
－1－

11

11．中枢神経系用薬

1．神経系及び感覚器官用医薬品

11．中枢神経系用薬
111．全身麻酔剤
1119．その他の全身麻酔剤
 

（レミマゾラムベシル酸塩）Remima-

zolam besilat

アネレム静注用50㎎（手術部）
 か

Anerem 50㎎1瓶  〔ムンディ〕

【効】全身麻酔の導入及び維持

【用】（注） 導 入：12 ㎎/㎏/時 の 速 度

で，患者の全身状態を観察しながら，

意識消失が得られるまで静脈内へ持続

注入．患者の年齢，状態に応じて投与

速度を適宜減速 

維持：1㎎/㎏/時の速度で静脈内への

持続注入を開始し，適切な麻酔深度が

維持できるよう患者の全身状態を観察

しながら，投与速度を適宜調節する

が，上限は2㎎/㎏/時とする．患者の

年齢，状態に応じて投与開始速度を適

宜減速．覚醒徴候が認められた場合

は，最大0.2㎎/㎏を静注してもよい

……………………………………………

113．抗てんかん剤
1139．その他の抗てんかん剤
 

（ゾニサミド）Zonisamide

ゾニサミド錠100㎎EX「KO」
あ お

Zonisamide 100㎎1錠  〔寿〕

【効】部分てんかん及び全般てんかんの

次記発作型．①部分発作：単純部分発

作［焦点発作（ジャクソン型発作を含

む），自律神経発作，精神運動発作］，

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）］．②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］．③混合発作

【用】（内）最初1日100～200㎎を1～3

回に分割．以後1～2週ごとに増量し

て1日量200～400㎎まで漸増し，1～3

回に分割．最高1日量は600㎎まで．小

児：最初1日2～4㎎/㎏を1～3回に分

割．以後1～2週ごとに増量して1日量

4 ～ 8㎎/㎏まで漸増し，1 ～ 3回に分

割．最高1日量は12㎎/㎏まで

……………………………………………

114．解熱鎮痛消炎剤
1147．フェニル酢酸系製剤
 

（ジクロフェナクナトリウム）

Diclofenac sodium

ジクトルテープ75㎎
Zicthoru 75㎎1枚  〔久光〕

【効】各種がんにおける鎮痛

【用】（外）1日1回，2枚を胸部，腹部，

上腕部，背部，腰部又は大腿部に貼付

し，1 日（約 24 時 間） 毎 に 貼 り 替 え

る．症状や状態により1日3枚に増量可

……………………………………………

117．精神神経用剤
1179．その他の精神神経用剤
 

（オランザピン）Olanzapine

オランザピンOD錠2.5㎎「トー
ワ」あ お

Olanzapine OD 2.5㎎1錠  〔東和薬品〕

オランザピンOD錠5㎎「トー
ワ」あ お

Olanzapine OD 5㎎1錠
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11．中枢神経系用薬

（オファツムマブ（遺伝子組換え））

Ofatumumab (genetical recombina-

tion)

ケシンプタ皮下注20㎎ペン
 おけ

Kesimpta 20㎎0.4mL1キット 

 〔ノバルティス〕

【効】次記患者における再発予防及び身

体的障害の進行抑制：再発寛解型多発

性硬化症，疾患活動性を有する二次性

進行型多発性硬化症

【用】（注）1回20㎎を初回，1週後，2週

後，4週後に皮下注，以降は4週間隔で

皮下注

……………………………………………

（ガルカネズマブ（遺伝子組換え））

Galcanezumab (genetical recombina-

tion)

エムガルティ皮下注120㎎オー
トインジェクター け

Emgality 120㎎1mL1キット 

 〔第一三共〕

【効】片頭痛発作の発症抑制

【用】（注）初回に240㎎を皮下注，以降

は1か月間隔で120㎎を皮下注

……………………………………………

（フレマネズマブ（遺伝子組換え））

Fremanezumab (genetical recombi-

nation)

アジョビ皮下注225㎎シリンジ
 け

Ajovy 225㎎1.5mL1筒  〔大塚〕

【効】片頭痛発作の発症抑制

【用】（注）4週間に1回225㎎を皮下注，

又は12週間に1回675㎎を皮下注

……………………………………………

（マジンドール）Mazindol

サノレックス錠0.5㎎（院外）
 おか

Sanorex 0.5㎎1錠 

 〔富士フイルム富山化学〕

【効】あらかじめ適用した食事療法及び

運動療法の効果が不十分な高度肥満症

（肥満度が＋70%以上又はBMIが35以

上）における食事療法及び運動療法の

補助

【用】（内）0.5㎎（1錠）を1日1回昼食

前，1日最高1.5㎎（3錠）までとし2～

3回に分割し食前，できる限り最小有

効量を用いる．できる限り短期間と

し，3か月を限度とする．1か月以内に

効果のみられない場合は中止すること

【投与制限日数】14日

……………………………………………

（リスジプラム）Risdiplam

エブリスディドライシロップ
60㎎ お

Evrysdi 60㎎2g1瓶  〔中外〕

【効】脊髄性筋萎縮症

【用】（内）生後2か月以上2歳未満：0.2

㎎/㎏を1日1回食後．2歳以上：体重

20㎏未満では0.25㎎/㎏を，体重20㎏

以上では5㎎を1日1回食後

……………………………………………
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11．中枢神経系用薬

オランザピンOD錠10㎎「トー
ワ」あ お

Olanzapine OD 10㎎1錠

【効】①統合失調症．②双極性障害にお

ける躁症状及びうつ症状の改善．③抗

悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に

伴う消化器症状（悪心，嘔吐）

【用】（内）①5 ～ 10㎎を1日1回より開

始．維持量として1日1回10㎎．年齢，

症状により適宜増減，1日量は20㎎ま

で．②双極性障害における躁症状の改

善：10㎎を1日1回より開始．年齢，症

状により適宜増減，1日量は20㎎ま

で．双極性障害におけるうつ症状の改

善：5㎎を1日1回より開始，その後1日

1回10㎎に増量．いずれも就寝前に投

与．年齢，症状により適宜増減，1日

量は20㎎まで．③他の制吐剤との併用

において，5㎎を1日1回．患者の状態

により適宜増量，1日量は10㎎を超え

ない

……………………………………………

（ブレクスピプラゾール）Brexpipra-

zole

レキサルティOD錠0.5㎎（院
外） お

Rexulti 0.5㎎1錠  〔大塚〕

レキサルティOD錠1㎎ お
Rexulti 1㎎1錠

レキサルティOD錠2㎎（院外）
 お

Rexulti 2㎎1錠

【効】統合失調症

【用】（内）1日1回1㎎から開始し，4日

以上の間隔をあけて増量し，1日1回2

㎎

……………………………………………

（ミルタザピン）Mirtazapine

ミルタザピン錠15㎎「杏林」
あ お

Mirtazapine”KYORIN” 15㎎1錠 

 〔杏林〕

【効】うつ病・うつ状態

【用】（内）1日15㎎を初期用量とし，15

～ 30㎎を1日1回就寝前．年齢，症状

に応じ1日45㎎を超えない範囲で適宜

増減．増量は1週間以上の間隔をあけ

て1日用量として15㎎ずつ

……………………………………………

（ルラシドン塩酸塩）Lurasidone 

hydrochloride

ラツーダ錠20㎎（院外） お
Latuda 20㎎1錠  〔大日本住友〕

ラツーダ錠60㎎（院外） お
Latuda 60㎎1錠

ラツーダ錠80㎎（院外） お
Latuda 80㎎1錠

【効】①統合失調症．②双極性障害にお

けるうつ症状の改善

【用】（内）①40㎎を1日1回食後．年

齢，症状により適宜増減，1日量は80

㎎まで．②20 ～ 60㎎を1日1回食後．

開始用量は20㎎，増量幅は1日量とし

て20㎎とし，年齢，症状により適宜増

減，1日量は60㎎まで

……………………………………………

119．その他の中枢神経系用薬
 

（エレヌマブ（遺伝子組換え））

Erenumab (genetical recombination)

アイモビーグ皮下注70㎎ペン
 け

Aimovig 70㎎1mL1キット 

 〔アムジェン〕

【効】片頭痛発作の発症抑制

【用】（注）70㎎を4週間に1回皮下注

……………………………………………
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21．循環器官用薬

2．個々の器官系用医薬品

21．循環器官用薬
211．強心剤
2119．その他の強心剤
 

（ドブタミン塩酸塩）Dobutamine 

hydrochloride

ドブポン注0.3%シリンジあ お
Dobupum 150㎎50mL1筒  〔協和キリン〕

【効】急性循環不全における心収縮力増

強

【用】（注）1～5μg/㎏/分を持続静注．

投与量は患者の病態に応じて，適宜増

減，20μg/㎏/分まで

……………………………………………

213．利尿剤
2139．その他の利尿剤
 

（フロセミド）Furosemide

フロセミド錠20㎎「武田テバ」
あ 

Furosemide 20㎎1錠  〔武田テバ〕

【効】高血圧症（本態性，腎性等），悪

性高血圧，心性浮腫（うっ血性心不

全），腎性浮腫，肝性浮腫，月経前緊

張症，末梢血管障害による浮腫，尿路

結石排出促進

【用】（内）1日1回40～80㎎を連日又は

隔日．年齢，症状により適宜増減．腎

機能不全等の場合には更に大量に用い

ることもある．悪性高血圧に用いる場

合には，他の降圧剤と併用

……………………………………………

214．血圧降下剤
2149．その他の血圧降下剤
 

（オルメサルタンメドキソミル）

Olmesartan medoxomil

オルメサルタンOD錠10㎎
「DSEP」あ 

Olmesartan OD 10㎎1錠 

 〔第一三共エスファ〕

オルメサルタンOD錠40㎎
「DSEP」（院外）あ 

Olmesartan OD 40㎎1錠

【効】高血圧症

【用】（内）10～20㎎を1日1回．1日5～

10㎎から開始し，年齢，症状により適

宜増減，1日40㎎まで

……………………………………………

（テルミサルタン）Telmisartan

テルミサルタン錠20㎎
「DSEP」（院外）あ 

Telmisartan 20㎎1錠 

 〔第一三共エスファ〕

【効】高血圧症

【用】（内）40㎎を1日1回．1日20㎎から

開始し漸次増量．年齢・症状により適

宜増減，1日80㎎まで

……………………………………………

217．血管拡張剤
2171．冠血管拡張剤
 

（ニコランジル）Nicorandil

ニコランジル錠5㎎「トーワ」
あ 

Nicorandil 5㎎1錠  〔東和薬品〕

【効】狭心症

【用】（内）1日量15㎎を3回に分割．症

状により適宜増減
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13．感覚器官用薬

13．感覚器官用薬
131．眼科用剤
1319．その他の眼科用剤
 

（ブロムフェナクナトリウム水和物）

Bromfenac sodium hydrate

ブロムフェナクNa点眼液0.1%
「日点」あ 

Bromfenac Na 5㎎5mL1本 

 〔日本点眼薬〕

【効】外眼部及び前眼部の炎症性疾患の

対症療法［眼瞼炎，結膜炎，強膜炎

（上強膜炎を含む），術後炎症］

【用】（外）1回1～2滴，1日2回点眼

……………………………………………

（ラニビズマブ（遺伝子組換え））

Ranibizumab (genetical recombina-

tion)

