炎（頻度不明）（咳嗽，呼吸困難，発熱，肺音の異常（捻髪
音）等）。
６．間質性腎炎（頻度不明）。
７．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇等）。
８．低ナトリウム血症（頻度不明）。
９．錯乱状態（頻度不明）（錯乱，激越，攻撃性，幻覚等）。
重大な副作用（類薬（オメプラゾール））
（１）．溶血性貧血。
（２）．視力障害。
（３）．急性腎障害。
その他の副作用（発現時中止等）（ヘリコバクター・ピロリの除菌の補
助）
（表開始）
発現部位等 １～５％未満 １％未満
過敏症 発疹
肝臓  肝機能異常，ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇，
ビリルビン上昇，ＬＤＨ上昇
血液  好酸球数増多，血小板数減少，貧血，白血球数増多，白血球分
画異常
（表終了）

■副作用

オメプラゾールナトリウム

オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 （２０
ｍｇ１瓶）

内 注射 後発 流通

【YJコード】2329403D1068
【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】オメプラゾールナトリウム
【先発品】オメプラール注用２０
【メーカー】製)日医工
【薬価】241円/1V
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

【効能効果】１．内服不可能な下記
出血を伴う胃潰瘍，十二指腸潰瘍，急性ストレス潰瘍・急性胃粘膜病変
２．内服不可能なＺｏｌｌｉｎｇｅｒ－Ｅｌｌｉｓｏｎ症候群
【用法用量】成人　１回２０ｍｇ　１日２回　点滴静注（生食又は５％ブドウ
糖液に混合），又は１日２回　緩徐に静注（生食又は５％ブドウ糖液２０
ｍＬに溶解）。
注意
１．内服不可能な，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 ３日間までの成績で高い止血効果あり，内服
可能になれば内服に切りかえ，漫然投与しない。
２．国内臨床試験で，７日間を超える使用経験なし。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．アタザナビル硫酸塩・リルピビリン塩酸塩の投与患者。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（血管浮腫，気管支痙攣等）。
２．汎血球減少症，無顆粒球症，溶血性貧血，血小板減少。
３．劇症肝炎，肝機能障害，黄疸，肝不全。
４．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
５．視力障害。
６．間質性腎炎，急性腎不全。
７．低ナトリウム血症。
８．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，肺音の異常（捻髪音）等）。
９．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇）。
１０．錯乱状態（せん妄，異常行動，失見当識，幻覚，不安，焦燥，攻撃
性等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹，掻痒感，多形紅斑，光線過敏症
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

スルピリド

スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 （５０ｍｇ１錠）
内 内服 後発 流通
ハイリスク

【YJコード】2329009F1217
【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】スルピリド
【先発品】アビリット錠５０ｍｇ，ドグマチール錠５０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】6.3円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【ハイリスク分類】精神神経用剤
【標榜薬効】抗潰瘍・精神用剤

【効能効果】１．胃・十二指腸潰瘍
２．統合失調症
３．うつ病・うつ状態
【用法用量】１．胃・十二指腸潰瘍
成人　１日１５０ｍｇ（本剤　３錠）　１日３回　分割　内服。
適宜増減。
２．統合失調症
成人　１日３００～６００ｍｇ（本剤　６～１２錠）　分割　内服。
適宜増減，１日１２００ｍｇ（本剤　２４錠）まで。
３．うつ病・うつ状態
成人　１日１５０～３００ｍｇ（本剤　３～６錠）　分割　内服。
適宜増減，１日６００ｍｇ（本剤　１２錠）まで。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．プロラクチン分泌性の下垂体腫瘍（プロラクチノーマ）。
３．褐色細胞腫の疑い。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．悪性症候群（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻脈，血圧の変
動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇，ミオグロビ
ン尿を伴う腎機能の低下），高熱の持続，意識障害，呼吸困難，循環虚
脱，脱水症状，急性腎不全，死亡。
２．痙攣。
３．ＱＴ延長，心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む）。
４．無顆粒球症，白血球減少。
５．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ，Ａｌ－Ｐの上
昇），黄疸。
６．遅発性ジスキネジア（口周部等の不随意運動）。
７．肺塞栓症，深部静脈血栓症等の血栓塞栓症（息切れ，胸痛，四肢の
疼痛，浮腫等）。
その他の副作用（発現時中止等）（胃・十二指腸潰瘍）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
内分泌 月経異常，乳汁分泌，女性化乳房，乳房腫脹，勃起不全
錐体外路症状 パーキンソン症候群（振戦，筋強剛，流涎等），舌のもつ
れ，焦燥感
その他 発疹，浮腫
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（統合失調症，うつ病・うつ状態）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
錐体外路症状 パーキンソン症候群（振戦，筋強剛，流涎等），ジスキネ
ジア（舌のもつれ，言語障害，頸筋捻転，眼球回転，注視痙攣，嚥下困
難等），アカシジア（静坐不能）
皮膚 発疹，掻痒感
その他 浮腫
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ニザチジン

アシノン錠１５０ｍｇ （１５０ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2325005F1031
【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】ニザチジン
【メーカー】製)ゼリア新薬工業
【薬価】29.5円/1T
【薬価収載日】2007/11/02
【標榜薬効】Ｈ２受容体拮抗剤

【効能効果】胃潰瘍，十二指腸潰瘍，逆流性食道炎
【用法用量】１．胃潰瘍，十二指腸潰瘍
成人　１回１５０ｍｇ　１日２回　朝食後・就寝前　内服，又は１回３００ｍｇ
１日１回　就寝前　内服。
適宜増減。
２．逆流性食道炎
成人　１回１５０ｍｇ　１日２回　朝食後・就寝前　内服。
適宜増減。
注意
腎機能障害 １５０ｍｇ内服時，腎機能低下に伴う血漿中半減期の遅延，
血漿クリアランスの低下あり（外国）。

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【用法用量】１．胃潰瘍，十二指腸潰瘍
成人　１回１５０ｍｇ　１日２回　朝食後・就寝前　内服，又は１回３００ｍｇ
１日１回　就寝前　内服。
適宜増減。
２．逆流性食道炎
成人　１回１５０ｍｇ　１日２回　朝食後・就寝前　内服。
適宜増減。
注意
腎機能障害 １５０ｍｇ内服時，腎機能低下に伴う血漿中半減期の遅延，
血漿クリアランスの低下あり（外国）。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー様症状（０．１％未満）（蕁麻疹，血圧低下，
気管支痙攣，咽頭浮腫，呼吸困難等）。
２．再生不良性貧血，汎血球減少症，無顆粒球症，血小板減少（０．
１％未満）（全身倦怠感，発熱，出血傾向等）。
３．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ上昇等），黄疸。
重大な副作用（類薬（他のＨ２受容体拮抗剤））
間質性腎炎，皮膚粘膜眼症候群，中毒性表皮壊死症，房室ブロック等
の心ブロック，不全収縮，横紋筋融解症。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～１％未満 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 発疹 蕁麻疹，掻痒感
血液  貧血，白血球減少，好酸球増多，血小板減少 顆粒球減少
その他  女性型乳房，発熱，顔面浮腫，乳汁分泌
（表終了）

■副作用

ファモチジン

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 （２０ｍｇ１
錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2325003F4147
【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】ファモチジン
【先発品】ガスターＤ錠２０ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】10.8円/1T
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】Ｈ２受容体拮抗剤

【効能効果】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－Ｅｌｌｉｓｏｎ症候群
２．下記の胃粘膜病変（糜爛，出血，発赤，浮腫）の改善
急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期
【用法用量】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－Ｅｌｌｉｓｏｎ症候群
成人　１回２０ｍｇ　１日２回　朝食後，夕食後又は就寝前　内服，又は１
回４０ｍｇ　１日１回　就寝前　内服。
適宜増減。
上部消化管出血 注射剤で治療を開始し，内服可能になれば内服に切
りかえる。
２．下記の胃粘膜病変（糜爛，出血，発赤，浮腫）の改善
急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期
成人　１回１０ｍｇ　１日２回　朝食後，夕食後又は就寝前　内服，又は１
回２０ｍｇ　１日１回　就寝前　内服。
適宜増減。
注意
腎機能低下 血中未変化体濃度が上昇し，尿中排泄が減少するので，
下記投与法を目安。
＜１回２０ｍｇ１日２回投与を基準＞
（表開始）
クレアチニンクリアランス （ｍＬ／分） 投与法
Ｃｃｒ≧６０ １回２０ｍｇ　１日２回
６０＞Ｃｃｒ＞３０ １回２０ｍｇ　１日１回 １回１０ｍｇ　１日２回
３０≧Ｃｃｒ １回２０ｍｇ　２～３日に１回 １回１０ｍｇ　１日１回
透析患者 １回２０ｍｇ　透析後１回 １回１０ｍｇ　１日１回
（表終了）

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（呼吸困難，全身潮紅，血管浮腫（顔面浮
腫，咽頭浮腫等），蕁麻疹等）。
２．再生不良性貧血，汎血球減少，無顆粒球症，溶血性貧血，血小板
減少（全身倦怠感，脱力，皮下・粘膜下出血，発熱等）。
３．皮膚粘膜眼症候群，中毒性表皮壊死症。
４．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）等の上昇），黄疸。
５．横紋筋融解症（高カリウム血症，ミオグロビン尿，血清逸脱酵素の著
明な上昇，筋肉痛等）。
６．ＱＴ延長。
７．意識障害，全身痙攣（痙直性，間代性，ミオクローヌス性）。
８．間質性腎炎，急性腎不全（発熱，皮疹，腎機能検査値異常（ＢＵＮ・
クレアチニン上昇等）等）。
９．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常等）。
重大な副作用（類薬（他のＨ２受容体拮抗剤））
不全収縮。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹・皮疹，蕁麻疹（紅斑），顔面浮腫
血液 白血球減少，好酸球増多
内分泌系 月経不順，女性化乳房，乳汁漏出症
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

３．皮膚粘膜眼症候群，中毒性表皮壊死症。
４．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）等の上昇），黄疸。
５．横紋筋融解症（高カリウム血症，ミオグロビン尿，血清逸脱酵素の著
明な上昇，筋肉痛等）。
６．ＱＴ延長。
７．意識障害，全身痙攣（痙直性，間代性，ミオクローヌス性）。
８．間質性腎炎，急性腎不全（発熱，皮疹，腎機能検査値異常（ＢＵＮ・
クレアチニン上昇等）等）。
９．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常等）。
重大な副作用（類薬（他のＨ２受容体拮抗剤））
不全収縮。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹・皮疹，蕁麻疹（紅斑），顔面浮腫
血液 白血球減少，好酸球増多
内分泌系 月経不順，女性化乳房，乳汁漏出症
（表終了）

ファモチジン静注２０ｍｇ「日新」 （２０ｍｇ２０
ｍＬ１管）

内 注射 後発 流通

【YJコード】2325401A3031
【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】ファモチジン
【メーカー】製)日新製薬
【薬価】109円/1A
【薬価収載日】2011/06/24
【標榜薬効】Ｈ２受容体拮抗剤

【効能効果】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，侵襲ストレス（術後に集中管
理を要する大手術，集中治療を要する脳血管障害・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，麻酔前投薬
【用法用量】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，侵襲ストレス（術後に集中
管理を要する大手術，集中治療を要する脳血管障害・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
成人　１回２０ｍｇ　１日２回　１２時間ごと　緩徐に静注，点滴静注（輸液
に混合）。
適宜増減。
上部消化管出血，Ｚｏｌｌｉｎｇｅｒ－Ｅｌｌｉｓｏｎ症候群
１週間以内に効果の発現をみるが，内服可能になれば内服に切りかえ
る。
侵襲ストレス（術後に集中管理を要する大手術，集中治療を要する脳血
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
術後集中管理又は集中治療を要する期間（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。
２．麻酔前投薬
成人　１回２０ｍｇ　麻酔導入１時間前　緩徐に静注。
注意
腎機能低下 血中未変化体濃度が上昇し，尿中排泄が減少するので，
下記投与法を目安。
＜１回２０ｍｇ１日２回投与を基準＞
（表開始）
クレアチニンクリアランス （ｍＬ／分） 投与法
Ｃｃｒ≧６０ １回２０ｍｇ　１日２回
６０＞Ｃｃｒ＞３０ １回２０ｍｇ　１日１回 １回１０ｍｇ　１日２回
３０≧Ｃｃｒ １回１０ｍｇ　２日に１回 １回５ｍｇ　１日１回
透析患者 １回１０ｍｇ　透析後１回 １回５ｍｇ　１日１回
（表終了）

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（呼吸困難，全身潮紅，血管浮腫（顔面浮
腫，咽頭浮腫等），蕁麻疹等）。
２．再生不良性貧血，汎血球減少，無顆粒球症，溶血性貧血，血小板
減少（全身倦怠感，脱力，皮下・粘膜下出血，発熱等）。
３．皮膚粘膜眼症候群，中毒性表皮壊死症。
４．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）等の上昇），黄疸。
５．横紋筋融解症（高カリウム血症，ミオグロビン尿，血清逸脱酵素の著
明な上昇，筋肉痛等）。
６．ＱＴ延長，心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む），心室細動。
７．意識障害，全身痙攣（痙直性，間代性，ミオクローヌス性）。
８．間質性腎炎，急性腎不全（発熱，皮疹，腎機能検査値異常（ＢＵＮ・
クレアチニン上昇等）等）。
９．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常等）。
重大な副作用（類薬（他のＨ２受容体拮抗剤））
不全収縮。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹・皮疹，蕁麻疹（紅斑），顔面浮腫
血液 白血球減少，好酸球増多
内分泌系 月経不順，女性化乳房
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹・皮疹，蕁麻疹（紅斑），顔面浮腫
血液 白血球減少，好酸球増多
内分泌系 月経不順，女性化乳房
（表終了）

ボノプラザンフマル酸塩

タケキャブ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2329030F1020
【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩
【メーカー】製)武田薬品工業
【薬価】134.4円/1T
【薬価収載日】2015/02/24
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター

【効能効果】１．胃潰瘍，十二指腸潰瘍，逆流性食道炎，低用量アスピリ
ン投与時の胃潰瘍・十二指腸潰瘍の再発抑制，非ステロイド性抗炎症
薬投与時の胃潰瘍・十二指腸潰瘍の再発抑制
２．下記のヘリコバクター・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，早期胃癌の内視鏡的治療後胃，ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎
注意
１．低用量アスピリン投与時の胃潰瘍，十二指腸潰瘍の再発抑制
血栓・塞栓の形成抑制に低用量アスピリンを継続投与している患者が
対象，投与開始時に，胃潰瘍，十二指腸潰瘍の既往を確認。
２．非ステロイド性抗炎症薬投与時の胃潰瘍・十二指腸潰瘍の再発抑
制
関節リウマチ，変形性関節症等の疼痛管理等で非ステロイド性抗炎症
薬を長期継続投与している患者が対象，投与開始時に，胃潰瘍，十二
指腸潰瘍の既往を確認。
３．ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助
（１）．進行期胃ＭＡＬＴリンパ腫へのヘリコバクター・ピロリ除菌治療の有
効性は未確立。
（２）．特発性血小板減少性紫斑病では，ガイドライン等を参照し，ヘリコ
バクター・ピロリ除菌治療が適切な症例にのみ行う。
（３）．早期胃癌の内視鏡的治療後胃以外には，ヘリコバクター・ピロリ
除菌治療による胃癌の発症抑制への有効性は未確立。
（４）．ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎は，ヘリコバクター・ピロリの陽性と
内視鏡検査で確認。
【用法用量】１．胃潰瘍，十二指腸潰瘍
成人　１回２０ｍｇ　１日１回　内服。胃潰瘍　８週間まで，十二指腸潰瘍
６週間まで。
２．逆流性食道炎
成人　１回２０ｍｇ　１日１回　内服。４週間まで，効果不十分時　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 １回１０ｍｇ　１日１回
内服。効果不十分時　１回２０ｍｇ　１日１回　内服。
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
成人　１回１０ｍｇ　１日１回　内服。
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
成人　１回１０ｍｇ　１日１回　内服。
５．ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助
成人　１回ボノプラザン２０ｍｇ，１回アモキシシリン水和物７５０ｍｇ，１
回クラリスロマイシン２００ｍｇ　３剤を同時に　１日２回　７日間　内服。
クラリスロマイシンは適宜増量，１回４００ｍｇ　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，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時
成人　１回ボノプラザン２０ｍｇ，１回アモキシシリン水和物７５０ｍｇ，１
回メトロニダゾール２５０ｍｇ　３剤を同時に　１日２回　７日間　内服。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．アタザナビル硫酸塩・リルピビリン塩酸塩の投与患者。

【副作用】重大な副作用
偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（頻度不明）（腹痛，頻回の
下痢）（アモキシシリン水和物，クラリスロマイシン）。
その他の副作用（発現時中止等）
胃潰瘍，十二指腸潰瘍，逆流性食道炎，低用量アスピリン投与時の胃
潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制，非ステロイド性抗炎症薬投与時の
胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満
過敏症 発疹
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，ＬＤＨ，γ－ＧＴＰの上昇
（表終了）
ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満
過敏症 発疹
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満
過敏症 発疹
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇
（表終了）

ポラプレジンク

プロマックＤ錠７５ （７５ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2329027F1029
【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】ポラプレジンク
【メーカー】製)ゼリア新薬工業
【薬価】29円/1T
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】亜鉛含有胃潰瘍治療剤

【効能効果】胃潰瘍
【用法用量】成人　１回７５ｍｇ　１日２回　朝食後・就寝前　内服。
適宜増減。
注意
口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水で
飲み込む。

【副作用】重大な副作用
１．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ，Ａｌ－Ｐの上昇
等），黄疸（頻度不明）。
２．銅欠乏症（頻度不明）（汎血球減少，貧血）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感 蕁麻疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

ランソプラゾール

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 （１５
ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2329023F1071
【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】ランソプラゾール
【先発品】タケプロンＯＤ錠１５
【メーカー】製)東和薬品　販)三和化学研究所　販)和薬
【薬価】26.4円/1T
【薬価収載日】2009/05/15
【標榜薬効】プロトンポンプ・インヒビター
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】１．胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部潰瘍，逆流性食道炎，Ｚ
ｏｌｌｉｎｇｅｒ－Ｅｌｌｉｓｏｎ症候群，非糜爛性胃食道逆流症，低用量アスピリン
投与時の胃潰瘍，十二指腸潰瘍の再発抑制，非ステロイド性抗炎症薬
投与時の胃潰瘍・十二指腸潰瘍の再発抑制
２．下記のヘリコバクター・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，早期胃癌の内視鏡的治療後胃，ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎
注意
低用量アスピリン投与時の胃潰瘍，十二指腸潰瘍の再発抑制
血栓・塞栓の形成抑制に低用量アスピリンを継続投与している患者が
対象，投与開始時に，胃潰瘍，十二指腸潰瘍の既往を確認。
非ステロイド性抗炎症薬投与時の胃潰瘍・十二指腸潰瘍の再発抑制
関節リウマチ，変形性関節症等の疼痛管理等で非ステロイド性抗炎症
薬を長期継続投与している患者が対象，投与開始時に，胃潰瘍，十二
指腸潰瘍の既往を確認。
ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助
１．進行期胃ＭＡＬＴリンパ腫へのヘリコバクター・ピロリ除菌治療の有効
性は未確立。
２．特発性血小板減少性紫斑病では，ガイドライン等を参照し，ヘリコバ
クター・ピロリ除菌治療が適切な症例にのみ行う。
３．早期胃癌の内視鏡的治療後胃以外には，ヘリコバクター・ピロリ除
菌治療による胃癌の発症抑制への有効性は未確立。
４．ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎は，ヘリコバクター・ピロリの陽性と内
視鏡検査で確認。
【用法用量】１．胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部潰瘍，Ｚｏｌｌｉｎｇｅｒ－Ｅｌｌｉｓ
ｏｎ症候群
成人　１回３０ｍｇ　１日１回　内服。
胃潰瘍，吻合部潰瘍　８週間まで，十二指腸潰瘍　６週間まで。
２．逆流性食道炎
成人　１回３０ｍｇ　１日１回　内服。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 １回１５ｍｇ　１日１回
内服。効果不十分時　１回３０ｍｇ　１日１回　内服。
３．非糜爛性胃食道逆流症
成人　１回１５ｍｇ　１日１回　内服。４週間まで。
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
成人　１回１５ｍｇ　１日１回　内服。
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
成人　１回１５ｍｇ　１日１回　内服。
６．ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助
成人　１回ランソプラゾール３０ｍｇ，１回アモキシシリン水和物７５０ｍ
ｇ，１回クラリスロマイシン２００ｍｇ　３剤を同時に　１日２回　７日間　内
服。
クラリスロマイシンは適宜増量，１回４００ｍｇ　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，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時
成人　１回ランソプラゾール３０ｍｇ，１回アモキシシリン水和物７５０ｍ
ｇ，１回メトロニダゾール２５０ｍｇ　３剤を同時に　１日２回　７日間　内
服。
注意
１．逆流性食道炎の維持療法 １日１回３０ｍｇの投与は，１日１回１５ｍｇ
で効果不十分時のみ。
２．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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２．逆流性食道炎
成人　１回３０ｍｇ　１日１回　内服。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 １回１５ｍｇ　１日１回
内服。効果不十分時　１回３０ｍｇ　１日１回　内服。
３．非糜爛性胃食道逆流症
成人　１回１５ｍｇ　１日１回　内服。４週間まで。
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
成人　１回１５ｍｇ　１日１回　内服。
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
成人　１回１５ｍｇ　１日１回　内服。
６．ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助
成人　１回ランソプラゾール３０ｍｇ，１回アモキシシリン水和物７５０ｍ
ｇ，１回クラリスロマイシン２００ｍｇ　３剤を同時に　１日２回　７日間　内
服。
クラリスロマイシンは適宜増量，１回４００ｍｇ　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，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時
成人　１回ランソプラゾール３０ｍｇ，１回アモキシシリン水和物７５０ｍ
ｇ，１回メトロニダゾール２５０ｍｇ　３剤を同時に　１日２回　７日間　内
服。
注意
１．逆流性食道炎の維持療法 １日１回３０ｍｇの投与は，１日１回１５ｍｇ
で効果不十分時のみ。
２．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．アタザナビル硫酸塩・リルピビリン塩酸塩の投与患者。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．アナフィラキシー（全身発疹，顔面浮腫，呼吸困難等），ショック。
２．汎血球減少，無顆粒球症，溶血性貧血，顆粒球減少，血小板減少，
貧血。
３．重篤な肝機能障害（黄疸，ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇等）。
４．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
５．偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（腹痛，頻回の下痢）
（アモキシシリン水和物，クラリスロマイシン）。
６．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，肺音の異常（捻髪音）等）。
７．間質性腎炎，急性腎不全。
重大な副作用（類薬）
視力障害（オメプラゾール）。
その他の副作用（発現時中止等）（胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部潰
瘍，逆流性食道炎，Ｚｏｌｌｉｎｇｅｒ－Ｅｌｌｉｓｏｎ症候群，非糜爛性胃食道逆流
症，低用量アスピリン投与時の胃潰瘍，十二指腸潰瘍の再発抑制，非
ステロイド性抗炎症薬投与時の胃潰瘍・十二指腸潰瘍の再発抑制）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒，多形紅斑
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇，ＬＤＨ上昇，γ
－ＧＴＰ上昇
消化器 大腸炎（ｃｏｌｌａｇｅｎｏｕｓ　ｃｏｌｉｔｉｓ等含む）
その他 女性化乳房
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（ヘリコバクター・ピロリの除菌の補
助）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇，ＬＤＨ上昇，γ
－ＧＴＰ上昇，ビリルビン上昇
血液 好中球減少，好酸球増多，白血球増多，貧血，血小板減少
過敏症 発疹，掻痒
（表終了）

■禁忌

■副作用

レバミピド

レバミピド錠１００ｍｇ「日医工」 （１００ｍｇ１
錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2329021F1226
【薬効分類】２．３．２　消化性潰瘍用剤
【一般名】レバミピド
【先発品】ムコスタ錠１００ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】9.9円/1T
【薬価収載日】2009/11/13
【標榜薬効】胃炎・胃潰瘍治療剤

【効能効果】１．胃潰瘍
２．下記の胃粘膜病変（糜爛，出血，発赤，浮腫）の改善
急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期
【用法用量】１．胃潰瘍
成人　１回１００ｍｇ（本剤　１錠）　１日３回　朝・夕・就寝前　内服。
２．下記の胃粘膜病変（糜爛，出血，発赤，浮腫）の改善
急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期
成人　１回１００ｍｇ（本剤　１錠）　１日３回　内服。

■効能効果・用法用量

２．下記の胃粘膜病変（糜爛，出血，発赤，浮腫）の改善
急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期
【用法用量】１．胃潰瘍
成人　１回１００ｍｇ（本剤　１錠）　１日３回　朝・夕・就寝前　内服。
２．下記の胃粘膜病変（糜爛，出血，発赤，浮腫）の改善
急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期
成人　１回１００ｍｇ（本剤　１錠）　１日３回　内服。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー様症状。
２．白血球減少，血小板減少。
３．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ，Ａｌ－Ｐの上昇
等），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感，薬疹様湿疹等の過敏症状，蕁麻疹
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，γ－ＧＴＰ上昇，Ａｌ－Ｐ上昇
等
（表終了）

■禁忌

■副作用

２．３．３　健胃消化剤

希塩酸

希塩酸「マルイシ」 （１０ｍＬ）
内 内服 流通

【YJコード】2335001X1140
【薬効分類】２．３．３　健胃消化剤
【一般名】希塩酸
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】8.8円/10mL
【標榜薬効】消化剤

【効能効果】低・無酸症の消化異常症状の改善
【用法用量】成人　１日０．５～１ｍＬ　１日１～数回　分割　内服（約２００
ｍＬの水に希釈，又はリモナーデ剤）。
適宜増減。

【禁忌】アシドーシス。

■効能効果・用法用量

■禁忌

膵臓性消化酵素配合剤

ベリチーム配合顆粒 （１ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】2339163D1037
【薬効分類】２．３．３　健胃消化剤
【一般名】膵臓性消化酵素配合剤
【メーカー】製)共和薬品工業　販)塩野義製薬
【薬価】11.6円/1g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】消化酵素剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】消化異常症状の改善
【用法用量】成人　１回０．４～１ｇ　１日３回　食後　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．ウシ・ブタ蛋白質に過敏症の既往。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 くしゃみ，流涙，皮膚発赤等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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２．３．４　制酸剤

酸化マグネシウム

酸化マグネシウム「ＮＰ」原末 （１０ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】2344002X1349
【薬効分類】２．３．４　制酸剤
【一般名】酸化マグネシウム
【メーカー】製)ニプロ　販)ファイザー
【薬価】15.1円/10g
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】制酸・緩下剤

【効能効果】１．下記の制酸作用と症状の改善
胃・十二指腸潰瘍，胃炎（急・慢性胃炎，薬剤性胃炎含む），上部消化
管機能異常（神経性食思不振，胃下垂症，胃酸過多症含む）
２．便秘症
３．尿路シュウ酸カルシウム結石の発生予防
【用法用量】１．制酸剤
成人　１日０．５～１ｇ　１日数回　分割　内服。
２．緩下剤
成人　１日２ｇ　１日３回　分割　食前又は食後　内服，又は１日１回　就
寝前　内服。
３．尿路シュウ酸カルシウム結石の発生予防
成人　１日０．２～０．６ｇ　多量の水とともに　内服。
いずれも適宜増減。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
高マグネシウム血症（悪心・嘔吐，口渇，血圧低下，徐脈，皮膚潮紅，
筋力低下，傾眠等），呼吸抑制，意識障害，不整脈，心停止。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
電解質 血清マグネシウム値の上昇
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

マグミット錠３３０ｍｇ （３３０ｍｇ１錠）
内 内服 後発 流通

【YJコード】2344009F2031
【薬効分類】２．３．４　制酸剤
【一般名】酸化マグネシウム
【メーカー】製)協和化学工業　販)健栄製薬　販)大成薬品工業　販)東海製
薬　販)長堀薬品　販)日医工　販)日興製薬　販)日興製薬販売　販)日本新
薬　販)ニプロ　販)マイラン製薬　販)丸石製薬　販)ヤクハン製薬　販)山善
製薬
【薬価】5.6円/1T
【薬価収載日】2002/07/05
【標榜薬効】制酸・緩下剤

【効能効果】１．下記の制酸作用と症状の改善
胃・十二指腸潰瘍，胃炎（急・慢性胃炎，薬剤性胃炎含む），上部消化
管機能異常（神経性食思不振，胃下垂症，胃酸過多症含む）
２．便秘症
３．尿路シュウ酸カルシウム結石の発生予防
【用法用量】１．制酸剤
成人　１日０．５～１ｇ　１日数回　分割　内服。
２．緩下剤
成人　１日２ｇ　１日３回　分割　食前又は食後　内服，又は１日１回　就
寝前　内服。
３．尿路シュウ酸カルシウム結石の発生予防
成人　１日０．２～０．６ｇ　多量の水とともに　内服。
いずれも適宜増減。

【副作用】重大な副作用
高マグネシウム血症（頻度不明）（悪心・嘔吐，口渇，血圧低下，徐脈，
皮膚潮紅，筋力低下，傾眠等），呼吸抑制，意識障害，不整脈，心停
止。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
電解質 血清マグネシウム値の上昇
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

炭酸水素ナトリウム

炭酸水素ナトリウム （１０ｇ）
内 局方 内服 流通

【YJコード】2344004X1011
【薬効分類】２．３．４　制酸剤
【一般名】炭酸水素ナトリウム
【薬価】7.2円/10g
【標榜薬効】制酸剤

２．３．５　下剤，浣腸剤

エロビキシバット水和物

グーフィス錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2359008F1025
【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】エロビキシバット水和物
【メーカー】製)ＥＡファーマ　販)持田製薬
【薬価】105.8円/1T
【薬価収載日】2018/04/18
【標榜薬効】胆汁酸トランスポーター阻害剤

【効能効果】慢性便秘症（器質的疾患の便秘除く）
注意
薬剤性・症候性の便秘への使用経験はない。
【用法用量】成人　１回１０ｍｇ　１日１回　食前　内服。
適宜増減，１日最高１５ｍｇ。
注意
腹痛や下痢のおそれ。減量，休薬，中止を考慮し，漫然投与しないよ
う，定期的に投与継続の必要性を検討。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．腫瘍，ヘルニア等による腸閉塞・その疑い。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 １～５％未満 １％未満
肝臓 肝機能検査異常（ＡＬＴ（ＧＰＴ）増加，ＡＳＴ（ＧＯＴ）増加）
過敏症  蕁麻疹，発疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

グリセリン

グリセリンＢＣ液「ヨシダ」 （１０ｍＬ）
内 外用 流通

【YJコード】235770AX2028
【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】グリセリン
【メーカー】製)吉田製薬

【効能効果】１．浣腸液の調剤
２．溶剤，軟膏基剤，湿潤・粘滑剤の調剤
【用法用量】浣腸液の調剤。
溶剤，軟膏基剤，湿潤・粘滑剤として調剤。

■効能効果・用法用量

グリセリン「東豊」 （１０ｍＬ）
内 外用 流通

【YJコード】2357700X1477
【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】グリセリン
【メーカー】製)東豊薬品　販)中北薬品
【薬価】11.9円/10mL
【薬価収載日】2008/07/04
【標榜薬効】調剤用基剤

【効能効果】１．浣腸液の調剤
２．溶剤，軟膏基剤，湿潤・粘滑剤の調剤
【用法用量】浣腸液の調剤。
溶剤，軟膏基剤，湿潤・粘滑剤として調剤。

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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ケンエーＧ浣腸液５０％ （５０％５０ｍＬ１個）
内 外用 後発 流通

【YJコード】2357701K5038
【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】グリセリン
【メーカー】製)健栄製薬
【薬価】107.7円/1個
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】便秘治療剤

【効能効果】便秘，腸疾患時の排便
【用法用量】１回１０～１５０ｍＬ　直腸内注入。
適宜増減。
＜直腸内注入方法＞
［Ｓタイプ］ ５０ｍＬ
（１）．そのまま温湯に入れ，約４０℃（体温程度）に温める。
（２）．容器の首部を持ち，キャップをまわすように取りはずす。
（３）．容器の挿入部を少量の内容液で潤すか，オリブ油，ワセリン等の
潤滑剤を塗布して肛門内に挿入しやすくする。
（４）．左側臥位にして，容器内の空気を出した後，容器の目盛（３ｃｍ）を
目安にして，挿入部を肛門部に緩徐に挿入。
５０ｍＬ（成人 約６ｃｍ，小児 ３～６ｃｍ，乳児 ３～４ｃｍ）
無理に挿入すると，直腸粘膜を損傷する可能性（立位の状態での浣腸
は危険）。
（５）．浣腸液をゆっくりと直腸内注入。
（６）．浣腸液注入後，挿入部を静かに抜去し，肛門部を脱脂綿等で圧
迫。
（７）．３～１０分後，便意が強まってから排便。

【禁忌】１．腸管内出血，腹腔内炎症，腸管に穿孔・そのおそれ。
２．全身衰弱。
３．下部消化管術直後。
４．吐気・嘔吐・激しい腹痛等，急性腹症の疑い。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ケンエーＧ浣腸液５０％ （５０％６０ｍＬ１個）
内 外用 後発 流通

【YJコード】2357701K6212
【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】グリセリン
【メーカー】製)健栄製薬
【薬価】107.7円/1個
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】便秘治療剤

【効能効果】便秘，腸疾患時の排便
【用法用量】１回１０～１５０ｍＬ　直腸内注入。
適宜増減。
＜直腸内注入方法＞
［Ｌタイプ］ ６０ｍＬ
（１）．そのまま温湯に入れ，約４０℃（体温程度）に温める。
（２）．レクタルチューブの目盛（３，６，１０ｃｍ）を目安に，ストッパーをス
ライドさせ挿入深度を合わせる。
６０ｍＬ（成人 ６～１０ｃｍ，小児 ３～６ｃｍ，乳児 ３～４ｃｍ）
（３）．レクタルチューブを持ち，キャップをまわすように取りはずす。
（４）．ストッパーより先端の挿入部を少量の内容液で潤すか，オリブ油，
ワセリン等の潤滑剤を塗布して肛門内に挿入しやすくする（浣腸液が出
にくい時はチューブの先端部を軽く叩いて，浣腸液が出るのを確認し使
用）。
（５）．左側臥位にして，容器内の空気を出した後，レクタルチューブをス
トッパーの位置まで肛門内に緩徐に挿入。レクタルチューブを無理に挿
入すると，直腸粘膜を損傷する可能性（立位の状態での浣腸は危険）。
（６）．ストッパーを片方の手で固定し，浣腸液をゆっくりと直腸内注入。
（７）．浣腸液注入後，レクタルチューブを静かに抜去し，肛門部を脱脂
綿等で圧迫。
（８）．３～１０分後，便意が強まってから排便。

【禁忌】１．腸管内出血，腹腔内炎症，腸管に穿孔・そのおそれ。
２．全身衰弱。
３．下部消化管術直後。
４．吐気・嘔吐・激しい腹痛等，急性腹症の疑い。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹等
（表終了）

■副作用

ケンエーＧ浣腸液５０％ （５０％１２０ｍＬ１
個）

内 外用 後発 流通

【YJコード】2357701K8177
【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】グリセリン
【メーカー】製)健栄製薬
【薬価】140.6円/1個
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】便秘治療剤

【効能効果】便秘，腸疾患時の排便
【用法用量】１回１０～１５０ｍＬ　直腸内注入。
適宜増減。
＜直腸内注入方法＞
［Ｌタイプ］ １２０ｍＬ
（１）．そのまま温湯に入れ，約４０℃（体温程度）に温める。
（２）．レクタルチューブの目盛（３，６，１０ｃｍ）を目安に，ストッパーをス
ライドさせ挿入深度を合わせる。
１２０ｍＬ（成人 ６～１０ｃｍ，小児 ３～６ｃｍ，乳児 ３～４ｃｍ）
（３）．レクタルチューブを持ち，キャップをまわすように取りはずす。
（４）．ストッパーより先端の挿入部を少量の内容液で潤すか，オリブ油，
ワセリン等の潤滑剤を塗布して肛門内に挿入しやすくする（浣腸液が出
にくい時はチューブの先端部を軽く叩いて，浣腸液が出るのを確認し使
用）。
（５）．左側臥位にして，容器内の空気を出した後，レクタルチューブをス
トッパーの位置まで肛門内に緩徐に挿入。レクタルチューブを無理に挿
入すると，直腸粘膜を損傷する可能性（立位の状態での浣腸は危険）。
（６）．ストッパーを片方の手で固定し，浣腸液をゆっくりと直腸内注入。
（７）．浣腸液注入後，レクタルチューブを静かに抜去し，肛門部を脱脂
綿等で圧迫。
（８）．３～１０分後，便意が強まってから排便。

【禁忌】１．腸管内出血，腹腔内炎症，腸管に穿孔・そのおそれ。
２．全身衰弱。
３．下部消化管術直後。
４．吐気・嘔吐・激しい腹痛等，急性腹症の疑い。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

センノシド

センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 （１２ｍｇ１錠）
内 内服 後発 流通

【YJコード】2354003F2367
【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】センノシド
【先発品】プルゼニド錠１２ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】5円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】緩下剤

【効能効果】便秘症
【用法用量】成人　１回１２～２４ｍｇ　１日１回　就寝前　内服。
高度の便秘 １回４８ｍｇまで。
適宜増減。

【禁忌】１．本剤の成分・センノシド製剤に過敏症の既往。
２．急性腹症の疑い，痙攣性便秘。
３．重症の硬結便。
４．電解質失調（特に低カリウム血症）は大量投与しない。
原則禁忌
妊婦・妊娠の可能性。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹等
（表終了）

■副作用

炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナト
リウム

新レシカルボン坐剤 （１個）
内 外用 流通

【YJコード】2359800J1035
【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム
【メーカー】製)京都薬品工業　販)ゼリア新薬工業
【薬価】50.5円/1個
【薬価収載日】1992/07/10
【標榜薬効】便秘治療剤

【効能効果】便秘症
【用法用量】１～２個　肛門内深く挿入。
重症時　１日２～３個　数日続けて　挿入。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
ショック（顔面蒼白，呼吸困難，血圧低下等）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ナルデメジントシル酸塩

スインプロイク錠０．２ｍｇ （０．２ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2359007F1020
【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】ナルデメジントシル酸塩
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】272.1円/1T
【薬価収載日】2017/05/24
【標榜薬効】経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬

【効能効果】オピオイド誘発性便秘症
【用法用量】成人　１回０．２ｍｇ　１日１回　内服。
注意
オピオイドの投与中止時は本剤も投与中止。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．消化管閉塞・その疑い，又はその既往があり再発のおそれの高い患
者。

【副作用】重大な副作用
重度の下痢（１％未満）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 １～５％未満 １％未満
消化器 下痢 腹痛，嘔吐，悪心，食欲減退
その他  ＡＬＴ（ＧＰＴ）増加，ＡＳＴ（ＧＯＴ）増加 倦怠感
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ピコスルファートナトリウム水和物

ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％
「ＪＧ」 （０．７５％１ｍＬ）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2359005S1291
【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物
【先発品】ラキソベロン内用液０．７５％
【メーカー】製)長生堂製薬　販)コーアイセイ　販)日本ジェネリック
【薬価】9.1円/1mL
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤

【メーカー】製)長生堂製薬　販)コーアイセイ　販)日本ジェネリック
【薬価】9.1円/1mL
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤

【効能効果】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．術前の腸管内容物の排除
５．大腸検査（Ｘ線・内視鏡）前処置の腸管内容物の排除
【用法用量】１．各種便秘症
成人　１回１０～１５滴（０．６７～１ｍＬ）　１日１回　内服。
小児　下記量　１日１回　内服。
（表開始）
用量＼年齢 ６ヵ月以下 ７～１２ヵ月 １～３歳 ４～６歳 ７～１５歳
滴数 （ｍＬ） ２ （０．１３） ３ （０．２） ６ （０．４） ７ （０．４６） １０ （０．６７）
（表終了）
２．術後排便補助
成人　１回１０～１５滴（０．６７～１ｍＬ）　１日１回　内服。
３．造影剤（硫酸バリウム）投与後の排便促進
成人　６～１５滴（０．４～１ｍＬ）　内服。
４．術前の腸管内容物の排除
成人　１４滴（０．９３ｍＬ）　内服。
５．大腸検査（Ｘ線・内視鏡）前処置の腸管内容物の排除
成人　検査予定時間の１０～１５時間前　２０ｍＬ　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．急性腹症の疑い。
２．本剤の成分に過敏症の既往。
３．腸管閉塞・その疑い（大腸検査前処置に使用時）。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．腸閉塞，腸管穿孔（腹痛等）。
２．虚血性大腸炎。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
消化器 腹痛，悪心，嘔吐，腹鳴，腹部膨満感，下痢，腹部不快感等
皮膚 蕁麻疹，発疹等
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇等
精神神経系 眩暈，一過性の意識消失
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ルビプロストン

アミティーザカプセル２４μｇ （２４μｇ１カプ
セル）

内 内服 流通

【YJコード】2359006M1025
【薬効分類】２．３．５　下剤，浣腸剤
【一般名】ルビプロストン
【メーカー】製)マイランＥＰＤ　販)アボットジャパン
【薬価】123円/1C
【薬価収載日】2012/11/22
【標榜薬効】クロライドチャネルアクチベーター
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】慢性便秘症（器質的疾患の便秘除く）
注意
薬剤性・症候性の便秘への使用経験はなく，有効性・安全性は未確立。
【用法用量】成人　１回２４μｇ　１日２回　朝・夕食後　内服。
適宜減量。
注意
１．継続的な症状の改善が得られた時，又は副作用の発現時は，減
量，休薬，中止を考慮し，漫然投与しない。
２．中等度・重度の肝機能障害（Ｃｈｉｌｄ－Ｐｕｇｈ分類クラスＢ又はＣ） １回
２４μｇを１日１回から開始等。
３．重度の腎機能障害 １回２４μｇを１日１回から開始等。

【禁忌】１．腫瘍，ヘルニア等による腸閉塞・その疑い。
２．本剤の成分に過敏症の既往。
３．妊婦・妊娠の可能性。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 １～５％未満 １％未満 頻度不明
血液・リンパ系障害   貧血
免疫系障害   気道過敏症
代謝・栄養障害    食欲減退
神経系障害  頭痛 浮動性眩暈，体位性眩暈，感覚鈍麻，傾眠，失神
耳・迷路障害   回転性眩暈
心臓障害  動悸 頻脈
血管障害   ほてり 低血圧
呼吸器・胸郭・縦隔障害  呼吸困難  咳嗽
胃腸障害 下痢（３０％），悪心（２３％），腹痛（６％） 腹部不快感，腹部
膨満，嘔吐 消化不良，排便回数増加，出血性胃炎，痔核，逆流性食道
炎，心窩部不快感，痔出血
皮膚・皮下組織障害   湿疹，紅斑 発疹
筋骨格系・結合組織障害   背部痛，筋骨格硬直，四肢不快感
全身障害・局所様態 胸部不快感（５％）  胸痛，不快感，異常感（気分
不良），倦怠感，浮腫，口渇
臨床検査   血中ビリルビン増加，血中クレアチンホスホキナーゼ増加，
血中ブドウ糖増加，血中トリグリセリド増加，血中尿素増加，血中γ－
グルタミルトランスフェラーゼ増加，尿中ブドウ糖陽性，ヘモグロビン減
少，体重増加，白血球数増加，血中リン増加 血圧低下
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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血液・リンパ系障害   貧血
免疫系障害   気道過敏症
代謝・栄養障害    食欲減退
神経系障害  頭痛 浮動性眩暈，体位性眩暈，感覚鈍麻，傾眠，失神
耳・迷路障害   回転性眩暈
心臓障害  動悸 頻脈
血管障害   ほてり 低血圧
呼吸器・胸郭・縦隔障害  呼吸困難  咳嗽
胃腸障害 下痢（３０％），悪心（２３％），腹痛（６％） 腹部不快感，腹部
膨満，嘔吐 消化不良，排便回数増加，出血性胃炎，痔核，逆流性食道
炎，心窩部不快感，痔出血
皮膚・皮下組織障害   湿疹，紅斑 発疹
筋骨格系・結合組織障害   背部痛，筋骨格硬直，四肢不快感
全身障害・局所様態 胸部不快感（５％）  胸痛，不快感，異常感（気分
不良），倦怠感，浮腫，口渇
臨床検査   血中ビリルビン増加，血中クレアチンホスホキナーゼ増加，
血中ブドウ糖増加，血中トリグリセリド増加，血中尿素増加，血中γ－
グルタミルトランスフェラーゼ増加，尿中ブドウ糖陽性，ヘモグロビン減
少，体重増加，白血球数増加，血中リン増加 血圧低下
（表終了）

２．３．６　利胆剤

ウルソデオキシコール酸

ウルソデオキシコール酸錠５０ｍｇ「ＪＧ」 （５
０ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2362001F1100
【薬効分類】２．３．６　利胆剤
【一般名】ウルソデオキシコール酸
【先発品】ウルソ錠５０ｍｇ
【メーカー】製)日本ジェネリック
【薬価】6円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】肝・胆・消化機能改善剤

【効能効果】１．
（１）．下記の利胆
胆道（胆管・胆嚢）系疾患・胆汁うっ滞を伴う肝疾患
（２）．慢性肝疾患の肝機能の改善
（３）．下記の消化不良
小腸切除後遺症，炎症性小腸疾患
２．外殻石灰化を認めないコレステロール系胆石の溶解
３．原発性胆汁性肝硬変の肝機能の改善
４．Ｃ型慢性肝疾患の肝機能の改善
注意
原発性胆汁性肝硬変の肝機能の改善 硬変期で高度の黄疸は，慎重
投与。血清ビリルビン値の上昇等は，投与中止等の処置。
Ｃ型慢性肝疾患の肝機能の改善
（１）．Ｃ型慢性肝疾患では，ウイルス排除療法を考慮。本薬にはウイル
ス排除作用はなく，Ｃ型慢性肝疾患の長期予後に対する肝機能改善の
影響は不明。ウイルス排除のためのインターフェロン治療無効例又はイ
ンターフェロン治療が適用できない患者に投与を考慮。
（２）．非代償性肝硬変への有効性・安全性は未確立。高度の黄疸で
は，症状悪化のおそれ，慎重投与。血清ビリルビン値の上昇等の発現
時は，投与中止等の処置。
【用法用量】１．成人　１回５０ｍｇ　１日３回　内服。適宜増減。
２．外殻石灰化を認めないコレステロール系胆石の溶解
成人　１日６００ｍｇ　１日３回　分割　内服。適宜増減。
３．原発性胆汁性肝硬変の肝機能の改善
成人　１日６００ｍｇ　１日３回　分割　内服。適宜増減。
増量時　１日最大９００ｍｇ。
４．Ｃ型慢性肝疾患の肝機能の改善
成人　１日６００ｍｇ　１日３回　分割　内服。適宜増減。
増量時　１日最大９００ｍｇ。

【禁忌】１．完全胆道閉塞。
２．劇症肝炎。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 紅斑（多形滲出性紅斑等），発疹，蕁麻疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２．３．９　その他の消化器官用薬

塩酸メトクロプラミド

プリンペラン注射液１０ｍｇ （０．５％２ｍＬ１
管）

内 注射 流通

【YJコード】2399401A1083
【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】塩酸メトクロプラミド
【メーカー】製)アステラス製薬
【薬価】57円/1A
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】消化器機能異常治療剤

【効能効果】１．下記の消化器機能異常（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・抗生剤・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
【用法用量】成人　１回塩酸メトクロプラミド１０ｍｇ（本剤　１管）　１日１～
２回　筋注・静注。
適宜増減。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．褐色細胞腫の疑い。
３．消化管に出血，穿孔，器質的閉塞。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（呼吸困難，喉頭浮腫，蕁麻疹等）。
２．悪性症候群（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻脈，血圧の変
動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇，ミオグロビ
ン尿を伴う腎機能の低下），高熱の持続，意識障害，呼吸困難，循環虚
脱，脱水症状，急性腎障害，死亡。
３．意識障害。
４．痙攣。
５．遅発性ジスキネジア（口周部等の不随意運動）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
錐体外路症状 手指振戦，筋硬直，頸・顔部の攣縮，眼球回転発作，焦
燥感
内分泌 無月経，乳汁分泌，女性型乳房
過敏症 発疹，浮腫
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

デカリニウム塩化物

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 （０．２５ｍｇ１
錠）

内 外用 後発 流通

【YJコード】2399710E1046
【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】デカリニウム塩化物
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】5.6円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】口腔用剤

【効能効果】咽頭炎，扁桃炎，口内炎，抜歯創含む口腔創傷の感染予
防
【用法用量】１回０．２５ｍｇ（本剤　１錠）　１日６回　口中で徐々に溶解。
適宜増減。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上又は頻度不明
過敏症 過敏症状
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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トリアムシノロンアセトニド

オルテクサー口腔用軟膏０．１％ （０．１％１
ｇ）

内 外用 後発 流通

【YJコード】2399707M1057
【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】トリアムシノロンアセトニド
【先発品】ケナログ口腔用軟膏０．１％
【メーカー】製)ビーブランド・メディコーデンタル　販)日本ジェネリック
【薬価】63.4円/1g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】口腔粘膜治療剤

【効能効果】慢性剥離性歯肉炎，糜爛・潰瘍を伴う難治性口内炎・舌炎
【用法用量】１日１～数回　塗布。
適宜増減。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。
原則禁忌
口腔内に感染を伴う患者。

【副作用】重大な副作用
１．口腔の感染症（口腔の真菌性・細菌性感染症）。
２．下垂体・副腎皮質系機能。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 過敏症状
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ケナログ口腔用軟膏０．１％ （０．１％１ｇ）
内 外用 流通

【YJコード】2399707M1049
【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】トリアムシノロンアセトニド
【メーカー】製)ブリストル・マイヤーズスクイブ
【薬価】65円/1g
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

【効能効果】慢性剥離性歯肉炎，糜爛・潰瘍を伴う難治性口内炎・舌炎
【用法用量】１日１～数回　塗布。
適宜増減。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。
原則禁忌
口腔内に感染を伴う患者。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
口腔の感染症 細菌性感染症，真菌性感染症
過敏症 過敏症状
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

トリメブチンマレイン酸塩

セレキノン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2399006F1331
【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】トリメブチンマレイン酸塩
【メーカー】製)田辺三菱製薬
【薬価】14円/1T
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】消化管運動調律剤

【効能効果】１．慢性胃炎の消化器症状（腹部疼痛，悪心，あい気，腹部
膨満感）
２．過敏性腸症候群
【用法用量】１．慢性胃炎の消化器症状
成人　１日３００ｍｇ（本剤　３錠）　１日３回　分割　内服。
適宜増減。
２．過敏性腸症候群
成人　１日３００～６００ｍｇ（本剤　３～６錠）　１日３回　分割　内服。

■効能効果・用法用量

膨満感）
２．過敏性腸症候群
【用法用量】１．慢性胃炎の消化器症状
成人　１日３００ｍｇ（本剤　３錠）　１日３回　分割　内服。
適宜増減。
２．過敏性腸症候群
成人　１日３００～６００ｍｇ（本剤　３～６錠）　１日３回　分割　内服。

【副作用】重大な副作用
肝機能障害（０．１％未満）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，ＬＤＨ，
γ－ＧＴＰの上昇等），黄疸（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満
消化器 便秘，下痢，腹鳴，口渇，口内しびれ感，悪心，嘔吐
循環器 心悸亢進
精神神経系 眠気，眩暈，倦怠感，頭痛
過敏症 発疹，蕁麻疹，掻痒感
泌尿器 排尿障害，尿閉
（表終了）

■副作用

ドンペリドン

ナウゼリン坐剤６０ （６０ｍｇ１個）
内 外用 流通

【YJコード】2399714J3029
【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】ドンペリドン
【メーカー】製)協和発酵キリン
【薬価】121.8円/1個
【標榜薬効】消化管運動改善剤

【効能効果】成人 下記の消化器症状（悪心，嘔吐，食欲不振，腹部膨
満，上腹部不快感，胸やけ）
（１）．胃・十二指腸術後
（２）．抗悪性腫瘍剤投与時
【用法用量】成人　１回６０ｍｇ　１日２回　直腸内投与。
適宜増減。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．妊婦・妊娠の可能性。
３．消化管出血，機械的イレウス，消化管穿孔。
４．プロラクチン分泌性の下垂体腫瘍（プロラクチノーマ）。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（発疹，発赤，呼吸困難，顔面浮腫，口唇
浮腫等）。
２．錐体外路症状（０．０３％）（後屈頸，眼球側方発作，上肢の伸展，振
戦，筋硬直等）。
３．意識障害，痙攣。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
肝臓 肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ，ビリルビン，
Ａｌ－Ｐ，ＬＤＨ上昇等）
内分泌   女性化乳房，プロラクチン上昇，乳汁分泌，乳房膨満感，月経
異常
消化器 下痢，腹痛，肛門部不快感，悪心 腹部不快感，しぶり腹，腹鳴
便秘，腹部圧迫感，口渇，胸やけ，嘔吐，腹部膨満感，腸痙攣
循環器  心悸亢進 ＱＴ延長
皮膚  発疹 蕁麻疹，掻痒
その他   発汗，眠気，動揺感，眩暈・ふらつき，口内のあれ
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ナウゼリン錠１０ （１０ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2399005F2023
【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】ドンペリドン
【メーカー】製)協和発酵キリン
【薬価】14円/1T
【標榜薬効】消化管運動改善剤

【効能効果】下記の消化器症状（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）
成人
［１］．慢性胃炎，胃下垂症，胃切除後症候群
［２］．抗悪性腫瘍剤・レボドパ製剤投与時
小児
［１］．周期性嘔吐症，上気道感染症
［２］．抗悪性腫瘍剤投与時
【用法用量】成人　１回１０ｍｇ　１日３回　食前　内服。
レボドパ製剤投与時　１回５～１０ｍｇ　１日３回　食前　内服。
適宜増減。
小児　１日１～２ｍｇ／ｋｇ　１日３回　分割　食前　内服。
適宜増減，１日３０ｍｇまで。
６歳以上　１日最高１ｍｇ／ｋｇ。

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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［２］．抗悪性腫瘍剤・レボドパ製剤投与時
小児
［１］．周期性嘔吐症，上気道感染症
［２］．抗悪性腫瘍剤投与時
【用法用量】成人　１回１０ｍｇ　１日３回　食前　内服。
レボドパ製剤投与時　１回５～１０ｍｇ　１日３回　食前　内服。
適宜増減。
小児　１日１～２ｍｇ／ｋｇ　１日３回　分割　食前　内服。
適宜増減，１日３０ｍｇまで。
６歳以上　１日最高１ｍｇ／ｋｇ。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．妊婦・妊娠の可能性。
３．消化管出血，機械的イレウス，消化管穿孔。
４．プロラクチン分泌性の下垂体腫瘍（プロラクチノーマ）。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（発疹，発赤，呼吸困難，顔面浮腫，口唇
浮腫等）。
２．錐体外路症状（０．０３％）（後屈頸，眼球側方発作，上肢の伸展，振
戦，筋硬直等）。
３．意識障害，痙攣。
４．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄
疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
肝臓  肝機能異常（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ，ビリルビン，
Ａｌ－Ｐ，ＬＤＨ上昇等）
内分泌  女性化乳房，プロラクチン上昇，乳汁分泌，乳房膨満感，月経
異常
消化器 下痢 便秘，腹痛，腹部圧迫感，口渇，胸やけ，悪心，嘔吐，腹
部膨満感 腹部不快感，腹鳴，腸痙攣
循環器  心悸亢進 ＱＴ延長
皮膚  蕁麻疹，発疹，掻痒
その他  口内のあれ，発汗，眠気，動揺感，眩暈・ふらつき
（表終了）

■禁忌

■副作用

メトクロプラミド

プリンペラン錠５ （５ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2399004F1200
【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】メトクロプラミド
【メーカー】製)アステラス製薬
【薬価】6.4円/1T
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】消化器機能異常治療剤

【効能効果】１．下記の消化器機能異常（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・抗生剤・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
【用法用量】成人　１日塩酸メトクロプラミド１０～３０ｍｇ（本剤　２～６錠）
１日２～３回　分割　食前　内服。
適宜増減。
注意
小児は，錐体外路症状が発現しやすいため，過量投与に注意。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．褐色細胞腫の疑い。
３．消化管に出血，穿孔，器質的閉塞。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（呼吸困難，喉頭浮腫，蕁麻疹等）。
２．悪性症候群（無動緘黙，強度の筋強剛，嚥下困難，頻脈，血圧の変
動，発汗等，発熱，白血球の増加，血清ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇，ミオグロビ
ン尿を伴う腎機能の低下），高熱の持続，意識障害，呼吸困難，循環虚
脱，脱水症状，急性腎障害，死亡。
３．意識障害。
４．痙攣。
５．遅発性ジスキネジア（口周部等の不随意運動）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
錐体外路症状 手指振戦，筋硬直，頸・顔部の攣縮，眼球回転発作，焦
燥感
内分泌 無月経，乳汁分泌，女性型乳房
過敏症 発疹，浮腫
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

燥感
内分泌 無月経，乳汁分泌，女性型乳房
過敏症 発疹，浮腫
（表終了）

モサプリドクエン酸塩水和物

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 （５ｍ
ｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2399010F2237
【薬効分類】２．３．９　その他の消化器官用薬
【一般名】モサプリドクエン酸塩水和物
【先発品】ガスモチン錠５ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】9.9円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】消化管運動機能改善剤

【効能効果】慢性胃炎に伴う消化器症状（胸やけ，悪心・嘔吐）
【用法用量】成人　１日１５ｍｇ　１日３回　分割　食前又は食後　内服。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
劇症肝炎，重篤な肝機能障害（著しいＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－
ＧＴＰの上昇等），黄疸，死亡。

■効能効果・用法用量

■副作用

２．４　ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

２．４．３　甲状腺，副甲状腺ホルモン剤

チアマゾール

メルカゾール錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2432001F1033
【薬効分類】２．４．３　甲状腺，副甲状腺ホルモン剤
【一般名】チアマゾール
【メーカー】製)あすか製薬　販)武田薬品工業　販)中外製薬
【薬価】9.6円/1T
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】抗甲状腺剤
【区分】甲状腺薬

【効能効果】甲状腺機能亢進症
【用法用量】成人　初期量　１日３０ｍｇ　１日３～４回　分割　内服。
重症時　１日４０～６０ｍｇ。
機能亢進症状が消失時　１～４週間ごと漸減　維持量　１日５～１０ｍｇ
１日１～２回　分割　内服。
小児　下記初期量　１日２～４回　分割　内服。
５～１０歳未満　１日１０～２０ｍｇ。
１０～１５歳未満　１日２０～３０ｍｇ。
機能亢進症状の消失時　１～４週間ごと漸減　維持量　１日５～１０ｍｇ
１日１～２回　分割　内服。
妊婦　初期量　１日１５～３０ｍｇ　１日３～４回　分割　内服。
機能亢進症状の消失時　１～４週間ごと漸減　維持量　１日５～１０ｍｇ
１日１～２回　分割　内服。正常妊娠時の甲状腺機能検査値を低下しな
いよう２週間ごと検査，必要最低限量を投与。
適宜増減。

【禁忌】本剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．汎血球減少，再生不良性貧血，無顆粒球症，白血球減少（頻度不
明）（発熱，全身倦怠，咽頭痛等）。
２．低プロトロンビン血症，第ＶＩＩ因子欠乏症，血小板減少，血小板減少
性紫斑病（頻度不明）。
３．肝機能障害，黄疸（頻度不明）。
４．多発性関節炎（頻度不明），移動性関節炎。
５．ＳＬＥ様症状（頻度不明）（発熱，紅斑，筋肉痛，関節痛，リンパ節腫
脹，脾腫等）。
６．インスリン自己免疫症候群（頻度不明）（低血糖等）。
７．間質性肺炎（頻度不明）（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常等）。
８．抗好中球細胞質抗体（ＡＮＣＡ）関連血管炎症候群（頻度不明）（急速
進行性腎炎症候群（血尿，蛋白尿等）や肺出血（初発症状 咳嗽，喀血，
呼吸困難等），発熱，関節痛，関節腫脹，皮膚潰瘍，紫斑等のＡＮＣＡ関
連血管炎症候群による障害）。
９．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇），急性腎不全。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇等
皮膚 脱毛，色素沈着，掻痒感，紅斑等
消化器 悪心・嘔吐，下痢，食欲不振等
精神神経系 頭痛，眩暈，末梢神経異常等
過敏症 発疹，蕁麻疹，発熱等
筋・骨格 こむらがえり，筋肉痛，関節痛
血液 好酸球増多
その他 ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，倦怠感，リンパ節腫脹，唾液腺肥大，浮腫，味
覚異常（味覚減退含む）
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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８．抗好中球細胞質抗体（ＡＮＣＡ）関連血管炎症候群（頻度不明）（急速
進行性腎炎症候群（血尿，蛋白尿等）や肺出血（初発症状 咳嗽，喀血，
呼吸困難等），発熱，関節痛，関節腫脹，皮膚潰瘍，紫斑等のＡＮＣＡ関
連血管炎症候群による障害）。
９．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇），急性腎不全。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇等
皮膚 脱毛，色素沈着，掻痒感，紅斑等
消化器 悪心・嘔吐，下痢，食欲不振等
精神神経系 頭痛，眩暈，末梢神経異常等
過敏症 発疹，蕁麻疹，発熱等
筋・骨格 こむらがえり，筋肉痛，関節痛
血液 好酸球増多
その他 ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，倦怠感，リンパ節腫脹，唾液腺肥大，浮腫，味
覚異常（味覚減退含む）
（表終了）

レボチロキシンナトリウム水和物

チラーヂンＳ錠５０μｇ （５０μｇ１錠）
内 内服 流通
劇

【YJコード】2431004F1056
【薬効分類】２．４．３　甲状腺，副甲状腺ホルモン剤
【一般名】レボチロキシンナトリウム水和物
【メーカー】製)あすか製薬　販)武田薬品工業
【薬価】9.6円/1T
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】甲状腺ホルモン剤
【区分】甲状腺薬

【効能効果】粘液水腫，クレチン病，甲状腺機能低下症（原発性・下垂体
性），甲状腺腫
【用法用量】成人　１回２５～４００μｇ　１日１回　内服。
開始量　２５～１００μｇ，維持量　１００～４００μｇ。
適宜増減。

【禁忌】新鮮な心筋梗塞。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．狭心症。
２．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ等の著しい上
昇，発熱，倦怠感等），黄疸。
３．副腎クリーゼ（全身倦怠感，血圧低下，尿量低下，呼吸困難等）。
４．晩期循環不全（血圧低下，尿量低下，血清ナトリウム低下等）。
重大な副作用（類薬）
（頻度不明）
１．ショック（リオチロニンナトリウム）。
２．うっ血性心不全（リオチロニンナトリウム）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 過敏症状
肝臓 肝機能検査値異常（ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，γ－ＧＴ
Ｐ上昇等）
循環器 心悸亢進，脈拍増加，不整脈
精神神経系 頭痛，眩暈，不眠，振戦，神経過敏・興奮・不安感・躁うつ
等の精神症状
消化器 嘔吐，下痢，食欲不振
その他 筋肉痛，月経障害，体重減少，脱力感，皮膚の潮紅，発汗，発
熱，倦怠感
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２．４．５　副腎ホルモン剤

アドレナリン

ボスミン注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管）
内 注射 流通
劇

【YJコード】2451400A1030
【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】アドレナリン
【メーカー】製)第一三共
【薬価】92円/1A
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】アドレナリン注射液

【メーカー】製)第一三共
【薬価】92円/1A
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】アドレナリン注射液

【効能効果】１．下記による気管支痙攣の緩解
気管支喘息，百日咳
２．各種疾患・状態に伴う急性低血圧・ショック時の補助治療
３．局所麻酔薬の作用延長
４．手術時の局所出血の予防と治療
５．心停止の補助治療
６．虹彩毛様体炎時の虹彩癒着の防止
【用法用量】気管支喘息・百日咳による気管支痙攣の緩解，各種疾患又
は状態に伴う急性低血圧・ショック時の補助治療，心停止の補助治療
成人　１回０．２～１ｍｇ（本剤　０．２～１ｍＬ）　皮下注・筋注。
適宜増減。
蘇生等の緊急時　成人　１回０．２５ｍｇ（本剤　０．２５ｍＬ）まで　ゆっくり
静注（生食等で希釈）。必要時　５～１５分ごとに繰り返す。
局所麻酔薬の作用延長
アドレナリンの０．１％溶液として　血管収縮薬未添加の局所麻酔薬１０
ｍＬに１～２滴（アドレナリン濃度１ １０～２０万）の割合に添加して使
用。
適宜増減。
手術時の局所出血の予防と治療
アドレナリンの０．１％溶液として　単独又は局所麻酔薬に添加し　局所
注入。
適宜増減。
虹彩毛様体炎時の虹彩癒着防止
アドレナリンの０．１％溶液として　点眼，又は結膜下に０．１ｍｇ（本剤
０．１ｍＬ）まで　注射。
適宜増減。

【禁忌】１．下記の投与患者
（１）．ブチロフェノン系・フェノチアジン系等の抗精神病薬，α遮断薬（ア
ナフィラキシーショックの救急治療時以外）。
（２）．イソプレナリン塩酸塩等のカテコールアミン製剤，アドレナリン作動
薬（蘇生等の緊急時以外）。
２．狭隅角や前房が浅い等の眼圧上昇の素因（点眼・結膜下注射使用
時）。
原則禁忌
１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．交感神経作動薬に過敏。
３．動脈硬化症。
４．甲状腺機能亢進症。
５．糖尿病。
６．心室性頻拍等の重症不整脈。
７．精神神経症。
８．コカイン中毒。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．肺水腫（血圧異常上昇）。
２．呼吸困難。
３．心停止（頻脈，不整脈，心悸亢進，胸内苦悶）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上又は頻度不明 ０．１～５％未満 ０．１％未満
循環器 心悸亢進 胸内苦悶，不整脈，顔面潮紅・蒼白，血圧異常上昇
精神神経系 頭痛，眩暈，不安，振戦
過敏症 過敏症状等
消化器 悪心・嘔吐
その他 熱感，発汗
点眼・結膜下注射（眼）使用時 眼瞼，結膜の色素沈着，鼻涙管の色素
沈着による閉鎖，黄斑部の浮腫，微少出血，血管痙攣 結膜・眼瞼・目
のまわり等の過敏症状，結膜充血，眼痛 角膜の色素沈着
点眼・結膜下注射（眼）使用時 全身症状
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

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４
０ｍｇ／１ｍＬ （４０ｍｇ１瓶）

内 注射 流通
ハイリスク

【YJコード】2454402A3033
【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】トリアムシノロンアセトニド
【メーカー】製)ブリストル・マイヤーズスクイブ
【薬価】815円/1V
【薬価収載日】2006/12/08
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

【効能効果】筋注
（１）．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）
（２）．関節リウマチ，若年性関節リウマチ（スチル病含む），リウマチ熱
（リウマチ性心炎含む），リウマチ性多発筋痛
（３）．エリテマトーデス（全身性・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，ヴェゲナ肉芽腫症含
む），多発性筋炎（皮膚筋炎），＊強皮症
（４）．＊ネフローゼ，ネフローゼ症候群
（５）．＊うっ血性心不全
（６）．気管支喘息（筋注は他の投与法では不適当な時のみ），＊薬剤そ
の他の化学物質によるアレルギー・中毒（薬疹，中毒疹含む），＊血清
病
（７）．＊重症感染症（化学療法と併用）
（８）．＊溶血性貧血（免疫性，免疫性機序の疑い），＊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
血病含む），＊顆粒球減少症（本態性，続発性），＊紫斑病（血小板減
少性・血小板非減少性），＊再生不良性貧血，＊凝固因子障害による
出血性素因
（９）．＊限局性腸炎，＊潰瘍性大腸炎
（１０）．＊重症消耗性疾患の全身状態の改善（癌末期，スプルー含む）
（１１）．＊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）．＊脳脊髄炎（脳炎，脊髄炎含む）（一次性脳炎では頭蓋内圧亢
進症状があり，他剤が効果不十分時に短期使用），＊末梢神経炎（ギラ
ンバレー症候群含む），＊重症筋無力症，＊多発性硬化症（視束脊髄
炎含む），＊小舞踏病，＊顔面神経麻痺，＊脊髄蜘網膜炎
（１３）．＊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），類似疾患（近縁疾患），＊好酸性肉芽腫
（１４）．＊特発性低血糖症
（１５）．副腎摘除，＊臓器・組織移植，＊副腎皮質機能不全への外科的
侵襲
（１６）．＊蛇毒・昆虫毒（重症の虫さされ含む）
（１７）．強直性脊椎炎（リウマチ性脊椎炎）
（１８）．＊卵管整形術後の癒着防止
（１９）．＊前立腺癌（他の療法無効時），＊乳癌の再発転移
（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・肛門湿疹，耳介・外耳道
の湿疹・皮膚炎，鼻前庭・鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎等）（重症例以外は
極力投与しない），＊蕁麻疹（慢性例除く）（重症例のみ），★＊乾癬・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（重症例のみ），★＊扁平苔癬（重症例のみ），＊成年性浮腫性硬
化症，＊紅斑症（★多形滲出性紅斑（重症例のみ），結節性紅斑），＊
粘膜皮膚眼症候群〔開口部糜爛性外皮症，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（眼症状のない時），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，Ｓｅ
ｎｅａｒ－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，妊娠性疱疹含む），＊帯状疱疹（重症例のみ），★＊紅皮
症（ヘブラ紅色粃糠疹含む）
（２１）．★＊痒疹群（小児ストロフルス，蕁麻疹様苔癬，固定蕁麻疹含
む）（重症例のみ。固定蕁麻疹は局注）
（２２）．＊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・前眼部の炎症性疾患の対症療法で
点眼が不適当・不十分な時（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，虹彩毛
様体炎）
（２３）．＊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（腐蝕性食道炎，直達鏡使用後）・
食道拡張術後，耳鼻咽喉科の術後の後療法
（２４）．口腔外科術後の後療法
関節腔内注射
（１）．関節リウマチ，若年性関節リウマチ（スチル病含む）
（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（炎症症状がある時），外傷後関節炎，非感染性慢性関節炎
軟組織内注射
（１）．関節周囲炎（非感染性のみ），腱炎（非感染性のみ），腱周囲炎
（非感染性のみ）
（２）．耳鼻咽喉科の術後の後療法
（３）．難治性口内炎・舌炎（局所療法で治癒しないもの）
腱鞘内注射 関節周囲炎（非感染性のみ），腱炎（非感染性のみ），腱鞘
炎（非感染性のみ），腱周囲炎（非感染性のみ）
滑液嚢内注入 関節周囲炎（非感染性のみ），腱周囲炎（非感染性の
み），滑液包炎（非感染性のみ）
ネブライザー
（１）．気管支喘息
（２）．びまん性間質性肺炎（肺線維症）（放射線肺臓炎含む）
（３）．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（腐蝕性食道炎，直達鏡使
用後）・食道拡張術後，耳鼻咽喉科の術後の後療法
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
鼻咽喉科の術後の後療法
副鼻腔内注入 副鼻腔炎・鼻茸，耳鼻咽喉科の術後の後療法
鼻甲介内注射 アレルギー性鼻炎，花粉症（枯草熱），耳鼻咽喉科の術
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，耳鼻咽喉科の
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
喉科の術後の後療法
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（腐蝕性食道炎，直達鏡使用後）・食道拡張術
後，耳鼻咽喉科の術後の後療法
＊ 内服不能時
★ 外用剤で効果不十分時のみ使用
【用法用量】成人　下記１回量。
適宜増減。
（表開始）
投与法 トリアムシノロンアセトニド（ｍｇ） 投与回数
筋注 ２０～８０ １～２週おき
関節腔内注射，軟組織内注射，腱鞘内注射，滑液嚢内注入 ２～４０ 投
与間隔　２週間以上
ネブライザー ２～１０ 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 ２～１０ １日１～３回
鼻甲介内注射，鼻茸内注射 ２～４０
食道注入 ２
（表終了）

■効能効果・用法用量

鼻甲介内注射 アレルギー性鼻炎，花粉症（枯草熱），耳鼻咽喉科の術
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，耳鼻咽喉科の
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
喉科の術後の後療法
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（腐蝕性食道炎，直達鏡使用後）・食道拡張術
後，耳鼻咽喉科の術後の後療法
＊ 内服不能時
★ 外用剤で効果不十分時のみ使用
【用法用量】成人　下記１回量。
適宜増減。
（表開始）
投与法 トリアムシノロンアセトニド（ｍｇ） 投与回数
筋注 ２０～８０ １～２週おき
関節腔内注射，軟組織内注射，腱鞘内注射，滑液嚢内注入 ２～４０ 投
与間隔　２週間以上
ネブライザー ２～１０ 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 ２～１０ １日１～３回
鼻甲介内注射，鼻茸内注射 ２～４０
食道注入 ２
（表終了）

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．感染症のある関節腔内，滑液嚢内，腱鞘内・腱周囲。
３．動揺関節の関節腔内。
原則禁忌
１．有効な抗菌剤のない感染症，全身の真菌症。
２．消化性潰瘍。
３．精神病。
４．結核性疾患。
５．単純疱疹性角膜炎。
６．後嚢白内障。
７．緑内障。
８．高血圧症。
９．電解質異常。
１０．血栓症。
１１．最近行った内臓の手術創のある患者。
１２．急性心筋梗塞の既往。

【副作用】重大な副作用
１．誘発感染症，感染症の増悪，Ｂ型肝炎ウイルスの増殖による肝炎。
２．続発性副腎皮質機能不全，糖尿病。
３．消化性潰瘍，膵炎。
４．精神変調，うつ状態，痙攣。
５．骨粗鬆症，大腿骨・上腕骨等の骨頭無菌性壊死，ミオパシー。
６．緑内障，後嚢白内障，眼内圧亢進。
７．血栓症。
８．ショック，アナフィラキシー（呼吸困難，全身潮紅，血管浮腫，蕁麻疹
等）。
９．喘息発作の増悪。
１０．失明，視力障害，網膜動脈閉塞。
１１．腱断裂。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
投与部位 関節腔内投与；関節の不安定化
（表終了）

■禁忌

■副作用

ノルアドレナリン

ノルアドリナリン注１ｍｇ （０．１％１ｍＬ１管）
内 注射 流通
劇

【YJコード】2451401A1034
【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】ノルアドレナリン
【メーカー】製)第一三共
【薬価】92円/1A
【薬価収載日】2008/06/23
【標榜薬効】血圧上昇剤

【効能効果】各種疾患・状態に伴う急性低血圧・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・ショック，全身麻酔時の急
性低血圧等）
【用法用量】点滴静注
成人　１回１ｍｇ　点滴静注（２５０ｍＬの生食，５％ブドウ糖液，血漿又
は全血等に溶解）。速度　０．５～１ｍＬ／分　血圧を絶えず観察し適宜
調節。
皮下注
成人　１回０．１～１ｍｇ　皮下注。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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調節。
皮下注
成人　１回０．１～１ｍｇ　皮下注。
適宜増減。

【禁忌】１．ハロゲン含有吸入麻酔剤の投与患者。
２．他のカテコールアミン製剤の投与患者。
原則禁忌
１．コカイン中毒。
２．心室性頻拍。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
徐脈。

■禁忌

■副作用

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５００ｍｇ （５００ｍｇ１
瓶（溶解液付））

内 注射 流通
ハイリスク

【YJコード】2452400D6060
【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】1249円/1V
【薬価収載日】2008/06/20
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

【効能効果】急性循環不全（出血性ショック，外傷性ショック），ショック様
状態の救急
気管支喘息
【用法用量】急性循環不全（出血性ショック，外傷性ショック）・ショック様
状態の救急
１回２５０～１０００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。症状の改善なければ
適宜追加。
気管支喘息
（１）．成人　初回量１００～５００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。症状の改
善なければ　１回５０～２００ｍｇ　４～６時間ごと　緩徐に追加。
適宜増減。
（２）．２歳以上の小児　初回量５～７ｍｇ／ｋｇ　緩徐に静注，点滴静注。
症状の改善なければ　１回５～７ｍｇ／ｋｇ　６時間ごと　緩徐に追加。
適宜増減。
（３）．２歳未満の小児　初回量５ｍｇ／ｋｇ　緩徐に静注，点滴静注。症
状の改善なければ　１回５ｍｇ／ｋｇ　６～８時間ごと　緩徐に追加。
適宜増減。

【禁忌】１．下記に投与しない。
本剤の成分に過敏症の既往。
２．下記を投与しない。
生ワクチン・弱毒生ワクチン。
原則禁忌
１．有効な抗菌剤のない感染症，全身の真菌症。
２．急性心筋梗塞の既往。

【副作用】重大な副作用
１．ショック（頻度不明），アナフィラキシー（呼吸困難，全身潮紅，血管浮
腫，蕁麻疹等）。
２．感染症（頻度不明）（ウイルス，細菌，真菌，原虫，寄生虫等による感
染症の誘発・徴候の隠蔽，感染症の悪化等），Ｂ型肝炎ウイルスの増殖
による肝炎。
３．続発性副腎皮質機能不全（頻度不明）。
４．骨粗鬆症（頻度不明）（脊椎圧迫骨折，病的骨折），骨頭無菌性壊死
（頻度不明）（大腿骨，上腕骨等）。
５．胃腸穿孔（頻度不明），消化管出血（頻度不明），消化性潰瘍（頻度
不明）。
６．ミオパシー（頻度不明），四肢麻痺，筋力低下，ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇
等。
７．血栓症（頻度不明）。
８．頭蓋内圧亢進（頻度不明），痙攣（頻度不明）。
９．精神変調（頻度不明），うつ状態（頻度不明）。
１０．糖尿病（頻度不明）。
１１．緑内障（頻度不明），後嚢白内障（頻度不明），眼圧亢進。
１２．気管支喘息（頻度不明），喘息発作の誘発・悪化。
１３．心破裂（頻度不明），急性心筋梗塞。
１４．うっ血性心不全（頻度不明）。
１５．食道炎（頻度不明）。
１６．カポジ肉腫（頻度不明）。
１７．アキレス腱等の腱断裂（頻度不明）。
重大な副作用（類薬（他の副腎皮質ホルモン剤））
心停止，循環性虚脱，不整脈。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

１５．食道炎（頻度不明）。
１６．カポジ肉腫（頻度不明）。
１７．アキレス腱等の腱断裂（頻度不明）。
重大な副作用（類薬（他の副腎皮質ホルモン剤））
心停止，循環性虚脱，不整脈。

プレドニゾロン

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） （１ｍｇ１
錠）

内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】2456001F2023
【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】プレドニゾロン
【メーカー】製)旭化成ファーマ
【薬価】8.1円/1T
【薬価収載日】1998/07/10
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

【効能効果】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．関節リウマチ，若年性関節リウマチ（スチル病含む），リウマチ熱（リ
ウマチ性心炎含む），リウマチ性多発筋痛
３．エリテマトーデス（全身性・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，冠動脈障害の発生の危険がある時）
５．ネフローゼ，ネフローゼ症候群
６．うっ血性心不全
７．気管支喘息，喘息性気管支炎（小児喘息性気管支炎含む），薬剤そ
の他の化学物質によるアレルギー・中毒（薬疹，中毒疹含む），血清病
８．重症感染症（化学療法と併用）
９．溶血性貧血（免疫性，免疫性機序の疑い），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）（皮膚白血病含
む），顆粒球減少症（本態性，続発性），紫斑病（血小板減少性・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．限局性腸炎，潰瘍性大腸炎
１１．重症消耗性疾患の全身状態の改善（癌末期，スプルー含む）
１２．劇症肝炎（重症含む），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）（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み），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．サルコイドーシス（両側肺門リンパ節腫脹のみの時を除く），びまん
性間質性肺炎（肺線維症）（放射線肺臓炎含む）
１４．肺結核（粟粒結核，重症結核のみ）（抗結核剤と併用），結核性髄
膜炎（抗結核剤と併用），結核性胸膜炎（抗結核剤と併用），結核性腹膜
炎（抗結核剤と併用），結核性心嚢炎（抗結核剤と併用）
１５．脳脊髄炎（脳炎，脊髄炎含む）（一次性脳炎では頭蓋内圧亢進症
状があり，他剤が効果不十分時に短期使用），末梢神経炎（ギランバ
レー症候群含む），筋強直症，重症筋無力症，多発性硬化症（視束脊髄
炎含む），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．悪性リンパ腫，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．特発性低血糖症
１８．原因不明の発熱
１９．副腎摘除，臓器・組織移植，侵襲後肺水腫，副腎皮質機能不全へ
の外科的侵襲
２０．蛇毒・昆虫毒（重症の虫さされ含む）
２１．強直性脊椎炎（リウマチ性脊椎炎）
２２．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
２３．前立腺癌（他の療法無効時），陰茎硬結
２４．★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・肛門湿疹，耳介・外耳道の湿
疹・皮膚炎，鼻前庭・鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎等）（重症例以外は極力
投与しない），★痒疹群（小児ストロフルス，蕁麻疹様苔癬，固定蕁麻疹
含む）（重症例のみ。固定蕁麻疹は局注），蕁麻疹（慢性例除く）（重症
例のみ），★乾癬・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（重症例のみ），★毛孔性紅色粃糠疹（重症例の
み），★扁平苔癬（重症例のみ），成年性浮腫性硬化症，紅斑症（★多
形滲出性紅斑（重症例のみ），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）（重症例のみ），ウェーバークリス
チャン病，粘膜皮膚眼症候群〔開口部糜爛性外皮症，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
時），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
のみ），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
疱疹含む），先天性表皮水疱症，帯状疱疹（重症例のみ），★紅皮症
（ヘブラ紅色粃糠疹含む），顔面播種状粟粒性狼瘡（重症例のみ），アレ
ルギー性血管炎・その類症（急性痘瘡様苔癬状粃糠疹含む），潰瘍性
慢性膿皮症，新生児スクレレーマ
２５．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・前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が
不適当・不十分な時（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，虹彩毛様体
炎），眼科の術後炎症
２６．急性・慢性中耳炎，滲出性中耳炎・耳管狭窄症，メニエル病・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）・食道拡張術
後，耳鼻咽喉科の術後の後療法，難治性口内炎・舌炎（局所療法で治
癒しないもの）
２７．嗅覚障害，急性・慢性（反復性）唾液腺炎
★印 外用剤で効果不十分時のみ使用
【用法用量】成人　１日５～６０ｍｇ　１日１～４回　分割　内服。
適宜増減。
悪性リンパ腫 抗悪性腫瘍剤との併用で，１日１００ｍｇ／ｍ２まで。
川崎病の急性期 １日２ｍｇ／ｋｇ（最大６０ｍｇ）　１日３回　分割　内服。
注意
１．投与量，投与スケジュール，漸減中止方法等は，学会のガイドライン
等，最新の情報を参考に投与。
２．川崎病の急性期 有熱期間は注射剤で治療し，解熱後本剤に切りか
える。

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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疱疹含む），先天性表皮水疱症，帯状疱疹（重症例のみ），★紅皮症
（ヘブラ紅色粃糠疹含む），顔面播種状粟粒性狼瘡（重症例のみ），アレ
ルギー性血管炎・その類症（急性痘瘡様苔癬状粃糠疹含む），潰瘍性
慢性膿皮症，新生児スクレレーマ
２５．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・前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が
不適当・不十分な時（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，虹彩毛様体
炎），眼科の術後炎症
２６．急性・慢性中耳炎，滲出性中耳炎・耳管狭窄症，メニエル病・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）・食道拡張術
後，耳鼻咽喉科の術後の後療法，難治性口内炎・舌炎（局所療法で治
癒しないもの）
２７．嗅覚障害，急性・慢性（反復性）唾液腺炎
★印 外用剤で効果不十分時のみ使用
【用法用量】成人　１日５～６０ｍｇ　１日１～４回　分割　内服。
適宜増減。
悪性リンパ腫 抗悪性腫瘍剤との併用で，１日１００ｍｇ／ｍ２まで。
川崎病の急性期 １日２ｍｇ／ｋｇ（最大６０ｍｇ）　１日３回　分割　内服。
注意
１．投与量，投与スケジュール，漸減中止方法等は，学会のガイドライン
等，最新の情報を参考に投与。
２．川崎病の急性期 有熱期間は注射剤で治療し，解熱後本剤に切りか
える。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。
原則禁忌
１．有効な抗菌剤のない感染症，全身の真菌症。
２．消化性潰瘍。
３．精神病。
４．結核性疾患。
５．単純疱疹性角膜炎。
６．後嚢白内障。
７．緑内障。
８．高血圧症。
９．電解質異常。
１０．血栓症。
１１．最近行った内臓の手術創のある患者。
１２．急性心筋梗塞の既往。

【副作用】重大な副作用
１．誘発感染症，感染症の増悪（頻度不明），Ｂ型肝炎ウイルスの増殖
による肝炎。
２．続発性副腎皮質機能不全，糖尿病（頻度不明）。
３．消化管潰瘍，消化管穿孔，消化管出血（頻度不明）。
４．膵炎（頻度不明）。
５．精神変調，うつ状態，痙攣（頻度不明）。
６．骨粗鬆症，大腿骨・上腕骨等の骨頭無菌性壊死，ミオパシー（頻度
不明）。
７．緑内障，後嚢白内障（眼のかすみ），中心性漿液性網脈絡膜症・多
発性後極部網膜色素上皮症（頻度不明）（視力の低下，ものがゆがんで
見えたり小さく見えたり，視野の中心がゆがんで見えにくくなる，限局性
の網膜剥離，広範な網膜剥離），眼圧上昇。
８．血栓症（頻度不明）。
９．心筋梗塞，脳梗塞，動脈瘤（頻度不明）。
１０．硬膜外脂肪腫（頻度不明）。
１１．アキレス腱等の腱断裂（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹
（表終了）

■禁忌

■副作用

プレドニゾロン錠「タケダ」５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】2456001F1353
【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】プレドニゾロン
【メーカー】製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業
【薬価】9.6円/1T
【薬価収載日】2001/09/25
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

【効能効果】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．関節リウマチ，若年性関節リウマチ（スチル病含む），リウマチ熱（リ
ウマチ性心炎含む），リウマチ性多発筋痛
３．エリテマトーデス（全身性・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，冠動脈障害の発生の危険がある時）
５．ネフローゼ，ネフローゼ症候群
６．うっ血性心不全
７．気管支喘息，喘息性気管支炎（小児喘息性気管支炎含む），薬剤そ
の他の化学物質によるアレルギー・中毒（薬疹，中毒疹含む），血清病
８．重症感染症（化学療法と併用）
９．溶血性貧血（免疫性，免疫性機序の疑い），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）（皮膚白血病含
む），顆粒球減少症（本態性，続発性），紫斑病（血小板減少性・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．限局性腸炎，潰瘍性大腸炎
１１．重症消耗性疾患の全身状態の改善（癌末期，スプルー含む）
１２．劇症肝炎（重症含む），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）（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み），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．サルコイドーシス（両側肺門リンパ節腫脹のみの時を除く），びまん
性間質性肺炎（肺線維症）（放射線肺臓炎含む）
１４．肺結核（粟粒結核，重症結核のみ）（抗結核剤と併用），結核性髄
膜炎（抗結核剤と併用），結核性胸膜炎（抗結核剤と併用），結核性腹膜
炎（抗結核剤と併用），結核性心嚢炎（抗結核剤と併用）
１５．脳脊髄炎（脳炎，脊髄炎含む）（一次性脳炎では頭蓋内圧亢進症
状があり，他剤が効果不十分時に短期使用），末梢神経炎（ギランバ
レー症候群含む），筋強直症，重症筋無力症，多発性硬化症（視束脊髄
炎含む），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．悪性リンパ腫，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．特発性低血糖症
１８．原因不明の発熱
１９．副腎摘除，臓器・組織移植，侵襲後肺水腫，副腎皮質機能不全へ
の外科的侵襲
２０．蛇毒・昆虫毒（重症の虫さされ含む）
２１．強直性脊椎炎（リウマチ性脊椎炎）
２２．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
２３．前立腺癌（他の療法無効時），陰茎硬結
２４．★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・肛門湿疹，耳介・外耳道の湿
疹・皮膚炎，鼻前庭・鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎等）（重症例以外は極力
投与しない），★痒疹群（小児ストロフルス，蕁麻疹様苔癬，固定蕁麻疹
含む）（重症例のみ。固定蕁麻疹は局注），蕁麻疹（慢性例除く）（重症
例のみ），★乾癬・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（重症例のみ），★毛孔性紅色粃糠疹（重症例の
み），★扁平苔癬（重症例のみ），成年性浮腫性硬化症，紅斑症（★多
形滲出性紅斑（重症例のみ），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）（重症例のみ），ウェーバークリス
チャン病，粘膜皮膚眼症候群〔開口部糜爛性外皮症，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
時），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
のみ），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
疱疹含む），先天性表皮水疱症，帯状疱疹（重症例のみ），★紅皮症
（ヘブラ紅色粃糠疹含む），顔面播種状粟粒性狼瘡（重症例のみ），アレ
ルギー性血管炎・その類症（急性痘瘡様苔癬状粃糠疹含む），潰瘍性
慢性膿皮症，新生児スクレレーマ
２５．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・前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が
不適当・不十分な時（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，虹彩毛様体
炎），眼科の術後炎症
２６．急性・慢性中耳炎，滲出性中耳炎・耳管狭窄症，メニエル病・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）・食道拡張術
後，耳鼻咽喉科の術後の後療法，難治性口内炎・舌炎（局所療法で治
癒しないもの）
２７．嗅覚障害，急性・慢性（反復性）唾液腺炎
★印 外用剤で効果不十分時のみ使用
【用法用量】成人　１日５～６０ｍｇ（本剤　１～１２錠）　１日１～４回　分
割　内服。
適宜増減。
悪性リンパ腫 抗悪性腫瘍剤との併用で，１日１００ｍｇ／ｍ２まで。
川崎病の急性期 １日２ｍｇ／ｋｇ（最大６０ｍｇ）　１日３回　分割　内服。
注意
１．投与量，投与スケジュール，漸減中止方法等は，学会のガイドライン
等，最新の情報を参考に投与。
２．川崎病の急性期 有熱期間は注射剤で治療し，解熱後本剤に切りか
える。

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品

３．エリテマトーデス（全身性・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，冠動脈障害の発生の危険がある時）
５．ネフローゼ，ネフローゼ症候群
６．うっ血性心不全
７．気管支喘息，喘息性気管支炎（小児喘息性気管支炎含む），薬剤そ
の他の化学物質によるアレルギー・中毒（薬疹，中毒疹含む），血清病
８．重症感染症（化学療法と併用）
９．溶血性貧血（免疫性，免疫性機序の疑い），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）（皮膚白血病含
む），顆粒球減少症（本態性，続発性），紫斑病（血小板減少性・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．限局性腸炎，潰瘍性大腸炎
１１．重症消耗性疾患の全身状態の改善（癌末期，スプルー含む）
１２．劇症肝炎（重症含む），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）（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み），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．サルコイドーシス（両側肺門リンパ節腫脹のみの時を除く），びまん
性間質性肺炎（肺線維症）（放射線肺臓炎含む）
１４．肺結核（粟粒結核，重症結核のみ）（抗結核剤と併用），結核性髄
膜炎（抗結核剤と併用），結核性胸膜炎（抗結核剤と併用），結核性腹膜
炎（抗結核剤と併用），結核性心嚢炎（抗結核剤と併用）
１５．脳脊髄炎（脳炎，脊髄炎含む）（一次性脳炎では頭蓋内圧亢進症
状があり，他剤が効果不十分時に短期使用），末梢神経炎（ギランバ
レー症候群含む），筋強直症，重症筋無力症，多発性硬化症（視束脊髄
炎含む），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．悪性リンパ腫，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．特発性低血糖症
１８．原因不明の発熱
１９．副腎摘除，臓器・組織移植，侵襲後肺水腫，副腎皮質機能不全へ
の外科的侵襲
２０．蛇毒・昆虫毒（重症の虫さされ含む）
２１．強直性脊椎炎（リウマチ性脊椎炎）
２２．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
２３．前立腺癌（他の療法無効時），陰茎硬結
２４．★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・肛門湿疹，耳介・外耳道の湿
疹・皮膚炎，鼻前庭・鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎等）（重症例以外は極力
投与しない），★痒疹群（小児ストロフルス，蕁麻疹様苔癬，固定蕁麻疹
含む）（重症例のみ。固定蕁麻疹は局注），蕁麻疹（慢性例除く）（重症
例のみ），★乾癬・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（重症例のみ），★毛孔性紅色粃糠疹（重症例の
み），★扁平苔癬（重症例のみ），成年性浮腫性硬化症，紅斑症（★多
形滲出性紅斑（重症例のみ），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）（重症例のみ），ウェーバークリス
チャン病，粘膜皮膚眼症候群〔開口部糜爛性外皮症，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
時），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
のみ），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
疱疹含む），先天性表皮水疱症，帯状疱疹（重症例のみ），★紅皮症
（ヘブラ紅色粃糠疹含む），顔面播種状粟粒性狼瘡（重症例のみ），アレ
ルギー性血管炎・その類症（急性痘瘡様苔癬状粃糠疹含む），潰瘍性
慢性膿皮症，新生児スクレレーマ
２５．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・前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が
不適当・不十分な時（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，虹彩毛様体
炎），眼科の術後炎症
２６．急性・慢性中耳炎，滲出性中耳炎・耳管狭窄症，メニエル病・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）・食道拡張術
後，耳鼻咽喉科の術後の後療法，難治性口内炎・舌炎（局所療法で治
癒しないもの）
２７．嗅覚障害，急性・慢性（反復性）唾液腺炎
★印 外用剤で効果不十分時のみ使用
【用法用量】成人　１日５～６０ｍｇ（本剤　１～１２錠）　１日１～４回　分
割　内服。
適宜増減。
悪性リンパ腫 抗悪性腫瘍剤との併用で，１日１００ｍｇ／ｍ２まで。
川崎病の急性期 １日２ｍｇ／ｋｇ（最大６０ｍｇ）　１日３回　分割　内服。
注意
１．投与量，投与スケジュール，漸減中止方法等は，学会のガイドライン
等，最新の情報を参考に投与。
２．川崎病の急性期 有熱期間は注射剤で治療し，解熱後本剤に切りか
える。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。
原則禁忌
１．有効な抗菌剤のない感染症，全身の真菌症。
２．消化性潰瘍。
３．精神病。
４．結核性疾患。
５．単純疱疹性角膜炎。
６．後嚢白内障。
７．緑内障。
８．高血圧症。
９．電解質異常。
１０．血栓症。
１１．最近行った内臓の手術創のある患者。
１２．急性心筋梗塞の既往。

■禁忌
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３．精神病。
４．結核性疾患。
５．単純疱疹性角膜炎。
６．後嚢白内障。
７．緑内障。
８．高血圧症。
９．電解質異常。
１０．血栓症。
１１．最近行った内臓の手術創のある患者。
１２．急性心筋梗塞の既往。

【副作用】重大な副作用
（各頻度不明）
１．誘発感染症，感染症の増悪，Ｂ型肝炎ウイルスの増殖による肝炎。
２．続発性副腎皮質機能不全，糖尿病。
３．消化管潰瘍，消化管穿孔，消化管出血。
４．膵炎。
５．精神変調，うつ状態，痙攣。
６．骨粗鬆症，大腿骨・上腕骨等の骨頭無菌性壊死，ミオパシー。
７．緑内障，後嚢白内障（眼のかすみ），中心性漿液性網脈絡膜症・多
発性後極部網膜色素上皮症（視力の低下，ものがゆがんで見えたり小
さく見えたり，視野の中心がゆがんで見えにくくなる，限局性の網膜剥
離，広範な網膜剥離），眼圧上昇。
８．血栓症。
９．心筋梗塞，脳梗塞，動脈瘤。
１０．硬膜外脂肪腫。
１１．アキレス腱等の腱断裂。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹
（表終了）

■副作用

ベタメタゾン

リンデロン錠０．５ｍｇ （０．５ｍｇ１錠）
内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】2454004F2090
【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】ベタメタゾン
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】13.9円/1T
【薬価収載日】2007/06/15
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

【効能効果】１．内科・小児科
（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（スチル病含
む），リウマチ熱（リウマチ性心炎含む），リウマチ性多発筋痛
（３）．膠原病 エリテマトーデス（全身性・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
腫症含む），多発性筋炎（皮膚筋炎），強皮症
（４）．腎疾患 ネフローゼ，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，
中毒疹含む），血清病
（７）．重症感染症 重症感染症（化学療法と併用）
（８）．血液疾患 溶血性貧血（免疫性，免疫性機序の疑い），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
膚白血病含む），顆粒球減少症（本態性，続発性），紫斑病（血小板減
少性・血小板非減少性），再生不良性貧血，凝固因子障害による出血
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，
スプルー含む）
（１１）．肝疾患 劇症肝炎（重症含む），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）（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み），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（両側肺門リンパ節腫脹のみの時を除
く），びまん性間質性肺炎（肺線維症）（放射線肺臓炎含む）
（１３）．結核性疾患（抗結核剤と併用） 肺結核（粟粒結核，重症結核の
み），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，脊髄炎含む）（一次性脳炎では頭蓋
内圧亢進症状があり，他剤が効果不十分時に短期使用），末梢神経炎
（ギランバレー症候群含む），筋強直症，重症筋無力症，多発性硬化症
（視束脊髄炎含む），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），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 副腎摘除，臓器・組織移植，侵襲後肺水腫，副腎皮質機能不
全への外科的侵襲，蛇毒・昆虫毒（重症の虫さされ含む）
３．整形外科 強直性脊椎炎（リウマチ性脊椎炎）
４．産婦人科 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 前立腺癌（他の療法無効時），陰茎硬結
６．皮膚科 △印 外用剤で効果不十分時のみ使用
△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・肛門湿疹，耳介・外耳道の湿疹・皮
膚炎，鼻前庭・鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎等）（重症例以外は極力投与し
ない），△痒疹群（小児ストロフルス，蕁麻疹様苔癬，固定蕁麻疹含む）
（重症例のみ。固定蕁麻疹は局注），蕁麻疹（慢性例除く）（重症例の
み），△乾癬・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（重症例のみ），△掌蹠膿疱症（重症例のみ），△毛孔性
紅色粃糠疹（重症例のみ），△扁平苔癬（重症例のみ），成年性浮腫性
硬化症，紅斑症〔△多形滲出性紅斑（重症例のみ），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）（重症例の
み），ウェーバークリスチャン病，粘膜皮膚眼症候群〔開口部糜爛性外
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（眼症状のない時），リップシュッツ急性陰門潰瘍〕，レイノー
病，△円形脱毛症（悪性型のみ），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，妊娠性疱疹含む），先天性表皮水疱症，帯状疱疹
（重症例のみ），△紅皮症（ヘブラ紅色粃糠疹含む），顔面播種状粟粒
性狼瘡（重症例のみ），アレルギー性血管炎・その類症（急性痘瘡様苔
癬状粃糠疹含む），潰瘍性慢性膿皮症，新生児スクレレーマ
７．眼科 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・前眼部の炎症性疾患の対症療法で点
眼が不適当・不十分な時（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，虹彩毛様
体炎），眼科の術後炎症
８．耳鼻咽喉科 急性・慢性中耳炎，滲出性中耳炎・耳管狭窄症，メニエ
ル病，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）・食道拡張術後，耳鼻咽喉科の術後の後療法，難
治性口内炎・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
【用法用量】成人　１日０．５～８ｍｇ　１日１～４回　分割　内服。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

病，皮膚細網症，菌状息肉症），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 副腎摘除，臓器・組織移植，侵襲後肺水腫，副腎皮質機能不
全への外科的侵襲，蛇毒・昆虫毒（重症の虫さされ含む）
３．整形外科 強直性脊椎炎（リウマチ性脊椎炎）
４．産婦人科 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 前立腺癌（他の療法無効時），陰茎硬結
６．皮膚科 △印 外用剤で効果不十分時のみ使用
△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・肛門湿疹，耳介・外耳道の湿疹・皮
膚炎，鼻前庭・鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎等）（重症例以外は極力投与し
ない），△痒疹群（小児ストロフルス，蕁麻疹様苔癬，固定蕁麻疹含む）
（重症例のみ。固定蕁麻疹は局注），蕁麻疹（慢性例除く）（重症例の
み），△乾癬・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（重症例のみ），△掌蹠膿疱症（重症例のみ），△毛孔性
紅色粃糠疹（重症例のみ），△扁平苔癬（重症例のみ），成年性浮腫性
硬化症，紅斑症〔△多形滲出性紅斑（重症例のみ），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）（重症例の
み），ウェーバークリスチャン病，粘膜皮膚眼症候群〔開口部糜爛性外
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（眼症状のない時），リップシュッツ急性陰門潰瘍〕，レイノー
病，△円形脱毛症（悪性型のみ），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，妊娠性疱疹含む），先天性表皮水疱症，帯状疱疹
（重症例のみ），△紅皮症（ヘブラ紅色粃糠疹含む），顔面播種状粟粒
性狼瘡（重症例のみ），アレルギー性血管炎・その類症（急性痘瘡様苔
癬状粃糠疹含む），潰瘍性慢性膿皮症，新生児スクレレーマ
７．眼科 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・前眼部の炎症性疾患の対症療法で点
眼が不適当・不十分な時（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，虹彩毛様
体炎），眼科の術後炎症
８．耳鼻咽喉科 急性・慢性中耳炎，滲出性中耳炎・耳管狭窄症，メニエ
ル病，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）・食道拡張術後，耳鼻咽喉科の術後の後療法，難
治性口内炎・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
【用法用量】成人　１日０．５～８ｍｇ　１日１～４回　分割　内服。
適宜増減。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。
原則禁忌
１．有効な抗菌剤のない感染症，全身の真菌症。
２．消化性潰瘍。
３．精神病。
４．結核性疾患。
５．単純疱疹性角膜炎。
６．後嚢白内障。
７．緑内障。
８．高血圧症。
９．電解質異常。
１０．血栓症。
１１．最近行った内臓の手術創のある患者。
１２．急性心筋梗塞の既往。

【副作用】重大な副作用
１．誘発感染症，感染症の増悪（頻度不明），Ｂ型肝炎ウイルスの増殖
による肝炎。
２．続発性副腎皮質機能不全，糖尿病（頻度不明）。
３．消化管潰瘍，消化管穿孔（頻度不明）。
４．膵炎（頻度不明）。
５．精神変調，うつ状態，痙攣（頻度不明）。
６．骨粗鬆症，大腿骨・上腕骨等の骨頭無菌性壊死，ミオパシー（頻度
不明）。
７．緑内障，後嚢白内障（頻度不明），眼圧亢進。
８．血栓症（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹
（表終了）

■禁忌

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン
酸塩

セレスターナ配合錠 （１錠）
内 内服 後発 流通
ハイリスク

【YJコード】2459100F1154
【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩
【先発品】セレスタミン配合錠
【メーカー】製)小林化工　販)ファイザー　販)マイラン製薬　販)和薬
【薬価】5.6円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン剤複合剤

【効能効果】蕁麻疹（慢性例除く），湿疹・皮膚炎群の急性期・急性増悪
期，薬疹，アレルギー性鼻炎
【用法用量】成人　１回１～２錠　１日１～４回　内服。
適宜増減。
漫然使用しない。
注意
副腎皮質ホルモンをプレドニゾロン換算で，１錠中２．５ｍｇ相当を含有，
改善後は漫然使用しない。

【禁忌】１．他の治療法で効果が期待できる場合は，投与しない。局所的
投与で十分な場合，局所療法を行う。
２．本剤の成分に過敏症の既往。
３．緑内障。
４．前立腺肥大等下部尿路に閉塞性疾患。
原則禁忌
１．有効な抗菌剤のない感染症，全身の真菌症。
２．結核性疾患。
３．消化性潰瘍。
４．精神病。
５．単純疱疹性角膜炎。
６．後嚢白内障。
７．高血圧症。
８．電解質異常。
９．血栓症。
１０．最近行った内臓の手術創のある患者。
１１．急性心筋梗塞の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．誘発感染症，感染症の増悪，Ｂ型肝炎ウイルスの増殖による肝炎。
２．続発性副腎皮質機能不全，糖尿病，急性副腎不全。
３．消化性潰瘍（胃潰瘍等），膵炎。
４．精神変調，うつ状態，痙攣，錯乱。
５．骨粗鬆症，ミオパシー，大腿骨・上腕骨等の骨頭無菌性壊死。
６．緑内障，後嚢白内障，眼圧亢進。
７．血栓症。
８．再生不良性貧血，無顆粒球症（クロルフェニラミン製剤）。
９．幼・小児の発育抑制。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，光線過敏症等
循環器 低血圧，心悸亢進，頻脈，期外収縮
体液・電解質 浮腫，低カリウム性アルカローシス，血圧上昇等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

リンデロン注２ｍｇ（０．４％） （２ｍｇ１管）
内 注射 流通
ハイリスク

【YJコード】2454404A1064
【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】178円/1A
【薬価収載日】2005/06/10
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】合成副腎皮質ホルモン剤

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品

【効能効果】☆印は，下記でのみ使用（事由消失時，他の投与法に切り
かえる）
１．静注・点滴静注 内服不能時，緊急時，筋注不適時
２．筋注 内服不能時
内科・小児科
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） 筋注
急性副腎皮質機能不全（副腎クリーゼ） 静注，点滴静注，筋注
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 筋注☆
甲状腺中毒症〔甲状腺（中毒性）クリーゼ〕 静注，点滴静注，筋注☆
リウマチ疾患
関節リウマチ，若年性関節リウマチ（スチル病含む） 筋注，関節腔内注
リウマチ熱（リウマチ性心炎含む） 静注☆，点滴静注☆，筋注
リウマチ性多発筋痛 筋注
膠原病
エリテマトーデス（全身性・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，ヴェゲナ肉芽腫症含む），多発
性筋炎（皮膚筋炎） 静注☆，点滴静注☆，筋注
強皮症 筋注☆
腎疾患
ネフローゼ，ネフローゼ症候群 静注☆，点滴静注☆，筋注☆
心疾患
うっ血性心不全 静注☆，点滴静注☆，筋注☆
アレルギー性疾患
気管支喘息（筋注は他の投与法では不適当な時のみ） 静注，点滴静
注，筋注，ネブライザー
喘息性気管支炎（小児喘息性気管支炎含む） 筋注☆，ネブライザー
喘息発作重積状態，アナフィラキシーショック 静注，点滴静注
薬剤その他の化学物質によるアレルギー・中毒（薬疹，中毒疹含む） 静
注☆，点滴静注☆，筋注☆
血清病 静注，点滴静注，筋注☆
重症感染症
重症感染症（化学療法と併用） 静注，点滴静注，筋注☆
血液疾患
溶血性貧血（免疫性，免疫性機序の疑い），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）（皮膚白血病含む），
顆粒球減少症（本態性，続発性），紫斑病（血小板減少性・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 静注，点
滴静注，筋注☆
髄膜白血病 脊髄腔内注入
消化器疾患
限局性腸炎，潰瘍性大腸炎 静注☆，点滴静注☆，筋注☆，注腸
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，スプルー含む） 静注☆，
点滴静注☆，筋注☆
肝疾患
劇症肝炎（重症含む） 静注，点滴静注，筋注☆
胆汁うっ滞型急性肝炎 点滴静注☆，筋注☆
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） 筋注
☆
肺疾患
びまん性間質性肺炎（肺線維症）（放射線肺臓炎含む） 静注☆，点滴静
注☆，ネブライザー
結核性疾患（抗結核剤と併用）
結核性髄膜炎 脊髄腔内注入
結核性胸膜炎 胸腔内注入
神経疾患
脳脊髄炎（脳炎，脊髄炎含む）（一次性脳炎では頭蓋内圧亢進症状が
あり，他剤が効果不十分時に短期使用），重症筋無力症，多発性硬化
症（視束脊髄炎含む） 静注，点滴静注，筋注☆，脊髄腔内注入
末梢神経炎（ギランバレー症候群含む） 静注☆，点滴静注☆，筋注☆，
脊髄腔内注入
小舞踏病，顔面神経麻痺，脊髄蜘網膜炎 筋注☆
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），類似疾患（近縁疾患） 静注，点滴静注，筋注☆，脊髄腔
内注入
好酸性肉芽腫 静注，点滴静注，筋注☆
乳癌の再発転移 筋注☆
その他の内科的疾患
特発性低血糖症 静注，点滴静注，筋注☆
原因不明の発熱 筋注☆
外科
副腎摘除 静注，点滴静注，筋注
臓器・組織移植，副腎皮質機能不全への外科的侵襲，蛇毒・昆虫毒（重
症の虫さされ含む） 筋注☆
侵襲後肺水腫 静注，ネブライザー
外科的ショック・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） 静注
整形外科
強直性脊椎炎（リウマチ性脊椎炎） 筋注
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
（炎症症状がある時），外傷後関節炎，非感染性慢性関節炎，痛風性関
節炎 関節腔内注射
関節周囲炎（非感染性のみ），腱周囲炎（非感染性のみ） 軟組織内注
射，腱鞘内注射，滑液嚢内注入
腱炎（非感染性のみ） 軟組織内注射，腱鞘内注射
腱鞘炎（非感染性のみ） 腱鞘内注射
滑液包炎（非感染性のみ） 滑液嚢内注入
産婦人科
卵管閉塞症（不妊症）への通水療法 卵管腔内注入
卵管整形術後の癒着防止 筋注☆，卵管腔内注入
副腎皮質機能障害による排卵障害 筋注☆
早産が予期される時，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 筋注
泌尿器科
前立腺癌（他の療法無効時），陰茎硬結 筋注☆
皮膚科 △印 外用剤で効果不十分時のみ使用
△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・肛門湿疹，耳介・外耳道の湿疹・皮
膚炎，鼻前庭・鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎等）（重症例以外は極力投与し
ない）
△痒疹群（小児ストロフルス，蕁麻疹様苔癬，固定蕁麻疹含む）（重症
例のみ。固定蕁麻疹は局注）
△類乾癬（重症例のみ），△掌蹠膿疱症（重症例のみ），△毛孔性紅色
粃糠疹（重症例のみ），成年性浮腫性硬化症，紅斑症〔△多形滲出性紅
斑（重症例のみ），結節性紅斑〕，レイノー病，先天性表皮水疱症，帯状
疱疹（重症例のみ），顔面播種状粟粒性狼瘡（重症例のみ），潰瘍性慢
性膿皮症，新生児スクレレーマ 筋注☆
蕁麻疹（慢性例除く）（重症例のみ），△乾癬・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）（重症例のみ），ウェーバークリスチャン
病，粘膜皮膚眼症候群〔開口部糜爛性外皮症，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（眼症状のない時），
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，妊娠性疱疹含む），△紅皮症（ヘブラ紅色粃糠疹含
む） 点滴静注☆，筋注☆
眼科
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） 静注☆，筋注☆，結膜下注射，球後注射，点眼
外・前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適当，不十分な時（眼
瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，虹彩毛様体炎） 静注☆，筋注☆，結膜
下注射，球後注射
眼科の術後炎症 静注☆，筋注☆，結膜下注射，点眼
耳鼻咽喉科
急性・慢性中耳炎 静注☆，点滴静注☆，筋注☆，中耳腔内注入
滲出性中耳炎・耳管狭窄症 静注☆，点滴静注☆，筋注☆，中耳腔内注
入，耳管内注入
メニエル病・メニエル症候群，急性感音性難聴，口腔外科術後の後療
法 静注，点滴静注，筋注
血管運動（神経）性鼻炎，アレルギー性鼻炎，花粉症（枯草熱） 筋注，
ネブライザー，鼻腔内注入，鼻甲介内注射
副鼻腔炎・鼻茸 筋注，ネブライザー，鼻腔内注入，副鼻腔内注入，鼻茸
内注射
進行性壊疽性鼻炎 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
喉頭炎・喉頭浮腫 静注，点滴静注，筋注，ネブライザー，喉頭・気管注
入
喉頭ポリープ・結節 静注☆，点滴静注☆，筋注☆，ネブライザー，喉
頭・気管注入
食道の炎症（腐蝕性食道炎，直達鏡使用後）・食道拡張術後 静注，点
滴静注，筋注，ネブライザー，食道注入
耳鼻咽喉科の術後の後療法 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
難治性口内炎・舌炎（局所療法で治癒しないもの） 軟組織内注射
嗅覚障害 静注☆，点滴静注☆，筋注☆，ネブライザー，鼻腔内注入
急性・慢性（反復性）唾液腺炎 静注☆，点滴静注☆，筋注☆，唾液腺管
内注入
注意
母体投与による新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制では，高次医療施
設での周産期管理が可能な状況で投与。
【用法用量】成人　下記１回量。
適宜増減（母体投与による新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制除く）
（表開始）
投与法 ベタメタゾンｍｇ（ｍＬ） 備考
静注 ２～８ ３～６時間ごと
点滴静注 ２～１０ １日１～２回
筋注 ２～８ ３～６時間ごと
筋注 母体投与による新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制 １２ ２４時間
ごとに計２回
関節腔内注射 １～５ 投与間隔　２週間以上
軟組織内注射 １～５ 投与間隔　２週間以上
腱鞘内注射 １～５ 投与間隔　２週間以上
滑液嚢内注入 １～５ 投与間隔　２週間以上
脊髄腔内注入 １～５ 週１～３回
胸腔内注入 １～５ 週１～３回
卵管腔内注入 ０．４～１ －
注腸 ０．４～６ －
結膜下注射 ０．４～２（液量　０．２～０．５） －
球後注射 ０．８～４（液量　０．５～１） －
点眼 ０．２５～１ｍｇ／ｍＬ溶液１～２滴 １日３～８回
ネブライザー ０．１～２ １日１～３回
鼻腔内注入 ０．１～２ １日１～３回
副鼻腔内注入 ０．１～２ １日１～３回
鼻甲介内注射 １～５ －
鼻茸内注射 １～５ －
喉頭・気管注入 ０．１～２ １日１～３回
中耳腔内注入 ０．１～２ １日１～３回
耳管内注入 ０．１～２ １日１～３回
食道注入 １～２ －
唾液腺管内注入 ０．５～１ －
（表終了）
注意
母体投与による新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制 本剤投与から出産
までの最適期間は投与開始後２４時間以上７日間以内。それ以降に本
剤を繰り返し投与した時の有効性と安全性は未確立，児の娩出時期を
考慮して投与時期を決定。

■効能効果・用法用量
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滑液包炎（非感染性のみ） 滑液嚢内注入
産婦人科
卵管閉塞症（不妊症）への通水療法 卵管腔内注入
卵管整形術後の癒着防止 筋注☆，卵管腔内注入
副腎皮質機能障害による排卵障害 筋注☆
早産が予期される時，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 筋注
泌尿器科
前立腺癌（他の療法無効時），陰茎硬結 筋注☆
皮膚科 △印 外用剤で効果不十分時のみ使用
△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・肛門湿疹，耳介・外耳道の湿疹・皮
膚炎，鼻前庭・鼻翼周辺の湿疹・皮膚炎等）（重症例以外は極力投与し
ない）
△痒疹群（小児ストロフルス，蕁麻疹様苔癬，固定蕁麻疹含む）（重症
例のみ。固定蕁麻疹は局注）
△類乾癬（重症例のみ），△掌蹠膿疱症（重症例のみ），△毛孔性紅色
粃糠疹（重症例のみ），成年性浮腫性硬化症，紅斑症〔△多形滲出性紅
斑（重症例のみ），結節性紅斑〕，レイノー病，先天性表皮水疱症，帯状
疱疹（重症例のみ），顔面播種状粟粒性狼瘡（重症例のみ），潰瘍性慢
性膿皮症，新生児スクレレーマ 筋注☆
蕁麻疹（慢性例除く）（重症例のみ），△乾癬・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）（重症例のみ），ウェーバークリスチャン
病，粘膜皮膚眼症候群〔開口部糜爛性外皮症，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（眼症状のない時），
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，妊娠性疱疹含む），△紅皮症（ヘブラ紅色粃糠疹含
む） 点滴静注☆，筋注☆
眼科
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） 静注☆，筋注☆，結膜下注射，球後注射，点眼
外・前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適当，不十分な時（眼
瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，虹彩毛様体炎） 静注☆，筋注☆，結膜
下注射，球後注射
眼科の術後炎症 静注☆，筋注☆，結膜下注射，点眼
耳鼻咽喉科
急性・慢性中耳炎 静注☆，点滴静注☆，筋注☆，中耳腔内注入
滲出性中耳炎・耳管狭窄症 静注☆，点滴静注☆，筋注☆，中耳腔内注
入，耳管内注入
メニエル病・メニエル症候群，急性感音性難聴，口腔外科術後の後療
法 静注，点滴静注，筋注
血管運動（神経）性鼻炎，アレルギー性鼻炎，花粉症（枯草熱） 筋注，
ネブライザー，鼻腔内注入，鼻甲介内注射
副鼻腔炎・鼻茸 筋注，ネブライザー，鼻腔内注入，副鼻腔内注入，鼻茸
内注射
進行性壊疽性鼻炎 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
喉頭炎・喉頭浮腫 静注，点滴静注，筋注，ネブライザー，喉頭・気管注
入
喉頭ポリープ・結節 静注☆，点滴静注☆，筋注☆，ネブライザー，喉
頭・気管注入
食道の炎症（腐蝕性食道炎，直達鏡使用後）・食道拡張術後 静注，点
滴静注，筋注，ネブライザー，食道注入
耳鼻咽喉科の術後の後療法 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
難治性口内炎・舌炎（局所療法で治癒しないもの） 軟組織内注射
嗅覚障害 静注☆，点滴静注☆，筋注☆，ネブライザー，鼻腔内注入
急性・慢性（反復性）唾液腺炎 静注☆，点滴静注☆，筋注☆，唾液腺管
内注入
注意
母体投与による新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制では，高次医療施
設での周産期管理が可能な状況で投与。
【用法用量】成人　下記１回量。
適宜増減（母体投与による新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制除く）
（表開始）
投与法 ベタメタゾンｍｇ（ｍＬ） 備考
静注 ２～８ ３～６時間ごと
点滴静注 ２～１０ １日１～２回
筋注 ２～８ ３～６時間ごと
筋注 母体投与による新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制 １２ ２４時間
ごとに計２回
関節腔内注射 １～５ 投与間隔　２週間以上
軟組織内注射 １～５ 投与間隔　２週間以上
腱鞘内注射 １～５ 投与間隔　２週間以上
滑液嚢内注入 １～５ 投与間隔　２週間以上
脊髄腔内注入 １～５ 週１～３回
胸腔内注入 １～５ 週１～３回
卵管腔内注入 ０．４～１ －
注腸 ０．４～６ －
結膜下注射 ０．４～２（液量　０．２～０．５） －
球後注射 ０．８～４（液量　０．５～１） －
点眼 ０．２５～１ｍｇ／ｍＬ溶液１～２滴 １日３～８回
ネブライザー ０．１～２ １日１～３回
鼻腔内注入 ０．１～２ １日１～３回
副鼻腔内注入 ０．１～２ １日１～３回
鼻甲介内注射 １～５ －
鼻茸内注射 １～５ －
喉頭・気管注入 ０．１～２ １日１～３回
中耳腔内注入 ０．１～２ １日１～３回
耳管内注入 ０．１～２ １日１～３回
食道注入 １～２ －
唾液腺管内注入 ０．５～１ －
（表終了）
注意
母体投与による新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制 本剤投与から出産
までの最適期間は投与開始後２４時間以上７日間以内。それ以降に本
剤を繰り返し投与した時の有効性と安全性は未確立，児の娩出時期を
考慮して投与時期を決定。

鼻腔内注入 ０．１～２ １日１～３回
副鼻腔内注入 ０．１～２ １日１～３回
鼻甲介内注射 １～５ －
鼻茸内注射 １～５ －
喉頭・気管注入 ０．１～２ １日１～３回
中耳腔内注入 ０．１～２ １日１～３回
耳管内注入 ０．１～２ １日１～３回
食道注入 １～２ －
唾液腺管内注入 ０．５～１ －
（表終了）
注意
母体投与による新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制 本剤投与から出産
までの最適期間は投与開始後２４時間以上７日間以内。それ以降に本
剤を繰り返し投与した時の有効性と安全性は未確立，児の娩出時期を
考慮して投与時期を決定。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．感染症のある関節腔内，滑液嚢内，腱鞘内・腱周囲。
３．動揺関節の関節腔内。
原則禁忌
１．有効な抗菌剤のない感染症，全身の真菌症。
２．消化性潰瘍。
３．精神病。
４．結核性疾患。
５．単純疱疹性角膜炎。
６．後嚢白内障。
７．緑内障。
８．高血圧症。
９．電解質異常。
１０．血栓症。
１１．最近行った内臓の手術創のある患者。
１２．急性心筋梗塞の既往。
１３．ウイルス性結膜・角膜疾患，結核性眼疾患，真菌性眼疾患，急性
化膿性眼疾患への眼科的投与。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（０．１％未満）（呼吸困難，全身潮紅，血管
浮腫，蕁麻疹等）。
２．誘発感染症，感染症の増悪（頻度不明），Ｂ型肝炎ウイルスの増殖
による肝炎。
３．続発性副腎皮質機能不全，糖尿病（頻度不明）。
４．消化管潰瘍，消化管穿孔（頻度不明）。
５．膵炎（頻度不明）。
６．精神変調，うつ状態，痙攣（頻度不明）。
７．骨粗鬆症，大腿骨・上腕骨等の骨頭無菌性壊死，ミオパシー（頻度
不明）。
８．緑内障，後嚢白内障（頻度不明），眼圧亢進。
９．血栓症（頻度不明）。
１０．喘息発作の増悪（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
投与部位 関節の不安定化（関節腔内投与）
（表終了）

■禁忌

■副作用

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１２５ｍｇ （１２５ｍｇ１
瓶（溶解液付））

内 注射 流通
ハイリスク

【YJコード】2456400D2098
【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】803円/1V
【薬価収載日】2008/06/20
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

【効能効果】（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（運動機能障害・感覚機能障
害）の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，ヴェゲナ肉芽腫症，結節性多発
動脈炎，Ｃｈｕｒｇ－Ｓｔｒａｕｓｓ症候群，大動脈炎症候群等），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，難治
性リウマチ性疾患
（７）．気管支喘息
（８）．下記の悪性腫瘍への他の抗悪性腫瘍剤との併用療法
再発・難治性の悪性リンパ腫
注意
（１）．ネフローゼ症候群，治療抵抗性のリウマチ性疾患 経口副腎皮質
ホルモン剤（プレドニゾロン等）による治療で効果不十分時に使用。
（２）．気管支喘息 最新のガイドラインを参考に，適切な患者に使用。
【用法用量】１．急性循環不全
出血性ショック
１回１２５～２０００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。症状の改善なければ
適宜追加。
感染性ショック
成人　１回１０００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。症状の改善なければ　１
０００ｍｇを追加。
適宜増減。
２．腎臓移植に伴う免疫反応の抑制
成人　１日４０～１０００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。
適宜増減。
３．受傷後８時間以内の急性脊髄損傷（運動機能障害，感覚機能障害）
の神経機能障害の改善
受傷後８時間以内に　３０ｍｇ／ｋｇを１５分かけ　点滴静注。以後４５分
間休薬し　５．４ｍｇ／ｋｇ／時を２３時間　点滴静注。
４．ネフローゼ症候群
成人　１日５００～１０００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。
小児　１日３０ｍｇ／ｋｇ（最大１０００ｍｇ）　緩徐に静注，点滴静注。
５．多発性硬化症の急性増悪
成人　１日５００～１０００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。
６．治療抵抗性のリウマチ性疾患
成人　１日５００～１０００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。
小児　１日３０ｍｇ／ｋｇ　緩徐に静注，点滴静注。
適宜増減，１日１０００ｍｇまで。
７．気管支喘息
成人　初回量　４０～１２５ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。以後４０～８０ｍ
ｇを４～６時間ごと　緩徐に追加。
小児　１～１．５ｍｇ／ｋｇ　緩徐に静注，点滴静注。以後１～１．５ｍｇ／ｋ
ｇを４～６時間ごと　緩徐に追加。
８．再発・難治性の悪性リンパ腫への他の抗悪性腫瘍剤との併用療法
１日２５０～５００ｍｇ　１日１回　５日間　緩徐に静注，点滴静注。これを
１コースとし，３～４週ごとに繰り返す。
注意
１．ネフローゼ症候群 投与回数や投与スケジュールは，国内外のガイド
ライン等の最新の情報を参考。
２．多発性硬化症の急性増悪 投与回数等は，国内外のガイドライン等
の最新の情報を参考。
３．再発・難治性の悪性リンパ腫への他の抗悪性腫瘍剤との併用療法
は，関連文献，併用薬剤の添付文書を熟読。

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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性リウマチ性疾患
（７）．気管支喘息
（８）．下記の悪性腫瘍への他の抗悪性腫瘍剤との併用療法
再発・難治性の悪性リンパ腫
注意
（１）．ネフローゼ症候群，治療抵抗性のリウマチ性疾患 経口副腎皮質
ホルモン剤（プレドニゾロン等）による治療で効果不十分時に使用。
（２）．気管支喘息 最新のガイドラインを参考に，適切な患者に使用。
【用法用量】１．急性循環不全
出血性ショック
１回１２５～２０００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。症状の改善なければ
適宜追加。
感染性ショック
成人　１回１０００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。症状の改善なければ　１
０００ｍｇを追加。
適宜増減。
２．腎臓移植に伴う免疫反応の抑制
成人　１日４０～１０００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。
適宜増減。
３．受傷後８時間以内の急性脊髄損傷（運動機能障害，感覚機能障害）
の神経機能障害の改善
受傷後８時間以内に　３０ｍｇ／ｋｇを１５分かけ　点滴静注。以後４５分
間休薬し　５．４ｍｇ／ｋｇ／時を２３時間　点滴静注。
４．ネフローゼ症候群
成人　１日５００～１０００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。
小児　１日３０ｍｇ／ｋｇ（最大１０００ｍｇ）　緩徐に静注，点滴静注。
５．多発性硬化症の急性増悪
成人　１日５００～１０００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。
６．治療抵抗性のリウマチ性疾患
成人　１日５００～１０００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。
小児　１日３０ｍｇ／ｋｇ　緩徐に静注，点滴静注。
適宜増減，１日１０００ｍｇまで。
７．気管支喘息
成人　初回量　４０～１２５ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。以後４０～８０ｍ
ｇを４～６時間ごと　緩徐に追加。
小児　１～１．５ｍｇ／ｋｇ　緩徐に静注，点滴静注。以後１～１．５ｍｇ／ｋ
ｇを４～６時間ごと　緩徐に追加。
８．再発・難治性の悪性リンパ腫への他の抗悪性腫瘍剤との併用療法
１日２５０～５００ｍｇ　１日１回　５日間　緩徐に静注，点滴静注。これを
１コースとし，３～４週ごとに繰り返す。
注意
１．ネフローゼ症候群 投与回数や投与スケジュールは，国内外のガイド
ライン等の最新の情報を参考。
２．多発性硬化症の急性増悪 投与回数等は，国内外のガイドライン等
の最新の情報を参考。
３．再発・難治性の悪性リンパ腫への他の抗悪性腫瘍剤との併用療法
は，関連文献，併用薬剤の添付文書を熟読。

【禁忌】１．下記に投与しない。
本剤の成分に過敏症の既往。
２．下記を投与しない。
生ワクチン・弱毒生ワクチン。
原則禁忌
１．有効な抗菌剤のない感染症，全身の真菌症。
２．腎機能低下・慢性腎不全のある重症感染症。
３．急性心筋梗塞の既往。

【副作用】重大な副作用
１．ショック（０．０８％），アナフィラキシー（呼吸困難，全身潮紅，血管浮
腫，蕁麻疹等）。
２．心停止（頻度不明），循環性虚脱（頻度不明），不整脈（頻度不明）。
３．感染症（２．５４％）（ウイルス，細菌，真菌，原虫，寄生虫等による感
染症の誘発，徴候の隠蔽，感染症の悪化等），Ｂ型肝炎ウイルスの増
殖による肝炎。
４．続発性副腎皮質機能不全（頻度不明）。
５．骨粗鬆症（頻度不明）（脊椎圧迫骨折，病的骨折），骨頭無菌性壊死
（０．３６％）（大腿骨，上腕骨等）。
６．胃腸穿孔（０．０２％），消化管出血（０．８０％），消化性潰瘍（０．０
２％）。
７．ミオパシー（頻度不明），四肢麻痺，筋力低下，ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇。
８．血栓症（頻度不明）（心筋梗塞，腸間膜動脈血栓症等），血小板減
少。
９．頭蓋内圧亢進（頻度不明），痙攣（頻度不明）。
１０．精神変調（０．０６％），うつ状態（０．０２％）。
１１．糖尿病（３．９５％）。
１２．緑内障（頻度不明），後嚢白内障（０．０９％）（眼のかすみ），中心
性漿液性脈絡網膜症（頻度不明），多発性後極部網膜色素上皮症（頻
度不明）（視力の低下，ものがゆがんで見えたり小さく見えたり，視野の
中心がゆがんで見えにくくなる，限局性の網膜剥離，広範な網膜剥
離），眼圧上昇。
１３．気管支喘息（頻度不明），喘息発作の誘発・悪化。
１４．心破裂（頻度不明）。
１５．膵炎（０．０３％）（出血性膵炎等）。
１６．うっ血性心不全（０．０２％）。
１７．食道炎（頻度不明）。
１８．カポジ肉腫（頻度不明）。
１９．アキレス腱等の腱断裂（頻度不明）。
２０．肝機能障害（１．２１％）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐの上昇
等），黄疸（頻度不明）。

■禁忌

■副作用

２０．肝機能障害（１．２１％）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐの上昇
等），黄疸（頻度不明）。

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルＮａ注
射用１２５ｍｇ「サワイ」 （１２５ｍｇ１瓶（溶解
液付））

内 注射 後発 流通
ハイリスク

【YJコード】2456400D2101
【薬効分類】２．４．５　副腎ホルモン剤
【一般名】メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム
【先発品】ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】321円/1V
【薬価収載日】2011/11/28
【ハイリスク分類】免疫抑制剤
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン剤

【効能効果】（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（運動機能障害・感覚機能障
害）の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，ヴェゲナ肉芽腫症，結節性多発
動脈炎，Ｃｈｕｒｇ－Ｓｔｒａｕｓｓ症候群，大動脈炎症候群等），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，難治
性リウマチ性疾患
（７）．気管支喘息
（８）．下記の悪性腫瘍への他の抗悪性腫瘍剤との併用療法
再発・難治性の悪性リンパ腫
注意
（１）．ネフローゼ症候群，治療抵抗性のリウマチ性疾患 経口副腎皮質
ホルモン剤（プレドニゾロン等）による治療で効果不十分時に使用。
（２）．気管支喘息 最新のガイドラインを参考に，適切な患者に使用。
【用法用量】１．急性循環不全
出血性ショック
１回１２５～２０００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。症状の改善なければ
適宜追加。
感染性ショック
成人　１回１０００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。症状の改善なければ　１
０００ｍｇを追加。
適宜増減。
２．腎臓移植に伴う免疫反応の抑制
成人　１日４０～１０００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。
適宜増減。
３．受傷後８時間以内の急性脊髄損傷（運動機能障害，感覚機能障害）
の神経機能障害の改善
受傷後８時間以内に　３０ｍｇ／ｋｇを１５分かけ　点滴静注。以後４５分
間休薬し　５．４ｍｇ／ｋｇ／時を２３時間　点滴静注。
４．ネフローゼ症候群
成人　１日５００～１０００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。
小児　１日３０ｍｇ／ｋｇ（最大１０００ｍｇ）　緩徐に静注，点滴静注。
５．多発性硬化症の急性増悪
成人　１日５００～１０００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。
６．治療抵抗性のリウマチ性疾患
成人　１日５００～１０００ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。
小児　１日３０ｍｇ／ｋｇ　緩徐に静注，点滴静注。
適宜増減，１日１０００ｍｇまで。
７．気管支喘息
成人　初回量　４０～１２５ｍｇ　緩徐に静注，点滴静注。以後４０～８０ｍ
ｇを４～６時間ごと　緩徐に追加。
小児　１～１．５ｍｇ／ｋｇ　緩徐に静注，点滴静注。以後１～１．５ｍｇ／ｋ
ｇを４～６時間ごと　緩徐に追加。
８．再発・難治性の悪性リンパ腫への他の抗悪性腫瘍剤との併用療法
１日２５０～５００ｍｇ　１日１回　５日間　緩徐に静注，点滴静注。これを
１コースとし，３～４週ごとに繰り返す。
注意
１．ネフローゼ症候群 投与回数や投与スケジュールは，国内外のガイド
ライン等の最新の情報を参考。
２．多発性硬化症の急性増悪 投与回数等は，国内外のガイドライン等
の最新の情報を参考。
３．再発・難治性の悪性リンパ腫への他の抗悪性腫瘍剤との併用療法
は，関連文献，併用薬剤の添付文書を熟読。

【禁忌】１．下記に投与しない。
本剤の成分に過敏症の既往。
２．下記を投与しない。
生ワクチン・弱毒生ワクチン。
原則禁忌
１．有効な抗菌剤のない感染症，全身の真菌症。
２．腎機能低下・慢性腎不全のある重症感染症。
３．急性心筋梗塞の既往。

■効能効果・用法用量

■禁忌

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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３．急性心筋梗塞の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（呼吸困難，全身潮紅，血管浮腫，蕁麻疹
等）。
２．心停止，循環性虚脱，不整脈。
３．感染症（ウイルス，細菌，真菌，原虫，寄生虫等による感染症の誘
発，徴候の隠蔽，感染症の悪化等），Ｂ型肝炎ウイルスの増殖による肝
炎。
４．続発性副腎皮質機能不全。
５．骨粗鬆症（脊椎圧迫骨折，病的骨折），骨頭無菌性壊死（大腿骨，上
腕骨等）。
６．胃腸穿孔，消化管出血，消化性潰瘍。
７．ミオパシー，四肢麻痺，筋力低下，ＣＫ（ＣＰＫ）の上昇。
８．血栓症（心筋梗塞，腸間膜動脈血栓症等），血小板減少。
９．頭蓋内圧亢進，痙攣。
１０．精神変調，うつ状態。
１１．糖尿病。
１２．緑内障，後嚢白内障（眼のかすみ），中心性漿液性脈絡網膜症・多
発性後極部網膜色素上皮症（視力の低下，ものがゆがんで見えたり小
さく見えたり，視野の中心がゆがんで見えにくくなる，限局性の網膜剥
離，広範な網膜剥離），眼圧上昇。
１３．気管支喘息，喘息発作の誘発・悪化。
１４．心破裂。
１５．膵炎（出血性膵炎等）。
１６．うっ血性心不全。
１７．食道炎。
１８．カポジ肉腫。
１９．アキレス腱等の腱断裂。
２０．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐの上昇等），黄疸。

■副作用

２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン
剤を含む。）

インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）

インスリン グラルギンＢＳ注ミリオペン「リ
リー」 （３００単位１キット）

内 注射 自注 後発 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】2492420G1024
【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）
【メーカー】製)日本イーライリリー
【薬価】1481円/1kit
【薬価収載日】2015/05/29
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】持効型溶解インスリンアナログ製剤
【区分】糖尿病薬

【効能効果】インスリン療法が適応となる糖尿病
注意
糖尿病の診断が確立した患者のみ適用を考慮。
糖尿病以外にも耐糖能異常，尿糖陽性等，糖尿病類似の症状（腎性糖
尿，甲状腺機能異常等）に注意。
【用法用量】成人　初期　１回４～２０単位　１日１回　朝食前又は就寝前
（定刻）　皮下注。ときに他のインスリン製剤を併用。
適宜増減。その他のインスリン製剤の投与量を含めた維持量　１日４～
８０単位。
必要時，上記量超えての使用あり。
注意
１．作用時間，１ｍＬあたりのインスリン含有単位と病状に注意し，製剤
的特徴に適する場合に投与。
２．糖尿病性昏睡，急性感染症，手術等緊急時は，本剤のみの処置は
適当でなく，速効型インスリン製剤を使用。
３．中間型又は持続型インスリン製剤から本剤に変更時，下記を参考に
投与を開始し，適宜増減等，作用特性を考慮。
（１）．インスリン　グラルギン３００単位／ｍＬ製剤から本剤に変更時
初期量は，前治療のインスリン　グラルギン３００単位／ｍＬ製剤の１日
量と同単位よりも低用量を目安として投与を開始。
（２）．インスリン　グラルギン３００単位／ｍＬ製剤以外の中間型又は持
続型インスリン製剤から本剤に変更時
［１］．１日１回投与の中間型又は持続型インスリン製剤から本剤に変更
時，初期量は，前治療の中間型又は持続型インスリン製剤の１日量と
同単位を目安として投与を開始。
［２］．１日２回投与の中間型インスリン製剤から本剤への切りかえは，
使用経験がない。
（３）．インスリン　グラルギン３００単位／ｍＬ製剤又は中間型インスリン
製剤からインスリン　グラルギン１００単位／ｍＬ製剤への切りかえ直後
に低血糖あり。中間型又は持続型インスリン製剤から本剤に変更時，
併用している速効型インスリン製剤，超速効型インスリンアナログ製剤
又は他の糖尿病用薬の投与量及び投与スケジュールの調整が必要。
４．インスリン製剤以外の他の糖尿病用薬から本剤に変更時又はイン
スリン製剤以外の他の糖尿病用薬と本剤を併用時 低用量から開始
等，本剤の作用特性を考慮。
５．ヒトインスリンへの獲得抗体を有し，高用量のインスリンの必要時で
は，他のインスリン製剤から本剤への変更で，本剤の需要量の急激な
変化の可能性。

■効能効果・用法用量

併用している速効型インスリン製剤，超速効型インスリンアナログ製剤
又は他の糖尿病用薬の投与量及び投与スケジュールの調整が必要。
４．インスリン製剤以外の他の糖尿病用薬から本剤に変更時又はイン
スリン製剤以外の他の糖尿病用薬と本剤を併用時 低用量から開始
等，本剤の作用特性を考慮。
５．ヒトインスリンへの獲得抗体を有し，高用量のインスリンの必要時で
は，他のインスリン製剤から本剤への変更で，本剤の需要量の急激な
変化の可能性。

【禁忌】１．低血糖症状。
２．本剤の成分・他のインスリン　グラルギン製剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．低血糖（１．９％）（脱力感，倦怠感，高度の空腹感，冷汗，顔面蒼
白，動悸，振戦，頭痛，眩暈，嘔気，知覚異常，不安，興奮，神経過敏，
集中力低下，精神障害，痙攣，意識障害（意識混濁，昏睡）等）。
２．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（呼吸困難，血圧低下，頻脈，
発汗，全身の発疹等），血管神経性浮腫（頻度不明）。

■禁忌

■副作用

インスリン　ヒト（遺伝子組換え）

ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ （１００単位
１ｍＬバイアル）

内 注射 自注 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】2492403A4051
【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】インスリン　ヒト（遺伝子組換え）
【メーカー】製)日本イーライリリー
【薬価】291円/1mLバイアル
【薬価収載日】2008/12/19
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

【効能効果】インスリン療法が適応となる糖尿病
注意
糖尿病の診断が確立した患者のみ適用を考慮。
糖尿病以外にも耐糖能異常，尿糖陽性等，糖尿病類似の症状（腎性糖
尿，甲状腺機能異常等）に注意。
【用法用量】成人　初期　１回４～２０単位　毎食前　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。
以後，適宜増減，維持量　１日４～１００単位。
必要時，上記量超えての使用あり。
糖尿病昏睡 必要時　皮下注・筋注・静注・持続静注。
注意
作用時間，１ｍＬあたりのインスリン含有単位と病状に注意し，製剤的特
徴に適する場合に投与。

【禁忌】１．低血糖症状。
２．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．低血糖（脱力感，倦怠感，高度の空腹感，冷汗，顔面蒼白，動悸，振
戦，頭痛，眩暈，嘔気，知覚異常，不安，興奮，神経過敏，集中力低
下，精神障害，痙攣，意識障害（意識混濁，昏睡）等）。
２．アナフィラキシーショック（０．１％未満）（呼吸困難，血圧低下，頻脈，
発汗，全身の発疹等），血管神経性浮腫（頻度不明）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）

ヒューマログ注ミリオペン （３００単位１キッ
ト）

内 注射 自注 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】2492414G5024
【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)日本イーライリリー
【薬価】1470円/1kit
【薬価収載日】2008/06/20
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【効能効果】インスリン療法が適応となる糖尿病
注意
糖尿病の診断が確立した患者のみ適用を考慮。
糖尿病以外にも耐糖能異常，尿糖陽性等，糖尿病類似の症状（腎性糖
尿，甲状腺機能異常等）に注意。
【用法用量】成人　１回２～２０単位　食直前　皮下注。ときに回数を増や
し，持続型インスリン製剤と併用。
適宜増減，持続型インスリン製剤の投与量を含めた維持量　１日４～１
００単位。
注意
速効型インスリン製剤に比べ，皮下からより迅速に吸収され，血糖降下
作用は同等（１モルと速効型インスリン製剤１モルは，同等の血糖降下
作用あり）。その作用の発現はより速やかで作用持続の時間が短い（投
与後約５時間まで）ので，速効型インスリン製剤（食事の３０分前に投
与）と異なり食直前（１５分以内）に投与。
＜投与時間＞
（表開始）
 食前
本剤 １５分以内
速効型インスリン製剤 ３０分前
（表終了）
他のインスリン製剤から本剤に変更時にも，その作用特性や薬物動態
を考慮し，必要時投与量を増減する等，慎重に行う。持続型インスリン
製剤の併用時は，持続型インスリン製剤の投与量，投与スケジュール
の調節が必要な時あり。

【禁忌】１．低血糖症状。
２．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．低血糖（脱力感，倦怠感，高度の空腹感，冷汗，顔面蒼白，動悸，振
戦，頭痛，眩暈，嘔気，知覚異常，不安，興奮，神経過敏，集中力低
下，精神障害，痙攣，意識障害（意識混濁，昏睡）等）。
２．アナフィラキシーショック（呼吸困難，血圧低下，頻脈，発汗，全身の
発疹等），血管神経性浮腫。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ヒューマログミックス２５注ミリオペン （３００
単位１キット）

内 注射 自注 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】2492414G6020
【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）
【メーカー】製)日本イーライリリー
【薬価】1494円/1kit
【薬価収載日】2008/06/20
【ハイリスク分類】膵臓ホルモン剤
【標榜薬効】抗糖尿病剤
【区分】糖尿病薬

【効能効果】インスリン療法が適応となる糖尿病
注意
糖尿病の診断が確立した患者のみ適用を考慮。
糖尿病以外にも耐糖能異常，尿糖陽性等，糖尿病類似の症状（腎性糖
尿，甲状腺機能異常等）に注意。
【用法用量】超速効型インスリンアナログであるインスリンリスプロと中
間型インスリンリスプロを２５ ７５で含有する混合製剤。
成人　１回４～２０単位　１日２回　朝・夕食直前　皮下注。１日１回投与
時は　朝食直前　皮下注。
適宜増減，維持量　１日４～８０単位。
注意
超速効型のインスリンリスプロの迅速な効果発現と，中間型インスリン
リスプロの持続作用が保持されている。インスリンリスプロの超速効作
用のために，速効型インスリン含む混合製剤（食事の３０分前に投与）と
異なり食直前（１５分以内）に投与。
＜投与時間＞
（表開始）
 食前
本剤 １５分以内
速効型インスリン含む混合製剤 ３０分前
（表終了）
他のインスリン製剤から本剤に変更時も，その作用特性や薬物動態を
考慮し，必要時投与量を増減する等，慎重に行う。一過性の低血糖の
増加あり（臨床試験）。
糖尿病性昏睡，急性感染症，手術等緊急時，本剤のみの処置は適当
でなく，速効型インスリン製剤を使用。

【禁忌】１．低血糖症状。
２．本剤の成分に過敏症の既往。

■効能効果・用法用量

■禁忌

【副作用】重大な副作用
１．低血糖（脱力感，倦怠感，高度の空腹感，冷汗，顔面蒼白，動悸，振
戦，頭痛，眩暈，嘔気，知覚異常，不安，興奮，神経過敏，集中力低
下，精神障害，痙攣，意識障害（意識混濁，昏睡）等）。
２．アナフィラキシーショック（呼吸困難，血圧低下，頻脈，発汗，全身の
発疹等），血管神経性浮腫。

■副作用

オクトレオチド酢酸塩

オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サン
ド」 （１００μｇ１ｍＬ１管）

内 注射 自注 後発 流通
劇

【YJコード】2499403A2068
【薬効分類】２．４．９　その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
【一般名】オクトレオチド酢酸塩
【先発品】サンドスタチン皮下注用１００μｇ
【メーカー】製)サンド
【薬価】1229円/1A
【薬価収載日】2016/12/09
【標榜薬効】持続性ソマトスタチンアナログ製剤
【区分】抗がん剤

【効能効果】１．下記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）
２．下記の成長ホルモン，ソマトメジン－Ｃ分泌過剰状態・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不
十分時又は施行困難な時）
３．進行・再発癌患者の緩和医療の消化管閉塞に伴う消化器症状の改
善
注意
下垂体性巨人症は，脳性巨人症や染色体異常等他の原因による高身
長例を鑑別し，下垂体性病変に由来することを確認。
【用法用量】１．消化管ホルモン産生腫瘍，先端巨大症・下垂体性巨人
症
成人　１日１００又は１５０μｇから開始　効果不十分時　１日３００μｇま
で漸増　１日２～３回　分割　皮下注。
適宜増減。
２．進行・再発癌患者の緩和医療の消化管閉塞に伴う消化器症状
成人　１日３００μｇ　２４時間持続皮下注。
適宜増減。
注意
１．進行・再発癌患者の緩和医療の消化管閉塞に伴う消化器症状 本剤
の投与量の増量と効果の増強の関係は，未確立。
２．進行・再発癌患者の緩和医療の消化管閉塞に伴う消化器症状 本剤
を継続投与時，７日間ごとを目安として慎重に検討。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．アナフィラキシー（血圧低下，呼吸困難，気管支痙攣等），皮疹，掻
痒，蕁麻疹，発疹を伴う末梢性の浮腫等。
２．重篤な徐脈。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２．５　泌尿生殖器官及び肛門用薬

２．５．５　痔疾用剤

ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン

ネリコルト坐剤 （１個）
内 外用 後発 流通
劇

【YJコード】2559814J1038
【薬効分類】２．５．５　痔疾用剤
【一般名】ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン
【先発品】ネリプロクト坐剤
【メーカー】製)武田テバ薬品　販)興和テバ　販)ジェイドルフ製薬　販)武田
テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】20.1円/1個
【薬価収載日】2003/07/04
【標榜薬効】痔疾用剤

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【標榜薬効】痔疾用剤

【効能効果】痔核に伴う症状（出血，疼痛，腫脹）の緩解
【用法用量】成人　１回１個　１日２回　肛門内挿入。

【禁忌】１．局所に結核性・化膿性・梅毒性感染症，ウイルス性疾患。
２．局所に真菌症（カンジダ症，白癬等）。
３．本剤の成分に過敏症の既往。
４．ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカインに過敏症の既往。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
皮膚の感染症 皮膚・陰部の真菌症（カンジダ症，白癬等），ウイルス性・
細菌性感染症
過敏症 掻痒感，皮膚刺激感，下痢
下垂体・副腎皮質系機能 下垂体・副腎皮質系機能の抑制
長期連用 全身投与時と同様な症状
消化器 鼓腸放屁
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン

強力ポステリザン（軟膏） （１ｇ）
内 外用 流通

【YJコード】2559808M1020
【薬効分類】２．５．５　痔疾用剤
【一般名】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン
【メーカー】製)マルホ
【薬価】22.1円/1g
【標榜薬効】痔疾治療剤

【効能効果】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
【用法用量】１日１～３回　塗布・注入。

【禁忌】１．局所に結核性・化膿性感染症，ウイルス性疾患。
２．局所に真菌症（カンジダ症，白癬等）。
３．本剤に過敏症の既往。
４．ヒドロコルチゾンに過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
緑内障，後嚢白内障，眼圧亢進。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 ０．１％未満 ０．１～５％未満
過敏症 接触性皮膚炎，紅斑，発疹，皮膚刺激感  掻痒感
皮膚 皮膚・陰部の真菌感染症（カンジダ症，白癬等），ウイルス感染
症，細菌感染症
眼 中心性漿液性網脈絡膜症等による網膜障害，眼球突出
内分泌系 下垂体・副腎皮質系機能の抑制
消化器  便意
その他  適用部位不快感
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２．５．９　その他の泌尿生殖器官及び肛門
用薬

イミダフェナシン

ステーブラ錠０．１ｍｇ （０．１ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2590013F1035
【薬効分類】２．５．９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
【一般名】イミダフェナシン
【メーカー】製)小野薬品工業
【薬価】93.7円/1T
【薬価収載日】2007/06/08
【標榜薬効】過活動膀胱治療剤

【効能効果】過活動膀胱の尿意切迫感，頻尿，切迫性尿失禁
注意
１．十分な問診により臨床症状を確認，類似の疾患（尿路感染症，尿路
結石，膀胱癌や前立腺癌等の下部尿路の新生物等）に注意し，尿検査
等で除外診断を実施。必要時専門的な検査も考慮。
２．下部尿路閉塞疾患（前立腺肥大症等）の合併では，その治療を優
先。
【用法用量】成人　１回０．１ｍｇ　１日２回　朝・夕食後　内服。
効果不十分時　１回０．２ｍｇ　１日０．４ｍｇまで。
注意
１．１回０．１ｍｇを１日２回投与し，効果不十分で安全性に問題がない
場合に増量を検討（１回０．２ｍｇ１日２回で投与開始時の有効性・安全
性は未確立）。
２．中等度以上の肝障害 １回０．１ｍｇを１日２回投与。
３．重度の腎障害 １回０．１ｍｇを１日２回投与。

■効能効果・用法用量

注意
１．十分な問診により臨床症状を確認，類似の疾患（尿路感染症，尿路
結石，膀胱癌や前立腺癌等の下部尿路の新生物等）に注意し，尿検査
等で除外診断を実施。必要時専門的な検査も考慮。
２．下部尿路閉塞疾患（前立腺肥大症等）の合併では，その治療を優
先。
【用法用量】成人　１回０．１ｍｇ　１日２回　朝・夕食後　内服。
効果不十分時　１回０．２ｍｇ　１日０．４ｍｇまで。
注意
１．１回０．１ｍｇを１日２回投与し，効果不十分で安全性に問題がない
場合に増量を検討（１回０．２ｍｇ１日２回で投与開始時の有効性・安全
性は未確立）。
２．中等度以上の肝障害 １回０．１ｍｇを１日２回投与。
３．重度の腎障害 １回０．１ｍｇを１日２回投与。

【禁忌】１．尿閉。
２．幽門・十二指腸・腸管閉塞，麻痺性イレウス。
３．消化管運動・緊張の低下。
４．閉塞隅角緑内障。
５．重症筋無力症。
６．重篤な心疾患。
７．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．急性緑内障（０．０６％），眼圧亢進。
２．尿閉（０．０３％）。
３．肝機能障害（０．０２％）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），ビリルビンの上
昇等）。
重大な副作用（類薬）
１．麻痺性イレウス（著しい便秘，腹部膨満感等）（他の頻尿治療剤）。
２．幻覚・せん妄（他の頻尿治療剤）。
３．ＱＴ延長，心室性頻拍，房室ブロック，徐脈等（他の頻尿治療剤）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満
過敏症 発疹，掻痒等
（表終了）

■禁忌

■副作用

コハク酸ソリフェナシン

ベシケアＯＤ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】2590011F4027
【薬効分類】２．５．９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
【一般名】コハク酸ソリフェナシン
【メーカー】製)アステラス製薬
【薬価】183.9円/1T
【薬価収載日】2011/03/18
【標榜薬効】過活動膀胱治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】過活動膀胱の尿意切迫感，頻尿，切迫性尿失禁
注意
１．十分な問診により臨床症状を確認，類似の疾患（尿路感染症，尿路
結石，膀胱癌や前立腺癌等の下部尿路の新生物等）に注意し，尿検査
等で除外診断を実施。必要時専門的な検査も考慮。
２．下部尿路閉塞疾患（前立腺肥大症等）の合併では，その治療（α１
遮断薬等）を優先。
【用法用量】成人　１回５ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減，１日最高１０ｍｇ。
注意
１．中等度の肝機能障害（Ｃｈｉｌｄ－Ｐｕｇｈ分類Ｂ）
１日１回２．５ｍｇから開始，１日１回５ｍｇまで。
軽度の肝機能障害（Ｃｈｉｌｄ－Ｐｕｇｈ分類Ａ）
１日１回５ｍｇから開始，増量時，副作用発現に注意し，慎重に行う。
２．重度の腎機能障害（クレアチニンクリアランス３０ｍＬ／分未満）
１日１回２．５ｍｇから開始，１日１回５ｍｇまで。
軽度・中等度の腎機能障害（クレアチニンクリアランス３０ｍＬ／分以上
かつ８０ｍＬ／分以下）
１日１回５ｍｇから開始，増量時，副作用発現に注意し，慎重に行う。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．尿閉。
３．閉塞隅角緑内障。
４．幽門部・十二指腸・腸管閉塞，麻痺性イレウス。
５．胃アトニー・腸アトニー。
６．重症筋無力症。
７．重篤な心疾患。
８．重度の肝機能障害（Ｃｈｉｌｄ－Ｐｕｇｈ分類Ｃ）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（各頻度不明）（蕁麻疹，呼吸困難，血圧低
下等）。
２．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ，Ａｌ－Ｐの上昇
（各０．１～５％未満），総ビリルビンの上昇（０．１％未満）等）。
３．尿閉（０．１～５％未満）。
４．ＱＴ延長，心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む）（各頻度不明），
房室ブロック（０．１％未満），洞不全症候群，高度徐脈（各頻度不明）
等。
５．麻痺性イレウス（頻度不明）（著しい便秘，腹部膨満等）。
６．幻覚・せん妄（０．１％未満）。
重大な副作用（類薬）
急性緑内障発作（嘔気，頭痛を伴う眼痛，視力低下等），眼圧亢進。

■副作用

タムスロシン塩酸塩

タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「明治」
（０．１ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2590008F1093
【薬効分類】２．５．９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
【一般名】タムスロシン塩酸塩
【先発品】ハルナールＤ錠０．１ｍｇ
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】22.4円/1T
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】前立腺肥大症に伴う排尿障害
【用法用量】成人　１回０．２ｍｇ　１日１回　食後　内服。
適宜増減。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．失神・血圧低下に伴う一過性の意識喪失等。
２．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇），黄疸等。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 掻痒感，発疹，蕁麻疹，多形紅斑
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ナフトピジル

ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「ＫＮ」 （２５ｍｇ１
錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】2590009F6073
【薬効分類】２．５．９　その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
【一般名】ナフトピジル
【先発品】フリバスＯＤ錠２５ｍｇ
【メーカー】製)小林化工
【薬価】13.3円/1T
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】前立腺肥大症排尿障害改善剤

【効能効果】前立腺肥大症に伴う排尿障害
【用法用量】成人　１回２５ｍｇから開始　１日１回　食後　内服。効果不
十分時　１～２週間あけて　５０～７５ｍｇに漸増　１日１回　食後　内服。
適宜増減，１日最高７５ｍｇ。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ等の上昇），黄
疸。
２．失神・血圧低下に伴う一過性の意識喪失等。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感，蕁麻疹，多形紅斑
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感，蕁麻疹，多形紅斑
（表終了）

２．６　外皮用薬

２．６．１　外皮用殺菌消毒剤

イソプロパノール

イソプロパノール消毒液７０％「メタル」 （７
０％１０ｍＬ）

内 外用 後発 流通

【YJコード】2615701Q2330
【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】イソプロパノール
【先発品】７０％イソプロピルアルコール＊（丸石）
【メーカー】製)中北薬品
【薬価】4.4円/10mL
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】殺菌消毒剤

【効能効果】手指・皮膚の消毒，医療機器の消毒
【用法用量】５０～７０％液を使用。
そのまま塗擦，清浄用に使用。

【禁忌】損傷皮膚・粘膜。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹等
皮膚 刺激症状
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

エタノール

エタノール シオエ （１０ｍＬ）
内 外用 流通

【YJコード】2615702X1138
【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】エタノール
【メーカー】製)シオエ製薬　販)日本新薬
【薬価】21.8円/10mL
【標榜薬効】殺菌消毒剤

【効能効果】１．手指・皮膚の消毒
２．手術部位（手術野）の皮膚の消毒
３．医療機器の消毒
【用法用量】８３０ｍＬを精製水で希釈して１０００ｍＬとし　消毒部位に塗
布。

【禁忌】損傷皮膚・粘膜。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹等
皮膚 刺激症状
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

クロルヘキシジングルコン酸塩

５％ヒビテン液 （５％１０ｍＬ）
内 外用 流通

【YJコード】2619702Q3135
【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩
【メーカー】製)大日本住友製薬　販)住友製薬
【薬価】19円/10mL
【標榜薬効】殺菌消毒剤

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】クロルヘキシジングルコン酸塩
【メーカー】製)大日本住友製薬　販)住友製薬
【薬価】19円/10mL
【標榜薬効】殺菌消毒剤

【効能効果】手指・皮膚の消毒，手術部位（手術野）の皮膚の消毒，皮膚
の創傷部位の消毒，医療機器の消毒，手術室・病室・家具・器具・物品
等の消毒
【用法用量】（表開始）
効能・効果 用法・用量 本剤希釈倍数（倍） 使用例
手指・皮膚の消毒 ０．１～０．５％水溶液 ５０～１０ 通常時　０．１％水
溶液 （３０秒以上） 汚染時　０．５％水溶液 （３０秒以上）
手術部位（手術野）の皮膚の消毒 ０．１～０．５％水溶液 又は０．５％エ
タノール溶液 ５０～１０ 又は１０ ０．５％エタノール溶液
皮膚の創傷部位の消毒 ０．０５％水溶液 １００ ０．０５％水溶液
医療機器の消毒 ０．１～０．５％水溶液 又は０．５％エタノール溶液 ５０
～１０ 又は１０ 通常時　０．１％水溶液 （１０～３０分） 汚染時　０．５％
水溶液 （３０分以上） 緊急時　０．５％エタノール溶液 （２分以上）
手術室・病室・家具・器具・物品等の消毒 ０．０５％水溶液 １００ ０．０
５％水溶液
（表終了）

【禁忌】１．クロルヘキシジン製剤に過敏症の既往。
２．脳，脊髄，耳（内耳，中耳，外耳）。
３．腟，膀胱，口腔等の粘膜面。
４．眼。

【副作用】重大な副作用
ショック（０．１％未満），アナフィラキシー（頻度不明）（血圧低下，蕁麻
疹，呼吸困難等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満
過敏症 発疹，蕁麻疹等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール

ハイポエタノール液２％「ヨシダ」 （１０ｍＬ）
内 外用 後発 流通

【YJコード】2619819X1106
【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール
【メーカー】製)吉田製薬
【薬価】6.5円/10mL
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】外皮用殺菌消毒剤

【効能効果】皮膚面・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
【用法用量】ヨードチンキ塗布による皮膚面（術部位及び手術者の皮
膚），手術用器具類・布類に付着したヨウ素の脱色，消毒剤で塗布又は
洗浄等にそのまま使用。

【禁忌】損傷皮膚・粘膜。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹等
皮膚 刺激症状
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ベンザルコニウム塩化物

オスバン消毒液１０％ （１０％１０ｍＬ）
内 外用 流通

【YJコード】2616700Q1646
【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】ベンザルコニウム塩化物
【メーカー】製)日本製薬　販)武田薬品工業
【薬価】6.6円/10mL
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】殺菌消毒剤

【標榜薬効】殺菌消毒剤

【効能効果】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，皮膚・粘膜の創傷部位の消毒
４．感染皮膚面の消毒
５．医療機器の消毒
６．手術室・病室・家具・器具・物品等の消毒
７．腟洗浄
８．結膜嚢の洗浄・消毒
【用法用量】（表開始）
効能・効果 用法・用量（ベンザルコニウム塩化物濃度）
手指・皮膚の消毒 石鹸で洗浄し，水で石鹸分を洗い落した後，１００～
２００倍液（０．０５～０．１％溶液）に浸して洗い，滅菌ガーゼ，布片で清
拭。 術前の手洗は，５～１０分間ブラッシング。
手術部位（手術野）の皮膚の消毒 術前局所皮膚面を１００倍液（０．１％
溶液）で約５分間洗い，以後５０倍液（０．２％溶液）を塗布。
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 ４００
～１０００倍液（０．０１～０．０２５％溶液）使用。
感染皮膚面の消毒 １０００倍液（０．０１％溶液）使用。
医療機器の消毒 １００倍液（０．１％溶液）に１０分間浸漬，又は厳密な
消毒は，器具をあらかじめ２％炭酸ナトリウム水溶液で洗い，以後１００
倍液（０．１％溶液）中で１５分間煮沸。
手術室・病室・家具・器具・物品等の消毒 ５０～２００倍液（０．０５～０．
２％溶液）を布片で塗布・清拭，又は噴霧。
腟洗浄 ２００～５００倍液（０．０２～０．０５％溶液）使用。
結膜嚢の洗浄・消毒 ２００～１０００倍液（０．０１～０．０５％溶液）使用。
（表終了）

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感等の過敏症状
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

ザルコニン液０．０２ （０．０２％１０ｍＬ）
内 外用 流通

【YJコード】2616700Q9035
【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】ベンザルコニウム塩化物
【メーカー】製)健栄製薬
【薬価】5.6円/10mL
【薬価収載日】1999/09/14
【標榜薬効】殺菌消毒剤

【効能効果】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
【用法用量】（表開始）
効能・効果 用法・用量
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 ０．０１
～０．０２％溶液使用。
感染皮膚面の消毒 ０．０１％溶液使用。
腟洗浄 ０．０２％溶液使用。
結膜嚢の洗浄・消毒 ０．０１～０．０２％溶液使用。
（表終了）

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感等の過敏症状
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

ポビドンヨード

ポビドンヨード液１０％「メタル」 （１０％１０ｍ
Ｌ）

内 外用 後発 流通

【YJコード】2612701Q3113
【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】ポビドンヨード
【先発品】イソジン液１０％
【メーカー】製)中北薬品　販)東豊薬品
【薬価】11.5円/10mL
【標榜薬効】殺菌消毒剤

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【効能効果】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，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
【用法用量】（表開始）
効能・効果 用法・用量
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
塗布。
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
塗布。
（表終了）

【禁忌】本剤・ヨウ素に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
ショック，アナフィラキシー様症状（呼吸困難，不快感，浮腫，潮紅，蕁麻
疹等）（０．１％未満）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満
過敏症 発疹等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ポピヨドンスクラブ７．５％ （７．５％１０ｍＬ）
内 外用 後発 流通

【YJコード】2612701Q1099
【薬効分類】２．６．１　外皮用殺菌消毒剤
【一般名】ポビドンヨード
【先発品】イソジンスクラブ液７．５％
【メーカー】製)吉田製薬
【薬価】21.2円/10mL
【薬価収載日】2002/07/05
【標榜薬効】殺菌消毒剤

【効能効果】手指・皮膚の消毒，手術部位（手術野）の皮膚の消毒
【用法用量】（表開始）
効能・効果 用法・用量
手指・皮膚の消毒 少量の水を加えて摩擦，よく泡立たせた後，流水で
洗う。
手術部位（手術野）の皮膚の消毒 塗布，又は少量の水を加えて摩擦，
泡立たせた後，滅菌ガーゼで拭う。
（表終了）

【副作用】重大な副作用
ショック，アナフィラキシー（呼吸困難，不快感，浮腫，潮紅，蕁麻疹等）
（０．１％未満）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満
過敏症 発疹等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

２．６．３　化膿性疾患用剤

ゲンタマイシン硫酸塩

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイ
ヨー」 （１ｍｇ１ｇ）

内 外用 後発 流通

【YJコード】2634710M1050
【薬効分類】２．６．３　化膿性疾患用剤
【一般名】ゲンタマイシン硫酸塩
【先発品】ゲンタシン軟膏０．１％
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業　販)日本ジェネリック
販)和薬
【薬価】7.1円/1g
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 ブドウ球菌属，レンサ球菌属（肺炎球菌除く），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
適応症 表在性皮膚感染症，慢性膿皮症，糜爛・潰瘍の二次感染
【用法用量】１日１～数回　塗布，又はガーゼ等にのばして貼付。
注意
耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間にと
どめる。

■効能効果・用法用量

注意
耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間にと
どめる。

【禁忌】本剤・他のアミノグリコシド系抗生剤・バシトラシンに過敏症の既
往。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹等
（表終了）

■禁忌

■副作用

スルファジアジン銀

ゲーベンクリーム１％ （１％１ｇ）
内 外用 流通

【YJコード】2633705N1031
【薬効分類】２．６．３　化膿性疾患用剤
【一般名】スルファジアジン銀
【メーカー】製)田辺三菱製薬
【薬価】12.6円/1g
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】外用感染治療剤
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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
適応症 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，糜爛・潰瘍の二次感染
注意
軽症熱傷に使用しない（疼痛の可能性）。
【用法用量】１日１回　滅菌手袋等で，創面を覆う厚さ（約２～３ｍｍ）に
直接塗布。
又はガーゼ等に同様の厚さにのばして貼付し　包帯を行う。第２日目以
後の塗布時　前日に塗布した本剤を清拭又は温水浴等で洗い落した
後，新たに塗布。

【禁忌】１．本剤の成分・サルファ剤に過敏症の既往。
２．新生児。
３．低出生体重児。
４．軽症熱傷。

【副作用】重大な副作用
１．汎血球減少（頻度不明）。
２．皮膚壊死（頻度不明）。
３．間質性腎炎（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 発疹 接触皮膚炎 発赤，光線過敏症
菌交代現象   耐性菌・非感性菌による化膿性感染症
血液 白血球減少  貧血，血小板減少
皮膚 疼痛
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

亜鉛華

亜鉛華軟膏 （１０ｇ）
内 局方 外用 流通

【YJコード】2649704M1015
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】亜鉛華
【薬価】25.5円/10g
【標榜薬効】収斂・消炎・保護剤

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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インドメタシン

インテバン外用液１％ （１％１ｍＬ）
内 外用 流通

【YJコード】2649719Q2087
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】インドメタシン
【メーカー】製)帝國製薬　販)大日本住友製薬
【薬価】6.3円/1mL
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

【効能効果】下記の鎮痛・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
【用法用量】１日数回　塗布。

【禁忌】１．本剤・他のインドメタシン製剤に過敏症の既往。
２．アスピリン喘息・その既往。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満
皮膚 掻痒，発疹，発赤 ヒリヒリ感，熱感，乾燥感，腫脹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

インドメタシンパップ７０ｍｇ「日医工」 （１０ｃ
ｍ×１４ｃｍ１枚）

内 外用 後発 流通

【YJコード】2649719S1258
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】インドメタシン
【先発品】アコニップパップ７０ｍｇ，イドメシンコーワパップ７０ｍｇ，インサイ
ドパップ７０ｍｇ，インテナースパップ７０ｍｇ，カトレップテープ７０ｍｇ，カト
レップパップ７０ｍｇ，コリフメシンパップ７０ｍｇ，ゼムパックパップ７０，ハッ
プスターＩＤ７０ｍｇ，ラクティオンパップ７０ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】11.3円/1枚
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

【効能効果】下記の鎮痛・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
【用法用量】１日２回　貼付。

【禁忌】１．本剤・他のインドメタシン製剤に過敏症の既往。
２．アスピリン喘息・その既往。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
皮膚 発赤，掻痒，発疹，かぶれ，ヒリヒリ感，腫脹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

エスフルルビプロフェン・ハッカ油

ロコアテープ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚）
内 外用 流通
劇

【YJコード】2649896S1022
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】エスフルルビプロフェン・ハッカ油
【メーカー】製)大正製薬　販)大正富山医薬品　販)帝人ファーマ
【薬価】43.3円/1枚
【薬価収載日】2015/11/26
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛消炎剤

【効能効果】変形性関節症の鎮痛・消炎
【用法用量】１日１回　貼付。同時に２枚を超えて貼付しない。
注意
本剤２枚貼付時の全身曝露量がフルルビプロフェン経口剤の通常量投
与時と同程度に達することから，１日貼付枚数は２枚まで。本剤投与時
は他の全身作用を期待する消炎鎮痛剤との併用は避け，やむを得ず
併用時は，必要最小限の使用。

■効能効果・用法用量

【用法用量】１日１回　貼付。同時に２枚を超えて貼付しない。
注意
本剤２枚貼付時の全身曝露量がフルルビプロフェン経口剤の通常量投
与時と同程度に達することから，１日貼付枚数は２枚まで。本剤投与時
は他の全身作用を期待する消炎鎮痛剤との併用は避け，やむを得ず
併用時は，必要最小限の使用。

【禁忌】１．消化性潰瘍。
２．重篤な血液異常。
３．重篤な肝障害。
４．重篤な腎障害。
５．重篤な心機能不全。
６．重篤な高血圧症。
７．本剤の成分・フルルビプロフェンに過敏症の既往。
８．アスピリン喘息・その既往。
９．エノキサシン水和物，ロメフロキサシン，ノルフロキサシン，プルリフ
ロキサシンの投与患者。
１０．妊娠後期。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（各頻度不明）（胸内苦悶，悪寒，冷汗，呼
吸困難，四肢しびれ感，血圧低下，血管浮腫，蕁麻疹等）。
２．急性腎不全，ネフローゼ症候群（各頻度不明）等の重篤な腎障害
（乏尿，血尿，尿蛋白，ＢＵＮ・血中クレアチニン上昇，高カリウム血症，
低アルブミン血症等）。
３．胃腸出血（頻度不明）。
４．再生不良性貧血（頻度不明）。
５．喘息発作の誘発（アスピリン喘息）（頻度不明）（乾性ラ音，喘鳴，呼
吸困難感等）。
６．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，剥脱性皮膚炎（各頻
度不明）。
７．意識障害，意識喪失を伴う痙攣（０．１％未満）。

■禁忌

■副作用

クロタミトン

オイラックスクリーム１０％ （１０％１０ｇ）
内 外用 流通

【YJコード】2649722N1027
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】クロタミトン
【メーカー】製)日新製薬　販)ノバルティスファーマ
【薬価】39.1円/10g
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】鎮痒剤

【効能効果】湿疹，蕁麻疹，神経皮膚炎，皮膚掻痒症，小児ストロフルス
【用法用量】１日数回　塗布・塗擦。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 ５％以上
過敏症 掻痒，発疹，湿疹，紅斑，血管浮腫 皮膚の刺激感（熱感，ひり
ひり感等），接触性皮膚炎（発赤等）
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

クロベタゾールプロピオン酸エステル

デルモベート軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ）
内 外用 流通
劇

【YJコード】2646713M1136
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】クロベタゾールプロピオン酸エステル
【メーカー】製)グラクソ・スミスクライン
【薬価】24.5円/1g
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

【効能効果】湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症，ビダール苔癬，日光
皮膚炎含む），痒疹群（蕁麻疹様苔癬，ストロフルス，固定蕁麻疹含
む），掌蹠膿疱症，乾癬，虫さされ，薬疹・中毒疹，ジベルバラ色粃糠
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含む），悪性リンパ
腫（菌状息肉症含む），円形脱毛症（悪性含む）
【用法用量】１日１～数回　塗布。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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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含む），悪性リンパ
腫（菌状息肉症含む），円形脱毛症（悪性含む）
【用法用量】１日１～数回　塗布。
適宜増減。

【禁忌】１．細菌・真菌・スピロヘータ・ウイルス皮膚感染症，動物性皮膚
疾患（疥癬，毛じらみ等）。
２．本剤の成分に過敏症の既往。
３．鼓膜に穿孔のある湿疹性外耳道炎。
４．潰瘍（ベーチェット病除く），第２度深在性以上の熱傷・凍傷。

【副作用】重大な副作用
眼圧亢進，緑内障，白内障（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
皮膚の感染症 皮膚の真菌症（カンジダ症，白癬等），細菌感染症（伝染
性膿痂疹，毛嚢炎等），ウイルス感染症
その他の皮膚症状 ステロイド皮膚（皮膚萎縮，毛細血管拡張，紫斑），
色素脱失，酒さ様皮膚炎・口囲皮膚炎（頬，口囲等に潮紅，丘疹，膿
疱，毛細血管拡張），多毛等，ステロイドざ瘡，魚鱗癬様皮膚変化，一
過性の刺激感，乾燥
過敏症 塗布部に紅斑，発疹，蕁麻疹，掻痒，皮膚灼熱感，接触性皮膚
炎等の過敏症状
（表終了）

■禁忌

■副作用

ケトプロフェン

モーラステープＬ４０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚）

内 外用 流通

【YJコード】2649729S3084
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ケトプロフェン
【メーカー】製)久光製薬　販)祐徳薬品工業
【薬価】36.9円/1枚
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

【効能効果】１．下記の鎮痛・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
注意
１．重篤な接触皮膚炎，光線過敏症の可能性，重度の全身性発疹の報
告あり，有益性が危険性を上回る時のみ使用。
２．損傷皮膚に使用しない。
【用法用量】１日１回　貼付。

【禁忌】１．本剤・本剤の成分に過敏症の既往。
２．アスピリン喘息・その既往。
３．チアプロフェン酸・スプロフェン・フェノフィブラート・オキシベンゾン・オ
クトクリレン含有製品（サンスクリーン，香水等）に過敏症の既往。
４．光線過敏症の既往。
５．妊娠後期。

【副作用】重大な副作用
１．ショック（頻度不明），アナフィラキシー（０．１％未満）（蕁麻疹，呼吸
困難，顔面浮腫等）。
２．喘息発作の誘発（アスピリン喘息）（０．１％未満）（乾性ラ音，喘鳴，
呼吸困難感等）。
３．接触皮膚炎（５％未満，重篤例は頻度不明）（掻痒感，刺激感，紅
斑，発疹・発赤等の悪化，腫脹，浮腫，水疱・糜爛等の重度の皮膚炎症
状，色素沈着，色素脱失，全身の皮膚炎症状）。
４．光線過敏症（頻度不明）（強い掻痒を伴う紅斑，発疹，刺激感，腫
脹，浮腫，水疱・糜爛等の重度の皮膚炎症状，色素沈着，色素脱失，全
身の皮膚炎症状）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 ０．１～５％未満 ０．１％未満
皮膚 皮膚剥脱 局所の発疹，発赤，腫脹，掻痒感，刺激感，水疱・糜
爛，色素沈着等 皮下出血
過敏症 蕁麻疹，眼瞼浮腫，顔面浮腫
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

モーラスパップ６０ｍｇ （２０ｃｍ×１４ｃｍ１
枚）

内 外用 流通

【YJコード】2649729S4030
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ケトプロフェン
【メーカー】製)久光製薬　販)祐徳薬品工業
【薬価】30.9円/1枚
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

【効能効果】下記の鎮痛・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
注意
１．重篤な接触皮膚炎，光線過敏症の可能性，重度の全身性発疹の報
告あり，有益性が危険性を上回る時のみ使用。
２．損傷皮膚に使用しない。
【用法用量】１日２回　貼付。

【禁忌】１．本剤・本剤の成分に過敏症の既往。
２．アスピリン喘息・その既往。
３．チアプロフェン酸・スプロフェン・フェノフィブラート・オキシベンゾン・オ
クトクリレン含有製品（サンスクリーン，香水等）に過敏症の既往。
４．光線過敏症の既往。
５．妊娠後期。

【副作用】重大な副作用
１．ショック（頻度不明），アナフィラキシー（０．１％未満）（蕁麻疹，呼吸
困難，顔面浮腫等）。
２．喘息発作の誘発（アスピリン喘息）（０．１％未満）（乾性ラ音，喘鳴，
呼吸困難感等）。
３．接触皮膚炎（５％未満，重篤例は頻度不明）（掻痒感，刺激感，紅
斑，発疹・発赤等の悪化，腫脹，浮腫，水疱・糜爛等の重度の皮膚炎症
状，色素沈着，色素脱失，全身の皮膚炎症状）。
４．光線過敏症（頻度不明）（強い掻痒を伴う紅斑，発疹，刺激感，腫
脹，浮腫，水疱・糜爛等の重度の皮膚炎症状，色素沈着，色素脱失，全
身の皮膚炎症状）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 ０．１～５％未満 ０．１％未満
皮膚  局所の発疹，発赤，腫脹，掻痒感，刺激感，水疱・糜爛，色素沈
着等 皮下出血
過敏症 蕁麻疹，眼瞼浮腫，顔面浮腫
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃ
ｍ１枚）

内 外用 流通

【YJコード】2649729S5028
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ケトプロフェン
【メーカー】製)久光製薬　販)祐徳薬品工業
【薬価】37.1円/1枚
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】経皮鎮痛消炎剤

【効能効果】１．下記の鎮痛・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
注意
１．重篤な接触皮膚炎，光線過敏症の可能性，重度の全身性発疹の報
告あり，有益性が危険性を上回る時のみ使用。
２．損傷皮膚に使用しない。
【用法用量】１日１回　貼付。

【禁忌】１．本剤・本剤の成分に過敏症の既往。
２．アスピリン喘息・その既往。
３．チアプロフェン酸・スプロフェン・フェノフィブラート・オキシベンゾン・オ
クトクリレン含有製品（サンスクリーン，香水等）に過敏症の既往。
４．光線過敏症の既往。
５．妊娠後期。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【副作用】重大な副作用
１．ショック（頻度不明），アナフィラキシー（０．１％未満）（蕁麻疹，呼吸
困難，顔面浮腫等）。
２．喘息発作の誘発（アスピリン喘息）（０．１％未満）（乾性ラ音，喘鳴，
呼吸困難感等）。
３．接触皮膚炎（５％未満，重篤例は頻度不明）（掻痒感，刺激感，紅
斑，発疹・発赤等の悪化，腫脹，浮腫，水疱・糜爛等の重度の皮膚炎症
状，色素沈着，色素脱失，全身の皮膚炎症状）。
４．光線過敏症（頻度不明）（強い掻痒を伴う紅斑，発疹，刺激感，腫
脹，浮腫，水疱・糜爛等の重度の皮膚炎症状，色素沈着，色素脱失，全
身の皮膚炎症状）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 ０．１～５％未満 ０．１％未満
皮膚 皮膚剥脱 局所の発疹，発赤，腫脹，掻痒感，刺激感，水疱・糜
爛，色素沈着等 皮下出血
過敏症 蕁麻疹，眼瞼浮腫，顔面浮腫
（表終了）

混合死菌製剤

エキザルベ （１ｇ）
内 外用 流通

【YJコード】2649852M1020
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】混合死菌製剤
【メーカー】製)マルホ
【薬価】22.7円/1g
【標榜薬効】皮膚疾患治療剤

【効能効果】湿潤，糜爛，結痂を伴うか，二次感染併発の下記
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
光皮膚炎含む），熱傷，術創，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）
【用法用量】１日１～数回　直接塗布，塗擦，又は無菌ガーゼ等にのば
して貼付。
適宜増減。

【禁忌】１．皮膚結核，単純疱疹，水痘，帯状疱疹，種痘疹。
２．真菌症（カンジダ症，白癬等）。
３．本剤に過敏症の既往。
４．潰瘍（ベーチェット病除く），第２度深在性以上の熱傷・凍傷。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 ０．１～５％未満
過敏症 接触性皮膚炎 皮膚刺激感，発赤，発疹
皮膚 真菌感染症（カンジダ症，白癬等），ウイルス感染症，細菌感染症
（伝染性膿痂疹，毛嚢炎等），ステロイドざ瘡，ステロイド皮膚（皮膚萎
縮，毛細血管拡張），魚鱗癬様変化，紫斑，多毛症，色素脱失 湿潤
眼 後嚢白内障，緑内障
内分泌系 下垂体・副腎皮質系機能の抑制
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ジフェンヒドラミン

レスタミンコーワクリーム１％ （１％１０ｇ）
内 外用 流通

【YJコード】2642702N1029
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ジフェンヒドラミン
【メーカー】製)興和　販)興和創薬
【薬価】29.5円/10g
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

【効能効果】蕁麻疹，湿疹，小児ストロフルス，皮膚掻痒症，虫さされ
【用法用量】１日数回　塗布・塗擦。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 皮膚の発赤，腫脹，掻痒感，湿潤等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

ジフルプレドナート

スチブロン軟膏０．０５％ （０．０５％１ｇ）
内 外用 後発 流通

【YJコード】2646725M1147
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ジフルプレドナート
【先発品】マイザー軟膏０．０５％
【メーカー】製)岩城製薬
【薬価】6.8円/1g
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】副腎皮質ホルモン外用剤

【効能効果】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，結節性痒疹含む），虫さされ，乾癬，掌蹠膿
疱症，扁平紅色苔癬，ジベルバラ色粃糠疹，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
含む），肥厚性瘢痕・ケロイド
【用法用量】１日１～数回　塗布。
適宜増減。

【禁忌】１．細菌・真菌・ウイルス皮膚感染症。
２．本剤の成分に過敏症の既往。
３．鼓膜に穿孔のある湿疹性外耳道炎。
４．潰瘍（ベーチェット病除く），第２度深在性以上の熱傷・凍傷。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
眼圧亢進，緑内障，後嚢白内障。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
皮膚の感染症 細菌感染症（毛嚢炎，伝染性膿痂疹等），皮膚の真菌症
（カンジダ症，白癬等），ウイルス感染症
その他の皮膚症状 ステロイド皮膚（毛細血管拡張，皮膚萎縮，紫斑），
ざ瘡様発疹，色素脱失，軟毛の濃色化等
過敏症 紅斑，接触皮膚炎等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

トコフェロール・ビタミンＡ油

ユベラ軟膏 （１ｇ）
内 外用 流通

【YJコード】2649805M1026
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】トコフェロール・ビタミンＡ油
【メーカー】製)サンノーバ　販)エーザイ
【薬価】3.4円/1g
【標榜薬効】外用ビタミンＥ・Ａ剤

【効能効果】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
【用法用量】１日１～数回　塗布。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満
過敏症 紅斑，掻痒
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

パップ剤

ＭＳ温シップ「タイホウ」 （１０ｇ）
内 外用 後発 流通

【YJコード】2649843S1039
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】パップ剤
【メーカー】製)岡山大鵬薬品　販)大鵬薬品工業　販)帝國製薬　販)テイコク
メディックス　販)日医工　販)日本化薬　販)三笠製薬
【薬価】8.8円/10g
【薬価収載日】1996/07/05
【標榜薬効】鎮痛・消炎パップ剤

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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メディックス　販)日医工　販)日本化薬　販)三笠製薬
【薬価】8.8円/10g
【薬価収載日】1996/07/05
【標榜薬効】鎮痛・消炎パップ剤

【効能効果】下記の鎮痛・消炎
捻挫，打撲，筋肉痛，関節痛，骨折痛
【用法用量】１日１～２回　表面のプラスチック膜をはがし　貼付。

【禁忌】本剤に過敏症の既往。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発赤，発疹，腫脹等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ヒドロコルチゾン酪酸エステル

ロコイドクリーム０．１％ （０．１％１ｇ）
内 外用 流通

【YJコード】2646717N1083
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル
【メーカー】製)鳥居薬品
【薬価】13.8円/1g
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】外用副腎皮質ホルモン剤

【効能効果】湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症，ビダール苔癬，脂漏
性皮膚炎含む），痒疹群（蕁麻疹様苔癬，ストロフルス，固定蕁麻疹含
む），乾癬，掌蹠膿疱症
【用法用量】１日１～数回　塗布。
適宜増減。

【禁忌】１．細菌・真菌・スピロヘータ・ウイルス皮膚感染症，動物性皮膚
疾患（疥癬，毛じらみ等）。
２．本剤に過敏症の既往。
３．鼓膜に穿孔のある湿疹性外耳道炎。
４．潰瘍（ベーチェット病除く），第２度深在性以上の熱傷・凍傷。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
眼圧亢進，緑内障，白内障，後嚢下白内障。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上又は頻度不明 ０．１～５％未満 ０．１％未満
皮膚の感染症 皮膚の真菌症（カンジダ症），細菌感染症（伝染性膿痂
疹），ウイルス感染症  皮膚の真菌症（白癬等），細菌感染症（毛嚢炎・
せつ，汗疹等）
その他の皮膚症状 酒さ様皮膚炎・口囲皮膚炎（頬，口囲等に潮紅，膿
疱，丘疹，毛細血管拡張），ステロイド皮膚（皮膚萎縮，毛細血管拡張，
紫斑），多毛，色素脱失等  ざ瘡様疹
過敏症  過敏症（発赤，掻痒感，刺激感，皮膚炎等）
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

フェルビナク

スミルスチック３％ （３％１ｇ）
内 外用 後発 流通

【YJコード】2649731M1080
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】フェルビナク
【先発品】ナパゲルン軟膏３％
【メーカー】製)三笠製薬　販)大正富山医薬品
【薬価】6.8円/1g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・消炎剤

【効能効果】下記の鎮痛・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
【用法用量】１日数回　塗擦。

■効能効果・用法用量

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．アスピリン喘息・その既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
ショック，アナフィラキシー（蕁麻疹，血管浮腫，呼吸困難等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
皮膚 掻痒，皮膚炎，発赤，接触皮膚炎，刺激感，水疱
（表終了）

■禁忌

■副作用

ベタメタゾン吉草酸エステル

ベクトミラン軟膏０．１２％ （０．１２％１ｇ）
内 外用 後発

【YJコード】2646701M2105
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル
【メーカー】製)東和薬品
【経過措置期限】2018/03/31
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

【効能効果】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，日光皮膚炎含む），皮膚掻痒症，痒疹群
（蕁麻疹様苔癬，ストロフルス，固定蕁麻疹含む），虫さされ，乾癬，掌
蹠膿疱症，扁平苔癬，光沢苔癬，毛孔性紅色粃糠疹，ジベルバラ色粃
糠疹，紅斑症（多形滲出性紅斑，結節性紅斑，ダリエ遠心性環状紅
斑），紅皮症（悪性リンパ腫による紅皮症含む），慢性円板状エリテマ
トーデス，薬疹・中毒疹，円形脱毛症（悪性含む），熱傷（瘢痕，ケロイド
含む），凍瘡，天疱瘡群，ジューリング疱疹状皮膚炎（類天疱瘡含む），
痔核，鼓室形成手術・内耳開窓術・中耳根治手術の術創
【用法用量】１日１～数回　塗布。
適宜増減。

【禁忌】１．細菌・真菌・スピロヘータ・ウイルス皮膚感染症，動物性皮膚
疾患（疥癬，毛じらみ等）。
２．本剤の成分に過敏症の既往。
３．鼓膜に穿孔のある湿疹性外耳道炎。
４．潰瘍（ベーチェット病除く），第２度深在性以上の熱傷・凍傷。

【副作用】重大な副作用
眼圧亢進，緑内障，後嚢白内障。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 皮膚の刺激感，接触性皮膚炎，発疹等
皮膚の感染症 細菌感染症（伝染性膿痂疹，毛嚢炎・せつ等），皮膚の
真菌症（カンジダ症，白癬等），ウイルス感染症
その他の皮膚症状 ステロイドざ瘡（白色の面皰が多発する傾向），ステ
ロイド酒さ・口囲皮膚炎（口囲，顔面全体に紅斑，丘疹，毛細血管拡張，
痂皮，鱗屑），ステロイド皮膚（皮膚萎縮，毛細血管拡張），魚鱗癬様皮
膚変化，紫斑，多毛，色素脱失等
下垂体・副腎皮質系機能 下垂体・副腎皮質系機能の抑制
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％
「トーワ」 （０．１２％１ｇ）

内 外用 後発 流通

【YJコード】2646701M2199
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル
【先発品】ベトネベート軟膏０．１２％，リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】8.9円/1g
【薬価収載日】2017/06/16
【標榜薬効】外用合成副腎皮質ホルモン剤

【効能効果】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，日光皮膚炎含む），皮膚掻痒症，痒疹群
（蕁麻疹様苔癬，ストロフルス，固定蕁麻疹含む），虫さされ，乾癬，掌
蹠膿疱症，扁平苔癬，光沢苔癬，毛孔性紅色粃糠疹，ジベルバラ色粃
糠疹，紅斑症（多形滲出性紅斑，結節性紅斑，ダリエ遠心性環状紅
斑），紅皮症（悪性リンパ腫による紅皮症含む），慢性円板状エリテマ
トーデス，薬疹・中毒疹，円形脱毛症（悪性含む），熱傷（瘢痕，ケロイド
含む），凍瘡，天疱瘡群，ジューリング疱疹状皮膚炎（類天疱瘡含む），
痔核，鼓室形成手術・内耳開窓術・中耳根治手術の術創
【用法用量】１日１～数回　塗布。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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トーデス，薬疹・中毒疹，円形脱毛症（悪性含む），熱傷（瘢痕，ケロイド
含む），凍瘡，天疱瘡群，ジューリング疱疹状皮膚炎（類天疱瘡含む），
痔核，鼓室形成手術・内耳開窓術・中耳根治手術の術創
【用法用量】１日１～数回　塗布。
適宜増減。

【禁忌】１．細菌・真菌・スピロヘータ・ウイルス皮膚感染症，動物性皮膚
疾患（疥癬，毛じらみ等）。
２．本剤の成分に過敏症の既往。
３．鼓膜に穿孔のある湿疹性外耳道炎。
４．潰瘍（ベーチェット病除く），第２度深在性以上の熱傷・凍傷。

【副作用】重大な副作用
眼圧亢進，緑内障，後嚢白内障。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 皮膚の刺激感，接触性皮膚炎，発疹等
皮膚の感染症 細菌感染症（伝染性膿痂疹，毛嚢炎・せつ等），皮膚の
真菌症（カンジダ症，白癬等），ウイルス感染症
その他の皮膚症状 ステロイドざ瘡（白色の面皰が多発する傾向），ステ
ロイド酒さ・口囲皮膚炎（口囲，顔面全体に紅斑，丘疹，毛細血管拡張，
痂皮，鱗屑），ステロイド皮膚（皮膚萎縮，毛細血管拡張），魚鱗癬様皮
膚変化，紫斑，多毛，色素脱失等
下垂体・副腎皮質系機能 下垂体・副腎皮質系機能の抑制
（表終了）