ラニビズマブBS硝子体内注射
用キット10㎎/mL「センジュ」
あ お

Ranibizumab BS 0.5㎎0.05mL1筒 

 〔千寿〕

【効】①中心窩下脈絡膜新生血管を伴う

加齢黄斑変性．②病的近視における脈

絡膜新生血管

【用】（注）①0.5㎎（0.05mL）を1か月

毎に連続3か月間（導入期）硝子体内

投与．その後の維持期においては，症

状により投与間隔を適宜調節するが，

1か月以上の間隔をあけること．②1回

あたり0.5㎎（0.05mL）を硝子体内投

与．投与間隔は，1か月以上あけるこ

と

……………………………………………
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22．呼吸器官用薬

22．呼吸器官用薬
221．呼吸促進剤
2219．その他の呼吸促進剤
 

（ナロキソン塩酸塩）Naloxone 

hydrochloride

ナロキソン塩酸塩静注0.2㎎
「AFP」 お

Naloxone hydrochloride 0.2㎎1mL1管 

 〔アルフレッサ〕

【効】麻薬による呼吸抑制ならびに覚醒

遅延の改善

【用】（注）1回0.2㎎を静注．効果不十

分の場合2～3分間隔で0.2㎎を1～2回

追加．患者の状態に応じて適宜増減

……………………………………………

226．含嗽剤
 

（アズレンスルホン酸ナトリウム水和

物）Sodium gualenate hydrate

アズレン含嗽用散0.4%「トー
ワ」あ 

Azulene 0.4%1g  〔東和薬品〕

【効】咽頭炎，扁桃炎，口内炎，急性歯

肉炎，舌炎，口腔創傷

【用】（外）1 回 4 ～ 6 ㎎ を， 適 量（約

100mL）の水又は微温湯に溶解し，1日

数回含嗽．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ポビドンヨード）Povidone-iodine

ポビドンヨードガーグル液7%
「明治」あ 

Povidone-iodine 7%30mL1本 

 〔Meiji Seika〕

【効】咽頭炎，扁桃炎，口内炎，抜歯創

を含む口腔創傷の感染予防，口腔内の

消毒

【用】（外）用時15～30倍（本剤2～4mL

を約60mLの水）に希釈し，1日数回含

嗽

……………………………………………

229．その他の呼吸器官用薬
 

エナジア吸入用カプセル高用
量（院外）

Enerzair inhalation capsules 1カプ

セル  〔ノバルティス〕

1cap中：

インダカテロール酢酸塩 173μg

（インダカテロールとして150μg）

グリコピロニウム臭化物 63μg

（グリコピロニウムとして50μg）

モメタゾンフランカルボン酸エステ

ル 160μg

エナジア吸入用カプセル中用
量（院外）

Enerzair inhalation capsules 1カプ

セル

1cap中：

インダカテロール酢酸塩 173μg

（インダカテロールとして150μg）

グリコピロニウム臭化物 63μg

（グリコピロニウムとして50μg）

モメタゾンフランカルボン酸エステ

ル 80μg

【効】気管支喘息（吸入ステロイド剤，

長時間作用性吸入β2刺激剤及び長時

間作用性吸入抗コリン剤の併用が必要

な場合）

【用】（外）エナジア吸入用カプセル中

用量1回1カプセルを1日1回本剤専用の

吸入用器具を用いて吸入．症状に応じ

てエナジア吸入用カプセル高用量1回1

カプセルを1日1回本剤専用の吸入用器

具を用いて吸入

……………………………………………

テリルジー 200エリプタ30吸入
用

Trelegy 30吸入1キット 

 〔グラクソ・スミスクライン〕
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21．循環器官用薬

……………………………………………

（ニフェジピン）Nifedipine

ニフェジピンCR錠10㎎「NP」
あ お

Nifedipine CR 10㎎1錠  〔ニプロ〕

【効】①高血圧症．②腎実質性高血圧

症，腎血管性高血圧症．③狭心症，異

型狭心症

【用】（内）①20 ～ 40㎎を1日1回．1日

10～20㎎より開始し，漸次増量．1回

40㎎1日2回まで増量可．②20～40㎎

を1日1回．1日10～20㎎より開始し，

漸次増量．③40㎎を1日1回．症状に応

じ適宜増減，1日1回60㎎まで

……………………………………………

218．高脂血症用剤
2183．クロフィブラート系製剤
 

（ベザフィブラート）Bezafibrate

ベザフィブラートSR錠200㎎
「サワイ」あ 

Bezafibrate SR 200㎎1錠  〔沢井〕

【効】高脂血症（家族性を含む）

【用】（内）1日400㎎を2回に分割し朝夕

食後

……………………………………………

2189．その他の高脂血症用剤
 

（ロスバスタチンカルシウム）

Rosuvastatin calcium

ロスバスタチン錠5㎎「DSEP」
（院外）あ 

Rosuvastatin 5㎎1錠 

 〔第一三共エスファ〕

【効】高コレステロール血症，家族性高

コレステロール血症

【用】（内）1日1回2.5㎎より開始，早期

にLDL-コレステロール値を低下させ

る場合5㎎より開始してもよい．年

齢・症状により適宜増減，開始後ある

いは増量後，4週以降にLDL-コレステ

ロール値の低下が不十分な場合，漸次

10 ㎎ ま で 増 量．10 ㎎ を 投 与 し て も

LDL-コレステロール値の低下が十分

でない，家族性高コレステロール血症

患者などの重症患者に限り，1日最大

20㎎まで

……………………………………………

219．その他の循環器官用薬
 

（ベルイシグアト）Vericiguat

ベリキューボ錠2.5㎎
Verquvo 2.5㎎1錠  〔バイエル〕

ベリキューボ錠5㎎（院外）
Verquvo 5㎎1錠

ベリキューボ錠10㎎（院外）
Verquvo 10㎎1錠

【効】慢性心不全．ただし，慢性心不全

の標準的な治療を受けている患者に限

る

【用】（内）1回2.5㎎を1日1回食後から

開始，2週間間隔で1回投与量を5㎎及

び10㎎に段階的に増量．血圧等患者の

状態に応じて適宜減量

……………………………………………

 

46_大阪医科大学病院_追補版_本文_220208 2022年2月8日 午後1時04分6



－9－

23

23．消化器官用薬

23．消化器官用薬
232．消化性潰瘍用剤
2325．H2断剤
 

（ファモチジン）Famotidine

ファモチジン静注液20㎎「日
医工」あ 

Famotidine 20㎎20mL1管  〔日医工〕

【効】①上部消化管出血（消化性潰瘍，

急性ストレス潰瘍，出血性胃炎によ

る），Zollinger-Ellison症候群．②侵

襲ストレス（手術後に集中管理を必要

とする大手術，集中治療を必要とする

脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・

広範囲熱傷）による上部消化管出血の

抑制．③麻酔前投薬

【用】（注）①②1回20㎎1日2回（12時間

毎）緩徐に静注．又は輸液に混合して

点滴静注．年齢・症状により適宜増

減．①では1週間以内に効果の発現を

みるが，内服可能となった後は経口投

与に切り換える．②は術後集中管理又

は集中治療を必要とする期間（手術侵

襲ストレスは3日間程度，その他の侵

襲ストレスは7日間程度）の投与．③1

回20㎎を麻酔導入1時間前に緩徐に静

注

……………………………………………

239．その他の消化器官用薬
2391．鎮吐剤
 

（パロノセトロン塩酸塩）Palonose-

tron hydrochloride

パロノセトロン点滴静注バッ
グ0.75㎎/50mL「タイホウ」
あ お

Palonosetron 0.75㎎50mL1袋 

 〔岡山大鵬〕

【効】抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）

投与に伴う消化器症状（悪心，嘔吐）

（遅発期を含む）

【用】（注）0.75㎎を1日1回静注又は点

滴静注

……………………………………………

（ホスアプレピタントメグルミン）

Fosaprepitant meglumine

ホスアプレピタント点滴静注
用150㎎「NK」あ 

Fosaprepitant 150㎎1瓶  〔日本化薬〕

【効】抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）

投与に伴う消化器症状（悪心，嘔吐）

（遅発期を含む）

【用】（注）成人及び12歳以上の小児：

他の制吐剤との併用において，150㎎

を抗悪性腫瘍剤投与1日目に1回，点滴

静注．生後6か月以上の乳幼児及び12

歳未満の小児：他の制吐剤との併用に

おいて，3.0㎎/㎏を抗悪性腫瘍剤投与

1日目に1回，点滴静注．但し，150㎎

を超えない

……………………………………………
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22

22．呼吸器官用薬

1ブリスター中：

フルチカゾンフランカルボン酸エス

テル 200μg

ウメクリジニウム臭化物 74.2μg

（ウメクリジニウムとして62.5μg）

ビランテロールトリフェニル酢酸塩

 40μg

（ビランテロールとして25μg）

【効】気管支喘息（吸入ステロイド剤，

長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時

間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要

な場合）

【用】（外）テリルジー100エリプタ1吸

入を1日1回吸入．症状に応じてテリル

ジー200エリプタ1吸入を1日1回吸入

……………………………………………
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24．ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む．）

増殖症の発症抑制

【用】（内）卵胞ホルモン剤との併用に

おいて，①②のいずれかを選択．①卵

胞ホルモン剤の投与開始日からプロゲ

ステロンとして100㎎を1日1回就寝

前．②卵胞ホルモン剤の投与開始日を

1日目として，卵胞ホルモン剤の投与

15日目から28日目までプロゲステロン

として200㎎を1日1回就寝前．これを1

周期とし，以後この周期を繰り返す

……………………………………………

249．その他のホルモン剤（抗ホ
ルモン剤を含む．）

2499．他に分類されないホルモン
剤（抗ホルモン剤を含む．）

 

（テデュグルチド（遺伝子組換え））

Teduglutide (genetical recombina-

tion)

レベスティブ皮下注用3.8㎎ お
Revestive 3.8㎎1瓶（溶解液付）  〔武田〕

【効】短腸症候群

【用】（注）1日1回0.05㎎/㎏を皮下注

……………………………………………

（パシレオチドパモ酸塩）Pasireotide 

pamoate

シグニフォー LAR筋注用キッ
ト40㎎ お

Signifor 40㎎1キット（溶解液付）  〔レ

コルダティ・レア・ディジーズ・ジャ

パン〕

【効】①次記疾患における成長ホルモ

ン，IGF-I（ソマトメジン-C）分泌過

剰状態及び諸症状の改善：先端巨大

症・下垂体性巨人症（外科的処置で効

果が不十分又は施行が困難な場合）．

②クッシング病（外科的処置で効果が

不十分又は施行が困難な場合）

【用】（注）①40㎎を4週毎に3か月間，

臀部筋肉内に注射．その後は患者の病

態に応じて，20㎎，40㎎又は60㎎を4

週毎．②10㎎を4週毎に，臀部筋肉内

に注射．患者の状態に応じて適宜増

量，最高用量は40㎎

……………………………………………

（ペグビソマント（遺伝子組換え））

Pegvisomant (genetical recombina-

tion)