■禁忌

■副作用

ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン
硫酸塩

リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ （１ｇ）
内 外用 流通

【YJコード】2647709N1060
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】27.2円/1g
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

【効能効果】適応菌種 ゲンタマイシン感性菌
適応症
（１）．湿潤，糜爛，結痂を伴うか，二次感染併発の下記
湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症，脂漏性皮膚炎含む），乾癬，掌蹠
膿疱症
（２）．外傷・熱傷及び手術創等の二次感染
【用法用量】１日１～数回　塗布。
適宜増減。

【禁忌】１．ゲンタマイシン耐性菌・非感性菌による皮膚感染。
２．真菌・スピロヘータ・ウイルス皮膚感染症，動物性皮膚疾患（疥癬，
毛じらみ等）。
３．本剤の成分に過敏症の既往。
４．鼓膜に穿孔のある湿疹性外耳道炎。
５．潰瘍（ベーチェット病除く），第２度深在性以上の熱傷・凍傷。
６．ストレプトマイシン，カナマイシン，ゲンタマイシン，フラジオマイシン
等のアミノグリコシド系抗生剤・バシトラシンに過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
眼圧亢進，緑内障，後嚢白内障（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 皮膚の刺激感，接触性皮膚炎，発疹
皮膚の感染症 ゲンタマイシン耐性菌・非感性菌による感染症，真菌症
（カンジダ症，白癬等），ウイルス感染症
その他の皮膚症状 ざ瘡様発疹，酒さ様皮膚炎・口囲皮膚炎（頬，口囲
等に潮紅，丘疹，膿疱，毛細血管拡張），ステロイド皮膚（皮膚萎縮，毛
細血管拡張，紫斑），多毛，色素脱失
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ （１ｇ）
内 外用 流通

【YJコード】2647709M1102
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】27.2円/1g
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

【薬価】27.2円/1g
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

【効能効果】適応菌種 ゲンタマイシン感性菌
適応症
（１）．湿潤，糜爛，結痂を伴うか，二次感染併発の下記
湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症，脂漏性皮膚炎含む），乾癬，掌蹠
膿疱症
（２）．外傷・熱傷及び手術創等の二次感染
【用法用量】１日１～数回　塗布。
適宜増減。

【禁忌】１．ゲンタマイシン耐性菌・非感性菌による皮膚感染。
２．真菌・スピロヘータ・ウイルス皮膚感染症，動物性皮膚疾患（疥癬，
毛じらみ等）。
３．本剤の成分に過敏症の既往。
４．鼓膜に穿孔のある湿疹性外耳道炎。
５．潰瘍（ベーチェット病除く），第２度深在性以上の熱傷・凍傷。
６．ストレプトマイシン，カナマイシン，ゲンタマイシン，フラジオマイシン
等のアミノグリコシド系抗生剤・バシトラシンに過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
眼圧亢進，緑内障，後嚢白内障（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 皮膚の刺激感，接触性皮膚炎，発疹
皮膚の感染症 ゲンタマイシン耐性菌・非感性菌による感染症，真菌症
（カンジダ症，白癬等），ウイルス感染症
その他の皮膚症状 ざ瘡様発疹，酒さ様皮膚炎・口囲皮膚炎（頬，口囲
等に潮紅，丘疹，膿疱，毛細血管拡張），ステロイド皮膚（皮膚萎縮，毛
細血管拡張，紫斑），多毛，色素脱失
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

リンデロン－ＶＧローション （１ｍＬ）
内 外用 流通

【YJコード】2647709Q1040
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】27.2円/1mL
【標榜薬効】皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

【効能効果】適応菌種 ゲンタマイシン感性菌
適応症
湿潤，糜爛，結痂を伴うか，二次感染併発の下記
湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症，脂漏性皮膚炎含む），乾癬，掌蹠
膿疱症
【用法用量】１日１～数回　塗布。
適宜増減。

【禁忌】１．ゲンタマイシン耐性菌・非感性菌による皮膚感染。
２．真菌・スピロヘータ・ウイルス皮膚感染症，動物性皮膚疾患（疥癬，
毛じらみ等）。
３．本剤の成分に過敏症の既往。
４．鼓膜に穿孔のある湿疹性外耳道炎。
５．潰瘍（ベーチェット病除く），第２度深在性以上の熱傷・凍傷。
６．ストレプトマイシン，カナマイシン，ゲンタマイシン，フラジオマイシン
等のアミノグリコシド系抗生剤・バシトラシンに過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
眼圧亢進，緑内障，後嚢白内障（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 皮膚の刺激感，接触性皮膚炎，発疹
皮膚の感染症 ゲンタマイシン耐性菌・非感性菌による感染症，真菌症
（カンジダ症，白癬等），ウイルス感染症
その他の皮膚症状 ざ瘡様発疹，酒さ様皮膚炎・口囲皮膚炎（頬，口囲
等に潮紅，丘疹，膿疱，毛細血管拡張），ステロイド皮膚（皮膚萎縮，毛
細血管拡張，紫斑），多毛，色素脱失
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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ベンダザック

ベンダザック軟膏３％「イワキ」 （３％１ｇ）
内 外用 後発 流通

【YJコード】2649726M1070
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ベンダザック
【先発品】ジルダザック軟膏３％
【メーカー】製)岩城製薬
【薬価】8.1円/1g
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】非ステロイド性抗炎症外用剤

【効能効果】１．アトピー性皮膚炎，乳幼児湿疹，急性湿疹，慢性湿疹，
接触性皮膚炎，尋常性乾癬，帯状疱疹
２．褥瘡，熱傷潰瘍，放射線潰瘍
【用法用量】１．炎症性皮膚疾患 １日数回　塗布。必要時　ＯＤＴ療法，
ステロイド外用剤を併用。
２．皮膚潰瘍類 １日数回　塗布。必要時　１日１～２回　貼布療法。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
皮膚 潮紅・発赤・掻痒症状の悪化，刺激感等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

ロキソプロフェンナトリウム水和物

ロキソニンテープ１００ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚）

内 外用 流通

【YJコード】2649735S3020
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【メーカー】製)リードケミカル　販)第一三共
【薬価】34.6円/1枚
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

【効能効果】下記の消炎・鎮痛
変形性関節症，筋肉痛，外傷後の腫脹・疼痛
【用法用量】１日１回　貼付。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．アスピリン喘息・その既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
ショック，アナフィラキシー（血圧低下，蕁麻疹，喉頭浮腫，呼吸困難
等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．５～３％未満 ０．５％未満 頻度不明
皮膚 掻痒，紅斑，接触性皮膚炎，皮疹 皮下出血，皮膚刺激，色素沈
着 水疱，腫脹
消化器  胃不快感，上腹部痛，下痢・軟便
肝臓  ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，γ－ＧＴＰ上昇
その他  浮腫
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ロキソニンテープ５０ｍｇ （７ｃｍ×１０ｃｍ１
枚）

内 外用 流通

【YJコード】2649735S2024
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【メーカー】製)リードケミカル　販)第一三共
【薬価】22.7円/1枚
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

■効能効果・用法用量

【効能効果】下記の消炎・鎮痛
変形性関節症，筋肉痛，外傷後の腫脹・疼痛
【用法用量】１日１回　貼付。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．アスピリン喘息・その既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
ショック，アナフィラキシー（血圧低下，蕁麻疹，喉頭浮腫，呼吸困難
等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．５～３％未満 ０．５％未満 頻度不明
皮膚 掻痒，紅斑，接触性皮膚炎，皮疹 皮下出血，皮膚刺激，色素沈
着 水疱，腫脹
消化器  胃不快感，上腹部痛，下痢・軟便
肝臓  ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，γ－ＧＴＰ上昇
その他  浮腫
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ロキソニンパップ１００ｍｇ （１０ｃｍ×１４ｃｍ
１枚）

内 外用 流通

【YJコード】2649735S1028
【薬効分類】２．６．４　鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
【一般名】ロキソプロフェンナトリウム水和物
【メーカー】製)リードケミカル　販)第一三共
【薬価】34.6円/1枚
【薬価収載日】2006/04/28
【標榜薬効】経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤

【効能効果】下記の消炎・鎮痛
変形性関節症，筋肉痛，外傷後の腫脹・疼痛
【用法用量】１日１回　貼付。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．アスピリン喘息・その既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
ショック，アナフィラキシー（血圧低下，蕁麻疹，喉頭浮腫，呼吸困難
等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．５～３％未満 ０．５％未満 頻度不明
皮膚 掻痒，紅斑，接触性皮膚炎，皮疹 皮下出血，皮膚刺激，色素沈
着 水疱，腫脹
消化器  胃不快感，上腹部痛，下痢・軟便
肝臓  ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，γ－ＧＴＰ上昇
その他  浮腫
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２．６．５　寄生性皮ふ疾患用剤

ケトコナゾール

ケトコナゾールローション２％「ＪＧ」 （２％１
ｇ）

内 外用 後発 流通

【YJコード】2655709Q1068
【薬効分類】２．６．５　寄生性皮ふ疾患用剤
【一般名】ケトコナゾール
【先発品】ニゾラールローション２％
【メーカー】製)日本ジェネリック
【薬価】19.2円/1g
【薬価収載日】2010/11/19
【標榜薬効】抗真菌剤

【効能効果】下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）．皮膚カンジダ症 指間糜爛症，間擦疹（乳児寄生菌性紅斑含む）
（３）．癜風
（４）．脂漏性皮膚炎
【用法用量】白癬，皮膚カンジダ症，癜風 １日１回　塗布。
脂漏性皮膚炎 １日２回　塗布。

■効能効果・用法用量

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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（２）．皮膚カンジダ症 指間糜爛症，間擦疹（乳児寄生菌性紅斑含む）
（３）．癜風
（４）．脂漏性皮膚炎
【用法用量】白癬，皮膚カンジダ症，癜風 １日１回　塗布。
脂漏性皮膚炎 １日２回　塗布。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
皮膚 皮膚灼熱感，発疹，皮膚剥脱，皮膚のべとつき感，蕁麻疹，糜爛，
亀裂，疼痛，刺激感，掻痒，接触皮膚炎，紅斑，水疱
全身障害・投与局所様態 適用部位反応（出血，不快感，乾燥，炎症，
錯感覚，浮腫）
免疫系障害 過敏症
その他 尿蛋白陽性
（表終了）

■禁忌

■副作用

テルビナフィン塩酸塩

ラミシールクリーム１％ （１％１ｇ）
内 外用 流通

【YJコード】2659710N1152
【薬効分類】２．６．５　寄生性皮ふ疾患用剤
【一般名】テルビナフィン塩酸塩
【メーカー】製)サンファーマ　販)田辺三菱製薬　販)ノバルティスファーマ
【薬価】32.4円/1g
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】アリルアミン系抗真菌剤

【効能効果】下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）．皮膚カンジダ症 指間糜爛症，間擦疹（乳児寄生菌性紅斑含む）
（３）．癜風
【用法用量】１日１回　塗布。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 ０．１～５％未満 ０．１％未満
過敏症 発疹，蕁麻疹，血管浮腫 掻痒症，紅斑
適用部位 湿疹，皮膚乾燥，疼痛，色素沈着，皮膚灼熱感 接触皮膚
炎，発赤，刺激感 鱗屑，落屑，皮膚亀裂
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２．６．６　皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）

サリチル酸

スピール膏Ｍ （２５平方ｃｍ１枚）
内 外用 流通

【YJコード】2661701X1020
【薬効分類】２．６．６　皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）
【一般名】サリチル酸
【メーカー】製)ニチバン
【薬価】85.4円/1枚
【標榜薬効】皮膚軟化剤

【効能効果】疣贅，鶏眼，胼胝腫の角質剥離
【用法用量】患部大に切って貼付し　移動しないように固定。２～５日目
ごと　取りかえる。

【禁忌】本剤に過敏症の既往。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 不明
過敏症  過敏症状
皮膚 発赤，紅斑等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

皮膚 発赤，紅斑等
（表終了）

尿素

ケラチナミンコーワクリーム２０％ （２０％１
ｇ）

内 外用 流通

【YJコード】2669701N2067
【薬効分類】２．６．６　皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む。）
【一般名】尿素
【メーカー】製)興和　販)興和創薬
【薬価】6.3円/1g
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】角化症治療剤

【効能効果】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
【用法用量】１日１～数回　塗擦。

【禁忌】眼粘膜等の粘膜。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満
皮膚 ぴりぴり感，紅斑，掻痒感，疼痛，丘疹 灼熱感，落屑
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２．７　歯科口腔用薬

２．７．１　歯科用局所麻酔剤

リドカイン

歯科用キシロカインスプレー （１ｇ）
内 外用

【YJコード】2710814R1023
【薬効分類】２．７．１　歯科用局所麻酔剤
【一般名】リドカイン
【メーカー】製)藤沢薬品工業
【標榜薬効】表面麻酔剤

２．７．６　歯科用抗生物質製剤

ミノサイクリン塩酸塩

ペリオフィール歯科用軟膏２％ （１０ｍｇ０．
５ｇ１シリンジ）

内 外用 後発 流通

【YJコード】2760804M1040
【薬効分類】２．７．６　歯科用抗生物質製剤
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
【先発品】ペリオクリン歯科用軟膏
【メーカー】製)昭和薬品化工
【薬価】399.5円/1シリンジ
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】歯周炎治療剤
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 アクチノバチラス・アクチノミセテムコミタンス，エ
イケネラ・コローデンス，カプノサイトファーガ属，プレボテラ属，ポルフィ
ロモナス・ジンジバリス，フソバクテリウム・ヌクレアタム
適応症 歯周組織炎
【用法用量】週１回　歯周ポケット内に充満する量　注入。
注意
耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間にと
どめる。

■効能効果・用法用量

■禁忌

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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【禁忌】テトラサイクリン系抗生剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（蕁麻疹，掻痒，全身潮紅，喉頭
浮腫，呼吸困難，血圧低下等）。

■禁忌

■副作用

２．７．９　その他の歯科口腔用薬

ベンゼトニウム塩化物

ネオステリングリーンうがい液０．２％ （１ｍ
Ｌ）

内 外用 流通

【YJコード】2790820Q1040
【薬効分類】２．７．９　その他の歯科口腔用薬
【一般名】ベンゼトニウム塩化物
【メーカー】製)日本歯科薬品
【薬価】5.4円/1mL
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】口腔洗浄・含嗽剤

【効能効果】口腔内消毒，抜歯創の感染予防
【用法用量】口腔内の消毒 ０．００４％（５０倍希釈）溶液　洗口。
抜歯創の感染予防 ０．０１～０．０２％（１０～２０倍希釈）溶液　洗浄。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
過敏症 過敏症状
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

２　個々の器官系用医薬品 ２　個々の器官系用医薬品
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３　代謝性医薬品

３．１　ビタミン剤

３．１．１　ビタミンＡ及びＤ剤

アルファカルシドール

カルフィーナ錠０．５μｇ （０．５μｇ１錠）
内 内服 後発 流通
劇

【YJコード】3112001F2043
【薬効分類】３．１．１　ビタミンＡ及びＤ剤
【一般名】アルファカルシドール
【先発品】ワンアルファ錠０．５μｇ
【メーカー】製)共和薬品工業　販)マルホ
【薬価】5.8円/1T
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】活性型ビタミンＤ３製剤

【効能効果】１．下記ビタミン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
（３）．ビタミンＤ抵抗性クル病・骨軟化症
２．骨粗鬆症
【用法用量】血清カルシウム濃度の管理のもとに，投与量を調整。
１．慢性腎不全，骨粗鬆症
成人　１回０．５～１μｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
２．副甲状腺機能低下症，その他のビタミンＤ代謝異常に伴う疾患
成人　１回１～４μｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
（小児量）
骨粗鬆症
１回０．０１～０．０３μｇ／ｋｇ　１日１回　内服。
その他の疾患
１回０．０５～０．１μｇ／ｋｇ　１日１回　内服。
適宜増減。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．急性腎不全（血清カルシウム上昇）。
２．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐの上昇等），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
消化器 食欲不振，悪心・嘔気，下痢，便秘，胃痛，嘔吐，腹部膨満感，
胃部不快感，消化不良，口内異和感，口渇等
精神神経系 頭痛・頭重，不眠・いらいら感，脱力・倦怠感，眩暈，しびれ
感，眠気，記憶力・記銘力の減退，耳鳴り，老人性難聴，背部痛，肩こ
り，下肢のつっぱり感，胸痛等
循環器 軽度の血圧上昇，動悸
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），ＬＤＨ，γ－ＧＴＰの上昇
腎臓 ＢＵＮ，クレアチニンの上昇（腎機能の低下），腎結石
皮膚 掻痒感，発疹，熱感
眼 結膜充血
骨 関節周囲の石灰化（化骨形成）
その他 嗄声，浮腫
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

エルデカルシトール

エディロールカプセル０．７５μｇ （０．７５μ
ｇ１カプセル）

内 内服 流通
劇

【YJコード】3112006M2029
【薬効分類】３．１．１　ビタミンＡ及びＤ剤
【一般名】エルデカルシトール
【メーカー】製)中外製薬　販)大正富山医薬品
【薬価】97.9円/1C
【薬価収載日】2011/03/11
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

■効能効果・用法用量

【効能効果】骨粗鬆症
注意
日本骨代謝学会の診断基準等を参考に，確定診断された患者が対象。
【用法用量】成人　１回０．７５μｇ　１日１回　内服。症状により１回０．５
μｇ　１日１回　適宜減量。
注意
血清カルシウム値を定期的に測定し，高カルシウム血症の発現時は，
直ちに休薬。休薬後は，血清カルシウム値が正常域まで回復後　１回
０．５μｇ　１日１回　内服。１回０．５μｇ　１日１回の骨折予防効果は未
確立，漫然投与せず　１回０．７５μｇ　１日１回への増量・他剤による治
療への変更を考慮。

【禁忌】妊婦，妊娠の可能性，授乳婦。

【副作用】重大な副作用
１．高カルシウム血症（１．５％）（倦怠感，いらいら感，嘔気，口渇感，食
欲減退，意識レベルの低下等）。
２．急性腎不全（頻度不明）（血清カルシウム上昇）。
３．尿路結石（０．９％）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

３．１．３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除
く。）

パンテチン

パントシン散２０％ （２０％１ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】3133001B1193
【薬効分類】３．１．３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）
【一般名】パンテチン
【メーカー】製)第一三共エスファ　販)第一三共　販)第一製薬
【薬価】15.4円/1g
【薬価収載日】2001/09/07
【標榜薬効】パンテチン製剤

【効能効果】１．パントテン酸欠乏症の予防・治療
２．パントテン酸の需要が増大し，食事で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．下記のうちパントテン酸の欠乏・代謝障害の関与が推定される時（効
果なければ漫然使用しない）
（１）．高脂血症
（２）．弛緩性便秘
（３）．ストレプトマイシン，カナマイシンによる副作用予防・治療
（４）．急・慢性湿疹
（５）．血液疾患の血小板数，出血傾向の改善
【用法用量】成人　１日パンテチン３０～１８０ｍｇ　１日１～３回　分割　内
服。
血液疾患，弛緩性便秘 １日パンテチン３００～６００ｍｇ　１日１～３回
分割　内服。
高脂血症 １日パンテチン６００ｍｇ　１日３回　分割　内服。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

パンテノール

パントール注射液２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１管）
内 注射 流通

【YJコード】3133401A2030
【薬効分類】３．１．３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）
【一般名】パンテノール
【メーカー】製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬
【薬価】56円/1A
【標榜薬効】パンテノール製剤

【効能効果】１．パントテン酸欠乏症の予防・治療
２．パントテン酸の需要が増大し，食事で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．下記のうちパントテン酸の欠乏・代謝障害の関与が推定される時（効
果なければ漫然使用しない）
（１）．ストレプトマイシン，カナマイシンによる副作用予防・治療
（２）．接触皮膚炎，急・慢性湿疹
（３）．術後腸管麻痺
【用法用量】成人　１回２０～１００ｍｇ　１日１～２回　皮下注・筋注・静
注。
術後腸管麻痺 １回５０～５００ｍｇ　１日１～３回，必要時６回まで　皮下
注・筋注・静注。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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【用法用量】成人　１回２０～１００ｍｇ　１日１～２回　皮下注・筋注・静
注。
術後腸管麻痺 １回５０～５００ｍｇ　１日１～３回，必要時６回まで　皮下
注・筋注・静注。
適宜増減。

【禁忌】血友病。

■禁忌

ピリドキサールリン酸エステル水和物

リン酸ピリドキサール錠３０＊（小林化工）
（３０ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】3134003F3267
【薬効分類】３．１．３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）
【一般名】ピリドキサールリン酸エステル水和物
【先発品】ピドキサール錠３０ｍｇ
【メーカー】製)小林化工　販)和薬
【薬価】5.6円/1T
【標榜薬効】補酵素型ビタミンＢ６製剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】１．ビタミンＢ６欠乏症の予防・治療（薬物投与によるもの含
む　例，イソニアジド）
２．ビタミンＢ６の需要が増大し，食事で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．下記のうちビタミンＢ６の欠乏・代謝障害の関与が推定される時（効
果なければ漫然使用しない）
（１）．口角炎，口唇炎，舌炎，口内炎
（２）．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
（３）．末梢神経炎
（４）．放射線障害（宿酔）
【用法用量】成人　１日１０～６０ｍｇ　１日１～３回　分割　内服。
適宜増減。
依存症　大量投与が必要な場合もあり。
注意
依存症に大量投与時は，十分な観察。新生児，乳・幼児への投与は少
量から漸増し，適合量に到達させる。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
横紋筋融解症（ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグロビン上昇），急性腎
不全等の重篤な腎障害。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹等の過敏症状
消化器 悪心，食欲不振，腹部膨満感，下痢，嘔吐
肝臓 肝機能異常
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

メコバラミン

メチコバール錠５００μｇ （０．５ｍｇ１錠）
内 内服 後発 流通

【YJコード】3136004F2138
【薬効分類】３．１．３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）
【一般名】メコバラミン
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】15.7円/1T
【標榜薬効】末梢性神経障害治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】末梢性神経障害
注意
効果なければ漫然使用しない。
【用法用量】成人　１日３錠（メコバラミン　１５００μｇ）　１日３回　分割
内服。
適宜増減。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満
過敏症 発疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

過敏症 発疹
（表終了）

葉酸

フォリアミン錠 （５ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】3135001F1025
【薬効分類】３．１．３　ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く。）
【一般名】葉酸
【メーカー】製)日本製薬　販)武田薬品工業
【薬価】9.6円/1T
【標榜薬効】葉酸製剤

【効能効果】１．葉酸欠乏症の予防・治療
２．葉酸の需要が増大し，食事で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．下記のうち葉酸の欠乏・代謝障害の関与が推定される時（効果なけ
れば漫然使用しない）
（１）．栄養性貧血
（２）．妊娠性貧血
（３）．小児貧血
（４）．抗痙攣剤，抗マラリア剤投与による貧血
６．アルコール中毒，肝疾患に関する大赤血球性貧血
７．再生不良性貧血
８．顆粒球減少症
【用法用量】成人　１日５～２０ｍｇ（本剤　１～４錠）　１日２～３回　分割
内服。
小児　１日５～１０ｍｇ（本剤　１～２錠）　１日２～３回　分割　内服。
適宜増減。
消化管に吸収障害，又は重篤時 注射。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 紅斑，掻痒感，全身倦怠等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

３．１．４　ビタミンＣ剤

アスコルビン酸

アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」 （５００
ｍｇ１管）

内 注射 後発 流通

【YJコード】3140401A1039
【薬効分類】３．１．４　ビタミンＣ剤
【一般名】アスコルビン酸
【メーカー】製)日新製薬　販)富士フイルムファーマ
【薬価】56円/1A
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】ビタミンＣ製剤

【効能効果】１．ビタミンＣ欠乏症の予防・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，食事で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．下記のうちビタミンＣの欠乏・代謝障害の関与が推定される時（効果
なければ漫然使用しない）
（１）．毛細管出血（鼻出血，歯肉出血，血尿等）
（２）．薬物中毒
（３）．副腎皮質機能障害
（４）．骨折時の骨基質形成・骨癒合促進
（５）．肝斑・雀卵斑・炎症後の色素沈着
（６）．光線過敏性皮膚炎
【用法用量】成人　１日５０～２０００ｍｇ　１日１～数回　分割　皮下注・筋
注・静注。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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パントール注射液２５０ｍｇ アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」



３．１．６　ビタミンＫ剤

メナテトレノン

ケイツーＮ静注１０ｍｇ （１０ｍｇ１管）
内 注射 流通

【YJコード】3160401A6041
【薬効分類】３．１．６　ビタミンＫ剤
【一般名】メナテトレノン
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】77円/1A
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】止血機構賦活ビタミン剤

【効能効果】ビタミンＫ欠乏による下記
（１）．胆道閉塞・胆汁分泌不全によ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）．分娩時出血
（４）．クマリン系抗凝血薬投与中の低プロトロンビン血症
（５）．クマリン系殺鼠剤中毒時の低プロトロンビン血症
注意
ビタミンＫ拮抗作用を有し，低プロトロンビン血症を生じる殺鼠剤で，ワ
ルファリン，フマリン，クマテトラリル，ブロマジオロン，ダイファシノン，ク
ロロファシノン等あり。抗凝血作用を有する殺鼠剤の中毒であることを
血液凝固能検査で確認。
【用法用量】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の低プロトロンビン血症 成人　１回
１０～２０ｍｇ　１日１回　静注。
新生児低プロトロンビン血症 生後直ちに　１回１～２ｍｇ　静注。症状に
より　２～３回　反復静注。
クマリン系殺鼠剤中毒時の低プロトロンビン血症 １回２０ｍｇ　静注。
血液凝固能検査結果により　１日４０ｍｇまで増量。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 不明
過敏症 発疹
その他  ショック
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

３．１．７　混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合
製剤を除く。）

アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム

シナール配合錠 （１錠）
内 内服 流通

【YJコード】3179115F2034
【薬効分類】３．１．７　混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）
【一般名】アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】6.1円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】ビタミンＣ・パントテン酸カルシウム配合剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】本剤含有ビタミン類の需要が増大し，食事での摂取が不十
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
（効果なければ漫然使用しない）
【用法用量】成人　１回１～３錠　１日１～３回　内服。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

オクトチアミン・Ｂ２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

ノイロビタン配合錠 （１錠）
内 内服 流通

【YJコード】3179106F1039
【薬効分類】３．１．７　混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）
【一般名】オクトチアミン・Ｂ２・Ｂ６・Ｂ１２配合剤
【メーカー】製)ＬＴＬファーマ　販)アステラス製薬
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】ＶＢ１・ＶＢ２・ＶＢ６・ＶＢ１２配合剤

【メーカー】製)ＬＴＬファーマ　販)アステラス製薬
【薬価】5.7円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】ＶＢ１・ＶＢ２・ＶＢ６・ＶＢ１２配合剤

【効能効果】１．本剤含有ビタミン類の需要が増大し，食事での摂取が不
十分な際の補給（消耗性疾患，妊産婦，授乳婦等）
２．下記のうち本剤含有ビタミン類の欠乏・代謝障害の関与が推定され
る時
神経痛，筋肉痛，関節痛，末梢神経炎，末梢神経麻痺
効果なければ漫然使用しない
【用法用量】成人　１日１～３錠　内服。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

高カロリー輸液用総合ビタミン剤

ビタジェクト注キット （２筒１キット）
内 注射 後発 流通

【YJコード】3179517G1035
【薬効分類】３．１．７　混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）
【一般名】高カロリー輸液用総合ビタミン剤
【メーカー】製)テルモ
【薬価】272円/1kit
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】高カロリー輸液用総合ビタミン剤

【効能効果】経口・経腸管栄養補給が不能・不十分で，高カロリー静脈
栄養に頼る時のビタミン補給
【用法用量】成人　１日１キット（１セット）　点滴静注（Ａ液・Ｂ液を高カロ
リー経静脈輸液に専用の器具で注入）。
適宜増減。

【禁忌】１．本剤・本剤配合成分に過敏症の既往。
２．血友病。

【副作用】重大な副作用
ショック（０．１％未満），アナフィラキシー様症状（頻度不明）（血圧低下，
意識障害，呼吸困難，チアノーゼ，悪心，胸内苦悶，顔面潮紅，掻痒
感，発汗等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満
過敏症 蕁麻疹，発疹，顔面潮紅
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

チアミン・ニコチン酸アミド配合剤

シーパラ注 （２ｍＬ１管）
内 注射 流通

【YJコード】3179507A1020
【薬効分類】３．１．７　混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）
【一般名】チアミン・ニコチン酸アミド配合剤
【メーカー】製)高田製薬　販)塩野義製薬
【薬価】56円/1A
【標榜薬効】ビタミンＢ・Ｃ配合剤

【効能効果】本剤含有ビタミン類の需要が増大し，食事での摂取が不十
分な際の補給（消耗性疾患，妊産婦，授乳婦等）
効果なければ漫然使用しない
【用法用量】成人　１日２～１０ｍＬ（本剤　１～５管）　１日１～３回　分割
皮下注・筋注・静注。
適宜増減。

【禁忌】１．本剤・チアミン塩化物塩酸塩に過敏症の既往。
２．血友病。

【副作用】重大な副作用
ショック（０．１％未満）（血圧低下，胸内苦悶，呼吸困難等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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ケイツーＮ静注１０ｍｇ シーパラ注



リン酸チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合
剤

ビタメジン静注用 （１瓶）
内 注射 流通

【YJコード】3179506F1023
【薬効分類】３．１．７　混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く。）
【一般名】リン酸チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤
【メーカー】製)第一三共
【薬価】117円/1V
【標榜薬効】複合ビタミン剤

【効能効果】１．本剤含有ビタミン類の需要が増大し，食事での摂取が不
十分な際の補給（消耗性疾患，妊産婦，授乳婦等）
２．下記のうち本剤含有ビタミン類の欠乏・代謝障害の関与が推定され
る時
神経痛，筋肉痛，関節痛，末梢神経炎，末梢神経麻痺
効果なければ漫然使用しない
【用法用量】成人　１日１バイアル　静注・点滴静注（ブドウ糖液又は生
食又は注射用水２０ｍＬに溶解）。
適宜増減。
静注時　３分以上かけ　極めて緩徐に投与。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
ショック，アナフィラキシー様症状（発赤，掻痒感，血圧低下，胸内苦悶，
呼吸困難等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

３．２　滋養強壮薬

３．２．１　カルシウム剤

乳酸カルシウム水和物

乳石錠５００ｍｇ「ファイザー」 （５００ｍｇ１
錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】3211002F1040
【薬効分類】３．２．１　カルシウム剤
【一般名】乳酸カルシウム水和物
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】5.6円/1T
【薬価収載日】2013/07/01
【標榜薬効】カルシウム剤

【効能効果】１．低カルシウム血症による下記の改善
テタニー
２．下記の代謝性骨疾患のカルシウム補給
妊婦・産婦の骨軟化症
３．発育期のカルシウム補給
【用法用量】成人　１回１ｇ（本剤　２錠）　１日２～５回　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．高カルシウム血症。
２．腎結石。
３．重篤な腎不全。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
長期投与 高カルシウム血症，結石症
消化器 便秘
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

３．２．２　無機質製剤

Ｌ－アスパラギン酸カリウム

アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テ
ルモ」 （１７．１２％１０ｍＬ１キット）

内 注射 後発 流通
ハイリスク

【YJコード】3229401G1021
【薬効分類】３．２．２　無機質製剤
【一般名】Ｌ－アスパラギン酸カリウム
【メーカー】製)テルモ
【薬価】175円/1kit
【薬価収載日】2006/12/08
【ハイリスク分類】カリウム製剤
【標榜薬効】Ｋアスパルテート製剤

【効能効果】下記のカリウム補給
（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
の抗生剤等の連用時
（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，術後
【用法用量】成人　１回１．７１～５．１４ｇ（カリウム　１０～３０ｍＥｑ，本剤
１～３本）　８ｍＬ／分以下で　点滴静注（注射用水，５％ブドウ糖液，生
食又は他の適当な希釈剤で希釈。濃度　０．６８ｗ／ｖ％（カリウム　４０
ｍＥｑ／Ｌ）以下）。
１日１７．１ｇ（カリウム　１００ｍＥｑ，本剤　１０本）まで。
適宜増減。
注意
カリウム剤を急速静注すると不整脈，場合により心停止あり，点滴静注
のみに使用。

【禁忌】１．重篤な腎機能障害（前日の尿量が５００ｍＬ以下・投与直前の
排尿が２０ｍＬ／時以下）。
２．副腎機能障害（アジソン病）。
３．高カリウム血症。
４．高カリウム血性周期性四肢麻痺。
５．本剤の成分に過敏症の既往。
６．エプレレノンの投与患者。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
心臓伝導障害，高カリウム血症。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
投与部位 血管痛
その他 悪寒
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤

エレジェクト注シリンジ （２ｍＬ１筒）
内 注射 後発 流通

【YJコード】3229501G1070
【薬効分類】３．２．２　無機質製剤
【一般名】塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤
【先発品】エレメンミック注キット
【メーカー】製)テルモ
【薬価】182円/1筒
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】高カロリー輸液用微量元素製剤

【効能効果】経口・経腸管栄養補給が不能・不十分で，高カロリー静脈
栄養に頼る時の亜鉛，鉄，銅，マンガン，ヨウ素の補給
【用法用量】成人　１日２ｍＬ　点滴静注（高カロリー静脈栄養輸液に添
加）。
適宜増減。
注意
１．経口・経腸管栄養補給が十分な時は，速やかに投与中止（経口・経
腸管栄養で微量元素は補給）。
２．高カロリー輸液用基本液等は微量元素が含まれた製剤あり。それら
の微量元素量に応じ適宜減量。
３．黄疸がある時，又は投与中にマンガンの全血中濃度の上昇があっ
た時は，マンガンが配合されてない微量元素製剤の投与を考慮。銅等
の微量元素の血漿中濃度の上昇があった時は，休薬，減量，中止等を
考慮。
全血中マンガン濃度の基準値
（表開始）
Ｍｎ（μｇ／ｄＬ） ０．５２～２．４
（表終了）
血漿中微量元素濃度の基準値※
（表開始）
 中央値（下限～上限値）
Ｆｅ（μｇ／ｄＬ） １０３（３５～１７４）
Ｚｎ（μｇ／ｄＬ） ９７（７０～１２４）
Ｃｕ（μｇ／ｄＬ） ９４（６２～１３２）
Ｉ（μｇ／ｄＬ） ５．７（３．７～１４）
（表終了）
※健常成人男女各２０名より求めた。

■効能効果・用法用量

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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た時は，マンガンが配合されてない微量元素製剤の投与を考慮。銅等
の微量元素の血漿中濃度の上昇があった時は，休薬，減量，中止等を
考慮。
全血中マンガン濃度の基準値
（表開始）
Ｍｎ（μｇ／ｄＬ） ０．５２～２．４
（表終了）
血漿中微量元素濃度の基準値※
（表開始）
 中央値（下限～上限値）
Ｆｅ（μｇ／ｄＬ） １０３（３５～１７４）
Ｚｎ（μｇ／ｄＬ） ９７（７０～１２４）
Ｃｕ（μｇ／ｄＬ） ９４（６２～１３２）
Ｉ（μｇ／ｄＬ） ５．７（３．７～１４）
（表終了）
※健常成人男女各２０名より求めた。

【禁忌】１．胆道閉塞。
２．本剤・本剤配合成分に過敏症の既往。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 頻度不明
過敏症 発疹
肝臓 肝機能異常（ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇等）
ビリルビン上昇
精神神経系  パーキンソン様症状
その他 血中マンガン上昇
（表終了）

■禁忌

■副作用

含糖酸化鉄

フェジン静注４０ｍｇ （４０ｍｇ２ｍＬ１管）
内 注射 流通

【YJコード】3222400A1058
【薬効分類】３．２．２　無機質製剤
【一般名】含糖酸化鉄
【メーカー】製)日医工
【薬価】60円/1A
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】静注用鉄剤

【効能効果】鉄欠乏性貧血
【用法用量】経口鉄剤が困難又は不適当な時のみ使用。必要鉄量を算
出し投与。
成人　１日４０～１２０ｍｇ（本剤　２～６ｍＬ）　２分以上かけ　徐々に静
注。
適宜増減。
参考 必要鉄量の算出法
あらかじめ総投与鉄量を算定して治療を行うことにより，鉄の過剰投与
の障害が避けられ，不足鉄量を補える。鉄欠乏性貧血では利用可能な
貯蔵鉄が零に近いので，鉄必要量の他に貯蔵鉄をも加算の必要あり。
総投与鉄量（貯蔵鉄を加えた鉄量）
ヘモグロビン値Ｘｇ／ｄＬと体重Ｗｋｇより算定（中尾式。Ｈｂ値 １６ｇ／ｄＬ
を１００％とする）。
総投与鉄量（ｍｇ）＝〔２．７２（１６－Ｘ）＋１７〕Ｗ
総投与鉄量［ｍｇ］一覧（表開始）
体重ｋｇ＼治療前Ｈｂ量ｇ／ｄＬ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３
２０ ９４０ ８８０ ８３０ ７８０ ７２０ ６７０ ６１０ ５６０ ５００
３０ １４１０ １３３０ １２４０ １１６０ １０８０ １０００ ９２０ ８４０ ７５０
４０ １８８０ １７７０ １６６０ １５５０ １４４０ １３３０ １２２０ １１２０ １０１０
５０ ２３５０ ２２１０ ２０７０ １９４０ １８００ １６７０ １５３０ １３９０ １２６０
６０ ２８２０ ２６５０ ２４９０ ２３３０ ２１６０ ２０００ １８４０ １６７０ １５１０
７０ ３２８０ ３０９０ ２９００ ２７１０ ２５２０ ２３３０ ２１４０ １９５０ １７６０
（表終了）
１管２ｍＬ中鉄として４０ｍｇ含有。
注意
あらかじめ必要鉄量を算出し，投与中も定期的に血液検査を実施，フェ
リチン値等を確認し，過量投与に注意。

【禁忌】１．鉄欠乏状態にない患者。
２．重篤な肝障害。
３．本剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック（脈拍異常，血圧低下，呼吸困難等），不快感，胸内苦悶感，
悪心・嘔吐等。
２．骨軟化症（骨痛，関節痛等）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

クエン酸第一鉄ナトリウム

フェロミア錠５０ｍｇ （鉄５０ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】3222013F1025
【薬効分類】３．２．２　無機質製剤
【一般名】クエン酸第一鉄ナトリウム
【メーカー】製)サンノーバ　販)エーザイ
【薬価】8.7円/1T
【標榜薬効】可溶性非イオン型鉄剤

【効能効果】鉄欠乏性貧血
【用法用量】成人　１日１００～２００ｍｇ（本剤　２～４錠）　１日１～２回
分割　食後　内服。
適宜増減。

【禁忌】鉄欠乏状態にない患者。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 発疹 掻痒感 光線過敏症
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

グルコン酸カリウム

グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ （カリウム４
ｍＥｑ１ｇ）

内 内服 流通

【YJコード】3229007C1032
【薬効分類】３．２．２　無機質製剤
【一般名】グルコン酸カリウム
【メーカー】製)ポーラファルマ　販)科研製薬
【薬価】8.4円/1g
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】カリウム補給剤

【効能効果】低カリウム状態時のカリウム補給
【用法用量】１回１０ｍＥｑ　１日３～４回　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．重篤な腎機能障害（前日の尿量が５００ｍＬ以下・投与直前の
排尿が２０ｍＬ／時以下）。
２．適切な治療をしていないアジソン病。
３．高カリウム血症。
４．消化管通過障害。
５．高カリウム血性周期性四肢麻痺。
６．本剤の成分に過敏症の既往。
７．エプレレノンの投与患者。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
心臓伝導障害。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

３．２．３　糖類剤

高カロリー輸液用基本液

ハイカリックＲＦ輸液 （５００ｍＬ１袋）
内 注射 流通

【YJコード】3239527A2032
【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】高カロリー輸液用基本液
【メーカー】製)テルモ
【薬価】420円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】高カロリー輸液用基本液

■効能効果・用法用量

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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【効能効果】経口・経腸管栄養補給が不能・不十分で，経中心静脈栄養
に頼る時の水分，電解質，カロリー補給（腎不全等による高カリウム血
症，高リン血症又はそのおそれのある患者のみ）
注意
ナトリウム，マグネシウム，カルシウム，クロール，亜鉛の配合量が必要
最少量のため，適宜添加。
【用法用量】本剤１０００ｍＬに対しナトリウム，クロールを含有しないか，
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。
成人　維持量　１日１２００～１６００ｍＬ　２４時間かけ　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。維持量の半量程度から１日あたりの投与量を漸
増し　維持量。
適宜増減。
注意
１．重篤なアシドーシスの可能性，必ず必要量（１日３ｍｇ以上を目安）
のビタミンＢ１を併用。
２．ナトリウム，クロールを含有しないか，含有量が少ないアミノ酸注射
液を加える。

【禁忌】１．乳酸血症。
２．高ナトリウム血症。
３．高クロール血症。
４．高マグネシウム血症，甲状腺機能低下症。
５．高カルシウム血症。
６．肝性昏睡・そのおそれ。
７．遺伝性果糖不耐症（ソルビトール含有のアミノ酸注射液を混注時）。

【副作用】重大な副作用
１．重篤なアシドーシス。
２．高血糖（０．１～５％未満）（過度の高血糖，口渇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
大量・急速投与による障害 脳浮腫，肺水腫，末梢の浮腫，アシドーシ
ス，水中毒
肝機能障害 肝機能異常
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ブドウ糖

大塚糖液１０％ （１０％５００ｍＬ１袋）
内 注射 流通

【YJコード】3231401Q5020
【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】ブドウ糖
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】203円/1袋
【標榜薬効】糖類製剤

【効能効果】１．脱水症で水欠乏時の水補給，薬物・毒物中毒，肝疾患，
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・エネルギー補給必要時
２．注射剤の溶解希釈
【用法用量】水補給，薬物・毒物中毒，肝疾患 成人　１回５％液５００～
１０００ｍＬ　静注。
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・エネルギー補給必要時 成人　１回１０～５
０％液２０～５００ｍＬ　静注。
点滴静注時　０．５ｇ／ｋｇ／時以下。
注射剤の溶解希釈 適量使用。
適宜増減。

【禁忌】低張性脱水症。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
大量・急速投与 電解質喪失
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

大塚糖液５％ （５％２０ｍＬ１管）
内 注射 流通

【YJコード】3231401A1094
【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】ブドウ糖
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】65円/1A
【薬価収載日】1997/10/01
【標榜薬効】糖類製剤

【一般名】ブドウ糖
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】65円/1A
【薬価収載日】1997/10/01
【標榜薬効】糖類製剤

【効能効果】１．脱水症で水欠乏時の水補給，薬物・毒物中毒，肝疾患，
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・エネルギー補給必要時
２．注射剤の溶解希釈
【用法用量】水補給，薬物・毒物中毒，肝疾患 成人　１回５％液５００～
１０００ｍＬ　静注。
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・エネルギー補給必要時 成人　１回１０～５
０％液２０～５００ｍＬ　静注。
点滴静注時　０．５ｇ／ｋｇ／時以下。
注射剤の溶解希釈 適量使用。
適宜増減。

【禁忌】低張性脱水症。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
大量・急速投与 電解質喪失
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

大塚糖液５％ （５％１００ｍＬ１瓶）
内 注射 流通

【YJコード】3231401A2066
【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】ブドウ糖
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】123円/1V
【薬価収載日】1997/10/01
【標榜薬効】糖類製剤

【効能効果】１．脱水症で水欠乏時の水補給，薬物・毒物中毒，肝疾患，
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・エネルギー補給必要時
２．注射剤の溶解希釈
【用法用量】水補給，薬物・毒物中毒，肝疾患 成人　１回５％液５００～
１０００ｍＬ　静注。
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・エネルギー補給必要時 成人　１回１０～５
０％液２０～５００ｍＬ　静注。
点滴静注時　０．５ｇ／ｋｇ／時以下。
注射剤の溶解希釈 適量使用。
適宜増減。

【禁忌】低張性脱水症。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
大量・急速投与 電解質喪失
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

大塚糖液５％ （５％５００ｍＬ１袋）
内 注射 流通

【YJコード】3231401Q3028
【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】ブドウ糖
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】174円/1袋
【標榜薬効】糖類製剤

【効能効果】１．脱水症で水欠乏時の水補給，薬物・毒物中毒，肝疾患，
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・エネルギー補給必要時
２．注射剤の溶解希釈
【用法用量】水補給，薬物・毒物中毒，肝疾患 成人　１回５％液５００～
１０００ｍＬ　静注。
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・エネルギー補給必要時 成人　１回１０～５
０％液２０～５００ｍＬ　静注。
点滴静注時　０．５ｇ／ｋｇ／時以下。
注射剤の溶解希釈 適量使用。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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注射剤の溶解希釈 適量使用。
適宜増減。

【禁忌】低張性脱水症。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
大量・急速投与 電解質喪失
（表終了）

■禁忌

■副作用

大塚糖液５０％ （５０％２００ｍＬ１袋）
内 注射 流通

【YJコード】3231401J3038
【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】ブドウ糖
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】251円/1袋
【薬価収載日】2001/04/10
【標榜薬効】糖類製剤

【効能効果】１．脱水症で水欠乏時の水補給，薬物・毒物中毒，肝疾患，
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・エネルギー補給必要時
２．注射剤の溶解希釈
【用法用量】水補給，薬物・毒物中毒，肝疾患 成人　１回５％液５００～
１０００ｍＬ　静注。
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・エネルギー補給必要時 成人　１回１０～５
０％液２０～５００ｍＬ　静注。
点滴静注時　０．５ｇ／ｋｇ／時以下。
注射剤の溶解希釈 適量使用。
適宜増減。
経中心静脈栄養等の高カロリー輸液として中心静脈内に持続点滴注
入。

【禁忌】低張性脱水症。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
大量・急速投与 電解質喪失
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ブドウ糖注５０％シリンジ「テルモ」 （５０％２
０ｍＬ１筒）

内 注射 後発 流通

【YJコード】3231400G9034
【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】ブドウ糖
【メーカー】製)テルモ
【薬価】115円/1筒
【薬価収載日】2005/06/10
【標榜薬効】糖類製剤

【効能効果】脱水症で水欠乏時の水補給，循環虚脱，低血糖時の糖質
補給，高カリウム血症，注射剤の溶解希釈，薬物・毒物中毒，心疾患
（ＧＩＫ療法），肝疾患，その他非経口的に水・エネルギー補給必要時
【用法用量】水補給，薬物・毒物中毒，肝疾患 成人　１回５％液５００～
１０００ｍＬ　静注。
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・エネルギー補給必要時 成人　１回１０～５
０％液２０～５００ｍＬ　静注。
点滴静注時　０．５ｇ／ｋｇ／時以下。
注射剤の溶解希釈 適量使用。
適宜増減。

【禁忌】低張性脱水症。

■効能効果・用法用量

■禁忌

ブドウ糖＊（扶桑） （１０ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】3231001X1094
【薬効分類】３．２．３　糖類剤
【一般名】ブドウ糖
【メーカー】製)扶桑薬品工業
【薬価】8.8円/10g
【標榜薬効】糖類剤

【一般名】ブドウ糖
【メーカー】製)扶桑薬品工業
【薬価】8.8円/10g
【標榜薬効】糖類剤

【効能効果】１．経口的栄養補給
２．ブドウ糖負荷試験
【用法用量】１．経口的栄養補給 必要量　粉末，水溶液で　内服。
２．ブドウ糖負荷試験 成人　１回５０～１００ｇ　内服。
適宜増減。

【禁忌】ブドウ糖吸収不良。

■効能効果・用法用量

■禁忌

３．２．５　たん白アミノ酸製剤

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン

エルネオパＮＦ１号輸液 （１０００ｍＬ１キッ
ト）

内 注射 流通

【YJコード】3259533G1029
【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】1303円/1kit
【薬価収載日】2016/11/18
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素
液

【効能効果】経口・経腸管栄養補給が不能・不十分で，経中心静脈栄養
に頼る時の水分，電解質，カロリー，アミノ酸，ビタミン，亜鉛，鉄，銅，マ
ンガン，ヨウ素の補給
【用法用量】経中心静脈栄養法の開始時で，耐糖能が不明や耐糖能が
低下時の開始液として，又は侵襲時等で耐糖能が低下しており，ブドウ
糖制限の必要時の維持液として使用。
用時，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
に開通し混合して，開始液又は維持液とする。
成人　１日２０００ｍＬの開始液又は維持液　２４時間かけ　中心静脈内
に　持続点滴注入。
適宜増減。
注意
黄疸がある時，又は投与中にマンガンの全血中濃度の上昇があった
時，及び銅等の微量元素の血漿中濃度の上昇があった時は，投与中
止し，他の高カロリー輸液療法を考慮。

【禁忌】１．電解質代謝異常。
（１）．高ナトリウム血症。
（２）．高クロル血症。
（３）．高カリウム血症（乏尿，アジソン病，高窒素血症等）。
（４）．高リン血症（副甲状腺機能低下症等）。
（５）．高マグネシウム血症（甲状腺機能低下症等）。
（６）．高カルシウム血症。
２．重篤な肝障害（肝性昏睡・そのおそれ等）。
３．胆道閉塞。
４．重篤な腎障害。
５．アミノ酸代謝異常。
６．本剤・本剤配合成分に過敏症の既往。
７．血友病。

【副作用】重大な副作用
１．重篤なアシドーシス（頻度不明）
２．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（血圧低下，意識障害，呼吸困
難，チアノーゼ，悪心，胸内苦悶，顔面潮紅，掻痒感，発汗等）。
３．高血糖（頻度不明）（過度の高血糖，高浸透圧利尿，口渇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 ０．１～５％未満 頻度不明
過敏症  発疹（注１），掻痒感（注２） 顔面潮紅（注２）
代謝異常 血糖上昇 高カリウム血症（注２） （高ナトリウム血症，高カル
シウム血症）（注２）
消化器  食欲不振，嘔吐，悪心（注２） （腹痛，下痢）（注２）
肝臓 肝機能異常 Ａｌ－Ｐの上昇，γ－ＧＴＰ上昇，総ビリルビンの上昇
（注２）
腎臓  ＢＵＮの上昇（注２）
循環器   （胸部不快感，動悸）（注２）
精神神経系   パーキンソン様症状（注３）
大量・急速投与   （脳浮腫，肺水腫，末梢の浮腫，水中毒）（注２）
その他  血中マンガン上昇（注３），頭痛（注１） （悪寒，発熱，熱感）（注
２）
（表終了）
（注１） 他の高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元
素液。
（注２） 高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン液。
（注３） 高カロリー輸液用微量元素製剤。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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２）
（表終了）
（注１） 他の高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元
素液。
（注２） 高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン液。
（注３） 高カロリー輸液用微量元素製剤。

エルネオパＮＦ２号輸液 （１０００ｍＬ１キッ
ト）

内 注射 流通

【YJコード】3259534G1023
【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】1402円/1kit
【薬価収載日】2016/11/18
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素
液

【効能効果】経口・経腸管栄養補給が不能・不十分で，経中心静脈栄養
に頼る時の水分，電解質，カロリー，アミノ酸，ビタミン，亜鉛，鉄，銅，マ
ンガン，ヨウ素の補給
【用法用量】経中心静脈栄養法の維持液として使用。
用時，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
に開通し混合して，維持液とする。
成人　１日２０００ｍＬの維持液　２４時間かけ　中心静脈内に　持続点
滴注入。
適宜増減。
注意
黄疸がある時，又は投与中にマンガンの全血中濃度の上昇があった
時，及び銅等の微量元素の血漿中濃度の上昇があった時は，投与中
止し，他の高カロリー輸液療法を考慮。

【禁忌】１．電解質代謝異常。
（１）．高ナトリウム血症。
（２）．高クロル血症。
（３）．高カリウム血症（乏尿，アジソン病，高窒素血症等）。
（４）．高リン血症（副甲状腺機能低下症等）。
（５）．高マグネシウム血症（甲状腺機能低下症等）。
（６）．高カルシウム血症。
２．重篤な肝障害（肝性昏睡・そのおそれ等）。
３．胆道閉塞。
４．重篤な腎障害。
５．アミノ酸代謝異常。
６．本剤・本剤配合成分に過敏症の既往。
７．血友病。

【副作用】重大な副作用
１．重篤なアシドーシス（頻度不明）
２．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（血圧低下，意識障害，呼吸困
難，チアノーゼ，悪心，胸内苦悶，顔面潮紅，掻痒感，発汗等）。
３．高血糖（頻度不明）（過度の高血糖，高浸透圧利尿，口渇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 ０．１～５％未満 頻度不明
過敏症  発疹（注１），掻痒感（注２） 顔面潮紅（注２）
代謝異常 血糖上昇 高カリウム血症（注２） （高ナトリウム血症，高カル
シウム血症）（注２）
消化器  食欲不振，嘔吐，悪心（注２） （腹痛，下痢）（注２）
肝臓 肝機能異常 Ａｌ－Ｐの上昇，γ－ＧＴＰ上昇，総ビリルビンの上昇
（注２）
腎臓  ＢＵＮの上昇（注２）
循環器   （胸部不快感，動悸）（注２）
精神神経系   パーキンソン様症状（注３）
大量・急速投与   （脳浮腫，肺水腫，末梢の浮腫，水中毒）（注２）
その他  血中マンガン上昇（注３），頭痛（注１） （悪寒，発熱，熱感）（注
２）
（表終了）
（注１） 他の高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元
素液。
（注２） 高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン液。
（注３） 高カロリー輸液用微量元素製剤。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

エルネオパＮＦ２号輸液 （１５００ｍＬ１キッ
ト）

内 注射 流通

【YJコード】3259534G2020
【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】1782円/1kit
【薬価収載日】2016/11/18
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素
液

【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】1782円/1kit
【薬価収載日】2016/11/18
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素
液

【効能効果】経口・経腸管栄養補給が不能・不十分で，経中心静脈栄養
に頼る時の水分，電解質，カロリー，アミノ酸，ビタミン，亜鉛，鉄，銅，マ
ンガン，ヨウ素の補給
【用法用量】経中心静脈栄養法の維持液として使用。
用時，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
に開通し混合して，維持液とする。
成人　１日２０００ｍＬの維持液　２４時間かけ　中心静脈内に　持続点
滴注入。
適宜増減。
注意
黄疸がある時，又は投与中にマンガンの全血中濃度の上昇があった
時，及び銅等の微量元素の血漿中濃度の上昇があった時は，投与中
止し，他の高カロリー輸液療法を考慮。

【禁忌】１．電解質代謝異常。
（１）．高ナトリウム血症。
（２）．高クロル血症。
（３）．高カリウム血症（乏尿，アジソン病，高窒素血症等）。
（４）．高リン血症（副甲状腺機能低下症等）。
（５）．高マグネシウム血症（甲状腺機能低下症等）。
（６）．高カルシウム血症。
２．重篤な肝障害（肝性昏睡・そのおそれ等）。
３．胆道閉塞。
４．重篤な腎障害。
５．アミノ酸代謝異常。
６．本剤・本剤配合成分に過敏症の既往。
７．血友病。

【副作用】重大な副作用
１．重篤なアシドーシス（頻度不明）
２．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（血圧低下，意識障害，呼吸困
難，チアノーゼ，悪心，胸内苦悶，顔面潮紅，掻痒感，発汗等）。
３．高血糖（頻度不明）（過度の高血糖，高浸透圧利尿，口渇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 ０．１～５％未満 頻度不明
過敏症  発疹（注１），掻痒感（注２） 顔面潮紅（注２）
代謝異常 血糖上昇 高カリウム血症（注２） （高ナトリウム血症，高カル
シウム血症）（注２）
消化器  食欲不振，嘔吐，悪心（注２） （腹痛，下痢）（注２）
肝臓 肝機能異常 Ａｌ－Ｐの上昇，γ－ＧＴＰ上昇，総ビリルビンの上昇
（注２）
腎臓  ＢＵＮの上昇（注２）
循環器   （胸部不快感，動悸）（注２）
精神神経系   パーキンソン様症状（注３）
大量・急速投与   （脳浮腫，肺水腫，末梢の浮腫，水中毒）（注２）
その他  血中マンガン上昇（注３），頭痛（注１） （悪寒，発熱，熱感）（注
２）
（表終了）
（注１） 他の高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元
素液。
（注２） 高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン液。
（注３） 高カロリー輸液用微量元素製剤。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ビーフリード輸液 （５００ｍＬ１キット）
内 注射 流通

【YJコード】3259529G1030
【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】404円/1kit
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】ビタミンＢ１・糖・電解質・アミノ酸液

【効能効果】下記のアミノ酸，電解質，ビタミンＢ１，水分の補給
（１）．経口摂取不十分で，軽度の低蛋白血症・軽度の低栄養状態
（２）．術前後
【用法用量】用時，隔壁開通して上室液と下室液を混合。
成人　１回５００ｍＬ　末梢静脈内に　点滴静注。
速度　成人　５００ｍＬあたり１２０分。
高齢者，重篤な患者　さらに緩徐に注入。
適宜増減，１日最大２５００ｍＬ。

【禁忌】１．肝性昏睡・そのおそれ。
２．重篤な腎障害・高窒素血症。
３．うっ血性心不全。
４．高度のアシドーシス（高乳酸血症等）。
５．電解質代謝異常。
（１）．高カリウム血症（乏尿，アジソン病等）。
（２）．高リン血症（副甲状腺機能低下症等）。
（３）．高マグネシウム血症（甲状腺機能低下症等）。
（４）．高カルシウム血症。
６．閉塞性尿路疾患による尿量の減少。
７．アミノ酸代謝異常症。
８．チアミン塩化物塩酸塩に過敏症の既往。

■効能効果・用法用量

■禁忌

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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３．うっ血性心不全。
４．高度のアシドーシス（高乳酸血症等）。
５．電解質代謝異常。
（１）．高カリウム血症（乏尿，アジソン病等）。
（２）．高リン血症（副甲状腺機能低下症等）。
（３）．高マグネシウム血症（甲状腺機能低下症等）。
（４）．高カルシウム血症。
６．閉塞性尿路疾患による尿量の減少。
７．アミノ酸代謝異常症。
８．チアミン塩化物塩酸塩に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
ショック（頻度不明）（血圧降下，胸内苦悶，呼吸困難等）（チアミン塩化
物塩酸塩注射剤）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 ０．１～５％未満 頻度不明
過敏症   ［発疹等］（注２，３）
消化器  ［悪心・嘔吐］（注１）
循環器  胸部不快感 ［動悸等］（注２）
肝臓  ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇，［総ビリルビン
の上昇］（注１）
大量・急速投与   ［脳浮腫，肺水腫，末梢の浮腫，高カリウム血症，水
中毒］注４），［アシドーシス］（注２）
その他 血管痛，静脈炎  ［悪寒，発熱，熱感，頭痛］（注２）
（表終了）
（注１）糖・電解質・アミノ酸製剤
（注２）総合アミノ酸製剤
（注３）チアミン塩化物塩酸塩注射剤
（注４）維持液

■副作用

ビーフリード輸液 （１Ｌ１キット）
内 注射 流通

【YJコード】3259529G2037
【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】549円/1kit
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】ビタミンＢ１・糖・電解質・アミノ酸液

【効能効果】下記のアミノ酸，電解質，ビタミンＢ１，水分の補給
（１）．経口摂取不十分で，軽度の低蛋白血症・軽度の低栄養状態
（２）．術前後
【用法用量】用時，隔壁開通して上室液と下室液を混合。
成人　１回５００ｍＬ　末梢静脈内に　点滴静注。
速度　成人　５００ｍＬあたり１２０分。
高齢者，重篤な患者　さらに緩徐に注入。
適宜増減，１日最大２５００ｍＬ。

【禁忌】１．肝性昏睡・そのおそれ。
２．重篤な腎障害・高窒素血症。
３．うっ血性心不全。
４．高度のアシドーシス（高乳酸血症等）。
５．電解質代謝異常。
（１）．高カリウム血症（乏尿，アジソン病等）。
（２）．高リン血症（副甲状腺機能低下症等）。
（３）．高マグネシウム血症（甲状腺機能低下症等）。
（４）．高カルシウム血症。
６．閉塞性尿路疾患による尿量の減少。
７．アミノ酸代謝異常症。
８．チアミン塩化物塩酸塩に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
ショック（頻度不明）（血圧降下，胸内苦悶，呼吸困難等）（チアミン塩化
物塩酸塩注射剤）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 ０．１～５％未満 頻度不明
過敏症   ［発疹等］（注２，３）
消化器  ［悪心・嘔吐］（注１）
循環器  胸部不快感 ［動悸等］（注２）
肝臓  ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇，［総ビリルビン
の上昇］（注１）
大量・急速投与   ［脳浮腫，肺水腫，末梢の浮腫，高カリウム血症，水
中毒］注４），［アシドーシス］（注２）
その他 血管痛，静脈炎  ［悪寒，発熱，熱感，頭痛］（注２）
（表終了）
（注１）糖・電解質・アミノ酸製剤
（注２）総合アミノ酸製剤
（注３）チアミン塩化物塩酸塩注射剤
（注４）維持液

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ワンパル２号輸液 （８００ｍＬ１キット）
内 注射 流通

【YJコード】3259536G1022
【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】アミノ酸・糖・電解質・ビタミン
【メーカー】製)エイワイファーマ　販)陽進堂
【薬価】1199円/1kit
【薬価収載日】2018/05/30
【標榜薬効】高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素
液

【効能効果】経口・経腸管栄養補給が不能・不十分で，経中心静脈栄養
に頼る時の水分，電解質，アミノ酸，カロリー，ビタミン，亜鉛，鉄，銅，マ
ンガン，ヨウ素の補給
【用法用量】経中心静脈栄養療法の維持液として使用。
用時，隔壁を開通し，大室，中室，小室Ｔ，小室Ｖの液を混合して維持液
とする。
成人　１日１６００ｍＬの維持液　２４時間かけ　中心静脈内に　持続点
滴注入。
適宜増減。
注意
黄疸がある時，又は投与中にマンガンの全血中濃度の上昇があった
時，及び銅等の微量元素の血漿中濃度の上昇があった時は，投与中
止し，他の高カロリー輸液療法を考慮。

【禁忌】１．高ナトリウム血症。
２．高クロール血症。
３．高カリウム血症，乏尿，アジソン病，高窒素血症。
４．高リン血症，副甲状腺機能低下症。
５．高マグネシウム血症，甲状腺機能低下症。
６．高カルシウム血症。
７．肝性昏睡・そのおそれ。
８．胆道閉塞。
９．重篤な腎障害。
１０．アミノ酸代謝異常。
１１．本剤・本剤配合成分に過敏症の既往。
１２．血友病。

【副作用】重大な副作用
１．重篤なアシドーシス（頻度不明）。
２．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（血圧低下，意識障害，呼吸困
難，チアノーゼ，悪心，胸内苦悶，顔面潮紅，掻痒感，発汗等）。
３．高血糖（頻度不明）（過度の高血糖，高浸透圧利尿，口渇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 ０．１～５％未満 頻度不明
過敏症  発疹等（注１），（注２），（注３），掻痒感（注２） 顔面潮紅（注２）
代謝異常 血糖上昇 血中トリグセリドの上昇，高カリウム血症（注１）
消化器   （腹痛，下痢，食欲不振，悪心）（注２），［嘔吐］
肝臓 肝機能異常（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰ，総ビ
リルビンの上昇）  ビリルビンの上昇（注３）
循環器   ［胸部不快感，動悸］
精神神経系   パーキンソン様症状（注３）
大量・急速投与   （脳浮腫，肺水腫，末梢の浮腫，水中毒）（注１）
その他  フェリチンの上昇，血中マンガンの上昇（注３） ［悪寒，発熱，頭
痛］
（表終了）
（注１） 高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸。
（注２） 高カロリー輸液用総合ビタミン剤。
（注３） 高カロリー輸液用微量元素製剤。
［　］ 総合アミノ酸製剤。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

イソロイシン・ロイシン・バリン

アミノバクト配合顆粒 （４．７４ｇ１包）
内 内服 後発 流通

【YJコード】3253003D1108
【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】イソロイシン・ロイシン・バリン
【メーカー】製)日医工
【薬価】75.6円/1包
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】分岐鎖アミノ酸製剤

【効能効果】非代償性肝硬変で，食事摂取量が十分な低アルブミン血症
の改善
注意
１．血清アルブミン値が３．５ｇ／ｄＬ以下の低アルブミン血症を呈し，腹
水・浮腫・肝性脳症か既往のある非代償性肝硬変で，食事摂取量が十
分な低アルブミン血症，糖尿病・肝性脳症の合併等で総熱量や総蛋白
（アミノ酸）量の制限が必要な患者が適応。糖尿病や肝性脳症の合併等
がなく，食事摂取は可能だが摂取量不足には食事指導を行う。肝性脳
症の発現等で食事摂取量不足には熱量・蛋白質（アミノ酸）含む薬剤を
投与。
２．下記は肝硬変が高度進行し効果が期待できないので投与しない。
（１）．肝性脳症で昏睡度がＩＩＩ度以上。
（２）．総ビリルビン値が３ｍｇ／ｄＬ以上。
（３）．肝臓での蛋白合成能が著しく低下。
【用法用量】成人　１回１包（４．７４ｇ）　１日３回　食後　内服。
注意
１．本剤は分岐鎖アミノ酸製剤，使用時は状態に合わせた必要蛋白量
（アミノ酸量），熱量（１日蛋白量４０ｇ以上，１日熱量１０００ｋｃａｌ以上）を
食事等で摂取。蛋白制限時は，必要最小限の蛋白量，熱量を確保しな
いと効果は期待できず，長期投与で栄養状態の悪化のおそれ。
２．ＢＵＮ又は血中アンモニア異常がある時は過剰投与の可能性。長
期・過剰投与は栄養状態悪化のおそれ。
３．２ヵ月以上投与しても低アルブミン血症の改善なければ，他の治療
に切りかえる等の処置。

■効能効果・用法用量

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品

- 110 -

ビーフリード輸液 アミノバクト配合顆粒



水・浮腫・肝性脳症か既往のある非代償性肝硬変で，食事摂取量が十
分な低アルブミン血症，糖尿病・肝性脳症の合併等で総熱量や総蛋白
（アミノ酸）量の制限が必要な患者が適応。糖尿病や肝性脳症の合併等
がなく，食事摂取は可能だが摂取量不足には食事指導を行う。肝性脳
症の発現等で食事摂取量不足には熱量・蛋白質（アミノ酸）含む薬剤を
投与。
２．下記は肝硬変が高度進行し効果が期待できないので投与しない。
（１）．肝性脳症で昏睡度がＩＩＩ度以上。
（２）．総ビリルビン値が３ｍｇ／ｄＬ以上。
（３）．肝臓での蛋白合成能が著しく低下。
【用法用量】成人　１回１包（４．７４ｇ）　１日３回　食後　内服。
注意
１．本剤は分岐鎖アミノ酸製剤，使用時は状態に合わせた必要蛋白量
（アミノ酸量），熱量（１日蛋白量４０ｇ以上，１日熱量１０００ｋｃａｌ以上）を
食事等で摂取。蛋白制限時は，必要最小限の蛋白量，熱量を確保しな
いと効果は期待できず，長期投与で栄養状態の悪化のおそれ。
２．ＢＵＮ又は血中アンモニア異常がある時は過剰投与の可能性。長
期・過剰投与は栄養状態悪化のおそれ。
３．２ヵ月以上投与しても低アルブミン血症の改善なければ，他の治療
に切りかえる等の処置。

【禁忌】先天性分岐鎖アミノ酸代謝異常。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
消化器 腹部膨満感，嘔気，下痢，便秘，腹部不快感，腹痛，嘔吐，食
欲不振，胸やけ，口渇，おくび等
腎臓 ＢＵＮ上昇，血中クレアチニン上昇等
代謝 血中アンモニア値の上昇等
（表終了）

■禁忌

■副作用

肝不全用アミノ酸製剤

アミノレバン点滴静注 （２００ｍＬ１袋）
内 注射 流通

【YJコード】3253404A3055
【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】肝不全用アミノ酸製剤
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】364円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】肝性脳症改善アミノ酸製剤

【効能効果】慢性肝障害時の脳症の改善
【用法用量】成人　１回５００～１０００ｍＬ　点滴静注。
速度　成人　５００ｍＬあたり１８０～３００分。
経中心静脈輸液法　５００～１０００ｍＬ　２４時間かけ　中心静脈内に
持続注入（糖質輸液等に混和）。適宜増減。
注意
ナトリウムイオン約１４ｍＥｑ／Ｌ，クロルイオン約９４ｍＥｑ／Ｌ含有，大
量投与時，電解質液の併用時は，電解質バランスに注意。

【禁忌】１．重篤な腎障害。
２．アミノ酸代謝異常症。

【副作用】重大な副作用
１．低血糖（頻度不明）。
２．高アンモニア血症（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 ０．１～５％未満 ０．１％未満
過敏症 〔発疹等〕
消化器  悪心・嘔吐等
循環器 〔胸部不快感，動悸等〕
代謝異常 一過性の血中アンモニア値の上昇
大量・急速投与 〔アシドーシス〕
その他 〔悪寒，発熱〕  血管痛，頭痛
（表終了）
〔　〕 総合アミノ酸製剤

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

肝不全用成分栄養剤

アミノレバンＥＮ配合散 （１０ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】3259108B1039
【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】肝不全用成分栄養剤
【メーカー】製)大塚製薬
【薬価】92.2円/10g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】肝不全用栄養剤

【効能効果】肝性脳症を伴う慢性肝不全患者の栄養状態の改善
【用法用量】成人　１回１包（５０ｇ）（約１８０ｍＬの水又は温湯に溶かす
（約２００ｋｃａｌ／２００ｍＬ））　１日３回　食事とともに　内服。
適宜増減。
調製法
本剤１包（５０ｇ）を約１ｋｃａｌ／ｍＬに調製 容器に水又は温湯（約５０℃）
を約１８０ｍＬ入れ，本剤１包を加え溶解。溶解後の液量は約２００ｍＬ
（約１ｋｃａｌ／ｍＬ）。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．牛乳アレルギー。

【副作用】重大な副作用
低血糖（０．１％未満）（冷汗，気分不良，ふるえ，動悸等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満
過敏症  発疹，掻痒感等
消化器 下痢
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

経腸成分栄養剤

エネーボ配合経腸用液 （１０ｍＬ）
内 内服 流通

【YJコード】3259119S1029
【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】経腸成分栄養剤
【メーカー】製)アボットジャパン
【薬価】7.3円/10mL
【薬価収載日】2014/05/30
【標榜薬効】経腸栄養剤

【効能効果】術後の栄養保持，長期に経口摂取困難時の経管栄養補給
注意
経口食で栄養摂取が可能な時は，速やかに経口食に切りかえる。
【用法用量】成人　１日１０００～１６６７ｍＬ（１２００～２０００ｋｃａｌ）　経管
又は内服。経管投与　６２．５～１０４ｍＬ／時（７５～１２５ｋｃａｌ）で持続
的，又は１日数回　分割　投与。内服　１日１～数回　分割もできる。初
期量　３３３ｍＬ／日（４００ｋｃａｌ／日）を目安とし　低速度（約４１．７ｍＬ
／時（５０ｋｃａｌ／時）以下）　投与。以後　漸増し　標準量とする。
適宜増減。初期　水で希釈しての投与も考慮。
注意
本剤は経腸栄養剤のため，静脈内へは投与しない。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．牛乳蛋白アレルギー。
３．イレウス。
４．腸管の機能が残存してない患者。
５．高度の肝・腎障害。
６．重症糖尿病等の糖代謝異常。
７．先天性アミノ酸代謝異常。

【副作用】重大な副作用（類薬（他の経腸栄養剤））
ショック，アナフィラキシー（血圧低下，意識障害，呼吸困難，チアノー
ゼ，悪心，胸内苦悶，顔面潮紅，掻痒感，発汗等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 ０．１～５％未満
消化器 下痢（４０．７％），便秘（１５．３％），腹部膨満（１０．２％），腹痛
腹水，悪心，門脈ガス血症
代謝・栄養 低ナトリウム血症，高カリウム血症
肝臓  肝機能異常
呼吸器  乳び胸
血液 γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加，血中Ａｌ－Ｐ増加 血中カリ
ウム増加，アラニンアミノトランスフェラーゼ増加，血中ブドウ糖増加，好
酸球数増加，肝機能検査異常
尿  尿量減少
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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エレンタール配合内用剤 （１０ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】3259103B1036
【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】経腸成分栄養剤
【メーカー】製)ＥＡファーマ
【薬価】57.5円/10g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】成分栄養剤

【効能効果】消化を殆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・成分
栄養と呼ばれる。術前・後に，未消化態蛋白含む経管栄養剤による栄
養管理が困難な時用いるが，特に下記に使用。
（１）．未消化態蛋白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）．高カロリー輸液が困難時の栄養管理（広範囲熱傷等）
【用法用量】本剤８０ｇを３００ｍＬとなるよう常水又は微温湯に溶かす（１
ｋｃａｌ／ｍＬ）　鼻腔ゾンデ，胃瘻又は腸瘻から十二指腸，空腸内に　２４
時間　持続注入（速度　７５～１００ｍＬ／時）。
本溶液を１回又は数回　分割　内服もできる。
標準　成人　１日４８０～６４０ｇ（１８００～２４００ｋｃａｌ）　投与。適宜増
減。
初期量　１日量の約１／８（６０～８０ｇ）を所定濃度の約１／２（０．５ｋｃａｌ
／ｍＬ）から開始。状態により，漸増し４～１０日後に標準量に達するよう
にする。
調製法
１袋８０ｇを１ｋｃａｌ／ｍＬに調製
容器に常水又は微温湯を約２５０ｍＬ入れ，本剤１袋を加え速やかに攪
拌。溶解後の液量は約３００ｍＬ（１ｋｃａｌ／ｍＬ）。
プラスチック容器入り１本８０ｇを１ｋｃａｌ／ｍＬに調製
常水又は微温湯で溶解し，液量を約３００ｍＬの目盛り（凸部）に調製。
注意
調製した液剤を静注しない。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．重症糖尿病，ステロイド大量投与で糖代謝異常の疑い。
３．妊娠３ヵ月以内・妊娠を希望する婦人へのビタミンＡ５０００ＩＵ／日以
上の投与。
４．アミノ酸代謝異常。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（血圧低下，意識障害，呼吸困
難，チアノーゼ，悪心，胸内苦悶，顔面潮紅，掻痒感，発汗等）。
２．ダンピング症候群様の低血糖（０．１％未満）（倦怠感，発汗，冷汗，
顔面蒼白，痙攣，意識低下等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 ０．１～５％未満 ０．１％未満
消化器 下痢 腹部膨満感，悪心，嘔吐，腹痛
肝臓  血中ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇 ＬＤＨ上
昇，γ－ＧＴＰ上昇
腎臓  血中尿素窒素の上昇
糖・脂質代謝  血糖値の上昇 中性脂肪上昇
自律神経系   発汗
皮膚   発疹
その他  発熱
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

エンシュア・Ｈ （１０ｍＬ）
内 内服 流通

【YJコード】3259114S1026
【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】経腸成分栄養剤
【メーカー】製)アボットジャパン　販)大日本住友製薬
【薬価】9.5円/10mL
【薬価収載日】1995/06/02
【標榜薬効】経腸栄養剤

【効能効果】術後の栄養保持，長期に経口摂取困難で，単位量あたり高
カロリー（１．５ｋｃａｌ／ｍＬ）の経腸栄養剤を要する下記の経管栄養補給
（１）．水分の摂取制限が必要（心不全や腎不全の合併等）
（２）．安静時エネルギー消費量の亢進（熱傷患者，感染症の合併等）
（３）．経腸栄養剤の投与容量を減らす（容量依存性の腹部膨満感等）
（４）．経腸栄養剤の投与時間を短縮（口腔外科や耳鼻科の術後等）
【用法用量】成人　１日１０００～１５００ｍＬ（１５００～２２５０ｋｃａｌ）　経管
又は内服。１．５ｋｃａｌ／ｍＬ。
適宜増減。
経管 ５０～１００ｍＬ／時　持続的又は１日数回　分割。消化吸収障害
がなく経腸栄養剤の投与時間の短縮時　４００ｍＬ／時の速度まで上げ
ることができる。
内服 １日１～数回　分割。

■効能効果・用法用量

（４）．経腸栄養剤の投与時間を短縮（口腔外科や耳鼻科の術後等）
【用法用量】成人　１日１０００～１５００ｍＬ（１５００～２２５０ｋｃａｌ）　経管
又は内服。１．５ｋｃａｌ／ｍＬ。
適宜増減。
経管 ５０～１００ｍＬ／時　持続的又は１日数回　分割。消化吸収障害
がなく経腸栄養剤の投与時間の短縮時　４００ｍＬ／時の速度まで上げ
ることができる。
内服 １日１～数回　分割。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．牛乳蛋白アレルギー。
３．蛋白質や電解質の厳密な制限が必要な急性腎炎，ネフローゼ，腎
不全末期。
４．悪心，嘔吐，下痢を合併している心不全。
５．妊娠３ヵ月以内・妊娠を希望する婦人へのビタミンＡ５０００ＩＵ／日以
上の投与。

【副作用】重大な副作用
ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（血圧低下，意識障害，呼吸困
難，チアノーゼ，悪心，胸内苦悶，顔面潮紅，掻痒感，発汗等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹
（表終了）

■禁忌

■副作用

ツインラインＮＦ配合経腸用液 （１０ｍＬ（混
合調製後の内用液として））

内 内服 流通

【YJコード】3259117S1020
【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】経腸成分栄養剤
【メーカー】製)イーエヌ大塚製薬　販)大塚製薬
【薬価】8.5円/10mL
【薬価収載日】2011/05/20
【標榜薬効】消化態経腸栄養剤

【効能効果】術後の栄養保持，長期に経口摂取困難時の経管栄養補給
【用法用量】Ａ液２００ｍＬとＢ液２００ｍＬを用時混合し　成人　１日１２００
～２４００ｍＬ（１２００～２４００ｋｃａｌ）　鼻腔チューブ，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　投与。速度　７５～１
２５ｍＬ／時。内服　１日１～数回　分割もできる。
開始時　１日４００ｍＬ（４００ｋｃａｌ）　低速度（約５０ｍＬ／時）で投与。増
量し，３～７日で標準量に達するようにする。
適宜増減。
注意
小児 約０．４ｋｃａｌ／ｍＬの濃度から開始し，臨床症状を注意深く観察し
ながら，徐々に濃度を上昇。標準濃度は０．７～０．８ｋｃａｌ／ｍＬ。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．高度の肝・腎障害。
３．重症糖尿病等の糖代謝異常。
４．イレウス。
５．肝性昏睡・そのおそれ。
６．急性膵炎。
７．先天性アミノ酸代謝異常。
８．腸管の機能が残存してない患者。

【副作用】重大な副作用
１．ダンピング症候群様の低血糖（倦怠感，発汗，冷汗，顔面蒼白，痙
攣，意識低下等）。
２．ショック，アナフィラキシー様症状（血圧低下，意識障害，呼吸困難，
チアノーゼ，悪心，胸内苦悶，顔面潮紅，掻痒感，発汗等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 ０．１～５％未満 頻度不明
消化器 下痢，腹部膨満感，腹痛 嘔気・嘔吐，腹鳴亢進 便秘
過敏症   発疹等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ラコールＮＦ配合経腸用液 （１０ｍＬ）
内 内服 流通

【YJコード】3259118S1024
【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】経腸成分栄養剤
【メーカー】製)イーエヌ大塚製薬　販)大塚製薬
【薬価】7.3円/10mL
【薬価収載日】2011/05/20
【標榜薬効】経腸栄養剤

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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【薬価収載日】2011/05/20
【標榜薬効】経腸栄養剤

【効能効果】術後の栄養保持，長期に経口摂取困難時の経管栄養補給
注意
経口食で栄養摂取が可能な時は，速やかに経口食に切りかえる。
【用法用量】成人　１日１２００～２０００ｍＬ（１２００～２０００ｋｃａｌ）　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（７５～１２５ｍＬ／時）かけ　投与。内服　１日１～数回　分割もでき
る。
開始時　１日４００ｍＬ（４００ｋｃａｌ）（水で希釈（０．５ｋｃａｌ／ｍＬ程度））
低速度（約１００ｍＬ／時以下）で投与。増量し，３～７日で標準量に達す
るようにする。
適宜増減。
注意
本剤は経腸栄養剤のため，静脈内へは投与しない。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．牛乳蛋白アレルギー。
３．イレウス。
４．腸管の機能が残存してない患者。
５．高度の肝・腎障害。
６．重症糖尿病等の糖代謝異常。
７．先天性アミノ酸代謝異常。

【副作用】重大な副作用
ショック，アナフィラキシー様症状（血圧低下，意識障害，呼吸困難，チ
アノーゼ，悪心，胸内苦悶，顔面潮紅，掻痒感，発汗等）。その他の副
作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 ０．１～５％未満 頻度不明
消化器 下痢，腹部膨満感，腹痛 悪心，嘔吐，肝機能検査値の異常 便
秘
その他  皮疹，蕁麻疹，発熱，頭痛
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 （１０ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】3259118T1020
【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】経腸成分栄養剤
【メーカー】製)イーエヌ大塚製薬　販)大塚製薬
【薬価】10.4円/10g
【薬価収載日】2014/05/30
【標榜薬効】経腸栄養剤

【効能効果】術後の栄養保持，長期に経口摂取困難時の経管栄養補給
注意
経口食で栄養摂取が可能な時は，速やかに経口食に切りかえる。
【用法用量】成人　１日１２００～２０００ｇ（１２００～２０００ｋｃａｌ）　胃瘻よ
り胃に　１日数回　分割　投与。１００ｇあたり２～３分（３００ｇあたり６～９
分）　１回最大６００ｇ。
初めて投与する時　投与後の症状に注意し増量　数日で標準量に達す
るようにする。
適宜増減。
注意
本剤は経腸栄養剤のため，静脈内へは投与しない。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．牛乳蛋白アレルギー。
３．胃の機能が残存していない患者。
４．イレウス。
５．腸管の機能が残存してない患者。
６．高度の肝・腎障害。
７．重症糖尿病等の糖代謝異常。
８．先天性アミノ酸代謝異常。

【副作用】重大な副作用
ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（血圧低下，意識障害，呼吸困
難，チアノーゼ，悪心，胸内苦悶，顔面潮紅，掻痒感，発汗等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 ０．１～５％未満 頻度不明
消化器 下痢 腹部膨満感，便秘，悪心 腹痛，嘔吐，肝機能検査値の異
常
その他   皮疹，蕁麻疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤

アミニック輸液 （２００ｍＬ１袋）
内 注射 流通

【YJコード】3253407A3032
【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤
【メーカー】製)エイワイファーマ　販)ＥＡファーマ　販)陽進堂
【薬価】390円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】総合アミノ酸製剤

【効能効果】下記のアミノ酸補給
低蛋白血症，低栄養状態，術前後
【用法用量】末梢静脈投与
成人　１回２００～４００ｍＬ　緩徐に点滴静注。
速度　成人　２００ｍＬあたり約１２０分。
小児，老人，重篤な患者　さらに緩徐に注入。
適宜増減。
糖類輸液剤と同時投与。
中心静脈投与
成人　１日４００～８００ｍＬ　高カロリー輸液法で　中心静脈内に　持続
点滴注入。
適宜増減。

【禁忌】１．肝性昏睡・そのおそれ。
２．重篤な腎障害，高窒素血症。
３．アミノ酸代謝異常。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 〔発疹等〕
（表終了）
〔　〕 総合アミノ酸製剤

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

腎不全用アミノ酸製剤

キドミン輸液 （２００ｍＬ１袋）
内 注射 流通

【YJコード】3253414A1030
【薬効分類】３．２．５　たん白アミノ酸製剤
【一般名】腎不全用アミノ酸製剤
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】453円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】腎不全用アミノ酸製剤

【効能効果】下記の急性・慢性腎不全時のアミノ酸補給
低蛋白血症，低栄養状態，術前後
【用法用量】１．慢性腎不全
（１）．末梢静脈投与時
成人　１回２００ｍＬ　１日１回　緩徐に点滴静注。
速度　１００ｍＬあたり６０分。
小児，高齢者，重篤な患者　さらに緩徐に注入。
適宜増減。
透析療法施行時　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　１日１５００ｋｃａｌ以上。
（２）．高カロリー輸液法で投与時
成人　１日４００ｍＬ　中心静脈内に　持続点滴注入。
適宜増減。投与窒素１ｇ（本剤　１００ｍＬ）あたり３００ｋｃａｌ以上の非蛋白
熱量を投与。
２．急性腎不全
成人　１日６００ｍＬ　高カロリー輸液法で　中心静脈内に　持続点滴注
入。
適宜増減。投与窒素１ｇ（本剤　１００ｍＬ）あたり３００ｋｃａｌ以上の非蛋白
熱量を投与。
注意
１．腎不全用必須アミノ酸製剤を唯一の窒素源とした時 高アンモニア血
症や意識障害の報告あり，呼名・挨拶への反応性の遅鈍化，自発動
作，自発発言の低下等の異常時は直ちに投与中止。
２．摂取熱量の不十分時等 高窒素血症や代謝性アシドーシス助長のお
それ，異常時は投与中止等の処置。

【禁忌】１．肝性昏睡・そのおそれ。
２．高アンモニア血症。
３．先天性アミノ酸代謝異常症。

■効能効果・用法用量

■禁忌

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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３．先天性アミノ酸代謝異常症。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
過敏症   〔発疹〕
消化器 悪心・嘔吐
循環器   〔胸部不快感，動悸〕
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）・γ－ＧＴＰ・Ａｌ－Ｐ・ＬＤＨ・ＬＡＰ・総ビリ
ルビン上昇等の肝機能検査値異常，高アンモニア血症
腎臓 ＢＵＮの上昇，クレアチニンの上昇
大量・急速投与   〔アシドーシス〕
その他 高カリウム血症 下肢浮腫，口渇，頭痛 〔悪寒，発熱，熱感，血
管痛〕
（表終了）
〔　〕 総合アミノ酸製剤

■副作用

３．２．９　その他の滋養強壮薬

ダイズ油

イントラリポス輸液２０％ （２０％１００ｍＬ１
袋）

内 注射 後発 流通

【YJコード】3299505A4045
【薬効分類】３．２．９　その他の滋養強壮薬
【一般名】ダイズ油
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】629円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】脂肪乳剤

【効能効果】下記の栄養補給
術前・術後，急・慢性消化器疾患，消耗性疾患，火傷（熱傷）・外傷，長
期の意識不明状態時
【用法用量】１日２５０ｍＬ（ダイズ油　２０％液）　３時間以上かけ　点滴
静注。
適宜増減，１日脂肪２ｇ（本剤　１０ｍＬ）／ｋｇ以内。

【禁忌】１．血栓症。
２．重篤な肝障害。
３．重篤な血液凝固障害。
４．高脂血症。
５．ケトーシスを伴う糖尿病。

【副作用】重大な副作用
１．静脈塞栓（頻度不明）。
２．ショック，アナフィラキシー反応（頻度不明）（呼吸困難，チアノーゼ
等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感
肝臓 肝機能障害
呼吸器 呼吸困難
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

イントラリポス輸液２０％ （２０％２５０ｍＬ１
袋）

内 注射 後発 流通

【YJコード】3299505A5041
【薬効分類】３．２．９　その他の滋養強壮薬
【一般名】ダイズ油
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】1239円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】脂肪乳剤

【効能効果】下記の栄養補給
術前・術後，急・慢性消化器疾患，消耗性疾患，火傷（熱傷）・外傷，長
期の意識不明状態時
【用法用量】１日２５０ｍＬ（ダイズ油　２０％液）　３時間以上かけ　点滴
静注。
適宜増減，１日脂肪２ｇ（本剤　１０ｍＬ）／ｋｇ以内。

■効能効果・用法用量

【禁忌】１．血栓症。
２．重篤な肝障害。
３．重篤な血液凝固障害。
４．高脂血症。
５．ケトーシスを伴う糖尿病。

【副作用】重大な副作用
１．静脈塞栓（頻度不明）。
２．ショック，アナフィラキシー反応（頻度不明）（呼吸困難，チアノーゼ
等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感
肝臓 肝機能障害
呼吸器 呼吸困難
（表終了）

■禁忌

■副作用

３．３　血液・体液用薬

３．３．１　血液代用剤

維持液

ＫＮ３号輸液 （５００ｍＬ１袋）
内 注射 流通

【YJコード】3319513A3064
【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】維持液
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】174円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】維持液

【効能効果】経口摂取不能・不十分時の水分・電解質の補給・維持
【用法用量】成人　１回５００～１０００ｍＬ　点滴静注。
速度　成人　３００～５００ｍＬ／時。
小児　５０～１００ｍＬ／時。
適宜増減。

【禁忌】１．高乳酸血症。
２．高カリウム血症（乏尿，アジソン病，重症熱傷，高窒素血症等）。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
大量・急速投与 脳浮腫，肺水腫，末梢の浮腫，水中毒，高カリウム血
症
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ソルデム３Ａ輸液 （２００ｍＬ１袋）
内 注射 後発 流通

【YJコード】3319510A5098
【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】維持液
【先発品】ソリタ－Ｔ３号輸液
【メーカー】製)テルモ
【薬価】157円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】維持液

【効能効果】経口摂取不能・不十分時の水分・電解質の補給・維持
【用法用量】成人　１回５００～１０００ｍＬ　点滴静注。
速度　成人　３００～５００ｍＬ／時。
小児　５０～１００ｍＬ／時。
適宜増減。

【禁忌】１．乳酸血症。
２．高カリウム血症，乏尿，アジソン病，重症熱傷，高窒素血症。

■効能効果・用法用量

■禁忌

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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維持液（ブドウ糖加）

フィジオ３５輸液 （５００ｍＬ１袋）
内 注射 流通

【YJコード】3319560A2038
【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】維持液（ブドウ糖加）
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】175円/1袋
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】維持液

【効能効果】経口摂取不能・不十分時の水分・電解質の補給・維持，エ
ネルギーの補給
注意
エネルギー補給は，患者の必要エネルギー量や経口摂取量等，高カロ
リー輸液や経腸栄養剤等の適応を考慮。
【用法用量】成人　１回５００～１０００ｍＬ　点滴静注。
速度　ブドウ糖０．５ｇ／ｋｇ／時以下。
適宜増減。
注意
１日のエネルギー量を満たすことはできないので，手術等で経口摂取不
能な患者への本剤のみの使用は短期間。

【禁忌】１．高カリウム血症，乏尿，アジソン病，重症熱傷，高窒素血症。
２．高リン血症，副甲状腺機能低下症。
３．高カルシウム血症，高マグネシウム血症，甲状腺機能低下症。

■効能効果・用法用量

■禁忌

塩化ナトリウム

塩化ナトリウム注１０％シリンジ「テルモ」
（１０％２０ｍＬ１筒）

内 注射 後発 流通

【YJコード】3319403G1038
【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】塩化ナトリウム
【メーカー】製)テルモ
【薬価】116円/1筒
【薬価収載日】2005/06/10
【標榜薬効】電解質補給液

【効能効果】ナトリウム欠乏時の電解質補給
【用法用量】電解質補給 輸液剤等に添加し　必要量　静注・点滴静注。

■効能効果・用法用量

開始液

ＫＮ１号輸液 （５００ｍＬ１袋）
内 注射 流通

【YJコード】3319501A3045
【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】開始液
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】169円/1袋
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】開始液

【効能効果】１．脱水症・病態不明時の水分・電解質の初期補給
２．術前後の水分・電解質の補給
【用法用量】成人　１回５００～１０００ｍＬ　点滴静注。
速度　成人　３００～５００ｍＬ／時。
小児　５０～１００ｍＬ／時。
適宜増減。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
大量・急速投与 脳浮腫，肺水腫，末梢の浮腫
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）

ヴィーンＤ輸液 （５００ｍＬ１瓶）
内 注射 流通

【YJコード】3319551A2063
【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）
【メーカー】製)扶桑薬品工業　販)興和創薬
【薬価】193円/1V
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】細胞外液補充液

【効能効果】循環血液量・組織間液減少時の細胞外液の補給・補正，代
謝性アシドーシスの補正，エネルギーの補給
【用法用量】成人　１回５００～１０００ｍＬ　点滴静注。
速度　ブドウ糖０．５ｇ／ｋｇ／時以下。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

重炭酸リンゲル液

ビカネイト輸液 （５００ｍＬ１袋）
内 注射 流通

【YJコード】3319564A1021
【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】重炭酸リンゲル液
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】214円/1袋
【薬価収載日】2010/09/24
【標榜薬効】細胞外液補充液

【効能効果】循環血液量・組織間液減少時の細胞外液の補給・補正，代
謝性アシドーシスの補正
【用法用量】成人　１回５００～１０００ｍＬ　点滴静注。
速度　１０ｍＬ／ｋｇ／時以下。
適宜増減。

【禁忌】高マグネシウム血症，甲状腺機能低下症。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 ０．１～５％未満 頻度不明
血液 重炭酸塩増加，過剰塩基増加 過剰塩基減少，ｐＨ異常，ｐＨ上
昇，アルブミン減少，カルシウム減少，クエン酸異常，クエン酸増加，ケ
トン体増加，マグネシウム増加，総蛋白減少
大量・急速投与   （脳浮腫，肺水腫，末梢の浮腫）
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

生理食塩液

大塚生食注 （５００ｍＬ１瓶）
内 注射 流通

【YJコード】3311401A7028
【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】179円/1V
【標榜薬効】生理食塩液

【効能効果】注射 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
外用 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
その他 医療用器具の洗浄
【用法用量】１．注射
２０～１０００ｍＬ　皮下注・静注・点滴静注。
適宜増減。
注射用医薬品の希釈・溶解に使用。
２．外用
皮膚・創傷面・粘膜の洗浄，湿布，含嗽，噴霧吸入に使用。
３．その他
医療器具の洗浄に使用。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
大量・急速投与 血清電解質異常，うっ血性心不全，浮腫，アシドーシス
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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（表開始）
大量・急速投与 血清電解質異常，うっ血性心不全，浮腫，アシドーシス
（表終了）

大塚生食注２ポート１００ｍＬ （１００ｍＬ１
キット）

内 注射 後発 流通

【YJコード】3311402G9036
【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】149円/1kit
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】注入針付溶解剤

【効能効果】注射剤の溶解希釈
【用法用量】注射用医薬品の溶解・希釈に使用。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
大量・急速投与 血清電解質異常，うっ血性心不全，浮腫，アシドーシス
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

生食注シリンジ「オーツカ」１０ｍＬ （１０ｍＬ
１筒）

内 注射 後発 流通

【YJコード】3311402G7050
【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】95円/1筒
【薬価収載日】2008/11/07
【標榜薬効】生理食塩液

【効能効果】注射 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
外用 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
その他 医療用器具の洗浄
【用法用量】１．注射
２０～１０００ｍＬ　皮下注・静注・点滴静注。
適宜増減。
注射用医薬品の希釈・溶解に使用。
２．外用
皮膚・創傷面・粘膜の洗浄，湿布，含嗽，噴霧吸入に使用。
３．その他
医療器具の洗浄に使用。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
大量・急速投与 血清電解質異常，うっ血性心不全，浮腫，アシドーシス
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

生食注シリンジ「オーツカ」２０ｍＬ （２０ｍＬ
１筒）

内 注射 後発 流通

【YJコード】3311402G8056
【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】117円/1筒
【薬価収載日】2008/11/07
【標榜薬効】生理食塩液

【効能効果】注射 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
外用 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
その他 医療用器具の洗浄
【用法用量】１．注射
２０～１０００ｍＬ　皮下注・静注・点滴静注。
適宜増減。
注射用医薬品の希釈・溶解に使用。
２．外用
皮膚・創傷面・粘膜の洗浄，湿布，含嗽，噴霧吸入に使用。
３．その他
医療器具の洗浄に使用。

■効能効果・用法用量

２．外用
皮膚・創傷面・粘膜の洗浄，湿布，含嗽，噴霧吸入に使用。
３．その他
医療器具の洗浄に使用。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
大量・急速投与 血清電解質異常，うっ血性心不全，浮腫，アシドーシス
（表終了）

■副作用

生理食塩液 （２０ｍＬ１管）
内 局方 注射 流通

【YJコード】3311401A2018
【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【薬価】61円/1A
【標榜薬効】生理食塩液

生理食塩液 （１００ｍＬ１瓶）
内 局方 注射 流通

【YJコード】3311401A3014
【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【薬価】128円/1V
【標榜薬効】生理食塩液

生理食塩液 （５０ｍＬ１瓶）
内 局方 注射 流通

【YJコード】3311401H2016
【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【薬価】122円/1V
【標榜薬効】生理食塩液

テルモ生食 （５００ｍＬ１袋）
内 注射 流通

【YJコード】3311401A9071
【薬効分類】３．３．１　血液代用剤
【一般名】生理食塩液
【メーカー】製)テルモ
【薬価】179円/1袋
【薬価収載日】1997/10/01
【標榜薬効】生理食塩液

【効能効果】注射 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
外用 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
その他 医療用器具の洗浄
【用法用量】１．注射
２０～１０００ｍＬ　皮下注・静注・点滴静注。
適宜増減。
注射用医薬品の希釈・溶解に使用。
２．外用
皮膚・創傷面・粘膜の洗浄，湿布，含嗽，噴霧吸入に使用。
３．その他
医療器具の洗浄に使用。

■効能効果・用法用量

３．３．２　止血剤

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和
物

カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「Ｙ
Ｄ」 （３０ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】3321002F2412
【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
【先発品】アドナ錠３０ｍｇ
【メーカー】製)陽進堂　販)日本ジェネリック
【薬価】5.6円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】血管強化・止血剤

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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大塚生食注 カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「ＹＤ」



【メーカー】製)陽進堂　販)日本ジェネリック
【薬価】5.6円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】血管強化・止血剤

【効能効果】１．毛細血管抵抗性の減弱，透過性の亢進によると考えら
れる出血傾向（例，紫斑病等）
２．毛細血管抵抗性の減弱による皮膚，粘膜，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術中・術後の異常出血
【用法用量】成人　１日３０～９０ｍｇ　１日３回　分割　内服。
適宜増減。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
消化器 食欲不振，胃部不快感，悪心，嘔吐
過敏症 発疹，掻痒
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注
液５０ｍｇ「日医工」 （０．５％１０ｍＬ１管）

内 注射 後発 流通

【YJコード】3321401A3185
【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
【先発品】アドナ注（静脈用）５０ｍｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】56円/1A
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】血管強化・止血剤

【効能効果】１．毛細血管抵抗性の減弱，透過性の亢進によると考えら
れる出血傾向（例，紫斑病等）
２．毛細血管抵抗性の減弱による皮膚，粘膜，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術中・術後の異常出血
【用法用量】成人　１日２５～１００ｍｇ　静注・点滴静注。
適宜増減。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
ショック，アナフィラキシー。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

ゼラチン

スポンゼル （５ｃｍ×２．５ｃｍ１枚）
内 外用 流通

【YJコード】3322700X1026
【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】ゼラチン
【メーカー】製)アステラス製薬　販)ＬＴＬファーマ
【薬価】240.5円/1枚
【標榜薬効】止血用ゼラチンスポンジ

【効能効果】各種外科の止血，褥瘡潰瘍
【用法用量】乾燥状態のまま，又は生食かトロンビン溶液に浸し，皮膚
又は臓器の傷創面に貼付し　滲出する血液を吸収させ固着。体内に包
埋できる。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．血管内。

【副作用】重大な副作用
ショック，アナフィラキシー（各頻度不明）（全身発赤，呼吸困難，血圧低
下等）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

トラネキサム酸

トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」
（２５０ｍｇ１カプセル）

内 内服 後発 流通

【YJコード】3327002M1281
【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】トラネキサム酸
【先発品】トランサミンカプセル２５０ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品　販)和薬
【薬価】9.9円/1C
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】抗プラスミン剤

【効能効果】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，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．下記の紅斑・腫脹・掻痒等の症状
湿疹・その類症，蕁麻疹，薬疹・中毒疹
４．下記の咽頭痛・発赤・充血・腫脹等の症状
扁桃炎，咽喉頭炎
５．口内炎の口内痛・口内粘膜アフタ
【用法用量】成人　１日７５０～２０００ｍｇ　１日３～４回　分割　内服。
適宜増減。

【禁忌】トロンビンの投与患者。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
痙攣。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 掻痒感，発疹等
消化器 食欲不振，悪心，嘔吐，下痢，胸やけ
その他 眠気
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

トラネキサム酸注１０００ｍｇ／１０ｍＬ「日
新」 （１０％１０ｍＬ１管）

内 注射 後発 流通

【YJコード】3327401A4274
【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】トラネキサム酸
【先発品】トランサミン注１０％
【メーカー】製)日新製薬
【薬価】68円/1A
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】抗プラスミン剤

【効能効果】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，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．下記の紅斑・腫脹・掻痒等の症状
湿疹・その類症，蕁麻疹，薬疹・中毒疹
４．下記の咽頭痛・発赤・充血・腫脹等の症状
扁桃炎，咽喉頭炎
５．口内炎の口内痛・口内粘膜アフタ
【用法用量】成人　１日２５０～５００ｍｇ　１日１～２回　分割　静注・筋
注。
術中・術後等　必要時，１回５００～１０００ｍｇ　静注，又は１回５００～２
５００ｍｇ　点滴静注。
適宜増減。

【禁忌】１．トロンビンの投与患者。
２．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック。
２．痙攣。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 掻痒感，発疹等
消化器 悪心，嘔吐，食欲不振，下痢
眼 一過性の色覚異常（静注時）
その他 眠気，頭痛
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 掻痒感，発疹等
消化器 悪心，嘔吐，食欲不振，下痢
眼 一過性の色覚異常（静注時）
その他 眠気，頭痛
（表終了）

トロンビン

トロンビン液モチダソフトボトル１万 （１０００
０単位１０ｍＬ１キット）

内 外用 流通

【YJコード】3323702Q3020
【薬効分類】３．３．２　止血剤
【一般名】トロンビン
【メーカー】製)持田製薬
【薬価】1293.8円/1kit
【薬価収載日】2003/06/13
【標榜薬効】止血剤

【効能効果】結紮で止血困難な小血管，毛細血管，実質臓器からの出
血（例，外傷に伴う出血，術中の出血，骨性出血，膀胱出血，抜歯後の
出血，鼻出血，上部消化管からの出血等）
【用法用量】出血局所 本剤をそのまま　噴霧，灌注，又は撒布。
上部消化管出血 適当な緩衝剤で希釈した液（トロンビン　２００～４００
単位／ｍＬ）　内服。
適宜増減。
注意
上部消化管出血 酸により酵素活性が低下するので，事前に緩衝液等
で胃酸を中和。

【禁忌】１．本剤・牛血液が原料の製剤（フィブリノリジン，幼牛血液抽出
物等）に過敏症の既往。
２．凝血促進剤（ヘモコアグラーゼ）・抗プラスミン剤（トラネキサム酸）・
アプロチニン製剤の投与患者。

【副作用】重大な副作用
１．ショック（頻度不明）（呼吸困難，チアノーゼ，血圧降下等）。
２．凝固異常・異常出血。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，発赤
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

３．３．３　血液凝固阻止剤

アピキサバン

エリキュース錠２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１錠）
内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】3339004F1029
【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】アピキサバン
【メーカー】製)ブリストル・マイヤーズスクイブ　販)ファイザー　販)ファイザー
製薬
【薬価】140.8円/1T
【薬価収載日】2013/02/22
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口ＦＸａ阻害剤

【効能効果】１．非弁膜症性心房細動の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・再発
抑制
注意
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・再発抑
制
１．ショックや低血圧が遷延するような血行動態が不安定な肺血栓塞栓
症，血栓溶解剤の使用や肺塞栓摘出術が必要な肺血栓塞栓症への有
効性・安全性は未確立。ヘパリンの代替療法として投与しない。
２．下大静脈フィルターが留置された患者への投与時は，リスクとベネ
フィットを考慮。
【用法用量】非弁膜症性心房細動の虚血性脳卒中及び全身性塞栓症
の発症抑制
成人　１回５ｍｇ　１日２回　内服。
年齢，体重，腎機能により　１回２．５ｍｇ　１日２回へ減量。
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・再発抑
制
成人　１回１０ｍｇ　１日２回　７日間内服後　１回５ｍｇ　１日２回　内服。
注意
非弁膜症性心房細動の虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制
下記の２つ以上に該当する患者は，出血のリスクが高く，血中濃度上昇
のおそれ，１回２．５ｍｇ１日２回内服。
１．８０歳以上。
２．体重６０ｋｇ以下。
３．血清クレアチニン１．５ｍｇ／ｄＬ以上。
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・再発抑
制
１．発症後初期７日間の１回１０ｍｇ１日２回投与中は，出血のリスクに
注意。
２．投与期間は，症例ごとの再発・出血リスクを評価して決定し，漫然投
与しない。

■効能効果・用法用量

【用法用量】非弁膜症性心房細動の虚血性脳卒中及び全身性塞栓症
の発症抑制
成人　１回５ｍｇ　１日２回　内服。
年齢，体重，腎機能により　１回２．５ｍｇ　１日２回へ減量。
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・再発抑
制
成人　１回１０ｍｇ　１日２回　７日間内服後　１回５ｍｇ　１日２回　内服。
注意
非弁膜症性心房細動の虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制
下記の２つ以上に該当する患者は，出血のリスクが高く，血中濃度上昇
のおそれ，１回２．５ｍｇ１日２回内服。
１．８０歳以上。
２．体重６０ｋｇ以下。
３．血清クレアチニン１．５ｍｇ／ｄＬ以上。
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・再発抑
制
１．発症後初期７日間の１回１０ｍｇ１日２回投与中は，出血のリスクに
注意。
２．投与期間は，症例ごとの再発・出血リスクを評価して決定し，漫然投
与しない。

【禁忌】全効能共通
１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．臨床的に問題となる出血症状。
３．血液凝固異常・臨床的に重要な出血リスクを有する肝疾患。
非弁膜症性心房細動の虚血性脳卒中・全身性塞栓症の発症抑制
腎不全（クレアチニンクリアランス１５ｍＬ／分未満）。
静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症・肺血栓塞栓症）の治療・再発抑制
重度の腎障害（クレアチニンクリアランス３０ｍＬ／分未満）。

【副作用】重大な副作用
１．出血（頭蓋内出血（頻度不明），消化管出血（０．６％），眼内出血
（０．３％）等）。
２．間質性肺疾患（頻度不明）（咳嗽，血痰，息切れ，呼吸困難，発熱，
肺音の異常等）。
３．肝機能障害（頻度不明）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇等）。

■禁忌

■副作用

エドキサバントシル酸塩水和物

リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）
内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】3339002F5025
【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【メーカー】製)第一三共
【薬価】538.4円/1T
【薬価収載日】2017/11/29
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口ＦＸａ阻害剤

【効能効果】１．非弁膜症性心房細動の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・再発
抑制
３．下記の下肢整形外科手術の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
注意
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・再発抑
制
１．ショックや低血圧が遷延するような血行動態が不安定な患者，血栓
溶解剤の使用や血栓摘除術が必要な患者は，血行動態安定後に投与
（有効性・安全性は未確立）。
２．急性期への初期治療（ヘパリン投与等）後に投与。
【用法用量】非弁膜症性心房細動の虚血性脳卒中及び全身性塞栓症
の発症抑制
成人　下記量　１日１回　内服。
体重６０ｋｇ以下 ３０ｍｇ。
体重６０ｋｇ超 ６０ｍｇ。腎機能，併用薬に応じ　１回３０ｍｇ　１日１回に
減量。
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・再発抑
制
成人　下記量　１日１回　内服。
体重６０ｋｇ以下 ３０ｍｇ。
体重６０ｋｇ超 ６０ｍｇ。腎機能，併用薬に応じ　１回３０ｍｇ　１日１回に
減量。
下肢整形外科手術の静脈血栓塞栓症の発症抑制
成人　１回３０ｍｇ　１日１回　内服。
注意
非弁膜症性心房細動の虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制，
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・再発抑
制
１．体重６０ｋｇを超える患者で，下記のいずれかに該当した時，３０ｍｇ
を１日１回内服。
（１）．キニジン硫酸塩水和物，ベラパミル塩酸塩，エリスロマイシン，シ
クロスポリンの併用。
（２）．クレアチニンクリアランス３０ｍＬ／分以上５０ｍＬ／分以下。
２．クレアチニンクリアランスが１５ｍＬ／分以上３０ｍＬ／分未満では，
本剤の血中濃度上昇の示唆あり。有効性・安全性は未確立，投与の適
否を判断。投与時は，３０ｍｇを１日１回内服。
３．プロトロンビン時間－国際標準比や活性化部分トロンボプラスチン
時間等の凝固能検査は，本剤の薬効をモニタリングする指標とはならな
いので，臨床症状を十分に観察。
下肢整形外科手術の静脈血栓塞栓症の発症抑制
１．術後の入院中のみ使用。
２．投与期間については，患者個々の静脈血栓塞栓症・出血のリスクを
考慮して決定すべきであり，静脈血栓塞栓症のリスク低下後に漫然投
与しない。国内臨床試験において，下肢整形外科手術を対象として１５
日間以上投与した場合の有効性・安全性は未検討。
３．初回投与は，術後１２時間を経過し，手術創等からの出血がないこ
とを確認し実施。
４．初回投与は，硬膜外カテーテル抜去又は腰椎穿刺から最低２時間
を経過してから実施。初回投与以降にこれらの処置を実施時，前回投
与から１２時間以上の十分な時間をあけ，かつ，予定している次回の投
与の２時間以上前に実施。
５．中等度の腎機能障害（クレアチニンクリアランス３０ｍＬ／分以上５０
ｍＬ／分未満） 本剤の血中濃度が上昇し，出血の危険性が増大するお
それ，個々の患者の静脈血栓塞栓症発現リスク・出血リスクを評価した
上で，１５ｍｇ１日１回に減量することを考慮。
６．プロトロンビン時間－国際標準比や活性化部分トロンボプラスチン
時間等の凝固能検査は，本剤の薬効をモニタリングする指標とはならな
いので，臨床症状を十分に観察し，出血等がみられた時には投与中止
等の処置。
全効能共通
口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水で
飲み込む。

■効能効果・用法用量

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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１．体重６０ｋｇを超える患者で，下記のいずれかに該当した時，３０ｍｇ
を１日１回内服。
（１）．キニジン硫酸塩水和物，ベラパミル塩酸塩，エリスロマイシン，シ
クロスポリンの併用。
（２）．クレアチニンクリアランス３０ｍＬ／分以上５０ｍＬ／分以下。
２．クレアチニンクリアランスが１５ｍＬ／分以上３０ｍＬ／分未満では，
本剤の血中濃度上昇の示唆あり。有効性・安全性は未確立，投与の適
否を判断。投与時は，３０ｍｇを１日１回内服。
３．プロトロンビン時間－国際標準比や活性化部分トロンボプラスチン
時間等の凝固能検査は，本剤の薬効をモニタリングする指標とはならな
いので，臨床症状を十分に観察。
下肢整形外科手術の静脈血栓塞栓症の発症抑制
１．術後の入院中のみ使用。
２．投与期間については，患者個々の静脈血栓塞栓症・出血のリスクを
考慮して決定すべきであり，静脈血栓塞栓症のリスク低下後に漫然投
与しない。国内臨床試験において，下肢整形外科手術を対象として１５
日間以上投与した場合の有効性・安全性は未検討。
３．初回投与は，術後１２時間を経過し，手術創等からの出血がないこ
とを確認し実施。
４．初回投与は，硬膜外カテーテル抜去又は腰椎穿刺から最低２時間
を経過してから実施。初回投与以降にこれらの処置を実施時，前回投
与から１２時間以上の十分な時間をあけ，かつ，予定している次回の投
与の２時間以上前に実施。
５．中等度の腎機能障害（クレアチニンクリアランス３０ｍＬ／分以上５０
ｍＬ／分未満） 本剤の血中濃度が上昇し，出血の危険性が増大するお
それ，個々の患者の静脈血栓塞栓症発現リスク・出血リスクを評価した
上で，１５ｍｇ１日１回に減量することを考慮。
６．プロトロンビン時間－国際標準比や活性化部分トロンボプラスチン
時間等の凝固能検査は，本剤の薬効をモニタリングする指標とはならな
いので，臨床症状を十分に観察し，出血等がみられた時には投与中止
等の処置。
全効能共通
口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水で
飲み込む。

【禁忌】全効能共通
１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．出血（頭蓋内出血，後腹膜出血又は他の重要器官における出血
等）。
３．急性細菌性心内膜炎。
非弁膜症性心房細動の虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制，
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・再発抑
制
１．腎不全（クレアチニンクリアランス１５ｍＬ／分未満）。
２．凝血異常を伴う肝疾患。
下肢整形外科手術の静脈血栓塞栓症の発症抑制
高度の腎機能障害（クレアチニンクリアランス３０ｍＬ／分未満）。

【副作用】重大な副作用
１．重大な出血（消化管出血（１．２４％），頭蓋内出血（０．３５％），眼内
出血（０．１８％），創傷出血（０．０８％），後腹膜出血（頻度不明）等），
死亡。
２．肝機能障害（頻度不明）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇等），黄
疸（頻度不明）。
３．間質性肺疾患（頻度不明）（血痰，肺胞出血，咳嗽，息切れ，呼吸困
難，発熱，肺音の異常等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 １～１０％未満 １％未満 頻度不明
血液 貧血 血小板数増加，好酸球増多
出血傾向 鼻出血，血尿（尿中血陽性等），皮下出血，挫傷，創傷出血
月経過多，関節内血腫
肝臓 肝機能異常 γ－ＧＴＰ上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，ビリルビン上昇，Ａ
ＳＴ（ＧＯＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇，ＬＤＨ上昇
精神神経系  頭痛
消化器  下痢 悪心
過敏症  発疹，掻痒
その他  浮腫，尿酸上昇，トリグリセリド上昇，発熱
（表終了）

■禁忌

■副作用

リクシアナ錠３０ｍｇ （３０ｍｇ１錠）
内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】3339002F2026
【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】エドキサバントシル酸塩水和物
【メーカー】製)第一三共
【薬価】538.4円/1T
【薬価収載日】2011/07/19
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】経口ＦＸａ阻害剤

【効能効果】１．非弁膜症性心房細動の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・再発
抑制
３．下記の下肢整形外科手術の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
注意
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・再発抑
制
１．ショックや低血圧が遷延するような血行動態が不安定な患者，血栓
溶解剤の使用や血栓摘除術が必要な患者は，血行動態安定後に投与
（有効性・安全性は未確立）。
２．急性期への初期治療（ヘパリン投与等）後に投与。
【用法用量】非弁膜症性心房細動の虚血性脳卒中及び全身性塞栓症
の発症抑制
成人　下記量　１日１回　内服。
体重６０ｋｇ以下 ３０ｍｇ。
体重６０ｋｇ超 ６０ｍｇ。腎機能，併用薬に応じ　１回３０ｍｇ　１日１回に
減量。
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・再発抑
制
成人　下記量　１日１回　内服。
体重６０ｋｇ以下 ３０ｍｇ。
体重６０ｋｇ超 ６０ｍｇ。腎機能，併用薬に応じ　１回３０ｍｇ　１日１回に
減量。
下肢整形外科手術の静脈血栓塞栓症の発症抑制
成人　１回３０ｍｇ　１日１回　内服。
注意
非弁膜症性心房細動の虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制，
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・再発抑
制
１．体重６０ｋｇを超える患者で，下記のいずれかに該当した時，３０ｍｇ
を１日１回内服。
（１）．キニジン硫酸塩水和物，ベラパミル塩酸塩，エリスロマイシン，シ
クロスポリンの併用。
（２）．クレアチニンクリアランス３０ｍＬ／分以上５０ｍＬ／分以下。
２．クレアチニンクリアランスが１５ｍＬ／分以上３０ｍＬ／分未満では，
本剤の血中濃度上昇の示唆あり。有効性・安全性は未確立，投与の適
否を判断。投与時は，３０ｍｇを１日１回内服。
３．プロトロンビン時間－国際標準比や活性化部分トロンボプラスチン
時間等の凝固能検査は，本剤の薬効をモニタリングする指標とはならな
いので，臨床症状を十分に観察。
下肢整形外科手術の静脈血栓塞栓症の発症抑制
１．術後の入院中のみ使用。
２．投与期間については，患者個々の静脈血栓塞栓症・出血のリスクを
考慮して決定すべきであり，静脈血栓塞栓症のリスク低下後に漫然投
与しない。国内臨床試験において，下肢整形外科手術を対象として１５
日間以上投与した場合の有効性・安全性は未検討。
３．初回投与は，術後１２時間を経過し，手術創等からの出血がないこ
とを確認し実施。
４．初回投与は，硬膜外カテーテル抜去又は腰椎穿刺から最低２時間
を経過してから実施。初回投与以降にこれらの処置を実施時，前回投
与から１２時間以上の十分な時間をあけ，かつ，予定している次回の投
与の２時間以上前に実施。
５．中等度の腎機能障害（クレアチニンクリアランス３０ｍＬ／分以上５０
ｍＬ／分未満） 本剤の血中濃度が上昇し，出血の危険性が増大するお
それ，個々の患者の静脈血栓塞栓症発現リスク・出血リスクを評価した
上で，１５ｍｇ１日１回に減量することを考慮。
６．プロトロンビン時間－国際標準比や活性化部分トロンボプラスチン
時間等の凝固能検査は，本剤の薬効をモニタリングする指標とはならな
いので，臨床症状を十分に観察し，出血等がみられた時には投与中止
等の処置。

■効能効果・用法用量

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品

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・再発
抑制
３．下記の下肢整形外科手術の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
注意
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・再発抑
制
１．ショックや低血圧が遷延するような血行動態が不安定な患者，血栓
溶解剤の使用や血栓摘除術が必要な患者は，血行動態安定後に投与
（有効性・安全性は未確立）。
２．急性期への初期治療（ヘパリン投与等）後に投与。
【用法用量】非弁膜症性心房細動の虚血性脳卒中及び全身性塞栓症
の発症抑制
成人　下記量　１日１回　内服。
体重６０ｋｇ以下 ３０ｍｇ。
体重６０ｋｇ超 ６０ｍｇ。腎機能，併用薬に応じ　１回３０ｍｇ　１日１回に
減量。
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・再発抑
制
成人　下記量　１日１回　内服。
体重６０ｋｇ以下 ３０ｍｇ。
体重６０ｋｇ超 ６０ｍｇ。腎機能，併用薬に応じ　１回３０ｍｇ　１日１回に
減量。
下肢整形外科手術の静脈血栓塞栓症の発症抑制
成人　１回３０ｍｇ　１日１回　内服。
注意
非弁膜症性心房細動の虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制，
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・再発抑
制
１．体重６０ｋｇを超える患者で，下記のいずれかに該当した時，３０ｍｇ
を１日１回内服。
（１）．キニジン硫酸塩水和物，ベラパミル塩酸塩，エリスロマイシン，シ
クロスポリンの併用。
（２）．クレアチニンクリアランス３０ｍＬ／分以上５０ｍＬ／分以下。
２．クレアチニンクリアランスが１５ｍＬ／分以上３０ｍＬ／分未満では，
本剤の血中濃度上昇の示唆あり。有効性・安全性は未確立，投与の適
否を判断。投与時は，３０ｍｇを１日１回内服。
３．プロトロンビン時間－国際標準比や活性化部分トロンボプラスチン
時間等の凝固能検査は，本剤の薬効をモニタリングする指標とはならな
いので，臨床症状を十分に観察。
下肢整形外科手術の静脈血栓塞栓症の発症抑制
１．術後の入院中のみ使用。
２．投与期間については，患者個々の静脈血栓塞栓症・出血のリスクを
考慮して決定すべきであり，静脈血栓塞栓症のリスク低下後に漫然投
与しない。国内臨床試験において，下肢整形外科手術を対象として１５
日間以上投与した場合の有効性・安全性は未検討。
３．初回投与は，術後１２時間を経過し，手術創等からの出血がないこ
とを確認し実施。
４．初回投与は，硬膜外カテーテル抜去又は腰椎穿刺から最低２時間
を経過してから実施。初回投与以降にこれらの処置を実施時，前回投
与から１２時間以上の十分な時間をあけ，かつ，予定している次回の投
与の２時間以上前に実施。
５．中等度の腎機能障害（クレアチニンクリアランス３０ｍＬ／分以上５０
ｍＬ／分未満） 本剤の血中濃度が上昇し，出血の危険性が増大するお
それ，個々の患者の静脈血栓塞栓症発現リスク・出血リスクを評価した
上で，１５ｍｇ１日１回に減量することを考慮。
６．プロトロンビン時間－国際標準比や活性化部分トロンボプラスチン
時間等の凝固能検査は，本剤の薬効をモニタリングする指標とはならな
いので，臨床症状を十分に観察し，出血等がみられた時には投与中止
等の処置。

【禁忌】全効能共通
１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．出血（頭蓋内出血，後腹膜出血又は他の重要器官における出血
等）。
３．急性細菌性心内膜炎。
非弁膜症性心房細動の虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制，
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・再発抑
制
１．腎不全（クレアチニンクリアランス１５ｍＬ／分未満）。
２．凝血異常を伴う肝疾患。
下肢整形外科手術の静脈血栓塞栓症の発症抑制
高度の腎機能障害（クレアチニンクリアランス３０ｍＬ／分未満）。

【副作用】重大な副作用
１．重大な出血（消化管出血（１．２４％），頭蓋内出血（０．３５％），眼内
出血（０．１８％），創傷出血（０．０８％），後腹膜出血（頻度不明）等），
死亡。
２．肝機能障害（頻度不明）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇等），黄
疸（頻度不明）。
３．間質性肺疾患（頻度不明）（血痰，肺胞出血，咳嗽，息切れ，呼吸困
難，発熱，肺音の異常等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 １～１０％未満 １％未満 頻度不明
血液 貧血 血小板数増加，好酸球増多
出血傾向 鼻出血，血尿（尿中血陽性等），皮下出血，挫傷，創傷出血
月経過多，関節内血腫
肝臓 肝機能異常 γ－ＧＴＰ上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，ビリルビン上昇，Ａ
ＳＴ（ＧＯＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇，ＬＤＨ上昇
精神神経系  頭痛
消化器  下痢 悪心
過敏症  発疹，掻痒
その他  浮腫，尿酸上昇，トリグリセリド上昇，発熱
（表終了）

■禁忌

■副作用
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出血傾向 鼻出血，血尿（尿中血陽性等），皮下出血，挫傷，創傷出血
月経過多，関節内血腫
肝臓 肝機能異常 γ－ＧＴＰ上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，ビリルビン上昇，Ａ
ＳＴ（ＧＯＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇，ＬＤＨ上昇
精神神経系  頭痛
消化器  下痢 悪心
過敏症  発疹，掻痒
その他  浮腫，尿酸上昇，トリグリセリド上昇，発熱
（表終了）

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７５ｍｇ （７５ｍｇ１カプセ
ル）

内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】3339001M1024
【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
【メーカー】製)日本ベーリンガーインゲルハイム
【薬価】136.4円/1C
【薬価収載日】2011/03/11
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】直接トロンビン阻害剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】非弁膜症性心房細動の虚血性脳卒中及び全身性塞栓症
の発症抑制
注意
人工心臓弁置換術後の抗凝固療法には使用しない。
【用法用量】成人　１回１５０ｍｇ（本剤　２カプセル）　１日２回　内服。必
要時，１回１１０ｍｇ（１１０ｍｇカプセル　１カプセル）　１日２回へ減量。
注意
１．下記は，ダビガトランの血中濃度上昇のおそれ，１回１１０ｍｇ１日２
回投与を考慮。
（１）．中等度の腎障害（クレアチニンクリアランス３０－５０ｍＬ／分）。
（２）．Ｐ－糖蛋白阻害剤（経口剤）を併用。
２．下記の出血の危険性が高い患者は，１回１１０ｍｇ１日２回投与を考
慮。
（１）．７０歳以上。
（２）．消化管出血の既往。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．透析患者含む高度の腎障害（クレアチニンクリアランス３０ｍＬ／分
未満）。
３．出血症状，出血性素因，止血障害。
４．臨床的に問題となる出血リスクのある器質的病変（６ヵ月以内の出
血性脳卒中含む）。
５．脊椎・硬膜外カテーテルを留置・抜去後１時間以内。
６．イトラコナゾール（経口剤）の投与患者。

【副作用】重大な副作用
１．出血（消化管出血（１．６％），頭蓋内出血（頻度不明）等）。
２．間質性肺炎（頻度不明）（咳嗽，呼吸困難，発熱，肺音の異常等）。
３．アナフィラキシー（頻度不明）（蕁麻疹，顔面腫脹，呼吸困難等）。
４．急性肝不全（頻度不明），肝機能障害（頻度不明），黄疸（頻度不
明）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ヘパリンナトリウム

ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ」 （５
０００単位５ｍＬ１瓶）

内 注射 流通

【YJコード】3334401A5062
【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ヘパリンナトリウム
【メーカー】製)持田製薬
【薬価】177円/1V
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】血液凝固阻止剤

【効能効果】１．ＤＩＣの治療，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防止，血管カテーテル挿入時の血液凝固防止，
輸血・血液検査の血液凝固防止
２．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，術中・術後の血栓塞栓症等）の治療・予防
【用法用量】下記の各投与法は，症例又は適応領域，目的により決定。
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コント
ロール。
１．静脈内点滴注射法
１００００～３００００単位（５％ブドウ糖液，生食，リンゲル液１０００ｍＬで
希釈）　最初３０滴前後／分で　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滴前後／分で　点滴静注。
２．静脈内間欠注射法
１回５０００～１００００単位　４～８時間ごと　静注。
注射開始３時間後から，２～４時間ごと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。
３．皮下注射・筋肉内注射法
１回５０００単位　４時間ごと　皮下注・筋注。筋注では，下記に配慮（組
織・神経等の影響を避けるため）。
（１）．神経走行部位を避ける。
（２）．繰り返し注射する時は，注射部位をかえる。乳・幼・小児には連用
しない。
（３）．注射針を刺入した時，激痛を訴えたり，血液の逆流があれば，直
ちに抜針し，部位をかえ注射。
４．体外循環時（血液透析・人工心肺）の使用法
（１）．人工腎 適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。
全身ヘパリン化法 透析開始前　１０００～３０００単位　投与。透析開始
後　５００～１５００単位／時　持続的，又は１時間ごと　５００～１５００単
位　間欠的に追加。
局所ヘパリン化法 １５００～２５００単位／時　持続注入。体内灌流時に
プロタミン硫酸塩で中和。
（２）．術式・方法により異なるが，人工心肺灌流時　１５０～３００単位／
ｋｇ　投与。さらに体外循環時間の延長とともに適宜追加。体外循環後，
術後出血を防止し，ヘパリンの作用を中和するためプロタミン硫酸塩を
使用。
５．輸血・血液検査の血液凝固防止法
輸血の血液凝固の防止 血液１００ｍＬに４００～５００単位を使用。
血液検査の血液凝固の防止 血液２０～３０ｍＬに１００単位を使用。

■効能効果・用法用量

２．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，術中・術後の血栓塞栓症等）の治療・予防
【用法用量】下記の各投与法は，症例又は適応領域，目的により決定。
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コント
ロール。
１．静脈内点滴注射法
１００００～３００００単位（５％ブドウ糖液，生食，リンゲル液１０００ｍＬで
希釈）　最初３０滴前後／分で　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滴前後／分で　点滴静注。
２．静脈内間欠注射法
１回５０００～１００００単位　４～８時間ごと　静注。
注射開始３時間後から，２～４時間ごと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。
３．皮下注射・筋肉内注射法
１回５０００単位　４時間ごと　皮下注・筋注。筋注では，下記に配慮（組
織・神経等の影響を避けるため）。
（１）．神経走行部位を避ける。
（２）．繰り返し注射する時は，注射部位をかえる。乳・幼・小児には連用
しない。
（３）．注射針を刺入した時，激痛を訴えたり，血液の逆流があれば，直
ちに抜針し，部位をかえ注射。
４．体外循環時（血液透析・人工心肺）の使用法
（１）．人工腎 適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。
全身ヘパリン化法 透析開始前　１０００～３０００単位　投与。透析開始
後　５００～１５００単位／時　持続的，又は１時間ごと　５００～１５００単
位　間欠的に追加。
局所ヘパリン化法 １５００～２５００単位／時　持続注入。体内灌流時に
プロタミン硫酸塩で中和。
（２）．術式・方法により異なるが，人工心肺灌流時　１５０～３００単位／
ｋｇ　投与。さらに体外循環時間の延長とともに適宜追加。体外循環後，
術後出血を防止し，ヘパリンの作用を中和するためプロタミン硫酸塩を
使用。
５．輸血・血液検査の血液凝固防止法
輸血の血液凝固の防止 血液１００ｍＬに４００～５００単位を使用。
血液検査の血液凝固の防止 血液２０～３０ｍＬに１００単位を使用。

【禁忌】原則禁忌
１．出血（血小板減少性紫斑病，血管障害による出血傾向，血友病その
他の血液凝固障害（ＤＩＣ除く），月経期間中，手術時，消化管潰瘍，尿
路出血，喀血，流早産・分娩直後等性器出血を伴う妊産褥婦，頭蓋内
出血の疑い等）。
２．出血する可能性（内臓腫瘍，消化管の憩室炎，大腸炎，亜急性細菌
性心内膜炎，重症高血圧症，重症糖尿病等）。
３．重篤な肝障害。
４．重篤な腎障害。
５．中枢神経系の手術・外傷後日の浅い患者。
６．本剤の成分に過敏症の既往。
７．ヘパリン起因性血小板減少症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（血圧低下，意識低下，呼吸困難，チア
ノーゼ，蕁麻疹等）。
２．重篤な出血（脳出血，消化管出血，肺出血，硬膜外血腫，後腹膜血
腫，腹腔内出血，術後出血，刺入部出血等）。
３．血小板減少，ヘパリン起因性血小板減少症（著明な血小板減少，脳
梗塞，肺塞栓症，深部静脈血栓症等の血栓症，シャント閉塞，回路内
閉塞等）に伴う血小板減少・血栓症。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 掻痒感，蕁麻疹，悪寒，発熱，鼻炎，気管支喘息，流涙等
（表終了）

■禁忌

■副作用

ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリン
ジ「オーツカ」１０ｍＬ （１０００単位１０ｍＬ１
筒）

内 注射 後発 流通

【YJコード】3334402G4071
【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ヘパリンナトリウム
【先発品】ヘパフラッシュ１００単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ，ヘパリンＮａロック
用１００単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ニプロ」
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】128円/1筒
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】血液凝固阻止剤

【効能効果】静脈内留置ルート内の血液凝固防止
注意
静脈内留置ルート内の血液凝固防止（ヘパリンロック）以外に使用しな
い。
【用法用量】静脈内留置ルート内を充填する十分量を注入。
注意
１０単位／ｍＬ製剤は６時間まで，１００単位／ｍＬ製剤は１２時間までを
標準とし最長２４時間までの静脈内留置ルート内の血液凝固防止（ヘパ
リンロック）に使用。

■効能効果・用法用量

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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静脈内留置ルート内の血液凝固防止（ヘパリンロック）以外に使用しな
い。
【用法用量】静脈内留置ルート内を充填する十分量を注入。
注意
１０単位／ｍＬ製剤は６時間まで，１００単位／ｍＬ製剤は１２時間までを
標準とし最長２４時間までの静脈内留置ルート内の血液凝固防止（ヘパ
リンロック）に使用。

【禁忌】原則禁忌
１．出血（血小板減少性紫斑病，血管障害による出血傾向，血友病その
他の血液凝固障害（ＤＩＣ除く），月経期間中，手術時，消化管潰瘍，尿
路出血，喀血，流早産・分娩直後等性器出血を伴う妊産褥婦，頭蓋内
出血の疑い等）。
２．出血する可能性（内臓腫瘍，消化管の憩室炎，大腸炎，亜急性細菌
性心内膜炎，重症高血圧症，重症糖尿病等）。
３．重篤な肝障害。
４．重篤な腎障害。
５．中枢神経系の手術・外傷後日の浅い患者。
６．本剤の成分に過敏症の既往。
７．ヘパリン起因性血小板減少症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（血圧低下，意識低下，呼吸困難，チア
ノーゼ，蕁麻疹等）。
２．血小板減少，ヘパリン起因性血小板減少症（著明な血小板減少，脳
梗塞，肺塞栓症，深部静脈血栓症等の血栓症，シャント閉塞，回路内
閉塞等）に伴う血小板減少・血栓症。
３．重篤な出血（脳出血，消化管出血，肺出血，硬膜外血腫，後腹膜血
腫，腹腔内出血，術後出血，刺入部出血等）（１０００単位／ｍＬのヘパ
リンナトリウム注射液）。
その他の副作用（発現時中止等）（１０００単位／ｍＬのヘパリンナトリウ
ム注射液）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 掻痒感，蕁麻疹，悪寒，発熱，鼻炎，気管支喘息，流涙等
（表終了）

■禁忌

■副作用

ヘパリンナトリウム注Ｎ５千単位／５ｍＬ「Ａ
Ｙ」 （５０００単位５ｍＬ１管）

内 注射 流通

【YJコード】3334401A3060
【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ヘパリンナトリウム
【メーカー】製)エイワイファーマ　販)陽進堂
【薬価】145円/1A
【薬価収載日】2013/07/01
【標榜薬効】血液凝固阻止剤

【効能効果】１．ＤＩＣ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防止
３．血管カテーテル挿入時の血液凝固防止
４．輸血・血液検査の血液凝固防止
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，術中・術後の血栓塞栓症等）の治療・予防
【用法用量】下記の各投与法は，症例又は適応領域，目的により決定。
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コント
ロール。
１．静脈内点滴注射法
１００００～３００００単位（５％ブドウ糖液，生食，リンゲル液１０００ｍＬで
希釈）　最初３０滴前後／分で　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滴前後／分で　点滴静注。
２．静脈内間欠注射法
１回５０００～１００００単位　４～８時間ごと　静注。
注射開始３時間後から，２～４時間ごと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。
３．皮下注射・筋肉内注射法
１回５０００単位　４時間ごと　皮下注・筋注。筋注では，下記に配慮（組
織・神経等の影響を避けるため）。
（１）．神経走行部位を避ける。
（２）．繰り返し注射する時は，注射部位をかえる。乳・幼・小児には連用
しない。
（３）．注射針を刺入した時，激痛を訴えたり，血液の逆流があれば，直
ちに抜針し，部位をかえ注射。
４．体外循環時（血液透析・人工心肺）の使用法
（１）．人工腎 適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。
全身ヘパリン化法 透析開始前　１０００～３０００単位　投与。透析開始
後　５００～１５００単位／時　持続的，又は１時間ごと　５００～１５００単
位　間欠的に追加。
局所ヘパリン化法 １５００～２５００単位／時　持続注入。体内灌流時に
プロタミン硫酸塩で中和。
（２）．術式・方法により異なるが，人工心肺灌流時　１５０～３００単位／
ｋｇ　投与。さらに体外循環時間の延長とともに適宜追加。体外循環後，
術後出血を防止し，ヘパリンの作用を中和するためプロタミン硫酸塩を
使用。
５．輸血・血液検査の血液凝固防止法
輸血の血液凝固の防止 血液１００ｍＬに４００～５００単位を使用。
血液検査の血液凝固の防止 血液２０～３０ｍＬに１００単位を使用。

■効能効果・用法用量

（２）．術式・方法により異なるが，人工心肺灌流時　１５０～３００単位／
ｋｇ　投与。さらに体外循環時間の延長とともに適宜追加。体外循環後，
術後出血を防止し，ヘパリンの作用を中和するためプロタミン硫酸塩を
使用。
５．輸血・血液検査の血液凝固防止法
輸血の血液凝固の防止 血液１００ｍＬに４００～５００単位を使用。
血液検査の血液凝固の防止 血液２０～３０ｍＬに１００単位を使用。

【禁忌】原則禁忌
１．出血（血小板減少性紫斑病，血管障害による出血傾向，血友病その
他の血液凝固障害（ＤＩＣ除く），月経期間中，手術時，消化管潰瘍，尿
路出血，喀血，流早産・分娩直後等性器出血を伴う妊産褥婦，頭蓋内
出血の疑い等）。
２．出血する可能性（内臓腫瘍，消化管の憩室炎，大腸炎，亜急性細菌
性心内膜炎，重症高血圧症，重症糖尿病等）。
３．重篤な肝障害。
４．重篤な腎障害。
５．中枢神経系の手術・外傷後日の浅い患者。
６．本剤の成分に過敏症の既往。
７．ヘパリン起因性血小板減少症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（各頻度不明）（血圧低下，意識低下，呼吸
困難，チアノーゼ，蕁麻疹等）。
２．重篤な出血（頻度不明）（脳出血，消化管出血，肺出血，硬膜外血
腫，後腹膜血腫，腹腔内出血，術後出血，刺入部出血等）。
３．血小板減少，ヘパリン起因性血小板減少症（著明な血小板減少，脳
梗塞，肺塞栓症，深部静脈血栓症等の血栓症，シャント閉塞，回路内
閉塞等）に伴う血小板減少・血栓症（各頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 掻痒感，蕁麻疹，悪寒，発熱，鼻炎，気管支喘息，流涙
（表終了）

■禁忌

■副作用

ヘパリン類似物質

ヒルドイドソフト軟膏０．３％ （１ｇ）
内 外用 流通

【YJコード】3339950M1137
【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ヘパリン類似物質
【メーカー】製)マルホ
【薬価】22.2円/1g
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】血行促進・皮膚保湿剤

【効能効果】血栓性静脈炎（痔核含む），血行障害による疼痛と炎症性
疾患（注射後の硬結・疼痛），凍瘡，肥厚性瘢痕・ケロイドの治療と予
防，進行性指掌角皮症，皮脂欠乏症，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）
【用法用量】１日１～数回　塗擦，又はガーゼ等にのばして貼付。

【禁忌】１．出血性血液疾患（血友病，血小板減少症，紫斑病等）。
２．僅少な出血でも重大な結果の予想される患者。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 ０．１～５％未満
過敏症 皮膚刺激感 皮膚炎，掻痒，発赤，発疹，潮紅等
皮膚（投与部位） 紫斑
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

リバーロキサバン

イグザレルト錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】3339003F1024
【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】リバーロキサバン
【メーカー】製)バイエル薬品
【薬価】368.5円/1T
【薬価収載日】2012/04/17
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】選択的直接作用型第Ｘａ因子阻害剤

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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【標榜薬効】選択的直接作用型第Ｘａ因子阻害剤

【効能効果】１．非弁膜症性心房細動の虚血性脳卒中及び全身性塞栓
症の発症抑制
２．深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療・再発抑制
注意
深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療・再発抑制
１．ショックや低血圧が遷延するような血行動態が不安定な肺血栓塞栓
症患者，血栓溶解療法又は肺塞栓摘除術が必要な肺血栓塞栓症患者
への安全性・有効性は未検討。ヘパリンの代替療法として投与しない。
２．下大静脈フィルターが留置された患者への安全性・有効性は未検
討。
【用法用量】１．非弁膜症性心房細動の虚血性脳卒中及び全身性塞栓
症の発症抑制
成人　１回１５ｍｇ　１日１回　食後　内服。
腎障害　１回１０ｍｇ　１日１回に減量。
２．深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療・再発抑制
成人　発症後初期３週間　１回１５ｍｇ　１日２回　食後　内服，以後１回
１５ｍｇ　１日１回　食後　内服。
注意
非弁膜症性心房細動の虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制
１．クレアチニンクリアランス３０～４９ｍＬ／分 １０ｍｇを１日１回投与。
２．クレアチニンクリアランス１５～２９ｍＬ／分 本剤の血中濃度上昇の
示唆あり。有効性・安全性は未確立，投与の適否を検討した上で，投与
時は，１０ｍｇを１日１回投与。
深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療・再発抑制
１．発症後初期３週間の１５ｍｇ１日２回投与中は，出血のリスクに注
意。
２．投与期間は，症例ごとの再発・出血リスクを考慮して決定し，漫然投
与しない。

【禁忌】全効能共通
１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．出血（頭蓋内出血，消化管出血等の重大な出血）。
３．凝固障害を伴う肝疾患。
４．中等度以上の肝障害（Ｃｈｉｌｄ－Ｐｕｇｈ分類Ｂ又はＣに相当）。
５．妊婦・妊娠の可能性。
６．ＨＩＶプロテアーゼ阻害剤（リトナビル，ロピナビル・リトナビル，アタザ
ナビル，インジナビル，サキナビル，ダルナビル，ホスアンプレナビル，
ネルフィナビル），オムビタスビル・パリタプレビル・リトナビルの投与患
者。
７．コビシスタット含有製剤の投与患者。
８．アゾール系抗真菌剤（イトラコナゾール，ボリコナゾール，ミコナゾー
ル，ケトコナゾール）の経口又は注射剤の投与患者。
９．急性細菌性心内膜炎。
非弁膜症性心房細動の虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制
腎不全（クレアチニンクリアランス１５ｍＬ／分未満）。
深部静脈血栓症，肺血栓塞栓症の治療・再発抑制
重度の腎障害（クレアチニンクリアランス３０ｍＬ／分未満）。

【副作用】重大な副作用
１．重篤な出血（頭蓋内出血（０．０９％），脳出血（０．０８％），出血性卒
中（０．０７％），眼出血（０．２５％），網膜出血（０．０８％），直腸出血
（１．３１％），胃腸出血（０．７８％），メレナ（０．５４％），上部消化管出血
（０．３８％），下部消化管出血（０．２３％），出血性胃潰瘍（０．１４％），
関節内出血（０．１７％），コンパートメント症候群を伴う筋肉内出血（０．
０１％）），死亡，ショック，腎不全，呼吸困難，浮腫，頭痛，浮動性眩暈，
蒼白，脱力感，胸痛，狭心症様の心虚血症状。
２．肝機能障害（０．１～１％未満）（ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，ＡＳＴ（ＧＯＴ）上
昇），黄疸（頻度不明）。
３．間質性肺疾患（頻度不明）（血痰，肺胞出血，咳嗽，息切れ，呼吸困
難，発熱，肺音の異常等）。
４．血小板減少（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 １～１０％未満 ０．１～１％未満 ０．１％未満 頻度不明
精神神経系  頭痛，浮動性眩暈，不眠 失神
感覚器 結膜出血 耳出血
消化器 歯肉出血 肛門出血，下痢，悪心，口腔内出血，血便，腹痛，便
潜血，上腹部痛，消化不良，便秘，嘔吐，吐血，口内乾燥，胃食道逆流
性疾患，胃炎 痔核，アミラーゼ上昇，リパーゼ上昇
循環器 血腫  頻脈，低血圧 血管偽動脈瘤形成
呼吸器 鼻出血，喀血 呼吸困難
血液 貧血 ＩＮＲ増加，ヘモグロビン減少，鉄欠乏性貧血 血小板増加症
（血小板数増加等）
肝臓  ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，血中ビリルビン上昇，Ａｌ－
Ｐ上昇 γ－ＧＴＰ上昇，直接ビリルビン上昇 ＬＤＨ上昇
腎臓 血尿 尿中血陽性 尿路出血，腎クレアチニンクリアランス減少，血
中クレアチニン上昇，腎機能障害，ＢＵＮ上昇
生殖器  性器出血，月経過多
筋・骨格系  四肢痛，関節痛 筋肉内出血
皮膚 斑状出血 皮下出血，皮下血腫，脱毛，皮膚裂傷 擦過傷
過敏症  発疹，掻痒，アレルギー性皮膚炎 蕁麻疹（全身性掻痒症等），
アレルギー反応，血管浮腫
その他 挫傷 創傷出血，処置後出血，無力症，末梢性浮腫，食欲減退，
疲労，硬膜下血腫 限局性浮腫，倦怠感，創部分泌，発熱
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

（表終了）

ワルファリンカリウム

ワーファリン錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】3332001F1024
【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ワルファリンカリウム
【メーカー】製)エーザイ
【薬価】9.6円/1T
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗凝固剤

【効能効果】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・予防
【用法用量】血液凝固能検査（プロトロンビン時間・トロンボテスト）の検
査値で，投与量を決定し，血液凝固能管理を行いつつ使用する薬剤。
初回量を１日１回内服後，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，維持量を決定。
ワルファリン感受性に個体差が大きく，同一個人でも変化する可能性，
定期的に血液凝固能検査を実施，維持量を調節。
抗凝固効果の発現を急ぐ時，初回投与時ヘパリン等の併用を考慮。
成人　初回　１～５ｍｇ　１日１回。
小児の維持量（ｍｇ／ｋｇ／日）の目安。
１２ヵ月未満 ０．１６
１～１５歳未満 ０．０４～０．１
注意
１．血液凝固能検査（プロトロンビン時間・トロンボテスト）等で投与量を
決定し，治療域を逸脱しないように，血液凝固能管理を行いつつ使用。
２．プロトロンビン時間・トロンボテストの検査値は，活性（％）以外の表
示方法では，一般的にＩＮＲを用いる。ＩＮＲを用いる場合，国内外の学会
のガイドライン等，最新の情報を参考に年齢，疾患，併用薬等を勘案し
治療域を決定。
３．成人の維持量は１日１回１～５ｍｇ。

【禁忌】１．出血（血小板減少性紫斑病，血管障害による出血傾向，血友
病その他の血液凝固障害，月経期間中，手術時，消化管潰瘍，尿路出
血，喀血，流早産・分娩直後等性器出血を伴う妊産褥婦，頭蓋内出血
の疑い等）。
２．出血の可能性（内臓腫瘍，消化管の憩室炎，大腸炎，亜急性細菌性
心内膜炎，重症高血圧症，重症糖尿病等）。
３．重篤な肝障害・腎障害。
４．中枢神経系の手術・外傷後日の浅い患者。
５．本剤の成分に過敏症の既往。
６．妊婦・妊娠の可能性。
７．骨粗鬆症治療用ビタミンＫ２製剤の投与患者。
８．イグラチモドの投与患者。
９．ミコナゾール（ゲル剤・注射剤）の投与患者。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．出血（脳出血等の臓器内出血，粘膜出血，皮下出血等）。
２．皮膚壊死（一過性の過凝固状態，微小血栓）。
３．カルシフィラキシス（有痛性紫斑を伴う有痛性皮膚潰瘍，皮下脂肪組
織・真皮の小～中動脈の石灰化），敗血症。
４．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐの上昇等），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒症，紅斑，蕁麻疹，皮膚炎，発熱
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ワルファリンＫ錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 （０．５ｍｇ１
錠）

内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】3332001F3078
【薬効分類】３．３．３　血液凝固阻止剤
【一般名】ワルファリンカリウム
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】9.6円/1T
【薬価収載日】2014/02/03
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗凝固剤

【効能効果】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・予防
【用法用量】血液凝固能検査（プロトロンビン時間・トロンボテスト）の検
査値で，投与量を決定し，血液凝固能管理を行いつつ使用する薬剤。
初回量を１日１回内服後，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，維持量を決定。
ワルファリン感受性に個体差が大きく，同一個人でも変化する可能性，
定期的に血液凝固能検査を実施，維持量を調節。
抗凝固効果の発現を急ぐ時，初回投与時ヘパリン等の併用を考慮。
成人　初回　１～５ｍｇ　１日１回。
小児の維持量（ｍｇ／ｋｇ／日）の目安。
１２ヵ月未満 ０．１６
１～１５歳未満 ０．０４～０．１
注意
１．血液凝固能検査（プロトロンビン時間・トロンボテスト）等で投与量を
決定し，治療域を逸脱しないように，血液凝固能管理を行いつつ使用。
２．プロトロンビン時間・トロンボテストの検査値は，活性（％）以外の表
示方法では，一般的にＩＮＲを用いる。ＩＮＲを用いる場合，国内外の学会
のガイドライン等，最新の情報を参考に年齢，疾患，併用薬等を勘案し
治療域を決定。
３．成人の維持量は１日１回１～５ｍｇ。

■効能効果・用法用量

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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症，緩徐に進行する脳血栓症等）の治療・予防
【用法用量】血液凝固能検査（プロトロンビン時間・トロンボテスト）の検
査値で，投与量を決定し，血液凝固能管理を行いつつ使用する薬剤。
初回量を１日１回内服後，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，維持量を決定。
ワルファリン感受性に個体差が大きく，同一個人でも変化する可能性，
定期的に血液凝固能検査を実施，維持量を調節。
抗凝固効果の発現を急ぐ時，初回投与時ヘパリン等の併用を考慮。
成人　初回　１～５ｍｇ　１日１回。
小児の維持量（ｍｇ／ｋｇ／日）の目安。
１２ヵ月未満 ０．１６
１～１５歳未満 ０．０４～０．１
注意
１．血液凝固能検査（プロトロンビン時間・トロンボテスト）等で投与量を
決定し，治療域を逸脱しないように，血液凝固能管理を行いつつ使用。
２．プロトロンビン時間・トロンボテストの検査値は，活性（％）以外の表
示方法では，一般的にＩＮＲを用いる。ＩＮＲを用いる場合，国内外の学会
のガイドライン等，最新の情報を参考に年齢，疾患，併用薬等を勘案し
治療域を決定。
３．成人の維持量は１日１回１～５ｍｇ。

【禁忌】１．出血（血小板減少性紫斑病，血管障害による出血傾向，血友
病その他の血液凝固障害，月経期間中，手術時，消化管潰瘍，尿路出
血，喀血，流早産・分娩直後等性器出血を伴う妊産褥婦，頭蓋内出血
の疑い等）。
２．出血の可能性（内臓腫瘍，消化管の憩室炎，大腸炎，亜急性細菌性
心内膜炎，重症高血圧症，重症糖尿病等）。
３．重篤な肝障害・腎障害。
４．中枢神経系の手術・外傷後日の浅い患者。
５．本剤の成分に過敏症の既往。
６．妊婦・妊娠の可能性。
７．骨粗鬆症治療用ビタミンＫ２製剤の投与患者。
８．イグラチモドの投与患者。
９．ミコナゾール（ゲル剤・注射剤）の投与患者。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．出血（脳出血等の臓器内出血，粘膜出血，皮下出血等）。
２．皮膚壊死（一過性の過凝固状態，微小血栓）。
３．カルシフィラキシス（有痛性紫斑を伴う有痛性皮膚潰瘍，皮下脂肪組
織・真皮の小～中動脈の石灰化），敗血症。
４．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐの上昇等），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒症，紅斑，蕁麻疹，皮膚炎，発熱
（表終了）

■禁忌

■副作用

３．３．９　その他の血液・体液用薬

アスピリン

バイアスピリン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
内 内服 後発 流通
ハイリスク

【YJコード】3399007H1021
【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】アスピリン
【メーカー】製)バイエル薬品
【薬価】5.6円/1T
【薬価収載日】2000/11/24
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】１．下記の血栓・塞栓形成の抑制
（１）．狭心症（慢性安定狭心症，不安定狭心症）
（２）．心筋梗塞
（３）．虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作，脳梗塞）
２．冠動脈バイパス術，経皮経管冠動脈形成術施行後の血栓・塞栓形
成の抑制
３．川崎病（川崎病による心血管後遺症含む）
【用法用量】１．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，脳梗塞）の血栓・塞栓形成の
抑制，冠動脈バイパス術，経皮経管冠動脈形成術施行後の血栓・塞栓
形成の抑制
成人　１回１００ｍｇ　１日１回　内服。症状により　１回３００ｍｇまで。
２．川崎病（川崎病による心血管後遺症含む）
急性期有熱期間　１日３０～５０ｍｇ／ｋｇ　１日３回　分割　内服。
解熱後の回復期から慢性期　１日３～５ｍｇ／ｋｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
注意
１．急性心筋梗塞，脳梗塞急性期の初期治療 抗血小板作用の発現を
急ぐ時は，初回投与時はすりつぶしたり，かみ砕いて服用。
２．心筋梗塞，経皮経管冠動脈形成術施行の初期治療 常用量の数倍
を投与。
３．川崎病の診断後，投与を開始。
４．川崎病の回復期 発症後数ヵ月間，血小板凝集能が亢進しているの
で，本剤を発症後２～３ヵ月間投与し，その後断層心エコー図等の冠動
脈検査で冠動脈障害が認められない時は，投与中止。冠動脈瘤を形成
した症例では，退縮が確認される時期まで投与を継続。
５．川崎病 低用量では血小板機能の抑制が認められない時もあるた
め，適宜，血小板凝集能の測定等を考慮。

■効能効果・用法用量

注意
１．急性心筋梗塞，脳梗塞急性期の初期治療 抗血小板作用の発現を
急ぐ時は，初回投与時はすりつぶしたり，かみ砕いて服用。
２．心筋梗塞，経皮経管冠動脈形成術施行の初期治療 常用量の数倍
を投与。
３．川崎病の診断後，投与を開始。
４．川崎病の回復期 発症後数ヵ月間，血小板凝集能が亢進しているの
で，本剤を発症後２～３ヵ月間投与し，その後断層心エコー図等の冠動
脈検査で冠動脈障害が認められない時は，投与中止。冠動脈瘤を形成
した症例では，退縮が確認される時期まで投与を継続。
５．川崎病 低用量では血小板機能の抑制が認められない時もあるた
め，適宜，血小板凝集能の測定等を考慮。

【禁忌】１．本剤の成分・サリチル酸系製剤に過敏症の既往。
２．消化性潰瘍。
３．出血傾向。
４．アスピリン喘息・その既往。
５．出産予定日１２週以内の妊婦。
６．低出生体重児，新生児，乳児。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（呼吸困難，全身潮紅，血管浮腫，蕁麻疹
等）。
２．出血（脳出血等の頭蓋内出血（頭痛，悪心・嘔吐，意識障害，片麻痺
等），肺出血，消化管出血，鼻出血，眼底出血等）。
３．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，剥脱性皮膚炎。
４．再生不良性貧血，血小板減少，白血球減少。
５．喘息発作の誘発。
６．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ等の著しい上
昇），黄疸。
７．消化性潰瘍（下血（メレナ）を伴う胃潰瘍・十二指腸潰瘍等），小腸・
大腸潰瘍（消化管出血，腸管穿孔）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上又は頻度不明 ０．１～５％未満 ０．１％未満
過敏症 蕁麻疹 発疹，浮腫
血液   貧血，血小板機能低下（出血時間延長）
精神神経系 眩暈，興奮 頭痛
その他 過呼吸，代謝性アシドーシス 倦怠感 低血糖
（表終了）

■禁忌

■副作用

イコサペント酸エチル

イコサペント酸エチル粒状カプセル３００ｍｇ
「サワイ」 （３００ｍｇ１包）

内 内服 後発 流通

【YJコード】3399004M2057
【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】イコサペント酸エチル
【先発品】エパデールＳ３００
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】15円/1包
【薬価収載日】2008/07/04
【標榜薬効】ＥＰＡ製剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】１．閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍，疼痛，冷感の改善
２．高脂血症
【用法用量】１．閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍，疼痛，冷感の改善
成人　１回６００ｍｇ　１日３回　食直後　内服。
適宜増減。
２．高脂血症
成人　１回９００ｍｇ　１日２回，又は１回６００ｍｇ　１日３回　食直後　内
服。
トリグリセリドの異常時　１回９００ｍｇ　１日３回まで。

【禁忌】出血（血友病，毛細血管脆弱症，消化管潰瘍，尿路出血，喀血，
硝子体出血等）。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰ，ＬＤＨ，ビリ
ルビン等の上昇），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感等
出血傾向 皮下出血，血尿，歯肉出血，眼底出血，鼻出血，消化管出血
等
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）・Ａｌ－Ｐ・γ－ＧＴＰ・ＬＤＨ・ビリルビンの
上昇等の肝機能障害
呼吸器 咳嗽，呼吸困難
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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出血傾向 皮下出血，血尿，歯肉出血，眼底出血，鼻出血，消化管出血
等
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）・Ａｌ－Ｐ・γ－ＧＴＰ・ＬＤＨ・ビリルビンの
上昇等の肝機能障害
呼吸器 咳嗽，呼吸困難
（表終了）

クロピドグレル硫酸塩

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＫＮ」 （７５ｍｇ１
錠）

内 内服 後発 流通
ハイリスク

【YJコード】3399008F2080
【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】クロピドグレル硫酸塩
【先発品】プラビックス錠７５ｍｇ
【メーカー】製)小林化工
【薬価】49.9円/1T
【薬価収載日】2015/06/19
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤

【効能効果】１．虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓症除く）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），安定狭心症，陳旧性心筋梗塞
３．末梢動脈疾患の血栓・塞栓形成の抑制
注意
ＰＣＩが適用される虚血性心疾患 ＰＣＩが適用予定患者への投与は可
能。冠動脈造影により，保存的治療・冠動脈バイパス術が選択され，Ｐ
ＣＩ不適用時には，以後の投与は控える。
【用法用量】１．虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓症除く）後の再発抑
制
成人　１回７５ｍｇ　１日１回　内服。
年齢，体重，症状により　１回５０ｍｇ　１日１回　内服。
２．経皮的冠動脈形成術（ＰＣＩ）が適用される虚血性心疾患
成人　投与開始日　３００ｍｇ　１日１回　内服，その後，維持量　１回７５
ｍｇ　１日１回　内服。
３．末梢動脈疾患の血栓・塞栓形成の抑制
成人　１回７５ｍｇ　１日１回　内服。
注意
空腹時は避ける（国内臨床試験で絶食投与時に消化器症状あり）。
１．虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓症除く）後の再発抑制
出血傾向，その素因は出血を増強するおそれ，５０ｍｇ１日１回から投
与。
２．経皮的冠動脈形成術（ＰＣＩ）が適用される虚血性心疾患
（１）．アスピリン（８１～１００ｍｇ／日）と併用。
（２）．ステント留置患者では該当医療機器の添付文書を必ず参照。
（３）．ＰＣＩ施行前にクロピドグレル７５ｍｇを最低４日間投与されている
時，ローディングドーズ投与（投与開始日に３００ｍｇを投与）は必須では
ない。

【禁忌】１．出血（血友病，頭蓋内出血，消化管出血，尿路出血，喀血，
硝子体出血等）。
２．本剤の成分に過敏症の既往。
３．セレキシパグの投与患者。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．出血（脳出血等の頭蓋内出血（頭痛，悪心・嘔吐，意識障害，片麻痺
等），硬膜下血腫等，吐血，下血，胃腸出血，眼底出血，関節血腫等，
腹部血腫，後腹膜出血等）。
２．出血を伴う胃・十二指腸潰瘍。
３．肝機能障害（ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，γ－ＧＴＰ上昇，ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇），
黄疸，急性肝不全，肝炎等。
４．血栓性血小板減少性紫斑病（倦怠感，食欲不振，出血症状（紫斑
等），精神神経症状（意識障害等），血小板減少，溶血性貧血（破砕赤
血球の出現），発熱，腎機能障害等）。
５．間質性肺炎，好酸球性肺炎（咳嗽，呼吸困難，発熱，肺音の異常
等）。
６．血小板減少，無顆粒球症，再生不良性貧血含む汎血球減少症。
７．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，多形滲出性紅斑，急
性汎発性発疹性膿疱症。
８．薬剤性過敏症症候群（発疹，発熱，肝機能障害，リンパ節腫脹，白
血球増加，好酸球増多，異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過
敏症状），ヒトヘルペスウイルス６等のウイルスの再活性化。
９．後天性血友病。
１０．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオ
グロビン上昇），急性腎障害等の重篤な腎障害。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
血液 皮下出血，貧血，紫斑（病），鼻出血，止血延長，眼出血，歯肉出
血，痔出血，血痰，穿刺部位出血，処置後出血，ヘモグロビン減少，赤
血球減少，ヘマトクリット減少，白血球減少，好中球減少，好酸球増多，
月経過多，口腔内出血，術中出血，カテーテル留置部位血腫，口唇出
血，陰茎出血，尿道出血，好酸球減少，血清病
肝臓 Ａｌ－Ｐ上昇，ＬＤＨ上昇，血清ビリルビン上昇，胆嚢炎，胆石症，黄
疸
消化器 消化器不快感，胃腸炎，口内炎，腹痛，嘔気，下痢，食欲不
振，便秘，食道炎，嘔吐，腹部膨満，消化不良，口渇，耳下腺痛，歯肉
（齦）炎，歯肉腫脹，唾液分泌過多，粘膜出血，腸管虚血，大腸炎（潰瘍
性大腸炎，リンパ球性大腸炎），膵炎
代謝異常 中性脂肪上昇，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，総コレステロール上昇，総
蛋白低下，Ｋ上昇，アルブミン低下，血糖上昇，Ｋ下降，血中尿酸上昇，
アミラーゼ上昇，Ｃｌ下降，Ｎａ上昇，Ｎａ下降
過敏症 発疹，掻痒感，湿疹，蕁麻疹，紅斑，光線過敏性皮膚炎，眼瞼
浮腫，アナフィラキシー，斑状丘疹性皮疹，血管浮腫，気管支痙攣
皮膚 脱毛，皮膚乾燥，水疱性皮疹，扁平苔癬
感覚器 眼充血，眼瞼炎，眼精疲労，視力低下，複視，嗅覚障害，結膜
炎，味覚異常，味覚消失
精神神経系 頭痛，高血圧，眩暈，しびれ，筋骨格硬直（肩こり，手指硬
直），意識障害，不眠症，意識喪失，音声変調，低血圧，てんかん，眠
気，皮膚感覚過敏，流涙，気分変動
循環器 浮腫，頻脈，不整脈，動悸，心電図異常，胸痛，脈拍数低下，
徐脈，血管炎
腎臓 ＢＵＮ上昇，血中クレアチニン上昇，尿蛋白増加，血尿，尿沈渣異
常，尿糖陽性，腎機能障害，急性腎障害，尿閉，頻尿，尿路感染，糸球
体症
呼吸器 咳，気管支肺炎，胸水，痰
その他 ほてり，関節炎，発熱，異常感（浮遊感，気分不良），多発性筋
炎，滑液包炎，男性乳房痛，乳汁分泌過多，乳腺炎，倦怠感，腰痛，多
発性関節炎，肩痛，腱鞘炎，注射部位腫脹，ＣＲＰ上昇，筋痛，関節痛，
女性化乳房
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
血液 皮下出血，貧血，紫斑（病），鼻出血，止血延長，眼出血，歯肉出
血，痔出血，血痰，穿刺部位出血，処置後出血，ヘモグロビン減少，赤
血球減少，ヘマトクリット減少，白血球減少，好中球減少，好酸球増多，
月経過多，口腔内出血，術中出血，カテーテル留置部位血腫，口唇出
血，陰茎出血，尿道出血，好酸球減少，血清病
肝臓 Ａｌ－Ｐ上昇，ＬＤＨ上昇，血清ビリルビン上昇，胆嚢炎，胆石症，黄
疸
消化器 消化器不快感，胃腸炎，口内炎，腹痛，嘔気，下痢，食欲不
振，便秘，食道炎，嘔吐，腹部膨満，消化不良，口渇，耳下腺痛，歯肉
（齦）炎，歯肉腫脹，唾液分泌過多，粘膜出血，腸管虚血，大腸炎（潰瘍
性大腸炎，リンパ球性大腸炎），膵炎
代謝異常 中性脂肪上昇，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，総コレステロール上昇，総
蛋白低下，Ｋ上昇，アルブミン低下，血糖上昇，Ｋ下降，血中尿酸上昇，
アミラーゼ上昇，Ｃｌ下降，Ｎａ上昇，Ｎａ下降
過敏症 発疹，掻痒感，湿疹，蕁麻疹，紅斑，光線過敏性皮膚炎，眼瞼
浮腫，アナフィラキシー，斑状丘疹性皮疹，血管浮腫，気管支痙攣
皮膚 脱毛，皮膚乾燥，水疱性皮疹，扁平苔癬
感覚器 眼充血，眼瞼炎，眼精疲労，視力低下，複視，嗅覚障害，結膜
炎，味覚異常，味覚消失
精神神経系 頭痛，高血圧，眩暈，しびれ，筋骨格硬直（肩こり，手指硬
直），意識障害，不眠症，意識喪失，音声変調，低血圧，てんかん，眠
気，皮膚感覚過敏，流涙，気分変動
循環器 浮腫，頻脈，不整脈，動悸，心電図異常，胸痛，脈拍数低下，
徐脈，血管炎
腎臓 ＢＵＮ上昇，血中クレアチニン上昇，尿蛋白増加，血尿，尿沈渣異
常，尿糖陽性，腎機能障害，急性腎障害，尿閉，頻尿，尿路感染，糸球
体症
呼吸器 咳，気管支肺炎，胸水，痰
その他 ほてり，関節炎，発熱，異常感（浮遊感，気分不良），多発性筋
炎，滑液包炎，男性乳房痛，乳汁分泌過多，乳腺炎，倦怠感，腰痛，多
発性関節炎，肩痛，腱鞘炎，注射部位腫脹，ＣＲＰ上昇，筋痛，関節痛，
女性化乳房
（表終了）

シロスタゾール

シロスタゾールＯＤ錠５０ｍｇ「トーワ」 （５０
ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通
ハイリスク

【YJコード】3399002F3098
【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】シロスタゾール
【先発品】プレタールＯＤ錠５０ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】14.5円/1T
【薬価収載日】2014/09/17
【ハイリスク分類】血液凝固阻止剤
【標榜薬効】抗血小板剤

【効能効果】１．慢性動脈閉塞症による潰瘍，疼痛，冷感等の虚血性諸
症状の改善
２．脳梗塞（心原性脳塞栓症除く）発症後の再発抑制
注意
無症候性脳梗塞における脳梗塞発作の抑制効果は未検討。
【用法用量】成人　１回１００ｍｇ　１日２回　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．出血（血友病，毛細血管脆弱症，頭蓋内出血，消化管出血，
尿路出血，喀血，硝子体出血等）。
２．うっ血性心不全。
３．本剤の成分に過敏症の既往。
４．妊婦・妊娠の可能性。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．うっ血性心不全，心筋梗塞，狭心症，心室頻拍。
２．出血（脳出血等の頭蓋内出血（頭痛，悪心・嘔吐，意識障害，片麻痺
等），肺出血，消化管出血，鼻出血，眼底出血等）。
３．出血を伴う胃・十二指腸潰瘍。
４．汎血球減少，無顆粒球症，血小板減少。
５．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常，好酸球増多）。
６．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，ＬＤＨ等の上昇），
黄疸。
７．急性腎不全。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，皮疹，掻痒感，蕁麻疹，光線過敏症，紅斑等
循環器 動悸，頻脈，ほてり，血圧上昇，血圧低下，心房細動・上室性頻
拍・上室性期外収縮・心室性期外収縮等の不整脈等
精神神経系 頭痛・頭重感，眩暈，不眠，しびれ感，眠気，振戦，肩こり，
失神・一過性の意識消失等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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過敏症 発疹，皮疹，掻痒感，蕁麻疹，光線過敏症，紅斑等
循環器 動悸，頻脈，ほてり，血圧上昇，血圧低下，心房細動・上室性頻
拍・上室性期外収縮・心室性期外収縮等の不整脈等
精神神経系 頭痛・頭重感，眩暈，不眠，しびれ感，眠気，振戦，肩こり，
失神・一過性の意識消失等
（表終了）

乳酸リンゲル液

アルスロマチック関節手術用灌流液 （３Ｌ１
袋）

内 外用 流通

【YJコード】3399800Q1033
【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】乳酸リンゲル液
【メーカー】製)バクスター
【薬価】1224.9円/1袋
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】関節手術用灌流・洗浄液

【効能効果】関節鏡視下検査・手術時，関節切開による手術時の関節腔
の拡張，灌流・洗浄
【用法用量】使用量　３～１２Ｌ。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

リマプロスト　アルファデクス

プロレナール錠５μｇ （５μｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】3399003F1081
【薬効分類】３．３．９　その他の血液・体液用薬
【一般名】リマプロスト　アルファデクス
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】51円/1T
【薬価収載日】2005/06/10
【標榜薬効】ＰＧＥ１誘導体製剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】１．閉塞性血栓血管炎に伴う潰瘍，疼痛，冷感等の虚血性
諸症状の改善
２．後天性の腰部脊柱管狭窄症（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）・歩行能力の改
善
【用法用量】１．閉塞性血栓血管炎に伴う潰瘍，疼痛，冷感等の虚血性
諸症状の改善
成人　１日３０μｇ　１日３回　分割　内服。
２．後天性の腰部脊柱管狭窄症（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）・歩行能力の改
善
成人　１日１５μｇ　１日３回　分割　内服。

【禁忌】妊婦・妊娠の可能性。

【副作用】重大な副作用
（各頻度不明）
肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の著しい上昇等），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～１％未満 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感等 蕁麻疹 光線過敏症
出血傾向  出血
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

３．９　その他の代謝性医薬品

３．９．１　肝臓疾患用剤

グリチルリチン・グリシン・ＤＬ－メチオニン
配合剤

グリチロン配合錠 （１錠）
内 内服 流通

【YJコード】3919100F1150
【薬効分類】３．９．１　肝臓疾患用剤
【一般名】グリチルリチン・グリシン・ＤＬ－メチオニン配合剤
【メーカー】製)ミノファーゲン製薬　販)ＥＡファーマ　販)エーザイ
【薬価】5.6円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】肝臓疾患・アレルギー用剤

【効能効果】慢性肝疾患の肝機能異常の改善
湿疹・皮膚炎，小児ストロフルス，円形脱毛症，口内炎
【用法用量】成人　１回２～３錠　１日３回　食後　内服。
小児　１回１錠　１日３回　食後　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．アルドステロン症，ミオパシー，低カリウム血症。
２．血清アンモニウム値の上昇傾向にある末期肝硬変症。

【副作用】重大な副作用
偽アルドステロン症（頻度不明）（低カリウム血症，血圧上昇，ナトリウ
ム・体液の貯留，浮腫，尿量減少，体重増加等），横紋筋融解症（脱力
感，筋力低下，筋肉痛，四肢痙攣・麻痺等，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿
中のミオグロビン上昇）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤

強力ネオミノファーゲンシーＰ静注２０ｍＬ
（２０ｍＬ１管）

内 注射 自注 流通

【YJコード】3919502A1384
【薬効分類】３．９．１　肝臓疾患用剤
【一般名】グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤
【メーカー】製)ミノファーゲン製薬　販)ＥＡファーマ　販)エーザイ
【薬価】123円/1A
【薬価収載日】2009/03/24
【標榜薬効】肝臓疾患・アレルギー用剤

【効能効果】１．湿疹・皮膚炎，蕁麻疹，皮膚掻痒症，薬疹・中毒疹，口
内炎，小児ストロフルス，フリクテン
２．慢性肝疾患の肝機能異常の改善
【用法用量】１．成人　１回５～２０ｍＬ　１日１回　静注。
適宜増減。
２．慢性肝疾患 １回４０～６０ｍＬ　１日１回　静注・点滴静注。
適宜増減，増量時　１日１００ｍＬまで。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．アルドステロン症，ミオパシー，低カリウム血症。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシーショック（頻度不明）（血圧低下，意識消
失，呼吸困難，心肺停止，潮紅，顔面浮腫等）。
２．アナフィラキシー様症状（頻度不明）（呼吸困難，潮紅，顔面浮腫
等）。
３．偽アルドステロン症（頻度不明）（高度の低カリウム血症，低カリウム
血症（脱力感，筋力低下等）の発現頻度の上昇，血圧上昇，ナトリウム・
体液の貯留，浮腫，体重増加等）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

３．９．２　解毒剤

炭酸水素ナトリウム

メイロン静注８．４％ （８．４％２０ｍＬ１管）
内 注射 流通

【YJコード】3929400A7063
【薬効分類】３．９．２　解毒剤
【一般名】炭酸水素ナトリウム
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】94円/1A
【薬価収載日】2008/06/23
【標榜薬効】制酸・中和剤

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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【薬価収載日】2008/06/23
【標榜薬効】制酸・中和剤

【効能効果】１．アシドーシス
２．薬物中毒の排泄促進（ｐＨの上昇により尿中排泄の促進される薬物
のみ）
３．下記に伴う悪心・嘔吐，眩暈
（１）．動揺病
（２）．メニエール症候群
（３）．その他の内耳障害
４．急性蕁麻疹
【用法用量】１．アシドーシス 用量を下式で算出し　静注。
必要量（ｍＬ）＝不足塩基量（ｍＥｑ／Ｌ）×０．２×体重（ｋｇ）
２．薬物中毒時の排泄促進，動揺病等に伴う悪心・嘔吐，眩暈，急性蕁
麻疹
成人　１回１２～６０ｍＥｑ（１～５ｇ）（本剤　１２～６０ｍＬ）　静注。
いずれも適宜増減。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
電解質 アルカローシス，高ナトリウム血症，低カリウム血症
血液 血液凝固時間延長
骨格筋 テタニー
神経系 口唇しびれ感，知覚異常
投与部位 血管痛
その他 発熱，全身冷感，不快感，貧血，悪心，徐脈等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

メイロン静注８．４％ （８．４％２５０ｍＬ１袋）
内 注射 流通

【YJコード】3929400H3031
【薬効分類】３．９．２　解毒剤
【一般名】炭酸水素ナトリウム
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】222円/1袋
【薬価収載日】2008/06/23
【標榜薬効】制酸・中和剤

【効能効果】１．アシドーシス
２．薬物中毒の排泄促進（ｐＨの上昇により尿中排泄の促進される薬物
のみ）
３．下記に伴う悪心・嘔吐，眩暈
（１）．動揺病
（２）．メニエール症候群
（３）．その他の内耳障害
４．急性蕁麻疹
【用法用量】１．アシドーシス 用量を下式で算出し　静注。
必要量（ｍＬ）＝不足塩基量（ｍＥｑ／Ｌ）×０．２×体重（ｋｇ）
２．薬物中毒時の排泄促進，動揺病等に伴う悪心・嘔吐，眩暈，急性蕁
麻疹
成人　１回１２～６０ｍＥｑ（１～５ｇ）（本剤　１２～６０ｍＬ）　静注。
いずれも適宜増減。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
電解質 アルカローシス，高ナトリウム血症，低カリウム血症
血液 血液凝固時間延長
骨格筋 テタニー
神経系 口唇しびれ感，知覚異常
投与部位 血管痛
その他 発熱，全身冷感，不快感，貧血，悪心，徐脈等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

３．９．４　痛風治療剤

アロプリノール

アロプリノール錠１００ｍｇ「トーワ」 （１００ｍ
ｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】3943001F1594
【薬効分類】３．９．４　痛風治療剤
【一般名】アロプリノール
【先発品】ザイロリック錠１００
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】7.7円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

【メーカー】製)東和薬品
【薬価】7.7円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤

【効能効果】下記の高尿酸血症の是正
痛風，高尿酸血症を伴う高血圧症
【用法用量】成人　１日２００～３００ｍｇ　１日２～３回　分割　食後　内
服。
適宜増減。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，剥脱性皮膚炎等の重
篤な皮膚障害，過敏性血管炎（発熱，発疹等）。
２．薬剤性過敏症症候群（発疹，発熱，リンパ節腫脹，白血球増加，好
酸球増多，異型リンパ球出現，肝機能障害等の臓器障害を伴う遅発性
の重篤な過敏症状），１型糖尿病（劇症１型糖尿病含む），ケトアシドー
シス，ヒトヘルペスウイルス６等のウイルスの再活性化，脳炎等。
３．ショック，アナフィラキシー。
４．再生不良性貧血，汎血球減少，無顆粒球症，血小板減少。
５．劇症肝炎等の重篤な肝機能障害，黄疸。
６．腎不全，腎不全の増悪，間質性腎炎含む腎障害。
７．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難等）。
８．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒，関節痛
血液 貧血，白血球減少，紫斑，好酸球増多，リンパ節症
腎臓 腎機能異常
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和
物

ウラリット－Ｕ配合散 （１ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】3949101A1149
【薬効分類】３．９．４　痛風治療剤
【一般名】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物
【メーカー】製)日本ケミファ
【薬価】18.4円/1g
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤

【効能効果】１．痛風，高尿酸血症の酸性尿の改善
２．アシドーシスの改善
【用法用量】痛風，高尿酸血症の酸性尿の改善
成人　１回１ｇ　１日３回　内服。尿検査でｐＨ６．２から６．８に入るよう投
与量を調整。
アシドーシスの改善
成人　１日６ｇ　１日３～４回　分割　内服。
適宜増減。

【禁忌】ヘキサミンの投与患者。

【副作用】重大な副作用
高カリウム血症（０．２１％）（徐脈，全身倦怠感，脱力感等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～１％未満 ０．１％未満
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇 Ａｌ－Ｐ上昇，γ－ＧＴＰ上昇，
ＬＤＨ上昇
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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コルヒチン

コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 （０．５ｍｇ１
錠）

内 内服 流通
劇

【YJコード】3941001F1077
【薬効分類】３．９．４　痛風治療剤
【一般名】コルヒチン
【メーカー】製)高田製薬
【薬価】7.4円/1T
【薬価収載日】2010/03/05
【標榜薬効】痛風・家族性地中海熱治療剤

【効能効果】痛風発作の緩解・予防，家族性地中海熱
【用法用量】痛風発作の緩解・予防
成人　１日３～４ｍｇ　１日６～８回　分割　内服。
適宜増減。
発病予防 成人　１日０．５～１ｍｇ　内服。発作予感時 成人　１回０．５ｍ
ｇ　内服。
家族性地中海熱
成人　１日０．５ｍｇ　１日１回又は２回　分割　内服。
適宜増減，１日最大１．５ｍｇ。
小児　１日０．０１～０．０２ｍｇ／ｋｇ　１日１回又は２回　分割　内服。
適宜増減，１日最大０．０３ｍｇ／ｋｇ，かつ成人の１日最大量まで。
注意
１．痛風発作の発現後，服用開始が早い程効果的。
２．長期の痛風発作の予防的投与 血液障害，生殖器障害，肝・腎障
害，脱毛等重篤な副作用の可能性，有用性が少なくすすめられない。
３．投与量の増加に伴い，下痢等の胃腸障害の発現が増加するため，
痛風発作の緩解には，成人にはコルヒチンとして１日１．８ｍｇまで。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．肝臓・腎臓に障害があり，ＣＹＰ３Ａ４を強く阻害又はＰ糖蛋白を阻害
する薬剤の服用患者。
３．妊婦・妊娠の可能性（家族性地中海熱除く）。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．再生不良性貧血，顆粒球減少，白血球減少，血小板減少。
２．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇等），ミオパシー，急性腎不全等の重篤な腎障害。
３．末梢神経障害。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 全身の掻痒，発疹，発熱
消化器 下痢，悪心・嘔吐，腹痛，腹部疝痛
腎臓 血尿，乏尿
その他 脱毛
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

フェブキソスタット

フェブリク錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】3949003F1023
【薬効分類】３．９．４　痛風治療剤
【一般名】フェブキソスタット
【メーカー】製)帝人ファーマ
【薬価】31.7円/1T
【薬価収載日】2011/03/11
【標榜薬効】高尿酸血症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】１．痛風，高尿酸血症
２．癌化学療法に伴う高尿酸血症
注意
１．痛風，高尿酸血症
最新の治療指針等を参考に，薬物治療が必要とされる患者が対象。
２．癌化学療法に伴う高尿酸血症
（１）．腫瘍崩壊症候群の発症リスクを考慮し適応患者を選択。
（２）．既に生成された尿酸を分解する作用なし，血中尿酸値を急速に低
下させる効果は期待できない。
（３）．癌化学療法後に発症した高尿酸血症への有効性・安全性は未確
立。
【用法用量】１．痛風，高尿酸血症
成人　１日１０ｍｇから開始　１日１回　内服。その後は血中尿酸値を確
認しながら必要時，漸増。維持量　１回４０ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減，１回６０ｍｇ　１日１回まで。
２．癌化学療法に伴う高尿酸血症
成人　１回６０ｍｇ　１日１回。
注意
１．痛風，高尿酸血症
尿酸降下薬による治療初期には，血中尿酸値の急激な低下により痛風
関節炎（痛風発作）が誘発される可能性，１回１０ｍｇ　１日１回から開始
し，開始から２週間以降　１回２０ｍｇ　１日１回，開始から６週間以降　１
回４０ｍｇ　１日１回投与等，漸増。増量後は経過を十分に観察。
２．癌化学療法に伴う高尿酸血症
（１）．癌化学療法開始１～２日前から投与開始。
（２）．臨床症状・血中尿酸値をモニタリングし，化学療法開始５日目まで
投与。投与期間を適宜延長。

■効能効果・用法用量

【用法用量】１．痛風，高尿酸血症
成人　１日１０ｍｇから開始　１日１回　内服。その後は血中尿酸値を確
認しながら必要時，漸増。維持量　１回４０ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減，１回６０ｍｇ　１日１回まで。
２．癌化学療法に伴う高尿酸血症
成人　１回６０ｍｇ　１日１回。
注意
１．痛風，高尿酸血症
尿酸降下薬による治療初期には，血中尿酸値の急激な低下により痛風
関節炎（痛風発作）が誘発される可能性，１回１０ｍｇ　１日１回から開始
し，開始から２週間以降　１回２０ｍｇ　１日１回，開始から６週間以降　１
回４０ｍｇ　１日１回投与等，漸増。増量後は経過を十分に観察。
２．癌化学療法に伴う高尿酸血症
（１）．癌化学療法開始１～２日前から投与開始。
（２）．臨床症状・血中尿酸値をモニタリングし，化学療法開始５日目まで
投与。投与期間を適宜延長。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．メルカプトプリン水和物・アザチオプリンの投与患者。

【副作用】重大な副作用
１．肝機能障害（頻度不明）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）等の上昇）。
２．過敏症（頻度不明）（全身性皮疹，発疹等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 １～５％未満 １％未満
血液 血小板数減少，貧血  白血球数減少
内分泌系   ＴＳＨ増加
神経系 頭痛，味覚異常  手足のしびれ感，浮動性眩暈，傾眠
心臓 動悸  心電図異常
胃腸   下痢，腹部不快感，悪心，腹痛
肝・胆道系  肝機能検査値異常（ＡＬＴ（ＧＰＴ）増加，ＡＳＴ（ＧＯＴ）増加，
γ－ＧＴＰ増加等）
皮膚 蕁麻疹，脱毛  発疹，掻痒症，紅斑
筋骨格系  関節痛 四肢痛，四肢不快感，ＣＫ（ＣＰＫ）増加，筋肉痛
腎・尿路 尿量減少  β－ＮアセチルＤグルコサミニダーゼ増加，尿中β
２ミクログロブリン増加，血中クレアチニン増加，血中尿素増加，頻尿
その他 浮腫  倦怠感，口渇，血中トリグリセリド増加，ＣＲＰ増加，血中
カリウム増加
（表終了）

■禁忌

■副作用

ベンズブロマロン

ユリノーム錠２５ｍｇ （２５ｍｇ１錠）
内 内服 流通
劇

【YJコード】3949002F1053
【薬効分類】３．９．４　痛風治療剤
【一般名】ベンズブロマロン
【メーカー】製)鳥居薬品
【薬価】13円/1T
【薬価収載日】2005/06/10
【標榜薬効】尿酸排泄剤

【効能効果】下記の高尿酸血症の改善
痛風，高尿酸血症を伴う高血圧症
【用法用量】１．痛風
成人　１回１錠又は２錠（ベンズブロマロン　２５ｍｇ又は５０ｍｇ）　１日１
回　内服。維持量　１回２錠　１日１～３回（ベンズブロマロン　５０～１５０
ｍｇ）　内服。
適宜増減。
２．高尿酸血症を伴う高血圧症
成人　１回２錠　１日１～３回（ベンズブロマロン　５０～１５０ｍｇ）　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．肝障害。
２．腎結石を伴う患者，高度の腎機能障害。
３．妊婦・妊娠の可能性。
４．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
劇症肝炎等の重篤な肝障害（頻度不明），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％以上 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 掻痒感，発疹，蕁麻疹 顔面発赤，紅斑 光線過敏症
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇 Ａｌ－Ｐの上昇 黄疸
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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３．９．６　糖尿病用剤

グリメピリド

グリメピリドＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 （１ｍｇ１錠）
内 内服 後発 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】3961008F4100
【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】グリメピリド
【先発品】アマリールＯＤ錠１ｍｇ
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】9.9円/1T
【薬価収載日】2014/06/20
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】スルホニルウレア系血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

【効能効果】２型糖尿病（食事療法・運動療法のみで効果不十分時）
【用法用量】１日０．５～１ｍｇから開始　１日１～２回　朝又は朝・夕，食
前又は食後　内服。維持量　１日１～４ｍｇ。
適宜増減，１日最高６ｍｇ。
注意
口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水で
飲み込む。

【禁忌】１．重症ケトーシス，糖尿病性昏睡・前昏睡，インスリン依存型糖
尿病（若年型糖尿病，ブリットル型糖尿病等）。
２．重篤な肝・腎機能障害。
３．重症感染症，術前後，重篤な外傷。
４．下痢，嘔吐等の胃腸障害。
５．妊婦・妊娠の可能性。
６．本剤の成分・スルホンアミド系薬剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．低血糖（脱力感，高度の空腹感，発汗，動悸，振戦，頭痛，知覚異
常，不安，興奮，神経過敏，集中力低下，精神障害，意識障害，痙攣
等）。
２．汎血球減少，無顆粒球症，溶血性貧血，血小板減少。
３．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐの上昇等），黄疸。
重大な副作用（類薬（他のスルホニルウレア系薬剤））
再生不良性貧血。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

シタグリプチンリン酸塩水和物

ジャヌビア錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】3969010F2030
【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】シタグリプチンリン酸塩水和物
【メーカー】製)ＭＳＤ
【薬価】129.5円/1T
【薬価収載日】2009/12/11
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】糖尿病用剤
【区分】糖尿病薬
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】２型糖尿病
【用法用量】成人　１回５０ｍｇ　１日１回　内服。
効果不十分時　１回１００ｍｇ　１日１回まで。
注意
１．腎機能障害 本剤は主に腎臓で排泄されるため，下表を目安に用量
調節。
（表開始）
腎機能障害 クレアチニンクリアランス（ｍＬ／分） 血清クレアチニン値
（ｍｇ／ｄＬ）※ 通常量 最大量
中等度 ３０≦ＣｒＣｌ＜５０ 男性；１．５＜Ｃｒ≦２．５ 女性；１．３＜Ｃｒ≦２ ２
５ｍｇ１日１回 ５０ｍｇ１日１回
重度，末期腎不全 ＣｒＣｌ＜３０ 男性；Ｃｒ＞２．５ 女性；Ｃｒ＞２ １２．５ｍｇ
１日１回 ２５ｍｇ１日１回
（表終了）
※ クレアチニンクリアランスに相当する値
２．末期腎不全 血液透析との時間関係は問わない。

■効能効果・用法用量

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．重症ケトーシス，糖尿病性昏睡・前昏睡，１型糖尿病。
３．重症感染症，術前後，重篤な外傷。

【副作用】重大な副作用
１．アナフィラキシー反応（頻度不明）。
２．皮膚粘膜眼症候群，剥脱性皮膚炎（各頻度不明）。
３．低血糖（糖尿病用薬併用なし（１．０％），糖尿病用薬併用（グリメピリ
ド併用時５．３％，ピオグリタゾン併用時０．８％，メトホルミン併用時０．
７％，ボグリボース併用時０．８％，ナテグリニド又はミチグリニド併用時
６．５％），インスリン製剤併用１７．４％），重篤な低血糖症状，意識消
失。
４．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）等の著しい上昇），黄疸（各
頻度不明）。
５．急性腎不全（頻度不明）。
６．急性膵炎（頻度不明）（持続的な激しい腹痛，嘔吐等），出血性膵
炎，壊死性膵炎。
７．間質性肺炎（頻度不明）（咳嗽，呼吸困難，発熱，肺音の異常（捻髪
音）等）。
８．腸閉塞（頻度不明）（高度の便秘，腹部膨満，持続する腹痛，嘔吐
等）。
９．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇）。
１０．血小板減少（頻度不明）。
１１．類天疱瘡（頻度不明）（水疱，糜爛等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～２％未満 頻度不明
神経系障害 浮動性眩暈，感覚鈍麻 頭痛
眼障害 糖尿病網膜症の悪化
耳・迷路障害 回転性眩暈
心臓障害 上室性期外収縮，心室性期外収縮，動悸
呼吸，胸郭・縦隔障害 鼻咽頭炎 上気道感染
胃腸障害 腹部不快感（胃不快感含む），腹部膨満，腹痛，上腹部痛，
悪心，便秘，下痢，鼓腸，胃ポリープ，胃炎，萎縮性胃炎，糜爛性胃炎，
歯周炎，胃食道逆流性疾患，口内炎 嘔吐
肝胆道系障害 肝機能異常
皮膚・皮下組織障害 発疹，湿疹，冷汗，多汗症 皮膚血管炎，蕁麻疹，
血管浮腫，掻痒
筋骨格系・結合組織障害  関節痛，筋肉痛，四肢痛，背部痛，ＲＳ３ＰＥ
症候群
全身障害 空腹，浮腫，倦怠感
臨床検査 心電図Ｔ波振幅減少，体重増加，赤血球数減少，ヘモグロビ
ン減少，ヘマトクリット減少，白血球数増加，ＡＬＴ（ＧＰＴ）増加，ＡＳＴ（Ｇ
ＯＴ）増加，γ－ＧＴＰ増加，血中ビリルビン増加，血中ＬＤＨ増加，ＣＫ
（ＣＰＫ）増加，血中コレステロール増加，血中尿酸増加，血中尿素増
加，血中クレアチニン増加，血中ブドウ糖減少，低比重リポ蛋白増加，
血中トリグリセリド増加，尿中蛋白陽性
（表終了）