ソマバート皮下注用15㎎（院
外） お

Somavert 15㎎1瓶（溶解液付） 

 〔ファイザー〕

ソマバート皮下注用20㎎（院
外） お

Somavert 20㎎1瓶（溶解液付）

【効】次の疾患におけるIGF-I（ソマト

メジン-C）分泌過剰状態および諸症

状の改善：先端巨大症（外科的処置，

他剤による治療で効果が不十分な場合

又は施行が困難な場合）

【用】（注）初日に40㎎を1日1回皮下

注．2日目以降は1日1回10㎎．血清中

IGF-I値及び症状に応じ，1日量30㎎

を上限とし，5㎎ずつ適宜増減

……………………………………………
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24

24．ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む．）

24．ホルモン剤（抗ホルモン
剤を含む．）

241．脳下垂体ホルモン剤
2411．ACTH製剤
 

（テトラコサクチド酢酸塩）Tetracos-

actide acetate

コートロシン注射用0.25㎎
Cortrosyn 0.25㎎1瓶  〔アルフレッサ〕

【効】副腎皮質機能検査

【用】（注）1日1回添付溶解液に溶解

し，次記量を使用．必要があれば連続

2 ～ 3 日 行 う． 筋 注・ 静 注（ ラ ピ ッ

ド・テスト）には，0.25㎎を使用．点

滴静注には0.25～0.5㎎を5%ブドウ糖

注射液，生理食塩液，注射用蒸留水等

に加え，4～8時間点滴静注

……………………………………………

（テトラコサクチド酢酸塩）Tetracos-

actide acetate

コートロシンZ筋注0.5㎎
Cortrosyn Z 0.5㎎1瓶  〔アルフレッサ〕

【効】①副腎皮質機能検査．②点頭てん

かん．気管支喘息．関節リウマチ．ネ

フローゼ症候群（副腎皮質ホルモンを

除く他剤が無効で，副腎皮質ホルモン

療法が不適当な場合に限る）

【用】（注）①1日0.5 ～ 1.0㎎を1 ～ 2回

に分割し筋注．必要があれば連続2～

3日行う．②1日0.5 ～ 1.0㎎を1 ～ 2回

に分割し筋注．年齢，症状により適宜

増減

……………………………………………

2413．性腺刺激ホルモン製剤
 

（コリオゴナドトロピンアルファ（遺

伝子組換え））Choriogonadotropin 

alfa (genetical recombination)

オビドレル皮下注シリンジ
250μg け

Ovidrel 250μg0.5mL1筒 

 〔メルクバイオ〕

【効】①視床下部-下垂体機能障害に伴

う無排卵又は希発排卵における排卵誘

発及び黄体化．②生殖補助医療におけ

る卵胞成熟及び黄体化

【用】（注）250μgを単回皮下注

……………………………………………

（ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン）

Human menopausal gonadotrophin

HMG筋注用75単位「F」あ け
HMG 75単位1管（溶解液付） 

 〔富士製薬〕

【効】間脳性（視床下部性）無月経・下

垂体性無月経の排卵誘発

【用】（注）1日75～150単位を添付の溶

解液で溶解して連続筋注し，頸管粘液

量が約300以上，羊歯状形成（結晶

化）が第3度の所見を呈する時期を指

標 と し て（4 ～ 20 日， 通 常 5 ～ 10 日

間），ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンに

切りかえる

……………………………………………

247．卵胞ホルモン及び黄体ホル
モン剤

2477．プロゲステロン製剤
 

（プロゲステロン）Progesterone

エフメノカプセル100㎎（院
外）

F-meno 100㎎1カプセル  〔富士製薬〕

【効】更年期障害及び卵巣欠落症状に対

する卵胞ホルモン剤投与時の子宮内膜
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26

26．外皮用薬

26．外皮用薬
261．外皮用殺菌消毒剤
2619．その他の外皮用殺菌消毒剤
 

（オラネキシジングルコン酸塩）

Olanexidine gluconate

オラネジン消毒液1.5%OR
Olanedine OR 1.5%200mL1本 

 〔大塚製薬工場〕

オラネジン液1.5%OR消毒用ア
プリケータ25mL

Olanedine OR 1.5%25mL1本

【効】手術部位（手術野）の皮膚の消毒

【用】（外）適量塗布

……………………………………………

269．その他の外皮用薬
2699．他に分類されない外皮用薬
 

（デルゴシチニブ）Delgocitinib

コレクチム軟膏0.25%（院外）
Corectim 12.5㎎5g1本  〔鳥居〕

【効】アトピー性皮膚炎

【用】（外）成人：0.5%製剤を1日2回，

適量を患部に塗布．1回あたりの塗布

量は5gまで．小児：0.25%製剤を1日2

回，適量を患部に塗布．症状に応じ

て，0.5%製剤を1日2回塗布できる．1

回あたりの塗布量は5gまでとする

が，体格を考慮する

……………………………………………
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25．泌尿生殖器官及び肛門用薬

25．泌尿生殖器官及び肛門用
薬

259．その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

 

（ジメチルスルホキシド）Dimethyl 

sulfoxide

ジムソ膀胱内注入液50%
Zymso 50%50mL1瓶  〔杏林〕

【効】間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症

状（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼

痛，圧迫感及び不快感，尿意亢進又は

頻尿等の下部尿路症状）の改善

【用】（外）50%（w/w）ジメチルスル

ホキシド溶液を1回あたり1バイアル

50mL（ジメチルスルホキシドとして

27g），2 週 間 間 隔 で 6 回 膀 胱 内 に 注

入．膀胱内注入後，可能な限り15分間

以上膀胱内に保持してから排出させる

……………………………………………
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31

31．ビタミン剤

3．代謝性医薬品

31．ビタミン剤
313．ビタミンB剤（ビタミンB1

剤を除く．）
3133．パントテン酸系製剤
 

（パンテノール）Panthenol

パントール注射液100㎎
Pantol 100㎎1管  〔トーアエイヨー〕

【効】①パントテン酸欠乏症の予防及び

治療．②パントテン酸の需要が増大

し，食事からの摂取が不十分な際の補

給（消耗性疾患，甲状腺機能亢進症，

妊産婦，授乳婦等）．③次記疾患のう

ち，パントテン酸の欠乏又は代謝障害

が関与すると推定される場合：ストレ

プトマイシン及びカナマイシンによる

副作用の予防及び治療，接触皮膚炎，

急・慢性湿疹，術後腸管麻痺（③に対

して，効果がないのに月余にわたって

漫然と使用すべきでない．）

【用】（注）1 回 20 ～ 100 ㎎ を 1 日 1 ～ 2

回，術後腸管麻痺には1回50 ～ 500㎎

を1日1 ～ 3回，必要に応じて6回ま

で，皮下注，筋注又は静注．年齢，症

状により適宜増減

……………………………………………

317．混合ビタミン剤（ビタミン
A・D混合製剤を除く．）

3179．その他の混合ビタミン剤
（ビタミンA・D混合製剤を
除く．）

 

シーピー配合顆粒あ 
CP 1g1包  〔東和薬品〕

1g中：

アスコルビン酸 200㎎

パントテン酸カルシウム 3㎎

【効】本剤に含まれるビタミン類の需要

が増大し，食事からの摂取が不十分な

際の補給（消耗性疾患，妊産婦，授乳

婦等），炎症後の色素沈着．効果がな

いのに月余にわたって漫然と使用すべ

きでない

【用】（内）1回1～3gを1日1～3回．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

 

46_大阪医科大学病院_追補版_本文_220208 2022年2月8日 午後1時04分15

－14－

27

27．歯科口腔用薬

27．歯科口腔用薬
271．歯科用局所麻酔剤
 

オーラ注歯科用カートリッジ
1.8mLあ お

Ora 1.8mL1管  〔昭和薬化工〕

1.8mL中：

リドカイン 36㎎（リドカイン塩酸塩

として）

アドレナリン酒石酸水素塩 0.045㎎

【効】歯科領域における浸潤麻酔又は伝

達麻酔

【用】（注）浸潤麻酔又は伝達麻酔には

0.3～1.8mL，口腔外科領域の麻酔には

3 ～ 5mL．年齢，麻酔領域，部位，組

織，症状，体質により適宜増減，増量

する場合には注意すること

……………………………………………
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33

33．血液・体液用薬

撲，捻挫，挫傷）後の腫脹・血腫・腱

鞘炎・筋肉痛・関節炎，筋性斜頸（乳

児期）

【用】（外）1日1～数回適量を患部に噴

霧

……………………………………………

339．その他の血液・体液用薬
3399．他に分類されない血液・体

液用薬
 

（クロピドグレル硫酸塩）Clopidogrel 

sulfate

クロピドグレル錠25㎎「SAN-
IK」（院外）あ 

Clopidogrel 25㎎1錠  〔日医工〕

【効】①虚血性脳血管障害（心原性脳塞

栓症を除く）後の再発抑制．②経皮的

冠動脈形成術（PCI）が適用される次

記の虚血性心疾患：急性冠症候群（不

安定狭心症，非ST上昇心筋梗塞，ST

上昇心筋梗塞），安定狭心症，陳旧性

心筋梗塞．③末梢動脈疾患における血

栓・塞栓形成の抑制

【用】（内）①75㎎を1日1回．年齢，体

重，症状により50㎎を1日1回．②投与

開始日に300㎎を1日1回，その後，維

持量として1日1回75㎎．③75㎎を1日1

回

……………………………………………
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33．血液・体液用薬

33．血液・体液用薬
331．血液代用剤
3311．生理食塩液類
 

（生理食塩液）Isotonic sodium 

chloride solution

テルモ生食
Isotonic sodium chloride solution 

250mL1袋  〔テルモ〕

【効】①注射：1）細胞外液欠乏時，ナ

トリウム欠乏時，クロール欠乏時，2）

注射剤の溶解希釈剤．②外用：1）皮

膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布，2）

含嗽・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗

浄・喀痰排出促進．③その他：医療用

器具の洗浄

【用】（注） ① 1）20 ～ 1000mL を 皮 下

注，静注又は点滴静注．年齢，症状に

より適宜増減．2）適量をとり，注射

用医薬品の希釈，溶解に用いる．（外）

②1）皮膚，創傷面，粘膜の洗浄，湿

布に用いる．2）含嗽，噴霧吸入に用

いる．（その他）③医療用器具の洗浄

に用いる

……………………………………………

3319．その他の血液代用剤
 

グルアセト35注あ 
Gluaceto 500mL1袋  〔扶桑〕

組成：添付文書参照

【効】経口摂取不能又は不十分な場合の

水分・電解質の補給・維持，エネル

ギー補給

【用】（注）1 回 500 ～ 1000mLを 点 滴 静

注．ブドウ糖として0.5g/㎏/時以下．

年齢，症状，体重により適宜増減

……………………………………………

ソルアセトD輸液
Solacet D 500mL1袋  〔テルモ〕

500mL中：

ブドウ糖 25.0g

塩化ナトリウム 3.0g

塩化カリウム 0.15g

塩化カルシウム水和物 0.10g

酢酸ナトリウム水和物 1.90g

【効】循環血液量及び組織間液の減少時

における細胞外液の補給・補正，代謝

性アシドーシスの補正，エネルギー補

給

【用】（注）1回500mL ～1000mLを点滴静

注．ブドウ糖として0.5g/㎏/時以下．

年齢，症状，体重に応じて適宜増減

……………………………………………

ソルアセトF輸液
Solacet F 500mL1袋  〔テルモ〕

500mL中：

塩化ナトリウム 3.0g

塩化カリウム 0.15g

塩化カルシウム水和物 0.10g

酢酸ナトリウム水和物 1.9g

【効】循環血液量及び組織間液の減少時

における細胞外液の補給・補正，代謝

性アシドーシスの補正

【用】（注）1回500mL ～1000mLを点滴静

注．10mL/㎏/時以下．年齢，症状，

体重に応じて適宜増減

……………………………………………

333．血液凝固阻止剤
3339．その他の血液凝固阻止剤
 

（ヘパリン類似物質）Heparinoid

ヘパリン類似物質外用スプ
レー 0.3%「PP」（院外）あ 

Heparinoid 0.3%100g1本 

 〔サンファーマ〕

【効】皮脂欠乏症，進行性指掌角皮症，

凍瘡，肥厚性瘢痕・ケロイドの治療と

予防，血行障害に基づく疼痛と炎症性

疾患（注射後の硬結並びに疼痛），血

栓性静脈炎（痔核を含む），外傷（打
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39．その他の代謝性医薬品