■禁忌

■副作用

ピオグリタゾン塩酸塩

ピオグリタゾンＯＤ錠３０ｍｇ「ＭＥＥＫ」 （３０
ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通
ハイリスク

【YJコード】3969007F4058
【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】ピオグリタゾン塩酸塩
【先発品】アクトスＯＤ錠３０
【メーカー】製)小林化工　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ　販)和薬
【薬価】47.1円/1T
【薬価収載日】2011/06/24
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】インスリン抵抗性改善剤－２型糖尿病治療剤－
【区分】糖尿病薬

【効能効果】２型糖尿病
下記治療が効果不十分でインスリン抵抗性の推定される時のみ
１．
（１）．食事療法，運動療法のみ
（２）．食事療法，運動療法に加えスルホニルウレア剤を使用
（３）．食事療法，運動療法に加えα－グルコシダーゼ阻害剤を使用
（４）．食事療法，運動療法に加えビグアナイド系薬剤を使用
２．食事療法，運動療法に加えインスリン製剤を使用
注意
糖尿病の診断が確立した患者のみ適用を考慮。糖尿病以外にも耐糖
能異常・尿糖陽性等，糖尿病類似の症状（腎性糖尿，老人性糖代謝異
常，甲状腺機能異常等）に注意。
【用法用量】１．食事療法，運動療法のみ及び食事療法，運動療法に加
えスルホニルウレア剤又はα－グルコシダーゼ阻害剤又はビグアナイ
ド系薬剤を使用時
成人　１回１５～３０ｍｇ　１日１回　朝食前又は後　内服。
適宜増減，１日４５ｍｇまで。
２．食事療法，運動療法に加えインスリン製剤を使用時
成人　１回１５ｍｇ　１日１回　朝食前又は後　内服。
適宜増減，１日３０ｍｇまで。
注意
１．女性は，浮腫に注意し，１日１回１５ｍｇから開始。
２．１日１回３０ｍｇから４５ｍｇに増量時，浮腫の発現が多い。
３．インスリンとの併用時に，浮腫が多く報告あり，１日１回１５ｍｇから
開始。本剤を増量時は浮腫及び心不全の症状・徴候を観察。１日３０ｍ
ｇまで。
４．高齢者は，１日１回１５ｍｇから開始。
５．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

■効能効果・用法用量

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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えスルホニルウレア剤又はα－グルコシダーゼ阻害剤又はビグアナイ
ド系薬剤を使用時
成人　１回１５～３０ｍｇ　１日１回　朝食前又は後　内服。
適宜増減，１日４５ｍｇまで。
２．食事療法，運動療法に加えインスリン製剤を使用時
成人　１回１５ｍｇ　１日１回　朝食前又は後　内服。
適宜増減，１日３０ｍｇまで。
注意
１．女性は，浮腫に注意し，１日１回１５ｍｇから開始。
２．１日１回３０ｍｇから４５ｍｇに増量時，浮腫の発現が多い。
３．インスリンとの併用時に，浮腫が多く報告あり，１日１回１５ｍｇから
開始。本剤を増量時は浮腫及び心不全の症状・徴候を観察。１日３０ｍ
ｇまで。
４．高齢者は，１日１回１５ｍｇから開始。
５．口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水
で飲み込む。

【禁忌】１．心不全・その既往。
２．重症ケトーシス，糖尿病性昏睡・前昏睡，１型糖尿病。
３．重篤な肝機能障害。
４．重篤な腎機能障害。
５．重症感染症，術前後，重篤な外傷。
６．本剤の成分に過敏症の既往。
７．妊婦・妊娠の可能性。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．心不全の増悪・発症（浮腫，急激な体重増加，息切れ，動悸，心胸
比増大，胸水等）。
２．循環血漿量の増加による浮腫。
３．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ等の著しい上昇），
黄疸。
４．低血糖症状（糖尿病用薬併用時）。
５．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇）。
６．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，肺音の異常（捻髪音）等）。
７．胃潰瘍の再燃。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，湿疹，掻痒
（表終了）

■禁忌

■副作用

ボグリボース

ベイスン錠０．２ （０．２ｍｇ１錠）
内 内服 流通
ハイリスク

【YJコード】3969004F1020
【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】ボグリボース
【メーカー】製)武田テバ薬品　販)武田薬品工業
【薬価】31.5円/1T
【薬価収載日】1994/08/26
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】食後過血糖改善剤
【区分】糖尿病薬

【効能効果】１．糖尿病の食後過血糖の改善（食事療法・運動療法で効
果不十分時，食事療法・運動療法に加え経口血糖降下剤又はインスリ
ン製剤で効果不十分時のみ）
２．耐糖能異常の２型糖尿病の発症抑制（食事療法・運動療法で改善さ
れない時のみ）
注意
耐糖能異常の２型糖尿病の発症抑制 適用は，耐糖能異常（空腹時血
糖が１２６ｍｇ／ｄＬ未満で７５ｇ経口ブドウ糖負荷試験の血糖２時間値が
１４０～１９９ｍｇ／ｄＬ）と判断され，食事療法・運動療法を３～６ヵ月間
行っても改善せず，高血圧症，脂質異常症（高トリグリセリド血症，低Ｈ
ＤＬコレステロール血症等），肥満（ＢＭＩ　２５ｋｇ／ｍ２以上），２親等以
内の糖尿病家族歴のいずれかを有する時に限定。
【用法用量】（１）．糖尿病の食後過血糖の改善 成人　１回０．２ｍｇ　１
日３回　食直前　内服。効果不十分時　１回０．３ｍｇまで。
（２）．耐糖能異常の２型糖尿病の発症抑制 成人　１回０．２ｍｇ　１日３
回　食直前　内服。
注意
耐糖能異常の２型糖尿病の発症抑制 適切な間隔で血糖管理に関する
検査を実施，常に投与継続の必要性に注意。

【禁忌】１．重症ケトーシス，糖尿病性昏睡・前昏睡。
２．重症感染症，術前後，重篤な外傷。
３．本剤の成分に過敏症の既往。

■効能効果・用法用量

■禁忌

【副作用】重大な副作用
１．低血糖（糖尿病用薬併用時（０．１～５％未満），糖尿病用薬非併用
時（０．１％未満））。
２．腹部膨満，鼓腸，放屁増加等，腸内ガス等の増加，腸閉塞（０．１％
未満）（持続する腹痛，嘔吐等）。
３．劇症肝炎，重篤な肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇
等），黄疸（各０．１％未満）。
４．高アンモニア血症の増悪，意識障害（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満
過敏症 発疹，掻痒，光線過敏症
（表終了）

■副作用

ボグリボースＯＤ錠０．３ｍｇ「ＭＥＥＫ」 （０．
３ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通
ハイリスク

【YJコード】3969004F4097
【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】ボグリボース
【先発品】ベイスンＯＤ錠０．３
【メーカー】製)小林化工　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ　販)和薬
【薬価】17円/1T
【薬価収載日】2008/07/04
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】食後過血糖改善剤
【区分】糖尿病薬

【効能効果】糖尿病の食後過血糖の改善（食事療法・運動療法で効果
不十分時，食事療法・運動療法に加え経口血糖降下剤又はインスリン
製剤で効果不十分時のみ）
【用法用量】糖尿病の食後過血糖の改善 成人　１回０．２ｍｇ　１日３回
食直前　内服。効果不十分時　１回０．３ｍｇまで。
注意
全効能共通
口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水で
飲み込む。

【禁忌】１．重症ケトーシス，糖尿病性昏睡・前昏睡。
２．重症感染症，術前後，重篤な外傷。
３．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．低血糖。
２．腸閉塞（腹部膨満，鼓腸，放屁増加等，腸内ガス等の増加，持続す
る腹痛，嘔吐等）。
３．劇症肝炎，重篤な肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇
等），黄疸。
４．高アンモニア血症の増悪，意識障害。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒，光線過敏症
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

メトホルミン塩酸塩

メトグルコ錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）
内 内服 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】3962002F2027
【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】メトホルミン塩酸塩
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】9.9円/1T
【薬価収載日】2010/04/16
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

【効能効果】２型糖尿病
下記治療で効果不十分時のみ
（１）．食事療法・運動療法のみ
（２）．食事療法・運動療法に加えスルホニルウレア剤を使用
【用法用量】成人　１日５００ｍｇから開始　１日２～３回　分割　食直前又
は食後　内服。維持量は効果をみながら決める。１日７５０～１５００ｍ
ｇ。適宜増減，１日最高２２５０ｍｇ。
１０歳以上の小児　１日５００ｍｇから開始　１日２～３回　分割　食直前
又は食後　内服。維持量は効果をみながら決める。１日５００～１５００ｍ
ｇ。適宜増減，１日最高２０００ｍｇ。

■効能効果・用法用量

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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（２）．食事療法・運動療法に加えスルホニルウレア剤を使用
【用法用量】成人　１日５００ｍｇから開始　１日２～３回　分割　食直前又
は食後　内服。維持量は効果をみながら決める。１日７５０～１５００ｍ
ｇ。適宜増減，１日最高２２５０ｍｇ。
１０歳以上の小児　１日５００ｍｇから開始　１日２～３回　分割　食直前
又は食後　内服。維持量は効果をみながら決める。１日５００～１５００ｍ
ｇ。適宜増減，１日最高２０００ｍｇ。

【禁忌】１．下記の患者
（１）．乳酸アシドーシスの既往。
（２）．中等度以上の腎機能障害。
（３）．透析患者（腹膜透析含む）。
（４）．重度の肝機能障害。
（５）．ショック，心不全，心筋梗塞，肺塞栓等心血管系，肺機能に高度
の障害・その他の低酸素血症を伴いやすい状態。
（６）．過度のアルコール摂取者。
（７）．脱水症，脱水状態が懸念される下痢，嘔吐等の胃腸障害。
２．重症ケトーシス，糖尿病性昏睡・前昏睡，１型糖尿病。
３．重症感染症，術前後，重篤な外傷。
４．栄養不良状態，飢餓状態，衰弱状態，脳下垂体機能不全，副腎機
能不全。
５．妊婦・妊娠の可能性。
６．本剤の成分・ビグアナイド系薬剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．乳酸アシドーシス（頻度不明）（血中乳酸値の上昇，乳酸／ピルビン
酸比の上昇，血液ｐＨの低下，胃腸症状，倦怠感，筋肉痛，過呼吸等）。
２．低血糖（１～５％未満）（脱力感，高度の空腹感，発汗等）。
３．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰ，ビリル
ビンの著しい上昇等），黄疸（頻度不明）。
４．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 １～５％未満 １％未満 頻度不明
消化器 下痢（１５．３％），悪心 食欲不振，腹痛，消化不良，嘔吐 腹部
膨満感，便秘，胃炎，胃腸障害，放屁増加
血液   貧血，白血球増加，好酸球増加，白血球減少 血小板減少
過敏症   発疹，掻痒
肝臓  肝機能異常
腎臓   ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇
代謝異常  乳酸上昇 ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中カリウム上昇，血中尿酸増
加 ケトーシス
その他   眩暈・ふらつき，全身倦怠感，空腹感，眠気，動悸，脱力感，
発汗，味覚異常，頭重，頭痛，浮腫，ビタミンＢ１２減少 筋肉痛
（表終了）

■禁忌

■副作用

メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「トーワ」
（２５０ｍｇ１錠）

内 内服 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】3962002F2086
【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】メトホルミン塩酸塩
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】9.9円/1T
【薬価収載日】2015/06/19
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】血糖降下剤
【区分】糖尿病薬

【効能効果】２型糖尿病
下記治療で効果不十分時のみ
（１）．食事療法・運動療法のみ
（２）．食事療法・運動療法に加えスルホニルウレア剤を使用
【用法用量】成人　１日５００ｍｇから開始　１日２～３回　分割　食直前又
は食後　内服。維持量は効果をみながら決める。１日７５０～１５００ｍ
ｇ。
適宜増減，１日最高２２５０ｍｇ。
１０歳以上の小児　１日５００ｍｇから開始　１日２～３回　分割　食直前
又は食後　内服。維持量は効果をみながら決める。１日５００～１５００ｍ
ｇ。適宜増減，１日最高２０００ｍｇ。

【禁忌】１．下記の患者
（１）．乳酸アシドーシスの既往。
（２）．中等度以上の腎機能障害。
（３）．透析患者（腹膜透析含む）。
（４）．重度の肝機能障害。
（５）．ショック，心不全，心筋梗塞，肺塞栓等心血管系，肺機能に高度
の障害・その他の低酸素血症を伴いやすい状態。
（６）．過度のアルコール摂取者。
（７）．脱水症，脱水状態が懸念される下痢，嘔吐等の胃腸障害。
２．重症ケトーシス，糖尿病性昏睡・前昏睡，１型糖尿病。
３．重症感染症，術前後，重篤な外傷。
４．栄養不良状態，飢餓状態，衰弱状態，脳下垂体機能不全，副腎機
能不全。
５．妊婦・妊娠の可能性。
６．本剤の成分・ビグアナイド系薬剤に過敏症の既往。

■効能効果・用法用量

■禁忌

（７）．脱水症，脱水状態が懸念される下痢，嘔吐等の胃腸障害。
２．重症ケトーシス，糖尿病性昏睡・前昏睡，１型糖尿病。
３．重症感染症，術前後，重篤な外傷。
４．栄養不良状態，飢餓状態，衰弱状態，脳下垂体機能不全，副腎機
能不全。
５．妊婦・妊娠の可能性。
６．本剤の成分・ビグアナイド系薬剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．乳酸アシドーシス（血中乳酸値の上昇，乳酸／ピルビン酸比の上
昇，血液ｐＨの低下等，胃腸症状，倦怠感，筋肉痛，過呼吸等）。
２．低血糖（脱力感，高度の空腹感，発汗等）。
３．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰ，ビリル
ビンの著しい上昇等），黄疸。
４．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
消化器 下痢，悪心，食欲不振，腹痛，消化不良，嘔吐，腹部膨満感，
便秘，胃炎，胃腸障害，放屁増加
血液 貧血，白血球増加，好酸球増加，白血球減少，血小板減少
過敏症 発疹，掻痒
肝臓 肝機能異常
腎臓 ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇
代謝異常 乳酸上昇，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中カリウム上昇，血中尿酸増
加，ケトーシス
その他 眩暈・ふらつき，全身倦怠感，空腹感，眠気，動悸，脱力感，発
汗，味覚異常，頭重，頭痛，浮腫，ビタミンＢ１２減少，筋肉痛
（表終了）

■副作用

レパグリニド

シュアポスト錠０．２５ｍｇ （０．２５ｍｇ１錠）
内 内服 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】3969013F1020
【薬効分類】３．９．６　糖尿病用剤
【一般名】レパグリニド
【メーカー】製)大日本住友製薬
【薬価】33.4円/1T
【薬価収載日】2011/03/11
【ハイリスク分類】糖尿病用剤
【標榜薬効】速効型インスリン分泌促進剤
【区分】糖尿病薬
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】２型糖尿病
注意
糖尿病の診断が確立した患者のみ適用を考慮。糖尿病以外にも耐糖
能異常・尿糖陽性等，糖尿病類似の症状（腎性糖尿，甲状腺機能異常
等）に注意。
【用法用量】成人　１回０．２５ｍｇから開始　１日３回　食直前　内服。
維持量　１回０．２５～０．５ｍｇ　適宜増減，１回１ｍｇまで。
注意
食後投与では速やかな吸収が得られず効果が減弱。効果的に食後の
血糖上昇を抑制するため，投与は食直前１０分以内。投与後速やかに
薬効を発現するため，食前３０分投与は食事開始前に低血糖を誘発す
る可能性。

【禁忌】１．重症ケトーシス，糖尿病性昏睡・前昏睡，１型糖尿病。
２．重症感染症，術前後，重篤な外傷。
３．妊婦・妊娠の可能性。
４．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．低血糖・低血糖症状（１５．１％）（眩暈・ふらつき，ふるえ，空腹感，
冷汗，意識消失等）。
２．肝機能障害（０．４％）。
３．心筋梗塞（頻度不明）（外国）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満
代謝 血清カリウム上昇，尿酸上昇
消化器 下痢，便秘，腹痛，悪心，腹部膨満感，逆流性食道炎，胃炎
精神神経系 振戦，眩暈・ふらつき，しびれ感，頭痛，眠気，イライラ感，
浮遊感，集中力低下
過敏症 蕁麻疹，掻痒，発疹，紅斑
肝臓 ビリルビン上昇，ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上
昇，γ－ＧＴＰ上昇
腎臓 クレアチニン上昇，ＢＵＮ上昇
血液 白血球増加
眼 羞明，視野狭窄，霧視
循環器 血圧上昇，期外収縮，動悸，頻脈
その他 空腹感，倦怠感，脱力感，多汗，冷汗，浮腫，体重増加，ほて
り，顔面蒼白，冷感，気分不良
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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腎臓 クレアチニン上昇，ＢＵＮ上昇
血液 白血球増加
眼 羞明，視野狭窄，霧視
循環器 血圧上昇，期外収縮，動悸，頻脈
その他 空腹感，倦怠感，脱力感，多汗，冷汗，浮腫，体重増加，ほて
り，顔面蒼白，冷感，気分不良
（表終了）

３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品

アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

トリノシン顆粒１０％ （１０％１ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】3992001D1040
【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
【メーカー】製)トーアエイヨー　販)アステラス製薬
【薬価】17円/1g
【薬価収載日】2005/06/10
【標榜薬効】代謝性製剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】１．下記に伴う諸症状の改善
頭部外傷後遺症
２．心不全
３．調節性眼精疲労の調節機能の安定化
４．消化管機能低下のある慢性胃炎
５．メニエール病・内耳障害による眩暈
【用法用量】１回アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物４０～６０ｍｇ　１
日３回　内服。
メニエール病，内耳障害による眩暈 １回アデノシン三リン酸二ナトリウ
ム水和物１００ｍｇ　１日３回　内服。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

エパルレスタット

エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＹＤ」 （５０ｍｇ１
錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】3999013F1096
【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】エパルレスタット
【先発品】キネダック錠５０ｍｇ
【メーカー】製)陽進堂　販)武田薬品工業　販)日本ジェネリック　販)富士フイ
ルムファーマ　販)本草製薬　販)和薬
【薬価】36.6円/1T
【薬価収載日】2005/07/08
【標榜薬効】アルドース還元酵素阻害剤

【効能効果】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の時）
【用法用量】成人　１回５０ｍｇ　１日３回　毎食前　内服。
適宜増減。

【副作用】重大な副作用
１．血小板減少（頻度不明）。
２．劇症肝炎，肝機能障害（著しいＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇
等），黄疸，肝不全（各頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒，紅斑，水疱等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

オザグレルナトリウム

オザグレルＮａ注射液８０ｍｇシリンジ「サワ
イ」 （８０ｍｇ４ｍＬ１筒）

内 注射 後発 流通

【YJコード】3999411G4035
【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】オザグレルナトリウム
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】742円/1筒
【薬価収載日】2008/07/04
【標榜薬効】トロンボキサン合成酵素阻害剤

【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】オザグレルナトリウム
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】742円/1筒
【薬価収載日】2008/07/04
【標榜薬効】トロンボキサン合成酵素阻害剤

【効能効果】１．くも膜下出血術後の脳血管攣縮，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
【用法用量】１．くも膜下出血術後の脳血管攣縮，これに伴う脳虚血症状
の改善
成人　１日８０ｍｇ　２４時間かけ　持続静注（電解質液又は糖液で希
釈）。
くも膜下出血術後早期に開始し，２週間持続投与。
適宜増減。
２．脳血栓症（急性期）に伴う運動障害の改善
成人　１回８０ｍｇ　１日２回　朝・夕　約２週間　２時間かけ　持続静注
（電解質液又は糖液で希釈）。
適宜増減。

【禁忌】１．出血（出血性脳梗塞，硬膜外出血，脳内出血，原発性脳室内
出血の合併）。
２．脳塞栓症。
３．本剤の成分に過敏症の既往。
原則禁忌
１．脳塞栓症のおそれ（心房細動，心筋梗塞，心臓弁膜疾患，感染性心
内膜炎，瞬時完成型の神経症状）。
２．重篤な意識障害を伴う大梗塞。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．出血（出血性脳梗塞・硬膜外血腫・脳内出血，消化管出血，皮下出
血，血尿等）。
２．ショック，アナフィラキシー（血圧低下，呼吸困難，喉頭浮腫，冷感
等）。
３．重症な肝機能障害（著しいＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇等），黄
疸。
４．血小板減少。
５．白血球減少，顆粒球減少（発熱，悪寒等）。
６．重篤な腎機能障害（急性腎不全等），血小板減少。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹，紅斑，喘息（様）発作，掻痒等
循環器 上室性期外収縮，血圧下降
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ガベキサートメシル酸塩

ガベキサートメシル酸塩注射用１００ｍｇ「サ
ワイ」 （１００ｍｇ１瓶）

内 注射 後発 流通
劇

【YJコード】3999403D1280
【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ガベキサートメシル酸塩
【先発品】注射用エフオーワイ１００
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】143円/1V
【薬価収載日】2010/05/28
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

【効能効果】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
脱を伴う下記
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．ＤＩＣ
【用法用量】１．膵炎
１回１バイアル（ガベキサートメシル酸塩　１００ｍｇ）　８ｍＬ／分以下で
点滴静注（５％ブドウ糖液又はリンゲル液で溶かし全量５００ｍＬ，又は
あらかじめ注射用水５ｍＬで溶かし，５％ブドウ糖液又はリンゲル液５０
０ｍＬに混和して使用）。
初期量　１日１～３バイアル（溶解液５００～１５００ｍＬ）。以後，症状の
消退に応じ減量。症状により　同日中にさらに１～３バイアル（溶解液５
００～１５００ｍＬ）を追加して，点滴静注。適宜増減。
２．ＤＩＣ
成人　１日２０～３９ｍｇ／ｋｇ　２４時間かけ　持続静注。
注意
ＤＩＣ 静脈炎，硬結，潰瘍，壊死の可能性，末梢血管から投与時，本剤
１００ｍｇあたり５０ｍＬ以上の輸液（０．２％以下）で点滴静注。

■効能効果・用法用量

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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ＤＩＣ 静脈炎，硬結，潰瘍，壊死の可能性，末梢血管から投与時，本剤
１００ｍｇあたり５０ｍＬ以上の輸液（０．２％以下）で点滴静注。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシーショック（血圧低下，呼吸困難，意識消失，
咽・喉頭浮腫等）。
２．アナフィラキシー（呼吸困難，咽・喉頭浮腫等）。
３．注射部位の皮膚潰瘍・壊死（静脈炎，硬結，注射部位の血管痛，発
赤，炎症等）。
４．無顆粒球症，白血球減少，血小板減少。
５．高カリウム血症。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感等
出血傾向 出血傾向亢進
血液 顆粒球減少，好酸球増多
（表終了）

■禁忌

■副作用

カモスタットメシル酸塩

カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「テバ」
（１００ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】3999003F1351
【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】カモスタットメシル酸塩
【先発品】フオイパン錠１００ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業
【薬価】9.2円/1T
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】蛋白分解酵素阻害剤

【効能効果】１．慢性膵炎の急性症状の緩解
２．術後逆流性食道炎
【用法用量】１．慢性膵炎の急性症状の緩解
１日６００ｍｇ　１日３回　分割　内服。
適宜増減。
２．術後逆流性食道炎
１日３００ｍｇ　１日３回　分割　食後　内服。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（血圧低下，呼吸困難，掻痒感等）。
２．血小板減少。
３．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ，Ａｌ－Ｐの著しい
上昇等），黄疸。
４．重篤な高カリウム血症。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

精製ヒアルロン酸ナトリウム

アルツ関節注２５ｍｇ （１％２．５ｍＬ１管）
内 注射 流通

【YJコード】3999408A1171
【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【メーカー】製)生化学工業　販)科研製薬
【薬価】833円/1A
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】関節機能改善剤

【効能効果】１．変形性膝関節症，肩関節周囲炎
２．関節リウマチの膝関節痛（下記を全て満たす時のみ）
（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時
（２）．全身の炎症症状がＣＲＰ値として１０ｍｇ／ｄＬ以下
（３）．膝関節の症状が軽症から中等症
（４）．膝関節のＬａｒｓｅｎＸ線分類がＧｒａｄｅＩからＧｒａｄｅＩＩＩ
【用法用量】変形性膝関節症，肩関節周囲炎
成人　１回１アンプル（精製ヒアルロン酸ナトリウム　２５ｍｇ）　１週間ご
と連続５回　膝関節腔内，又は肩関節（肩関節腔，肩峰下滑液包，上腕
二頭筋長頭腱腱鞘）内投与。適宜回数増減。
関節リウマチの膝関節痛
成人　１回２．５ｍＬ（本剤　１アンプル，精製ヒアルロン酸ナトリウム　２５
ｍｇ）　１週間ごと連続５回　膝関節腔内投与。
本剤は関節内に投与，厳重な無菌的操作で行う。

■効能効果・用法用量

（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時
（２）．全身の炎症症状がＣＲＰ値として１０ｍｇ／ｄＬ以下
（３）．膝関節の症状が軽症から中等症
（４）．膝関節のＬａｒｓｅｎＸ線分類がＧｒａｄｅＩからＧｒａｄｅＩＩＩ
【用法用量】変形性膝関節症，肩関節周囲炎
成人　１回１アンプル（精製ヒアルロン酸ナトリウム　２５ｍｇ）　１週間ご
と連続５回　膝関節腔内，又は肩関節（肩関節腔，肩峰下滑液包，上腕
二頭筋長頭腱腱鞘）内投与。適宜回数増減。
関節リウマチの膝関節痛
成人　１回２．５ｍＬ（本剤　１アンプル，精製ヒアルロン酸ナトリウム　２５
ｍｇ）　１週間ごと連続５回　膝関節腔内投与。
本剤は関節内に投与，厳重な無菌的操作で行う。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
ショック（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 蕁麻疹等の発疹，掻痒感 浮腫（顔面，眼瞼等），顔面発赤
（表終了）

■禁忌

■副作用

アルツディスポ関節注２５ｍｇ （１％２．５ｍＬ
１筒）

内 注射 流通

【YJコード】3999408G1247
【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】精製ヒアルロン酸ナトリウム
【メーカー】製)生化学工業　販)科研製薬
【薬価】1155円/1筒
【薬価収載日】2006/12/08
【標榜薬効】関節機能改善剤

【効能効果】１．変形性膝関節症，肩関節周囲炎
２．関節リウマチの膝関節痛（下記を全て満たす時のみ）
（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時
（２）．全身の炎症症状がＣＲＰ値として１０ｍｇ／ｄＬ以下
（３）．膝関節の症状が軽症から中等症
（４）．膝関節のＬａｒｓｅｎＸ線分類がＧｒａｄｅＩからＧｒａｄｅＩＩＩ
【用法用量】変形性膝関節症，肩関節周囲炎
成人　１回１シリンジ（精製ヒアルロン酸ナトリウム　２５ｍｇ）　１週間ごと
連続５回　膝関節腔内，又は肩関節（肩関節腔，肩峰下滑液包，上腕二
頭筋長頭腱腱鞘）内投与。適宜回数増減。
関節リウマチの膝関節痛
成人　１回２．５ｍＬ（本剤　１シリンジ，精製ヒアルロン酸ナトリウム　２５
ｍｇ）　１週間ごと連続５回　膝関節腔内投与。
本剤は関節内に投与，厳重な無菌的操作で行う。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
ショック（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 蕁麻疹等の発疹，掻痒感 浮腫（顔面，眼瞼等），顔面発赤
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ゾレドロン酸水和物

ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ／１００ｍＬ
バッグ「日医工」 （４ｍｇ１００ｍＬ１袋）

内 注射 後発 流通
劇 ハイリスク

【YJコード】3999423A3055
【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】ゾレドロン酸水和物
【メーカー】製)日医工
【薬価】10969円/1袋
【薬価収載日】2014/06/20
【ハイリスク分類】抗悪性腫瘍剤
【標榜薬効】骨吸収抑制剤

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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【効能効果】１．悪性腫瘍による高カルシウム血症
２．多発性骨髄腫・固形癌骨転移による骨病変
【用法用量】１．悪性腫瘍による高カルシウム血症
成人　１袋（ゾレドロン酸　４ｍｇ）　１５分以上かけ　点滴静注。再投与時
最低１週間あける（初回投与による反応を確認）。
２．多発性骨髄腫・固形癌骨転移による骨病変
成人　１袋（ゾレドロン酸　４ｍｇ）　１５分以上かけ　３～４週間隔で　点
滴静注。
注意
１．軽症（血清補正カルシウム値１２ｍｇ／ｄＬ未満）の高カルシウム血症
補液による治療が効果不十分で症状の改善がない等投与が必要と判
断される場合に投与。
２．悪性腫瘍による高カルシウム血症 再投与は初回と同様に４ｍｇを点
滴静注（４ｍｇ以上の再投与・３回以上の投与の使用経験なし）。
３．腎機能障害 血漿中濃度が増加，高カルシウム血症を除き，腎機能
の低下に応じ減量。下表の規定量を袋から抜き取り新たに同量の生食
又はブドウ糖液（５％）を袋に加えて１００ｍＬに調製し投与。
（表開始）
クレアチニンクリアランス （ｍＬ／分） 抜き取る量（ｍＬ） 加える生食又は
ブドウ糖液（５％）の量（ｍＬ） 調整後の濃度（ｍｇ／１００ｍＬ）
＞６０ 調整不要 調整不要 ４
５０～６０ １２ １２ ３．５
４０～４９ １８ １８ ３．３
３０～３９ ２５ ２５ ３
（表終了）

【禁忌】１．本剤の成分・他のビスホスホン酸塩に過敏症の既往。
２．妊婦・妊娠の可能性。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．急性腎不全，間質性腎炎，ファンコニー症候群（低リン血症，低カリ
ウム血症，代謝性アシドーシス等を主症状とする近位腎尿細管障害）等
の腎障害。
２．うっ血性心不全（浮腫，呼吸困難，肺水腫）。
３．低カルシウム血症（ＱＴ延長，痙攣，テタニー，しびれ，失見当識
等）。
４．間質性肺炎（咳嗽，呼吸困難，発熱，肺音の異常（捻髪音）等）。
５．顎骨壊死・顎骨骨髄炎。
６．外耳道骨壊死。
７．大腿骨転子下・近位大腿骨骨幹部の非定型骨折。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 紅斑性皮疹，斑状皮疹，血管神経性浮腫，蕁麻疹，紅斑，水
疱，皮疹，湿疹，掻痒
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

リセドロン酸ナトリウム水和物

リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サワイ」 （１７．
５ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通
劇

【YJコード】3999019F2049
【薬効分類】３．９．９　他に分類されない代謝性医薬品
【一般名】リセドロン酸ナトリウム水和物
【先発品】アクトネル錠１７．５ｍｇ，ベネット錠１７．５ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】215.1円/1T
【薬価収載日】2012/12/14
【標榜薬効】骨粗鬆症治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】骨粗鬆症
注意
日本骨代謝学会の原発性骨粗鬆症の診断基準等を参考に，確定診断
された患者が対象。
【用法用量】成人　１回１７．５ｍｇ　週１回　起床時　水約１８０ｍＬととも
に　内服。
服用後最低３０分は横にならず，水以外の飲食，他剤の内服も避ける。
注意
下記を指導。
（１）．水以外の飲料（Ｃａ，Ｍｇ等の含量の高いミネラルウォーター含む）
や食物，他剤を同時服用すると，吸収を妨げる可能性，起床後，最初の
飲食前に服用し，服用後最低３０分は水以外の飲食を避ける。
（２）．食道炎や食道潰瘍の報告あり，立位，坐位で，十分量（約１８０ｍ
Ｌ）の水とともに服用し，服用後３０分は横たわらない。
（３）．就寝時・起床前に服用しない。
（４）．口腔咽頭刺激の可能性，噛まず，なめずに服用。
（５）．食道疾患の症状（嚥下困難又は嚥下痛，胸骨後部の痛み，高度
の持続する胸やけ等）の発現時は，主治医に連絡。
（６）．本剤は週１回服用する薬剤であり，同一曜日に服用。忘れた時
は，翌日に１錠服用し，その後はあらかじめ定めた曜日に服用。１日に
２錠服用しない。

■効能効果・用法用量

（５）．食道疾患の症状（嚥下困難又は嚥下痛，胸骨後部の痛み，高度
の持続する胸やけ等）の発現時は，主治医に連絡。
（６）．本剤は週１回服用する薬剤であり，同一曜日に服用。忘れた時
は，翌日に１錠服用し，その後はあらかじめ定めた曜日に服用。１日に
２錠服用しない。

【禁忌】１．食道狭窄・アカラシア（食道弛緩不能症）等の食道通過を遅
延させる障害。
２．本剤の成分・他のビスホスホネート系薬剤に過敏症の既往。
３．低カルシウム血症。
４．服用時に立位・坐位を３０分以上保てない患者。
５．妊婦・妊娠の可能性。
６．高度な腎障害。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．上部消化管障害（食道穿孔，食道狭窄，食道潰瘍，胃潰瘍，食道
炎，十二指腸潰瘍等）。
２．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの著しい上昇），
黄疸。
３．顎骨壊死・顎骨骨髄炎。
４．外耳道骨壊死。
５．大腿骨転子下・近位大腿骨骨幹部の非定型骨折。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
消化器 胃不快感，便秘，上腹部痛，悪心，胃炎，下痢，腹部膨満感，
消化不良（胸やけ），味覚異常，口内炎，口渇，嘔吐，食欲不振，軟便，
おくび，舌炎，十二指腸炎，鼓腸，歯肉腫脹
過敏症 掻痒症，発疹，紅斑，蕁麻疹，皮膚炎（水疱性含む），血管浮腫
肝臓 γ－ＧＴＰ増加，ＡＳＴ（ＧＯＴ）増加，ＡＬＴ（ＧＰＴ）増加，血中Ａｌ－Ｐ
増加，ＬＤＨ増加
眼 霧視，眼痛，ぶどう膜炎
血液 貧血，白血球数減少，好中球数減少，リンパ球数増加
精神神経系 眩暈，頭痛，感覚減退（しびれ），傾眠，耳鳴
筋・骨格系 筋・骨格痛（関節痛，背部痛，骨痛，筋痛，頸部痛等），血中
カルシウム減少
その他 尿潜血陽性，倦怠感，ＢＵＮ増加，血中Ａｌ－Ｐ減少，血中リン減
少，浮腫（顔面，四肢等），ほてり，無力症（疲労，脱力等），動悸，血圧
上昇，発熱，尿中β２ミクログロブリン増加，脱毛
（表終了）

■禁忌

■副作用

３　代謝性医薬品 ３　代謝性医薬品
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４　組織細胞機能用医薬品

４．４　アレルギー用薬

４．４．１　抗ヒスタミン剤

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩

ポララミン注５ｍｇ （０．５％１ｍＬ１管）
内 注射 流通

【YJコード】4419400A1023
【薬効分類】４．４．１　抗ヒスタミン剤
【一般名】ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩
【メーカー】製)高田製薬　販)ＭＳＤ　販)シェリング・プラウ
【薬価】58円/1A
【標榜薬効】抗ヒスタミン剤

【効能効果】蕁麻疹，枯草熱，皮膚疾患に伴う掻痒（湿疹・皮膚炎，皮膚
掻痒症，薬疹，咬刺症），アレルギー性鼻炎，血管運動性鼻炎
【用法用量】成人　１回５ｍｇ　１日１回　皮下注・筋注・静注。
適宜増減。

【禁忌】１．本剤の成分・類似化合物に過敏症の既往。
２．緑内障。
３．前立腺肥大等下部尿路に閉塞性疾患。
４．低出生体重児・新生児。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック（チアノーゼ，呼吸困難，胸内苦悶，血圧低下等）。
２．痙攣，錯乱。
３．再生不良性貧血，無顆粒球症。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上又は頻度不明
過敏症 発疹，光線過敏症等
循環器 低血圧，心悸亢進，頻脈，期外収縮，微弱脈
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

４．４．９　その他のアレルギー用薬

ビラスチン

ビラノア錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】4490033F1028
【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】ビラスチン
【メーカー】製)大鵬薬品工業　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】75.6円/1T
【薬価収載日】2016/11/18
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤

【効能効果】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚
掻痒症）に伴う掻痒
【用法用量】成人　１回２０ｍｇ　１日１回　空腹時　内服。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 １％未満 頻度不明
精神神経系 眠気，頭痛 眩暈，不眠，不安
消化器 口渇，下痢，腹痛 胃不快感，口内乾燥，消化不良，胃炎，悪心
循環器  右脚ブロック，洞性不整脈，心電図ＱＴ延長，心電図異常，頻
脈，動悸
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，γ－ＧＴＰ上昇 ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇
腎臓  血中クレアチニン上昇
呼吸器 鼻乾燥 呼吸困難，鼻部不快感
過敏症  発疹，掻痒症，血管性浮腫，多形紅斑
その他  耳鳴，発熱，体重増加，トリグリセリド上昇，無力症，口腔ヘル
ペス，食欲亢進，疲労
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ペス，食欲亢進，疲労
（表終了）

フェキソフェナジン塩酸塩

フェキソフェナジン塩酸塩ＯＤ錠６０ｍｇ「Ｎ
Ｐ」 （６０ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】4490023F3043
【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】フェキソフェナジン塩酸塩
【先発品】アレグラＯＤ錠６０ｍｇ
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】23.2円/1T
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】アレルギー性疾患治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚
掻痒症，アトピー性皮膚炎）に伴う掻痒
【用法用量】成人　１回６０ｍｇ　１日２回　内服。
小児　下記１回量　１日２回　内服。
７～１２歳未満　３０ｍｇ。
１２歳以上　６０ｍｇ。
適宜増減。
注意
口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水で
飲み込む。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（呼吸困難，血圧低下，意識消失，血管浮
腫，胸痛，潮紅等の過敏症状）。
２．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ，Ａｌ－Ｐ，ＬＤＨの
上昇等），黄疸。
３．無顆粒球症，白血球減少，好中球減少。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 血管浮腫，掻痒，蕁麻疹，潮紅，発疹
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

プランルカスト水和物

プランルカスト錠１１２．５「ＥＫ」 （１１２．５ｍ
ｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】4490017F1029
【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】プランルカスト水和物
【メーカー】製)小林化工　販)エルメッドエーザイ
【薬価】25.4円/1T
【薬価収載日】2007/07/06
【標榜薬効】気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

【効能効果】１．気管支喘息
２．アレルギー性鼻炎
【用法用量】成人　１日４５０ｍｇ（本剤　４錠）　１日２回　分割　朝・夕食
後　内服。
適宜増減。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（血圧低下，意識障害，呼吸困難，発疹
等）。
２．白血球減少（発熱，咽頭痛，全身倦怠感等）。
３．血小板減少（紫斑，鼻出血，歯肉出血等の出血傾向）。
４．肝機能障害（黄疸，ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）の著しい上昇等）。
５．間質性肺炎，好酸球性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常，
好酸球増加等）。
６．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中ミオグロビン
上昇等），急性腎障害。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 多形滲出性紅斑，発疹，掻痒，蕁麻疹等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

４　組織細胞機能用医薬品 ４　組織細胞機能用医薬品
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２．白血球減少（発熱，咽頭痛，全身倦怠感等）。
３．血小板減少（紫斑，鼻出血，歯肉出血等の出血傾向）。
４．肝機能障害（黄疸，ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）の著しい上昇等）。
５．間質性肺炎，好酸球性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常，
好酸球増加等）。
６．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中ミオグロビン
上昇等），急性腎障害。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 多形滲出性紅斑，発疹，掻痒，蕁麻疹等
（表終了）

ベポタスチンベシル酸塩

タリオンＯＤ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】4490022F4029
【薬効分類】４．４．９　その他のアレルギー用薬
【一般名】ベポタスチンベシル酸塩
【メーカー】製)田辺三菱製薬
【薬価】41.4円/1T
【薬価収載日】2007/07/06
【標榜薬効】選択的ヒスタミンＨ１受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】成人
アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚疾患に伴う掻痒（湿疹・皮膚炎，痒
疹，皮膚掻痒症）
小児
アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚掻痒症）に
伴う掻痒
【用法用量】成人
１回１０ｍｇ　１日２回　内服。
適宜増減。
７歳以上の小児
１回１０ｍｇ　１日２回　内服。
注意
口腔内で崩壊するが，口腔粘膜から吸収されないため，唾液又は水で
飲み込む。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
血液  白血球数増加，白血球数減少，好酸球増多
精神神経系 眠気，倦怠感 頭痛，頭重感，眩暈
消化器 口渇，悪心，胃痛，胃部不快感，下痢 口内乾燥，舌炎，嘔吐，
腹痛 便秘
過敏症 発疹 腫脹，蕁麻疹
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇 ＬＤＨ，総ビリルビン
の上昇
腎臓 尿潜血 尿蛋白，尿糖，尿ウロビリノーゲン 尿量減少，排尿困難，
尿閉
その他  月経異常 浮腫，動悸，呼吸困難，しびれ，味覚異常
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

４　組織細胞機能用医薬品 ４　組織細胞機能用医薬品
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５　生薬及び漢方処方に基づく医薬品

５．１　生薬

５．１．０　生薬

シテイ

シテイ （１０ｇ）
内 局方 内服 流通

【YJコード】5100093X1018
【薬効分類】５．１．０　生薬
【一般名】シテイ
【薬価】14.4円/10g
【標榜薬効】生薬

５．２　漢方製剤

５．２．０　漢方製剤

葛根湯エキス

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】5200013D1123
【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】葛根湯エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】8.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

【効能効果】自然発汗がなく頭痛，発熱，悪寒，肩こり等を伴う比較的体
力のある下記
感冒，鼻風邪，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
【用法用量】成人　１日７．５ｇ　１日２～３回　分割　食前又は食間　内
服。
適宜増減。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．偽アルドステロン症（低カリウム血症，血圧上昇，ナトリウム・体液の
貯留，浮腫，体重増加等）。
２．ミオパシー（脱力感，四肢痙攣・麻痺等）。
３．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰの上昇
等），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，発赤，掻痒等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

加味逍遙散エキス

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） （１
ｇ）

内 内服 流通

【YJコード】5200017D1083
【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】加味逍遙散エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】16.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

【効能効果】体質虚弱な婦人で，肩がこり，疲れやすく，精神不安等の
精神神経症状，ときに便秘傾向のある下記
冷え症，虚弱体質，月経不順，月経困難，更年期障害，血の道症
【用法用量】成人　１日７．５ｇ　１日２～３回　分割　食前又は食間　内
服。
適宜増減。

■効能効果・用法用量

服。
適宜増減。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．偽アルドステロン症（低カリウム血症，血圧上昇，ナトリウム・体液の
貯留，浮腫，体重増加等）。
２．ミオパシー（脱力感，四肢痙攣・麻痺等）。
３．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰ等の著し
い上昇），黄疸。
４．腸間膜静脈硬化症（腹痛，下痢，便秘，腹部膨満等，便潜血陽性）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，発赤，掻痒等
（表終了）

■副作用

桂枝加朮附湯エキス

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）
（１ｇ）

内 内服 流通

【YJコード】5200034D1044
【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】桂枝加朮附湯エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】10.1円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

【効能効果】関節痛，神経痛
【用法用量】成人　１日７．５ｇ　１日２～３回　分割　食前又は食間　内
服。
適宜増減。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．偽アルドステロン症（低カリウム血症，血圧上昇，ナトリウム・体液の
貯留，浮腫，体重増加等）。
２．ミオパシー（脱力感，四肢痙攣・麻痺等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，発赤，掻痒等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

牛車腎気丸エキス

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） （１
ｇ）

内 内服 流通

【YJコード】5200025D1029
【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】牛車腎気丸エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】11円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

【効能効果】疲れやすくて，四肢が冷えやすく，尿量減少・多尿で，ときに
口渇がある下記
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
【用法用量】成人　１日７．５ｇ　１日２～３回　分割　食前又は食間　内
服。
適宜増減。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，肺音の異常（捻髪音）等）。
２．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰの上昇
等），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，発赤，掻痒等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

５　生薬及び漢方処方に基づく医薬品 ５　生薬及び漢方処方に基づく医薬品
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その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，発赤，掻痒等
（表終了）

五苓散エキス

ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】5200048D1070
【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】五苓散エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】14.1円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

【効能効果】口渇，尿量減少の下記
浮腫，ネフローゼ，二日酔，急性胃腸カタル，下痢，悪心，嘔吐，眩暈，
胃内停水，頭痛，尿毒症，暑気あたり，糖尿病
【用法用量】成人　１日７．５ｇ　１日２～３回　分割　食前又は食間　内
服。
適宜増減。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，発赤，掻痒等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

芍薬甘草湯エキス

コタロー芍薬甘草湯エキス細粒 （１ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】5200067C1035
【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】芍薬甘草湯エキス
【メーカー】製)小太郎漢方製薬
【薬価】6.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

【効能効果】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
【用法用量】成人　１日６ｇ　１日２～３回　分割　食前又は食間　内服。
適宜増減。
注意
必要最小限の期間にとどめる。

【禁忌】１．アルドステロン症。
２．ミオパシー。
３．低カリウム血症。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．間質性肺炎（咳嗽，呼吸困難，発熱，肺音の異常等）。
２．偽アルドステロン症（低カリウム血症，血圧上昇，ナトリウム・体液の
貯留，浮腫，体重増加等）。
３．うっ血性心不全，心室細動，心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含
む）（動悸，息切れ，倦怠感，眩暈，失神等）。
４．ミオパシー，横紋筋融解症（脱力感，筋力低下，筋肉痛，四肢痙攣・
麻痺，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中のミオグロビン上昇）。
５．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰの上昇
等），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，発赤，掻痒等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

小青竜湯エキス

ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】5200075D1086
【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】小青竜湯エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】13.3円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

【効能効果】下記の水様の痰，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
【用法用量】成人　１日９ｇ　１日２～３回　分割　食前又は食間　内服。
適宜増減。

【禁忌】１．アルドステロン症。
２．ミオパシー。
３．低カリウム血症。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，肺音の異常（捻髪音）等）。
２．偽アルドステロン症（低カリウム血症，血圧上昇，ナトリウム・体液の
貯留，浮腫，体重増加等）。
３．ミオパシー（脱力感，四肢痙攣・麻痺等）。
４．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰの上昇
等），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，発赤，掻痒等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

疎経活血湯エキス

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用） （１
ｇ）

内 内服 流通

【YJコード】5200089D1045
【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】疎経活血湯エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】9.8円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

【効能効果】関節痛，神経痛，腰痛，筋肉痛
【用法用量】成人　１日７．５ｇ　１日２～３回　分割　食前又は食間　内
服。
適宜増減。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．偽アルドステロン症（低カリウム血症，血圧上昇，ナトリウム・体液の
貯留，浮腫，体重増加等）。
２．ミオパシー（脱力感，四肢痙攣・麻痺等）。

■効能効果・用法用量

■副作用

大建中湯エキス

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】5200092D1020
【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】大建中湯エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

■効能効果・用法用量

５　生薬及び漢方処方に基づく医薬品 ５　生薬及び漢方処方に基づく医薬品
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【効能効果】腹が冷えて痛み，腹部膨満感のあるもの
【用法用量】成人　１日１５ｇ　１日２～３回　分割　食前又は食間　内服。
適宜増減。

【副作用】重大な副作用
１．間質性肺炎（頻度不明）（咳嗽，呼吸困難，発熱，肺音の異常等）。
２．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰの上昇
等），黄疸（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満
過敏症 発疹，蕁麻疹等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

二朮湯エキス

ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】5200113D1024
【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】二朮湯エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】11.6円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

【効能効果】五十肩
【用法用量】成人　１日７．５ｇ　１日２～３回　分割　食前又は食間　内
服。
適宜増減。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，肺音の異常等）。
２．偽アルドステロン症（低カリウム血症，血圧上昇，ナトリウム・体液の
貯留，浮腫，体重増加等）。
３．ミオパシー（脱力感，四肢痙攣・麻痺等）。
４．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰの上昇
等），黄疸。

■効能効果・用法用量

■副作用

防已黄耆湯エキス

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） （１
ｇ）

内 内服 流通

【YJコード】5200129D1076
【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】防已黄耆湯エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】9.9円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

【効能効果】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，膝関節の腫痛する下記
腎炎，ネフローゼ，妊娠腎，陰嚢水腫，肥満症，関節炎，よう，せつ，筋
炎，浮腫，皮膚病，多汗症，月経不順
【用法用量】成人　１日７．５ｇ　１日２～３回　分割　食前又は食間　内
服。
適宜増減。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，肺音の異常（捻髪音）等）。
２．偽アルドステロン症（低カリウム血症，血圧上昇，ナトリウム・体液の
貯留，浮腫，体重増加等）。
３．ミオパシー（脱力感，四肢痙攣・麻痺等）。
４．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰの上昇
等），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，発赤，掻痒等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

防風通聖散エキス

ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） （１
ｇ）

内 内服 流通

【YJコード】5200130D1060
【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】防風通聖散エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】8.5円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

【効能効果】腹部に皮下脂肪が多く，便秘がちな下記
高血圧の随伴症状（動悸，肩こり，のぼせ），肥満症，むくみ，便秘
【用法用量】成人　１日７．５ｇ　１日２～３回　分割　食前又は食間　内
服。
適宜増減。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，肺音の異常（捻髪音）等）。
２．偽アルドステロン症（低カリウム血症，血圧上昇，ナトリウム・体液の
貯留，浮腫，体重増加等）。
３．ミオパシー（脱力感，四肢痙攣・麻痺等）。
４．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰの著しい
上昇等），黄疸。
５．腸間膜静脈硬化症（腹痛，下痢，便秘，腹部膨満等，便潜血陽性）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

補中益気湯エキス

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） （１
ｇ）

内 内服 流通

【YJコード】5200131D1065
【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】補中益気湯エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】23.4円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

【効能効果】消化機能が衰え，四肢倦怠感著しい虚弱体質者の下記
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
【用法用量】成人　１日７．５ｇ　１日２～３回　分割　食前又は食間　内
服。
適宜増減。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．間質性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，肺音の異常（捻髪音）等）。
２．偽アルドステロン症（低カリウム血症，血圧上昇，ナトリウム・体液の
貯留，浮腫，体重増加等）。
３．ミオパシー（脱力感，四肢痙攣・麻痺等）。
４．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰの上昇
等），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

５　生薬及び漢方処方に基づく医薬品 ５　生薬及び漢方処方に基づく医薬品
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抑肝散エキス

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） （１ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】5200139D1037
【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】抑肝散エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】11円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

【効能効果】虚弱体質で神経がたかぶる下記
神経症，不眠症，小児夜なき，小児疳症
【用法用量】成人　１日７．５ｇ　１日２～３回　分割　食前又は食間　内
服。
適宜増減。

【副作用】重大な副作用
１．間質性肺炎（頻度不明）（発熱，咳嗽，呼吸困難，肺音の異常等）。
２．偽アルドステロン症（頻度不明）（低カリウム血症，血圧上昇，ナトリ
ウム・体液の貯留，浮腫，体重増加等）。
３．心不全（０．１％未満）（体液貯留，急激な体重増加，息切れ，心胸比
拡大，胸水等）。
４．ミオパシー，横紋筋融解症（頻度不明）（脱力感，筋力低下，筋肉
痛，四肢痙攣・麻痺，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中のミオグロビン上
昇）。
５．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰ等の著し
い上昇），黄疸（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満
過敏症 発疹，発赤，掻痒等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

六君子湯エキス

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） （１ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】5200141D1034
【薬効分類】５．２．０　漢方製剤
【一般名】六君子湯エキス
【メーカー】製)ツムラ
【薬価】18.7円/1g
【標榜薬効】漢方製剤
【区分】漢方薬

【効能効果】胃腸が弱く，食欲がなく，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下記
胃炎，胃アトニー，胃下垂，消化不良，食欲不振，胃痛，嘔吐
【用法用量】成人　１日７．５ｇ　１日２～３回　分割　食前又は食間　内
服。
適宜増減。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．偽アルドステロン症（低カリウム血症，血圧上昇，ナトリウム・体液の
貯留，浮腫，体重増加等）。
２．ミオパシー（脱力感，四肢痙攣・麻痺等）。
３．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，γ－ＧＴＰ等の著し
い上昇），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

５　生薬及び漢方処方に基づく医薬品 ５　生薬及び漢方処方に基づく医薬品
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６　病原生物に対する医薬品

６．１　抗生物質製剤

６．１．１　主としてグラム陽性菌に作用する
もの

バンコマイシン塩酸塩

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ファイザー」
（５００ｍｇ１瓶）

内 内服 後発 流通

【YJコード】6113001B1119
【薬効分類】６．１．１　主としてグラム陽性菌に作用するもの
【一般名】バンコマイシン塩酸塩
【先発品】塩酸バンコマイシン散０．５ｇ＊（シオノギ）
【メーカー】製)マイラン製薬　販)ファイザー
【薬価】1113.1円/1V
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質
【区分】抗生剤

【効能効果】１．感染性腸炎
適応菌種 ＭＲＳＡ，クロストリジウム・ディフィシル
適応症 感染性腸炎（偽膜性大腸炎含む）
２．骨髄移植時の消化管内殺菌
注意
感染性腸炎（偽膜性大腸炎含む）には，「抗微生物薬適正使用の手引
き」を参照，抗菌薬投与の必要性を判断し，適切な時に投与。
【用法用量】１．感染性腸炎（偽膜性大腸炎含む）
成人　１回０．１２５～０．５ｇ　１日４回　内服（用時溶解）。
適宜増減。
２．骨髄移植時の消化管内殺菌
成人　１回０．５ｇ　１日４～６回　非吸収性の抗菌剤・抗真菌剤と併用し
内服（用時溶解）。
適宜増減。
注意
１．腎障害 投与量・投与間隔の調節を行い，慎重投与。
２．感染性腸炎への投与時で７～１０日以内に下痢，腹痛，発熱等の症
状改善なければ投与中止。
３．耐性菌の発現を防ぐため，下記に注意。
（１）．感染症の治療に熟知した医師又はその指導のもとで行う。
（２）．他の抗菌薬及び本剤への感受性を確認。
（３）．継続投与が必要か判定し，必要最低限の期間にとどめる。

【禁忌】本剤の成分にショックの既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック（血圧低下，不快感，口内異常感，喘鳴，眩暈，便意，耳鳴
り，発汗等）。
２．アナフィラキシー，急性腎障害，間質性腎炎，汎血球減少，無顆粒
球症，血小板減少，中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，剥脱
性皮膚炎，薬剤性過敏症症候群，第８脳神経障害，偽膜性大腸炎，肝
機能障害，黄疸（注射用バンコマイシン塩酸塩製剤）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発熱，発疹，潮紅，悪寒，蕁麻疹，掻痒
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「Ｍ
ＥＥＫ」 （０．５ｇ１瓶）

内 注射 後発 流通

【YJコード】6113400A1189
【薬効分類】６．１．１　主としてグラム陽性菌に作用するもの
【一般名】バンコマイシン塩酸塩
【先発品】塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ＊（シオノギ）
【メーカー】製)小林化工　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】823円/1V
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】グリコペプチド系抗生物質
【区分】抗生剤

■効能効果・用法用量

【効能効果】１．
適応菌種 ＭＲＳＡ
適応症 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
２．
適応菌種 メチシリン耐性コアグラーゼ陰性ブドウ球菌（ＭＲＣＮＳ）
適応症 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
３．
適応菌種 ペニシリン耐性肺炎球菌（ＰＲＳＰ）
適応症 敗血症，肺炎，化膿性髄膜炎
４．
ＭＲＳＡ・ＭＲＣＮＳ感染が疑われる発熱性好中球減少症
注意
１．副作用として聴力低下，難聴等の第８脳神経障害の可能性，化膿性
髄膜炎は，後遺症として聴覚障害のおそれ，小児等，適応患者の選択
に注意し，慎重投与。
２．ＰＲＳＰ肺炎は，アレルギー，薬剤感受性等他剤による効果が期待で
きない時にのみ使用。
３．ＭＲＳＡ・ＭＲＣＮＳ感染が疑われる発熱性好中球減少症
（１）．下記の２条件を満たし，ＭＲＳＡ・ＭＲＣＮＳが原因菌と疑われる症
例に投与。
［１］．１回の検温で３８℃以上の発熱，又は１時間以上持続する３７．
５℃以上の発熱。
［２］．好中球数が５００／ｍｍ３未満の時，又は１０００／ｍｍ３未満で５
００／ｍｍ３未満に減少することが予測される時。
（２）．国内外のガイドラインを参照し，治療に熟知した医師のもとで，適
切と判断される症例にのみ実施。
（３）．投与前に血液培養を実施。ＭＲＳＡ・ＭＲＣＮＳ感染の可能性が否
定された時，投与中止や他剤への変更を考慮。
（４）．投与の開始時期の指標である好中球数が緊急時等で確認できな
い時は，白血球数の半数を好中球数として推定。
【用法用量】成人　１回０．５ｇ　１日２ｇ　６時間ごと，又は１回１ｇ　１２時
間ごと　各６０分以上かけ　点滴静注。
適宜増減。
高齢者　１回０．５ｇ　１２時間ごと，又は１回１ｇ　２４時間ごと　各６０分
以上かけ　点滴静注。
適宜増減。
小児，乳児　１日４０ｍｇ／ｋｇ　１日２～４回　分割　各６０分以上かけ
点滴静注。
新生児　１回１０～１５ｍｇ／ｋｇ　生後１週まで　１２時間ごと，生後１ヵ月
まで　８時間ごと　各６０分以上かけ　点滴静注。
注意
１．急速なワンショット静注，短時間での点滴静注を行うとヒスタミンが遊
離されてｒｅｄ　ｎｅｃｋ症候群（顔，頸，躯幹の紅斑性充血，掻痒等），血
圧低下等の副作用の可能性，６０分以上かけて点滴静注。
２．腎障害，高齢者 投与量・投与間隔の調節を行い，血中濃度をモニタ
リング等，慎重投与。
３．耐性菌の発現を防ぐため，下記に注意。
（１）．感染症の治療に熟知した医師又はその指導のもとで行う。
（２）．他の抗菌薬及び本剤の感受性を確認。
（３）．継続投与が必要か判定し，必要最低限の期間にとどめる。

【禁忌】本剤の成分にショックの既往。
原則禁忌
１．本剤の成分・テイコプラニン・ペプチド系抗生剤・アミノグリコシド系抗
生剤に過敏症の既往。
２．ペプチド系抗生剤・アミノグリコシド系抗生剤・テイコプラニンによる難
聴・その他の難聴。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（呼吸困難，全身潮紅，浮腫等）。
２．急性腎不全，間質性腎炎等の重篤な腎障害。
３．汎血球減少，無顆粒球症，血小板減少。
４．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，剥脱性皮膚炎。
５．薬剤性過敏症症候群（発疹，発熱，肝機能障害，リンパ節腫脹，白
血球増加，好酸球増多，異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過
敏症状），ヒトヘルペスウイルス６等のウイルスの再活性化。
６．眩暈，耳鳴，聴力低下等の第８脳神経障害。
７．偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（腹痛，頻回の下痢）。
８．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ等の上昇），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒，発赤，蕁麻疹，顔面潮紅，線状ＩｇＡ水疱症
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇，ビリルビン上
昇，ＬＤＨ上昇，γ－ＧＴＰ上昇，ＬＡＰ上昇
腎臓 ＢＵＮ上昇，クレアチニン上昇
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品

- 140 -

バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「ファイザー」 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」



６．１．２　主としてグラム陰性菌に作用する
もの

アミカシン硫酸塩

アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「日医工」
（２００ｍｇ１管）

内 注射 流通

【YJコード】6123402A3187
【薬効分類】６．１．２　主としてグラム陰性菌に作用するもの
【一般名】アミカシン硫酸塩
【メーカー】製)日医工
【薬価】599円/1A
【薬価収載日】2011/06/24
【標榜薬効】アミノグリコシド系抗生物質
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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
適応症 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
【用法用量】筋注
成人　１回１００～２００ｍｇ　１日１～２回　筋注。
小児　１日４～８ｍｇ／ｋｇ　１日１～２回　筋注。
適宜増減。
点滴静注 １００～５００ｍＬの補液中に１００～２００ｍｇを溶解。
成人　１回１００～２００ｍｇ　１日２回　３０分～１時間かけ　点滴静注。
小児　１日４～８ｍｇ／ｋｇ　１日２回　３０分～１時間かけ　点滴静注。
新生児（未熟児含む）　１回６ｍｇ／ｋｇ　１日２回　３０分～１時間かけ
点滴静注。
適宜増減。
注意
１．腎障害 減量か，投与間隔をあけて投与。
２．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。

【禁忌】本剤の成分・アミノグリコシド系抗生剤・バシトラシンに過敏症の
既往。
原則禁忌
本人・血族がアミノグリコシド系抗生剤による難聴・その他の難聴。

【副作用】重大な副作用
１．ショック（０．１％未満）（不快感，口内異常感，喘鳴，眩暈，便意，耳
鳴，発汗等）。
２．耳鳴・耳閉塞感・耳痛・眩暈・難聴等の第８脳神経障害（０．１～５％
未満）（蝸牛機能障害）。
３．重篤な腎障害（急性腎不全（頻度不明））。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 ０．１～５％未満 ０．１％未満
過敏症  発疹 掻痒，発熱
腎臓 カリウム等の電解質異常  浮腫，蛋白尿，血尿，血清クレアチニン
上昇，ＢＵＮ上昇，乏尿
肝臓  ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇 Ａｌ－Ｐ上昇
血液   白血球減少，好酸球増多
消化器   下痢，悪心・嘔吐
ビタミン欠乏症 ビタミンＫ欠乏症状（低プロトロンビン血症，出血傾向
等），ビタミンＢ群欠乏症状（舌炎，口内炎，食欲不振，神経炎等）
投与部位（筋注時）  注射部位の疼痛，硬結
その他   頭痛，口唇部のしびれ感
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作
用するもの

アモキシシリン水和物

パセトシンカプセル２５０ （２５０ｍｇ１カプセ
ル）

内 内服 流通

【YJコード】6131001M2319
【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】アモキシシリン水和物
【メーカー】製)アスペンジャパン　販)協和発酵キリン
【薬価】9.9円/1C
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】合成ペニシリン製剤
【区分】抗生剤

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品

【一般名】アモキシシリン水和物
【メーカー】製)アスペンジャパン　販)協和発酵キリン
【薬価】9.9円/1C
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】合成ペニシリン製剤
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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
適応症 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，糜爛・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・早期胃癌の内視鏡的治療後胃
のヘリコバクター・ピロリ感染症，ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎
注意
１．咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎には，「抗微生物薬適正使用
の手引き」を参照，抗菌薬投与の必要性を判断し，適切な時に投与。
２．進行期胃ＭＡＬＴリンパ腫へのヘリコバクター・ピロリ除菌治療の有効
性は未確立。
３．特発性血小板減少性紫斑病では，ガイドライン等を参照し，ヘリコバ
クター・ピロリ除菌治療が適切な症例にのみ行う。
４．早期胃癌の内視鏡的治療後胃以外には，ヘリコバクター・ピロリ除
菌治療による胃癌の発症抑制への有効性は未確立。
５．ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎は，ヘリコバクター・ピロリの陽性と内
視鏡検査で確認。
【用法用量】ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症
成人　１回アモキシシリン水和物２５０ｍｇ　１日３～４回　内服。
適宜増減。
小児　１日アモキシシリン水和物２０～４０ｍｇ／ｋｇ　１日３～４回　分割
内服。
適宜増減，１日最大９０ｍｇ／ｋｇ。
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，プロトンポンプインヒビ
ター併用時
成人　１回アモキシシリン水和物７５０ｍｇ，１回クラリスロマイシン２００
ｍｇ，プロトンポンプインヒビター　３剤を同時に　１日２回　７日間　内
服。
クラリスロマイシンは適宜増量，１回４００ｍｇ　１日２回まで。
２．アモキシシリン水和物，クラリスロマイシン，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時
成人　１回アモキシシリン水和物７５０ｍｇ，１回メトロニダゾール２５０ｍ
ｇ，プロトンポンプインヒビター　３剤を同時に　１日２回　７日間　内服。
注意
１．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。
２．高度の腎障害 減量か，投与間隔をあけて投与。
３．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 プロト
ンポンプインヒビターは１回ランソプラゾール３０ｍｇ，１回オメプラゾール
２０ｍｇ，１回ラベプラゾールナトリウム１０ｍｇ，１回エソメプラゾール２０
ｍｇ又は１回ボノプラザン２０ｍｇのいずれか１剤を選択。

【禁忌】１．本剤の成分にショックの既往。
２．伝染性単核症。
原則禁忌
本剤の成分・ペニシリン系抗生剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（呼吸困難，全身潮紅，血管浮腫，蕁麻疹
等，不快感，口内異常感，喘鳴，眩暈，便意，耳鳴，発汗等）。
２．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，多形紅斑，急性汎発
性発疹性膿疱症，紅皮症（剥脱性皮膚炎）（発熱，頭痛，関節痛，皮膚・
粘膜の紅斑・水疱，膿疱，皮膚の緊張感・灼熱感・疼痛等）。
３．顆粒球減少，血小板減少。
４．黄疸，ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇等。
５．急性腎障害等の重篤な腎障害。
６．偽膜性大腸炎，出血性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（腹痛，
頻回の下痢）。
７．間質性肺炎，好酸球性肺炎（咳嗽，呼吸困難，発熱等）。
８．無菌性髄膜炎（項部硬直，発熱，頭痛，悪心・嘔吐又は意識混濁
等）。
その他の副作用（発現時中止等）（ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染
症）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 発疹 掻痒，発熱
血液  好酸球増多
消化器 食欲不振，下痢，悪心・嘔吐，腹痛，消化不良  黒毛舌
菌交代症  口内炎，カンジダ症
ビタミン欠乏症   ビタミンＫ欠乏症状（低プロトロンビン血症，出血傾向
等），ビタミンＢ欠乏症状（舌炎，口内炎，食欲不振，神経炎等）
その他  頭痛，眩暈，耳鳴 梅毒患者のヤーリッシュ・ヘルクスハイマー
反応（発熱，全身倦怠感，頭痛等の発現，病変部の悪化）
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（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）
（表開始）
発現部位等 １～５％未満 １％未満
過敏症 発疹 掻痒
血液 好中球減少，好酸球増多 貧血，白血球増多
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，ＬＤＨ上昇，γ－ＧＴＰ上昇
Ａｌ－Ｐ上昇，ビリルビン上昇
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用
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反応（発熱，全身倦怠感，頭痛等の発現，病変部の悪化）
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（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）
（表開始）
発現部位等 １～５％未満 １％未満
過敏症 発疹 掻痒
血液 好中球減少，好酸球増多 貧血，白血球増多
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，ＬＤＨ上昇，γ－ＧＴＰ上昇
Ａｌ－Ｐ上昇，ビリルビン上昇
（表終了）

アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリ
ウム

スルバシリン静注用１．５ｇ （（１．５ｇ）１瓶）
内 注射 後発 流通

【YJコード】6139504F2088
【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム
【先発品】ユナシン－Ｓ静注用１．５ｇ
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】294円/1V
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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
適応症 肺炎，肺膿瘍，膀胱炎，腹膜炎
【用法用量】肺炎，肺膿瘍，腹膜炎
成人　１日６ｇ　１日２回　分割　静注・点滴静注。
重症感染症
適宜増量　１回３ｇ　１日４回　１日１２ｇまで。
膀胱炎
成人　１日３ｇ　１日２回　分割　静注・点滴静注。
小児　１日６０～１５０ｍｇ／ｋｇ　１日３～４回　分割　静注・点滴静注。
静注時　緩徐に投与（注射用水，生食又はブドウ糖液に溶解）。
点滴静注時　補液に溶解。
注意
１．耐性菌の発現等を防ぐため，β－ラクタマーゼ産生菌，アンピシリン
耐性菌を確認し，必要最小限の期間にとどめる。
２．高度の腎障害の成人 投与量・投与間隔を調節。

【禁忌】１．本剤の成分にショックの既往。
２．伝染性単核症。
原則禁忌
本剤の成分・ペニシリン系抗生剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー。
２．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，急性汎発性発疹性膿
疱症。
３．無顆粒球症，貧血（溶血性貧血含む），血小板減少等の重篤な血液
障害。
４．急性腎障害，間質性腎炎等の重篤な腎障害。
５．出血性大腸炎，偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（腹痛，
頻回の下痢）。
６．肝機能障害。
７．間質性肺炎，好酸球性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常，
好酸球増多等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
皮膚 発疹，掻痒感，蕁麻疹，多形紅斑
血液 好酸球増多，白血球減少
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇，ＬＡＰ上昇，ビリ
ルビン値上昇，γ－ＧＴＰ上昇，黄疸
消化器 下痢・軟便，悪心・嘔吐，腹部不快感，黒毛舌
中枢神経 痙攣等の神経症状
菌交代 口内炎，カンジダ症
その他 発熱，ビタミンＫ欠乏症状（低プロトロンビン血症，出血傾向
等），ビタミンＢ群欠乏症状（舌炎，口内炎，食欲不振，神経炎等）
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

セファゾリンナトリウム

セファゾリンＮａ点滴静注用１ｇバッグ「オー
ツカ」 （１ｇ１キット（生理食塩液１００ｍＬ
付））

内 注射 後発 流通

【YJコード】6132401G3079
【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】セファゾリンナトリウム
【先発品】セファメジンα点滴用キット１ｇ
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】505円/1kit
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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
適応症 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，糜爛・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
炎含む），中耳炎，副鼻腔炎，化膿性唾液腺炎
注意
咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，副鼻腔炎には，「抗微生物薬適
正使用の手引き」を参照，抗菌薬投与の必要性を判断し，適切な時に
投与。
【用法用量】成人　１日１ｇ　１日２回　分割　点滴静注。
小児　１日２０～４０ｍｇ／ｋｇ　１日２回　分割　点滴静注。
効果不十分時
成人　１日１．５～３ｇ，小児　１日５０ｍｇ／ｋｇ　１日３回　分割　投与。
重篤時
成人　１日５ｇ，小児　１日１００ｍｇ／ｋｇまで　分割　投与。
添付溶解液で用時溶解し　点滴静注。
注意
耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間にと
どめる。
溶解操作方法
１．使用時に外袋を開封。
２．本剤を展開。
３．溶解液部分を手で押して隔壁を開通させる。この操作を２～３回繰り
返して薬剤を溶解。
４．溶解を確認。開通確認シールをはがす。
溶解後は速やかに使用。

【禁忌】本剤の成分にショックの既往。
原則禁忌
本剤の成分・セフェム系抗生剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．ショック（０．１％未満）（不快感，口内異常感，喘鳴，眩暈，便意，耳
鳴，発汗等）。
２．アナフィラキシー様症状（呼吸困難，全身潮紅，血管浮腫，蕁麻疹
等）（０．１％未満）。
３．血液障害（汎血球減少（０．１％未満），無顆粒球症（０．１％未満）
（発熱，咽頭痛，頭痛，倦怠感等），溶血性貧血（０．１％未満）（発熱，ヘ
モグロビン尿，貧血症状等），血小板減少（０．１％未満）（点状出血，紫
斑等））。
４．肝障害（黄疸（０．１％未満），ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐの
上昇（各０．１～５％未満）等）。
５．急性腎不全等の重篤な腎障害（０．１％未満）。
６．偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（０．１％未満）（腹痛，
頻回の下痢）。
７．皮膚障害（皮膚粘膜眼症候群（０．１％未満），中毒性表皮壊死症
（０．１％未満））（発熱，頭痛，関節痛，皮膚・粘膜の紅斑・水疱，皮膚の
緊張感・灼熱感・疼痛等）。
８．間質性肺炎，ＰＩＥ症候群（各０．１％未満）等（発熱，咳嗽，呼吸困
難，胸部Ｘ線異常，好酸球増多等）。
９．痙攣等の神経症状（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満
過敏症 発疹，蕁麻疹，紅斑 掻痒，発熱，浮腫
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品
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セフォチアム塩酸塩

セフォチアム静注用１ｇバッグ「日医工」 （１
ｇ１キット（生理食塩液１００ｍＬ付））

内 注射 後発 流通

【YJコード】6132400G3040
【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】セフォチアム塩酸塩
【先発品】パンスポリン静注用１ｇバッグＳ
【メーカー】製)日医工ファーマ　販)日医工
【薬価】548円/1kit
【薬価収載日】2009/05/15
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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
適応症 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，骨髄炎，関節炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿
瘍含む），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，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
注意
扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍含む），急性気管支炎，副鼻腔炎
には，「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照，抗菌薬投与の必要性を
判断し，適切な時に投与。
【用法用量】成人　１日０．５～２ｇ　１日２～４回　分割　静注。
小児　１日４０～８０ｍｇ／ｋｇ　１日３～４回　分割　静注。
適宜増減。
成人の敗血症　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　１日１６０ｍｇ／ｋｇまで。
生食側を手で圧し，隔壁を開通させ溶解後，３０分～２時間で点滴静
注。
注意
１．高度の腎障害 投与量・投与間隔の調節等，慎重投与。
２．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。
注射液の調製法と調製時の注意
１．カバーシートをはがし，溶解液部分を手で押し隔壁を開通し，薬剤部
分と溶解液部分を交互に押し薬剤を溶解。
２．ショックを伴う接触蕁麻疹の可能性，調製時に手の腫脹・掻痒・発
赤，全身の発疹・掻痒，腹痛，悪心，嘔吐等の発現時，以後本剤との接
触を避ける。

【禁忌】本剤の成分にショックの既往。
原則禁忌
本剤の成分・セフェム系抗生剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー様症状（不快感，口内異常感，眩暈，便
意，耳鳴，発汗，喘鳴，呼吸困難，血管浮腫，全身の潮紅・蕁麻疹等）。
２．急性腎不全等の重篤な腎障害。
３．汎血球減少，無顆粒球症，顆粒球減少，溶血性貧血，血小板減少。
４．偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（腹痛，頻回の下痢）。
５．間質性肺炎，ＰＩＥ症候群等（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常，
好酸球増多等）。
６．皮膚粘膜眼症候群，中毒性表皮壊死症。
７．痙攣等の中枢神経症状。
８．肝炎（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の著しい上昇等），肝機能障害，黄
疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹，紅斑，掻痒，発熱，リンパ腺腫脹，関節痛
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナト
リウム

ワイスタール配合静注用１ｇ （（１ｇ）１瓶）
内 注射 後発 流通

【YJコード】6139500F2179
【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム
【先発品】スルペラゾン静注用１ｇ
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】304円/1V
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質
【区分】抗生剤

【一般名】セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム
【先発品】スルペラゾン静注用１ｇ
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】304円/1V
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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
適応症 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
注意
咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎には，「抗微生物薬適正使用の
手引き」を参照，抗菌薬投与の必要性を判断し，適切な時に投与。
【用法用量】成人　１日１～２ｇ　１日２回　分割　静注。
小児　１日４０～８０ｍｇ／ｋｇ　１日２～４回　分割　静注。
難治性・重症感染症
成人　１日４ｇまで増量　１日２回　分割　投与。
小児　１日１６０ｍｇ／ｋｇまで増量　１日２～４回　分割　投与。
静注時　緩徐に投与（注射用水，生食又はブドウ糖液に溶解）。
点滴静注時　補液に溶解（注射用水は溶液が等張にならないため使用
しない）。
注意
耐性菌の発現等を防ぐため，β－ラクタマーゼ産生菌，セフォペラゾン
耐性菌を確認し，必要最小限の期間にとどめる。

【禁忌】本剤の成分にショックの既往。
原則禁忌
本剤の成分・セフェム系抗生剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー様症状（呼吸困難等）。
２．急性腎不全等の重篤な腎障害。
３．偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（腹痛，頻回の下痢）。
４．間質性肺炎，ＰＩＥ症候群等（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常，
好酸球増多等）。
５．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
６．溶血性貧血，汎血球減少症，顆粒球減少（無顆粒球症含む），血小
板減少等の重篤な血液障害。
７．劇症肝炎等の重篤な肝炎，肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰ
Ｔ），Ａｌ－Ｐの上昇等），黄疸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹（斑状丘疹性皮疹等），掻痒，蕁麻疹，紅斑
血液 赤血球減少，血小板増多，白血球減少，好酸球増多，貧血
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，ビリルビンの上昇
消化器 下痢，軟便，悪心・嘔吐
中枢神経 痙攣
菌交代 口内炎，カンジダ症
その他 発熱，頭痛，血尿，ビタミンＫ欠乏症状（低プロトロンビン血症，
出血傾向等），ビタミンＢ群欠乏症状（舌炎，口内炎，食欲不振，神経炎
等），低血圧，血管炎，注射部静脈炎，注射部痛
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物

セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サ
ワイ」 （１００ｍｇ１錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】6132016F2038
【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物
【先発品】フロモックス錠１００ｍｇ
【メーカー】製)沢井製薬
【薬価】28円/1T
【薬価収載日】2009/05/15
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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・ビビア除く），
アクネ菌
適応症 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，乳腺炎，肛門
周囲膿瘍，咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍含む），
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，尿道炎，子宮頸管炎，胆嚢炎，胆管炎，バルトリン腺炎，子宮内感
染，子宮付属器炎，涙嚢炎，麦粒腫，瞼板腺炎，外耳炎，中耳炎，副鼻
腔炎，歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎
注意
咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍含む），急性気管支
炎，副鼻腔炎には，「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照，抗菌薬投
与の必要性を判断し，適切な時に投与。
【用法用量】成人　１回１００ｍｇ　１日３回　食後　内服。
適宜増減。
難治性・効果不十分時　１回１５０ｍｇ　１日３回　食後　内服。
注意
耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間にと
どめる。

■効能効果・用法用量

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品
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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・ビビア除く），
アクネ菌
適応症 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，乳腺炎，肛門
周囲膿瘍，咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍含む），
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，尿道炎，子宮頸管炎，胆嚢炎，胆管炎，バルトリン腺炎，子宮内感
染，子宮付属器炎，涙嚢炎，麦粒腫，瞼板腺炎，外耳炎，中耳炎，副鼻
腔炎，歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎
注意
咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍含む），急性気管支
炎，副鼻腔炎には，「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照，抗菌薬投
与の必要性を判断し，適切な時に投与。
【用法用量】成人　１回１００ｍｇ　１日３回　食後　内服。
適宜増減。
難治性・効果不十分時　１回１５０ｍｇ　１日３回　食後　内服。
注意
耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間にと
どめる。

【禁忌】本剤の成分にショックの既往。
原則禁忌
本剤の成分・セフェム系抗生剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（不快感，口内異常感，喘鳴，眩暈，便意，
耳鳴，発汗，呼吸困難，血圧低下等）。
２．急性腎障害等の重篤な腎障害。
３．無顆粒球症，血小板減少，溶血性貧血。
４．偽膜性大腸炎，出血性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（腹痛，
頻回の下痢）。
５．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，紅皮症（剥脱性皮膚
炎）。
６．間質性肺炎，好酸球性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難等）。
７．劇症肝炎等の重篤な肝炎，肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰ
Ｔ），Ａｌ－Ｐ等の上昇），黄疸。
８．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹，掻痒感，発赤，紅斑，腫脹，発熱，関節痛
（表終了）

■禁忌

■副作用

セフタジジム水和物

セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 （１ｇ１瓶）
内 注射 後発 流通

【YJコード】6132418F2129
【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】セフタジジム水和物
【先発品】モダシン静注用１ｇ
【メーカー】製)マイラン製薬　販)ファイザー
【薬価】378円/1V
【薬価収載日】2008/02/01
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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
ビア除く）
適応症 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
注意
咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍含む），急性気管支
炎，副鼻腔炎には，「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照，抗菌薬投
与の必要性を判断し，適切な時に投与。
【用法用量】成人　１日１～２ｇ　１日２回　分割　静注。
難治性・重症感染症 １日４ｇまで増量　１日２～４回　分割　投与。
小児　１日４０～１００ｍｇ／ｋｇ　１日２～４回　分割　静注。
難治性・重症感染症 １日１５０ｍｇ／ｋｇまで増量　１日２～４回　分割
投与。
未熟児・新生児
生後０～３日齢　１回２０ｍｇ／ｋｇ　１日２～３回　静注。
生後４日齢以降　１回２０ｍｇ／ｋｇ　１日３～４回　静注。
難治性・重症感染症 １日１５０ｍｇ／ｋｇまで増量　１日２～４回　分割
投与。
静注時　緩徐に投与（注射用水，生食又はブドウ糖液に溶解）。
３０分～２時間かけ　点滴静注もできる（糖液，電解質液又はアミノ酸製
剤等の補液に加える）。
注意
１．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。
２．腎機能障害 血中濃度半減期が延長，尿中排泄率の低下があり，血
中濃度が増大，投与量・投与間隔の調節が必要。
下表は投与例（外国）
（表開始）
腎機能検査値 腎機能検査値 投与法 投与法
クレアチニンクリアランス （ｍＬ／分） 血清クレアチニン （ｍｇ／ｄＬ） １回
量 （ｇ） 投与間隔 （時間）
５０～３１ １．７～２．３ １ １２
３０～１６ ２．３～４ １ ２４
１５～６ ４～５．６ ０．５ ２４
＜５ ＞５．６ ０．５ ４８
（表終了）
注射液の調製法
溶解補助剤で乾燥炭酸ナトリウム配合のため溶解時に炭酸ガスが発生
しバイアル内が陽圧となるので，２段階で調製。下記溶解液量をバイア
ルに注入溶解し，静注時に下記投与液量に希釈。
（表開始）
溶解液 溶解液量 投与液量
注射用水 生食 ５％ブドウ糖液 ５ｍＬ ２０ｍＬ
（表終了）

■効能効果・用法用量

未熟児・新生児
生後０～３日齢　１回２０ｍｇ／ｋｇ　１日２～３回　静注。
生後４日齢以降　１回２０ｍｇ／ｋｇ　１日３～４回　静注。
難治性・重症感染症 １日１５０ｍｇ／ｋｇまで増量　１日２～４回　分割
投与。
静注時　緩徐に投与（注射用水，生食又はブドウ糖液に溶解）。
３０分～２時間かけ　点滴静注もできる（糖液，電解質液又はアミノ酸製
剤等の補液に加える）。
注意
１．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。
２．腎機能障害 血中濃度半減期が延長，尿中排泄率の低下があり，血
中濃度が増大，投与量・投与間隔の調節が必要。
下表は投与例（外国）
（表開始）
腎機能検査値 腎機能検査値 投与法 投与法
クレアチニンクリアランス （ｍＬ／分） 血清クレアチニン （ｍｇ／ｄＬ） １回
量 （ｇ） 投与間隔 （時間）
５０～３１ １．７～２．３ １ １２
３０～１６ ２．３～４ １ ２４
１５～６ ４～５．６ ０．５ ２４
＜５ ＞５．６ ０．５ ４８
（表終了）
注射液の調製法
溶解補助剤で乾燥炭酸ナトリウム配合のため溶解時に炭酸ガスが発生
しバイアル内が陽圧となるので，２段階で調製。下記溶解液量をバイア
ルに注入溶解し，静注時に下記投与液量に希釈。
（表開始）
溶解液 溶解液量 投与液量
注射用水 生食 ５％ブドウ糖液 ５ｍＬ ２０ｍＬ
（表終了）

【禁忌】本剤の成分にショックの既往。
原則禁忌
本剤の成分・セフェム系抗生剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（不快感，口内異常感，喘鳴，眩暈，便意，
耳鳴，発汗，気管支痙攣，呼吸困難，顔面潮紅，血管浮腫等）。
２．急性腎障害等の重篤な腎障害。
３．汎血球減少，無顆粒球症，溶血性貧血，血小板減少。
４．偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（腹痛，頻回の下痢）。
５．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
６．間質性肺炎，ＰＩＥ症候群等（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常，
好酸球増多等）。
７．急性肝炎（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ等の著しい上昇），
肝機能障害，黄疸。
８．精神神経症状（脳症，昏睡，意識障害，痙攣，振戦，ミオクローヌス
等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，発熱，蕁麻疹，紅斑，掻痒
（表終了）

■禁忌

■副作用

セフポドキシム　プロキセチル

バナン錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】6132011F1080
【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】セフポドキシム　プロキセチル
【メーカー】製)第一三共　販)グラクソ・スミスクライン
【薬価】67円/1T
【薬価収載日】2008/12/19
【標榜薬効】セフェム系抗生物質
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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，プロテウス属，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
適応症 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，乳腺炎，肛門周囲膿瘍，咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃
周囲炎，扁桃周囲膿瘍含む），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，尿道炎，バルトリン腺炎，中耳炎，副
鼻腔炎，歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎
注意
咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍含む），急性気管支
炎，副鼻腔炎には，「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照，抗菌薬投
与の必要性を判断し，適切な時に投与。
【用法用量】成人　１回１００ｍｇ　１日２回　食後　内服。
適宜増減。
重症・効果不十分時　１回２００ｍｇ　１日２回　食後　内服。
注意
１．高度の腎障害 投与量・投与間隔の調節等，慎重投与。
２．感受性を確認し，必要最小限の期間にとどめる（耐性菌の発現等を
防ぐ）。

■効能効果・用法用量

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品
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【用法用量】成人　１回１００ｍｇ　１日２回　食後　内服。
適宜増減。
重症・効果不十分時　１回２００ｍｇ　１日２回　食後　内服。
注意
１．高度の腎障害 投与量・投与間隔の調節等，慎重投与。
２．感受性を確認し，必要最小限の期間にとどめる（耐性菌の発現等を
防ぐ）。

【禁忌】本剤の成分にショックの既往。
原則禁忌
本剤の成分・セフェム系抗生剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（血圧低下，不快感，口内異常感，喘鳴，
眩暈，便意，耳鳴，発汗，発疹等）。
２．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
３．偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（腹痛，頻回の下痢）。
４．急性腎障害等の重篤な腎障害。
５．間質性肺炎，ＰＩＥ症候群（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常，好
酸球増多等）。
６．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ上昇等），黄疸。
７．血小板減少。
重大な副作用（類薬）
１．汎血球減少症，無顆粒球症，溶血性貧血（他のセフェム系抗生剤）。
２．痙攣等の神経症状（他のセフェム系抗生剤）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～１％未満 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 発疹 蕁麻疹，紅斑，掻痒，発熱 リンパ腺腫脹，関節痛
（表終了）

■禁忌

■副作用

セフメタゾールナトリウム

セフメタゾールナトリウム静注用１ｇ「日医
工」 （１ｇ１瓶）

内 注射 後発 流通

【YJコード】6132408F3172
【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】セフメタゾールナトリウム
【先発品】セフメタゾン静注用１ｇ
【メーカー】製)日医工ファーマ　販)日医工
【薬価】246円/1V
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】セファマイシン系抗生物質
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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・ビビア除く）
適応症 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
注意
急性気管支炎には，「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照，抗菌薬
投与の必要性を判断し，適切な時に投与。
【用法用量】成人　１日１～２ｇ　１日２回　分割　静注・点滴静注。
小児　１日２５～１００ｍｇ／ｋｇ　１日２～４回　分割　静注・点滴静注。
難治性・重症感染症
成人　１日４ｇ，小児　１日１５０ｍｇ／ｋｇまで増量　１日２～４回　分割
投与。
静注時　緩徐に投与（１ｇあたり注射用水，生食又はブドウ糖液１０ｍＬ
に溶解）。補液に加え点滴静注もできる。
注意
１．高度の腎障害 投与量・投与間隔の調節等，慎重投与。
２．感受性を確認し，必要最小限の期間にとどめる（耐性菌の発現等を
防ぐ）。

【禁忌】本剤の成分にショックの既往。
原則禁忌
本剤の成分・セフェム系抗生剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（不快感，口内異常感，喘鳴，眩暈，便意，
耳鳴，発汗等）。
２．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
３．急性腎不全等の重篤な腎障害（ＢＵＮ・血中クレアチニン上昇等）。
４．肝炎（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の著しい上昇等），肝機能障害，黄
疸。
５．無顆粒球症，溶血性貧血，血小板減少。
６．偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（腹痛，頻回の下痢）。
７．間質性肺炎，ＰＩＥ症候群（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常，好
酸球増多等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒，蕁麻疹，紅斑，発熱
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

３．急性腎不全等の重篤な腎障害（ＢＵＮ・血中クレアチニン上昇等）。
４．肝炎（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の著しい上昇等），肝機能障害，黄
疸。
５．無顆粒球症，溶血性貧血，血小板減少。
６．偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（腹痛，頻回の下痢）。
７．間質性肺炎，ＰＩＥ症候群（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常，好
酸球増多等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒，蕁麻疹，紅斑，発熱
（表終了）

タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリ
ウム

タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５「ニプ
ロ」 （（４．５ｇ）１キット（生理食塩液１００ｍＬ
付））

内 注射 後発 流通

【YJコード】6139505G1049
【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム
【先発品】ゾシン配合点滴静注用バッグ４．５
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】1123円/1kit
【薬価収載日】2015/12/11
【標榜薬効】β－ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
【区分】抗生剤

【効能効果】１．一般感染症
適応菌種 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・ディフィシル除く），バクテロイ
デス属，プレボテラ属
適応症 敗血症，深在性皮膚感染症，糜爛・潰瘍の二次感染，肺炎，腎
盂腎炎，複雑性膀胱炎，腹膜炎，腹腔内膿瘍，胆嚢炎，胆管炎
２．発熱性好中球減少症
注意
１．感受性を確認し，β－ｌａｃｔａｍａｓｅの関与が考えられ，本剤に感性
の起炎菌による中等症以上の感染症に投与。
２．発熱性好中球減少症
（１）．下記の２条件を満たす患者に投与。
［１］．１回の検温で３８℃以上の発熱，又は１時間以上持続する３７．
５℃以上の発熱。
［２］．好中球数が５００／ｍｍ３未満の時，又は１０００／ｍｍ３未満で５
００／ｍｍ３未満に減少することが予測される時。
（２）．発熱性好中球減少症には，国内外のガイドライン等を参照し，治
療に熟知した医師のもとで，適切と判断される患者にのみ実施。
（３）．発熱性好中球減少症には，投与前に血液培養等の検査を実施。
起炎菌の判明時，投与継続の必要性を検討。
（４）．発熱性好中球減少症では，投与の開始時期の指標である好中球
数が緊急時等で確認できない時は，白血球数の半数を好中球数として
推定。
【用法用量】１．一般感染症
（１）．敗血症，肺炎，腹膜炎，腹腔内膿瘍，胆嚢炎，胆管炎
成人　１回４．５ｇ　１日３回　点滴静注。肺炎の時　１日４回まで。
小児　１回１１２．５ｍｇ／ｋｇ　１日３回　点滴静注・静注。
適宜減量。１回４．５ｇまで。
（２）．深在性皮膚感染症，糜爛・潰瘍の二次感染
成人　１回４．５ｇ　１日３回　点滴静注。
（３）．腎盂腎炎，複雑性膀胱炎
成人　１回４．５ｇ　１日２回　点滴静注。１日３回まで。
小児　１回１１２．５ｍｇ／ｋｇ　１日２回　点滴静注。
１日３回まで。適宜減量。１回４．５ｇまで。
２．発熱性好中球減少症
成人　１回４．５ｇ　１日４回　点滴静注。
注意
１．肺炎の１日４回投与は，重症・難治の市中肺炎，院内肺炎のうち１日
４回投与が必要な患者を選択し使用。
２．投与期間 成人の腎盂腎炎，複雑性膀胱炎は５日間，深在性皮膚感
染症，糜爛・潰瘍の二次感染，市中肺炎，腹膜炎，腹腔内膿瘍，胆嚢
炎，胆管炎，発熱性好中球減少症，小児の腎盂腎炎，複雑性膀胱炎は
１４日間，敗血症，院内肺炎は２１日間を目安。耐性菌の発現等を防ぐ
ため，必要最小限の期間にとどめる。
３．腎機能障害 血漿半減期の遅延・ＡＵＣの増加があり，血中濃度が増
大，投与量，投与間隔の調節が必要。

【禁忌】１．本剤の成分・ペニシリン系抗生剤に過敏症の既往。
２．伝染性単核球症。

■効能効果・用法用量

■禁忌

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品
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２．伝染性単核球症。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（呼吸困難，喘息様発作，掻痒等）。
２．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，急性汎発性発疹性膿
疱症。
３．劇症肝炎等の重篤な肝炎，肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）
の上昇等），黄疸。
４．急性腎障害，間質性腎炎等の重篤な腎障害。
５．汎血球減少症，無顆粒球症，血小板減少症，溶血性貧血（発熱，咽
頭痛，皮下・粘膜出血，貧血，黄疸等）。
６．偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（腹痛，頻回の下痢）。
７．間質性肺炎，ＰＩＥ症候群等（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常，
好酸球増多等）。
８．横紋筋融解症（急激な腎機能悪化を伴う）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（Ｃ
ＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグロビン上昇）。
９．薬剤性過敏症症候群（発疹，発熱，肝機能障害，リンパ節腫脹，白
血球増加，好酸球増多，異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過
敏症状），ヒトヘルペスウイルス６等のウイルスの再活性化。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹，発赤，紅斑，掻痒，発熱，潮紅，浮腫，水疱性皮
膚炎
血液 好酸球増多，白血球減少，好中球減少，顆粒球減少，単球減少，
血小板減少，貧血，赤血球減少，ヘマトクリット減少，好中球増多，リン
パ球増多，単球増多，血小板増多，出血傾向（紫斑，鼻出血，出血時間
延長含む）
肝臓 ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，γ－ＧＴＰ上昇，ＬＤＨ上昇，
Ａｌ－Ｐ上昇，ビリルビン上昇
消化器 下痢，軟便，悪心，嘔吐，食欲不振，便秘，腹部不快感，腹痛，
白色便，口内炎，口唇炎，胸やけ，腹部膨満感，下血
中枢神経 痙攣等の神経症状
菌交代症 カンジダ症
ビタミン欠乏症 ビタミンＫ欠乏症状（低プロトロンビン血症，出血傾向
等），ビタミンＢ群欠乏症状（舌炎，口内炎，食欲不振，神経炎等）
その他 意識レベル低下，眩暈，不眠，頭痛，関節痛，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，
クレアチニン上昇，ＢＵＮ上昇，アンモニア上昇，低カリウム血症，クロー
ル減少，蛋白尿，尿中ブドウ糖陽性，尿中ウロビリン陽性，動悸，発汗，
胸内苦悶感，胸部痛，背部異常感，悪寒，総蛋白減少，アルブミン低
下，血糖値低下
（表終了）