【用】（内）①15～30㎎を1日1回朝食前

又は朝食後．性別，年齢，症状により

適宜増減，45㎎まで．②15㎎を1日1回

朝食前又は朝食後．性別，年齢，症状

により適宜増減，30㎎まで

……………………………………………

ソリクア配合注ソロスター
（院外） お

Soliqua 300ドーズ1キット  〔サノフィ〕

1筒中：

インスリン　グラルギン（遺伝子組

換え） 300単位

リリキシセナチド 300μg

【効】インスリン療法が適応となる2型

糖尿病

【用】（注）5 ～ 20ドーズ（インスリン　

グラルギン/リキシセナチドとして5

～20単位/5～20μg）を1日1回朝食前

に皮下注．1日1回5～10ドーズから開

始し，患者の状態に応じて増減する

が，1日20ドーズまで．本剤の用量単

位である1ドーズには，インスリン　

グラルギン1単位及びリキシセナチド1

μgが含まれる

……………………………………………

399．他に分類されない代謝性医
薬品

3999．他に分類されないその他の
代謝性医薬品

 

（アダリムマブ（遺伝子組換え））

Adalimumab (genetical recombina-

tion)

アダリムマブBS皮下注20㎎シ
リンジ0.2mL「MA」あ おけ

Adalimumab BS 20㎎0.2mL1筒 

 〔あゆみ〕

【効】既存治療で効果不十分な次記疾

患：多関節に活動性を有する若年性特

発性関節炎

【用】（注）体重15㎏以上30㎏未満の場

合は20㎎を，体重30㎏以上の場合は40

㎎を2週に1回，皮下注

……………………………………………

（アダリムマブ（遺伝子組換え））

Adalimumab (genetical recombina-

tion)

アダリムマブBS皮下注40㎎シ
リンジ0.4mL「MA」（院外）
あ おけ

Adalimumab BS 40㎎0.4mL1筒 

 〔あゆみ〕

アダリムマブBS皮下注40㎎ペ
ン0.4mL「MA」あ おけ

Adalimumab BS 40㎎0.4mL1キット

【効】①関節リウマチ（関節の構造的損

傷の防止を含む）．既存治療で効果不

十分な次記疾患（②～⑤）：②尋常性

乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬．③

強直性脊椎炎．④多関節に活動性を有

する若年性特発性関節炎．⑤腸管型

ベーチェット病．⑥中等症又は重症の

活動期にあるクローン病の寛解導入及

び維持療法（既存治療で効果不十分な

場合に限る）．⑦中等症又は重症の潰

瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不

十分な場合に限る）

【用】（注）①40㎎を2週に1回，皮下

注．効果不十分な場合，1回80㎎まで

増量可．②初回に80㎎を皮下注，以後

2週に1回，40㎎を皮下注．効果不十分

な場合には1回80㎎まで増量可．③40

㎎を2週に1回，皮下注．効果不十分な

場合，1回80㎎まで増量可．④体重15

㎏以上30㎏未満の場合は20㎎を，体重

30㎏以上の場合は40㎎を2週に1回，皮

下注．⑤初回に160㎎を，初回投与2週

間後に80㎎を皮下注．初回投与4週間

後以降は，40㎎を2週に1回，皮下注．

⑥初回に160㎎を，初回投与2週間後に
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39．その他の代謝性医薬品

39．その他の代謝性医薬品
395．酵素製剤
3959．その他の酵素製剤
 

（アガルシダーゼベータ（遺伝子組換

え））Agalsidase beta (genetical 

recombination)

アガルシダーゼベータBS点滴
静注5㎎「JCR」あ おけ

Agalsidase beta 5㎎1mL1瓶  〔JCR〕

アガルシダーゼベータBS点滴
静注35㎎「JCR」あ おけ

Agalsidase beta 35㎎7mL1瓶

ファブラザイム点滴静注用
5㎎ おけ

Fabrazyme 5㎎1瓶  〔サノフィ〕

ファブラザイム点滴静注用
35㎎ おけ

Fabrazyme 35㎎1瓶

【効】ファブリー病

【用】（注）1回1㎎/㎏を隔週点滴静注

……………………………………………

396．糖尿病用剤
3962．ビグアナイド系製剤
 

（メトホルミン塩酸塩）Metformin 

hydrochloride

メトホルミン塩酸塩錠500㎎
MT「DSPB」（院外）あ お

Metformin hydrochloride 500㎎1錠 

 〔DSファーマプロモ〕

【効】2型糖尿病．但し，次記のいずれ

かの治療で十分な効果が得られない場

合に限る．（1）食事療法・運動療法の

み，（2）食事療法・運動療法に加えて

スルホニルウレア剤を使用

【用】（内）1日500㎎より開始し，1日2

～3回に分割して食直前又は食後．維

持量は1日750～1,500㎎．患者の状態

により適宜増減，1日2,250㎎まで．10

歳以上の小児：1日500㎎より開始し，

1日2 ～ 3回に分割して食直前又は食

後．維持量は1日500～1,500㎎．患者

の状態により適宜増減，1日2,000㎎ま

で

……………………………………………

3969．その他の糖尿病用剤
 

（イメグリミン塩酸塩）Imeglimin 

hydrochloride

ツイミーグ錠500㎎
Twymeeg 500㎎1錠  〔大日本住友〕

【効】2型糖尿病

【用】（内）1回1000㎎を1日2回朝，夕

……………………………………………

（テネリグリプチン臭化水素酸塩水和

物）Teneligliptin hydrobromide 

hydrate

テネリアOD錠20㎎
Tenelia 20㎎1錠  〔第一三共〕

【効】2型糖尿病

【用】（内）20㎎を1日1回．40㎎1日1回

まで増量可

……………………………………………

（ピオグリタゾン塩酸塩）Piogli-

tazone hydrochloride

ピオグリタゾン錠30㎎「武田
テバ」（院外）あ 

Pioglitazone 30㎎1錠  〔武田テバ〕

【効】2型糖尿病．但し，次のいずれか

の治療で十分な効果が得られずインス

リン抵抗性が推定される場合に限る．

①（a）食事療法，運動療法のみ．

（b）食事療法，運動療法に加えてス

ルホニルウレア剤を使用．（c）食事療

法，運動療法に加えてα-グルコシ

ダ ー ゼ 阻 害 剤 を 使 用．（d） 食 事 療

法，運動療法に加えてビグアナイド系

薬剤を使用．②食事療法，運動療法に

加えてインスリン製剤を使用
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39．その他の代謝性医薬品

300μgの範囲内で適宜用量を調整

……………………………………………

（エタネルセプト（遺伝子組換え））

Etanercept (genetical recombina-

tion)

エンブレル皮下注25㎎シリン
ジ0.5mL（院外） おけ

Enbrel 25㎎0.5mL1筒  〔ファイザー〕

エンブレル皮下注50㎎ペン
1.0mL おけ

Enbrel 50㎎1mL1キット

【効】既存治療で効果不十分な関節リウ

マチ（関節の構造的損傷の防止を含

む）

【用】（注）1日1回10 ～ 25㎎，週2回皮

下注又は1日1回25～50㎎，週1回皮下

注

……………………………………………

（エテルカルセチド塩酸塩）Etelcalce-

tide hydrochloride

パーサビブ静注透析用シリン
ジ2.5㎎ お

Parsabiv 2.5㎎2mL1筒  〔小野〕

パーサビブ静注透析用シリン
ジ5㎎ お

Parsabiv 5㎎2mL1筒

【効】血液透析下の二次性副甲状腺機能

亢進症

【用】（注）1回5㎎を開始用量とし，週3

回，透析終了時の返血時に透析回路静

脈側に注入．以後は，患者の副甲状腺

ホルモン（PTH）及び血清カルシウ

ム濃度の十分な観察のもと，1回2.5～

15㎎の範囲内で適宜用量を調整し，週

3回，透析終了時の返血時に投与

……………………………………………

（エナロデュスタット）Enarodustat

エナロイ錠2㎎ お
Enaroy 2㎎1錠  〔鳥居〕

【効】腎性貧血

【用】（内）保存期慢性腎臓病患者及び

腹膜透析患者：1回2㎎を開始用量と

し，1日1回食前又は就寝前．以後は，

患者の状態に応じて投与量を適宜増

減，最高用量は1回8㎎．血液透析患

者：1回4㎎を開始用量とし，1日1回食

前又は就寝前．以後は，患者の状態に

応じて投与量を適宜増減，最高用量は

1回8㎎

……………………………………………

（セクキヌマブ（遺伝子組換え））

Secukinumab (genetical recombina-

tion)

コセンティクス皮下注75㎎シ
リンジ おけ

Cosentyx 75㎎0.5mL1筒 

 〔ノバルティス〕

【効】既存治療で効果不十分な次記疾

患：①尋常性乾癬．②関節症性乾癬．

③膿疱性乾癬．④強直性脊椎炎．⑤X

線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎

【用】（注）①②③1回300㎎を，初回，1

週後，2週後，3週後，4週後に皮下投

与し，以降4週間の間隔で皮下投与．

また，体重により1回150㎎を投与可．

6歳以上の小児には，体重50㎏未満に

は1回75㎎，体重50㎏以上には1回150

㎎，初回，1週後，2週後，3週後，4週

後に皮下投与，以降，4週間の間隔で

皮下投与．体重50㎏以上では，状態に

応じて1回300㎎を投与できる．④⑤1

回150㎎を，初回，1週後，2週後，3週

後，4週後に皮下投与し，以降，4週間

の間隔で皮下投与

……………………………………………

（ナファモスタットメシル酸塩）

Nafamostat mesilate

ナファモスタットメシル酸塩
注射用10㎎「AY」あ お

Nafamostat mesilate 10㎎1瓶 
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39．その他の代謝性医薬品

80㎎を皮下注．初回投与4週間後以降

は，40㎎を2週に1回，皮下注．効果が

減弱した場合には1回80㎎に増量可．

⑦初回に160㎎を，初回投与2週間後に

80㎎を皮下注．初回投与4週間後以降

は，40㎎を2週に1回，皮下注

……………………………………………

（アダリムマブ（遺伝子組換え））

Adalimumab (genetical recombina-

tion)

アダリムマブBS皮下注80㎎シ
リンジ0.8mL「MA」あ おけ

Adalimumab BS 80㎎0.8mL1筒 

 〔あゆみ〕

【効】①関節リウマチ（関節の構造的損

傷の防止を含む）．既存治療で効果不

十分な次記疾患（②～④）：②尋常性

乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬．③

強直性脊椎炎．④腸管型ベーチェット

病．⑤中等症又は重症の活動期にある

クローン病の寛解導入及び維持療法

（既存治療で効果不十分な場合に限

る）．⑥中等症又は重症の潰瘍性大腸

炎の治療（既存治療で効果不十分な場

合に限る）

【用】（注）①40㎎を2週に1回，皮下

注．効果不十分な場合，1回80㎎まで

増量可．②初回に80㎎を皮下注，以後

2週に1回，40㎎を皮下注．効果不十分

な場合には1回80㎎まで増量可．③40

㎎を2週に1回，皮下注．効果不十分な

場合，1回80㎎まで増量可．④初回に

160㎎を，初回投与2週間後に80㎎を皮

下注．初回投与4週間後以降は，40㎎

を2週に1回，皮下注．⑤初回に160㎎

を，初回投与2週間後に80㎎を皮下

注．初回投与4週間後以降は，40㎎を2

週に1回，皮下注．効果が減弱した場

合には1回80㎎に増量可．⑥初回に160

㎎を，初回投与2週間後に80㎎を皮下

注．初回投与4週間後以降は，40㎎を2

週に1回，皮下注

……………………………………………

（アナモレリン塩酸塩）Anamorelin 

hydrochloride

エドルミズ錠50㎎ お
Adlumiz 50㎎1錠  〔小野〕

【効】次記の悪性腫瘍におけるがん悪液

質：非小細胞肺癌，胃癌，膵癌，大腸

癌

【用】（内）100㎎を1日1回，空腹時

……………………………………………

（アニフロルマブ（遺伝子組換え））

Aanifrolumab (genetical recombina-

tion)