■副作用

ドリペネム水和物

フィニバックス点滴静注用０．２５ｇ （２５０ｍ
ｇ１瓶）

内 注射 流通

【YJコード】6139402D1032
【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】ドリペネム水和物
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】1100円/1V
【薬価収載日】2011/11/28
【標榜薬効】カルバペネム系抗生物質製剤
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 ブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌
属（エンテロコッカス・フェシウム除く），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，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，バクテロイデス属，プレボテラ属
適応症
（１）．敗血症，感染性心内膜炎
（２）．深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節炎
（３）．外傷・熱傷及び手術創等の二次感染
（４）．骨髄炎，関節炎
（５）．咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍含む）
（６）．肺炎，肺膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の二次感染
（７）．複雑性膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性症，慢性症），精巣上
体炎（副睾丸炎）
（８）．腹膜炎，腹腔内膿瘍
（９）．胆嚢炎，胆管炎，肝膿瘍
（１０）．子宮内感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織炎
（１１）．化膿性髄膜炎
（１２）．眼窩感染，角膜炎（角膜潰瘍含む），眼内炎（全眼球炎含む）
（１３）．中耳炎
（１４）．顎骨周辺の蜂巣炎，顎炎
注意
咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍含む）には，「抗微
生物薬適正使用の手引き」を参照，抗菌薬投与の必要性を判断し，適
切な時に投与。
【用法用量】成人　１回０．２５ｇ　１日２～３回　３０分以上かけ　点滴静
注。
適宜増減。
重症・難治性感染症 成人　１回０．５ｇ　１日３回。増量時　１回１ｇ　１日
３ｇまで。
小児　１回２０ｍｇ／ｋｇ　１日３回　３０分以上かけ　点滴静注。
適宜増減。
重症・難治性感染症 小児　１回４０ｍｇ／ｋｇ　１回１ｇまで。
注意
１．高度の腎障害 減量か，投与間隔をあけて投与。
腎機能障害 下表を目安に投与量調節。
腎機能正常者の１日量に対応するＣｃｒ別の１日量の目安
（表開始）
Ｃｃｒ （ｍＬ／分） 腎機能正常者（７０≦Ｃｃｒ）の１日量に対応する１日量
腎機能正常者（７０≦Ｃｃｒ）の１日量に対応する１日量 腎機能正常者（７
０≦Ｃｃｒ）の１日量に対応する１日量 腎機能正常者（７０≦Ｃｃｒ）の１日
量に対応する１日量
Ｃｃｒ （ｍＬ／分） ０．２５ｇ×２回 ０．２５ｇ×３回 ０．５ｇ×３回 １ｇ×３回
５０≦Ｃｃｒ＜７０ ０．２５ｇ×２回 ０．２５ｇ×２～３回 ０．５ｇ×２～３回 １ｇ
×２回※１
３０≦Ｃｃｒ＜５０ ０．２５ｇ×２回 ０．２５ｇ×２回 ０．２５ｇ×３回又は０．５
ｇ×２回 ０．５ｇ×３回
Ｃｃｒ＜３０ ０．２５ｇ×２回※２ ０．２５ｇ×２回※２ ０．２５ｇ×２回※２ ０．
２５ｇ×３回※２
（表終了）
Ｃｃｒ クレアチニンクリアランス
※１ １ｇ×３回投与は避ける
※２ 低体重患者では慎重投与
２．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。
３．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
他剤に切りかえを検討。
注射液の調製法
生食１００ｍＬを用いて，よく振盪して溶解。注射用水は溶液が等張にな
らないため使用しない。Ｌ－システイン及びＬ－シスチン含有のアミノ酸
製剤は力価が低下，配合しない。

■効能効果・用法用量

切な時に投与。
【用法用量】成人　１回０．２５ｇ　１日２～３回　３０分以上かけ　点滴静
注。
適宜増減。
重症・難治性感染症 成人　１回０．５ｇ　１日３回。増量時　１回１ｇ　１日
３ｇまで。
小児　１回２０ｍｇ／ｋｇ　１日３回　３０分以上かけ　点滴静注。
適宜増減。
重症・難治性感染症 小児　１回４０ｍｇ／ｋｇ　１回１ｇまで。
注意
１．高度の腎障害 減量か，投与間隔をあけて投与。
腎機能障害 下表を目安に投与量調節。
腎機能正常者の１日量に対応するＣｃｒ別の１日量の目安
（表開始）
Ｃｃｒ （ｍＬ／分） 腎機能正常者（７０≦Ｃｃｒ）の１日量に対応する１日量
腎機能正常者（７０≦Ｃｃｒ）の１日量に対応する１日量 腎機能正常者（７
０≦Ｃｃｒ）の１日量に対応する１日量 腎機能正常者（７０≦Ｃｃｒ）の１日
量に対応する１日量
Ｃｃｒ （ｍＬ／分） ０．２５ｇ×２回 ０．２５ｇ×３回 ０．５ｇ×３回 １ｇ×３回
５０≦Ｃｃｒ＜７０ ０．２５ｇ×２回 ０．２５ｇ×２～３回 ０．５ｇ×２～３回 １ｇ
×２回※１
３０≦Ｃｃｒ＜５０ ０．２５ｇ×２回 ０．２５ｇ×２回 ０．２５ｇ×３回又は０．５
ｇ×２回 ０．５ｇ×３回
Ｃｃｒ＜３０ ０．２５ｇ×２回※２ ０．２５ｇ×２回※２ ０．２５ｇ×２回※２ ０．
２５ｇ×３回※２
（表終了）
Ｃｃｒ クレアチニンクリアランス
※１ １ｇ×３回投与は避ける
※２ 低体重患者では慎重投与
２．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。
３．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
他剤に切りかえを検討。
注射液の調製法
生食１００ｍＬを用いて，よく振盪して溶解。注射用水は溶液が等張にな
らないため使用しない。Ｌ－システイン及びＬ－シスチン含有のアミノ酸
製剤は力価が低下，配合しない。

【禁忌】１．本剤の成分にショックの既往。
２．バルプロ酸ナトリウムの投与患者。
原則禁忌
本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．ショック（頻度不明），アナフィラキシー（０．１％未満）（不快感，口内
異常感，喘鳴，眩暈，便意，耳鳴，発汗等）。
２．偽膜性大腸炎（０．１～１％未満）等の血便を伴う重篤な大腸炎（腹
痛，頻回の下痢）。
３．肝機能障害（０．１～１％未満），黄疸（０．１％未満）。
４．急性腎障害（０．１～１％未満）等の重篤な腎障害。
５．汎血球減少症（０．１％未満），無顆粒球症（頻度不明），白血球減少
（０．１％未満），血小板減少（０．１～１％未満）。
６．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群（頻度不明）。
７．間質性肺炎（０．１％未満）（発熱，咳嗽，呼吸困難等）。
８．痙攣（０．１～１％未満），意識障害（頻度不明）等の中枢神経症状。
重大な副作用（類薬）
１．溶血性貧血（他のカルバペネム系抗生剤）。
２．肺好酸球増加症（ＰＩＥ症候群）（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異
常，好酸球増多等）（他のカルバペネム系抗生剤）。
３．血栓性静脈炎（他のカルバペネム系抗生剤）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 ０．５～５％未満 ０．５％未満 頻度不明
過敏症  発疹 掻痒，発熱，発赤，蕁麻疹
血液  顆粒球減少，血小板増多，好酸球増多 貧血（赤血球減少，ヘモ
グロビン減少，ヘマトクリット減少），血小板減少，好塩基球増多
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇 ＬＤＨ上昇，Ａｌ－Ｐ上昇，γ－
ＧＴＰ上昇，ＬＡＰ上昇，ビリルビン上昇
腎臓   ＢＵＮ上昇，血清クレアチニン上昇
消化器  下痢 嘔気，嘔吐，胃不快感，腹痛，食欲不振
精神神経系   しびれ感，振戦
菌交代症   口内炎，カンジダ症
ビタミン欠乏症   ビタミンＢ群欠乏症状（舌炎，口内炎，食欲不振，神経
炎等） ビタミンＫ欠乏症状（低プロトロンビン血症，出血傾向等）
その他  血清カリウム上昇 頭痛，倦怠感，ほてり，注射部位血管痛，電
解質異常（血清カリウム，血清ナトリウム，血清クロール）
（表終了）

■禁忌

■副作用

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品

- 146 -

タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５「ニプロ」 フィニバックス点滴静注用０．２５ｇ



ピペラシリンナトリウム

ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「日医工」
（２ｇ１瓶）

内 注射 後発 流通

【YJコード】6131403D2213
【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】ピペラシリンナトリウム
【先発品】ピペユンシン注射用２ｇ，ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「ＣＨＭ」，ピペ
ラシリンＮａ注射用２ｇ「サワイ」，ピペラシリンＮａ注射用２ｇ「テバ」，ピペラシ
リンＮａ注用２ｇ「トーワ」，ペントシリン注射用２ｇ
【メーカー】製)日医工
【薬価】224円/1V
【薬価収載日】2012/06/01
【標榜薬効】合成ペニシリン製剤
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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
除く）
適応症 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，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
注意
急性気管支炎には，「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照，抗菌薬
投与の必要性を判断し，適切な時に投与。
【用法用量】成人　１日２～４ｇ　１日２～４回　分割　静注・筋注。
難治性・重症感染症
１回４ｇ　１日４回まで増量　静注。
小児　１日５０～１２５ｍｇ／ｋｇ　１日２～４回　分割　静注。
難治性・重症感染症
１日３００ｍｇ／ｋｇまで増量　１日３回　分割　静注。１回４ｇまで。
注意
１．高度の腎障害 投与量・投与間隔の調節等，慎重投与。
２．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。
注射液の調製法
静注時　緩徐に注射（注射用水，生食又はブドウ糖液に溶解）。
点滴静注時　１～４ｇ（１００～５００ｍＬの補液に溶解）。
筋注時　１ｇをリドカイン注射液（０．５ｗ／ｖ％）３ｍＬに溶解。
点滴静注時　注射用水を使用しない（溶液が等張にならないため）。

【禁忌】１．本剤の成分にショックの既往。
２．伝染性単核球症。
原則禁忌
本剤の成分・ペニシリン系抗生剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（呼吸困難，掻痒等）。
２．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，急性汎発性発疹性膿
疱症。
３．急性腎不全，間質性腎炎等の重篤な腎障害。
４．汎血球減少症，無顆粒球症，血小板減少，溶血性貧血。
５．偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（腹痛，頻回の下痢）。
６．間質性肺炎，ＰＩＥ症候群等（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常，
好酸球増多等）。
７．横紋筋融解症（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグ
ロビン上昇），急性腎不全。
８．肝機能障害，黄疸。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ホスホマイシンカルシウム水和物

ホスミシン錠５００ （５００ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】6135001F2025
【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ
【薬価】62.9円/1T
【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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
適応症 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
注意
感染性腸炎，副鼻腔炎には，「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照，
抗菌薬投与の必要性を判断し，適切な時に投与。
【用法用量】成人　１日２～３ｇ　１日３～４回　分割　内服。
小児　１日４０～１２０ｍｇ／ｋｇ　１日３～４回　分割　内服。
適宜増減。
注意
耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間にと
どめる。

■効能効果・用法用量

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
適応症 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
注意
感染性腸炎，副鼻腔炎には，「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照，
抗菌薬投与の必要性を判断し，適切な時に投与。
【用法用量】成人　１日２～３ｇ　１日３～４回　分割　内服。
小児　１日４０～１２０ｍｇ／ｋｇ　１日３～４回　分割　内服。
適宜増減。
注意
耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間にと
どめる。

【副作用】重大な副作用
偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（０．１％未満）（腹痛，頻回
の下痢）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１％未満
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，ＬＤＨの上昇等の肝機能異常
（表終了）

■副作用

ホスホマイシンナトリウム

ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」 （２ｇ１
瓶）

内 注射 流通

【YJコード】6135400F3208
【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】ホスホマイシンナトリウム
【メーカー】製)ニプロ
【薬価】847円/1V
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】ホスホマイシン系抗生物質
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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
適応症 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
注意
急性気管支炎には，「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照，抗菌薬
投与の必要性を判断し，適切な時に投与。
【用法用量】点滴静注 １００～５００ｍＬ補液に溶解。
成人　１日２～４ｇ　１日２回　分割　１～２時間かけ　点滴静注。
小児　１日１００～２００ｍｇ／ｋｇ　１日２回　分割　１～２時間かけ　点滴
静注。
静注 注射用水又はブドウ糖液を用い，１～２ｇを２０ｍＬに溶解。
成人　１日２～４ｇ　１日２～４回　分割　５分以上かけ　ゆっくり静注。
小児　１日１００～２００ｍｇ／ｋｇ　１日２～４回　分割　５分以上かけ
ゆっくり静注。
いずれも適宜増減。
注意
耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間にと
どめる。

【禁忌】ホスホマイシンに過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（胸内苦悶，呼吸困難，血圧低下，チア
ノーゼ，蕁麻疹，不快感等）。
２．偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（腹痛，頻回の下痢）。
３．汎血球減少，無顆粒球症，血小板減少。
４．肝機能障害，黄疸。
５．痙攣。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
皮膚 発疹，紅斑，蕁麻疹，掻痒感
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品
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ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「日医工」 ホスホマイシンＮａ静注用２ｇ「ＮＰ」



メロペネム水和物

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ファイザー」
（５００ｍｇ１瓶）

内 注射 後発 流通

【YJコード】6139400D2129
【薬効分類】６．１．３　主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
【一般名】メロペネム水和物
【先発品】メロペン点滴用バイアル０．５ｇ
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】581円/1V
【薬価収載日】2011/06/24
【標榜薬効】カルバペネム系抗生物質
【区分】抗生剤

【効能効果】１．一般感染症
適応菌種 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
適応症 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
眼球炎含む），中耳炎，副鼻腔炎，顎骨周辺の蜂巣炎，顎炎
２．発熱性好中球減少症
注意
１．一般感染症
扁桃炎（扁桃周囲膿瘍含む），副鼻腔炎には，「抗微生物薬適正使用の
手引き」を参照，抗菌薬投与の必要性を判断し，適切な時に投与。
２．発熱性好中球減少症
（１）．下記の２条件を満たす症例に投与。
［１］．１回の検温で３８℃以上の発熱，又は１時間以上持続する３７．
５℃以上の発熱。
［２］．好中球数が５００／ｍｍ３未満の時，又は１０００／ｍｍ３未満で５
００／ｍｍ３未満に減少することが予測される時。
（２）．発熱性好中球減少症には，国内外のガイドライン等を参照し，治
療に熟知した医師のもとで，適切と判断される症例にのみ実施。
（３）．発熱性好中球減少症には，投与前に血液培養等の検査を実施。
起炎菌の判明時，投与継続の必要性を検討。
（４）．発熱性好中球減少症では，投与の開始時期の指標である好中球
数が緊急時等で確認できない時は，白血球数の半数を好中球数として
推定。
【用法用量】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
中止又は他剤に切りかえを検討。
１．一般感染症
（１）．化膿性髄膜炎以外の一般感染症
成人　１日０．５～１ｇ　１日２～３回　分割　３０分以上かけ　点滴静注。
適宜増減。
重症・難治性感染症 １回１ｇ　１日３ｇまで。
小児　１日３０～６０ｍｇ／ｋｇ　１日３回　分割　３０分以上かけ　点滴静
注。適宜増減。
重症・難治性感染症 １日１２０ｍｇ／ｋｇまで，１日最大３ｇ。
（２）．化膿性髄膜炎
成人　１日６ｇ　１日３回　分割　３０分以上かけ　点滴静注。適宜減量。
小児　１日１２０ｍｇ／ｋｇ　１日３回　分割　３０分以上かけ　点滴静注。
適宜減量。１日６ｇまで。
２．発熱性好中球減少症
成人　１日３ｇ　１日３回　分割　３０分以上かけ　点滴静注。
小児　１日１２０ｍｇ／ｋｇ　１日３回　分割　３０分以上かけ　点滴静注。１
日３ｇまで。
注意
１．腎障害 下表を目安に投与量・投与間隔を調節。
Ｃｃｒ※が５０ｍＬ／分以下の腎障害（成人）の投与量，投与間隔の目安
（表開始）
Ｃｃｒ（ｍＬ／分） 投与量，投与間隔
２６～５０ １回量を減量せず１２時間ごとに投与
１０～２５ １回量を１／２に減量し１２時間ごとに投与
＜１０ １回量を１／２に減量し２４時間ごとに投与
（表終了）
※クレアチニンクリアランス
血液透析日には，透析終了後に投与（本剤は血液透析・血液ろ過によ
り除去される）。
２．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。

【禁忌】１．本剤の成分にショックの既往。
２．バルプロ酸ナトリウムの投与患者。
原則禁忌
本剤の成分に過敏症の既往。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（呼吸困難，不快感，口内異常感，喘鳴，
眩暈，便意，耳鳴，発汗，全身潮紅，血管浮腫，蕁麻疹等）。
２．急性腎障害等の重篤な腎障害。
３．劇症肝炎等の重篤な肝炎，肝機能障害，黄疸。
４．偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（腹痛，頻回の下痢）。
５．間質性肺炎，ＰＩＥ症候群（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常，好
酸球増多等）。
６．痙攣，意識障害等の中枢神経症状。
７．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
８．汎血球減少，無顆粒球症，溶血性貧血，白血球減少，血小板減少。
９．血栓性静脈炎。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，発熱，蕁麻疹，紅斑，掻痒，発赤，熱感
血液 顆粒球減少，好酸球増多，血小板減少・増多，赤血球減少，ヘモ
グロビンの減少，好塩基球増多，リンパ球増多，好中球増多，単球増
多，ヘマトクリットの減少，異型リンパ球出現
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），ＬＤＨ，Ａｌ－Ｐ，ＬＡＰ，γ－ＧＴＰ，ビリ
ルビン，尿ウロビリノーゲンの上昇，黄疸，コリンエステラーゼ低下
腎臓 ＢＵＮ，クレアチニンの上昇，尿中β２－マイクログロブリンの上
昇，尿蛋白陽性
消化器 下痢，嘔気，嘔吐，腹痛，食欲不振
菌交代症 口内炎，カンジダ症
ビタミン欠乏症 ビタミンＫ欠乏症状（低プロトロンビン血症，出血傾向
等），ビタミンＢ群欠乏症状（舌炎，口内炎，食欲不振，神経炎等）
その他 血清カリウム上昇，頭痛，倦怠感，不穏，血清ナトリウム低下，
血清カリウム低下，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，トリグリセリド増加，胸部不快感，
血中尿酸減少・増加，注射部位反応（炎症，疼痛，硬結等），ミオクロー
ヌス，せん妄
（表終了）

■副作用

６．１．４　主としてグラム陽性菌，マイコプラ
ズマに作用するもの

アジスロマイシン水和物

ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２ｇ （２
ｇ１瓶）

内 内服 流通

【YJコード】6149004R1024
【薬効分類】６．１．４　主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するも
の
【一般名】アジスロマイシン水和物
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】2020円/1V
【薬価収載日】2009/03/13
【標榜薬効】１５員環マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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，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
適応症 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，尿道炎，子宮頸管炎，副鼻腔炎，歯周組
織炎，歯冠周囲炎，顎炎
【用法用量】成人　１回２ｇ　空腹時　内服（用時水で懸濁）。
注意
１．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認。
２．外国の臨床成績より，２ｇを単回内服で，感受性菌に有効な組織内
濃度が約７日間持続，治療に必要な投与回数は１回。
３．食後２時間以上の空腹時に服用。服用後は，次の食事を２時間以上
控える。
４．容器の目盛りを目安に適量の水（約６０ｍＬ）で十分に振盪後，速や
かに服用。また，完全に服用。
５．４日目以降でも臨床症状の不変又は悪化時は，医師の判断で他剤
に変更。尿道炎，子宮頸管炎では１回投与後２～４週間は経過観察し，
効果を判定。細菌学的検査結果，臨床症状から効果がなければ医師の
判断で他剤に変更。
６．抗菌薬は，指示通り正しく服用しなかった時，初期治療の有効性が
低下し，原因菌の薬剤耐性化がおこり易くなり，本剤のみならずその他
の抗菌薬による治療にも反応しなくなる可能性を指導。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．ショック（頻度不明），アナフィラキシー（頻度不明）（呼吸困難，喘鳴，
血管浮腫等）。
２．中毒性表皮壊死融解症（頻度不明），皮膚粘膜眼症候群（頻度不
明），急性汎発性発疹性膿疱症（頻度不明）。
３．薬剤性過敏症症候群（頻度不明）（発疹，発熱，肝機能障害，リンパ
節腫脹，白血球増加，好酸球増多，異型リンパ球出現等を伴う遅発性
の重篤な過敏症状），ヒトヘルペスウイルス６等のウイルスの再活性
化。
４．肝炎（頻度不明），肝機能障害（頻度不明），黄疸（頻度不明），肝不
全（頻度不明）。
５．急性腎不全（頻度不明）（乏尿等，血中クレアチニン値上昇等の腎機
能低下）。
６．偽膜性大腸炎（頻度不明），出血性大腸炎（頻度不明）等の重篤な
大腸炎（腹痛，頻回の下痢，血便等）。
７．間質性肺炎（頻度不明），好酸球性肺炎（頻度不明）（発熱，咳嗽，呼
吸困難，胸部Ｘ線異常，好酸球増多等）。
８．ＱＴ延長（頻度不明），心室性頻脈（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む）
（頻度不明）。
９．白血球減少（０．１％），顆粒球減少（頻度不明），血小板減少（頻度
不明）。
１０．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇等），急性腎不全。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品

- 148 -

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ファイザー」 ジスロマックＳＲ成人用ドライシロップ２ｇ



【副作用】重大な副作用
１．ショック（頻度不明），アナフィラキシー（頻度不明）（呼吸困難，喘鳴，
血管浮腫等）。
２．中毒性表皮壊死融解症（頻度不明），皮膚粘膜眼症候群（頻度不
明），急性汎発性発疹性膿疱症（頻度不明）。
３．薬剤性過敏症症候群（頻度不明）（発疹，発熱，肝機能障害，リンパ
節腫脹，白血球増加，好酸球増多，異型リンパ球出現等を伴う遅発性
の重篤な過敏症状），ヒトヘルペスウイルス６等のウイルスの再活性
化。
４．肝炎（頻度不明），肝機能障害（頻度不明），黄疸（頻度不明），肝不
全（頻度不明）。
５．急性腎不全（頻度不明）（乏尿等，血中クレアチニン値上昇等の腎機
能低下）。
６．偽膜性大腸炎（頻度不明），出血性大腸炎（頻度不明）等の重篤な
大腸炎（腹痛，頻回の下痢，血便等）。
７．間質性肺炎（頻度不明），好酸球性肺炎（頻度不明）（発熱，咳嗽，呼
吸困難，胸部Ｘ線異常，好酸球増多等）。
８．ＱＴ延長（頻度不明），心室性頻脈（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む）
（頻度不明）。
９．白血球減少（０．１％），顆粒球減少（頻度不明），血小板減少（頻度
不明）。
１０．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇等），急性腎不全。

クラリスロマイシン

クラリス錠２００ （２００ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】6149003F2038
【薬効分類】６．１．４　主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するも
の
【一般名】クラリスロマイシン
【メーカー】製)大正製薬　販)大正富山医薬品
【薬価】67.9円/1T
【標榜薬効】マクロライド系抗生物質
【区分】抗生剤

【効能効果】１．一般感染症
適応菌種 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
適応症 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
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
２．非結核性抗酸菌症
適応菌種 マイコバクテリウム属
適応症 マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス症を含む非結核性
抗酸菌症
３．ヘリコバクター・ピロリ感染症
適応菌種 ヘリコバクター・ピロリ
適応症 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，早期胃癌の内視鏡的治療後胃のヘリコバクター・ピロリ感染
症，ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎
注意
１．咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，感染性腸炎，副鼻腔炎に
は，「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照，抗菌薬投与の必要性を
判断し，適切な時に投与。
２．進行期胃ＭＡＬＴリンパ腫へのヘリコバクター・ピロリ除菌治療の有効
性は未確立。
３．特発性血小板減少性紫斑病では，ガイドライン等を参照し，ヘリコバ
クター・ピロリ除菌治療が適切な症例にのみ行う。
４．早期胃癌の内視鏡的治療後胃以外には，ヘリコバクター・ピロリ除
菌治療による胃癌の発症抑制への有効性は未確立。
５．ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎は，ヘリコバクター・ピロリの陽性と内
視鏡検査で確認。
【用法用量】（表開始）
効能・効果 用法・用量
一般感染症 ＜適応菌種＞ 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 ＜適応症＞ 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 成人　１日４００ｍｇ　１日２回
分割　内服。適宜増減。
非結核性抗酸菌症 ＜適応菌種＞ マイコバクテリウム属 ＜適応症＞
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 成人　１日８００ｍｇ　１日２回　分割　内服。適宜増減。
ヘリコバクター・ピロリ感染症 ＜適応菌種＞ ヘリコバクター・ピロリ ＜
適応症＞ 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，早期胃癌への内視鏡的治療後胃のヘリコバクター・ピロリ
感染症，ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎 成人　１回クラリスロマイシン２
００ｍｇ，１回アモキシシリン水和物７５０ｍｇ，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　内服。クラリスロマイシンは適宜増量，
１回４００ｍｇ　１日２回まで。
（表終了）
注意
１．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。
２．非結核性抗酸菌症の肺ＭＡＣ症及び後天性免疫不全症候群に伴う
播種性ＭＡＣ症 国内外の最新のガイドライン等を参考に併用療法を行
う。
３．非結核性抗酸菌症の投与期間は，下記を参照。
（表開始）
疾患名 投与期間
肺ＭＡＣ症 排菌陰性を確認後，１年以上の投与継続と定期的な検査を
実施。再発する可能性，治療終了後も定期的な検査が必要。
後天性免疫不全症候群に伴う播種性ＭＡＣ症 臨床的・細菌学的な改善
が認められた後も継続投与。
（表終了）
４．免疫不全等合併症を有さない軽症～中等症のレジオネラ肺炎 １日
４００ｍｇ分２投与で，２～５日で症状は改善。軽快しても投与は２～３週
間継続。レジオネラ肺炎は再発の頻度が高い感染症，特に免疫低下の
状態では，治療終了後，２～３週間投与を継続し症状を観察。投与期間
中に症状の悪化時は，速やかにレジオネラに有効な注射剤（キノロン系
薬剤等）への変更が必要。
５．クラミジア感染症の投与期間は１４日間とし，必要時，投与期間を延
長。
６．ヘリコバクター・ピロリ感染症 プロトンポンプインヒビターは１回ランソ
プラゾール３０ｍｇ，１回オメプラゾール２０ｍｇ，１回ラベプラゾールナトリ
ウム１０ｍｇ，１回エソメプラゾール２０ｍｇ又は１回ボノプラザン
２０ｍｇのいずれか１剤を選択。

■効能効果・用法用量

００ｍｇ，１回アモキシシリン水和物７５０ｍｇ，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　内服。クラリスロマイシンは適宜増量，
１回４００ｍｇ　１日２回まで。
（表終了）
注意
１．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。
２．非結核性抗酸菌症の肺ＭＡＣ症及び後天性免疫不全症候群に伴う
播種性ＭＡＣ症 国内外の最新のガイドライン等を参考に併用療法を行
う。
３．非結核性抗酸菌症の投与期間は，下記を参照。
（表開始）
疾患名 投与期間
肺ＭＡＣ症 排菌陰性を確認後，１年以上の投与継続と定期的な検査を
実施。再発する可能性，治療終了後も定期的な検査が必要。
後天性免疫不全症候群に伴う播種性ＭＡＣ症 臨床的・細菌学的な改善
が認められた後も継続投与。
（表終了）
４．免疫不全等合併症を有さない軽症～中等症のレジオネラ肺炎 １日
４００ｍｇ分２投与で，２～５日で症状は改善。軽快しても投与は２～３週
間継続。レジオネラ肺炎は再発の頻度が高い感染症，特に免疫低下の
状態では，治療終了後，２～３週間投与を継続し症状を観察。投与期間
中に症状の悪化時は，速やかにレジオネラに有効な注射剤（キノロン系
薬剤等）への変更が必要。
５．クラミジア感染症の投与期間は１４日間とし，必要時，投与期間を延
長。
６．ヘリコバクター・ピロリ感染症 プロトンポンプインヒビターは１回ランソ
プラゾール３０ｍｇ，１回オメプラゾール２０ｍｇ，１回ラベプラゾールナトリ
ウム１０ｍｇ，１回エソメプラゾール２０ｍｇ又は１回ボノプラザン
２０ｍｇのいずれか１剤を選択。

【禁忌】１．本剤に過敏症の既往。
２．ピモジド・エルゴタミン含有製剤・スボレキサント・ロミタピドメシル酸
塩・タダラフィル（アドシルカ）・チカグレロル・イブルチニブ・アスナプレビ
ル・バニプレビルの投与患者。
３．肝臓・腎臓に障害があるコルヒチン投与患者。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（呼吸困難，痙攣，発赤等）。
２．ＱＴ延長，心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む），心室細動（頻
度不明）。
３．劇症肝炎，肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ，ＬＤ
Ｈ，Ａｌ－Ｐの上昇等），黄疸，肝不全（頻度不明）。
４．血小板減少，汎血球減少，溶血性貧血，白血球減少，無顆粒球症
（頻度不明）。
５．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，多形紅斑（頻度不
明）。
６．ＰＩＥ症候群・間質性肺炎（頻度不明）（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ
線異常，好酸球増多等）。
７．偽膜性大腸炎，出血性大腸炎（頻度不明）等の重篤な大腸炎（腹
痛，頻回の下痢）。
８．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇），急性腎障害。
９．痙攣（頻度不明）（強直間代性，ミオクロヌス，意識消失発作等）。
１０．急性腎障害，尿細管間質性腎炎（頻度不明）（乏尿等，血中クレア
チニン値上昇等の腎機能低下）。
１１．アレルギー性紫斑病（頻度不明）。
１２．薬剤性過敏症症候群（頻度不明）（発疹，発熱，肝機能障害，リン
パ節腫脹，白血球増加，好酸球増多，異型リンパ球出現等を伴う遅発
性の重篤な過敏症状）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 頻度不明
過敏症 発疹
精神神経系  幻覚 失見当識 意識障害 せん妄 躁病 振戦 しびれ（感）
感覚器  耳鳴 聴力低下 嗅覚異常
消化器  口腔内糜爛 歯牙変色
筋・骨格  筋肉痛
その他  カンジダ症 動悸 ＣＫ（ＣＰＫ）上昇 低血糖
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（ヘリコバクター・ピロリ感染症に対す
る除菌療法（３剤併用））
（表開始）
発現部位等 １～５％未満 １％未満
過敏症 発疹 掻痒
血液 好中球減少 好酸球増多 貧血 白血球増多 血小板減少
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇 ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇 ＬＤＨ上昇 γ－ＧＴＰ上昇 Ａｌ
－Ｐ上昇 ビリルビン上昇
（表終了）

■禁忌

■副作用

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品
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６．１．５　主としてグラム陽性・陰性菌，リ
ケッチア，クラミジアに作用するもの

ミノサイクリン塩酸塩

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ
「タイヨー」 （１００ｍｇ１瓶）

内 注射 後発 流通

【YJコード】6152401F1111
【薬効分類】６．１．５　主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに
作用するもの
【一般名】ミノサイクリン塩酸塩
【先発品】ミノマイシン点滴静注用１００ｍｇ
【メーカー】製)武田テバファーマ　販)武田薬品工業　販)和薬
【薬価】151円/1V
【薬価収載日】2007/06/15
【標榜薬効】ＴＣ系抗生物質
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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，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）
適応症 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
注意
１．扁桃炎，急性気管支炎には，「抗微生物薬適正使用の手引き」を参
照，抗菌薬投与の必要性を判断し，適切な時に投与。
２．胎児に一過性の骨発育不全，歯牙の着色・エナメル質形成不全の
可能性。胎児毒性あり（動物），妊婦・妊娠の可能性のある婦人は有益
性が危険性を上回る時のみ投与。
３．小児（歯牙形成期の８歳未満）では，歯牙の着色・エナメル質形成不
全，一過性の骨発育不全の可能性，他剤が使用できない又は無効時
のみ適用を考慮。
【用法用量】点滴静注は，内服不能の患者・救急時に行い，内服が可能
になれば切りかえる。
成人　初回　１００～２００ｍｇ　３０分～２時間かけ　点滴静注（補液に溶
解），以後１２時間又は２４時間ごと　１００ｍｇ　３０分～２時間かけ　点
滴静注（補液に溶解）。
注意
１．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。
２．炭疽の発症，進展抑制 類薬のドキシサイクリンで米国疾病管理セン
ターが６０日間の投与を推奨。
注射液調製法
１００ｍｇ及び２００ｍｇあたり１００～５００ｍＬの糖液，電解質液又はアミ
ノ酸製剤等に溶解。注射用水は等張とならないので使用しない。

【禁忌】テトラサイクリン系薬剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（不快感，口内異常感，喘鳴，眩暈，便意，
耳鳴，発汗，全身潮紅，呼吸困難，血管浮腫（顔面浮腫，喉頭浮腫
等），意識障害等）。
２．全身性紅斑性狼瘡様症状の増悪。
３．結節性多発動脈炎，顕微鏡的多発血管炎（発熱，倦怠感，体重減
少，関節痛，網状皮斑，しびれ等）。
４．自己免疫性肝炎（抗核抗体陽性）。
５．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，多形紅斑，剥脱性皮
膚炎（発熱，紅斑，掻痒感，眼充血，口内炎等）。
６．薬剤性過敏症症候群（発疹，発熱，リンパ節腫脹，肝機能障害等の
臓器障害，白血球増加，好酸球増多，異型リンパ球出現等を伴う遅発
性の重篤な過敏症状），ヒトヘルペスウイルス６等のウイルスの再活性
化。
７．血液障害（汎血球減少，無顆粒球症，顆粒球減少，白血球減少，血
小板減少，溶血性貧血，貧血）。
８．重篤な肝機能障害（肝不全等）。
９．急性腎不全，間質性腎炎。
１０．呼吸困難，間質性肺炎，ＰＩＥ症候群（発熱，咳嗽，労作時息切れ，
呼吸困難等）。
１１．膵炎。
１２．痙攣，意識障害等の精神神経障害。
１３．出血性腸炎，偽膜性大腸炎等の重篤な腸炎。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，発熱，浮腫（四肢，顔面），蕁麻疹
皮膚 光線過敏症
菌交代症 菌交代症に基づく新しい感染症
頭蓋内圧上昇 頭蓋内圧上昇に伴う症状（嘔吐，頭痛，複視，うっ血乳
頭，大泉門膨隆等）
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，発熱，浮腫（四肢，顔面），蕁麻疹
皮膚 光線過敏症
菌交代症 菌交代症に基づく新しい感染症
頭蓋内圧上昇 頭蓋内圧上昇に伴う症状（嘔吐，頭痛，複視，うっ血乳
頭，大泉門膨隆等）
（表終了）

６．１．９　その他の抗生物質製剤（複合抗
生物質製剤を含む。）

ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水
和物・クラリスロマイシン

ボノサップパック４００ （１シート）
内 内服 流通

【YJコード】6199104X1023
【薬効分類】６．１．９　その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含
む。）
【一般名】ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシ
ン
【メーカー】製)武田薬品工業
【薬価】689.2円/1シート
【薬価収載日】2016/05/25
【標榜薬効】ヘリコバクター・ピロリ除菌剤
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 ヘリコバクター・ピロリ
適応症 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・早期胃癌の内視鏡的治療後胃のヘリコバクター・ピロリ感染
症，ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎
注意
１．進行期胃ＭＡＬＴリンパ腫へのヘリコバクター・ピロリ除菌治療の有効
性は未確立。
２．特発性血小板減少性紫斑病では，ガイドライン等を参照し，ヘリコバ
クター・ピロリ除菌治療が適切な症例にのみ行う。
３．早期胃癌の内視鏡的治療後胃以外には，ヘリコバクター・ピロリ除
菌治療による胃癌の発症抑制への有効性は未確立。
４．ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎は，ヘリコバクター・ピロリの陽性と内
視鏡検査で確認。
【用法用量】成人　１回ボノプラザンとして２０ｍｇ，１回アモキシシリン水
和物７５０ｍｇ，１回クラリスロマイシン２００ｍｇ　３剤を同時に　１日２回
７日間　内服。
クラリスロマイシンは適宜増量，１回４００ｍｇ　１日２回まで。

【禁忌】１．タケキャブ，アモリン，クラリスの成分に過敏症の既往。
２．アタザナビル硫酸塩・リルピビリン塩酸塩・ピモジド・エルゴタミン含有
製剤・スボレキサント・ロミタピドメシル酸塩・タダラフィル（アドシルカ）・チ
カグレロル・イブルチニブ・アスナプレビル・バニプレビルの投与患者。
３．肝臓・腎臓に障害があるコルヒチン投与患者。
４．伝染性単核症。
５．高度の腎障害。
原則禁忌
ペニシリン系抗生剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用（アモリン）
１．ショック，アナフィラキシー（０．１％未満）（不快感，口内異常感，眩
暈，便意，耳鳴，発汗，喘鳴，呼吸困難，血管浮腫，全身の潮紅・蕁麻
疹等）。
２．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群（各０．１％未満），多形
紅斑，急性汎発性発疹性膿疱症，紅皮症（剥脱性皮膚炎）（各頻度不
明）（発熱，頭痛，関節痛，皮膚や粘膜の紅斑・水疱，膿疱，皮膚の緊張
感・灼熱感・疼痛等）。
３．急性腎障害等の重篤な腎障害（０．１％未満）。
４．顆粒球減少（０．１％未満），血小板減少（頻度不明）。
５．偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（０．１％未満）（腹痛，
頻回の下痢）。
６．ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇等を伴う肝機能障害，黄疸（０．
１％未満）。
７．間質性肺炎，好酸球性肺炎（各頻度不明）（咳嗽，呼吸困難，発熱
等）。
８．無菌性髄膜炎（頻度不明）（項部硬直，発熱，頭痛，悪心・嘔吐，意
識混濁等）。
重大な副作用（クラリス）
１．ショック，アナフィラキシー（呼吸困難，痙攣，発赤等）（頻度不明）。
２．ＱＴ延長，心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む），心室細動（頻
度不明）。
３．肝機能障害（劇症肝炎，ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ，ＬＤ
Ｈ，Ａｌ－Ｐの上昇等），黄疸，肝不全（頻度不明）。
４．血小板減少，汎血球減少，溶血性貧血，白血球減少，無顆粒球症
（頻度不明）。
５．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，多形紅斑（頻度不
明）。
６．ＰＩＥ症候群・間質性肺炎（頻度不明）（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ
線異常，好酸球増多等）。
７．偽膜性大腸炎，出血性大腸炎等の重篤な大腸炎（頻度不明）（腹
痛，頻回の下痢）。
８．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇），急性腎障害
９．痙攣（強直間代性，ミオクロヌス，意識消失発作等）（頻度不明）。
１０．急性腎障害，尿細管間質性腎炎（頻度不明）（乏尿等，血中クレア
チニン値上昇等の腎機能低下）。
１１．アレルギー性紫斑病（頻度不明）。
１２．遅発性の重篤な薬剤性過敏症症候群（頻度不明）（発疹，発熱，肝
機能障害，リンパ節腫脹，白血球増加，好酸球増多，異型リンパ球出
現等）。
その他の副作用（発現時中止等）（胃潰瘍又は十二指腸潰瘍における
ヘリコバクター・ピロリ感染症）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満
過敏症 発疹
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（タケキャブ）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満
過敏症 発疹
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，ＬＤＨ，γ－ＧＴＰの上昇
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（アモリン）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 発熱，発疹，蕁麻疹  掻痒
菌交代症  口内炎，大腸炎（カンジダ，非感受性のクレブシエラ等によ
る）
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（クラリス）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 発疹
精神神経系   幻覚，失見当識，意識障害，せん妄，躁病，振戦，しびれ
（感）
感覚器   耳鳴，聴力低下，嗅覚異常
消化器   口腔内糜爛，歯牙変色
筋・骨格   筋肉痛
その他   カンジダ症，動悸，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，低血糖
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品
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４．血小板減少，汎血球減少，溶血性貧血，白血球減少，無顆粒球症
（頻度不明）。
５．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，多形紅斑（頻度不
明）。
６．ＰＩＥ症候群・間質性肺炎（頻度不明）（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ
線異常，好酸球増多等）。
７．偽膜性大腸炎，出血性大腸炎等の重篤な大腸炎（頻度不明）（腹
痛，頻回の下痢）。
８．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇），急性腎障害
９．痙攣（強直間代性，ミオクロヌス，意識消失発作等）（頻度不明）。
１０．急性腎障害，尿細管間質性腎炎（頻度不明）（乏尿等，血中クレア
チニン値上昇等の腎機能低下）。
１１．アレルギー性紫斑病（頻度不明）。
１２．遅発性の重篤な薬剤性過敏症症候群（頻度不明）（発疹，発熱，肝
機能障害，リンパ節腫脹，白血球増加，好酸球増多，異型リンパ球出
現等）。
その他の副作用（発現時中止等）（胃潰瘍又は十二指腸潰瘍における
ヘリコバクター・ピロリ感染症）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満
過敏症 発疹
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）の上昇
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（タケキャブ）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満
過敏症 発疹
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，ＬＤＨ，γ－ＧＴＰの上昇
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（アモリン）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 発熱，発疹，蕁麻疹  掻痒
菌交代症  口内炎，大腸炎（カンジダ，非感受性のクレブシエラ等によ
る）
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（クラリス）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 発疹
精神神経系   幻覚，失見当識，意識障害，せん妄，躁病，振戦，しびれ
（感）
感覚器   耳鳴，聴力低下，嗅覚異常
消化器   口腔内糜爛，歯牙変色
筋・骨格   筋肉痛
その他   カンジダ症，動悸，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，低血糖
（表終了）

６．２　化学療法剤

６．２．４　合成抗菌剤

シタフロキサシン水和物

グレースビット錠５０ｍｇ （５０ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】6241018F1027
【薬効分類】６．２．４　合成抗菌剤
【一般名】シタフロキサシン水和物
【メーカー】製)第一三共
【薬価】169.3円/1T
【薬価収載日】2008/04/18
【標榜薬効】広範囲経口抗菌製剤
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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）
適応症
（１）．咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍含む），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
注意
１．下痢，軟便が高頻度に認められているため，リスクとベネフィットを考
慮。
２．咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍含む），急性気管
支炎，副鼻腔炎には，「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照，抗菌薬
投与の必要性を判断し，適切な時に投与。
【用法用量】成人　１回５０ｍｇ　１日２回，又は１回１００ｍｇ　１日１回
内服。
効果不十分時　１回１００ｍｇ　１日２回　内服。
注意
１．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。
２．腎機能低下 血中濃度が上昇するため，投与量，投与間隔を調節。

■効能効果・用法用量

慮。
２．咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍含む），急性気管
支炎，副鼻腔炎には，「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照，抗菌薬
投与の必要性を判断し，適切な時に投与。
【用法用量】成人　１回５０ｍｇ　１日２回，又は１回１００ｍｇ　１日１回
内服。
効果不十分時　１回１００ｍｇ　１日２回　内服。
注意
１．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。
２．腎機能低下 血中濃度が上昇するため，投与量，投与間隔を調節。

【禁忌】１．本剤の成分・他のキノロン系抗菌剤に過敏症の既往。
２．妊婦・妊娠の可能性。
３．小児等。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（呼吸困難，皮疹，血管性浮腫
等の異常）。
２．皮膚粘膜眼症候群（頻度不明）。
３．急性腎障害（頻度不明）。
４．肝機能障害（０．１％未満）（ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇
等）。
５．血小板減少（頻度不明）。
６．偽膜性大腸炎（頻度不明）（腹痛，頻回の下痢等）。
７．低血糖（０．１％未満），低血糖性昏睡。
８．錯乱，せん妄，幻覚等の精神症状（頻度不明）。
重大な副作用（類薬（他のニューキノロン系抗菌薬））
（１）．中毒性表皮壊死融解症。
（２）．痙攣。
（３）．ＱＴ延長，心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む）。
（４）．黄疸。
（５）．間質性肺炎。
（６）．横紋筋融解症。
（７）．腱障害。
（８）．無顆粒球症。
（９）．汎血球減少症。
（１０）．溶血性貧血。
（１１）．重症筋無力症の悪化。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 １～５％未満 ０．１～１％未満 ０．１％未満 頻度不明
過敏症  発疹 掻痒症，蕁麻疹 光線過敏症
精神神経系  眩暈，頭痛 不眠症
消化器 下痢，軟便 腹部不快感，腹部膨満，腹痛，便秘，消化不良，悪
心，口内炎 口唇炎，排便回数増加，舌炎，嘔吐，口の錯感覚，口渇
肝臓 ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇 ＬＤＨ上昇，γ－ＧＴＰ上昇，
Ａｌ－Ｐ上昇
血液 好酸球数増加 好中球数減少，血小板数増加，白血球数減少 白
血球数増加
その他  ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血糖減少，血中カリウム増加，トリグリセリド
増加，尿蛋白陽性 腟カンジダ症，背部痛，悪寒，異常感，倦怠感，血中
カリウム減少 浮腫
（表終了）

■禁忌

■副作用

パズフロキサシンメシル酸塩

パズクロス点滴静注液５００ｍｇ （５００ｍｇ１
００ｍＬ１キット）

内 注射 流通

【YJコード】6241401G2042
【薬効分類】６．２．４　合成抗菌剤
【一般名】パズフロキサシンメシル酸塩
【メーカー】製)田辺三菱製薬
【薬価】1512円/1kit
【薬価収載日】2010/09/24
【標榜薬効】ニューキノロン系抗菌剤
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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，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，バクテロイデス属，プレボテラ属
適応症
（１）．敗血症
（２）．外傷・熱傷及び手術創等の二次感染
（３）．肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸器病変の二次感染
（４）．複雑性膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性症，慢性症）
（５）．腹膜炎，腹腔内膿瘍
（６）．胆嚢炎，胆管炎，肝膿瘍
（７）．子宮付属器炎，子宮旁結合織炎
注意
起炎菌と適応患者を考慮し，一次選択薬としての要否を検討。
【用法用量】成人　１日１０００ｍｇ　１日２回　分割　３０分～１時間かけ
点滴静注。
適宜減量，１日６００ｍｇ　１日２回　分割　３０分～１時間かけ　点滴静
注等。
敗血症，肺炎球菌による肺炎，重症・難治性の呼吸器感染症（肺炎，慢
性呼吸器病変の二次感染のみ）
成人　１日２０００ｍｇ　１日２回　分割　１時間かけ　点滴静注。
注意
１．細菌学的検査を実施後に投与。耐性菌の発現を防ぐため，感受性
を確認し，必要最小限の期間にとどめる。
２．投与開始後３日を目安に継続投与が必要か判定し，投与中止又は
他剤に切りかえを検討。投与期間は，１４日以内。
３．他剤・輸液と配合しない。
４．臨床試験で，１日１０００ｍｇ投与時と比較して１日２０００ｍｇ投与時
では，注射部位反応等の副作用発現率が高い傾向あり，１日２０００ｍｇ
投与は，他の抗菌薬の投与を考慮した上で，必要な患者のみ，副作用
に注意して慎重に投与。
５．腎障害 １日２０００ｍｇを投与時は，血中濃度上昇による副作用に注
意。異常時は減量，休薬等の処置。
６．高度の腎障害 投与量及び投与間隔を調節する等慎重に投与。体
内動態試験の結果より，下記の用量を目安。
（表開始）
Ｃｃｒ （ｍＬ／分） 用法・用量 用法・用量
Ｃｃｒ （ｍＬ／分） １回５００ｍｇ１日２回投与対象 １回１０００ｍｇ１日２回
投与対象
２０～３０未満 １回５００ｍｇ１日２回（用量調節不要） １回５００ｍｇ１日２
回
２０未満 １回５００ｍｇ１日１回 １回５００ｍｇ１日１回
（表終了）
７．血液透析施行患者には，投与量及び投与間隔を調節し，慎重に投
与。

■効能効果・用法用量

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品
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（７）．子宮付属器炎，子宮旁結合織炎
注意
起炎菌と適応患者を考慮し，一次選択薬としての要否を検討。
【用法用量】成人　１日１０００ｍｇ　１日２回　分割　３０分～１時間かけ
点滴静注。
適宜減量，１日６００ｍｇ　１日２回　分割　３０分～１時間かけ　点滴静
注等。
敗血症，肺炎球菌による肺炎，重症・難治性の呼吸器感染症（肺炎，慢
性呼吸器病変の二次感染のみ）
成人　１日２０００ｍｇ　１日２回　分割　１時間かけ　点滴静注。
注意
１．細菌学的検査を実施後に投与。耐性菌の発現を防ぐため，感受性
を確認し，必要最小限の期間にとどめる。
２．投与開始後３日を目安に継続投与が必要か判定し，投与中止又は
他剤に切りかえを検討。投与期間は，１４日以内。
３．他剤・輸液と配合しない。
４．臨床試験で，１日１０００ｍｇ投与時と比較して１日２０００ｍｇ投与時
では，注射部位反応等の副作用発現率が高い傾向あり，１日２０００ｍｇ
投与は，他の抗菌薬の投与を考慮した上で，必要な患者のみ，副作用
に注意して慎重に投与。
５．腎障害 １日２０００ｍｇを投与時は，血中濃度上昇による副作用に注
意。異常時は減量，休薬等の処置。
６．高度の腎障害 投与量及び投与間隔を調節する等慎重に投与。体
内動態試験の結果より，下記の用量を目安。
（表開始）
Ｃｃｒ （ｍＬ／分） 用法・用量 用法・用量
Ｃｃｒ （ｍＬ／分） １回５００ｍｇ１日２回投与対象 １回１０００ｍｇ１日２回
投与対象
２０～３０未満 １回５００ｍｇ１日２回（用量調節不要） １回５００ｍｇ１日２
回
２０未満 １回５００ｍｇ１日１回 １回５００ｍｇ１日１回
（表終了）
７．血液透析施行患者には，投与量及び投与間隔を調節し，慎重に投
与。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．妊婦・妊娠の可能性。
３．小児等。

【副作用】重大な副作用
１．急性腎不全（０．１％未満）。
２．肝機能障害（０．１８％），黄疸（頻度不明）。
３．偽膜性大腸炎（０．１％未満）等の血便を伴う重篤な大腸炎（腹痛，
頻回の下痢）。
４．無顆粒球症（頻度不明），血小板減少（０．１％未満）。
５．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，血
中・尿中ミオグロビン上昇），急性腎不全。
６．錯乱，幻覚等の精神症状（頻度不明）。
７．痙攣（０．１％未満）。
８．ショック（０．１％未満），アナフィラキシー（頻度不明）（呼吸困難，浮
腫，発赤等）。
９．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群（各頻度不明）。
１０．間質性肺炎（０．１％未満）（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常
等）。
１１．重篤な低血糖（頻度不明）。
１２．アキレス腱炎，腱断裂等の腱障害（各頻度不明）。
重大な副作用（類薬）
１．ＰＩＥ症候群（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常，好酸球増多等）
（他のニューキノロン系抗菌剤）。
２．重症筋無力症の悪化（他のニューキノロン系抗菌剤）。

■禁忌

■副作用

レボフロキサシン水和物

レボフロキサシンＯＤ錠２５０ｍｇ「トーワ」
（２５０ｍｇ１錠（レボフロキサシンとして））

内 内服 後発 流通

【YJコード】6241013F4023
【薬効分類】６．２．４　合成抗菌剤
【一般名】レボフロキサシン水和物
【メーカー】製)東和薬品
【薬価】77.1円/1T
【薬価収載日】2014/12/12
【標榜薬効】広範囲経口抗菌製剤
【区分】抗生剤

【効能効果】適応菌種 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）
適応症 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，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，扁桃周囲膿瘍含む），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，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・その他の結核症，Ｑ熱
注意
咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍含む），急性気管支
炎，感染性腸炎，副鼻腔炎には，「抗微生物薬適正使用の手引き」を参
照，抗菌薬投与の必要性を判断し，適切な時に投与。
【用法用量】成人　１回５００ｍｇ　１日１回　内服。
適宜減量。
肺結核・その他の結核症 他の抗結核薬と併用。
腸チフス，パラチフス １回５００ｍｇ　１日１回　１４日間　内服。
注意
１．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。
２．５００ｍｇ１日１回投与は，１００ｍｇ１日３回投与に比べ耐性菌の出現
の抑制が期待できる。用量調節時を含めＯＤ錠２５０ｍｇを使用時も分
割投与は避け，必ず１日量を１回で投与。
３．腸チフス，パラチフス （注射剤より本剤に切りかえた時は注射剤の
投与期間も含め）１４日間投与。
４．炭疽の発症，進展抑制 欧州医薬品庁が６０日間の投与を推奨。
５．長期投与は，経過観察。
６．腎機能低下 高い血中濃度が持続，下記を目安とし，必要時減量し，
投与間隔をあけて投与。
（表開始）
腎機能Ｃｃｒ（ｍＬ／分） 用法・用量
２０≦Ｃｃｒ＜５０ 初日１回５００ｍｇ，２日目以降　１回２５０ｍｇ　１日１回
内服。
Ｃｃｒ＜２０ 初日１回５００ｍｇ，３日目以降　１回２５０ｍｇ　２日に１回　内
服。
（表終了）

■効能効果・用法用量

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品

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）
適応症 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，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，扁桃周囲膿瘍含む），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，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・その他の結核症，Ｑ熱
注意
咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍含む），急性気管支
炎，感染性腸炎，副鼻腔炎には，「抗微生物薬適正使用の手引き」を参
照，抗菌薬投与の必要性を判断し，適切な時に投与。
【用法用量】成人　１回５００ｍｇ　１日１回　内服。
適宜減量。
肺結核・その他の結核症 他の抗結核薬と併用。
腸チフス，パラチフス １回５００ｍｇ　１日１回　１４日間　内服。
注意
１．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。
２．５００ｍｇ１日１回投与は，１００ｍｇ１日３回投与に比べ耐性菌の出現
の抑制が期待できる。用量調節時を含めＯＤ錠２５０ｍｇを使用時も分
割投与は避け，必ず１日量を１回で投与。
３．腸チフス，パラチフス （注射剤より本剤に切りかえた時は注射剤の
投与期間も含め）１４日間投与。
４．炭疽の発症，進展抑制 欧州医薬品庁が６０日間の投与を推奨。
５．長期投与は，経過観察。
６．腎機能低下 高い血中濃度が持続，下記を目安とし，必要時減量し，
投与間隔をあけて投与。
（表開始）
腎機能Ｃｃｒ（ｍＬ／分） 用法・用量
２０≦Ｃｃｒ＜５０ 初日１回５００ｍｇ，２日目以降　１回２５０ｍｇ　１日１回
内服。
Ｃｃｒ＜２０ 初日１回５００ｍｇ，３日目以降　１回２５０ｍｇ　２日に１回　内
服。
（表終了）

【禁忌】１．本剤の成分・オフロキサシンに過敏症の既往。
２．妊婦・妊娠の可能性。
３．小児等。
妊婦・妊娠の可能性，小児等は，炭疽等の重篤な疾患のみ，有益性を
考慮して投与。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（紅斑，悪寒，呼吸困難等）。
２．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
３．痙攣。
４．ＱＴ延長，心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む）。
５．急性腎障害，間質性腎炎。
６．劇症肝炎，肝機能障害，黄疸（嘔気・嘔吐，食欲不振，倦怠感，掻痒
等）。
７．汎血球減少症，無顆粒球症（発熱，咽頭痛，倦怠感等），溶血性貧
血（ヘモグロビン尿等），血小板減少。
８．間質性肺炎，好酸球性肺炎（発熱，咳嗽，呼吸困難，胸部Ｘ線異常，
好酸球増多等）。
９．偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（腹痛，頻回の下痢
等）。
１０．横紋筋融解症（急激な腎機能悪化を伴う）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ
（ＣＰＫ）上昇，血中・尿中ミオグロビン上昇等）。
１１．低血糖，低血糖性昏睡。
１２．アキレス腱炎，腱断裂等の腱障害（腱周辺の痛み，浮腫等）。
１３．錯乱，せん妄，抑うつ等の精神症状。
１４．過敏性血管炎（発熱，腹痛，関節痛，紫斑，斑状丘疹，皮膚生検で
白血球破砕性血管炎等）。
１５．重症筋無力症の悪化。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒症，蕁麻疹，光線過敏症
精神神経系 不眠，眩暈，頭痛，傾眠，しびれ感，振戦，ぼんやり，幻
覚，意識障害，末梢神経障害，錐体外路障害
泌尿器 クレアチニン上昇，血尿，ＢＵＮ上昇，尿蛋白陽性，頻尿，尿閉，
無尿
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，ＬＤＨ上昇，肝機能異常，Ａｌ
－Ｐ上昇，γ－ＧＴＰ上昇，血中ビリルビン増加
血液 白血球数減少，好酸球数増加，好中球数減少，リンパ球数減少，
血小板数減少，貧血
消化器 悪心，嘔吐，下痢，腹部不快感，腹痛，食欲不振，消化不良，
口渇，腹部膨満，胃腸障害，便秘，口内炎，舌炎
感覚器 耳鳴，味覚異常，味覚消失，視覚異常，無嗅覚，嗅覚錯誤
循環器 動悸，低血圧，頻脈
その他 ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，関節痛，胸部不快感，倦怠感，四肢痛，咽喉
乾燥，尿中ブドウ糖陽性，高血糖，熱感，浮腫，筋肉痛，脱力感，発熱，
関節障害，発汗，胸痛
（表終了）

■禁忌

■副作用
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その他 ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，関節痛，胸部不快感，倦怠感，四肢痛，咽喉
乾燥，尿中ブドウ糖陽性，高血糖，熱感，浮腫，筋肉痛，脱力感，発熱，
関節障害，発汗，胸痛
（表終了）

６．２．５　抗ウイルス剤

アシクロビル

アシクロビン点滴静注２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１
管）

内 注射 後発

【YJコード】6250401A1050
【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】アシクロビル
【メーカー】製)日医工　販)日本ケミファ
【薬価収載日】2006/06/09　【経過措置期限】2018/03/31
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤

【効能効果】単純ヘルペスウイルス，水痘・帯状疱疹ウイルスによる下
記感染症
（１）．免疫機能の低下した患者（悪性腫瘍・自己免疫疾患等）に発症し
た単純疱疹・水痘・帯状疱疹
（２）．脳炎・髄膜炎
新生児単純ヘルペスウイルス感染症
【用法用量】単純ヘルペスウイルス及び水痘・帯状疱疹ウイルスによる
下記感染症
免疫機能の低下した患者（悪性腫瘍・自己免疫疾患等）に発症した単純
疱疹・水痘・帯状疱疹，脳炎・髄膜炎
成人　１回５ｍｇ／ｋｇ　１日３回　８時間ごと　１時間以上かけ　７日間
点滴静注。
脳炎・髄膜炎 必要時，期間延長又は増量。１回１０ｍｇ／ｋｇまで。
小児　１回５ｍｇ／ｋｇ　１日３回　８時間ごと　１時間以上かけ　７日間
点滴静注。必要時増量，１回２０ｍｇ／ｋｇまで。
脳炎・髄膜炎 期間延長もできる。
新生児単純ヘルペスウイルス感染症 新生児　１回１０ｍｇ／ｋｇ　１日３
回　８時間ごと　１時間以上かけ　１０日間　点滴静注。
必要時，期間延長又は増量。１回２０ｍｇ／ｋｇまで。
注意
腎障害・腎機能の低下，高齢者 精神神経系の副作用があらわれやす
いので，投与間隔を延長，減量等注意。
投与間隔，減量の目安は下表の通り（外国）。
（表開始）
クレアチニンクリアランス （ｍＬ／分／１．７３ｍ２） １回量に対する百分
率（％） 投与間隔 （時間）
＞５０ １００ ８
２５～５０ １００ １２
１０～２５ １００ ２４
０～１０ ５０ ２４
（表終了）
注射液の調製法
１アンプルあたり１００ｍＬ以上の補液で希釈（用時調製）。

【禁忌】本剤の成分・バラシクロビル塩酸塩に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
（１）．アナフィラキシーショック，アナフィラキシー（呼吸困難，血管浮腫
等）。
（２）．汎血球減少，無顆粒球症，血小板減少，ＤＩＣ，血小板減少性紫斑
病。
（３）．急性腎不全。
（４）．精神神経症状（意識障害（昏睡），せん妄，妄想，幻覚，錯乱，痙
攣，てんかん発作，麻痺，脳症等）。
（５）．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
（６）．呼吸抑制，無呼吸。
（７）．間質性肺炎。
（８）．肝炎，肝機能障害，黄疸。
（９）．急性膵炎。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発熱，発疹，紅斑，蕁麻疹，掻痒，水疱，固定薬疹，光線過敏
症
血液 貧血，紫斑，血小板減少，顆粒球減少，好酸球増多，リンパ球増
多，出血，白血球増多，好塩基球増多，リンパ球減少，血小板増多
肝臓 肝機能検査値異常（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）等の上昇），肝腫
大
腎臓・泌尿器 ＢＵＮ上昇，血清クレアチニン値上昇，蛋白尿，血尿，尿
円柱，乏尿，膿尿，結晶尿，尿閉，排尿困難
消化器 嘔気，嘔吐，腹痛，胃痛，心窩部痛，胃不快感，下痢，軟便，食
欲不振，胃炎，消化不良，舌炎，口渇，便秘，鼓腸放屁
精神神経系 意識障害，傾眠，見当識障害，情動失禁，そう状態，多
弁，不安，攣縮，しびれ感，振戦，眩暈，眠気，感情鈍麻，うつ状態，集
中力障害，徘徊，離人症，興奮，健忘，不眠，言語障害，独語，異常感
覚，運動失調，歩行異常，不随意運動，眼振等
循環器 胸痛，頻脈，動悸，血圧上昇，不整脈，血圧低下
筋骨格 関節痛，筋肉痛
全身症状 全身倦怠感，発熱，頭痛，蒼白，ほてり，悪寒，失神，浮腫，
脱力感，筋力低下
適用部位 注射部壊死，注射部炎症
その他 呼吸困難，血清トリグリセライド値上昇，血清コレステロール値
上昇，血清蛋白低下，尿糖，肺炎，咽頭炎，喘鳴，胸水，疼痛，難聴，
結膜炎，視力異常，味覚障害，脱毛，発汗，低ナトリウム血症，血清ア
ルブミン低下，ＡＧ比低下，血清カリウム値上昇
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

消化器 嘔気，嘔吐，腹痛，胃痛，心窩部痛，胃不快感，下痢，軟便，食
欲不振，胃炎，消化不良，舌炎，口渇，便秘，鼓腸放屁
精神神経系 意識障害，傾眠，見当識障害，情動失禁，そう状態，多
弁，不安，攣縮，しびれ感，振戦，眩暈，眠気，感情鈍麻，うつ状態，集
中力障害，徘徊，離人症，興奮，健忘，不眠，言語障害，独語，異常感
覚，運動失調，歩行異常，不随意運動，眼振等
循環器 胸痛，頻脈，動悸，血圧上昇，不整脈，血圧低下
筋骨格 関節痛，筋肉痛
全身症状 全身倦怠感，発熱，頭痛，蒼白，ほてり，悪寒，失神，浮腫，
脱力感，筋力低下
適用部位 注射部壊死，注射部炎症
その他 呼吸困難，血清トリグリセライド値上昇，血清コレステロール値
上昇，血清蛋白低下，尿糖，肺炎，咽頭炎，喘鳴，胸水，疼痛，難聴，
結膜炎，視力異常，味覚障害，脱毛，発汗，低ナトリウム血症，血清ア
ルブミン低下，ＡＧ比低下，血清カリウム値上昇
（表終了）

オセルタミビルリン酸塩

タミフルカプセル７５ （７５ｍｇ１カプセル）
内 内服 流通

【YJコード】6250021M1027
【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】オセルタミビルリン酸塩
【メーカー】製)中外製薬　販)日本ロシュ
【薬価】272円/1C
【薬価収載日】2001/02/02
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

【効能効果】Ａ型・Ｂ型インフルエンザウイルス感染症・その予防
注意
１．治療時は，Ａ型・Ｂ型インフルエンザウイルス感染症のみが対象だ
が，抗ウイルス薬の投与がＡ型・Ｂ型インフルエンザウイルス感染症の
全ての患者に必須ではない。本剤の必要性を検討。幼児・高齢者に比
べ，その他の年代ではインフルエンザによる死亡率が低いことを考慮。
２．予防時は，インフルエンザウイルス感染症を発症している患者の同
居家族・共同生活者である下記を対象。
（１）．高齢者（６５歳以上）
（２）．慢性呼吸器疾患又は慢性心疾患
（３）．代謝性疾患（糖尿病等）
（４）．腎機能障害
３．１歳未満の患児（低出生体重児，新生児，乳児）の安全性・有効性は
未確立。
４．Ａ型・Ｂ型インフルエンザウイルス感染症以外の感染症には効果な
し。
５．細菌感染症には効果なし。
【用法用量】１．治療 成人及び体重３７．５ｋｇ以上の小児　１回７５ｍｇ
１日２回　５日間　内服。
２．予防
（１）．成人　１回７５ｍｇ　１日１回　７～１０日間　内服。
（２）．体重３７．５ｋｇ以上の小児　１回７５ｍｇ　１日１回　１０日間　内服。
注意
１．治療 インフルエンザ様症状の発現から２日以内に投与開始（発症か
ら４８時間経過後の開始で有効性データなし）。
２．予防
（１）．インフルエンザウイルス感染症患者に接触後２日以内に投与を開
始（接触後４８時間経過後の開始で有効性データなし）。
（２）．インフルエンザウイルス感染症への予防効果は，連続して服用し
ている期間のみ持続。
３．成人の腎機能障害 血漿中濃度が増加。
下記投与法を目安（外国）。小児等の腎機能障害の使用経験なし。
（表開始）
クレアチニンクリアランス（ｍＬ／分） 治療 予防
Ｃｃｒ＞３０ １回７５ｍｇ　１日２回 １回７５ｍｇ　１日１回
１０＜Ｃｃｒ≦３０ １回７５ｍｇ　１日１回 １回７５ｍｇ　隔日
Ｃｃｒ≦１０ 推奨量は未確立 推奨量は未確立
（表終了）
Ｃｃｒ クレアチニンクリアランス

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（蕁麻疹，顔面・喉頭浮腫，呼
吸困難，血圧低下等）。
２．肺炎（頻度不明）。
３．劇症肝炎等の重篤な肝炎，肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰ
Ｔ），γ－ＧＴＰ，Ａｌ－Ｐの著しい上昇等），黄疸（頻度不明）。
４．皮膚粘膜眼症候群，中毒性表皮壊死融解症（頻度不明）等の皮膚
障害。
５．急性腎不全（頻度不明）。
６．白血球減少，血小板減少（頻度不明）。
７．精神神経症状（頻度不明）（意識障害，異常行動，せん妄，幻覚，妄
想，痙攣等）。
８．出血性大腸炎，虚血性大腸炎（頻度不明）（血便，血性下痢等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 ０．１％以上 ０．１％未満
皮膚 皮下出血，紅斑（多形紅斑含む），掻痒症 発疹 蕁麻疹
消化器 口唇炎，血便，メレナ，吐血，消化性潰瘍 下痢（０．９％），腹痛
（０．６％），悪心（０．５％），嘔吐 口内炎（潰瘍性含む），食欲不振，腹
部膨満，口腔内不快感，便異常
精神神経系 激越，振戦，悪夢 眩暈，頭痛，不眠症 傾眠，嗜眠，感覚
鈍麻
循環器 上室性頻脈，心室性期外収縮，心電図異常（ＳＴ上昇）  動悸
肝臓  ＡＬＴ（ＧＰＴ）増加 γ－ＧＴＰ増加，Ａｌ－Ｐ増加，ＡＳＴ（ＧＯＴ）増加
腎臓 血尿 蛋白尿
血液  好酸球数増加
呼吸器 気管支炎，咳嗽，鼻出血
眼 視覚障害（視野欠損，視力低下），霧視，複視，結膜炎  眼痛
その他 疲労，不正子宮出血，耳の障害（灼熱感，耳痛等），発熱 低体
温 血中ブドウ糖増加，背部痛，胸痛，浮腫
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品

- 153 -

レボフロキサシンＯＤ錠２５０ｍｇ「トーワ」 タミフルカプセル７５



想，痙攣等）。
８．出血性大腸炎，虚血性大腸炎（頻度不明）（血便，血性下痢等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明 ０．１％以上 ０．１％未満
皮膚 皮下出血，紅斑（多形紅斑含む），掻痒症 発疹 蕁麻疹
消化器 口唇炎，血便，メレナ，吐血，消化性潰瘍 下痢（０．９％），腹痛
（０．６％），悪心（０．５％），嘔吐 口内炎（潰瘍性含む），食欲不振，腹
部膨満，口腔内不快感，便異常
精神神経系 激越，振戦，悪夢 眩暈，頭痛，不眠症 傾眠，嗜眠，感覚
鈍麻
循環器 上室性頻脈，心室性期外収縮，心電図異常（ＳＴ上昇）  動悸
肝臓  ＡＬＴ（ＧＰＴ）増加 γ－ＧＴＰ増加，Ａｌ－Ｐ増加，ＡＳＴ（ＧＯＴ）増加
腎臓 血尿 蛋白尿
血液  好酸球数増加
呼吸器 気管支炎，咳嗽，鼻出血
眼 視覚障害（視野欠損，視力低下），霧視，複視，結膜炎  眼痛
その他 疲労，不正子宮出血，耳の障害（灼熱感，耳痛等），発熱 低体
温 血中ブドウ糖増加，背部痛，胸痛，浮腫
（表終了）

バラシクロビル塩酸塩

バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 （５
００ｍｇ１包）

内 内服 後発 流通

【YJコード】6250019F2027
【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】バラシクロビル塩酸塩
【メーカー】製)持田製薬販売　販)持田製薬
【薬価】155.4円/1包
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】抗ウイルス化学療法剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】単純疱疹
造血幹細胞移植の単純ヘルペスウイルス感染症（単純疱疹）の発症抑
制
帯状疱疹
水痘
性器ヘルペスの再発抑制
注意
性器ヘルペスの再発抑制で，セックスパートナーへの感染抑制あり。た
だし，セックスパートナーへの感染リスクあり，コンドームの使用等を推
奨。
【用法用量】成人
単純疱疹
１回５００ｍｇ　１日２回　内服。
造血幹細胞移植の単純ヘルペスウイルス感染症（単純疱疹）の発症抑
制
１回５００ｍｇ　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　内服。
帯状疱疹
１回１０００ｍｇ　１日３回　内服。
水痘
１回１０００ｍｇ　１日３回　内服。
性器ヘルペスの再発抑制
１回５００ｍｇ　１日１回　内服。
ＨＩＶ感染症（ＣＤ４リンパ球数１００／ｍｍ３以上）　１回５００ｍｇ　１日２
回　内服。
小児
単純疱疹
体重４０ｋｇ以上　１回５００ｍｇ　１日２回　内服。
造血幹細胞移植の単純ヘルペスウイルス感染症（単純疱疹）の発症抑
制
体重４０ｋｇ以上　１回５００ｍｇ　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　内服。
帯状疱疹
体重４０ｋｇ以上　１回１０００ｍｇ　１日３回　内服。
水痘
体重４０ｋｇ以上　１回１０００ｍｇ　１日３回　内服。
性器ヘルペスの再発抑制
体重４０ｋｇ以上　１回５００ｍｇ　１日１回　内服。ＨＩＶ感染症（ＣＤ４リンパ
球数１００／ｍｍ３以上）　１回５００ｍｇ　１日２回　内服。
注意
１．免疫正常患者 性器ヘルペスの再発抑制に本剤を使用時に，再発が
認められた時は，１回５００ｍｇ１日１回投与（性器ヘルペスの再発抑制
への用法・用量）から１回５００ｍｇ１日２回投与（単純疱疹の治療への
用法・用量）に変更。治癒後，必要に応じ１回５００ｍｇ１日１回投与（性
器ヘルペスの再発抑制への用法・用量）の再開を考慮。頻回に再発を
繰り返す時，１回２５０ｍｇ１日２回，又は１回１０００ｍｇ１日１回投与に
変更を考慮。
２．腎障害・腎機能の低下，高齢者 精神神経系の副作用があらわれや
すいので，投与間隔を延長する等注意。投与量・投与間隔の目安は下
表の通り。血液透析患者では，腎機能，体重又は臨床症状に応じ，クレ
アチニンクリアランス１０ｍＬ／分未満の目安よりさらに減量（２５０ｍｇを
２４時間ごと等）することを考慮。血液透析日には透析後に投与。腎障
害を有する小児の投与量，投与間隔調節の目安は未確立。
（表開始）
クレアチニンクリアランス （ｍＬ／分） ≧５０ ３０～４９ １０～２９ ＜１０
単純疱疹／造血幹細胞移植の単純ヘルペスウイルス感染症（単純疱
疹）の発症抑制 ５００ｍｇを１２時間ごと ５００ｍｇを１２時間ごと ５００ｍ
ｇを２４時間ごと ５００ｍｇを２４時間ごと
帯状疱疹 水痘 １０００ｍｇを８時間ごと １０００ｍｇを１２時間ごと １０００
ｍｇを２４時間ごと ５００ｍｇを２４時間ごと
性器ヘルペスの再発抑制 ５００ｍｇを２４時間ごと ＨＩＶ感染症（ＣＤ４リ
ンパ球数１００／ｍｍ３以上）には，５００ｍｇを１２時間ごと ５００ｍｇを２
４時間ごと ＨＩＶ感染症（ＣＤ４リンパ球数１００／ｍｍ３以上）には，５００
ｍｇを１２時間ごと ２５０ｍｇを２４時間ごと ＨＩＶ感染症（ＣＤ４リンパ球数
１００／ｍｍ３以上）には，５００ｍｇを２４時間ごと ２５０ｍｇを２４時間ご
と ＨＩＶ感染症（ＣＤ４リンパ球数１００／ｍｍ３以上）には，５００ｍｇを２４
時間ごと
（表終了）
肝障害でもバラシクロビルはアシクロビルに変換。肝障害での臨床使用
経験は限られている。

■効能効果・用法用量

表の通り。血液透析患者では，腎機能，体重又は臨床症状に応じ，クレ
アチニンクリアランス１０ｍＬ／分未満の目安よりさらに減量（２５０ｍｇを
２４時間ごと等）することを考慮。血液透析日には透析後に投与。腎障
害を有する小児の投与量，投与間隔調節の目安は未確立。
（表開始）
クレアチニンクリアランス （ｍＬ／分） ≧５０ ３０～４９ １０～２９ ＜１０
単純疱疹／造血幹細胞移植の単純ヘルペスウイルス感染症（単純疱
疹）の発症抑制 ５００ｍｇを１２時間ごと ５００ｍｇを１２時間ごと ５００ｍ
ｇを２４時間ごと ５００ｍｇを２４時間ごと
帯状疱疹 水痘 １０００ｍｇを８時間ごと １０００ｍｇを１２時間ごと １０００
ｍｇを２４時間ごと ５００ｍｇを２４時間ごと
性器ヘルペスの再発抑制 ５００ｍｇを２４時間ごと ＨＩＶ感染症（ＣＤ４リ
ンパ球数１００／ｍｍ３以上）には，５００ｍｇを１２時間ごと ５００ｍｇを２
４時間ごと ＨＩＶ感染症（ＣＤ４リンパ球数１００／ｍｍ３以上）には，５００
ｍｇを１２時間ごと ２５０ｍｇを２４時間ごと ＨＩＶ感染症（ＣＤ４リンパ球数
１００／ｍｍ３以上）には，５００ｍｇを２４時間ごと ２５０ｍｇを２４時間ご
と ＨＩＶ感染症（ＣＤ４リンパ球数１００／ｍｍ３以上）には，５００ｍｇを２４
時間ごと
（表終了）
肝障害でもバラシクロビルはアシクロビルに変換。肝障害での臨床使用
経験は限られている。

【禁忌】本剤の成分・アシクロビルに過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．アナフィラキシーショック，アナフィラキシー（呼吸困難，血管浮腫
等）。
２．汎血球減少，無顆粒球症，血小板減少，ＤＩＣ，血小板減少性紫斑
病。
３．急性腎不全。
４．精神神経症状（意識障害（昏睡），せん妄，妄想，幻覚，錯乱，痙攣，
てんかん発作，麻痺，脳症等）。
５．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
６．呼吸抑制，無呼吸。
７．間質性肺炎。
８．肝炎，肝機能障害，黄疸。
９．急性膵炎。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹，掻痒，光線過敏症
肝臓 肝機能検査値の上昇
消化器 嘔気，嘔吐，腹部不快感，下痢，腹痛
精神神経系 眩暈，頭痛，意識低下
腎臓・泌尿器 腎障害，排尿困難，尿閉
（表終了）

■禁忌

■副作用

ビダラビン

ビダラビン軟膏３％「ＭＥＥＫ」 （３％１ｇ）
内 外用 後発 流通

【YJコード】6250700M1120
【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】ビダラビン
【先発品】アラセナ－Ａ軟膏３％
【メーカー】製)小林化工　販)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ　販)和薬
【薬価】106.9円/1g
【薬価収載日】2007/12/21
【標榜薬効】抗ウイルス剤

【効能効果】帯状疱疹，単純疱疹
【用法用量】１日１～４回　塗布・貼布。
注意
１．発症から５日以内に使用開始。
２．７日間使用し，改善がないか悪化時は他の治療に切りかえる。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

■効能効果・用法用量

■禁忌

ペラミビル水和物

ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ （３００
ｍｇ６０ｍＬ１袋）

内 注射 流通

【YJコード】6250405A2039
【薬効分類】６．２．５　抗ウイルス剤
【一般名】ペラミビル水和物
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】6216円/1袋
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品
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【一般名】ペラミビル水和物
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】6216円/1袋
【薬価収載日】2012/06/22
【標榜薬効】抗インフルエンザウイルス剤

【効能効果】Ａ型・Ｂ型インフルエンザウイルス感染症
注意
１．抗ウイルス薬の投与がＡ型・Ｂ型インフルエンザウイルス感染症の
全ての患者に必須ではない。本剤の必要性を検討。
２．本剤は点滴用製剤で，経口剤や吸入剤等の他の抗インフルエンザ
ウイルス薬の使用を考慮し，本剤投与の必要性を検討。
３．流行ウイルスの薬剤耐性情報に注意し，本剤投与の適切性を検
討。
４．Ｃ型インフルエンザウイルス感染症には効果なし。
５．細菌感染症には効果なし。
【用法用量】成人　３００ｍｇ　１５分以上かけ　単回　点滴静注。
合併症等により重症化のおそれのある患者 １回６００ｍｇ　１日１回　１５
分以上かけ　単回　点滴静注，必要時　連日反復投与。
適宜減量。
小児　１回１０ｍｇ／ｋｇ　１日１回　１５分以上かけ　単回点滴静注，必要
時　連日反復投与。１回６００ｍｇまで。
注意
１．症状発現後，速やかに開始（症状発現から４８時間経過後の開始で
有効性データなし）。
２．反復投与は，体温等の臨床症状から継続が必要な時に行い，漫然
と投与継続しない。３日間以上反復投与した経験は限られている。
３．腎機能障害 高い血漿中濃度持続のおそれ，腎機能の低下に応じ
て，下表を目安に投与量を調節。反復投与時も，下表を目安。小児等
の腎機能障害での使用経験なし。
（表開始）
Ｃｃｒ （ｍＬ／分） １回量（ｍｇ） １回量（ｍｇ）
Ｃｃｒ （ｍＬ／分） 通常時 重症化のおそれのある患者
５０≦Ｃｃｒ ３００ ６００
３０≦Ｃｃｒ＜５０ １００ ２００
１０※１≦Ｃｃｒ＜３０ ５０ １００
（表終了）
Ｃｃｒ クレアチニンクリアランス
※１ クレアチニンクリアランス１０ｍＬ／分未満及び透析患者 慎重に投
与量を調節の上投与。ペラミビルは血液透析により速やかに血漿中か
ら除去。
４．点滴静注にのみ使用。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（血圧低下，顔面蒼白，冷汗，
呼吸困難，蕁麻疹等）。
２．白血球減少，好中球減少（１～５％未満）。
３．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰ，Ａｌ－Ｐの著しい
上昇等），黄疸（頻度不明）。
４．急性腎不全（頻度不明）。
重大な副作用（類薬（他の抗インフルエンザウイルス薬））
１．肺炎。
２．劇症肝炎。
３．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群。
４．血小板減少。
５．精神神経症状（意識障害，異常行動，せん妄，幻覚，妄想，痙攣
等）。
６．出血性大腸炎。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

６．２．９　その他の化学療法剤

イトラコナゾール

イトラコナゾール錠５０ｍｇ「科研」 （５０ｍｇ１
錠）

内 内服 後発 流通

【YJコード】6290004F1062
【薬効分類】６．２．９　その他の化学療法剤
【一般名】イトラコナゾール
【メーカー】製)科研製薬
【薬価】130.5円/1T
【薬価収載日】2008/07/04
【標榜薬効】抗真菌剤

【効能効果】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
適応症
（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
注意
表在性皮膚真菌症では，難治性又は汎発性の病型に使用。
【用法用量】１．内臓真菌症（深在性真菌症）
成人　１回１００～２００ｍｇ　１日１回　食直後　内服。
適宜増減。イトラコナゾール注射剤からの切りかえ　１回２００ｍｇ　１日
４００ｍｇ　１日２回　食直後　内服。
２．深在性皮膚真菌症
成人　１回１００～２００ｍｇ　１日１回　食直後　内服。
適宜増減，１日最高２００ｍｇ。
３．表在性皮膚真菌症（爪白癬以外）
成人　１回５０～１００ｍｇ　１日１回　食直後　内服。
爪カンジダ症・カンジダ性爪囲爪炎 １回１００ｍｇ　１日１回　食直後　内
服。
適宜増減，１日最高２００ｍｇ。
４．爪白癬（パルス療法）
成人　１回２００ｍｇ　１日４００ｍｇ　１日２回　食直後　１週間　内服，以
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。適宜減量。
注意
１．爪白癬（パルス療法）
（１）．投与終了後も爪甲中に長期間貯留，効果判定は爪の伸長期間を
考慮。
（２）．本剤は抗菌薬，新しい爪が伸びてこない限り，一旦変色した爪所
見を回復させるものではない。
（３）．減量時の有効率は，臨床成績の項を参照。
２．本剤からイトリゾール内用液に切りかえる時は，イトラコナゾールの
血中濃度（ＡＵＣ，Ｃｍａｘ）の上昇による副作用に注意。添加物のヒドロ
キシプロピル－β－シクロデキストリンによる胃腸障害（下痢，軟便等）
に注意。イトリゾール内用液から本剤への切りかえは，イトラコナゾール
の血中濃度が低下する可能性，胃腸障害（下痢，軟便等）による異常時
等を除き行わない。

■効能効果・用法用量

適応症
（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
注意
表在性皮膚真菌症では，難治性又は汎発性の病型に使用。
【用法用量】１．内臓真菌症（深在性真菌症）
成人　１回１００～２００ｍｇ　１日１回　食直後　内服。
適宜増減。イトラコナゾール注射剤からの切りかえ　１回２００ｍｇ　１日
４００ｍｇ　１日２回　食直後　内服。
２．深在性皮膚真菌症
成人　１回１００～２００ｍｇ　１日１回　食直後　内服。
適宜増減，１日最高２００ｍｇ。
３．表在性皮膚真菌症（爪白癬以外）
成人　１回５０～１００ｍｇ　１日１回　食直後　内服。
爪カンジダ症・カンジダ性爪囲爪炎 １回１００ｍｇ　１日１回　食直後　内
服。
適宜増減，１日最高２００ｍｇ。
４．爪白癬（パルス療法）
成人　１回２００ｍｇ　１日４００ｍｇ　１日２回　食直後　１週間　内服，以
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。適宜減量。
注意
１．爪白癬（パルス療法）
（１）．投与終了後も爪甲中に長期間貯留，効果判定は爪の伸長期間を
考慮。
（２）．本剤は抗菌薬，新しい爪が伸びてこない限り，一旦変色した爪所
見を回復させるものではない。
（３）．減量時の有効率は，臨床成績の項を参照。
２．本剤からイトリゾール内用液に切りかえる時は，イトラコナゾールの
血中濃度（ＡＵＣ，Ｃｍａｘ）の上昇による副作用に注意。添加物のヒドロ
キシプロピル－β－シクロデキストリンによる胃腸障害（下痢，軟便等）
に注意。イトリゾール内用液から本剤への切りかえは，イトラコナゾール
の血中濃度が低下する可能性，胃腸障害（下痢，軟便等）による異常時
等を除き行わない。

【禁忌】１．ピモジド・キニジン・ベプリジル・トリアゾラム・シンバスタチン・
アゼルニジピン・ニソルジピン・エルゴタミン・ジヒドロエルゴタミン・エル
ゴメトリン・メチルエルゴメトリン・バルデナフィル・エプレレノン・ブロナン
セリン・シルデナフィル（レバチオ）・タダラフィル（アドシルカ）・アスナプレ
ビル・バニプレビル・スボレキサント・イブルチニブ・チカグレロル・アリス
キレン・ダビガトラン・リバーロキサバン・リオシグアトの投与患者。
２．肝臓・腎臓に障害があるコルヒチン投与患者。
３．本剤の成分に過敏症の既往。
４．重篤な肝疾患・その既往。
５．妊婦・妊娠の可能性。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．うっ血性心不全，肺水腫（下肢浮腫，呼吸困難等）。
２．肝障害，胆汁うっ滞，黄疸（食欲不振，嘔気，嘔吐，倦怠感，腹痛，
褐色尿等）。
３．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群，急性汎発性発疹性膿
疱症，剥脱性皮膚炎（紅皮症），多形紅斑。
４．ショック，アナフィラキシー（チアノーゼ，冷汗，血圧低下，呼吸困難，
胸内苦悶等）。
５．間質性肺炎（咳嗽，呼吸困難，発熱，肺音の異常（捻髪音）等）。

■禁忌

■副作用

スルファメトキサゾール・トリメトプリム

バクタ配合錠 （１錠）
内 内服 流通

【YJコード】6290100F2115
【薬効分類】６．２．９　その他の化学療法剤
【一般名】スルファメトキサゾール・トリメトプリム
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】67.9円/1T
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】合成抗菌剤
【区分】抗生剤

【効能効果】１．一般感染症
適応菌種 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
適応症
（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
２．ニューモシスチス肺炎の治療・発症抑制
適応菌種 ニューモシスチス・イロベチー
適応症 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
注意
１．他剤耐性菌による上記で，他剤が無効又は使用できない時に投与。
２．感染性腸炎には，「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照，抗菌薬
投与の必要性を判断し，適切な時に投与。
３．ニューモシスチス肺炎の発症抑制は，ニューモシスチス肺炎の発症
リスクを有する患者（免疫抑制剤の投与患者，免疫抑制状態の患者，
ニューモシスチス肺炎の既往がある患者等）を対象。
【用法用量】１．一般感染症
成人　１日４錠　１日２回　分割　内服。
適宜増減。
２．ニューモシスチス肺炎の治療・発症抑制
（１）．治療
成人　１日９～１２錠　１日３～４回　分割　内服。
小児　１日トリメトプリム１５～２０ｍｇ／ｋｇ　１日３～４回　分割　内服。
適宜増減。
（２）．発症抑制
成人　１日１～２錠　１日１回　連日又は週３日　内服。
小児　１日トリメトプリム４～８ｍｇ／ｋｇ　１日２回　分割　連日又は週３日
内服。
注意
１．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。
２．ニューモシスチス肺炎の小児の用法・用量は，国内外の各種ガイド
ライン等，最新の情報を参考に投与。
３．腎障害 下表を目安に投与量を調節。
Ｃｃｒを指標とした用量調節の目安（表開始）
Ｃｃｒ（ｍＬ／分） 推奨量
３０＜Ｃｃｒ 通常量
１５≦Ｃｃｒ≦３０ 通常の１／２量
Ｃｃｒ＜１５ 投与しない
（表終了）
Ｃｃｒ クレアチニンクリアランス

■効能効果・用法用量

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品
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（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
２．ニューモシスチス肺炎の治療・発症抑制
適応菌種 ニューモシスチス・イロベチー
適応症 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
注意
１．他剤耐性菌による上記で，他剤が無効又は使用できない時に投与。
２．感染性腸炎には，「抗微生物薬適正使用の手引き」を参照，抗菌薬
投与の必要性を判断し，適切な時に投与。
３．ニューモシスチス肺炎の発症抑制は，ニューモシスチス肺炎の発症
リスクを有する患者（免疫抑制剤の投与患者，免疫抑制状態の患者，
ニューモシスチス肺炎の既往がある患者等）を対象。
【用法用量】１．一般感染症
成人　１日４錠　１日２回　分割　内服。
適宜増減。
２．ニューモシスチス肺炎の治療・発症抑制
（１）．治療
成人　１日９～１２錠　１日３～４回　分割　内服。
小児　１日トリメトプリム１５～２０ｍｇ／ｋｇ　１日３～４回　分割　内服。
適宜増減。
（２）．発症抑制
成人　１日１～２錠　１日１回　連日又は週３日　内服。
小児　１日トリメトプリム４～８ｍｇ／ｋｇ　１日２回　分割　連日又は週３日
内服。
注意
１．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。
２．ニューモシスチス肺炎の小児の用法・用量は，国内外の各種ガイド
ライン等，最新の情報を参考に投与。
３．腎障害 下表を目安に投与量を調節。
Ｃｃｒを指標とした用量調節の目安（表開始）
Ｃｃｒ（ｍＬ／分） 推奨量
３０＜Ｃｃｒ 通常量
１５≦Ｃｃｒ≦３０ 通常の１／２量
Ｃｃｒ＜１５ 投与しない
（表終了）
Ｃｃｒ クレアチニンクリアランス

【禁忌】１．本剤の成分・サルファ剤に過敏症の既往。
２．妊婦・妊娠の可能性。
３．低出生体重児，新生児。
４．グルコース－６－リン酸脱水素酵素欠乏。
原則禁忌
１．血液障害・その既往。
２．本人・両親・兄弟が気管支喘息，発疹，蕁麻疹等のアレルギー症状
をおこしやすい体質，他剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（１）．再生不良性貧血，溶血性貧血，巨赤芽球性貧血，メトヘモグロビ
ン血症，汎血球減少，無顆粒球症，血小板減少症（頻度不明）。
（２）．血栓性血小板減少性紫斑病（血小板減少，溶血性貧血（破砕赤
血球の出現），精神神経症状，発熱，腎機能障害），溶血性尿毒症症候
群（血小板減少，溶血性貧血（破砕赤血球の出現），急性腎障害）（頻度
不明）。
（３）．ショック（０．１％未満），アナフィラキシー（頻度不明）（不快感，口
内異常感，喘鳴，眩暈，便意，耳鳴，発汗，浮腫等）。
（４）．中毒性表皮壊死融解症（頻度不明），皮膚粘膜眼症候群（０．１％
未満）。
（５）．薬剤性過敏症症候群（頻度不明）（発疹，発熱，肝機能障害，リン
パ節腫脹，白血球増加，好酸球増多，異型リンパ球出現等を伴う遅発
性の重篤な過敏症状），ヒトヘルペスウイルス６等のウイルスの再活性
化。
（６）．急性膵炎（頻度不明）。
（７）．偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎（頻度不明）（腹痛，
頻回の下痢）。
（８）．重度の肝障害（頻度不明）。
（９）．急性腎障害，間質性腎炎（頻度不明）。
（１０）．無菌性髄膜炎，末梢神経炎（頻度不明）。
（１１）．間質性肺炎，ＰＩＥ症候群（頻度不明）（発熱，咳嗽，呼吸困難，
胸部Ｘ線異常，好酸球増多等）。
（１２）．低血糖発作（頻度不明）。
（１３）．高カリウム血症，低ナトリウム血症（頻度不明）。
（１４）．横紋筋融解症（頻度不明）（筋肉痛，脱力感，ＣＫ（ＣＰＫ）上昇，
血中・尿中ミオグロビン上昇等），急激な腎機能悪化，急性腎障害等。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
血液 顆粒球減少 血小板減少
過敏症 発疹，掻痒感 紅斑，水疱，蕁麻疹 光線過敏症
精神神経系 頭痛 眩暈・ふらふら感，しびれ感，ふるえ，脱力・倦怠感 う
とうと状態
肝臓  黄疸，ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇
腎臓  腎障害（ＢＵＮの上昇，血尿等）
消化器  血便
（表終了）

■禁忌

■副作用

ホスフルコナゾール

プロジフ静注液１００ （８％１．２５ｍＬ１瓶）
内 注射 流通

【YJコード】6290402A1026
【薬効分類】６．２．９　その他の化学療法剤
【一般名】ホスフルコナゾール
【メーカー】製)ファイザー
【薬価】5373円/1V
【薬価収載日】2003/12/12
【標榜薬効】深在性真菌症治療剤

【効能効果】カンジダ属，クリプトコッカス属による下記感染症
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
【用法用量】カンジダ症
維持量　成人　１回フルコナゾール５０～１００ｍｇ　１日１回　静注。
初日，２日目　維持量の倍量　１回フルコナゾール１００～２００ｍｇ　投
与。
クリプトコッカス症
維持量　成人　１回フルコナゾール５０～２００ｍｇ　１日１回　静注。
初日，２日目　維持量の倍量　１回フルコナゾール１００～４００ｍｇ　投
与。
重症・難治性真菌感染症
維持量　フルコナゾール４００ｍｇまで。初日，２日目　維持量の倍量　フ
ルコナゾール８００ｍｇまで。
注意
腎障害 下記値を参考に用量を調節。
（表開始）
クレアチニンクリアランス（ｍＬ／分） 用量の目安
＞５０ 通常量
≦５０（透析患者を除く） 半量
透析患者 透析終了後に通常量
（表終了）

【禁忌】１．下記の投与患者
トリアゾラム，エルゴタミン，ジヒドロエルゴタミン，キニジン，ピモジド，ア
スナプレビル，ダクラタスビル・アスナプレビル・ベクラブビル配合錠。
２．本剤の成分・フルコナゾールに過敏症の既往。
３．妊婦・妊娠の可能性。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（血管浮腫，顔面浮腫，掻痒
等）。
２．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群（頻度不明）。
３．薬剤性過敏症症候群（頻度不明）（発疹，発熱，肝機能障害，リンパ
節腫脹，白血球増加，好酸球増多，異型リンパ球出現等を伴う遅発性
の重篤な過敏症状），ヒトヘルペスウイルス６等のウイルスの再活性
化。
４．無顆粒球症，汎血球減少症，血小板減少，白血球減少，貧血等の
重篤な血液障害（頻度不明）。
５．急性腎不全（１．０５％）等の重篤な腎障害。
６．肝障害（３．１４％）（黄疸，肝炎，胆汁うっ滞性肝炎，肝壊死，肝不全
等），死亡。
７．意識障害（頻度不明）（錯乱，見当識障害等）。
８．痙攣（頻度不明）等の神経障害。
９．高カリウム血症（頻度不明）。
１０．心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ含む），ＱＴ延長，不整脈（頻度
不明），心室細動，房室ブロック，徐脈等。
１１．間質性肺炎（頻度不明）（発熱，咳嗽，呼吸困難，肺音の異常（捻
髪音）等）。
１２．偽膜性大腸炎等の重篤な大腸炎（発熱，腹痛，頻回の下痢）（頻度
不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．５％以上 ０．５％未満 頻度不明
肝臓 ＡＳＴ（ＧＯＴ）増加 ＡＬＴ（ＧＰＴ）増加，Ａｌ－Ｐ増加，ＬＤＨ増加，肝機
能検査異常，γ－ＧＴＰ増加 ビリルビン増加，黄疸
皮膚 発疹 紅斑，皮膚糜爛 脱毛
消化器  嘔気，嘔吐，下痢，胃腸出血，口内乾燥，口腔苔癬様変化 口
渇＊，しゃっくり，腹部不快感＊，消化不良＊，鼓腸放屁＊，食欲不振，
腹痛＊
精神神経系  浮動性眩暈，不眠症，錯感覚，頭痛 手指のこわばり＊，
傾眠＊，振戦
腎臓  ＢＵＮ増加，腎クレアチニンクリアランス減少 クレアチニン増加，
乏尿
代謝異常  低カリウム血症，低カルシウム血症 高コレステロール血症，
高トリグリセリド血症＊，高血糖
血液  貧血 好酸球増加，好中球減少
循環器  高血圧，低血圧，静脈炎，心雑音，左室不全
呼吸器  くしゃみ，鼻出血
筋・骨格系  関節痛，筋痛，背部痛
その他  血管痛，末梢性浮腫，ＭＲＳＡ感染，注射部位血管炎，眼掻痒
症 熱感＊，味覚倒錯，発熱，浮腫，倦怠感＊，副腎機能不全＊
（表終了）
＊フルコナゾールで認められた副作用。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品
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その他  血管痛，末梢性浮腫，ＭＲＳＡ感染，注射部位血管炎，眼掻痒
症 熱感＊，味覚倒錯，発熱，浮腫，倦怠感＊，副腎機能不全＊
（表終了）
＊フルコナゾールで認められた副作用。

ミコナゾール

フロリードゲル経口用２％ （２％１ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】6290003X1039
【薬効分類】６．２．９　その他の化学療法剤
【一般名】ミコナゾール
【メーカー】製)持田製薬　販)昭和薬品化工
【薬価】96.4円/1g
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】口腔・食道カンジダ症治療剤

【効能効果】カンジダ属による下記感染症
口腔カンジダ症，食道カンジダ症
【用法用量】１．口腔カンジダ症
成人　１日ミコナゾール２００～４００ｍｇ（ミコナゾールゲル　１０～２０ｇ）
１日４回　分割　毎食後・就寝前　口腔内にまんべんなく塗布。病巣が広
範囲な時　口腔内に長く含んだ後，嚥下。
２．食道カンジダ症
成人　１日ミコナゾール２００～４００ｍｇ（ミコナゾールゲル　１０～２０ｇ）
１日４回　分割　毎食後・就寝前　口腔内に含んだ後，少量ずつ嚥下。
注意
投与期間は１４日間。７日間投与しても改善なければ中止し，他の療法
に変更。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．ワルファリンカリウム・ピモジド・キニジン・トリアゾラム・シンバスタチ
ン・アゼルニジピン・ニソルジピン・ブロナンセリン・エルゴタミン酒石酸
塩・ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩・リバーロキサバン・アスナプレビル・
ロミタピドメシル酸塩の投与患者。
３．妊婦・妊娠の可能性。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満
過敏症 発疹等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

６．３　生物学的製剤

６．３．１　ワクチン類

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）

ヘプタバックス－２ （０．５ｍＬ１瓶）
内 注射 流通
劇

【YJコード】6313402A2045
【薬効分類】６．３．１　ワクチン類
【一般名】組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）
【メーカー】製)ＭＳＤ
【薬価】2382円/1V
【標榜薬効】ウイルスワクチン類

【効能効果】１．Ｂ型肝炎の予防
２．Ｂ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）
３．ＨＢｓ抗原陽性で，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）
【用法用量】（表開始）
効能・効果 用法・用量
Ｂ型肝炎の予防 ０．５ｍＬずつ　４週間隔で２回，さらに２０～２４週を経
過後に１回　皮下注・筋注。１０歳未満　０．２５ｍＬずつ　同様の投与間
隔で　皮下注。 能動的ＨＢｓ抗体が獲得されてない時は追加。
Ｂ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）
０．２５ｍＬ　生後１２時間以内に１回　皮下注。さらに０．２５ｍＬずつ　初
回注射の１ヵ月後，６ヵ月後の２回　同様の用法で注射。 能動的ＨＢｓ抗
体が獲得されてない時は追加。
ＨＢｓ抗原陽性で，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） ０．５ｍＬ　事故発生後７
日以内に１回　皮下注・筋注。さらに０．５ｍＬずつ　初回注射の１ヵ月
後，３～６ヵ月後の２回　同様の用法で注射。１０歳未満　０．２５ｍＬず
つ　同様の投与間隔で皮下注。 能動的ＨＢｓ抗体が獲得されてない時
は追加。
（表終了）
注意
１．定期接種対象者と標準的接種年齢
生後１歳までで，生後２月から生後９月までの間に，２７日以上あけて２
回，さらに１回目の接種から１３９日以上あけて１回皮下注。
２．一般的注意
（１）．Ｂ型肝炎ウイルス母子感染の予防，ＨＢｓ抗原陽性で，ＨＢｅ抗原
陽性の血液による汚染事故後のＢ型肝炎発症予防には，抗ＨＢｓ人免
疫グロブリンを併用。
（２）．Ｂ型肝炎ウイルス母子感染の予防の初回注射の時期は，生後１２
時間以降もできるが，生後早期に行う。
（３）．Ｂ型肝炎ウイルスへの曝露による感染・発症の可能性が高い者
又はＢ型肝炎ウイルスに感染すると重症化するおそれがある者には，３
回目接種１～２ヵ月後を目途に抗体検査を実施し，ＨＢｓ抗体が獲得さ
れていない時は追加接種を考慮。
３．他のワクチン製剤との接種間隔
生ワクチンの接種後２７日以上，他の不活化ワクチンの接種後６日以上
あけて本剤を接種。医師が必要と認めた時は同時に接種できる（他の
ワクチンと混合接種しない）。

■効能効果・用法用量

日以内に１回　皮下注・筋注。さらに０．５ｍＬずつ　初回注射の１ヵ月
後，３～６ヵ月後の２回　同様の用法で注射。１０歳未満　０．２５ｍＬず
つ　同様の投与間隔で皮下注。 能動的ＨＢｓ抗体が獲得されてない時
は追加。
（表終了）
注意
１．定期接種対象者と標準的接種年齢
生後１歳までで，生後２月から生後９月までの間に，２７日以上あけて２
回，さらに１回目の接種から１３９日以上あけて１回皮下注。
２．一般的注意
（１）．Ｂ型肝炎ウイルス母子感染の予防，ＨＢｓ抗原陽性で，ＨＢｅ抗原
陽性の血液による汚染事故後のＢ型肝炎発症予防には，抗ＨＢｓ人免
疫グロブリンを併用。
（２）．Ｂ型肝炎ウイルス母子感染の予防の初回注射の時期は，生後１２
時間以降もできるが，生後早期に行う。
（３）．Ｂ型肝炎ウイルスへの曝露による感染・発症の可能性が高い者
又はＢ型肝炎ウイルスに感染すると重症化するおそれがある者には，３
回目接種１～２ヵ月後を目途に抗体検査を実施し，ＨＢｓ抗体が獲得さ
れていない時は追加接種を考慮。
３．他のワクチン製剤との接種間隔
生ワクチンの接種後２７日以上，他の不活化ワクチンの接種後６日以上
あけて本剤を接種。医師が必要と認めた時は同時に接種できる（他の
ワクチンと混合接種しない）。

【禁忌】下記該当時は，接種しない。
（１）．発熱。
（２）．重篤な急性疾患。
（３）．本剤の成分にアナフィラキシーの既往。
（４）．上記の他，予防接種が不適当な者。

【副作用】重大な副作用
１．ショック（０．１％未満），アナフィラキシー（頻度不明）（血圧低下，呼
吸困難，顔面蒼白等）。
２．多発性硬化症，急性散在性脳脊髄炎，脊髄炎，視神経炎，ギラン・
バレー症候群，末梢神経障害（各頻度不明）。

■禁忌

■副作用

肺炎球菌ワクチン

ニューモバックスＮＰ （０．５ｍＬ１瓶）
内 注射 流通
劇

【YJコード】6311400A1037
【薬効分類】６．３．１　ワクチン類
【一般名】肺炎球菌ワクチン
【メーカー】製)ＭＳＤ
【薬価】4623円/1V
【薬価収載日】2006/10/23
【標榜薬効】細菌ワクチン類

【効能効果】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
い下記
（１）．脾摘の肺炎球菌による感染症の発症予防
（２）．肺炎球菌の感染症の予防
［１］．鎌状赤血球疾患，又はその他の原因で脾機能不全
［２］．心・呼吸器の慢性疾患，腎不全，肝機能障害，糖尿病，慢性髄液
漏等の基礎疾患
［３］．高齢者
［４］．免疫抑制作用を有する治療の開始まで最低１４日以上ある患者
【用法用量】１回０．５ｍＬ　筋注・皮下注。
注意
他のワクチン製剤との接種間隔
生ワクチンの接種後２７日以上，他の不活化ワクチンの接種後６日以上
あけて本剤を接種。医師が必要と認めた時は同時に接種できる（他の
ワクチンと混合接種しない）。

【禁忌】下記該当時は，接種しない。
（１）．２歳未満。
（２）．発熱。
（３）．重篤な急性疾患。
（４）．本剤の成分にアナフィラキシーの既往。
（５）．上記の他，予防接種が不適当な者。

【副作用】重大な副作用
１．アナフィラキシー様反応（頻度不明）（呼吸困難，血管浮腫，蕁麻疹，
発汗等）。
２．血小板減少（頻度不明）。
３．知覚異常，ギランバレー症候群等の急性神経根障害（頻度不明）。
４．蜂巣炎・蜂巣炎様反応，注射部位壊死，注射部位潰瘍（各頻度不
明）（発赤，腫脹，疼痛，発熱等，壊死や潰瘍）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品
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６．３．４　血液製剤類

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」 （１０００単位５ｍＬ１瓶（溶解液付））

内 注射 流通
特生

【YJコード】6343423X2057
【薬効分類】６．３．４　血液製剤類
【一般名】乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン
【メーカー】製)日本製薬　販)武田薬品工業
【薬価】36267円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】血漿分画製剤

【効能効果】１．ＨＢｓ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（沈降Ｂ型肝炎ワクチンとの併用）
【用法用量】筋注（１瓶を添付溶解液１瓶（１０００単位製剤は５ｍＬ）で溶
解）。
１．ＨＢｓ抗原陽性血液の汚染事故後のＢ型肝炎発症予防
成人　１回５～１０ｍＬ　筋注。
必要時　増量，又は同量を繰り返す。
小児　０．１６～０．２４ｍＬ／ｋｇ。
投与時期　事故発生後７日以内。４８時間以内が望ましい。
２．新生児のＢ型肝炎予防（沈降Ｂ型肝炎ワクチンとの併用）
初回　０．５～１ｍＬ　筋注。初回注射の時期　生後５日以内。生後１２時
間以内が望ましい。
追加　０．１６～０．２４ｍＬ／ｋｇ　投与。

【禁忌】１．本剤の成分にショックの既往。
２．ＨＢｓ抗原陽性者（新生児に必要時，ＨＢｓ抗原検査の結果を待たず
に投与できる）。
原則禁忌
本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
ショック（頻度不明）（悪寒，嘔気，発汗，腰痛等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発熱，発疹等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

人血清アルブミン

アルブミナー５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ
（５％２５０ｍＬ１瓶）

内 注射 流通
特生

【YJコード】6343410X2106
【薬効分類】６．３．４　血液製剤類
【一般名】人血清アルブミン
【メーカー】製)ＣＳＬベーリング
【薬価】4086円/1V
【薬価収載日】2009/03/24
【標榜薬効】血漿分画製剤

【効能効果】アルブミンの喪失（熱傷，ネフローゼ症候群等），アルブミン
合成低下（肝硬変症等）による低アルブミン血症，出血性ショック
【用法用量】成人　１回１００～２５０ｍＬ（人血清アルブミン　５～１２．５
ｇ）　緩徐に静注，点滴静注。
適宜増減。
注意
１．ナトリウムの過大な負荷を招く可能性，大量使用は注意。
２．投与後の目標血清アルブミン濃度は，急性時は３ｇ／ｄＬ以上，慢性
時は２．５ｇ／ｄＬ以上。
投与前には，必要性を把握し，投与前後の血清アルブミン濃度と臨床
所見の改善を比べ，投与効果の評価を３日間を目途に行い，継続を判
断し，漫然投与しない。

【禁忌】本剤の成分にショックの既往。
原則禁忌
本剤の成分に過敏症の既往。

■効能効果・用法用量

■禁忌

本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（呼吸困難，喘鳴，胸内苦悶，血
圧低下，脈拍微弱，チアノーゼ等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発熱，顔面潮紅，蕁麻疹等
（表終了）

■副作用

献血アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ
「ニチヤク」 （２５％５０ｍＬ１瓶）

内 注射 流通
特生

【YJコード】6343410X5229
【薬効分類】６．３．４　血液製剤類
【一般名】人血清アルブミン
【メーカー】製)日本製薬　販)武田薬品工業
【薬価】5042円/1V
【薬価収載日】2015/06/19
【標榜薬効】血漿分画製剤

【効能効果】１．アルブミンの喪失（熱傷，ネフローゼ症候群等），アルブ
ミン合成低下（肝硬変症等）による低アルブミン血症
２．出血性ショック
【用法用量】成人　１回２０～５０ｍＬ（人血清アルブミン　５～１２．５ｇ）
緩徐に静注，点滴静注。
適宜増減。
注意
１．急激な循環血漿量の増加あり，輸注速度を調節し，肺水腫，心不全
等の発生に注意。本剤５０ｍＬ（アルブミン　１２．５ｇ）の輸注は，約２５０
ｍＬの循環血漿量の増加に相当。
２．投与後の目標血清アルブミン濃度は，急性時は３ｇ／ｄＬ以上，慢性
時は２．５ｇ／ｄＬ以上。
投与前には，必要性を把握し，投与前後の血清アルブミン濃度と臨床
所見の改善を比べ，投与効果の評価を３日間を目途に行い，継続を判
断し，漫然投与しない。

【禁忌】本剤の成分にショックの既往。
原則禁忌
本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（呼吸困難，喘鳴，胸内苦悶，血
圧低下，脈拍微弱，チアノーゼ等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発熱，顔面紅潮，蕁麻疹等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

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ＩＨ５％静注５ｇ／１００
ｍＬ （５ｇ１００ｍＬ１瓶）

内 注射 流通
特生

【YJコード】6343428A4033
【薬効分類】６．３．４　血液製剤類
【一般名】ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
【メーカー】製)日本血液製剤機構　販)田辺三菱製薬
【薬価】38547円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】血漿分画製剤

【効能効果】１．低・無ガンマグロブリン血症
２．重症感染症で抗生剤との併用
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・出産等一時的止血管理の必要時）
４．川崎病の急性期（重症で，冠動脈障害の発生の危険がある時）
５．多発性筋炎・皮膚筋炎の筋力低下の改善（ステロイド剤が効果不十
分時のみ）
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時）
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時のみ）
９．天疱瘡（ステロイド剤が効果不十分時）
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・他の治療を行っても効果不十分，発症を繰り返す時の
み）
１１．水疱性類天疱瘡（ステロイド剤が効果不十分時）
１２．ギラン・バレー症候群（急性増悪期で歩行困難な重症例）
注意
１．重症感染症 抗生剤との併用は，適切な抗菌化学療法でも効果不十
分時。
２．川崎病 発病後７日以内に投与開始。
３．多発性筋炎・皮膚筋炎の筋力低下 下記に規定するステロイド剤で
の治療でも効果不十分時。
［ステロイド剤が効果不十分の判断基準］
（１）．投与１２週以上前からの治療歴 投与の１２週以上前に副腎皮質
ステロイドをプレドニゾロン換算で５０ｍｇ／日以上又は１ｍｇ／ｋｇ／日
以上のステロイド大量療法で１ヵ月以上治療した治療歴があり，その
後，投与開始時までステロイド治療を継続しても，十分な改善がなく，血
中ＣＫ値が基準値上限を超えている患者。
（２）．投与前１２週未満の治療歴 投与前６～１２週に副腎皮質ステロイ
ドをプレドニゾロン換算で５０ｍｇ／日以上又は１ｍｇ／ｋｇ／日以上のス
テロイド大量療法を実施した治療歴があり，その後，投与開始時までス
テロイド治療を継続しても，十分な改善がなく，血中ＣＫ値が基準値上限
を超えており，４週間以上の間隔で測定した直近の検査値の比較で，血
中ＣＫ値の低下がない患者。
４．多発性筋炎・皮膚筋炎の皮膚症状改善の薬剤ではない（皮膚症状
に対する有効性は未確立）。
５．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含む）
の運動機能低下の進行抑制に用いる場合，「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含む）の筋力低下の改善」への
有効性が認められたが，症状の再発・再燃を繰り返している患者にの
み投与。
６．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
制剤による適切な治療でも効果不十分時のみ対象。治療前に，胸腺摘
除術の実施を考慮（臨床試験では，プレドニゾロン換算で６０ｍｇ／隔日
以上又は１．２ｍｇ／ｋｇ／隔日以上，又は３０ｍｇ／連日以上又は０．６
ｍｇ／ｋｇ／連日以上のステロイド剤を４週間以上服用した治療歴があ
り，現在も継続してステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤を
服用しているにもかかわらず改善が不十分又は再燃を繰り返す患者
に，有効性・安全性が検討されている）。
７．天疱瘡 副腎皮質ホルモン剤による適切な治療でも効果不十分時の
みを対象。臨床試験では，副腎皮質ホルモン剤２０ｍｇ／日（プレドニゾ
ロン換算）以上を３～７日間使用したにもかかわらず，臨床症状の改善
のない患者に，本剤の有効性・安全性が検討されている。
８．腫瘍随伴性天疱瘡，疱疹状天疱瘡，薬剤誘発性天疱瘡への有効
性・安全性は未確立。
９．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，肺炎の発症抑制に使用時は，投
与開始時に以下のすべての条件を満たす患者のみ投与。
（１）．過去６ヵ月間に急性中耳炎が４回以上，又は急性気管支炎又は
肺炎で２回以上の発症あり。
（２）．起炎菌として肺炎球菌又はインフルエンザ菌が同定。
（３）．血清ＩｇＧ２値８０ｍｇ／ｄＬ未満が継続。
１０．水疱性類天疱瘡に使用時，副腎皮質ホルモン剤による適切な治
療でも効果不十分時のみを対象。同種同効製剤（乾燥ポリエチレングリ
コール処理人免疫グロブリン）の臨床試験で，副腎皮質ホルモン剤０．４
ｍｇ／ｋｇ／日（プレドニゾロン換算）以上を７～２１日間使用したにもか
かわらず，臨床症状の改善のない患者に，有効性・安全性が検討され
ている。
【用法用量】静注時　極めて緩徐に行う。
（１）．低・無ガンマグロブリン血症
１回２００～６００ｍｇ（本剤　４～１２ｍＬ）／ｋｇ　３～４週間隔　点滴静
注・静注。
適宜増減。
（２）．重症感染症の抗生剤との併用
成人　１回２５００～５０００ｍｇ（本剤　５０～１００ｍＬ）　点滴静注・静注。
小児　１回１００～１５０ｍｇ（本剤　２～３ｍＬ）／ｋｇ　点滴静注・静注。
適宜増量。
（３）．特発性血小板減少性紫斑病
１日２００～４００ｍｇ（本剤　４～８ｍＬ）／ｋｇ　点滴静注・静注。５日間使
用しても改善なければ中止。適宜増減。
（４）．川崎病の急性期
１日４００ｍｇ（本剤　８ｍＬ）／ｋｇ　５日間　点滴静注・静注。又は２０００
ｍｇ（本剤　４０ｍＬ）／ｋｇ　１回　点滴静注。適宜減量。
（５）．多発性筋炎・皮膚筋炎の筋力低下の改善（ステロイド剤が効果不
十分時のみ）
成人　１日４００ｍｇ（本剤　８ｍＬ）／ｋｇ　５日間　点滴静注。
（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含
む）の筋力低下の改善
１日４００ｍｇ（本剤　８ｍＬ）／ｋｇ　５日間連日　点滴静注・静注。適宜減
量。
（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時）
１日１０００ｍｇ（本剤　２０ｍＬ）／ｋｇ又は５００ｍｇ（本剤　１０ｍＬ）／ｋｇ
２日間連日　３週間隔　点滴静注。
（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時のみ）
成人　１日４００ｍｇ（本剤　８ｍＬ）／ｋｇ　５日間　点滴静注。
（９）．天疱瘡（ステロイド剤の効果不十分時）
１日４００ｍｇ（本剤　８ｍＬ）／ｋｇ　５日間連日　点滴静注。
適宜減量。
（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効果不十分で，発症を
繰り返す場合のみ）
初回　３００ｍｇ（本剤　６ｍＬ）／ｋｇ，２回目以降　２００ｍｇ（本剤　４ｍＬ）
／ｋｇ　投与。投与間隔は４週間。
（１１）．水疱性類天疱瘡（ステロイド剤の効果不十分時）
１日４００ｍｇ（本剤　８ｍＬ）／ｋｇ　５日間連日　点滴静注。
（１２）．ギラン・バレー症候群（急性増悪期で歩行困難な重症例）
１日４００ｍｇ（本剤　８ｍＬ）／ｋｇ　５日間連日　点滴静注。
注意
１．低・無ガンマグロブリン血症 急速注射で血圧降下の可能性。
２．速度 ショック等の副作用は初日の投与開始１時間以内，また速度を
上げるとおこる可能性，これらの時間帯は特に注意。
（１）．初日の投与開始から１時間は０．０１ｍＬ／ｋｇ／分で投与。副作用
等の異常所見がなければ，徐々に速度を上げてよいが，０．０６ｍＬ／ｋ
ｇ／分まで。２日目以降は，前日に耐容した速度で投与できる。
（２）．川崎病 ２０００ｍｇ（本剤　４０ｍＬ）／ｋｇを１回で投与時は，（１）の
速度を遵守するが，急激な循環血液量の増大に注意し，１２時間以上
かけて点滴静注。
３．低・無ガンマグロブリン血症の用法・用量は，血清ＩｇＧトラフ値を参考
に，基礎疾患や感染症等の臨床症状に応じて，投与量，投与間隔を調
節する必要を考慮。
４．多発性筋炎・皮膚筋炎の筋力低下治療及び全身型重症筋無力症の
治療 最低投与後４週間は再投与を行わない（４週間以内に再投与時の
有効性・安全性は未検討）。
５．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含む）
の筋力低下の改善 投与終了１ヵ月後に認められることあり，投与終了
後１ヵ月間は本剤の追加は行わない。
６．天疱瘡・水疱性類天疱瘡の症状改善 投与終了４週後までに認めら
れることあり，投与終了後４週間は本剤の追加は行わない。
７．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では，本剤の
投与は６回を目安。投与再開時は，対象患者の条件への適合を再度確
認し，投与の要否を判断。

■効能効果・用法用量

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品
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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時）
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時のみ）
９．天疱瘡（ステロイド剤が効果不十分時）
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・他の治療を行っても効果不十分，発症を繰り返す時の
み）
１１．水疱性類天疱瘡（ステロイド剤が効果不十分時）
１２．ギラン・バレー症候群（急性増悪期で歩行困難な重症例）
注意
１．重症感染症 抗生剤との併用は，適切な抗菌化学療法でも効果不十
分時。
２．川崎病 発病後７日以内に投与開始。
３．多発性筋炎・皮膚筋炎の筋力低下 下記に規定するステロイド剤で
の治療でも効果不十分時。
［ステロイド剤が効果不十分の判断基準］
（１）．投与１２週以上前からの治療歴 投与の１２週以上前に副腎皮質
ステロイドをプレドニゾロン換算で５０ｍｇ／日以上又は１ｍｇ／ｋｇ／日
以上のステロイド大量療法で１ヵ月以上治療した治療歴があり，その
後，投与開始時までステロイド治療を継続しても，十分な改善がなく，血
中ＣＫ値が基準値上限を超えている患者。
（２）．投与前１２週未満の治療歴 投与前６～１２週に副腎皮質ステロイ
ドをプレドニゾロン換算で５０ｍｇ／日以上又は１ｍｇ／ｋｇ／日以上のス
テロイド大量療法を実施した治療歴があり，その後，投与開始時までス
テロイド治療を継続しても，十分な改善がなく，血中ＣＫ値が基準値上限
を超えており，４週間以上の間隔で測定した直近の検査値の比較で，血
中ＣＫ値の低下がない患者。
４．多発性筋炎・皮膚筋炎の皮膚症状改善の薬剤ではない（皮膚症状
に対する有効性は未確立）。
５．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含む）
の運動機能低下の進行抑制に用いる場合，「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含む）の筋力低下の改善」への
有効性が認められたが，症状の再発・再燃を繰り返している患者にの
み投与。
６．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
制剤による適切な治療でも効果不十分時のみ対象。治療前に，胸腺摘
除術の実施を考慮（臨床試験では，プレドニゾロン換算で６０ｍｇ／隔日
以上又は１．２ｍｇ／ｋｇ／隔日以上，又は３０ｍｇ／連日以上又は０．６
ｍｇ／ｋｇ／連日以上のステロイド剤を４週間以上服用した治療歴があ
り，現在も継続してステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤を
服用しているにもかかわらず改善が不十分又は再燃を繰り返す患者
に，有効性・安全性が検討されている）。
７．天疱瘡 副腎皮質ホルモン剤による適切な治療でも効果不十分時の
みを対象。臨床試験では，副腎皮質ホルモン剤２０ｍｇ／日（プレドニゾ
ロン換算）以上を３～７日間使用したにもかかわらず，臨床症状の改善
のない患者に，本剤の有効性・安全性が検討されている。
８．腫瘍随伴性天疱瘡，疱疹状天疱瘡，薬剤誘発性天疱瘡への有効
性・安全性は未確立。
９．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，肺炎の発症抑制に使用時は，投
与開始時に以下のすべての条件を満たす患者のみ投与。
（１）．過去６ヵ月間に急性中耳炎が４回以上，又は急性気管支炎又は
肺炎で２回以上の発症あり。
（２）．起炎菌として肺炎球菌又はインフルエンザ菌が同定。
（３）．血清ＩｇＧ２値８０ｍｇ／ｄＬ未満が継続。
１０．水疱性類天疱瘡に使用時，副腎皮質ホルモン剤による適切な治
療でも効果不十分時のみを対象。同種同効製剤（乾燥ポリエチレングリ
コール処理人免疫グロブリン）の臨床試験で，副腎皮質ホルモン剤０．４
ｍｇ／ｋｇ／日（プレドニゾロン換算）以上を７～２１日間使用したにもか
かわらず，臨床症状の改善のない患者に，有効性・安全性が検討され
ている。
【用法用量】静注時　極めて緩徐に行う。
（１）．低・無ガンマグロブリン血症
１回２００～６００ｍｇ（本剤　４～１２ｍＬ）／ｋｇ　３～４週間隔　点滴静
注・静注。
適宜増減。
（２）．重症感染症の抗生剤との併用
成人　１回２５００～５０００ｍｇ（本剤　５０～１００ｍＬ）　点滴静注・静注。
小児　１回１００～１５０ｍｇ（本剤　２～３ｍＬ）／ｋｇ　点滴静注・静注。
適宜増量。
（３）．特発性血小板減少性紫斑病
１日２００～４００ｍｇ（本剤　４～８ｍＬ）／ｋｇ　点滴静注・静注。５日間使
用しても改善なければ中止。適宜増減。
（４）．川崎病の急性期
１日４００ｍｇ（本剤　８ｍＬ）／ｋｇ　５日間　点滴静注・静注。又は２０００
ｍｇ（本剤　４０ｍＬ）／ｋｇ　１回　点滴静注。適宜減量。
（５）．多発性筋炎・皮膚筋炎の筋力低下の改善（ステロイド剤が効果不
十分時のみ）
成人　１日４００ｍｇ（本剤　８ｍＬ）／ｋｇ　５日間　点滴静注。
（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含
む）の筋力低下の改善
１日４００ｍｇ（本剤　８ｍＬ）／ｋｇ　５日間連日　点滴静注・静注。適宜減
量。
（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時）
１日１０００ｍｇ（本剤　２０ｍＬ）／ｋｇ又は５００ｍｇ（本剤　１０ｍＬ）／ｋｇ
２日間連日　３週間隔　点滴静注。
（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時のみ）
成人　１日４００ｍｇ（本剤　８ｍＬ）／ｋｇ　５日間　点滴静注。
（９）．天疱瘡（ステロイド剤の効果不十分時）
１日４００ｍｇ（本剤　８ｍＬ）／ｋｇ　５日間連日　点滴静注。
適宜減量。
（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効果不十分で，発症を
繰り返す場合のみ）
初回　３００ｍｇ（本剤　６ｍＬ）／ｋｇ，２回目以降　２００ｍｇ（本剤　４ｍＬ）
／ｋｇ　投与。投与間隔は４週間。
（１１）．水疱性類天疱瘡（ステロイド剤の効果不十分時）
１日４００ｍｇ（本剤　８ｍＬ）／ｋｇ　５日間連日　点滴静注。
（１２）．ギラン・バレー症候群（急性増悪期で歩行困難な重症例）
１日４００ｍｇ（本剤　８ｍＬ）／ｋｇ　５日間連日　点滴静注。
注意
１．低・無ガンマグロブリン血症 急速注射で血圧降下の可能性。
２．速度 ショック等の副作用は初日の投与開始１時間以内，また速度を
上げるとおこる可能性，これらの時間帯は特に注意。
（１）．初日の投与開始から１時間は０．０１ｍＬ／ｋｇ／分で投与。副作用
等の異常所見がなければ，徐々に速度を上げてよいが，０．０６ｍＬ／ｋ
ｇ／分まで。２日目以降は，前日に耐容した速度で投与できる。
（２）．川崎病 ２０００ｍｇ（本剤　４０ｍＬ）／ｋｇを１回で投与時は，（１）の
速度を遵守するが，急激な循環血液量の増大に注意し，１２時間以上
かけて点滴静注。
３．低・無ガンマグロブリン血症の用法・用量は，血清ＩｇＧトラフ値を参考
に，基礎疾患や感染症等の臨床症状に応じて，投与量，投与間隔を調
節する必要を考慮。
４．多発性筋炎・皮膚筋炎の筋力低下治療及び全身型重症筋無力症の
治療 最低投与後４週間は再投与を行わない（４週間以内に再投与時の
有効性・安全性は未検討）。
５．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含む）
の筋力低下の改善 投与終了１ヵ月後に認められることあり，投与終了
後１ヵ月間は本剤の追加は行わない。
６．天疱瘡・水疱性類天疱瘡の症状改善 投与終了４週後までに認めら
れることあり，投与終了後４週間は本剤の追加は行わない。
７．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では，本剤の
投与は６回を目安。投与再開時は，対象患者の条件への適合を再度確
認し，投与の要否を判断。

（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時のみ）
成人　１日４００ｍｇ（本剤　８ｍＬ）／ｋｇ　５日間　点滴静注。
（９）．天疱瘡（ステロイド剤の効果不十分時）
１日４００ｍｇ（本剤　８ｍＬ）／ｋｇ　５日間連日　点滴静注。
適宜減量。
（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効果不十分で，発症を
繰り返す場合のみ）
初回　３００ｍｇ（本剤　６ｍＬ）／ｋｇ，２回目以降　２００ｍｇ（本剤　４ｍＬ）
／ｋｇ　投与。投与間隔は４週間。
（１１）．水疱性類天疱瘡（ステロイド剤の効果不十分時）
１日４００ｍｇ（本剤　８ｍＬ）／ｋｇ　５日間連日　点滴静注。
（１２）．ギラン・バレー症候群（急性増悪期で歩行困難な重症例）
１日４００ｍｇ（本剤　８ｍＬ）／ｋｇ　５日間連日　点滴静注。
注意
１．低・無ガンマグロブリン血症 急速注射で血圧降下の可能性。
２．速度 ショック等の副作用は初日の投与開始１時間以内，また速度を
上げるとおこる可能性，これらの時間帯は特に注意。
（１）．初日の投与開始から１時間は０．０１ｍＬ／ｋｇ／分で投与。副作用
等の異常所見がなければ，徐々に速度を上げてよいが，０．０６ｍＬ／ｋ
ｇ／分まで。２日目以降は，前日に耐容した速度で投与できる。
（２）．川崎病 ２０００ｍｇ（本剤　４０ｍＬ）／ｋｇを１回で投与時は，（１）の
速度を遵守するが，急激な循環血液量の増大に注意し，１２時間以上
かけて点滴静注。
３．低・無ガンマグロブリン血症の用法・用量は，血清ＩｇＧトラフ値を参考
に，基礎疾患や感染症等の臨床症状に応じて，投与量，投与間隔を調
節する必要を考慮。
４．多発性筋炎・皮膚筋炎の筋力低下治療及び全身型重症筋無力症の
治療 最低投与後４週間は再投与を行わない（４週間以内に再投与時の
有効性・安全性は未検討）。
５．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含む）
の筋力低下の改善 投与終了１ヵ月後に認められることあり，投与終了
後１ヵ月間は本剤の追加は行わない。
６．天疱瘡・水疱性類天疱瘡の症状改善 投与終了４週後までに認めら
れることあり，投与終了後４週間は本剤の追加は行わない。
７．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では，本剤の
投与は６回を目安。投与再開時は，対象患者の条件への適合を再度確
認し，投与の要否を判断。

【禁忌】１．本剤の成分にショックの既往。
２．遺伝性果糖不耐症。
原則禁忌
本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（０．１～５％未満）（呼吸困難，頻脈，喘
鳴，喘息様症状，胸内苦悶，血圧低下，脈拍微弱，チアノーゼ等）。
２．肝機能障害（０．１～５％未満）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ，
γ－ＧＴＰ，ＬＤＨの著しい上昇等），黄疸（頻度不明）。
３．無菌性髄膜炎（０．１～５％未満）（項部硬直，発熱，頭痛，悪心・嘔
吐，意識混濁等）。
４．急性腎障害（頻度不明）（腎機能検査値（ＢＵＮ，血清クレアチニン
等）の悪化，尿量減少）。
５．血小板減少（頻度不明）。
６．肺水腫（頻度不明）（呼吸困難等）。
７．血栓塞栓症（頻度不明）（脳梗塞，心筋梗塞，肺塞栓症，深部静脈血
栓症等，中枢神経症状（眩暈，意識障害，四肢麻痺等），胸痛，突然の
呼吸困難，息切れ，下肢の疼痛・浮腫等）。
８．心不全（頻度不明）（発症・悪化）（呼吸困難，心雑音，心機能低下，
浮腫，尿量減少等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．１～５％未満 ０．１％未満 頻度不明
過敏症 発疹，蕁麻疹 顔面潮紅，局所性浮腫 掻痒感，全身発赤，汗疱
精神神経系 振戦，痙攣 傾眠 意識障害，不穏，しびれ
循環器 顔色不良，四肢冷感 血圧上昇，徐脈
（表終了）

■禁忌

■副作用

６．３．６　混合生物学的製剤

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

ミールビック （一人分１瓶（溶解液付））
内 注射 流通
劇

【YJコード】636940CD1029
【薬効分類】６．３．６　混合生物学的製剤
【一般名】乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン
【メーカー】製)阪大微生物病研究会

■効能効果・用法用量
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【効能効果】麻疹・風疹の予防
【用法用量】０．５ｍＬ　１回　皮下注（添付溶剤０．７ｍＬで溶解）。
注意
１．接種対象者
（１）．定期の予防接種
［１］．第１期 生後１２～２４ヵ月の間にある者。
［２］．第２期 ５～７歳未満で，小学校就学の始期に達する日の１年前の
日から当該始期に達する日の前日までの間にある者（小学校就学前の
１年間にある者）。
（２）．任意の予防接種 性，年齢に関係なく接種できる。
２．輸血・ガンマグロブリン製剤投与との関係
輸血・ガンマグロブリン製剤を受けた者は，３ヵ月以上あけて本剤を接
種。また，ガンマグロブリン製剤の大量療法で２００ｍｇ／ｋｇ以上投与を
受けた者は，６ヵ月以上あけて本剤を接種。
３．他のワクチン製剤との接種間隔
他の生ワクチンの接種後２７日以上，不活化ワクチンの接種後６日以上
あけて本剤を接種。医師が必要と認めた時は同時に接種できる（他の
ワクチンと混合接種しない）。

【禁忌】下記該当時は，接種しない。
（１）．発熱。
（２）．重篤な急性疾患。
（３）．本剤の成分にアナフィラキシーの既往。
（４）．免疫機能に異常のある疾患，免疫抑制をきたす治療を受けている
者。
（５）．妊娠。
（６）．上記の他，予防接種が不適当な者。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（０．１％未満）（蕁麻疹，呼吸困難，血管浮
腫等）。
２．血小板減少性紫斑病（０．１％未満）（紫斑，鼻出血，口腔粘膜出血
等）。
３．急性散在性脳脊髄炎（頻度不明）（発熱，頭痛，痙攣，運動障害，意
識障害等）。
４．脳炎・脳症（０．１％未満）。
５．痙攣（０．１％未満）（熱性痙攣含む）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

６．４　寄生動物用薬

６．４．１　抗原虫剤

メトロニダゾール

フラジール内服錠２５０ｍｇ （２５０ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】6419002F1131
【薬効分類】６．４．１　抗原虫剤
【一般名】メトロニダゾール
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】35.5円/1T
【薬価収載日】2008/06/20
【標榜薬効】抗原虫剤
【区分】抗生剤

【効能効果】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
適応菌種 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
適応症
（１）．深在性皮膚感染症
（２）．外傷・熱傷及び手術創等の二次感染
（３）．骨髄炎
（４）．肺炎，肺膿瘍
（５）．骨盤内炎症性疾患
（６）．腹膜炎，腹腔内膿瘍
（７）．肝膿瘍
（８）．脳膿瘍
３．感染性腸炎
適応菌種 クロストリジウム・ディフィシル
適応症 感染性腸炎（偽膜性大腸炎含む）
４．細菌性腟症
適応菌種 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
適応症 細菌性腟症
５．ヘリコバクター・ピロリ感染症
適応菌種 ヘリコバクター・ピロリ
適応症 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・早期胃癌の内視鏡的治療後胃のヘリコバクター・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
注意
１．感染性腸炎 感染性腸炎（偽膜性大腸炎含む）には，「抗微生物薬適
正使用の手引き」を参照，抗菌薬投与の必要性を判断し，適切な時に
投与。
２．ヘリコバクター・ピロリ感染症
（１）．プロトンポンプインヒビター（ランソプラゾール，オメプラゾール，ラ
ベプラゾールナトリウム，エソメプラゾール，ボノプラザン），アモキシシリ
ン水和物，クラリスロマイシン併用による除菌治療が不成功だった患者
に適用。
（２）．進行期胃ＭＡＬＴリンパ腫へのヘリコバクター・ピロリ除菌治療の有
効性は未確立。
（３）．特発性血小板減少性紫斑病では，ガイドライン等を参照し，ヘリコ
バクター・ピロリ除菌治療が適切な症例にのみ行う。
（４）．早期胃癌の内視鏡的治療後胃以外には，ヘリコバクター・ピロリ
除菌治療による胃癌の発症抑制への有効性は未確立。
（５）．ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎は，ヘリコバクター・ピロリの陽性と
内視鏡検査で確認。
【用法用量】１．トリコモナス症（腟トリコモナスの感染症）
成人　１クール　１回２５０ｍｇ　１日２回　１０日間　内服。
２．嫌気性菌感染症
成人　１回５００ｍｇ　１日３回又は４回　内服。
３．感染性腸炎
成人　１回２５０ｍｇ　１日４回，又は１回５００ｍｇ　１日３回　１０～１４日
間　内服。
４．細菌性腟症
成人　１回２５０ｍｇ　１日３回，又は１回５００ｍｇ　１日２回　７日間　内
服。
５．ヘリコバクター・ピロリ感染症
アモキシシリン水和物，クラリスロマイシン，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時
成人　１回メトロニダゾール２５０ｍｇ，１回アモキシシリン水和物７５０ｍ
ｇ，プロトンポンプインヒビター　３剤を同時に　１日２回　７日間　内服。
６．アメーバ赤痢
成人　１回５００ｍｇ　１日３回　１０日間　内服。
症状により　１回７５０ｍｇ　１日３回　内服。
７．ランブル鞭毛虫感染症
成人　１回２５０ｍｇ　１日３回　５～７日間　内服。
注意
１．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。
２．ヘリコバクター・ピロリ感染症 プロトンポンプインヒビターは１回ランソ
プラゾール３０ｍｇ，１回オメプラゾール２０ｍｇ，１回ラベプラゾールナトリ
ウム１０ｍｇ，１回エソメプラゾール２０ｍｇ又は１回ボノプラザン２０ｍｇの
いずれか１剤を選択。

■効能効果・用法用量

性紫斑病・早期胃癌の内視鏡的治療後胃のヘリコバクター・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
注意
１．感染性腸炎 感染性腸炎（偽膜性大腸炎含む）には，「抗微生物薬適
正使用の手引き」を参照，抗菌薬投与の必要性を判断し，適切な時に
投与。
２．ヘリコバクター・ピロリ感染症
（１）．プロトンポンプインヒビター（ランソプラゾール，オメプラゾール，ラ
ベプラゾールナトリウム，エソメプラゾール，ボノプラザン），アモキシシリ
ン水和物，クラリスロマイシン併用による除菌治療が不成功だった患者
に適用。
（２）．進行期胃ＭＡＬＴリンパ腫へのヘリコバクター・ピロリ除菌治療の有
効性は未確立。
（３）．特発性血小板減少性紫斑病では，ガイドライン等を参照し，ヘリコ
バクター・ピロリ除菌治療が適切な症例にのみ行う。
（４）．早期胃癌の内視鏡的治療後胃以外には，ヘリコバクター・ピロリ
除菌治療による胃癌の発症抑制への有効性は未確立。
（５）．ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎は，ヘリコバクター・ピロリの陽性と
内視鏡検査で確認。
【用法用量】１．トリコモナス症（腟トリコモナスの感染症）
成人　１クール　１回２５０ｍｇ　１日２回　１０日間　内服。
２．嫌気性菌感染症
成人　１回５００ｍｇ　１日３回又は４回　内服。
３．感染性腸炎
成人　１回２５０ｍｇ　１日４回，又は１回５００ｍｇ　１日３回　１０～１４日
間　内服。
４．細菌性腟症
成人　１回２５０ｍｇ　１日３回，又は１回５００ｍｇ　１日２回　７日間　内
服。
５．ヘリコバクター・ピロリ感染症
アモキシシリン水和物，クラリスロマイシン，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時
成人　１回メトロニダゾール２５０ｍｇ，１回アモキシシリン水和物７５０ｍ
ｇ，プロトンポンプインヒビター　３剤を同時に　１日２回　７日間　内服。
６．アメーバ赤痢
成人　１回５００ｍｇ　１日３回　１０日間　内服。
症状により　１回７５０ｍｇ　１日３回　内服。
７．ランブル鞭毛虫感染症
成人　１回２５０ｍｇ　１日３回　５～７日間　内服。
注意
１．耐性菌の発現等を防ぐため，感受性を確認し，必要最小限の期間に
とどめる。
２．ヘリコバクター・ピロリ感染症 プロトンポンプインヒビターは１回ランソ
プラゾール３０ｍｇ，１回オメプラゾール２０ｍｇ，１回ラベプラゾールナトリ
ウム１０ｍｇ，１回エソメプラゾール２０ｍｇ又は１回ボノプラザン２０ｍｇの
いずれか１剤を選択。

【禁忌】１．本剤の成分に過敏症の既往。
２．脳・脊髄に器質的疾患（脳膿瘍除く）。
３．妊娠３ヵ月以内（有益性が危険性を上回る疾患除く）。

【副作用】重大な副作用
１．末梢神経障害（０．１％未満）（四肢のしびれ，異常感等）。
２．中枢神経障害（頻度不明）（脳症，痙攣，意識障害，構語障害，錯
乱，幻覚，小脳失調等）。
３．無菌性髄膜炎（頻度不明）（項部硬直，発熱，頭痛，悪心・嘔吐，意
識混濁等）。
４．中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群（頻度不明）。
５．急性膵炎（頻度不明）（腹痛，背部痛，悪心・嘔吐，血清アミラーゼ値
の上昇等）。
６．白血球減少，好中球減少（頻度不明）。
７．出血性大腸炎（頻度不明）（腹痛，血便，頻回の下痢）。
８．肝機能障害（頻度不明），重度の肝毒性，急性肝不全，死亡。
その他の副作用（発現時中止等）（トリコモナス症（腟トリコモナスによる
感染症），嫌気性菌感染症，感染性腸炎，細菌性腟症，アメーバ赤痢，
ランブル鞭毛虫感染症）
（表開始）
発現部位等 ５％以上又は頻度不明
過敏症 発疹
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（ヘリコバクター・ピロリ感染症）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感
血液 好塩基球増多
（表終了）

■禁忌

■副作用

６　病原生物に対する医薬品 ６　病原生物に対する医薬品
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７　治療を主目的としない医薬品

７．１　調剤用薬

７．１．１　賦形剤

乳糖水和物

乳糖「ホエイ」 （１０ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】7111001X1191
【薬効分類】７．１．１　賦形剤
【一般名】乳糖水和物
【メーカー】製)マイラン製薬　販)ファイザー
【薬価】18.6円/10g
【標榜薬効】賦形剤

【効能効果】賦形剤として調剤
【用法用量】賦形剤として調剤。

■効能効果・用法用量

７．１．２　軟膏基剤

オリブ油

オリブ油「日医工」 （１０ｍＬ）
内 外用 流通

【YJコード】7121704X1415
【薬効分類】７．１．２　軟膏基剤
【一般名】オリブ油
【メーカー】製)日医工　販)日興製薬販売
【薬価】21円/10mL
【薬価収載日】2013/12/13
【標榜薬効】軟膏基剤

【効能効果】植物油として調剤
軟膏剤，貼付剤，リニメント剤等の製剤用基剤として調剤
皮膚・粘膜の保護剤
【用法用量】植物油として調剤。
軟膏，貼付剤，リニメント剤等の製剤用基剤として調剤。
皮膚・粘膜の保護剤。

■効能効果・用法用量

白色ワセリン

白色ワセリン＊（日興製薬） （１０ｇ）
内 外用 流通

【YJコード】7121703X1216
【薬効分類】７．１．２　軟膏基剤
【一般名】白色ワセリン
【メーカー】製)日興製薬　販)日興製薬販売　販)丸石製薬
【薬価】23.4円/10g
【標榜薬効】軟膏基剤

【効能効果】軟膏基剤として調剤，皮膚保護剤
【用法用量】軟膏基剤として調剤。皮膚保護剤。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
皮膚 接触皮膚炎
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

流動パラフィン

流動パラフィン「マルイシ」 （１０ｍＬ）
内 外用 流通

【YJコード】7121718X1140
【薬効分類】７．１．２　軟膏基剤
【一般名】流動パラフィン
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】9.2円/10mL
【薬価収載日】1992/03/11
【標榜薬効】軟膏基剤

【一般名】流動パラフィン
【メーカー】製)丸石製薬
【薬価】9.2円/10mL
【薬価収載日】1992/03/11
【標榜薬効】軟膏基剤

【効能効果】軟膏基剤として調剤
【用法用量】軟膏基剤として調剤。

■効能効果・用法用量

７．１．３　溶解剤

精製水

精製水＊（日興製薬） （１０ｍＬ）
内 内服 流通

【YJコード】7131001X1259
【薬効分類】７．１．３　溶解剤
【一般名】精製水
【メーカー】製)日興製薬　販)エビス製薬　販)中北薬品　販)日興製薬販売
販)ニプロ　販)ファイザー　販)マイラン製薬　販)丸石製薬
【薬価】1.6円/10mL
【標榜薬効】溶解剤

【効能効果】１．溶解剤として製剤，試薬，試液の調製
２．医療器具の洗浄
３．溶解剤としてコンタクトレンズの洗浄剤・保存剤の調製（コンタクトレ
ンズ装着液として使用しない）
【用法用量】溶解剤で製剤，試薬，試液の調製に使用。
医療器具の洗浄に使用。
溶解剤でコンタクトレンズの洗浄剤，保存剤の調製に使用（コンタクトレ
ンズ装着液として用いない）。

■効能効果・用法用量

注射用水

大塚蒸留水 （２０ｍＬ１管）
内 注射 流通

【YJコード】7131400A2129
【薬効分類】７．１．３　溶解剤
【一般名】注射用水
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】61円/1A
【薬価収載日】1997/10/01
【標榜薬効】注射用水

【効能効果】注射剤の溶解希釈，注射剤の製剤
【用法用量】注射剤の溶解・希釈，注射剤の製剤に使用。

■効能効果・用法用量

大塚蒸留水 （５００ｍＬ１瓶）
内 注射 流通

【YJコード】7131400A5020
【薬効分類】７．１．３　溶解剤
【一般名】注射用水
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】163円/1V
【標榜薬効】注射用水

【効能効果】注射剤の溶解希釈，注射剤の製剤
【用法用量】注射剤の溶解・希釈，注射剤の製剤に使用。

■効能効果・用法用量

７．１．４　矯味，矯臭，着色剤

単シロップ

単シロップ （１０ｍＬ）
内 内服 流通

【YJコード】7142001X1066
【薬効分類】７．１．４　矯味，矯臭，着色剤
【一般名】単シロップ
【メーカー】製)シオエ製薬　販)日本新薬
【薬価】7.8円/10mL
【標榜薬効】矯味剤

７　治療を主目的としない医薬品 ７　治療を主目的としない医薬品
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【一般名】単シロップ
【メーカー】製)シオエ製薬　販)日本新薬
【薬価】7.8円/10mL
【標榜薬効】矯味剤

【効能効果】矯味として調剤
【用法用量】矯味として調剤。

■効能効果・用法用量

ハッカ油

ハッカ油「ケンエー」 （１ｍＬ）
内 内服 外用 流通

【YJコード】7149006X1060
【薬効分類】７．１．４　矯味，矯臭，着色剤
【一般名】ハッカ油
【メーカー】製)健栄製薬
【薬価】19.7円/1mL
【標榜薬効】矯味・矯臭剤

【効能効果】芳香・矯臭・矯味として調剤，ハッカ水の調剤
【用法用量】芳香・矯臭・矯味として調剤，ハッカ水の調剤。

■効能効果・用法用量

７．１．９　その他の調剤用薬

塩化ナトリウム

塩化ナトリウム「オーツカ」 （１０ｇ）
内 内服 外用 注射 流通

【YJコード】7190701X1036
【薬効分類】７．１．９　その他の調剤用薬
【一般名】塩化ナトリウム
【メーカー】製)大塚製薬工場　販)大塚製薬
【薬価】6.5円/10g
【標榜薬効】調剤用薬（食塩）

【効能効果】経口 食塩喪失時の補給
注射
（１）．０．４％注射液 注射剤の溶解希釈
（２）．生食 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
（３）．１０％注射液 ナトリウム欠乏時の電解質補給
（４）．１Ｍ，２．５Ｍ注射液 電解質補液の補正
外用 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
その他 医療用器具の洗浄
【用法用量】経口
成人　１回１～２ｇ　内服（そのまま，又は水に溶解）。
適宜増減。
注射
０．４％注射液
注射用医薬品の希釈・溶解に使用。
生食
［１］．２０～１０００ｍＬを皮下注・静注・点滴静注。
適宜増減。
［２］．注射用医薬品の希釈・溶解に使用。
１０％注射液 輸液剤等に添加し，静注・点滴静注。
１Ｍ，２．５Ｍ注射液 電解質補液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使用。
外用
（１）．等張液で皮膚，創傷面，粘膜の洗浄，湿布に使用。
（２）．等張液で含嗽，噴霧吸入に使用。
その他
生食で医療器具の洗浄に使用。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）（経口）
（表開始）
大量投与 悪心・嘔吐等の消化器症状，高ナトリウム血症，うっ血性心
不全，浮腫
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（注射（生食））
（表開始）
大量・急速投与 血清電解質異常，うっ血性心不全，浮腫，アシドーシス
（表終了）
その他の副作用（発現時中止等）（注射（１０％注射液，１Ｍ，２．５Ｍ注
射液））
（表開始）
大量投与 高ナトリウム血症，うっ血性心不全，浮腫
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

大量投与 高ナトリウム血症，うっ血性心不全，浮腫
（表終了）

７．２　診断用薬（体外診断用医薬品を除く）

７．２．１　Ｘ線造影剤

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％ （６０％２０ｍＬ１管）
内 注射 流通

【YJコード】7214400A2034
【薬効分類】７．２．１　Ｘ線造影剤
【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン
【メーカー】製)バイエル薬品　販)日本シエーリング
【薬価】455円/1A
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】直接膵管胆道・逆行性尿路・関節・唾液腺造影剤

【効能効果】逆行性尿路撮影，内視鏡的逆行性膵胆管撮影，経皮経肝
胆道撮影，関節撮影
注意
内視鏡的逆行性膵胆管撮影
急性膵炎の診断には内視鏡的逆行性膵胆管撮影をしない（急性膵炎
発作時に内視鏡的逆行性膵胆管撮影を施行時，急性膵炎悪化のおそ
れ）。
他の方法で診断され，胆管炎の合併や胆道通過障害の遷延が疑われ
る胆石性膵炎等の内視鏡的治療を前提とした内視鏡的逆行性膵胆管
撮影では，最新の急性膵炎診療ガイドライン等を参考に施行。
【用法用量】成人　下記１回量。適宜増減。
（表開始）
効能・効果 本剤（ｍＬ）
逆行性尿路撮影 ２０～１５０ （原液又は２～４倍希釈）
内視鏡的逆行性膵胆管撮影 ２０～４０
経皮経肝胆道撮影 ２０～６０
関節撮影 １～１０
（表終了）

【禁忌】１．ヨード・ヨード造影剤に過敏症の既往。
２．重篤な甲状腺疾患。
原則禁忌
１．一般状態の極度に悪い患者。
２．気管支喘息。
３．重篤な心障害。
４．重篤な肝障害。
５．重篤な腎障害（無尿等）。
６．マクログロブリン血症。
７．多発性骨髄腫。
８．テタニー。
９．褐色細胞腫・その疑い。

【副作用】重大な副作用
１．ショック（頻度不明），軽度の過敏症状。
２．アナフィラキシー様症状（頻度不明）（呼吸困難，顔面浮腫等）。
３．急性腎不全（頻度不明）。
４．痙攣発作（頻度不明）。
５．肺水腫（頻度不明）。
６．重症筋無力症の悪化（頻度不明）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ウログラフイン注６０％ （６０％１００ｍＬ１
瓶）

内 注射 流通

【YJコード】7214400A5041
【薬効分類】７．２．１　Ｘ線造影剤
【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン
【メーカー】製)バイエル薬品　販)日本シエーリング
【薬価】2260円/1V
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】直接膵管胆道・逆行性尿路・関節・唾液腺造影剤

【効能効果】逆行性尿路撮影，内視鏡的逆行性膵胆管撮影，経皮経肝
胆道撮影，関節撮影
注意
内視鏡的逆行性膵胆管撮影
急性膵炎の診断には内視鏡的逆行性膵胆管撮影をしない（急性膵炎
発作時に内視鏡的逆行性膵胆管撮影を施行時，急性膵炎悪化のおそ
れ）。
他の方法で診断され，胆管炎の合併や胆道通過障害の遷延が疑われ
る胆石性膵炎等の内視鏡的治療を前提とした内視鏡的逆行性膵胆管
撮影では，最新の急性膵炎診療ガイドライン等を参考に施行。
【用法用量】成人　下記１回量。適宜増減。
（表開始）
効能・効果 本剤（ｍＬ）
逆行性尿路撮影 ２０～１５０ （原液又は２～４倍希釈）
内視鏡的逆行性膵胆管撮影 ２０～４０
経皮経肝胆道撮影 ２０～６０
関節撮影 １～１０
（表終了）

■効能効果・用法用量

７　治療を主目的としない医薬品 ７　治療を主目的としない医薬品
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発作時に内視鏡的逆行性膵胆管撮影を施行時，急性膵炎悪化のおそ
れ）。
他の方法で診断され，胆管炎の合併や胆道通過障害の遷延が疑われ
る胆石性膵炎等の内視鏡的治療を前提とした内視鏡的逆行性膵胆管
撮影では，最新の急性膵炎診療ガイドライン等を参考に施行。
【用法用量】成人　下記１回量。適宜増減。
（表開始）
効能・効果 本剤（ｍＬ）
逆行性尿路撮影 ２０～１５０ （原液又は２～４倍希釈）
内視鏡的逆行性膵胆管撮影 ２０～４０
経皮経肝胆道撮影 ２０～６０
関節撮影 １～１０
（表終了）

【禁忌】１．ヨード・ヨード造影剤に過敏症の既往。
２．重篤な甲状腺疾患。
原則禁忌
１．一般状態の極度に悪い患者。
２．気管支喘息。
３．重篤な心障害。
４．重篤な肝障害。
５．重篤な腎障害（無尿等）。
６．マクログロブリン血症。
７．多発性骨髄腫。
８．テタニー。
９．褐色細胞腫・その疑い。

【副作用】重大な副作用
１．ショック（頻度不明），軽度の過敏症状。
２．アナフィラキシー様症状（頻度不明）（呼吸困難，顔面浮腫等）。
３．急性腎不全（頻度不明）。
４．痙攣発作（頻度不明）。
５．肺水腫（頻度不明）。
６．重症筋無力症の悪化（頻度不明）。

■禁忌

■副作用

ガストログラフイン経口・注腸用 （１ｍＬ）
内 内服 流通

【YJコード】7211001X1030
【薬効分類】７．２．１　Ｘ線造影剤
【一般名】アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン
【メーカー】製)バイエル薬品　販)日本シエーリング
【薬価】14.4円/1mL
【薬価収載日】2006/06/09
【標榜薬効】水溶性消化管造影剤

【効能効果】消化管撮影
下記の消化管造影
狭窄の疑いのある時
急性出血
穿孔のおそれのある時（消化器潰瘍，憩室）
その他，外科手術を要する急性症状時
胃，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，腫瘍の造影
胃・腸瘻孔の造影
コンピューター断層撮影の上部消化管造影
【用法用量】経口
消化管撮影 成人　１回６０ｍＬ（レリーフ造影　１０～３０ｍＬ）　内服。
コンピューター断層撮影の上部消化管造影 成人　３０～５０倍量の水で
希釈し　１回２５０～３００ｍＬ　内服。
注腸
成人　３～４倍量の水で希釈し　最高５００ｍＬを注腸投与。

【禁忌】ヨード・ヨード造影剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
ショック（０．１％未満）（意識消失，心停止等），アナフィラキシー様症状
（頻度不明）（呼吸困難等）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

イオパミドール

イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ「Ｈ
Ｋ」 （７５．５２％１００ｍＬ１筒）

内 注射 後発 流通

【YJコード】7219412G7062
【薬効分類】７．２．１　Ｘ線造影剤
【一般名】イオパミドール
【先発品】イオパミロン注３７０シリンジ
【メーカー】製)光製薬
【薬価】4426円/1筒
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】非イオン性尿路・血管造影剤

【先発品】イオパミロン注３７０シリンジ
【メーカー】製)光製薬
【薬価】4426円/1筒
【薬価収載日】2013/06/21
【標榜薬効】非イオン性尿路・血管造影剤

【効能効果】血管心臓撮影（肺動脈撮影含む），大動脈撮影，選択的血
管撮影，四肢血管撮影，ディジタルＸ線撮影法による静脈性血管撮影，
ディジタルＸ線撮影法による動脈性血管撮影，コンピューター断層撮影
の造影，静脈性尿路撮影
【用法用量】成人　下記１回量。適宜増減。
（表開始）
効能・効果 本剤（ｍＬ）
脳血管撮影 －
血管心臓撮影（肺動脈撮影含む） ２０～５０
大動脈撮影 ３０～５０
選択的血管撮影 ５～４０
四肢血管撮影 ２０～５０
ディジタルＸ線撮影法による静脈性血管撮影 ３０～５０
ディジタルＸ線撮影法による動脈性血管撮影 ３～３０
コンピューター断層撮影の造影 １００
静脈性尿路撮影 ２０～１００
逆行性尿路撮影 －
（表終了）

【禁忌】１．ヨード・ヨード造影剤に過敏症の既往。
２．重篤な甲状腺疾患。
原則禁忌
１．一般状態の極度に悪い患者。
２．気管支喘息。
３．重篤な心障害。
４．重篤な肝障害。
５．重篤な腎障害（無尿等）。
６．マクログロブリン血症。
７．多発性骨髄腫。
８．テタニー。
９．褐色細胞腫・その疑い。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック（遅発性含む）（失神，意識消失，呼吸困難，呼吸停止，心停
止等），軽度の過敏症状。
２．アナフィラキシー様症状（遅発性含む）（呼吸困難，咽・喉頭浮腫，顔
面浮腫等）。
３．急性腎不全。
４．急性呼吸窮迫症候群，肺水腫（急速に進行する呼吸困難，低酸素
血症，両側性びまん性肺浸潤影等の胸部Ｘ線異常等）。
５．せん妄，錯乱，健忘症，麻痺。
６．ショックを伴わない意識障害，失神。
７．血小板減少。
８．痙攣発作。
９．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ－ＧＴＰの上昇等），黄
疸。
１０．心室細動，冠動脈攣縮。
１１．皮膚障害（皮膚粘膜眼症候群）（発熱，紅斑，掻痒感，眼充血，口
内炎等）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

イオヘキソール

オムニパーク２４０注１０ｍＬ （５１．７７％１０
ｍＬ１瓶）

内 注射 流通

【YJコード】7219415A4030
【薬効分類】７．２．１　Ｘ線造影剤
【一般名】イオヘキソール
【メーカー】製)第一三共
【薬価】693円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】非イオン性造影剤

【効能効果】コンピューター断層撮影による脳槽造影，コンピューター断
層撮影による脊髄造影，頸部脊髄撮影，胸部脊髄撮影，腰部脊髄撮影
【用法用量】成人　下記１回量。適宜増減。
〔（　）内はヨード含有量〕
（表開始）
撮影の種類 穿刺部位 用量（ｍＬ）
コンピューター断層撮影による脳槽造影 腰椎 ５～１０（１２００～２４００
ｍｇ）
コンピューター断層撮影による脊髄造影 腰椎 ８～１２（１９２０～２８８０
ｍｇ）
頸部脊髄撮影 外側頸椎 腰椎 ８～１０（１９２０～２４００ｍｇ） ８～１２（１
９２０～２８８０ｍｇ）
胸部脊髄撮影 腰椎 ８～１２（１９２０～２８８０ｍｇ）
腰部脊髄撮影 腰椎 ８～１２（１９２０～２８８０ｍｇ）
（表終了）

■効能効果・用法用量

７　治療を主目的としない医薬品 ７　治療を主目的としない医薬品
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頸部脊髄撮影 外側頸椎 腰椎 ８～１０（１９２０～２４００ｍｇ） ８～１２（１
９２０～２８８０ｍｇ）
胸部脊髄撮影 腰椎 ８～１２（１９２０～２８８０ｍｇ）
腰部脊髄撮影 腰椎 ８～１２（１９２０～２８８０ｍｇ）
（表終了）

【禁忌】１．痙攣，てんかん，その素質・その既往。
２．ヨード・ヨード造影剤に過敏症の既往。
３．重篤な甲状腺疾患。
原則禁忌
１．一般状態の極度に悪い患者。
２．気管支喘息。
３．重篤な心障害。
４．重篤な肝障害。
５．重篤な腎障害（無尿等）。
６．マクログロブリン血症。
７．多発性骨髄腫。
８．テタニー。
９．褐色細胞腫・その疑い。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，軽度の過敏症状。
２．痙攣発作。
３．アナフィラキシー（呼吸困難，咽・喉頭浮腫等）。
４．麻痺，髄膜炎。

■禁忌

■副作用

硫酸バリウム

バリトゲン－デラックス （９７．９８％１０ｇ）
内 内服 流通

【YJコード】7212010X1029
【薬効分類】７．２．１　Ｘ線造影剤
【一般名】硫酸バリウム
【メーカー】製)伏見製薬所
【薬価】14.6円/10g
【標榜薬効】消化管Ｘ線造影剤

【効能効果】消化管撮影
【用法用量】水を加え適当な濃度とし，経口・注腸。
成人　下記量。
（表開始）
検査部位 検査方法 硫酸バリウム濃度（ｗ／ｖ％） 用量（ｍＬ）
食道 （経口） ５０～２００ １０～１５０
胃・十二指腸 （経口） 充盈 レリーフ 二重造影 ３０～２００ １０～３００
小腸 （経口） ３０～１５０ １００～３００
大腸 （注腸） ２０～１３０ ２００～２０００
（表終了）

【禁忌】１．消化管の穿孔・その疑い。
２．消化管の急性出血。
３．消化管の閉塞・その疑い。
４．全身衰弱。
５．硫酸バリウム製剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（顔面蒼白，四肢冷感，血圧低下，チア
ノーゼ，意識消失，潮紅，蕁麻疹，顔面浮腫，喉頭浮腫，呼吸困難等）。
２．消化管穿孔，腸閉塞，腹膜炎（腹痛等）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

バリトップゾル１５０ （１５０％１０ｍＬ）
内 内服 流通

【YJコード】7212013S1025
【薬効分類】７．２．１　Ｘ線造影剤
【一般名】硫酸バリウム
【メーカー】製)カイゲンファーマ
【薬価】26.7円/10mL
【薬価収載日】1992/07/10
【標榜薬効】消化管造影剤

【効能効果】消化管撮影
【用法用量】本剤をそのまま，又は水を加え適当な濃度とし，経口・注
腸。
成人　下記量。
（表開始）
検査部位 検査方法 硫酸バリウム濃度（ｗ／ｖ％） 用量（ｍＬ）
食道 （経口） ５０～１５０ １０～１５０
胃・十二指腸 （経口） 充盈 レリーフ 二重造影 ３０～１５０ １０～３００
小腸 （経口） ３０～１５０ １００～３００
大腸 （注腸） ２０～１３０ ２００～２０００
（表終了）

■効能効果・用法用量

（表開始）
検査部位 検査方法 硫酸バリウム濃度（ｗ／ｖ％） 用量（ｍＬ）
食道 （経口） ５０～１５０ １０～１５０
胃・十二指腸 （経口） 充盈 レリーフ 二重造影 ３０～１５０ １０～３００
小腸 （経口） ３０～１５０ １００～３００
大腸 （注腸） ２０～１３０ ２００～２０００
（表終了）

【禁忌】１．消化管の穿孔・その疑い。
２．消化管の急性出血。
３．消化管の閉塞・その疑い。
４．全身衰弱。
５．硫酸バリウム製剤に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック，アナフィラキシー（顔面蒼白，四肢冷感，血圧低下，チア
ノーゼ，意識消失，潮紅，蕁麻疹，顔面浮腫，喉頭浮腫，呼吸困難等）。
２．消化管穿孔，腸閉塞，腹膜炎（腹痛等）。

■禁忌

■副作用

７．２．２　機能検査用試薬

インジゴカルミン

インジゴカルミン注２０ｍｇ「第一三共」 （０．
４％５ｍＬ１管）

内 注射 流通

【YJコード】7225400A1040
【薬効分類】７．２．２　機能検査用試薬
【一般名】インジゴカルミン
【メーカー】製)第一三共
【薬価】241円/1A
【薬価収載日】2009/10/20
【標榜薬効】腎機能検査用薬／センチネルリンパ節同定用薬

【効能効果】１．腎機能検査（分腎機能測定）
２．下記のセンチネルリンパ節の同定
乳癌，悪性黒色腫
注意
センチネルリンパ節生検は，検査法に熟知した医師のもとで，適切な症
例に実施。症例の選択には，最新の関連ガイドライン等を参照し，適応
となる腫瘍径や部位等について検討。
【用法用量】１．腎機能検査
２０～４０ｍｇ（本剤　５～１０ｍＬ）　静注後，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。
腎機能障害がある時，初排泄時間は遅延。
（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）を調べる時あり。
２．センチネルリンパ節の同定
乳癌 ２０ｍｇ（５ｍＬ）以下　悪性腫瘍近傍又は乳輪部の皮下に適宜分
割　投与。
悪性黒色腫 ４～１２ｍｇ（１～３ｍＬ）　悪性腫瘍近傍の皮内数箇所に適
宜分割　投与。
注意
センチネルリンパ節の同定は，本剤とラジオアイソトープ法を併用。その
際には，併用する薬剤の添付文書を参照。

【禁忌】本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
ショック。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

グルカゴン（遺伝子組換え）

グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ （１ｍｇ１瓶
（溶解液付））

内 注射 自注 流通
劇

【YJコード】7229402D1036
【薬効分類】７．２．２　機能検査用試薬
【一般名】グルカゴン（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ノボノルディスクファーマ　販)ＥＡファーマ　販)エーザイ
【薬価】1977円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】グルカゴン（遺伝子組換え）製剤

７　治療を主目的としない医薬品 ７　治療を主目的としない医薬品
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【薬効分類】７．２．２　機能検査用試薬
【一般名】グルカゴン（遺伝子組換え）
【メーカー】製)ノボノルディスクファーマ　販)ＥＡファーマ　販)エーザイ
【薬価】1977円/1V
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】グルカゴン（遺伝子組換え）製剤

【効能効果】消化管のＸ線・内視鏡検査の前処置，低血糖時の救急処
置，成長ホルモン分泌機能検査，肝型糖原病検査，胃の内視鏡的治療
の前処置
【用法用量】（表開始）
効能・効果 用法・用量
消化管のＸ線・内視鏡検査の前処置 ０．５～１ｍｇ　筋注・静注（１ｍｇを
１ｍＬの注射用水に溶解）。 適宜増減。作用持続時間は，筋注　約２５
分間，静注　１５～２０分間。
低血糖時の救急処置 １ｍｇ　筋注・静注（１ｍｇを１ｍＬの注射用水に溶
解）。
成長ホルモン分泌機能検査 ０．０３ｍｇ／ｋｇ　空腹時　皮下注（１ｍｇを
１ｍＬの注射用水に溶解）。最大１ｍｇ。 （判定基準） 血中ｈＧＨ値は，正
常人では，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以下の時ｈＧＨ分泌不全とする。 投与後６
０分以降は３０分ごとに１８０分まで測定し，判定。
肝型糖原病検査 成人　１ｍｇ　３分かけ　静注（１ｍｇを生食２０ｍＬに溶
解）。 小児　０．０３ｍｇ／ｋｇ　筋注（１ｍｇを１ｍＬの注射用水に溶解）。
最大１ｍｇ。 （判定基準） 正常小児は，筋注後３０～６０分で血糖はピー
クに達し，前値より２５ｍｇ／ｄＬ以上上昇。正常成人は，静注後１５～３
０分でピークに達し，前値より３０～６０ｍｇ／ｄＬ上昇。 投与後の血糖の
ピーク値だけで判定できなければ投与後１５～３０分ごとに測定し，判
定。
胃の内視鏡的治療の前処置 １ｍｇ　筋注・静注（１ｍｇを１ｍＬの注射用
水に溶解）。内視鏡的治療中に消化管運動が再開し，治療困難な時又
はその可能性がある時，１ｍｇを追加。 作用発現時間は，筋注　約５
分，静注　１分以内で，作用持続時間は，筋注　約２５分間，静注　１５
～２０分間。
（表終了）

【禁忌】１．褐色細胞腫・その疑い。
２．本剤の成分に過敏症の既往。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシーショック（頻度不明）（不快感，顔面蒼白，
血圧低下等）。
２．低血糖症状（０．１％未満）（嘔吐，嘔気，全身倦怠，傾眠，顔面蒼
白，発汗，冷汗，冷感，意識障害等）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

７．２．９　その他の診断用薬（体外診断用
医薬品を除く。）

塩化マンガン四水和物

ボースデル内用液１０ （１０ｍｇ２５０ｍＬ１
袋）

内 内服 流通

【YJコード】7290006S1021
【薬効分類】７．２．９　その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
【一般名】塩化マンガン四水和物
【メーカー】製)ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ　販)協和発酵キリン
【薬価】1075.7円/1袋
【薬価収載日】2006/09/15
【標榜薬効】ＭＲＩ用経口消化管造影剤

【効能効果】磁気共鳴胆道膵管撮影の消化管陰性造影
注意
本剤はＴ２強調画像で陰性造影効果を示す。なお，Ｔ１強調画像では陽
性造影効果を示す。
【用法用量】成人　１袋２５０ｍＬ（塩化マンガン四水和物３６ｍｇ（マンガ
ン　１０ｍｇ）含む）　内服。

【禁忌】１．消化管の穿孔・その疑い。
２．本剤の成分に過敏症の既往。

■効能効果・用法用量

■禁忌

ガドテリドール

プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ （１３ｍＬ１
筒）

内 注射 流通

【YJコード】7290407G1034
【薬効分類】７．２．９　その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
【一般名】ガドテリドール
【メーカー】製)ブラッコ・エーザイ　販)エーザイ
【薬価】6641円/1筒
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】環状型非イオン性ＭＲＩ用造影剤

【効能効果】磁気共鳴コンピューター断層撮影の下記造影
脳・脊髄造影
躯幹部・四肢造影
注意
ガドリニウム造影剤を複数回投与で，非造影Ｔ１強調ＭＲ画像上，小脳
歯状核，淡蒼球等に高信号の報告や脳の剖検組織からガドリニウム検
出の報告あり，ガドリニウム造影剤を用いた検査の必要性を慎重に判
断。
【用法用量】成人　０．２ｍＬ／ｋｇ　静注。
腎臓対象 ０．１ｍＬ／ｋｇ　静注。
転移性脳腫瘍の疑い ０．２ｍＬ／ｋｇ初回投与後，腫瘍が検出されない
か，検出されても造影効果不十分時　初回投与後３０分以内に０．２ｍＬ
／ｋｇを追加できる。

【禁忌】１．本剤で重篤な副作用の既往。
２．本剤の成分・ガドリニウム造影剤に過敏症の既往。
原則禁忌
１．一般状態の極度に悪い患者。
２．気管支喘息。
３．重篤な腎障害。
４．初回投与時に副作用がみられ，追加投与の必要時。

【副作用】重大な副作用
１．ショック（０．１％未満），アナフィラキシー（呼吸困難，失神，昏迷，意
識消失，呼吸停止，心停止，全身潮紅，血管浮腫，蕁麻疹等）。
２．痙攣発作（０．１％未満）。
３．腎性全身性線維症（皮膚の掻痒，腫脹，硬化，関節の硬直，筋力低
下等）（外国）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

尿素（１３Ｃ）

ユービット錠１００ｍｇ （１００ｍｇ１錠）
内 内服 流通

【YJコード】7290005F1037
【薬効分類】７．２．９　その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
【一般名】尿素（１３Ｃ）
【メーカー】製)大塚製薬
【薬価】2744.6円/1T
【薬価収載日】2002/12/13
【標榜薬効】ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】ヘリコバクター・ピロリの感染診断
【用法用量】成人　１００ｍｇ（本剤　１錠）　空腹時　内服。
標準的な１３Ｃ－尿素呼気試験法
（１）．本剤服用前に呼気を採取。
（２）．本剤１錠を水１００ｍＬとともに空腹時に服用。錠剤をつぶしたり，
噛まず，５秒以内に嚥下。
（３）．服用後左側臥位で５分間保ち，その後は坐位を保つ。
（４）．本剤服用後２０分に呼気を採取。
（５）．服用前後の呼気中１３ＣＯ２（１３ＣＯ２／１２ＣＯ２比）を測定し，そ
の変化量（Δ１３Ｃ）を算出し判定。

【副作用】その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ０．５％未満 頻度不明
過敏症 発疹 蕁麻疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■副作用

７　治療を主目的としない医薬品 ７　治療を主目的としない医薬品
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７．９　その他の治療を主目的としない医薬
品

７．９．９　他に分類されない治療を主目的と
しない医薬品

ナトリウム・カリウム配合剤

ニフレック配合内用剤 （１袋）
内 内服 流通

【YJコード】7990100A1106
【薬効分類】７．９．９　他に分類されない治療を主目的としない医薬品
【一般名】ナトリウム・カリウム配合剤
【メーカー】製)ＥＡファーマ
【薬価】1001.5円/1袋
【薬価収載日】2009/09/25
【標榜薬効】経口腸管洗浄剤

【効能効果】大腸内視鏡検査，バリウム注腸Ｘ線造影検査，大腸手術時
の前処置の腸管内容物の排除
【用法用量】１袋を水に溶解して約２Ｌとし，溶解液とする。
成人　１回溶解液２～４Ｌ　約１Ｌ／時　内服。排泄液が透明になった時
点で投与を終了。４Ｌを超えて投与しない。
大腸内視鏡検査前処置
（１）．検査当日に投与時　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時間前から開始。
（２）．検査前日に投与時　前日の夕食後は絶食（水分摂取のみ可），夕
食後約１時間以上経過後，投与開始。前日の朝食，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。
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
間前から開始。成人　溶解液の投与開始時　モサプリドクエン酸塩２０
ｍｇ　溶解液（約１８０ｍＬ）で　内服。溶解液投与終了後　モサプリドクエ
ン酸塩２０ｍｇ　少量の水で　内服。
大腸術前処置
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
過後，投与開始。
注意
排便，腹痛等を確認しながら慎重に投与。
約１Ｌを投与しても排便がない時，腹痛，嘔気，嘔吐のないことを必ず確
認後投与を継続し，排便が認められるまで観察。
２Ｌを投与しても排便がない時，投与を中断し，腹痛，嘔吐等がないこと
を確認するとともに，腹部の診察や画像検査（単純Ｘ線，超音波，ＣＴ
等）を実施し，投与継続の可否を慎重に検討。
高齢者では特に時間をかけて投与。
バリウム注腸Ｘ線造影検査では，２回目のモサプリドクエン酸塩水和物
の投与後はバリウム注腸Ｘ線造影検査まで飲食物を摂取しない。

【禁忌】１．胃腸管閉塞症・腸閉塞の疑い。
２．腸管穿孔。
３．中毒性巨大結腸症。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（顔面蒼白，血圧低下，嘔吐，嘔気持続，
気分不良，眩暈，冷感，蕁麻疹，呼吸困難，顔面浮腫等）。
２．腸管穿孔，腸閉塞，鼡径ヘルニア嵌頓。
３．低ナトリウム血症（嘔吐，意識障害，痙攣等）。
４．虚血性大腸炎。
５．マロリー・ワイス症候群（嘔吐，嘔気，吐血，血便等）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

７　治療を主目的としない医薬品 ７　治療を主目的としない医薬品
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８　麻薬

８．１　アルカロイド系麻薬（天然麻薬）

８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬

アヘンチンキ

アヘンチンキ （１０％１ｍＬ）
内 局方 内服 流通
麻 劇

【YJコード】8113001S1010
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】アヘンチンキ
【薬価】194.5円/1mL
【標榜薬効】鎮痛・止瀉剤

オキシコドン塩酸塩水和物

オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ （１０ｍｇ１錠）
内 内服 流通
麻 劇

【YJコード】8119002G6026
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】251.8円/1T
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日１０～８０ｍｇ　１日２回　分割　内服。
適宜増減。
注意
１．初回投与
投与開始前のオピオイド鎮痛薬の治療の有無を考慮し，１日量を２分割
し１２時間ごとに投与。
（１）．オピオイド鎮痛薬の未使用患者は，疼痛の程度により１０～２０ｍ
ｇを１日量とする。
（２）．モルヒネ製剤を本剤に変更時は，モルヒネ製剤１日量の２／３量
を１日量の目安とする。
（３）．経皮フェンタニル貼付剤から変更時は，経皮フェンタニル貼付剤
剥離後にフェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時間以上
かかるため，剥離直後の本剤の使用は避ける。フェンタニルの血中濃
度が低下するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
２．疼痛増強時 服用中の疼痛増強時や鎮痛効果がある患者の突発性
疼痛は，直ちにオキシコドン塩酸塩等の速放性製剤の追加で鎮痛を図
る。
３．増量 投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調整。
５ｍｇから１０ｍｇへの増量の場合を除き増量の目安は，使用量の２５～
５０％増とする。
４．減量 連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わな
い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
５．投与の中止 退薬症候を防ぐために漸減。
６．食事の影響でＣｍａｘ・ＡＵＣが上昇するため，食後に投与時は，副作
用に注意。食後・空腹時のいずれかの一定の条件下で投与。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制，重篤な慢性閉塞性肺疾患。
２．気管支喘息発作中。
３．慢性肺疾患に続発する心不全。
４．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
５．麻痺性イレウス。
６．急性アルコール中毒。
７．アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（顔面蒼白，血圧低下，呼吸困
難，頻脈，全身発赤，血管浮腫，蕁麻疹等）。
２．依存性（頻度不明）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，
発汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，痙
攣，振戦，全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫，動悸等）。
３．呼吸抑制（０．１～１％未満）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼
吸異常等）。
４．錯乱（頻度不明），せん妄（０．１～１％未満）。
５．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫（頻度不明）。
６．麻痺性イレウス（０．１～１％未満），中毒性巨大結腸（頻度不明）。
７．肝機能障害（０．１～１％未満）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ
等の著しい上昇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％未満 頻度不明
過敏症 発疹 蕁麻疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

吸異常等）。
４．錯乱（頻度不明），せん妄（０．１～１％未満）。
５．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫（頻度不明）。
６．麻痺性イレウス（０．１～１％未満），中毒性巨大結腸（頻度不明）。
７．肝機能障害（０．１～１％未満）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ
等の著しい上昇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％未満 頻度不明
過敏症 発疹 蕁麻疹
（表終了）

オキシコンチンＴＲ錠２０ｍｇ （２０ｍｇ１錠）
内 内服 流通
麻 劇

【YJコード】8119002G7022
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】468.8円/1T
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日１０～８０ｍｇ　１日２回　分割　内服。
適宜増減。
注意
１．初回投与
投与開始前のオピオイド鎮痛薬の治療の有無を考慮し，１日量を２分割
し１２時間ごとに投与。
（１）．オピオイド鎮痛薬の未使用患者は，疼痛の程度により１０～２０ｍ
ｇを１日量とする。
（２）．モルヒネ製剤を本剤に変更時は，モルヒネ製剤１日量の２／３量
を１日量の目安とする。
（３）．経皮フェンタニル貼付剤から変更時は，経皮フェンタニル貼付剤
剥離後にフェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時間以上
かかるため，剥離直後の本剤の使用は避ける。フェンタニルの血中濃
度が低下するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
２．疼痛増強時 服用中の疼痛増強時や鎮痛効果がある患者の突発性
疼痛は，直ちにオキシコドン塩酸塩等の速放性製剤の追加で鎮痛を図
る。
３．増量 投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調整。
５ｍｇから１０ｍｇへの増量の場合を除き増量の目安は，使用量の２５～
５０％増とする。
４．減量 連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わな
い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
５．投与の中止 退薬症候を防ぐために漸減。
６．食事の影響でＣｍａｘ・ＡＵＣが上昇するため，食後に投与時は，副作
用に注意。食後・空腹時のいずれかの一定の条件下で投与。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制，重篤な慢性閉塞性肺疾患。
２．気管支喘息発作中。
３．慢性肺疾患に続発する心不全。
４．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
５．麻痺性イレウス。
６．急性アルコール中毒。
７．アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（顔面蒼白，血圧低下，呼吸困
難，頻脈，全身発赤，血管浮腫，蕁麻疹等）。
２．依存性（頻度不明）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，
発汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，痙
攣，振戦，全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫，動悸等）。
３．呼吸抑制（０．１～１％未満）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼
吸異常等）。
４．錯乱（頻度不明），せん妄（０．１～１％未満）。
５．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫（頻度不明）。
６．麻痺性イレウス（０．１～１％未満），中毒性巨大結腸（頻度不明）。
７．肝機能障害（０．１～１％未満）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ
等の著しい上昇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％未満 頻度不明
過敏症 発疹 蕁麻疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

８　麻薬 ８　麻薬
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オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ （４０ｍｇ１錠）
内 内服 流通
麻 劇

【YJコード】8119002G8029
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】858.4円/1T
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日１０～８０ｍｇ　１日２回　分割　内服。
適宜増減。
注意
１．初回投与
投与開始前のオピオイド鎮痛薬の治療の有無を考慮し，１日量を２分割
し１２時間ごとに投与。
（１）．オピオイド鎮痛薬の未使用患者は，疼痛の程度により１０～２０ｍ
ｇを１日量とする。
（２）．モルヒネ製剤を本剤に変更時は，モルヒネ製剤１日量の２／３量
を１日量の目安とする。
（３）．経皮フェンタニル貼付剤から変更時は，経皮フェンタニル貼付剤
剥離後にフェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時間以上
かかるため，剥離直後の本剤の使用は避ける。フェンタニルの血中濃
度が低下するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
２．疼痛増強時 服用中の疼痛増強時や鎮痛効果がある患者の突発性
疼痛は，直ちにオキシコドン塩酸塩等の速放性製剤の追加で鎮痛を図
る。
３．増量 投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調整。
５ｍｇから１０ｍｇへの増量の場合を除き増量の目安は，使用量の２５～
５０％増とする。
４．減量 連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わな
い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
５．投与の中止 退薬症候を防ぐために漸減。
６．食事の影響でＣｍａｘ・ＡＵＣが上昇するため，食後に投与時は，副作
用に注意。食後・空腹時のいずれかの一定の条件下で投与。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制，重篤な慢性閉塞性肺疾患。
２．気管支喘息発作中。
３．慢性肺疾患に続発する心不全。
４．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
５．麻痺性イレウス。
６．急性アルコール中毒。
７．アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（顔面蒼白，血圧低下，呼吸困
難，頻脈，全身発赤，血管浮腫，蕁麻疹等）。
２．依存性（頻度不明）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，
発汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，痙
攣，振戦，全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫，動悸等）。
３．呼吸抑制（０．１～１％未満）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼
吸異常等）。
４．錯乱（頻度不明），せん妄（０．１～１％未満）。
５．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫（頻度不明）。
６．麻痺性イレウス（０．１～１％未満），中毒性巨大結腸（頻度不明）。
７．肝機能障害（０．１～１％未満）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ
等の著しい上昇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％未満 頻度不明
過敏症 発疹 蕁麻疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ （５ｍｇ１錠）
内 内服 流通
麻 劇

【YJコード】8119002G5020
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【メーカー】製)塩野義製薬
【薬価】134.7円/1T
【薬価収載日】2017/12/08
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日１０～８０ｍｇ　１日２回　分割　内服。
適宜増減。
注意
１．初回投与
投与開始前のオピオイド鎮痛薬の治療の有無を考慮し，１日量を２分割
し１２時間ごとに投与。
（１）．オピオイド鎮痛薬の未使用患者は，疼痛の程度により１０～２０ｍ
ｇを１日量とする。
（２）．モルヒネ製剤を本剤に変更時は，モルヒネ製剤１日量の２／３量
を１日量の目安とする。
（３）．経皮フェンタニル貼付剤から変更時は，経皮フェンタニル貼付剤
剥離後にフェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時間以上
かかるため，剥離直後の本剤の使用は避ける。フェンタニルの血中濃
度が低下するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
２．疼痛増強時 服用中の疼痛増強時や鎮痛効果がある患者の突発性
疼痛は，直ちにオキシコドン塩酸塩等の速放性製剤の追加で鎮痛を図
る。
３．増量 投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調整。
５ｍｇから１０ｍｇへの増量の場合を除き増量の目安は，使用量の２５～
５０％増とする。
４．減量 連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わな
い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
５．投与の中止 退薬症候を防ぐために漸減。
６．食事の影響でＣｍａｘ・ＡＵＣが上昇するため，食後に投与時は，副作
用に注意。食後・空腹時のいずれかの一定の条件下で投与。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制，重篤な慢性閉塞性肺疾患。
２．気管支喘息発作中。
３．慢性肺疾患に続発する心不全。
４．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
５．麻痺性イレウス。
６．急性アルコール中毒。
７．アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）（顔面蒼白，血圧低下，呼吸困
難，頻脈，全身発赤，血管浮腫，蕁麻疹等）。
２．依存性（頻度不明）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，
発汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，痙
攣，振戦，全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫，動悸等）。
３．呼吸抑制（０．１～１％未満）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼
吸異常等）。
４．錯乱（頻度不明），せん妄（０．１～１％未満）。
５．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫（頻度不明）。
６．麻痺性イレウス（０．１～１％未満），中毒性巨大結腸（頻度不明）。
７．肝機能障害（０．１～１％未満）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ
等の著しい上昇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％未満 頻度不明
過敏症 発疹 蕁麻疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

オキノーム散１０ｍｇ （１０ｍｇ１包）
内 内服 流通
麻 劇

【YJコード】8119002B4026
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【メーカー】製)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬　販)第一
三共　販)大日本住友製薬
【薬価】230.2円/1包
【薬価収載日】2010/09/24
【標榜薬効】癌疼痛治療用剤

【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日１０～８０ｍｇ　１日４回　分割　内服。
適宜増減。
注意
１．臨時追加に使用 疼痛増強や鎮痛効果がある患者の突発性疼痛
は，直ちに臨時追加を行い鎮痛を図る。１回量は定時投与中のオキシ
コドン塩酸塩経口剤の１日量の１／８～１／４を内服。
２．定時投与時 １日量を４分割して使用時は，６時間ごとの定時に内
服。
（１）．初回投与 投与開始前のオピオイド系鎮痛薬による治療の有無を
考慮して初回量を設定し，既に治療されている場合にはその投与量及
び鎮痛効果の持続を考慮して副作用の発現に注意しながら適宜投与
量を調節。
［１］．オピオイド系鎮痛薬の未使用患者は，疼痛の程度により１０～２０
ｍｇを１日量とする。
［２］．モルヒネ製剤を本剤に変更時は，モルヒネ製剤１日量の２／３量
を１日量の目安とする。
［３］．経皮フェンタニル貼付剤から本剤へ変更時は，経皮フェンタニル
貼付剤剥離後にフェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時
間以上かかるため，剥離直後の本剤の使用は避ける。フェンタニルの
血中濃度が低下するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
（２）．増量 投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調
整。２．５ｍｇから５ｍｇへの増量の場合を除き増量の目安は，使用量の
２５～５０％増とする。
（３）．減量 連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わな
い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
（４）．投与の中止 退薬症候を防ぐために漸減。

■効能効果・用法用量

８　麻薬 ８　麻薬
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［１］．オピオイド系鎮痛薬の未使用患者は，疼痛の程度により１０～２０
ｍｇを１日量とする。
［２］．モルヒネ製剤を本剤に変更時は，モルヒネ製剤１日量の２／３量
を１日量の目安とする。
［３］．経皮フェンタニル貼付剤から本剤へ変更時は，経皮フェンタニル
貼付剤剥離後にフェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時
間以上かかるため，剥離直後の本剤の使用は避ける。フェンタニルの
血中濃度が低下するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
（２）．増量 投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調
整。２．５ｍｇから５ｍｇへの増量の場合を除き増量の目安は，使用量の
２５～５０％増とする。
（３）．減量 連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わな
い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
（４）．投与の中止 退薬症候を防ぐために漸減。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制，重篤な慢性閉塞性肺疾患。
２．気管支喘息発作中。
３．慢性肺疾患に続発する心不全。
４．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
５．麻痺性イレウス。
６．急性アルコール中毒。
７．アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明※）（顔面蒼白，血圧低下，呼吸
困難，頻脈，全身発赤，血管浮腫，蕁麻疹等）。
２．依存性（頻度不明※）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流
涙，発汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，
痙攣，振戦，全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫，動悸等）。
３．呼吸抑制（頻度不明※）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異
常等）。
４．錯乱（頻度不明※），せん妄（２％未満）。
５．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫（頻度不明※）。
６．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸（頻度不明※）。
７．肝機能障害（頻度不明※）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ等の
著しい上昇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明※
過敏症 発疹，蕁麻疹
（表終了）
※オキシコドン塩酸塩経口製剤。

■禁忌

■副作用

オキノーム散２．５ｍｇ （２．５ｍｇ１包）
内 内服 流通
麻 劇

【YJコード】8119002B2023
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【メーカー】製)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬　販)第一
三共　販)大日本住友製薬
【薬価】57.6円/1包
【薬価収載日】2010/09/24
【標榜薬効】癌疼痛治療用剤

【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日１０～８０ｍｇ　１日４回　分割　内服。
適宜増減。
注意
１．臨時追加に使用 疼痛増強や鎮痛効果がある患者の突発性疼痛
は，直ちに臨時追加を行い鎮痛を図る。１回量は定時投与中のオキシ
コドン塩酸塩経口剤の１日量の１／８～１／４を内服。
２．定時投与時 １日量を４分割して使用時は，６時間ごとの定時に内
服。
（１）．初回投与 投与開始前のオピオイド系鎮痛薬による治療の有無を
考慮して初回量を設定し，既に治療されている場合にはその投与量及
び鎮痛効果の持続を考慮して副作用の発現に注意しながら適宜投与
量を調節。
［１］．オピオイド系鎮痛薬の未使用患者は，疼痛の程度により１０～２０
ｍｇを１日量とする。
［２］．モルヒネ製剤を本剤に変更時は，モルヒネ製剤１日量の２／３量
を１日量の目安とする。
［３］．経皮フェンタニル貼付剤から本剤へ変更時は，経皮フェンタニル
貼付剤剥離後にフェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時
間以上かかるため，剥離直後の本剤の使用は避ける。フェンタニルの
血中濃度が低下するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
（２）．増量 投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調
整。２．５ｍｇから５ｍｇへの増量の場合を除き増量の目安は，使用量の
２５～５０％増とする。
（３）．減量 連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わな
い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
（４）．投与の中止 退薬症候を防ぐために漸減。

■効能効果・用法用量

い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
（４）．投与の中止 退薬症候を防ぐために漸減。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制，重篤な慢性閉塞性肺疾患。
２．気管支喘息発作中。
３．慢性肺疾患に続発する心不全。
４．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
５．麻痺性イレウス。
６．急性アルコール中毒。
７．アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明※）（顔面蒼白，血圧低下，呼吸
困難，頻脈，全身発赤，血管浮腫，蕁麻疹等）。
２．依存性（頻度不明※）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流
涙，発汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，
痙攣，振戦，全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫，動悸等）。
３．呼吸抑制（頻度不明※）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異
常等）。
４．錯乱（頻度不明※），せん妄（２％未満）。
５．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫（頻度不明※）。
６．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸（頻度不明※）。
７．肝機能障害（頻度不明※）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ等の
著しい上昇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明※
過敏症 発疹，蕁麻疹
（表終了）
※オキシコドン塩酸塩経口製剤。

■禁忌

■副作用

オキノーム散５ｍｇ （５ｍｇ１包）
内 内服 流通
麻 劇

【YJコード】8119002B3020
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【メーカー】製)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬　販)第一
三共　販)大日本住友製薬
【薬価】115.9円/1包
【薬価収載日】2010/09/24
【標榜薬効】癌疼痛治療用剤