サフネロー点滴静注300㎎ おけ
Saphnelo 300㎎2mL1瓶 

 〔アストラゼネカ〕

【効】既存治療で効果不十分な全身性エ

リテマトーデス

【用】（注）300㎎を4週間ごとに30分以

上かけて点滴静注

……………………………………………

（ウパシカルセトナトリウム水和物）

Upacicalcet sodium hydrate

ウパシタ静注透析用25μgシリ
ンジ お

Upasita 25μg1mL1筒  〔三和化学〕

ウパシタ静注透析用50μgシリ
ンジ お

Upasita 50μg1mL1筒

【効】血液透析下の二次性副甲状腺機能

亢進症

【用】（注）1回25μgを開始用量とし，

週3回，透析終了時の返血時に透析回

路静脈側に注入．血清カルシウム濃度

に応じて開始用量を1回50μgとするこ

とができる．以後は，患者の副甲状腺

ホルモン（PTH）及び血清カルシウ

ム濃度の十分な観察のもと，1回25～
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【効】既存治療で効果不十分な次記疾

患：尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱

性乾癬，乾癬性紅皮症

【用】（注）1回150㎎を初回，4週後，以

降12週間隔で皮下注．患者の状態に応

じて1回75㎎を投与することができる

……………………………………………

（レボカルニチン）Levocarnitine

エルカルチンFF内用液10%
L-Cartin FF 100㎎1mL  〔大塚〕

【効】カルニチン欠乏症

【用】（内）1日1.5～3g（本剤として15

～30mL）を3回に分割．患者の状態に

応じて適宜増減．小児：1日25 ～ 100

㎎（本剤として0.25～1mL）/㎏を3回

に分割．患者の状態に応じて適宜増減

……………………………………………
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 〔陽進堂〕

【効】①膵炎の急性症状（急性膵炎，慢

性膵炎の急性増悪，術後の急性膵炎，

膵管造影後の急性膵炎，外傷性膵炎）

の改善．②汎発性血管内血液凝固症

（DIC）．③出血性病変又は出血傾向を

有する患者の血液体外循環時の灌流血

液の凝固防止（血液透析及びプラスマ

フェレーシス）

【用】（注）①1回10㎎を5%ブドウ糖注

射液500mLに溶解し，約2時間前後かけ

て1日1～2回点滴静注．症状に応じ適

宜増減．②1日量を5%ブドウ糖注射液

1,000mLに溶解し，0.06 ～ 0.20㎎/㎏/

時を24時間かけて静脈内に持続注入．

③体外循環開始に先だち，20㎎を生理

食塩液500mLに溶解した液で血液回路

内の洗浄・充填を行い，体外循環開始

後は，20～50㎎/時を5%ブドウ糖注射

液に溶解し，抗凝固剤注入ラインより

持続注入．症状に応じ適宜増減

……………………………………………

（ナファモスタットメシル酸塩）

Nafamostat mesilate

ナファモスタットメシル酸塩
注射用50㎎「AY」あ お

Nafamostat mesilate 50㎎1瓶 

 〔陽進堂〕

【効】① 汎 発 性 血 管 内 血 液 凝 固 症

（DIC）．②出血性病変又は出血傾向を

有する患者の血液体外循環時の灌流血

液の凝固防止（血液透析及びプラスマ

フェレーシス）

【用】（注）①1日量を5%ブドウ糖注射

液1,000mLに溶解し，0.06～0.20㎎/㎏

/時を24時間かけて静脈内に持続注

入．②体外循環開始に先だち，20㎎を

生理食塩液500mLに溶解した液で血液

回路内の洗浄・充填を行い，体外循環

開始後は，20～50㎎/時を5%ブドウ糖

注射液に溶解し，抗凝固剤注入ライン

より持続注入．症状に応じ適宜増減

……………………………………………

（フィルゴチニブマレイン酸塩）

Filgotinib maleate

ジセレカ錠100㎎（院外） お
Jyseleca 100㎎1錠  〔エーザイ〕

ジセレカ錠200㎎（院外） お
Jyseleca 200㎎1錠

【効】既存治療で効果不十分な関節リウ

マチ（関節の構造的損傷の防止を含

む）

【用】（内）200㎎を1日1回．患者の状態

に応じて100㎎を1日1回投与できる

……………………………………………

（モリデュスタットナトリウム）Moli-

dustat sodium

マスーレッド錠25㎎ お
Musredo 25㎎1錠  〔バイエル〕

【効】腎性貧血

【用】（内）〈保存期慢性腎臓病患者〉赤

血球造血刺激因子製剤で未治療の場

合：1回25㎎を開始用量とし，1日1回

食後．患者の状態に応じて投与量を適

宜増減，最高用量は1回200㎎．赤血球

造血刺激因子製剤から切り替える場

合：1回25㎎又は50㎎を開始用量と

し，1日1回食後．患者の状態に応じて

投与量を適宜増減，最高用量は1回200

㎎．〈透析患者〉1回75㎎を開始用量と

し，1日1回食後．患者の状態に応じて

投与量を適宜増減，最高用量は1回200

㎎

……………………………………………

（リサンキズマブ（遺伝子組換え））

Risankizumab (genetical recombina-

tion)

スキリージ皮下注150㎎ペン
1mL おけ

Skyrizi 150㎎1mL1キット  〔アッヴィ〕
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組換え）併用の場合〉90㎎/m2（体表

面積）を1日1回1時間かけて点滴静

注．投与を2日間連日行い，19日間休

薬．これを1サイクルとして，最大6サ

イクル投与を繰り返す．患者の状態に

より適宜減量．④100㎎/m2（体表面

積）を1日1回1時間かけて点滴静注．

投与を2日間連日行い，26日間休薬．

これを1サイクルとして，投与を繰り

返す．患者の状態により適宜減量．⑤

再生医療等製品の用法及び用量又は使

用方法に基づき使用

……………………………………………

423．抗腫瘍性抗生物質製剤
4235．アントラサイクリン系抗生

物質製剤
 

（ドキソルビシン塩酸塩）Doxorubi-

cin hydrochloride

ドキソルビシン塩酸塩注射液
50㎎「サンド」あ お

Doxorubicin hydrochloride 50㎎

25mL1瓶  〔サンド〕

【効】◇ドキソルビシン塩酸塩通常療法 

次の諸症の自覚的及び他覚的症状の緩

解：①悪性リンパ腫，肺癌，消化器癌

（胃 癌， 胆 嚢・ 胆 管 癌， 膵 臓 癌， 肝

癌，結腸癌，直腸癌等），乳癌，骨肉

腫，⑧膀胱腫瘍． 

次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍

剤との併用療法：②乳癌（手術可能例

における術前，あるいは術後化学療

法），③子宮体癌（術後化学療法，転

移・再発時化学療法），④悪性骨・軟

部腫瘍，⑤悪性骨腫瘍，⑥多発性骨髄

腫，⑦小児悪性固形腫瘍（ユーイング

肉腫ファミリー腫瘍，横紋筋肉腫，神

経芽腫，網膜芽腫，肝芽腫，腎芽腫

等）． 

◇M-VAC療法：⑨尿路上皮癌

【用】（注）①（1）1日量10㎎（0.2㎎/

㎏）を注射用水又は生理食塩液に溶解

し，1日1回4～6日間連日静脈内ワン

ショット投与後，7～10日間休薬．こ

の方法を1クールとし，2～3クール繰

り返す．（2）1日量20㎎（0.4㎎/㎏）

を注射用水又は生理食塩液に溶解し，

1日1回2～3日間静脈内にワンショッ

ト投与後，7～10日間休薬．この方法

を1クールとし，2 ～ 3クール繰り返

す．（3）1日量20 ～ 30㎎（0.4 ～ 0.6㎎

/㎏）を注射用水又は生理食塩液に溶

解し，1日1回3日間連日静脈内にワン

ショット投与後，18日間休薬．この方

法を1クールとし，2～3クール繰り返

す．（4）総投与量は500㎎/㎡以下と

する．悪性リンパ腫の場合：（5）上記

（1）～（3）に従う．（6）他の抗悪性

腫瘍剤との併用において，標準的な投

与量及び投与方法は，以下のとおりと

する．1）1日1回25 ～ 50㎎/㎡を静脈

内投与し，繰り返す場合には少なくと

も2週間以上の間隔をあける．2）1日

目は40㎎/㎡，8日目は30㎎/㎡を静脈

内投与し，その後20日間休薬する．こ

の方法を1クールとし繰り返す．投与

に際しては，注射用水又は生理食塩液

に溶解し，必要に応じて輸液により希

釈する．年齢，併用薬，患者の状態に

応じて適宜減量．総投与量は500㎎/

㎡以下とする．②シクロホスファミド

水和物との併用において，1日量60㎎

/㎡を注射用水又は生理食塩液に溶解

し，1日1回静注後，20日間休薬．この

方法を1クールとし，4クール繰り返

す．年齢，症状により適宜減量．総投

与量は500㎎/㎡以下とする．③シス

プラチンとの併用において，1日量60

㎎/㎡を注射用水又は生理食塩液に溶

解し，1日1回静注し，その後休薬し3
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4．組織細胞機能用医薬品

42．腫瘍用薬
421．アルキル化剤
4219．その他のアルキル化剤
 

（テモゾロミド）Temozolomide

テモゾロミド錠20㎎「NK」
あ え

Temozolomide 20㎎1錠  〔日本化薬〕

テモゾロミド錠100㎎「NK」
あ え

Temozolomide 100㎎1錠

【効】①悪性神経膠腫．②再発又は難治

性のユーイング肉腫

【用】（内）①初発の悪性神経膠腫の場

合：放射線照射との併用にて，1回75

㎎/㎡を1日1回連日42日間投与し，4

週間休薬．その後，本剤単独にて，1

回150㎎/㎡を1日1回連日5日間投与

し，23日間休薬．この28日を1クール

とし，次クールでは1回200㎎/㎡に増

量できる． 

再発の悪性神経膠腫の場合：1回150㎎

/㎡を1日1回連日5日間投与し，23日

間休薬．この28日を1クールとし，次

クールで1回200㎎/㎡に増量できる．

②再発又は難治性のユーイング肉腫の

場合：イリノテカンとの併用におい

て，1回100㎎/㎡を1日1回連日5日間

投与し，16日間以上休薬．これを1

クールとし，投与を反復する．患者の

状態により適宜減量

……………………………………………

（ベンダムスチン塩酸塩）Bendamus-

tine hydrochloride

トレアキシン点滴静注液100㎎
/4mL お

Treakisym 100㎎4mL1瓶  〔シンバイオ〕

【効】①低悪性度B細胞性非ホジキンリ

ンパ腫．②マントル細胞リンパ腫．③

再発又は難治性のびまん性大細胞型B

細胞リンパ腫．④慢性リンパ性白血

病．⑤腫瘍特異的T細胞輸注療法の前

処置

【用】（注）①〈抗CD20抗体併用の場

合〉90㎎/m2（体表面積）を1日1回1

時間かけて点滴静注．投与を2日間連

日行い，26日間休薬．これを1サイク

ルとして，投与を繰り返す．患者の状

態により適宜減量．〈単独投与の場合

（再発又は難治性の場合に限る）〉120

㎎/m2（体表面積）を1日1回1時間か

けて点滴静注．投与を2日間連日行

い，19日間休薬．これを1サイクルと

して，投与を繰り返す．患者の状態に

より適宜減量．②〈未治療の場合〉リ

ツキシマブ（遺伝子組換え）との併用

において，90㎎/m2（体表面積）を1

日1回1時間かけて点滴静注．投与を2

日間連日行い，26日間休薬．これを1

サイクルとして，投与を繰り返す．患

者の状態により適宜減量．〈再発又は

難治性の場合〉120㎎/m2（体表面積）

を1日1回1時間かけて点滴静注．投与

を2日間連日行い，19日間休薬．これ

を1サイクルとして，投与を繰り返

す．患者の状態により適宜減量．③

〈リツキシマブ（遺伝子組換え）併用

の場合〉120㎎/m2（体表面積）を1日

1回1時間かけて点滴静注．投与を2日

間連日行い，19日間休薬．これを1サ

イクルとして，最大6サイクル投与を

繰り返す．患者の状態により適宜減

量．〈リツキシマブ（遺伝子組換え）

及びポラツズマブ　ベドチン（遺伝子
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3週目は休薬．年齢，症状により適宜

減量

……………………………………………

429．その他の腫瘍用薬
4291．その他の抗悪性腫瘍用剤
 

（イピリムマブ（遺伝子組換え））

Ipilimumab (genetical Recombina-

tion)