【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日１０～８０ｍｇ　１日４回　分割　内服。
適宜増減。
注意
１．臨時追加に使用 疼痛増強や鎮痛効果がある患者の突発性疼痛
は，直ちに臨時追加を行い鎮痛を図る。１回量は定時投与中のオキシ
コドン塩酸塩経口剤の１日量の１／８～１／４を内服。
２．定時投与時 １日量を４分割して使用時は，６時間ごとの定時に内
服。
（１）．初回投与 投与開始前のオピオイド系鎮痛薬による治療の有無を
考慮して初回量を設定し，既に治療されている場合にはその投与量及
び鎮痛効果の持続を考慮して副作用の発現に注意しながら適宜投与
量を調節。
［１］．オピオイド系鎮痛薬の未使用患者は，疼痛の程度により１０～２０
ｍｇを１日量とする。
［２］．モルヒネ製剤を本剤に変更時は，モルヒネ製剤１日量の２／３量
を１日量の目安とする。
［３］．経皮フェンタニル貼付剤から本剤へ変更時は，経皮フェンタニル
貼付剤剥離後にフェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時
間以上かかるため，剥離直後の本剤の使用は避ける。フェンタニルの
血中濃度が低下するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
（２）．増量 投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調
整。２．５ｍｇから５ｍｇへの増量の場合を除き増量の目安は，使用量の
２５～５０％増とする。
（３）．減量 連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わな
い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
（４）．投与の中止 退薬症候を防ぐために漸減。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制，重篤な慢性閉塞性肺疾患。
２．気管支喘息発作中。
３．慢性肺疾患に続発する心不全。
４．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
５．麻痺性イレウス。
６．急性アルコール中毒。
７．アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

■効能効果・用法用量

■禁忌

８　麻薬 ８　麻薬
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原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明※）（顔面蒼白，血圧低下，呼吸
困難，頻脈，全身発赤，血管浮腫，蕁麻疹等）。
２．依存性（頻度不明※）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流
涙，発汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，
痙攣，振戦，全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫，動悸等）。
３．呼吸抑制（頻度不明※）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異
常等）。
４．錯乱（頻度不明※），せん妄（２％未満）。
５．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫（頻度不明※）。
６．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸（頻度不明※）。
７．肝機能障害（頻度不明※）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ等の
著しい上昇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明※
過敏症 発疹，蕁麻疹
（表終了）
※オキシコドン塩酸塩経口製剤。

■副作用

オキファスト注１０ｍｇ （１％１ｍＬ１管）
内 注射 流通
麻 劇

【YJコード】8119400A1025
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【メーカー】製)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬　販)第一
三共　販)大日本住友製薬
【薬価】348円/1A
【薬価収載日】2012/04/17
【標榜薬効】癌疼痛治療用注射剤

【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日７．５～２５０ｍｇ　持続静注・持続皮下注。
適宜増減。
注意
１．持続投与時
（１）．初回投与
投与開始前のオピオイド系鎮痛薬による治療の有無を考慮して初回量
を設定し，既に治療されている時にはその投与量及び鎮痛効果の持続
を考慮して副作用に注意しながら投与量を調節。
［１］．オピオイド系鎮痛薬の未使用患者は，疼痛の程度により７．５～１
２．５ｍｇを１日量とする。
［２］．モルヒネ注射剤の持続静注を本剤に変更時，モルヒネ注射剤１日
量の１．２５倍量を１日量の目安とする。
［３］．経口オキシコドン製剤から本剤へ変更時，オキシコドン製剤１日量
の０．７５倍量を１日量の目安とする。
［４］．経皮フェンタニル貼付剤から本剤へ変更時，経皮フェンタニル貼
付剤剥離後にフェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時間
以上かかることから，剥離直後の使用は避ける。フェンタニルの血中濃
度が低下するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
（２）．増量
投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調整。鎮痛効
果不十分時は，レスキュードーズを考慮して前日の１日量の２５～５０％
増を目安として増量。
（３）．減量
連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わない。副作用
等で減量する時は，慎重に行う。
（４）．投与の中止
退薬症候を防ぐために漸減。
２．臨時追加投与（レスキュードーズ）
疼痛増強や鎮痛効果がある患者の突発性疼痛は，１日量の１／２４量
（１時間量相当分）を目安に早送りによる投与又は追加の静注を行い，
鎮痛を図る。レスキュードーズを連続して行う時は，呼吸抑制等の副作
用に注意。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制，重篤な慢性閉塞性肺疾患。
２．気管支喘息発作中。
３．慢性肺疾患に続発する心不全。
４．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
５．麻痺性イレウス。
６．急性アルコール中毒。
７．アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明※）（顔面蒼白，血圧低下，呼吸
困難，頻脈，全身発赤，血管浮腫，蕁麻疹等）。
２．依存性（頻度不明※）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流
涙，発汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，
痙攣，振戦，全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫，動悸等）。
３．呼吸抑制（３％未満）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常
等）。
４．錯乱（１％未満），せん妄（３％未満）。
５．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫（頻度不明※）。
６．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸（頻度不明※）。
７．肝機能障害（５％未満）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ等の著し
い上昇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％未満 頻度不明※
過敏症 発疹 蕁麻疹
（表終了）
※オキシコドン塩酸塩経口製剤。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

困難，頻脈，全身発赤，血管浮腫，蕁麻疹等）。
２．依存性（頻度不明※）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流
涙，発汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，
痙攣，振戦，全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫，動悸等）。
３．呼吸抑制（３％未満）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常
等）。
４．錯乱（１％未満），せん妄（３％未満）。
５．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫（頻度不明※）。
６．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸（頻度不明※）。
７．肝機能障害（５％未満）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ等の著し
い上昇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％未満 頻度不明※
過敏症 発疹 蕁麻疹
（表終了）
※オキシコドン塩酸塩経口製剤。

オキファスト注５０ｍｇ （１％５ｍＬ１管）
内 注射 流通
麻 劇

【YJコード】8119400A2021
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】オキシコドン塩酸塩水和物
【メーカー】製)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬　販)第一
三共　販)大日本住友製薬
【薬価】1585円/1A
【薬価収載日】2012/04/17
【標榜薬効】癌疼痛治療用注射剤

【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日７．５～２５０ｍｇ　持続静注・持続皮下注。
適宜増減。
注意
１．持続投与時
（１）．初回投与
投与開始前のオピオイド系鎮痛薬による治療の有無を考慮して初回量
を設定し，既に治療されている時にはその投与量及び鎮痛効果の持続
を考慮して副作用に注意しながら投与量を調節。
［１］．オピオイド系鎮痛薬の未使用患者は，疼痛の程度により７．５～１
２．５ｍｇを１日量とする。
［２］．モルヒネ注射剤の持続静注を本剤に変更時，モルヒネ注射剤１日
量の１．２５倍量を１日量の目安とする。
［３］．経口オキシコドン製剤から本剤へ変更時，オキシコドン製剤１日量
の０．７５倍量を１日量の目安とする。
［４］．経皮フェンタニル貼付剤から本剤へ変更時，経皮フェンタニル貼
付剤剥離後にフェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時間
以上かかることから，剥離直後の使用は避ける。フェンタニルの血中濃
度が低下するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
（２）．増量
投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調整。鎮痛効
果不十分時は，レスキュードーズを考慮して前日の１日量の２５～５０％
増を目安として増量。
（３）．減量
連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わない。副作用
等で減量する時は，慎重に行う。
（４）．投与の中止
退薬症候を防ぐために漸減。
２．臨時追加投与（レスキュードーズ）
疼痛増強や鎮痛効果がある患者の突発性疼痛は，１日量の１／２４量
（１時間量相当分）を目安に早送りによる投与又は追加の静注を行い，
鎮痛を図る。レスキュードーズを連続して行う時は，呼吸抑制等の副作
用に注意。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制，重篤な慢性閉塞性肺疾患。
２．気管支喘息発作中。
３．慢性肺疾患に続発する心不全。
４．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
５．麻痺性イレウス。
６．急性アルコール中毒。
７．アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．ショック，アナフィラキシー（頻度不明※）（顔面蒼白，血圧低下，呼吸
困難，頻脈，全身発赤，血管浮腫，蕁麻疹等）。
２．依存性（頻度不明※）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流
涙，発汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，
痙攣，振戦，全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫，動悸等）。
３．呼吸抑制（３％未満）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常
等）。
４．錯乱（１％未満），せん妄（３％未満）。
５．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫（頻度不明※）。
６．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸（頻度不明※）。
７．肝機能障害（５％未満）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ等の著し
い上昇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％未満 頻度不明※
過敏症 発疹 蕁麻疹
（表終了）
※オキシコドン塩酸塩経口製剤。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

８　麻薬 ８　麻薬
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４．錯乱（１％未満），せん妄（３％未満）。
５．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫（頻度不明※）。
６．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸（頻度不明※）。
７．肝機能障害（５％未満）（ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），Ａｌ－Ｐ等の著し
い上昇）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％未満 頻度不明※
過敏症 発疹 蕁麻疹
（表終了）
※オキシコドン塩酸塩経口製剤。

ヒドロモルフォン塩酸塩

ナルサス錠１２ｍｇ （１２ｍｇ１錠）
内 内服 流通
麻 劇

【YJコード】8119003G3021
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩
【メーカー】製)第一三共プロファーマ　販)第一三共
【薬価】972.2円/1T
【薬価収載日】2017/05/24
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日４～２４ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
注意
１．初回投与
オピオイド鎮痛剤の治療の有無を考慮し初回量を設定。
（１）オピオイド鎮痛剤の未使用患者
１日４ｍｇから開始　鎮痛効果，副作用の発現状況を観察しながら用量
調節を行う。
（２）オピオイド鎮痛剤の使用患者
他のオピオイド鎮痛剤から本剤に変更時は，前治療薬の投与量等を考
慮し，投与量を決める。１日量は，ヒドロモルフォンとして，モルヒネ経口
剤１日量の１／５量を目安。
（３）フェンタニル貼付剤の使用患者
フェンタニル貼付剤から本剤へ変更時は，フェンタニル貼付剤剥離後に
フェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時間以上かかるた
め，剥離直後の本剤の使用は避ける。フェンタニルの血中濃度が低下
するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
２．疼痛増強時
疼痛増強時や鎮痛効果がある患者の突発性疼痛は，直ちにヒドロモル
フォン塩酸塩等の即放性製剤の追加で鎮痛を図る。
３．増量
投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調整。増量の
目安は使用量の３０～５０％増とする。
４．減量
連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わない。副作用
等で減量する時は，慎重に行う。
５．投与の中止
退薬症候の発現を防ぐために漸減。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制。
２．気管支喘息発作中。
３．慢性肺疾患に続発する心不全。
４．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
５．麻痺性イレウス。
６．急性アルコール中毒。
７．本剤の成分・アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．依存性（頻度不明）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，
発汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振
戦，全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫等）。
２．呼吸抑制（頻度不明）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常
等）。
３．意識障害（０．７％）（昏睡，昏迷，錯乱，せん妄等）。
４．イレウス（麻痺性イレウス含む）（頻度不明），中毒性巨大結腸（頻度
不明）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ナルサス錠２４ｍｇ （２４ｍｇ１錠）
内 内服 流通
麻 劇

【YJコード】8119003G4028
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩
【メーカー】製)第一三共プロファーマ　販)第一三共
【薬価】1782.8円/1T
【薬価収載日】2017/05/24
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日４～２４ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
注意
１．初回投与
オピオイド鎮痛剤の治療の有無を考慮し初回量を設定。
（１）オピオイド鎮痛剤の未使用患者
１日４ｍｇから開始　鎮痛効果，副作用の発現状況を観察しながら用量
調節を行う。
（２）オピオイド鎮痛剤の使用患者
他のオピオイド鎮痛剤から本剤に変更時は，前治療薬の投与量等を考
慮し，投与量を決める。１日量は，ヒドロモルフォンとして，モルヒネ経口
剤１日量の１／５量を目安。
（３）フェンタニル貼付剤の使用患者
フェンタニル貼付剤から本剤へ変更時は，フェンタニル貼付剤剥離後に
フェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時間以上かかるた
め，剥離直後の本剤の使用は避ける。フェンタニルの血中濃度が低下
するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
２．疼痛増強時
疼痛増強時や鎮痛効果がある患者の突発性疼痛は，直ちにヒドロモル
フォン塩酸塩等の即放性製剤の追加で鎮痛を図る。
３．増量
投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調整。増量の
目安は使用量の３０～５０％増とする。
４．減量
連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わない。副作用
等で減量する時は，慎重に行う。
５．投与の中止
退薬症候の発現を防ぐために漸減。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制。
２．気管支喘息発作中。
３．慢性肺疾患に続発する心不全。
４．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
５．麻痺性イレウス。
６．急性アルコール中毒。
７．本剤の成分・アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．依存性（頻度不明）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，
発汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振
戦，全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫等）。
２．呼吸抑制（頻度不明）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常
等）。
３．意識障害（０．７％）（昏睡，昏迷，錯乱，せん妄等）。
４．イレウス（麻痺性イレウス含む）（頻度不明），中毒性巨大結腸（頻度
不明）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ナルサス錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
内 内服 流通
麻 劇

【YJコード】8119003G1029
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩
【メーカー】製)第一三共プロファーマ　販)第一三共
【薬価】202.8円/1T
【薬価収載日】2017/05/24
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日４～２４ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
注意
１．初回投与
オピオイド鎮痛剤の治療の有無を考慮し初回量を設定。
（１）オピオイド鎮痛剤の未使用患者
１日４ｍｇから開始　鎮痛効果，副作用の発現状況を観察しながら用量
調節を行う。
（２）オピオイド鎮痛剤の使用患者
他のオピオイド鎮痛剤から本剤に変更時は，前治療薬の投与量等を考
慮し，投与量を決める。１日量は，ヒドロモルフォンとして，モルヒネ経口
剤１日量の１／５量を目安。
（３）フェンタニル貼付剤の使用患者
フェンタニル貼付剤から本剤へ変更時は，フェンタニル貼付剤剥離後に
フェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時間以上かかるた
め，剥離直後の本剤の使用は避ける。フェンタニルの血中濃度が低下
するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
２．疼痛増強時
疼痛増強時や鎮痛効果がある患者の突発性疼痛は，直ちにヒドロモル
フォン塩酸塩等の即放性製剤の追加で鎮痛を図る。
３．増量
投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調整。増量の
目安は使用量の３０～５０％増とする。
４．減量
連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わない。副作用
等で減量する時は，慎重に行う。
５．投与の中止
退薬症候の発現を防ぐために漸減。

■効能効果・用法用量

８　麻薬 ８　麻薬
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（２）オピオイド鎮痛剤の使用患者
他のオピオイド鎮痛剤から本剤に変更時は，前治療薬の投与量等を考
慮し，投与量を決める。１日量は，ヒドロモルフォンとして，モルヒネ経口
剤１日量の１／５量を目安。
（３）フェンタニル貼付剤の使用患者
フェンタニル貼付剤から本剤へ変更時は，フェンタニル貼付剤剥離後に
フェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時間以上かかるた
め，剥離直後の本剤の使用は避ける。フェンタニルの血中濃度が低下
するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
２．疼痛増強時
疼痛増強時や鎮痛効果がある患者の突発性疼痛は，直ちにヒドロモル
フォン塩酸塩等の即放性製剤の追加で鎮痛を図る。
３．増量
投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調整。増量の
目安は使用量の３０～５０％増とする。
４．減量
連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わない。副作用
等で減量する時は，慎重に行う。
５．投与の中止
退薬症候の発現を防ぐために漸減。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制。
２．気管支喘息発作中。
３．慢性肺疾患に続発する心不全。
４．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
５．麻痺性イレウス。
６．急性アルコール中毒。
７．本剤の成分・アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．依存性（頻度不明）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，
発汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振
戦，全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫等）。
２．呼吸抑制（頻度不明）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常
等）。
３．意識障害（０．７％）（昏睡，昏迷，錯乱，せん妄等）。
４．イレウス（麻痺性イレウス含む）（頻度不明），中毒性巨大結腸（頻度
不明）。

■禁忌

■副作用

ナルサス錠６ｍｇ （６ｍｇ１錠）
内 内服 流通
麻 劇

【YJコード】8119003G2025
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩
【メーカー】製)第一三共プロファーマ　販)第一三共
【薬価】530.2円/1T
【薬価収載日】2017/05/24
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日４～２４ｍｇ　１日１回　内服。
適宜増減。
注意
１．初回投与
オピオイド鎮痛剤の治療の有無を考慮し初回量を設定。
（１）オピオイド鎮痛剤の未使用患者
１日４ｍｇから開始　鎮痛効果，副作用の発現状況を観察しながら用量
調節を行う。
（２）オピオイド鎮痛剤の使用患者
他のオピオイド鎮痛剤から本剤に変更時は，前治療薬の投与量等を考
慮し，投与量を決める。１日量は，ヒドロモルフォンとして，モルヒネ経口
剤１日量の１／５量を目安。
（３）フェンタニル貼付剤の使用患者
フェンタニル貼付剤から本剤へ変更時は，フェンタニル貼付剤剥離後に
フェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時間以上かかるた
め，剥離直後の本剤の使用は避ける。フェンタニルの血中濃度が低下
するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
２．疼痛増強時
疼痛増強時や鎮痛効果がある患者の突発性疼痛は，直ちにヒドロモル
フォン塩酸塩等の即放性製剤の追加で鎮痛を図る。
３．増量
投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調整。増量の
目安は使用量の３０～５０％増とする。
４．減量
連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わない。副作用
等で減量する時は，慎重に行う。
５．投与の中止
退薬症候の発現を防ぐために漸減。

■効能効果・用法用量

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制。
２．気管支喘息発作中。
３．慢性肺疾患に続発する心不全。
４．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
５．麻痺性イレウス。
６．急性アルコール中毒。
７．本剤の成分・アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．依存性（頻度不明）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，
発汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振
戦，全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫等）。
２．呼吸抑制（頻度不明）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常
等）。
３．意識障害（０．７％）（昏睡，昏迷，錯乱，せん妄等）。
４．イレウス（麻痺性イレウス含む）（頻度不明），中毒性巨大結腸（頻度
不明）。

■禁忌

■副作用

ナルベイン注２０ｍｇ （２０ｍｇ２ｍＬ１管）
内 注射 流通
麻 劇

【YJコード】8119401A2026
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩
【メーカー】製)第一三共プロファーマ　販)第一三共
【薬価】6340円/1A
【薬価収載日】2018/04/18
【標榜薬効】癌疼痛治療用注射剤

【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日０．５～２５ｍｇ　持続静注・持続皮下注。
適宜増減。
注意
１．使用時
２０ｍｇ注射液（１％製剤）は，２ｍｇ注射液（０．２％製剤）の５倍濃度な
ので，製剤の切りかえは，過量投与に注意して使用。
２．持続投与時
（１）．初回投与
オピオイド鎮痛剤の治療の有無を考慮して初回量を設定。
［１］．オピオイド鎮痛剤の未使用患者
１日０．５～１．０ｍｇから開始，鎮痛効果・副作用の発現状況を観察しな
がら用量調節を行う。
［２］．オピオイド鎮痛剤の使用患者
他のオピオイド鎮痛剤から本剤に変更時は，前治療薬の投与量等を考
慮，投与量を決める。１日量は，ヒドロモルフォンとして，モルヒネ注射剤
１日量の１／８量を目安。
［３］．ヒドロモルフォン経口剤の使用患者
ヒドロモルフォン経口剤から本剤に変更時は，１日量は，ヒドロモルフォ
ン経口剤１日量の１／５量を目安。
［４］．フェンタニル貼付剤の使用患者
フェンタニル貼付剤から本剤に変更時は，フェンタニル貼付剤剥離後に
フェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時間以上かかるた
め，剥離直後の本剤の使用は避け，本剤の使用開始までに，フェンタニ
ルの血中濃度が低下するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
（２）．増量
投与後，鎮痛効果が得られ副作用が最小の用量調整を行う。増量の目
安は１日量の２５～５０％増とする。
（３）．減量
連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わない。副作用
等で減量する時は，慎重に行う。
（４）．投与の中止
退薬症候の発現を防ぐために漸減。
３．臨時追加に使用
疼痛増強時や鎮痛効果がある患者の突発性疼痛は，直ちに１日量の１
／２４量（１時間量相当分）を目安に早送りによる臨時追加を行い，鎮痛
を図る。臨時追加を連続して行う時は，呼吸抑制等の副作用に注意。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制。
２．気管支喘息発作中。
３．慢性肺疾患に続発する心不全。
４．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
５．麻痺性イレウス。
６．急性アルコール中毒。
７．本剤の成分・アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

８　麻薬 ８　麻薬
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【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．依存性（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，発汗，悪心，
嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振戦，全身の筋
肉・関節痛，呼吸促迫等）。
２．呼吸抑制（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常等）。
３．意識障害（昏睡，昏迷，錯乱，せん妄等）。
４．イレウス（麻痺性イレウス含む），中毒性巨大結腸。

■副作用

ナルベイン注２ｍｇ （２ｍｇ１ｍＬ１管）
内 注射 流通
麻 劇

【YJコード】8119401A1020
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩
【メーカー】製)第一三共プロファーマ　販)第一三共
【薬価】725円/1A
【薬価収載日】2018/04/18
【標榜薬効】癌疼痛治療用注射剤

【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日０．５～２５ｍｇ　持続静注・持続皮下注。
適宜増減。
注意
１．持続投与時
（１）．初回投与
オピオイド鎮痛剤の治療の有無を考慮して初回量を設定。
［１］．オピオイド鎮痛剤の未使用患者
１日０．５～１．０ｍｇから開始，鎮痛効果・副作用の発現状況を観察しな
がら用量調節を行う。
［２］．オピオイド鎮痛剤の使用患者
他のオピオイド鎮痛剤から本剤に変更時は，前治療薬の投与量等を考
慮，投与量を決める。１日量は，ヒドロモルフォンとして，モルヒネ注射剤
１日量の１／８量を目安。
［３］．ヒドロモルフォン経口剤の使用患者
ヒドロモルフォン経口剤から本剤に変更時は，１日量は，ヒドロモルフォ
ン経口剤１日量の１／５量を目安。
［４］．フェンタニル貼付剤の使用患者
フェンタニル貼付剤から本剤に変更時は，フェンタニル貼付剤剥離後に
フェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時間以上かかるた
め，剥離直後の本剤の使用は避け，本剤の使用開始までに，フェンタニ
ルの血中濃度が低下するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
（２）．増量
投与後，鎮痛効果が得られ副作用が最小の用量調整を行う。増量の目
安は１日量の２５～５０％増とする。
（３）．減量
連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わない。副作用
等で減量する時は，慎重に行う。
（４）．投与の中止
退薬症候の発現を防ぐために漸減。
２．臨時追加に使用
疼痛増強時や鎮痛効果がある患者の突発性疼痛は，直ちに１日量の１
／２４量（１時間量相当分）を目安に早送りによる臨時追加を行い，鎮痛
を図る。臨時追加を連続して行う時は，呼吸抑制等の副作用に注意。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制。
２．気管支喘息発作中。
３．慢性肺疾患に続発する心不全。
４．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
５．麻痺性イレウス。
６．急性アルコール中毒。
７．本剤の成分・アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．依存性（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，発汗，悪心，
嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振戦，全身の筋
肉・関節痛，呼吸促迫等）。
２．呼吸抑制（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常等）。
３．意識障害（昏睡，昏迷，錯乱，せん妄等）。
４．イレウス（麻痺性イレウス含む），中毒性巨大結腸。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ナルラピド錠１ｍｇ （１ｍｇ１錠）
内 内服 流通
麻 劇

【YJコード】8119003F1023
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩
【メーカー】製)第一三共プロファーマ　販)第一三共
【薬価】110.6円/1T
【薬価収載日】2017/05/24
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩
【メーカー】製)第一三共プロファーマ　販)第一三共
【薬価】110.6円/1T
【薬価収載日】2017/05/24
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日４～２４ｍｇ　１日４～６回　分割　内服。
適宜増減。
注意
１．臨時追加に使用
疼痛増強時や鎮痛効果がある患者の突発性疼痛は，直ちに臨時追加
を行い鎮痛を図る。１回量は定時投与中のヒドロモルフォン塩酸塩経口
剤の１日量の１／６～１／４を内服。
２．定時投与時
１日量を４分割で使用時，６時間ごとに内服。
１日量を６分割で使用時，４時間ごとに内服。深夜の睡眠のため就寝前
は２回分を投与できる。
（１）初回投与 オピオイド鎮痛剤の治療の有無を考慮して初回量を設
定。
１）オピオイド鎮痛剤の未使用患者
１回１ｍｇ，１日４ｍｇから開始，鎮痛効果・副作用の発現状況を観察し
ながら用量調節を行う。
２）オピオイド鎮痛剤の使用患者
他のオピオイド鎮痛剤から本剤に変更時は，前治療薬の投与量等を考
慮し，投与量を決める。１日量は，ヒドロモルフォンとして，モルヒネ経口
剤１日量の１／５量を目安。
３）フェンタニル貼付剤の使用患者
フェンタニル貼付剤から本剤に変更時は，フェンタニル貼付剤剥離後に
フェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時間以上かかるた
め，剥離直後の本剤の使用は避ける。フェンタニルの血中濃度が低下
するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
（２）増量 投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調
整。４ｍｇから８ｍｇへの増量（１日４回分割投与時）又は６ｍｇから１２ｍ
ｇへの増量（１日６回分割投与時）の場合を除き，増量の目安は使用量
の３０～５０％増とする。
（３）減量 連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わな
い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
（４）投与の中止 退薬症候の発現を防ぐために漸減。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制。
２．気管支喘息発作中。
３．慢性肺疾患に続発する心不全。
４．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
５．麻痺性イレウス。
６．急性アルコール中毒。
７．本剤の成分・アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．依存性（頻度不明）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，
発汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振
戦，全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫等）。
２．呼吸抑制（頻度不明）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常
等）。
３．意識障害（０．５％）（昏睡，昏迷，錯乱，せん妄等の意識障害）。
４．イレウス（麻痺性イレウス含む）（１．４％），中毒性巨大結腸（頻度不
明）。

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

ナルラピド錠２ｍｇ （２ｍｇ１錠）
内 内服 流通
麻 劇

【YJコード】8119003F2020
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩
【メーカー】製)第一三共プロファーマ　販)第一三共
【薬価】202.8円/1T
【薬価収載日】2017/05/24
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日４～２４ｍｇ　１日４～６回　分割　内服。
適宜増減。
注意
１．臨時追加に使用
疼痛増強時や鎮痛効果がある患者の突発性疼痛は，直ちに臨時追加
を行い鎮痛を図る。１回量は定時投与中のヒドロモルフォン塩酸塩経口
剤の１日量の１／６～１／４を内服。
２．定時投与時
１日量を４分割で使用時，６時間ごとに内服。
１日量を６分割で使用時，４時間ごとに内服。深夜の睡眠のため就寝前
は２回分を投与できる。
（１）初回投与 オピオイド鎮痛剤の治療の有無を考慮して初回量を設
定。
１）オピオイド鎮痛剤の未使用患者
１回１ｍｇ，１日４ｍｇから開始，鎮痛効果・副作用の発現状況を観察し
ながら用量調節を行う。
２）オピオイド鎮痛剤の使用患者
他のオピオイド鎮痛剤から本剤に変更時は，前治療薬の投与量等を考
慮し，投与量を決める。１日量は，ヒドロモルフォンとして，モルヒネ経口
剤１日量の１／５量を目安。
３）フェンタニル貼付剤の使用患者
フェンタニル貼付剤から本剤に変更時は，フェンタニル貼付剤剥離後に
フェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時間以上かかるた
め，剥離直後の本剤の使用は避ける。フェンタニルの血中濃度が低下
するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
（２）増量 投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調
整。４ｍｇから８ｍｇへの増量（１日４回分割投与時）又は６ｍｇから１２ｍ
ｇへの増量（１日６回分割投与時）の場合を除き，増量の目安は使用量
の３０～５０％増とする。
（３）減量 連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わな
い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
（４）投与の中止 退薬症候の発現を防ぐために漸減。

■効能効果・用法用量

８　麻薬 ８　麻薬
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１日量を４分割で使用時，６時間ごとに内服。
１日量を６分割で使用時，４時間ごとに内服。深夜の睡眠のため就寝前
は２回分を投与できる。
（１）初回投与 オピオイド鎮痛剤の治療の有無を考慮して初回量を設
定。
１）オピオイド鎮痛剤の未使用患者
１回１ｍｇ，１日４ｍｇから開始，鎮痛効果・副作用の発現状況を観察し
ながら用量調節を行う。
２）オピオイド鎮痛剤の使用患者
他のオピオイド鎮痛剤から本剤に変更時は，前治療薬の投与量等を考
慮し，投与量を決める。１日量は，ヒドロモルフォンとして，モルヒネ経口
剤１日量の１／５量を目安。
３）フェンタニル貼付剤の使用患者
フェンタニル貼付剤から本剤に変更時は，フェンタニル貼付剤剥離後に
フェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時間以上かかるた
め，剥離直後の本剤の使用は避ける。フェンタニルの血中濃度が低下
するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
（２）増量 投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調
整。４ｍｇから８ｍｇへの増量（１日４回分割投与時）又は６ｍｇから１２ｍ
ｇへの増量（１日６回分割投与時）の場合を除き，増量の目安は使用量
の３０～５０％増とする。
（３）減量 連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わな
い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
（４）投与の中止 退薬症候の発現を防ぐために漸減。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制。
２．気管支喘息発作中。
３．慢性肺疾患に続発する心不全。
４．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
５．麻痺性イレウス。
６．急性アルコール中毒。
７．本剤の成分・アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．依存性（頻度不明）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，
発汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振
戦，全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫等）。
２．呼吸抑制（頻度不明）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常
等）。
３．意識障害（０．５％）（昏睡，昏迷，錯乱，せん妄等の意識障害）。
４．イレウス（麻痺性イレウス含む）（１．４％），中毒性巨大結腸（頻度不
明）。

■禁忌

■副作用

ナルラピド錠４ｍｇ （４ｍｇ１錠）
内 内服 流通
麻 劇

【YJコード】8119003F3026
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】ヒドロモルフォン塩酸塩
【メーカー】製)第一三共プロファーマ　販)第一三共
【薬価】371.9円/1T
【薬価収載日】2017/05/24
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日４～２４ｍｇ　１日４～６回　分割　内服。
適宜増減。
注意
１．臨時追加に使用
疼痛増強時や鎮痛効果がある患者の突発性疼痛は，直ちに臨時追加
を行い鎮痛を図る。１回量は定時投与中のヒドロモルフォン塩酸塩経口
剤の１日量の１／６～１／４を内服。
２．定時投与時
１日量を４分割で使用時，６時間ごとに内服。
１日量を６分割で使用時，４時間ごとに内服。深夜の睡眠のため就寝前
は２回分を投与できる。
（１）初回投与 オピオイド鎮痛剤の治療の有無を考慮して初回量を設
定。
１）オピオイド鎮痛剤の未使用患者
１回１ｍｇ，１日４ｍｇから開始，鎮痛効果・副作用の発現状況を観察し
ながら用量調節を行う。
２）オピオイド鎮痛剤の使用患者
他のオピオイド鎮痛剤から本剤に変更時は，前治療薬の投与量等を考
慮し，投与量を決める。１日量は，ヒドロモルフォンとして，モルヒネ経口
剤１日量の１／５量を目安。
３）フェンタニル貼付剤の使用患者
フェンタニル貼付剤から本剤に変更時は，フェンタニル貼付剤剥離後に
フェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時間以上かかるた
め，剥離直後の本剤の使用は避ける。フェンタニルの血中濃度が低下
するまでの時間をあけ，低用量から投与を考慮。
（２）増量 投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調
整。４ｍｇから８ｍｇへの増量（１日４回分割投与時）又は６ｍｇから１２ｍ
ｇへの増量（１日６回分割投与時）の場合を除き，増量の目安は使用量
の３０～５０％増とする。
（３）減量 連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わな
い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
（４）投与の中止 退薬症候の発現を防ぐために漸減。

■効能効果・用法用量

（２）増量 投与開始後，鎮痛効果が適切で副作用が最小の用量に調
整。４ｍｇから８ｍｇへの増量（１日４回分割投与時）又は６ｍｇから１２ｍ
ｇへの増量（１日６回分割投与時）の場合を除き，増量の目安は使用量
の３０～５０％増とする。
（３）減量 連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わな
い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
（４）投与の中止 退薬症候の発現を防ぐために漸減。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制。
２．気管支喘息発作中。
３．慢性肺疾患に続発する心不全。
４．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
５．麻痺性イレウス。
６．急性アルコール中毒。
７．本剤の成分・アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．依存性（頻度不明）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，
発汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振
戦，全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫等）。
２．呼吸抑制（頻度不明）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常
等）。
３．意識障害（０．５％）（昏睡，昏迷，錯乱，せん妄等の意識障害）。
４．イレウス（麻痺性イレウス含む）（１．４％），中毒性巨大結腸（頻度不
明）。

■禁忌

■副作用

モルヒネ塩酸塩水和物

アンペック坐剤１０ｍｇ （１０ｍｇ１個）
内 外用 流通
麻 劇

【YJコード】8114700J1023
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【メーカー】製)大日本住友製薬　販)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田
辺三菱製薬　販)第一三共
【薬価】314.3円/1個
【薬価収載日】1991/11/29
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

【効能効果】激痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日２０～１２０ｍｇ　１日２～４回　分割　直腸内投
与。
初めてのモルヒネ製剤投与時　１回１０ｍｇから開始。
適宜増減。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制。
２．気管支喘息発作中。
３．重篤な肝障害。
４．慢性肺疾患に続発する心不全。
５．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
６．急性アルコール中毒。
７．本剤の成分・アヘンアルカロイドに過敏症。

【副作用】重大な副作用
１．依存性（０．２％）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，発
汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振戦，
全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫等）。
２．呼吸抑制（０．８％）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常
等）。
３．錯乱（０．２％），せん妄（０．１％未満）。
４．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫（各０．１％未満）。
５．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸（各０．１％未満）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％未満 頻度不明
過敏症 掻痒感 発疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

アンペック坐剤２０ｍｇ （２０ｍｇ１個）
内 外用 流通
麻 劇

【YJコード】8114700J2020
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【メーカー】製)大日本住友製薬　販)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田
辺三菱製薬　販)第一三共
【薬価】601.8円/1個
【薬価収載日】1991/11/29
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

８　麻薬 ８　麻薬
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【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【メーカー】製)大日本住友製薬　販)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田
辺三菱製薬　販)第一三共
【薬価】601.8円/1個
【薬価収載日】1991/11/29
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

【効能効果】激痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日２０～１２０ｍｇ　１日２～４回　分割　直腸内投
与。
初めてのモルヒネ製剤投与時　１回１０ｍｇから開始。
適宜増減。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制。
２．気管支喘息発作中。
３．重篤な肝障害。
４．慢性肺疾患に続発する心不全。
５．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
６．急性アルコール中毒。
７．本剤の成分・アヘンアルカロイドに過敏症。

【副作用】重大な副作用
１．依存性（０．２％）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，発
汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振戦，
全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫等）。
２．呼吸抑制（０．８％）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常
等）。
３．錯乱（０．２％），せん妄（０．１％未満）。
４．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫（各０．１％未満）。
５．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸（各０．１％未満）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％未満 頻度不明
過敏症 掻痒感 発疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

アンペック注２００ｍｇ （４％５ｍＬ１管）
内 注射 流通
麻 劇

【YJコード】8114401A3026
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【メーカー】製)大日本住友製薬　販)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田
辺三菱製薬　販)第一三共
【薬価】4973円/1A
【薬価収載日】2001/07/06
【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

【効能効果】１．激痛時の鎮痛・鎮静
２．激しい咳嗽発作の鎮咳
３．激しい下痢症状の改善，術後等の腸管蠕動運動の抑制
４．麻酔前投薬，麻酔の補助
５．中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１回５～１０ｍｇ　皮下注。麻酔の補助で　静注。適宜
増減。
中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛で持続点滴静注・持続皮下
注の時
成人　１回５０～２００ｍｇ　投与。適宜増減。
注意
１．本剤は，１０ｍｇ，５０ｍｇ注射液（１％製剤）の４倍濃度なので，１％
製剤から４％製剤への切りかえは，過量投与に注意して使用。
２．皮下注・静注にのみ使用（硬膜外・くも膜下投与には使用しない）。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制。
２．気管支喘息発作中。
３．重篤な肝障害。
４．慢性肺疾患に続発する心不全。
５．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
６．急性アルコール中毒。
７．本剤の成分・アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．依存性（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，発汗，悪心，
嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振戦，全身の筋
肉・関節痛，呼吸促迫等）。
２．呼吸抑制（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常等）。
３．錯乱，せん妄。
４．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫。
５．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２．呼吸抑制（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常等）。
３．錯乱，せん妄。
４．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫。
５．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感
（表終了）

オプソ内服液１０ｍｇ （１０ｍｇ５ｍＬ１包）
内 内服 流通
麻 劇

【YJコード】8114005S2020
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【メーカー】製)大日本住友製薬　販)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田
辺三菱製薬　販)第一三共
【薬価】213.4円/1包
【薬価収載日】2003/06/13
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日３０～１２０ｍｇ　１日６回　分割　内服。
適宜増減。
注意
１．臨時追加に使用
本剤１回量は定時投与中のモルヒネ経口剤の１日量の１／６を目安。
２．定時投与時
（１）．初めてモルヒネ製剤を使用 １回５～１０ｍｇから開始。鎮痛効果，
副作用発現状況を観察し，用量調節。
（２）．定時投与間隔 １日量を６分割で使用時，４時間ごとに内服。深夜
の睡眠のため就寝前は２回分を投与できる。
（３）．他のオピオイド製剤から本剤へ変更 前薬の投与量，鎮痛効果の
持続時間を考慮して，副作用に注意しながら，適宜用量調節。
（４）．経皮フェンタニル貼付剤から本剤へ変更 経皮フェンタニル貼付剤
剥離後にフェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時間以上
かかるため，剥離直後の本剤使用は避ける。フェンタニル血中濃度が
低下するまで時間をあけ，低用量から投与を考慮。
（５）．減量 連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わな
い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
（６）．投与の中止 退薬症候を防ぐために漸減。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制。
２．気管支喘息発作中。
３．重篤な肝障害。
４．慢性肺疾患に続発する心不全。
５．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
６．急性アルコール中毒。
７．本剤の成分・アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．依存性（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，発汗，悪心，
嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振戦，全身の筋
肉・関節痛，呼吸促迫等）。
２．呼吸抑制（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常等）。
３．錯乱，せん妄。
４．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫。
５．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 頻度不明
過敏症 掻痒感 発疹
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

オプソ内服液５ｍｇ （５ｍｇ２．５ｍＬ１包）
内 内服 流通
麻 劇

【YJコード】8114005S1024
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【メーカー】製)大日本住友製薬　販)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田
辺三菱製薬　販)第一三共
【薬価】115.3円/1包
【薬価収載日】2003/06/13
【標榜薬効】癌疼痛治療剤

■効能効果・用法用量

８　麻薬 ８　麻薬
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【効能効果】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日３０～１２０ｍｇ　１日６回　分割　内服。
適宜増減。
注意
１．臨時追加に使用
本剤１回量は定時投与中のモルヒネ経口剤の１日量の１／６を目安。
２．定時投与時
（１）．初めてモルヒネ製剤を使用 １回５～１０ｍｇから開始。鎮痛効果，
副作用発現状況を観察し，用量調節。
（２）．定時投与間隔 １日量を６分割で使用時，４時間ごとに内服。深夜
の睡眠のため就寝前は２回分を投与できる。
（３）．他のオピオイド製剤から本剤へ変更 前薬の投与量，鎮痛効果の
持続時間を考慮して，副作用に注意しながら，適宜用量調節。
（４）．経皮フェンタニル貼付剤から本剤へ変更 経皮フェンタニル貼付剤
剥離後にフェンタニルの血中濃度が５０％に減少するまで１７時間以上
かかるため，剥離直後の本剤使用は避ける。フェンタニル血中濃度が
低下するまで時間をあけ，低用量から投与を考慮。
（５）．減量 連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わな
い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
（６）．投与の中止 退薬症候を防ぐために漸減。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制。
２．気管支喘息発作中。
３．重篤な肝障害。
４．慢性肺疾患に続発する心不全。
５．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
６．急性アルコール中毒。
７．本剤の成分・アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．依存性（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，発汗，悪心，
嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振戦，全身の筋
肉・関節痛，呼吸促迫等）。
２．呼吸抑制（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常等）。
３．錯乱，せん妄。
４．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫。
５．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 ５％以上 頻度不明
過敏症 掻痒感 発疹
（表終了）

■禁忌

■副作用

プレペノン注５０ｍｇシリンジ （１％５ｍＬ１
筒）

内 注射 後発 流通
麻 劇

【YJコード】8114402G2035
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【メーカー】製)テルモ　販)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製
薬　販)第一三共　販)大日本住友製薬
【薬価】1363円/1筒
【薬価収載日】2006/07/07
【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

【効能効果】皮下注・静注
中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
硬膜外・くも膜下投与
激痛時の鎮痛
中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】皮下注・静注
成人　１回５０～２００ｍｇ　持続点滴静注・持続皮下注。
適宜増減。
硬膜外投与
成人　１回２～６ｍｇ　硬膜外腔注入。
適宜増減。
硬膜外腔持続注入　成人　１日２～１０ｍｇ　投与。適宜増減。
くも膜下投与
成人　１回０．１～０．５ｍｇ　くも膜下腔注入。
適宜増減。
注意
硬膜外投与
（１）．オピオイド系鎮痛薬の未使用患者は，初回２４時間以内の総量１
０ｍｇまで。
（２）．硬膜外投与で効果不十分で，追加の必要時，患者の状態（呼吸
抑制等）を観察しながら慎重投与。
くも膜下投与
（１）．モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇを使用。
（２）．患者の状態（呼吸抑制等）を観察しながら慎重投与。
（３）．追加投与や持続投与は行わないが，他の方法で鎮痛効果なけれ
ば，安全性上問題がない時のみ，実施を考慮。

■効能効果・用法用量

（２）．患者の状態（呼吸抑制等）を観察しながら慎重投与。
（３）．追加投与や持続投与は行わないが，他の方法で鎮痛効果なけれ
ば，安全性上問題がない時のみ，実施を考慮。

【禁忌】皮下・静脈内，硬膜外及びくも膜下投与共通
（１）．重篤な呼吸抑制。
（２）．気管支喘息発作中。
（３）．重篤な肝障害。
（４）．慢性肺疾患に続発する心不全。
（５）．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
（６）．急性アルコール中毒。
（７）．アヘンアルカロイドに過敏症。
（８）．出血性大腸炎。
硬膜外投与
（１）．注射部位・その周辺に炎症。
（２）．敗血症。
くも膜下投与
（１）．注射部位・その周辺に炎症。
（２）．敗血症。
（３）．中枢神経系疾患（髄膜炎，灰白脊髄炎，脊髄癆等）。
（４）．脊髄・脊椎に結核，脊椎炎及び転移性腫瘍等の活動性疾患。
原則禁忌
皮下・静脈内，硬膜外及びくも膜下投与共通
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
（各頻度不明）
１．薬物依存，退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，発汗，悪心，嘔吐，下
痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振戦，全身の筋肉・関節
痛，呼吸促迫等）。
２．呼吸抑制（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常等）。
３．錯乱，せん妄。
４．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫。
５．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感
（表終了）

■禁忌

■副作用

モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「シオノギ」
（１％１ｍＬ１管）

内 注射 流通
麻 劇

【YJコード】8114401A1112
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ塩酸塩水和物
【メーカー】製)塩野義製薬　販)武田薬品工業　販)田辺三菱製薬　販)第一
三共
【薬価】299円/1A
【薬価収載日】2009/01/20
【標榜薬効】鎮痛・鎮静剤

【効能効果】１．皮下注・静注
（１）．激痛時の鎮痛・鎮静
（２）．激しい咳嗽発作の鎮咳
（３）．激しい下痢症状の改善，術後等の腸管蠕動運動の抑制
（４）．麻酔前投薬，麻酔の補助
（５）．中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
２．硬膜外・くも膜下投与
（１）．激痛時の鎮痛
（２）．中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】皮下注・静注
成人　１回５～１０ｍｇ　皮下注。麻酔の補助で　静注。適宜増減。
中等度から高度の疼痛を伴う各種癌の鎮痛で持続点滴静注・持続皮下
注時
成人　１回５０～２００ｍｇ　投与。適宜増減。
硬膜外投与
成人　１回２～６ｍｇ　硬膜外腔注入。適宜増減。
硬膜外腔に持続注入時
成人　１日２～１０ｍｇ　投与。適宜増減。
くも膜下投与
成人　１回０．１～０．５ｍｇ　くも膜下腔注入。適宜増減。
注意
皮下注・静注
２００ｍｇ注射液（４％製剤）は，１０ｍｇ，５０ｍｇ注射液（１％製剤）の４倍
濃度なので，１％製剤から４％製剤への切りかえは，過量投与に注意し
て使用。
硬膜外投与
（１）．２００ｍｇ注射液（４％製剤）は硬膜外投与には使用しない。
（２）．オピオイド系鎮痛薬の未使用患者は，初回２４時間以内の総量１
０ｍｇまで。
（３）．硬膜外投与で効果不十分で，追加の必要時，患者の状態（呼吸
抑制等）を観察しながら慎重投与。
くも膜下投与
（１）．２００ｍｇ注射液（４％製剤）はくも膜下投与には使用せず，１０ｍｇ
注射液（１％製剤）を使用。
（２）．患者の状態（呼吸抑制等）を観察しながら慎重投与。
（３）．追加投与や持続投与は行わないが，他の方法で鎮痛効果なけれ
ば，安全性上問題がない時のみ，実施を考慮。

■効能効果・用法用量

８　麻薬 ８　麻薬
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抑制等）を観察しながら慎重投与。
くも膜下投与
（１）．２００ｍｇ注射液（４％製剤）はくも膜下投与には使用せず，１０ｍｇ
注射液（１％製剤）を使用。
（２）．患者の状態（呼吸抑制等）を観察しながら慎重投与。
（３）．追加投与や持続投与は行わないが，他の方法で鎮痛効果なけれ
ば，安全性上問題がない時のみ，実施を考慮。

【禁忌】皮下・静脈内，硬膜外及びくも膜下投与共通
（１）．重篤な呼吸抑制。
（２）．気管支喘息発作中。
（３）．重篤な肝障害。
（４）．慢性肺疾患に続発する心不全。
（５）．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
（６）．急性アルコール中毒。
（７）．アヘンアルカロイドに過敏症。
（８）．出血性大腸炎。
硬膜外投与
（１）．注射部位・その周辺に炎症。
（２）．敗血症。
くも膜下投与
（１）．注射部位・その周辺に炎症。
（２）．敗血症。
（３）．中枢神経系疾患（髄膜炎，灰白脊髄炎，脊髄癆等）。
（４）．脊髄・脊椎に結核，脊椎炎及び転移性腫瘍等の活動性疾患。
原則禁忌
皮下・静脈内，硬膜外及びくも膜下投与共通
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
１．依存性（頻度不明）（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，
発汗，悪心，嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振
戦，全身の筋肉・関節痛，呼吸促迫等）。
２．呼吸抑制（頻度不明）（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常
等）。
３．錯乱，せん妄（頻度不明）。
４．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫（頻度不明）。
５．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸（頻度不明）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感
（表終了）

■禁忌

■副作用

モルヒネ硫酸塩水和物

ＭＳツワイスロンカプセル１０ｍｇ （１０ｍｇ１
カプセル）

内 内服 流通
麻 劇

【YJコード】8114004N4025
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物
【メーカー】製)帝國製薬　販)日本化薬
【薬価】241.1円/1C
【薬価収載日】2001/07/06
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】激痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日２０～１２０ｍｇ　１日２回　分割　内服。
初回量　１０ｍｇ。
適宜増減。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制。
２．気管支喘息発作中。
３．重篤な肝障害。
４．慢性肺疾患に続発する心不全。
５．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
６．急性アルコール中毒。
７．アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
（各頻度不明）
１．ショック。
２．依存性（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，発汗，悪心，
嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振戦，全身の筋
肉・関節痛，呼吸促迫等）。
３．呼吸抑制（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常等）。
４．錯乱，せん妄。
５．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫。
６．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸。
７．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

２．依存性（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，発汗，悪心，
嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振戦，全身の筋
肉・関節痛，呼吸促迫等）。
３．呼吸抑制（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常等）。
４．錯乱，せん妄。
５．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫。
６．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸。
７．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感等
（表終了）

ＭＳツワイスロンカプセル３０ｍｇ （３０ｍｇ１
カプセル）

内 内服 流通
麻 劇

【YJコード】8114004N5021
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物
【メーカー】製)帝國製薬　販)日本化薬
【薬価】700.5円/1C
【薬価収載日】2001/07/06
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤
【粉砕情報】粉砕不可

【効能効果】激痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日２０～１２０ｍｇ　１日２回　分割　内服。
初回量　１０ｍｇ。
適宜増減。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制。
２．気管支喘息発作中。
３．重篤な肝障害。
４．慢性肺疾患に続発する心不全。
５．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
６．急性アルコール中毒。
７．アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
（各頻度不明）
１．ショック。
２．依存性（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，発汗，悪心，
嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振戦，全身の筋
肉・関節痛，呼吸促迫等）。
３．呼吸抑制（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常等）。
４．錯乱，せん妄。
５．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫。
６．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸。
７．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感等
（表終了）

■効能効果・用法用量

■禁忌

■副作用

モルペス細粒２％ （２％１ｇ）
内 内服 後発 流通
麻 劇

【YJコード】8114004C1025
【薬効分類】８．１．１　あへんアルカロイド系麻薬
【一般名】モルヒネ硫酸塩水和物
【メーカー】製)藤本製薬
【薬価】397.8円/1g
【薬価収載日】2001/07/06
【標榜薬効】持続性癌疼痛治療剤

【効能効果】激痛を伴う各種癌の鎮痛
【用法用量】成人　１日２０～１２０ｍｇ　１日２回　分割　内服。
初回量　１０ｍｇ。
適宜増減。

【禁忌】１．重篤な呼吸抑制。
２．気管支喘息発作中。
３．重篤な肝障害。
４．慢性肺疾患に続発する心不全。
５．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
６．急性アルコール中毒。
７．アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

■効能効果・用法用量

■禁忌

８　麻薬 ８　麻薬
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２．気管支喘息発作中。
３．重篤な肝障害。
４．慢性肺疾患に続発する心不全。
５．痙攣状態（てんかん重積症，破傷風，ストリキニーネ中毒）。
６．急性アルコール中毒。
７．アヘンアルカロイドに過敏症。
８．出血性大腸炎。
原則禁忌
細菌性下痢。

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．ショック。
２．依存性（薬物依存），退薬症候（あくび，くしゃみ，流涙，発汗，悪心，
嘔吐，下痢，腹痛，散瞳，頭痛，不眠，不安，せん妄，振戦，全身の筋
肉・関節痛，呼吸促迫等）。
３．呼吸抑制（息切れ，呼吸緩慢，不規則な呼吸，呼吸異常等）。
４．錯乱，せん妄。
５．無気肺，気管支痙攣，喉頭浮腫。
６．麻痺性イレウス，中毒性巨大結腸。
７．肝機能障害（ＡＳＴ（ＧＯＴ）上昇，ＡＬＴ（ＧＰＴ）上昇，Ａｌ－Ｐ上昇等）。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 発疹，掻痒感等
（表終了）

■副作用

８．２　非アルカロイド系麻薬

８．２．１　合成麻薬

フェンタニルクエン酸塩

フェンタニル注射液０．１ｍｇ「ヤンセン」
（０．００５％２ｍＬ１管）

内 注射 後発 流通
麻 劇

【YJコード】8219400A1055
【薬効分類】８．２．１　合成麻薬
【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【先発品】フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第一三共」
【メーカー】製)ヤンセンファーマ
【薬価】202円/1A
【薬価収載日】2009/05/15
【標榜薬効】麻酔用鎮痛剤

【効能効果】１．全身麻酔，全身麻酔の鎮痛
２．局所麻酔の鎮痛の補助
３．激痛（術後疼痛，癌性疼痛等）の鎮痛
【用法用量】１．全身麻酔，全身麻酔の鎮痛
成人　下記量。適宜増減。
バランス麻酔
麻酔導入時 ０．０３～０．１６ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　１．５～８μｇ／ｋｇ）
緩徐に静注，点滴静注（ブドウ糖液等に希釈）。
麻酔維持 ブドウ糖液等に希釈し，下記（１）又は（２）により投与。
（１）．間欠投与 ０．５～１ｍＬ（フェンタニル　２５～５０μｇ）ずつ　静注。
（２）．持続投与 ０．０１～０．１ｍＬ／ｋｇ／時（フェンタニル　０．５～５μｇ
／ｋｇ／時）　点滴静注。
大量フェンタニル麻酔
麻酔導入時 ０．４～３ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　２０～１５０μｇ／ｋｇ）　緩
徐に静注，点滴静注（ブドウ糖液等に希釈）。
麻酔維持 必要時　０．４～０．８ｍＬ／ｋｇ／時（フェンタニル　２０～４０μ
ｇ／ｋｇ／時）　点滴静注（ブドウ糖液等に希釈）。
小児　下記量。適宜増減。
バランス麻酔・大量フェンタニル麻酔
麻酔導入時 ０．０２～０．１ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　１～５μｇ／ｋｇ）　緩
徐に静注，点滴静注（ブドウ糖液等に希釈）。
大量フェンタニル麻酔 ２ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　１００μｇ／ｋｇ）　まで。
麻酔維持 ０．０２～０．１ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　１～５μｇ／ｋｇ）　間欠
的に静注，点滴静注（ブドウ糖液等に希釈）。
２．局所麻酔の鎮痛の補助
成人　０．０２～０．０６ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　１～３μｇ／ｋｇ）　静注。
適宜増減。
３．激痛（術後疼痛，癌性疼痛等）の鎮痛 成人　下記量。適宜増減。
静注
術後疼痛 ０．０２～０．０４ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　１～２μｇ／ｋｇ）　緩
徐に静注後，０．０２～０．０４ｍＬ／ｋｇ／時（フェンタニル　１～２μｇ／ｋ
ｇ／時）　点滴静注。
癌性疼痛への点滴静注 １日２～６ｍＬ（フェンタニル　０．１～０．３ｍｇ）
から開始　適宜増量。
硬膜外投与
単回投与法 １回０．５～２ｍＬ（フェンタニル　２５～１００μｇ）。
持続注入法 ０．５～２ｍＬ／時（フェンタニル　２５～１００μｇ／時）。
くも膜下投与
単回投与法 １回０．１～０．５ｍＬ（フェンタニル　５～２５μｇ）。
注意
１．バランス麻酔 適宜，全身麻酔剤や筋弛緩剤等を併用。
２．大量フェンタニル麻酔の導入時（開心術は人工心肺開始時まで）に，
適切な麻酔深度が得られるよう全身状態を観察しながら補助呼吸下で
緩徐に投与。必要時，局所麻酔剤，静脈麻酔剤，吸入麻酔剤，筋弛緩
剤等を併用。
３．硬膜外投与及びくも膜下投与時には局所麻酔剤等を併用。
４．状態（呼吸抑制等）を観察しながら慎重に投与。特に追加及び他の
オピオイド製剤からの変更には，前投与薬剤の投与量，効力比及び鎮
痛効果の持続時間を考慮し，副作用に注意しながら，適宜用量調節を
行う（ガイドライン※参照）。
５．癌性疼痛 初めてオピオイド製剤として静注する時は，通常よりも低
用量（ガイドライン参照）から開始することを考慮し，鎮痛効果，副作用
の発現状況を観察しながら用量調節を行う。
※日本麻酔科学会－麻酔薬及び麻酔関連薬使用ガイドライン（抜粋）
使用法（フェンタニル注射液）
激痛（術後疼痛，癌性疼痛等）の鎮痛
静注 術後痛には，初回量として１～２μｇ／ｋｇを静注し，引き続き１～２
μｇ／ｋｇ／時
で持続静注。適宜増減。患者自己調節鎮痛の実施時は，４～６０μｇ／
時で持続投与を行い，痛みに応じて５～１０分以上の間隔で７～５０μｇ
（１０～２０μｇを用いることが多い）の単回投与を行う。
癌性疼痛に対して，経口モルヒネ製剤から切りかえる時は，１日量の１
／３００量から開始。持続静注の維持量は，０．１～３．９ｍｇ／日と個人
差が大きいので，０．１～０．３ｍｇ／日から開始し，投与量を滴定。

■効能効果・用法用量

単回投与法 １回０．５～２ｍＬ（フェンタニル　２５～１００μｇ）。
持続注入法 ０．５～２ｍＬ／時（フェンタニル　２５～１００μｇ／時）。
くも膜下投与
単回投与法 １回０．１～０．５ｍＬ（フェンタニル　５～２５μｇ）。
注意
１．バランス麻酔 適宜，全身麻酔剤や筋弛緩剤等を併用。
２．大量フェンタニル麻酔の導入時（開心術は人工心肺開始時まで）に，
適切な麻酔深度が得られるよう全身状態を観察しながら補助呼吸下で
緩徐に投与。必要時，局所麻酔剤，静脈麻酔剤，吸入麻酔剤，筋弛緩
剤等を併用。
３．硬膜外投与及びくも膜下投与時には局所麻酔剤等を併用。
４．状態（呼吸抑制等）を観察しながら慎重に投与。特に追加及び他の
オピオイド製剤からの変更には，前投与薬剤の投与量，効力比及び鎮
痛効果の持続時間を考慮し，副作用に注意しながら，適宜用量調節を
行う（ガイドライン※参照）。
５．癌性疼痛 初めてオピオイド製剤として静注する時は，通常よりも低
用量（ガイドライン参照）から開始することを考慮し，鎮痛効果，副作用
の発現状況を観察しながら用量調節を行う。
※日本麻酔科学会－麻酔薬及び麻酔関連薬使用ガイドライン（抜粋）
使用法（フェンタニル注射液）
激痛（術後疼痛，癌性疼痛等）の鎮痛
静注 術後痛には，初回量として１～２μｇ／ｋｇを静注し，引き続き１～２
μｇ／ｋｇ／時
で持続静注。適宜増減。患者自己調節鎮痛の実施時は，４～６０μｇ／
時で持続投与を行い，痛みに応じて５～１０分以上の間隔で７～５０μｇ
（１０～２０μｇを用いることが多い）の単回投与を行う。
癌性疼痛に対して，経口モルヒネ製剤から切りかえる時は，１日量の１
／３００量から開始。持続静注の維持量は，０．１～３．９ｍｇ／日と個人
差が大きいので，０．１～０．３ｍｇ／日から開始し，投与量を滴定。

【禁忌】（表開始）
項目＼投与法 静注 硬膜外投与 くも膜下投与
１．注射部位・その周辺に炎症  ○ ○
２．敗血症  ○ ○
３．中枢神経系疾患（髄膜炎，灰白脊髄炎，脊髄癆等）   ○
４．脊髄・脊椎に結核，脊椎炎及び転移性腫瘍等の活動性疾患   ○
５．筋弛緩剤が禁忌の患者 ○ ○ ○
６．本剤の成分に過敏症の既往 ○ ○ ○
７．頭部外傷・脳腫瘍等による昏睡状態のような呼吸抑制をおこしやす
い患者 ○ ○ ○
８．痙攣発作の既往 ○ ○ ○
９．喘息 ○ ○ ○
（表終了）

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．依存性（モルヒネ様の薬物依存）。
２．呼吸抑制，無呼吸。
３．筋強直による換気困難。
４．血圧降下。
５．ショック，アナフィラキシー（血圧低下，蕁麻疹等）。
６．不整脈，期外収縮，心停止。
７．興奮，筋強直。
８．チアノーゼ。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 掻痒，発疹，紅斑，蕁麻疹
（表終了）

■禁忌

■副作用

フェンタニル注射液０．５ｍｇ「ヤンセン」
（０．００５％１０ｍＬ１管）

内 注射 後発 流通
麻 劇

【YJコード】8219400A3023
【薬効分類】８．２．１　合成麻薬
【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【メーカー】製)ヤンセンファーマ
【薬価】945円/1A
【薬価収載日】2009/05/15
【標榜薬効】麻酔用鎮痛剤

【効能効果】１．全身麻酔，全身麻酔の鎮痛
２．局所麻酔の鎮痛の補助
３．激痛（術後疼痛，癌性疼痛等）の鎮痛
【用法用量】１．全身麻酔，全身麻酔の鎮痛
成人　下記量。適宜増減。
バランス麻酔
麻酔導入時 ０．０３～０．１６ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　１．５～８μｇ／ｋｇ）
緩徐に静注，点滴静注（ブドウ糖液等に希釈）。
麻酔維持 ブドウ糖液等に希釈し，下記（１）又は（２）により投与。
（１）．間欠投与 ０．５～１ｍＬ（フェンタニル　２５～５０μｇ）ずつ　静注。
（２）．持続投与 ０．０１～０．１ｍＬ／ｋｇ／時（フェンタニル　０．５～５μｇ
／ｋｇ／時）　点滴静注。
大量フェンタニル麻酔
麻酔導入時 ０．４～３ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　２０～１５０μｇ／ｋｇ）　緩
徐に静注，点滴静注（ブドウ糖液等に希釈）。
麻酔維持 必要時　０．４～０．８ｍＬ／ｋｇ／時（フェンタニル　２０～４０μ
ｇ／ｋｇ／時）　点滴静注（ブドウ糖液等に希釈）。
小児　下記量。適宜増減。
バランス麻酔・大量フェンタニル麻酔
麻酔導入時 ０．０２～０．１ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　１～５μｇ／ｋｇ）　緩
徐に静注，点滴静注（ブドウ糖液等に希釈）。
大量フェンタニル麻酔 ２ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　１００μｇ／ｋｇ）　まで。
麻酔維持 ０．０２～０．１ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　１～５μｇ／ｋｇ）　間欠
的に静注，点滴静注（ブドウ糖液等に希釈）。
２．局所麻酔の鎮痛の補助
成人　０．０２～０．０６ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　１～３μｇ／ｋｇ）　静注。
適宜増減。
３．激痛（術後疼痛，癌性疼痛等）の鎮痛 成人　下記量。適宜増減。
静注
術後疼痛 ０．０２～０．０４ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　１～２μｇ／ｋｇ）　緩
徐に静注後，０．０２～０．０４ｍＬ／ｋｇ／時（フェンタニル　１～２μｇ／ｋ
ｇ／時）　点滴静注。
癌性疼痛への点滴静注 １日２～６ｍＬ（フェンタニル　０．１～０．３ｍｇ）
から開始　適宜増量。
硬膜外投与
単回投与法 １回０．５～２ｍＬ（フェンタニル　２５～１００μｇ）。
持続注入法 ０．５～２ｍＬ／時（フェンタニル　２５～１００μｇ／時）。
くも膜下投与
単回投与法 １回０．１～０．５ｍＬ（フェンタニル　５～２５μｇ）。
注意
１．バランス麻酔 適宜，全身麻酔剤や筋弛緩剤等を併用。
２．大量フェンタニル麻酔の導入時（開心術は人工心肺開始時まで）に，
適切な麻酔深度が得られるよう全身状態を観察しながら補助呼吸下で
緩徐に投与。必要時，局所麻酔剤，静脈麻酔剤，吸入麻酔剤，筋弛緩
剤等を併用。
３．硬膜外投与及びくも膜下投与時には局所麻酔剤等を併用。
４．状態（呼吸抑制等）を観察しながら慎重に投与。特に追加及び他の
オピオイド製剤からの変更には，前投与薬剤の投与量，効力比及び鎮
痛効果の持続時間を考慮し，副作用に注意しながら，適宜用量調節を
行う（ガイドライン※参照）。
５．癌性疼痛 初めてオピオイド製剤として静注する時は，通常よりも低
用量（ガイドライン参照）から開始することを考慮し，鎮痛効果，副作用
の発現状況を観察しながら用量調節を行う。
※日本麻酔科学会－麻酔薬及び麻酔関連薬使用ガイドライン（抜粋）
使用法（フェンタニル注射液）
激痛（術後疼痛，癌性疼痛等）の鎮痛
静注 術後痛には，初回量として１～２μｇ／ｋｇを静注し，引き続き１～２
μｇ／ｋｇ／時
で持続静注。適宜増減。患者自己調節鎮痛の実施時は，４～６０μｇ／
時で持続投与を行い，痛みに応じて５～１０分以上の間隔で７～５０μｇ
（１０～２０μｇを用いることが多い）の単回投与を行う。
癌性疼痛に対して，経口モルヒネ製剤から切りかえる時は，１日量の１
／３００量から開始。持続静注の維持量は，０．１～３．９ｍｇ／日と個人
差が大きいので，０．１～０．３ｍｇ／日から開始し，投与量を滴定。

■効能効果・用法用量

８　麻薬 ８　麻薬
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／ｋｇ／時）　点滴静注。
大量フェンタニル麻酔
麻酔導入時 ０．４～３ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　２０～１５０μｇ／ｋｇ）　緩
徐に静注，点滴静注（ブドウ糖液等に希釈）。
麻酔維持 必要時　０．４～０．８ｍＬ／ｋｇ／時（フェンタニル　２０～４０μ
ｇ／ｋｇ／時）　点滴静注（ブドウ糖液等に希釈）。
小児　下記量。適宜増減。
バランス麻酔・大量フェンタニル麻酔
麻酔導入時 ０．０２～０．１ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　１～５μｇ／ｋｇ）　緩
徐に静注，点滴静注（ブドウ糖液等に希釈）。
大量フェンタニル麻酔 ２ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　１００μｇ／ｋｇ）　まで。
麻酔維持 ０．０２～０．１ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　１～５μｇ／ｋｇ）　間欠
的に静注，点滴静注（ブドウ糖液等に希釈）。
２．局所麻酔の鎮痛の補助
成人　０．０２～０．０６ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　１～３μｇ／ｋｇ）　静注。
適宜増減。
３．激痛（術後疼痛，癌性疼痛等）の鎮痛 成人　下記量。適宜増減。
静注
術後疼痛 ０．０２～０．０４ｍＬ／ｋｇ（フェンタニル　１～２μｇ／ｋｇ）　緩
徐に静注後，０．０２～０．０４ｍＬ／ｋｇ／時（フェンタニル　１～２μｇ／ｋ
ｇ／時）　点滴静注。
癌性疼痛への点滴静注 １日２～６ｍＬ（フェンタニル　０．１～０．３ｍｇ）
から開始　適宜増量。
硬膜外投与
単回投与法 １回０．５～２ｍＬ（フェンタニル　２５～１００μｇ）。
持続注入法 ０．５～２ｍＬ／時（フェンタニル　２５～１００μｇ／時）。
くも膜下投与
単回投与法 １回０．１～０．５ｍＬ（フェンタニル　５～２５μｇ）。
注意
１．バランス麻酔 適宜，全身麻酔剤や筋弛緩剤等を併用。
２．大量フェンタニル麻酔の導入時（開心術は人工心肺開始時まで）に，
適切な麻酔深度が得られるよう全身状態を観察しながら補助呼吸下で
緩徐に投与。必要時，局所麻酔剤，静脈麻酔剤，吸入麻酔剤，筋弛緩
剤等を併用。
３．硬膜外投与及びくも膜下投与時には局所麻酔剤等を併用。
４．状態（呼吸抑制等）を観察しながら慎重に投与。特に追加及び他の
オピオイド製剤からの変更には，前投与薬剤の投与量，効力比及び鎮
痛効果の持続時間を考慮し，副作用に注意しながら，適宜用量調節を
行う（ガイドライン※参照）。
５．癌性疼痛 初めてオピオイド製剤として静注する時は，通常よりも低
用量（ガイドライン参照）から開始することを考慮し，鎮痛効果，副作用
の発現状況を観察しながら用量調節を行う。
※日本麻酔科学会－麻酔薬及び麻酔関連薬使用ガイドライン（抜粋）
使用法（フェンタニル注射液）
激痛（術後疼痛，癌性疼痛等）の鎮痛
静注 術後痛には，初回量として１～２μｇ／ｋｇを静注し，引き続き１～２
μｇ／ｋｇ／時
で持続静注。適宜増減。患者自己調節鎮痛の実施時は，４～６０μｇ／
時で持続投与を行い，痛みに応じて５～１０分以上の間隔で７～５０μｇ
（１０～２０μｇを用いることが多い）の単回投与を行う。
癌性疼痛に対して，経口モルヒネ製剤から切りかえる時は，１日量の１
／３００量から開始。持続静注の維持量は，０．１～３．９ｍｇ／日と個人
差が大きいので，０．１～０．３ｍｇ／日から開始し，投与量を滴定。

【禁忌】（表開始）
項目＼投与法 静注 硬膜外投与 くも膜下投与
１．注射部位・その周辺に炎症  ○ ○
２．敗血症  ○ ○
３．中枢神経系疾患（髄膜炎，灰白脊髄炎，脊髄癆等）   ○
４．脊髄・脊椎に結核，脊椎炎及び転移性腫瘍等の活動性疾患   ○
５．筋弛緩剤が禁忌の患者 ○ ○ ○
６．本剤の成分に過敏症の既往 ○ ○ ○
７．頭部外傷・脳腫瘍等による昏睡状態のような呼吸抑制をおこしやす
い患者 ○ ○ ○
８．痙攣発作の既往 ○ ○ ○
９．喘息 ○ ○ ○
（表終了）

【副作用】重大な副作用
（頻度不明）
１．依存性（モルヒネ様の薬物依存）。
２．呼吸抑制，無呼吸。
３．筋強直による換気困難。
４．血圧降下。
５．ショック，アナフィラキシー（血圧低下，蕁麻疹等）。
６．不整脈，期外収縮，心停止。
７．興奮，筋強直。
８．チアノーゼ。
その他の副作用（発現時中止等）
（表開始）
発現部位等 頻度不明
過敏症 掻痒，発疹，紅斑，蕁麻疹
（表終了）

■禁忌

■副作用

フェントステープ１ｍｇ （１ｍｇ１枚）
内 外用 流通
麻 劇

【YJコード】8219701S1025
【薬効分類】８．２．１　合成麻薬
【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【メーカー】製)久光製薬　販)協和発酵キリン
【薬価】567.7円/1枚
【薬価収載日】2010/06/11
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

【効能効果】非オピオイド鎮痛剤・弱オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記
の鎮痛（他のオピオイド鎮痛剤から切りかえて使用時のみ）
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
注意
１．他のオピオイド鎮痛剤が一定期間投与され，忍容性が確認され，オ
ピオイド鎮痛剤の継続的投与を要する癌性疼痛・慢性疼痛の管理にの
み使用。
２．慢性疼痛の原因となる器質的病変，心理的・社会的要因，依存リス
クを含めた包括的な診断を行い，使用の適否を慎重に判断。
【用法用量】オピオイド鎮痛剤から切りかえて使用。
成人　胸部，腹部，上腕部，大腿部等に貼付し　１日（約２４時間）ごと
貼りかえ。
初回貼付用量は本剤貼付前のオピオイド鎮痛剤の用法・用量を勘案し
て，０．５ｍｇ，１ｍｇ，２ｍｇ，４ｍｇ，６ｍｇのいずれかの用量を選択。
適宜増減。
注意
１．初回貼付用量 初回貼付用量として，フェントステープ８ｍｇは推奨さ
れない（初回貼付用量６ｍｇを超える使用経験は少ない）。
初回貼付用量を選択する換算表は，１日経口モルヒネ量６０ｍｇ（坐剤
１日３０ｍｇ，注射　１日２０ｍｇ），１日経口オキシコドン量４０ｍｇ，フェン
タニル経皮吸収型製剤（３日貼付型製剤）４．２ｍｇ（２５μｇ／時；１日
フェンタニル０．６ｍｇ），経口コデイン量１８０ｍｇ／日以上に本剤２ｍｇ
へ切りかえるもので設定。
初回貼付用量は換算表で用量を選択し，過量投与に注意。
換算表（オピオイド鎮痛剤から本剤へ切りかえる際の推奨貼付用量）
［癌性疼痛の切りかえ］
（表開始）
フェントステープ１日貼付用量 フェントステープ１日貼付用量 フェントス
テープ１日貼付用量 ０．５ｍｇ １ｍｇ ２ｍｇ ４ｍｇ ６ｍｇ
定常状態の推定平均吸収量（フェンタニルとして）（注） 定常状態の推定
平均吸収量（フェンタニルとして）（注） 定常状態の推定平均吸収量
（フェンタニルとして）（注） ０．１５ｍｇ／日 ０．３ｍｇ／日 ０．６ｍｇ／日
１．２ｍｇ／日 １．８ｍｇ／日
使用前の鎮痛剤 モルヒネ 経口剤（ｍｇ／日） ≦１５ １６～２９ ３０～８９
９０～１４９ １５０～２０９
使用前の鎮痛剤 モルヒネ 坐剤（ｍｇ／日） － ≦１０ ２０～４０ ５０～７０
８０～１００
使用前の鎮痛剤 モルヒネ 注射剤／静注（ｍｇ／日） ≦５ ６～９ １０～２
９ ３０～４９ ５０～６９
使用前の鎮痛剤 オキシコドン経口剤（ｍｇ／日） オキシコドン経口剤
（ｍｇ／日） ≦１０ １１～１９ ２０～５９ ６０～９９ １００～１３９
使用前の鎮痛剤 フェンタニル経皮吸収型製剤（３日貼付型製剤；貼付
用量ｍｇ） フェンタニル経皮吸収型製剤（３日貼付型製剤；貼付用量ｍ
ｇ） － ２．１ ４．２ ８．４ １２．６
（表終了）
［慢性疼痛の切りかえ］
（表開始）
フェントステープ１日貼付用量 フェントステープ１日貼付用量 ０．５ｍｇ
１ｍｇ ２ｍｇ ４ｍｇ ６ｍｇ
定常状態の推定平均吸収量（フェンタニルとして）（注） 定常状態の推定
平均吸収量（フェンタニルとして）（注） ０．１５ｍｇ／日 ０．３ｍｇ／日 ０．
６ｍｇ／日 １．２ｍｇ／日 １．８ｍｇ／日
使用前の鎮痛剤 モルヒネ経口剤（ｍｇ／日） ≦１５ １６～２９ ３０～８９
９０～１４９ １５０～２０９
使用前の鎮痛剤 フェンタニル経皮吸収型製剤（３日貼付型製剤；貼付
用量ｍｇ） － ２．１ ４．２ ８．４ １２．６
使用前の鎮痛剤 コデイン経口剤（ｍｇ／日） ≦９０ ９０～１７９ １８０～
－ －
（表終了）
（注）フェントステープ８ｍｇは，初回貼付用量としては推奨されないが，
定常状態の推定平均吸収量は，フェンタニルとして１日２．４ｍｇに相
当。
２．初回貼付時 初回貼付後最低２日間は増量を行わない。他のオピオ
イド鎮痛剤から本剤に初めて切りかえた場合，フェンタニルの血中濃度
が徐々に上昇するため，鎮痛効果が得られるまで時間を要す。下記を
参考に切りかえ前に使用していたオピオイド鎮痛剤を投与。
使用方法例
（表開始）
使用していたオピオイド鎮痛剤＊の投与回数 オピオイド鎮痛剤の使用
方法例
１日１回 投与１２時間後に本剤貼付開始。
１日２～３回 本剤貼付開始と同時に１回量を投与。
１日４～６回 本剤貼付開始と同時及び４～６時間後に１回量を投与。
持続投与 本剤貼付開始後６時間まで継続して持続投与。
（表終了）
＊経皮吸収型製剤除く。
上記の「使用方法例」では，鎮痛効果不十分な時あり。状態を観察し，
鎮痛効果が得られるまで，オピオイド鎮痛剤の追加により鎮痛をはか
る。１回の追加投与量として，切りかえ前に使用していたオピオイド鎮痛
剤が経口剤又は坐剤では１日量の１／６量を，注射剤では１／１２量を
目安に投与。この場合，速効性のオピオイド鎮痛剤を使用。
３．用量調整と維持
（１）．疼痛増強時の処置 本剤貼付中に痛みが増強したり，疼痛管理さ
れている患者で突出痛があれば，オピオイド鎮痛剤の追加により鎮痛
をはかる。１回の追加投与量として，切りかえ前に使用していたオピオイ
ド鎮痛剤が経口剤又は坐剤では１日量の１／６量を，注射剤では１／１
２量を目安に投与。この場合，速効性のオピオイド鎮痛剤を使用。
（２）．増量 初回貼付後・増量後最低２日間は増量を行わない。鎮痛効
果が得られるまで患者ごとに用量調整を行う。効果不十分時，追加され
た鎮痛剤の１日量及び疼痛程度を考慮し，本剤を０．５ｍｇ（１日０．１５
ｍｇ），１ｍｇ（１日０．３ｍｇ），１．５ｍｇ（１日０．４５ｍｇ）又は２ｍｇ（１日
０．６ｍｇ）ずつ増量。０．５ｍｇから増量する時は１ｍｇ，１ｍｇから増量す
る時は１．５ｍｇ又は２ｍｇ，１．５ｍｇから増量する時は２ｍｇ，２．５ｍｇ又
は３ｍｇに増量。１回貼付用量が２４ｍｇ（１日７．２ｍｇ）を超える時は，
他の方法を考慮。
（３）．減量 連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わな
い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
（４）．使用の継続
慢性疼痛で，貼付開始後４週間を経過しても効果なければ，他の適切
な治療への変更を検討。定期的に症状・効果を確認し，使用の継続の
必要性を検討。
４．使用中止
（１）．退薬症候を防ぐために漸減。
（２）．使用を中止し他のオピオイド鎮痛剤への変更時には，本剤剥離後
の血中フェンタニル濃度が半減するのに１７時間以上（１６．７５～４５．０
７時間）かかるため，他のオピオイド鎮痛剤の投与は低用量から開始
し，鎮痛効果が得られるまで漸増。

■効能効果・用法用量

８　麻薬 ８　麻薬

- 179 -

フェンタニル注射液０．５ｍｇ「ヤンセン」 フェントステープ１ｍｇ



（表終了）
＊経皮吸収型製剤除く。
上記の「使用方法例」では，鎮痛効果不十分な時あり。状態を観察し，
鎮痛効果が得られるまで，オピオイド鎮痛剤の追加により鎮痛をはか
る。１回の追加投与量として，切りかえ前に使用していたオピオイド鎮痛
剤が経口剤又は坐剤では１日量の１／６量を，注射剤では１／１２量を
目安に投与。この場合，速効性のオピオイド鎮痛剤を使用。
３．用量調整と維持
（１）．疼痛増強時の処置 本剤貼付中に痛みが増強したり，疼痛管理さ
れている患者で突出痛があれば，オピオイド鎮痛剤の追加により鎮痛
をはかる。１回の追加投与量として，切りかえ前に使用していたオピオイ
ド鎮痛剤が経口剤又は坐剤では１日量の１／６量を，注射剤では１／１
２量を目安に投与。この場合，速効性のオピオイド鎮痛剤を使用。
（２）．増量 初回貼付後・増量後最低２日間は増量を行わない。鎮痛効
果が得られるまで患者ごとに用量調整を行う。効果不十分時，追加され
た鎮痛剤の１日量及び疼痛程度を考慮し，本剤を０．５ｍｇ（１日０．１５
ｍｇ），１ｍｇ（１日０．３ｍｇ），１．５ｍｇ（１日０．４５ｍｇ）又は２ｍｇ（１日
０．６ｍｇ）ずつ増量。０．５ｍｇから増量する時は１ｍｇ，１ｍｇから増量す
る時は１．５ｍｇ又は２ｍｇ，１．５ｍｇから増量する時は２ｍｇ，２．５ｍｇ又
は３ｍｇに増量。１回貼付用量が２４ｍｇ（１日７．２ｍｇ）を超える時は，
他の方法を考慮。
（３）．減量 連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わな
い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
（４）．使用の継続
慢性疼痛で，貼付開始後４週間を経過しても効果なければ，他の適切
な治療への変更を検討。定期的に症状・効果を確認し，使用の継続の
必要性を検討。
４．使用中止
（１）．退薬症候を防ぐために漸減。
（２）．使用を中止し他のオピオイド鎮痛剤への変更時には，本剤剥離後
の血中フェンタニル濃度が半減するのに１７時間以上（１６．７５～４５．０
７時間）かかるため，他のオピオイド鎮痛剤の投与は低用量から開始
し，鎮痛効果が得られるまで漸増。

【禁忌】本剤の成分に過敏症。

【副作用】重大な副作用
１．呼吸抑制（０．５％）（無呼吸，呼吸困難，呼吸異常，呼吸緩慢，不規
則な呼吸，換気低下等）。
２．意識障害（０．２％）（意識レベルの低下，意識消失等）。
３．依存性（頻度不明）（薬物依存），退薬症候，死亡。
４．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）。
５．痙攣（頻度不明）（間代性，大発作型等）。

■禁忌

■副作用

フェントステープ２ｍｇ （２ｍｇ１枚）
内 外用 流通
麻 劇

【YJコード】8219701S2021
【薬効分類】８．２．１　合成麻薬
【一般名】フェンタニルクエン酸塩
【メーカー】製)久光製薬　販)協和発酵キリン
【薬価】1056.8円/1枚
【薬価収載日】2010/06/11
【標榜薬効】経皮吸収型持続性疼痛治療剤

【効能効果】非オピオイド鎮痛剤・弱オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記
の鎮痛（他のオピオイド鎮痛剤から切りかえて使用時のみ）
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
注意
１．他のオピオイド鎮痛剤が一定期間投与され，忍容性が確認され，オ
ピオイド鎮痛剤の継続的投与を要する癌性疼痛・慢性疼痛の管理にの
み使用。
２．慢性疼痛の原因となる器質的病変，心理的・社会的要因，依存リス
クを含めた包括的な診断を行い，使用の適否を慎重に判断。
【用法用量】オピオイド鎮痛剤から切りかえて使用。
成人　胸部，腹部，上腕部，大腿部等に貼付し　１日（約２４時間）ごと
貼りかえ。
初回貼付用量は本剤貼付前のオピオイド鎮痛剤の用法・用量を勘案し
て，０．５ｍｇ，１ｍｇ，２ｍｇ，４ｍｇ，６ｍｇのいずれかの用量を選択。
適宜増減。
注意
１．初回貼付用量 初回貼付用量として，フェントステープ８ｍｇは推奨さ
れない（初回貼付用量６ｍｇを超える使用経験は少ない）。
初回貼付用量を選択する換算表は，１日経口モルヒネ量６０ｍｇ（坐剤
１日３０ｍｇ，注射　１日２０ｍｇ），１日経口オキシコドン量４０ｍｇ，フェン
タニル経皮吸収型製剤（３日貼付型製剤）４．２ｍｇ（２５μｇ／時；１日
フェンタニル０．６ｍｇ），経口コデイン量１８０ｍｇ／日以上に本剤２ｍｇ
へ切りかえるもので設定。
初回貼付用量は換算表で用量を選択し，過量投与に注意。
換算表（オピオイド鎮痛剤から本剤へ切りかえる際の推奨貼付用量）
［癌性疼痛の切りかえ］
（表開始）
フェントステープ１日貼付用量 フェントステープ１日貼付用量 フェントス
テープ１日貼付用量 ０．５ｍｇ １ｍｇ ２ｍｇ ４ｍｇ ６ｍｇ
定常状態の推定平均吸収量（フェンタニルとして）（注） 定常状態の推定
平均吸収量（フェンタニルとして）（注） 定常状態の推定平均吸収量
（フェンタニルとして）（注） ０．１５ｍｇ／日 ０．３ｍｇ／日 ０．６ｍｇ／日
１．２ｍｇ／日 １．８ｍｇ／日
使用前の鎮痛剤 モルヒネ 経口剤（ｍｇ／日） ≦１５ １６～２９ ３０～８９
９０～１４９ １５０～２０９
使用前の鎮痛剤 モルヒネ 坐剤（ｍｇ／日） － ≦１０ ２０～４０ ５０～７０
８０～１００
使用前の鎮痛剤 モルヒネ 注射剤／静注（ｍｇ／日） ≦５ ６～９ １０～２
９ ３０～４９ ５０～６９
使用前の鎮痛剤 オキシコドン経口剤（ｍｇ／日） オキシコドン経口剤
（ｍｇ／日） ≦１０ １１～１９ ２０～５９ ６０～９９ １００～１３９
使用前の鎮痛剤 フェンタニル経皮吸収型製剤（３日貼付型製剤；貼付
用量ｍｇ） フェンタニル経皮吸収型製剤（３日貼付型製剤；貼付用量ｍ
ｇ） － ２．１ ４．２ ８．４ １２．６
（表終了）
［慢性疼痛の切りかえ］
（表開始）
フェントステープ１日貼付用量 フェントステープ１日貼付用量 ０．５ｍｇ
１ｍｇ ２ｍｇ ４ｍｇ ６ｍｇ
定常状態の推定平均吸収量（フェンタニルとして）（注） 定常状態の推定
平均吸収量（フェンタニルとして）（注） ０．１５ｍｇ／日 ０．３ｍｇ／日 ０．
６ｍｇ／日 １．２ｍｇ／日 １．８ｍｇ／日
使用前の鎮痛剤 モルヒネ経口剤（ｍｇ／日） ≦１５ １６～２９ ３０～８９
９０～１４９ １５０～２０９
使用前の鎮痛剤 フェンタニル経皮吸収型製剤（３日貼付型製剤；貼付
用量ｍｇ） － ２．１ ４．２ ８．４ １２．６
使用前の鎮痛剤 コデイン経口剤（ｍｇ／日） ≦９０ ９０～１７９ １８０～
－ －
（表終了）
（注）フェントステープ８ｍｇは，初回貼付用量としては推奨されないが，
定常状態の推定平均吸収量は，フェンタニルとして１日２．４ｍｇに相
当。
２．初回貼付時 初回貼付後最低２日間は増量を行わない。他のオピオ
イド鎮痛剤から本剤に初めて切りかえた場合，フェンタニルの血中濃度
が徐々に上昇するため，鎮痛効果が得られるまで時間を要す。下記を
参考に切りかえ前に使用していたオピオイド鎮痛剤を投与。
使用方法例
（表開始）
使用していたオピオイド鎮痛剤＊の投与回数 オピオイド鎮痛剤の使用
方法例
１日１回 投与１２時間後に本剤貼付開始。
１日２～３回 本剤貼付開始と同時に１回量を投与。
１日４～６回 本剤貼付開始と同時及び４～６時間後に１回量を投与。
持続投与 本剤貼付開始後６時間まで継続して持続投与。
（表終了）
＊経皮吸収型製剤除く。
上記の「使用方法例」では，鎮痛効果不十分な時あり。状態を観察し，
鎮痛効果が得られるまで，オピオイド鎮痛剤の追加により鎮痛をはか
る。１回の追加投与量として，切りかえ前に使用していたオピオイド鎮痛
剤が経口剤又は坐剤では１日量の１／６量を，注射剤では１／１２量を
目安に投与。この場合，速効性のオピオイド鎮痛剤を使用。
３．用量調整と維持
（１）．疼痛増強時の処置 本剤貼付中に痛みが増強したり，疼痛管理さ
れている患者で突出痛があれば，オピオイド鎮痛剤の追加により鎮痛
をはかる。１回の追加投与量として，切りかえ前に使用していたオピオイ
ド鎮痛剤が経口剤又は坐剤では１日量の１／６量を，注射剤では１／１
２量を目安に投与。この場合，速効性のオピオイド鎮痛剤を使用。
（２）．増量 初回貼付後・増量後最低２日間は増量を行わない。鎮痛効
果が得られるまで患者ごとに用量調整を行う。効果不十分時，追加され
た鎮痛剤の１日量及び疼痛程度を考慮し，本剤を０．５ｍｇ（１日０．１５
ｍｇ），１ｍｇ（１日０．３ｍｇ），１．５ｍｇ（１日０．４５ｍｇ）又は２ｍｇ（１日
０．６ｍｇ）ずつ増量。０．５ｍｇから増量する時は１ｍｇ，１ｍｇから増量す
る時は１．５ｍｇ又は２ｍｇ，１．５ｍｇから増量する時は２ｍｇ，２．５ｍｇ又
は３ｍｇに増量。１回貼付用量が２４ｍｇ（１日７．２ｍｇ）を超える時は，
他の方法を考慮。
（３）．減量 連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わな
い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
（４）．使用の継続
慢性疼痛で，貼付開始後４週間を経過しても効果なければ，他の適切
な治療への変更を検討。定期的に症状・効果を確認し，使用の継続の
必要性を検討。
４．使用中止
（１）．退薬症候を防ぐために漸減。
（２）．使用を中止し他のオピオイド鎮痛剤への変更時には，本剤剥離後
の血中フェンタニル濃度が半減するのに１７時間以上（１６．７５～４５．０
７時間）かかるため，他のオピオイド鎮痛剤の投与は低用量から開始
し，鎮痛効果が得られるまで漸増。

■効能効果・用法用量

８　麻薬 ８　麻薬

フェントステープ１日貼付用量 フェントステープ１日貼付用量 フェントス
テープ１日貼付用量 ０．５ｍｇ １ｍｇ ２ｍｇ ４ｍｇ ６ｍｇ
定常状態の推定平均吸収量（フェンタニルとして）（注） 定常状態の推定
平均吸収量（フェンタニルとして）（注） 定常状態の推定平均吸収量
（フェンタニルとして）（注） ０．１５ｍｇ／日 ０．３ｍｇ／日 ０．６ｍｇ／日
１．２ｍｇ／日 １．８ｍｇ／日
使用前の鎮痛剤 モルヒネ 経口剤（ｍｇ／日） ≦１５ １６～２９ ３０～８９
９０～１４９ １５０～２０９
使用前の鎮痛剤 モルヒネ 坐剤（ｍｇ／日） － ≦１０ ２０～４０ ５０～７０
８０～１００
使用前の鎮痛剤 モルヒネ 注射剤／静注（ｍｇ／日） ≦５ ６～９ １０～２
９ ３０～４９ ５０～６９
使用前の鎮痛剤 オキシコドン経口剤（ｍｇ／日） オキシコドン経口剤
（ｍｇ／日） ≦１０ １１～１９ ２０～５９ ６０～９９ １００～１３９
使用前の鎮痛剤 フェンタニル経皮吸収型製剤（３日貼付型製剤；貼付
用量ｍｇ） フェンタニル経皮吸収型製剤（３日貼付型製剤；貼付用量ｍ
ｇ） － ２．１ ４．２ ８．４ １２．６
（表終了）
［慢性疼痛の切りかえ］
（表開始）
フェントステープ１日貼付用量 フェントステープ１日貼付用量 ０．５ｍｇ
１ｍｇ ２ｍｇ ４ｍｇ ６ｍｇ
定常状態の推定平均吸収量（フェンタニルとして）（注） 定常状態の推定
平均吸収量（フェンタニルとして）（注） ０．１５ｍｇ／日 ０．３ｍｇ／日 ０．
６ｍｇ／日 １．２ｍｇ／日 １．８ｍｇ／日
使用前の鎮痛剤 モルヒネ経口剤（ｍｇ／日） ≦１５ １６～２９ ３０～８９
９０～１４９ １５０～２０９
使用前の鎮痛剤 フェンタニル経皮吸収型製剤（３日貼付型製剤；貼付
用量ｍｇ） － ２．１ ４．２ ８．４ １２．６
使用前の鎮痛剤 コデイン経口剤（ｍｇ／日） ≦９０ ９０～１７９ １８０～
－ －
（表終了）
（注）フェントステープ８ｍｇは，初回貼付用量としては推奨されないが，
定常状態の推定平均吸収量は，フェンタニルとして１日２．４ｍｇに相
当。
２．初回貼付時 初回貼付後最低２日間は増量を行わない。他のオピオ
イド鎮痛剤から本剤に初めて切りかえた場合，フェンタニルの血中濃度
が徐々に上昇するため，鎮痛効果が得られるまで時間を要す。下記を
参考に切りかえ前に使用していたオピオイド鎮痛剤を投与。
使用方法例
（表開始）
使用していたオピオイド鎮痛剤＊の投与回数 オピオイド鎮痛剤の使用
方法例
１日１回 投与１２時間後に本剤貼付開始。
１日２～３回 本剤貼付開始と同時に１回量を投与。
１日４～６回 本剤貼付開始と同時及び４～６時間後に１回量を投与。
持続投与 本剤貼付開始後６時間まで継続して持続投与。
（表終了）
＊経皮吸収型製剤除く。
上記の「使用方法例」では，鎮痛効果不十分な時あり。状態を観察し，
鎮痛効果が得られるまで，オピオイド鎮痛剤の追加により鎮痛をはか
る。１回の追加投与量として，切りかえ前に使用していたオピオイド鎮痛
剤が経口剤又は坐剤では１日量の１／６量を，注射剤では１／１２量を
目安に投与。この場合，速効性のオピオイド鎮痛剤を使用。
３．用量調整と維持
（１）．疼痛増強時の処置 本剤貼付中に痛みが増強したり，疼痛管理さ
れている患者で突出痛があれば，オピオイド鎮痛剤の追加により鎮痛
をはかる。１回の追加投与量として，切りかえ前に使用していたオピオイ
ド鎮痛剤が経口剤又は坐剤では１日量の１／６量を，注射剤では１／１
２量を目安に投与。この場合，速効性のオピオイド鎮痛剤を使用。
（２）．増量 初回貼付後・増量後最低２日間は増量を行わない。鎮痛効
果が得られるまで患者ごとに用量調整を行う。効果不十分時，追加され
た鎮痛剤の１日量及び疼痛程度を考慮し，本剤を０．５ｍｇ（１日０．１５
ｍｇ），１ｍｇ（１日０．３ｍｇ），１．５ｍｇ（１日０．４５ｍｇ）又は２ｍｇ（１日
０．６ｍｇ）ずつ増量。０．５ｍｇから増量する時は１ｍｇ，１ｍｇから増量す
る時は１．５ｍｇ又は２ｍｇ，１．５ｍｇから増量する時は２ｍｇ，２．５ｍｇ又
は３ｍｇに増量。１回貼付用量が２４ｍｇ（１日７．２ｍｇ）を超える時は，
他の方法を考慮。
（３）．減量 連用中の急激な減量は，退薬症候があらわれるので行わな
い。副作用等で減量する時は，慎重に行う。
（４）．使用の継続
慢性疼痛で，貼付開始後４週間を経過しても効果なければ，他の適切
な治療への変更を検討。定期的に症状・効果を確認し，使用の継続の
必要性を検討。
４．使用中止
（１）．退薬症候を防ぐために漸減。
（２）．使用を中止し他のオピオイド鎮痛剤への変更時には，本剤剥離後
の血中フェンタニル濃度が半減するのに１７時間以上（１６．７５～４５．０
７時間）かかるため，他のオピオイド鎮痛剤の投与は低用量から開始
し，鎮痛効果が得られるまで漸増。

【禁忌】本剤の成分に過敏症。

【副作用】重大な副作用
１．呼吸抑制（０．５％）（無呼吸，呼吸困難，呼吸異常，呼吸緩慢，不規
則な呼吸，換気低下等）。
２．意識障害（０．２％）（意識レベルの低下，意識消失等）。
３．依存性（頻度不明）（薬物依存），退薬症候，死亡。
４．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）。
５．痙攣（頻度不明）（間代性，大発作型等）。

■禁忌

■副作用
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３．依存性（頻度不明）（薬物依存），退薬症候，死亡。
４．ショック，アナフィラキシー（頻度不明）。
５．痙攣（頻度不明）（間代性，大発作型等）。

８　麻薬 ８　麻薬
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