ヤーボイ点滴静注液20㎎ おけ
Yervoy 20㎎4mL1瓶  〔小野〕

【効】①根治切除不能な悪性黒色腫．②

根治切除不能又は転移性の腎細胞癌．

③がん化学療法後に増悪した治癒切除

不能な進行・再発の高頻度マイクロサ

テライト不安定性（MSI-High）を有

する結腸・直腸癌．④切除不能な進

行・再発の非小細胞肺癌．⑤切除不能

な進行・再発の悪性胸膜中皮腫

【用】（注）①化学療法未治療の場合：1

日1回3㎎/㎏（体重）を3週間間隔で4

回点滴静注．他の抗悪性腫瘍剤と併用

する場合は，ニボルマブ（遺伝子組換

え）と併用．②③ニボルマブ（遺伝子

組換え）との併用において，1回1㎎/

㎏（体重）を3週間間隔で4回点滴静

注．④他の抗悪性腫瘍剤との併用にお

いて，1回1㎎/㎏（体重）を6週間間

隔で点滴静注．⑤ニボルマブ（遺伝子

組換え）との併用において，1回1㎎/

㎏（体重）を6週間間隔で点滴静注

……………………………………………

パドセブ点滴静注用30㎎ おけ
Padcev 30㎎1瓶  〔アステラス〕

【効】がん化学療法後に増悪した根治切

除不能な尿路上皮癌

【用】（注）1回1.25㎎/㎏（体重）を30

分以上かけて点滴静注し，週1回投与

を3週連続し，4週目は休薬．これを1

サイクルとして投与を繰り返す．1回

量として125㎎を超えないこと．患者

の状態により適宜減量

……………………………………………

（セルぺルカチニブ）Selpercatinib

レットヴィモカプセル40㎎ お
Retevmo 40㎎1カプセル 

 〔日本イーライリリー〕

レットヴィモカプセル80㎎ お
Retevmo 80㎎1カプセル

【効】RET融合遺伝子陽性の切除不能

な進行・再発の非小細胞肺癌

【用】（内）1回160㎎を1日2回．患者の

状態により適宜減量

……………………………………………

（タゼメトスタット臭化水素酸塩）

Tazemetostat hydrobromide

タズベリク錠200㎎ お
Tazverik 200㎎1錠  〔エーザイ〕

【効】再発又は難治性のEZH2遺伝子変

異陽性の濾胞性リンパ腫（標準的な治

療が困難な場合に限る）

【用】（内）1回800㎎を1日2回．患者の

状態により適宜減量

……………………………………………

（ツシジノスタット）Tucidinostat

ハイヤスタ錠10㎎ お
Hiyasta 10㎎1錠  〔Meiji Seika〕

【効】再発又は難治性の成人T細胞白血

病リンパ腫，再発又は難治性の末梢性

T細胞リンパ腫

【用】（内）1日1回40㎎を週2回，3又は4

日間隔で食後．患者の状態により適宜

減量

……………………………………………

（ブリグチニブ）Brigatinib

アルンブリグ錠30㎎ お
Alunbrig 30㎎1錠  〔武田〕

アルンブリグ錠90㎎ お
Alunbrig 90㎎1錠

【効】ALK融合遺伝子陽性の切除不能

46_大阪医科大学病院_追補版_本文_220208 2022年2月8日 午後1時04分27

－26－

42

42．腫瘍用薬

週ごと繰り返す．年齢，症状により適

宜減量．総投与量は500㎎/㎡以下と

する．④イホスファミドとの併用にお

いて，1日量20 ～ 30㎎/㎡を注射用水

又は生理食塩液に溶解し，1日1回3日

間連続で静注し，その後休薬し3～4

週ごと繰り返す．年齢，症状により適

宜減量．総投与量は500㎎/㎡以下と

する．本剤単剤では①（3），（4）に従

う．⑤シスプラチンとの併用におい

て，1日量20㎎/㎡を注射用水又は生

理食塩液に溶解し，1日1回3日間連続

で静注又は点滴静注し，その後3週間

休薬．これを1クールとし，投与を繰

り返す．疾患，症状により適宜減量．

総投与量は500㎎/㎡以下とする．⑥

ビンクリスチン硫酸塩，デキサメタゾ

ンリン酸エステルナトリウムとの併用

において，1日量9㎎/㎡を注射用水又

は生理食塩液に溶解し，必要に応じて

輸液に希釈して24時間持続静注．これ

を4日間連続で行う．その後休薬し，3

～4週ごと繰り返す方法を1クールと

する．年齢，症状により適宜減量．総

投与量は500㎎/㎡以下とする．⑦他

の抗悪性腫瘍剤との併用において，次

のとおりとする．（1）1日20 ～ 40㎎/

㎡を24時間持続点滴：1コース20～80

㎎/㎡を24～96時間かけて投与し，繰

り返す場合には少なくとも3週間以上

の間隔をあけて投与．1日投与量は最

大40㎎/㎡とする．（2）1日1回20～40

㎎/㎡を静注又は点滴静注：1コース

20～80㎎/㎡を投与し，繰り返す場合

には少なくとも3週間以上の間隔をあ

けて投与．1日投与量は最大40㎎/㎡

とする．投与に際しては，注射用水又

は生理食塩液に溶解し，必要に応じて

輸液により希釈する．年齢，併用薬，

患者の状態に応じて適宜減量．総投与

量は500㎎/㎡以下とする．⑧1日量30

～60㎎を20～40mLの生理食塩液に1～

2㎎/mLになるように溶解し，1日1回

連日又は週2～3回膀胱腔内に注入．

年齢・症状に応じて適宜増減．〔膀胱

腔内注入法〕ネラトンカテーテルで導

尿し，十分に膀胱腔内を空にしたのち

同カテーテルより，30～60㎎を20～

40mLの生理食塩液に1～2㎎/mLになる

ように溶解して膀胱腔内に注入し，1

～2時間膀胱把持．⑨メトトレキサー

ト，ビンブラスチン硫酸塩及びシスプ

ラチンとの併用において，本剤を注射

用水又は生理食塩液に溶解し，1回30

㎎/㎡を静注．年齢，症状により適宜

減量．標準的な投与量及び投与方法

は，メトトレキサート30㎎/㎡を1日

目に投与した後，2日目にビンブラス

チン硫酸塩3㎎/㎡，本剤30㎎/㎡及び

シスプラチン70㎎/㎡を静注．15日目

及び22日目に，メトトレキサート30㎎

/㎡及びビンブラスチン硫酸塩3㎎/㎡

を静注．これを1クールとして4週ごと

に繰り返すが，本剤の総投与量は500

㎎/㎡以下とする

……………………………………………

424．抗腫瘍性植物成分製剤
 

（ビノレルビン酒石酸塩）Vinorelbine 

ditartrate

ロゼウス静注液10㎎あ え
Rozeus 10㎎1mL1瓶  〔日本化薬〕

ロゼウス静注液40㎎あ え
Rozeus 40㎎4mL1瓶

【効】①非小細胞肺癌．②手術不能又は

再発乳癌

【用】（注）①1回20 ～ 25㎎/㎡を1週間

間隔で緩徐に静注．年齢，症状により

適宜増減，1回25㎎/㎡まで．②1回25

㎎/㎡を1週間間隔で2週連続投与し，
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42．腫瘍用薬

する．この21日間を1サイクルとし

て，最大8サイクル投与を繰り返す．

患者の状態により適宜減量

……………………………………………
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42．腫瘍用薬

な進行・再発の非小細胞肺癌

【用】（内）1日1回90㎎を7日間．その

後，1日1回180㎎．患者の状態により

適宜減量

……………………………………………

（プロカルバジン塩酸塩）Procarba-

zine hydrochloride

塩酸プロカルバジンカプセル
50㎎「TYP」 お

Procarbazine hydrochloride 50㎎1カ

プセル  〔太陽ファルマ〕

【効】①悪性リンパ腫（ホジキン病，細

網肉腫，リンパ肉腫）．②次の悪性腫

瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用

療法：悪性星細胞腫，乏突起膠腫成分

を有する神経膠腫

【用】（内）①1日50～100㎎を1～2回に

分割，開始，その後約1週間以内に漸

増，1日150 ～ 300㎎を3回に分割，臨

床効果が明らかとなるまで連日．悪性

リンパ腫の寛解導入までに要する総投

与量は通常5～7g．②1日量60～75㎎

/㎡を14日間投与，6～8週毎に繰り返

す．体表面積より算出された1日量が

75㎎未満は50㎎，75㎎以上125㎎未満

は100㎎，125㎎以上175㎎未満は150㎎

を1～3回に分割

……………………………………………

ダラキューロ配合皮下注 おけ
Darzquro 15mL1瓶  〔ヤンセン〕

1バイアル中：

ダラツムマブ（遺伝子組換え）

 1800㎎

ボルヒアルロニダーゼ　アルファ

（遺伝子組換え） 30000単位

【効】①多発性骨髄腫．②全身性ALア

ミロイドーシス

【用】（注）①他の抗悪性腫瘍剤との併

用において，本剤1回15mL（ダラツム

マブ（遺伝子組換え）として1,800㎎

及びボルヒアルロニダーゼ　アルファ

（遺 伝 子 組 換 え） と し て 30,000 単 位

（2,000単位/mL））を，併用する抗悪性

腫瘍剤の投与サイクルを考慮して，次

記のA法又はB法の投与間隔で皮下

注．A法：1週間間隔，2週間間隔及び

4週間間隔の順で投与．B法：1週間間

隔，3週間間隔及び4週間間隔の順で投

与．②他の薬剤との併用において，1

回15mL（ダラツムマブ（遺伝子組換

え）として1,800㎎及びボルヒアルロ

ニダーゼ　アルファ（遺伝子組換え）

と し て 30,000 単 位（2,000 単 位/mL））

を皮下注．投与間隔は，1週間間隔，2

週間間隔及び4週間間隔の順で投与

……………………………………………

ポライビー点滴静注用
30㎎ おけ

Polivy 30㎎1瓶  〔中外〕

ポライビー点滴静注用
140㎎ おけ

Polivy 140㎎1瓶

【効】再発又は難治性のびまん性大細胞

型B細胞リンパ腫

【用】（注）ベンダムスチン塩酸塩及び

リツキシマブ（遺伝子組換え）との併

用において，1回1.8㎎/㎏（体重）を3

週間間隔で6回点滴静注．初回投与時

は90分かけて投与し，忍容性が良好で

あれば2回目以降の投与時間は30分間

まで短縮できる．患者の状態に応じて

適宜減量

……………………………………………

レミトロ点滴静注用300μg お
Remitoro 300μg1瓶  〔エーザイ〕

【効】再発又は難治性の末梢性T細胞リ

ンパ腫，再発又は難治性の皮膚T細胞

性リンパ腫

【用】（注）1日1回9μg/㎏を1時間かけ

て5日間点滴静注した後，16日間休薬
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52．漢方製剤

5．生薬及び漢方処方に基づく医薬品

52．漢方製剤
 

（大防風湯）

ツムラ大防風湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－97〕（院外）

3.5g1包  〔ツムラ〕

10.5g中，次記割合の乾燥エキス

8.0g：

オウギ3　ジオウ3　シャクヤク3　

ソウジュツ3　トウキ3　トチュウ3　

ボウフウ3　センキュウ2　カンゾウ

1.5　キョウカツ1.5　ゴシツ1.5　タ

イソウ1.5　ニンジン1.5　カンキョ

ウ1　ブシ末1

【効】関節がはれて痛み，麻痺，強直し

て屈伸しがたいものの次の諸症：下肢

の関節リウマチ，慢性関節炎，痛風

【用】（内）1 日 10.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（桂枝加葛根湯）

〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細
粒〔TY－27〕（院外）

2.0g1包  〔東洋薬行〕

6.0g中，次記割合の水製エキス

4.0g：

ケイシ4　シャクヤク4　タイソウ4　

生ショウキョウ4　カンゾウ2　カッ

コン6

【効】身体虚弱なものの風邪の初期で，

肩こりや頭痛のあるもの

【用】（内）1日3回1回2.0gを空腹時．年

齢症状により適宜増減

……………………………………………
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44．アレルギー用薬

44．アレルギー用薬
449．その他のアレルギー用薬
 

（ベロトラルスタット塩酸塩）

Berotralstat hydrochloride

オラデオカプセル150㎎（院
外）

Orladeyo 150㎎1カプセル  〔鳥居〕

【効】遺伝性血管性浮腫の急性発作の発

症抑制

【用】（内）成人及び12歳以上の小児：

150㎎（1カプセル）を1日1回

……………………………………………
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61．抗生物質製剤

属，緑膿菌，バークホルデリア・セパ

シア，ステノトロホモナス（ザントモ

ナス）・マルトフィリア，アシネトバ

クター属，ペプトストレプトコッカス

属，バクテロイデス属，プレボテラ属

（プレボテラ・ビビアを除く）

【用】（注）1日1 ～ 2gを2回に分割し静

注．難治性・重症感染症は1日量を4g

まで増量し，2～4回に分割．小児：1

日40～100㎎/㎏を2～4回に分割し静

注．難治性・重症感染症は1日量を150

㎎/㎏まで増量し，2～4回に分割．未

熟児・新生児の生後0～3日齢は1回20

㎎/㎏を1日2～3回，生後4日齢以降は

1回20㎎/㎏を1日3 ～ 4回静注．難治

性・重症感染症は，1日量を150㎎/㎏

ま で 増 量 し，2 ～ 4 回 に 分 割． 静 注

は，注射用水，生理食塩液又はブドウ

糖注射液に溶解し，緩徐に．糖液，電

解質液又はアミノ酸製剤などの補液に

加えて30分～2時間かけて点滴静注も

可

……………………………………………

6139．その他の主としてグラム陽
性・陰性菌に作用するもの

 

（メロペネム水和物）Meropenem 

hydrate

メロペネム点滴静注用0.25g
「NP」あ 

Meropenem 250㎎1瓶  〔ニプロ〕

メロペネム点滴静注用0.5g
「NP」あ 

Meropenem 500㎎1瓶

【効】①一般感染症：敗血症，深在性皮

膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，外

傷・熱傷及び手術創等の二次感染，肛

門周囲膿瘍，骨髄炎，関節炎，扁桃炎

（扁桃周囲膿瘍を含む），肺炎，肺膿

瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の二次感

染，複雑性膀胱炎，腎盂腎炎，腹膜

炎，胆嚢炎，胆管炎，肝膿瘍，子宮内

感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織

炎，化膿性髄膜炎，眼内炎（全眼球炎

を含む），中耳炎，副鼻腔炎，顎骨周

辺の蜂巣炎，顎炎．〈適応菌種〉メロ

ペネムに感性のブドウ球菌属，レンサ

球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，髄膜炎

菌，モラクセラ（ブランハメラ）・カ

タラーリス，大腸菌，シトロバクター

属，クレブシエラ属，エンテロバク

ター属，セラチア属，プロテウス属，

プロビデンシア属，インフルエンザ

菌，シュードモナス属，緑膿菌，バー

クホルデリア・セパシア，バクテロイ

デス属，プレボテラ属．②発熱性好中

球減少症

【用】（注）本剤の使用に際しては，投

与開始後3日を目安としてさらに継続

投与が必要か判定し，投与中止又はよ

り適切な他剤に切り替えるべきか検討

を行うこと．①〈化膿性髄膜炎以外の

一般感染症〉1日0.5～1gを2～3回に

分割し，30分以上かけて点滴静注．年

齢・症状に応じて適宜増減，重症・難

治性感染症には，1回1gを上限とし

て，1日3gまで増量可．小児：1日30

～ 60㎎/㎏を3回に分割し，30分以上

かけて点滴静注．年齢・症状に応じて

適宜増減，重症・難治性感染症には，

1日120㎎/㎏まで増量可．1日最大用

量3gまで．〈化膿性髄膜炎〉1日6gを3

回に分割し，30分以上かけて点滴静

注．年齢・症状に応じて適宜減量．小

児：1日120㎎/㎏を3回に分割し，30

分以上かけて点滴静注．年齢・症状に

応じて適宜減量．1日用量6gまで．②

1日3gを3回に分割し，30分以上かけ

て点滴静注．小児：1日120㎎/㎏を3

回に分割し，30分以上かけて点滴静
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61．抗生物質製剤

6．病原生物に対する医薬品

61．抗生物質製剤
611．主としてグラム陽性菌に作

用するもの
6113．バンコマイシン製剤
 

（バンコマイシン塩酸塩）Vancomy-

cin hydrochloride

塩酸バンコマイシン散0.5g
Vancomycin hydrochloride 500㎎1瓶 

 〔Meiji Seika〕

【効】①感染性腸炎（偽膜性大腸炎を含

む）．〈適応菌種〉バンコマイシンに感

性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌

（MRSA），クロストリジウム・ディ

フィシル．②骨髄移植時の消化管内殺

菌

【用】（内）①用時溶解し，1回0.125 ～

0.5gを1日4回．年齢，体重，症状によ

り適宜増減．②用時溶解し，1回0.5g

を非吸収性の抗菌剤及び抗真菌剤と併

用して1日4～6回．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

613．主としてグラム陽性・陰性
菌に作用するもの

6132．セフェム系抗生物質製剤
 

（セファクロル）Cefaclor

セファクロルカプセル250㎎
「サワイ」

Cefaclor 250㎎1カプセル  〔沢井〕

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次

感染，乳腺炎，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，

麦粒腫，中耳炎，歯周組織炎，歯冠周

囲炎，顎炎，猩紅熱．〈適応菌種〉本

剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球菌

属，肺炎球菌，大腸菌，クレブシエラ

属，プロテウス・ミラビリス，インフ

ルエンザ菌

【用】（内）成人及び体重20㎏以上の小

児：1日750㎎を3回に分割．重症の場

合や分離菌の感受性が比較的低い症

例：1日1500㎎を3回に分割．年齢，体

重，症状等に応じ適宜増減

……………………………………………

（セフタジジム水和物）Ceftazidime 

hydrate

セフタジジム静注用0.5g「NP」
あ 

Ceftazidime 0.5g1瓶  〔ニプロ〕

セフタジジム静注用1g「NP」
あ 

Ceftazidime 1g1瓶

【効】敗血症，感染性心内膜炎，外傷・

熱傷及び手術創等の二次感染，咽頭・

喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周

囲膿瘍を含む），急性気管支炎，肺

炎，肺膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の

二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺

炎（急性症，慢性症），腹膜炎，胆嚢

炎，胆管炎，肝膿瘍，バルトリン腺

炎，子宮内感染，子宮付属器炎，子宮

旁結合織炎，化膿性髄膜炎，中耳炎，

副鼻腔炎．〈適応菌種〉本剤に感性の

ブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球

菌，大腸菌，シトロバクター属，クレ

ブシエラ属，エンテロバクター属，セ

ラチア属，プロテウス属，モルガネ

ラ・モルガニー，プロビデンシア属，

インフルエンザ菌，シュードモナス
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61

61．抗生物質製剤

宜増量，1回400㎎1日2回を上限

……………………………………………

616．主として抗酸菌に作用する
もの

6169．その他の主として抗酸菌に
作用するもの

 

（アミカシン硫酸塩）Amikacin 

sulfate

アリケイス吸入液590㎎
Arikayce 590㎎8.4mL1瓶 

 〔インスメッド合同会社〕

【効】マイコバクテリウム・アビウムコ

ンプレックス（MAC）による肺非結

核性抗酸菌症．〈適応菌種〉アミカシ

ンに感性のマイコバクテリウム・アビ

ウムコンプレックス（MAC）

【用】（内）590㎎を1日1回ネブライザを

用いて吸入

……………………………………………

（リファブチン）Rifabutin

ミコブティンカプセル150㎎
Mycobutin 150㎎1カプセル 

 〔ファイザー〕

【効】①結核症．②マイコバクテリウ

ム・アビウムコンプレックス（MAC）

症を含む非結核性抗酸菌症．③HIV

感染患者における播種性MAC症の発

症抑制．〈適応菌種〉本剤に感性のマ

イコバクテリウム属

【用】（内）①150㎎～300㎎を1日1回．

多剤耐性結核症には300㎎～450㎎を1

日1回．②③300㎎を1日1回

……………………………………………

617．主としてカビに作用するも
の

6179．その他の主としてカビに作
用するもの

 

（ポサコナゾール）Posaconazole

ノクサフィル錠100㎎ お
Noxafil 100㎎1錠  〔MSD〕

【効】造血幹細胞移植患者又は好中球減

少が予測される血液悪性腫瘍患者にお

ける深在性真菌症の予防，次記の真菌

症の治療：侵襲性アスペルギルス症，

フサリウム症，ムーコル症，コクシジ

オイデス症，クロモブラストミコーシ

ス，菌腫

【用】（内）初日は1回300㎎を1日2回，2

日目以降は300㎎を1日1回

……………………………………………
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61．抗生物質製剤

注．1日用量3gまで

……………………………………………

614．主としてグラム陽性菌，マ
イコプラズマに作用するも
の

6149．その他の主としてグラム陽
性菌，マイコプラズマに作
用するもの

 

（クラリスロマイシン）Clarithromy-

cin

クラリスロマイシン錠小児用
50㎎「トーワ」あ 

Clarithromycin 50㎎1錠  〔東和薬品〕

【効】①一般感染症：表在性皮膚感染

症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リ

ンパ節炎，慢性膿皮症．外傷・熱傷及

び手術創等の二次感染．咽頭・喉頭

炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，肺

膿瘍，慢性呼吸器病変の二次感染．感

染性腸炎．中耳炎，副鼻腔炎．猩紅

熱．百日咳．〈適応菌種〉本剤に感性

のブドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎

球菌，モラクセラ（ブランハメラ）・

カタラーリス，インフルエンザ菌，レ

ジオネラ属，百日咳菌，カンピロバク

ター属，クラミジア属，マイコプラズ

マ属．②後天性免疫不全症候群（エイ

ズ）に伴う播種性マイコバクテリウ

ム・アビウムコンプレックス（MAC）

症．〈適応菌種〉本剤に感性のマイコ

バクテリウム・アビウムコンプレック

ス（MAC）

【用】（内）①小児：1日10～15㎎/㎏を

2～3回に分割．レジオネラ肺炎に対

しては，1日15㎎/㎏を2 ～ 3回に分

割．年齢，症状により適宜増減．②小

児：1日15㎎/㎏を2回に分割．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

（クラリスロマイシン）Clarithromy-

cin

クラリスロマイシン錠200㎎
「トーワ」あ 

Clarithromycin 200㎎1錠  〔東和薬品〕

【効】①一般感染症：表在性皮膚感染

症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リ

ンパ節炎，慢性膿皮症．外傷・熱傷及

び手術創等の二次感染．肛門周囲膿

瘍．咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管

支炎，肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸器病変

の二次感染．尿道炎．子宮頸管炎．感

染性腸炎．中耳炎，副鼻腔炎．歯周組

織炎，歯冠周囲炎，顎炎．〈適応菌種〉

本剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球

菌属，肺炎球菌，モラクセラ（ブラン

ハメラ）・カタラーリス，インフルエ

ンザ菌，レジオネラ属，カンピロバク

ター属，ペプトストレプトコッカス

属，クラミジア属，マイコプラズマ

属．②非結核性抗酸菌症：マイコバク

テリウム・アビウムコンプレックス

（MAC）症を含む非結核性抗酸菌症．

〈適応菌種〉本剤に感性のマイコバク

テリウム属．③ヘリコバクター・ピロ

リ感染症：胃潰瘍・十二指腸潰瘍，胃

MALTリンパ腫，特発性血小板減少

性紫斑病，早期胃癌に対する内視鏡的

治療後胃におけるヘリコバクター・ピ

ロリ感染症，ヘリコバクター・ピロリ

感染胃炎．〈適応菌種〉本剤に感性の

ヘリコバクター・ピロリ

【用】（内）①1日400㎎を2回に分割．年

齢，症状により適宜増減．②1日800㎎

を2回に分割．年齢，症状により適宜

増減．③クラリスロマイシンとして1

回200㎎，アモキシシリン水和物とし

て1回750㎎及びプロトンポンプインヒ

ビターの3剤を同時に1日2回，7日間．

クラリスロマイシンは必要に応じて適
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62．化学療法剤

イムデビマブ（遺伝子組換え） 300㎎

ロナプリーブ点滴静注セット
1332 け

Ronapreve for intravenous infusion 

set 1332㎎1セット

1バイアル（11.1mL）中

カシリビマブ（遺伝子組換え）

 1332㎎

イムデビマブ（遺伝子組換え）

 1332㎎

【効】SARS-CoV-2による感染症

【用】（注）成人及び12歳以上かつ体重

40㎏以上の小児には，カシリビマブ

（遺伝子組換え）及びイムデビマブ

（遺伝子組換え）としてそれぞれ600㎎

を併用により単回点滴静注

……………………………………………
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62．化学療法剤

62．化学療法剤
621．サルファ剤
6219．その他のサルファ剤
 

（サラゾスルファピリジン）Salazo-

sulfapyridine

サラゾスルファピリジン錠
500㎎「日医工」あ 

Salazosulfapyridine 500㎎1錠 

 〔日医工〕

【効】潰瘍性大腸炎，限局性腸炎，非特

異性大腸炎

【用】（内）1 日 2 ～ 4gを 4 ～ 6 回 に 分

割．初回毎日8gを用いても差しつか

えない．この場合3週間を過ぎれば次

第に減量し，1日1.5 ～ 2gを用いる．

ステロイド療法を長期間継続した症例

に つ い て は，2gを 併 用 し な が ら，

徐々にステロイドを減量することが必

要

……………………………………………

625．抗ウイルス剤
 

（アシクロビル）Aciclovir

アシクロビル点滴静注液250㎎
「トーワ」あ 

Aciclovir 250㎎10mL1管  〔東和薬品〕

【効】①単純ヘルペスウイルス及び水

痘・帯状疱疹ウイルスに起因する次記

感染症：免疫機能の低下した患者（悪

性腫瘍・自己免疫疾患など）に発症し

た単純疱疹・水痘・帯状疱疹．脳炎・

髄膜炎．②新生児単純ヘルペスウイル

ス感染症

【用】（注）①1回5㎎/㎏を1日3回，8時

間毎に1時間以上かけて，7日間点滴静

注．脳炎・髄膜炎においては，投与期

間の延長もしくは増量可．1回10㎎/

㎏まで．小児：1回5㎎/㎏を1日3回，

8時間毎に1時間以上かけて，7日間点

滴静注．1回20㎎/㎏まで．脳炎・髄

膜炎においては，投与期間の延長も

可． ② 新 生 児：1 回 10 ㎎/㎏ を 1 日 3

回，8時間毎に1時間以上かけて，10日

間点滴静注．投与期間の延長もしくは

増量可．1回20㎎/㎏まで

……………………………………………

（ソトロビマブ（遺伝子組換え））

Sotrovimab (genetical recombina-

tion)

ゼビュディ点滴静注液500㎎ け
Xevudy for intravenous injection 

500㎎8mL1瓶 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

1バイアル（8mL）中

ソトロビマブ（遺伝子組換え） 500㎎

【効】SARS-CoV-2による感染症

【用】（注）成人及び12歳以上かつ体重

40㎏以上の小児には，500㎎を単回点

滴静注

……………………………………………

（レムデシビル注射液）Remdesivir

ベクルリー点滴静注用100㎎
Veklury 100㎎1瓶 

 〔ギリアド・サイエンシズ〕

【効】SARS-CoV-2による感染症

【用】（注）成人及び体重40㎏以上の小

児には，投与初日に200㎎を，投与2日

目以降は100㎎を1日1回点滴静注．体

重3.5㎏以上40㎏未満の小児には，投

与初日に5㎎/㎏を，投与2日目以降は

2.5㎎/㎏を1日1回点滴静注．総投与期

間は10日まで

……………………………………………

ロナプリーブ点滴静注セット
300 け

Ronapreve for intravenous infusion 

set 300㎎1セット  〔中外〕

1バイアル（2.5mL）中

カシリビマブ（遺伝子組換え） 300㎎
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63．生物学的製剤

639．その他の生物学的製剤
6399．他に分類されない生物学的

製剤
 

（イネビリズマブ（遺伝子組換え））

Inebilizumab (genetical recombina-

tion)

ユプリズナ点滴静注100㎎ おけ
Uplizna 100㎎10mL1瓶  〔田辺三菱〕

【効】視神経脊髄炎スペクトラム障害

（視神経脊髄炎を含む）の再発予防

【用】（注）1回300㎎を初回，2週後に点

滴静注し，その後，初回投与から6か

月後に，以降6か月に1回の間隔で点滴

静注

……………………………………………
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63．生物学的製剤

63．生物学的製剤
631．ワクチン類
6311．細菌ワクチン類
 

（肺炎球菌ワクチン）Pneumococcus 

vaccine

ニューモバックスNPシリンジ
 おけ

Pneumovax NP 0.5mL1筒  〔MSD〕

【効】投与対象：2歳以上で肺炎球菌に

よる重篤疾患に罹患する危険が高い次

のような個人及び患者．①脾摘患者に

おける肺炎球菌による感染症の発症予

防．②肺炎球菌による感染症の予防：

1）鎌状赤血球疾患，あるいはその他

の原因で脾機能不全である患者，2）

心・呼吸器慢性疾患，腎不全，肝機能

障害，糖尿病，慢性髄液漏等の基礎疾

患のある患者，3）高齢者，4）免疫抑

制作用を有する治療が予定されている

者で治療開始まで少なくとも14日以上

の余裕のある患者

【用】（注）1回0.5mLを筋注又は皮下注

……………………………………………

6313．ウイルスワクチン類
 

（コロナウイルス修飾ウリジンRNAワ

クチン（SARS－CoV－2））Corona-

virus modified uridine RNA vaccine 

(SARS-CoV-2)

コミナティ筋注 お
Comirnaty 1バイアル  〔ファイザー〕

【効】SARS-CoV-2による感染症の予

防

【用】（注）生理食塩液1.8mLにて希釈

し，初回免疫の場合，1回0.3mLを合計

2回．3週間の間隔で筋肉内に接種．追

加免疫の場合，1回0.3mLを筋肉内に接

種

……………………………………………

（コロナウイルス修飾ウリジンRNAワ

クチン（SARS－CoV－2））Corona-

virus modified uridine RNA vaccine 

(SARS-CoV-2)

COVID－19ワクチンモデルナ
筋注 お

COVID-19 vaccine moderna   〔武田〕

【効】SARS-CoV-2による感染症の予

防

【用】（注）初回免疫：1回0.5mLを2回．

4週間の間隔をおいて，筋肉内に接

種．追加免疫：1回0.25mLを筋肉内に

接種

……………………………………………

632．毒素及びトキソイド類
6322．トキソイド類
 

（沈降破傷風トキソイド）Adsorbed 

tetanus toxoid

沈降破傷風トキソイド「生研」
 おけ

Adsorbed tetanus toxoid 0.5mL1瓶 

 〔田辺三菱〕

【効】破傷風の予防

【用】（注）①初回免疫：1回0.5mLずつ

を2回，3～8週間の間隔で皮下注又は

筋注．②追加免疫：第1回の追加免疫

には，初回免疫後6か月以上の間隔を

おいて，（標準として初回免疫終了後

12か月から18か月までの間に）0.5mL

を1回皮下注又は筋注．初回免疫のと

き副反応の強かった者には適宜減量．

以後の追加免疫のときの接種量もこれ

に準ずる

……………………………………………
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72．診断用薬（体外診断用医薬品を除く．）

（イオパミドール）Iopamidol

イオパミドール370注シリンジ
100mL「F」（放射線科）あ 

Iopamidol 37g100mL1筒  〔富士製薬〕

【効】①血管心臓撮影（肺動脈撮影を含

む）．②大動脈撮影．③選択的血管撮

影．④四肢血管撮影．⑤ディジタルX

線撮影法による静脈性血管撮影．⑥

ディジタルX線撮影法による動脈性血

管撮影．⑦コンピューター断層撮影に

おける造影．⑧静脈性尿路撮影

【用】（注）1回次記量を使用．年齢，体

重，症状，目的により適宜増減．①④

20 ～ 50mL． ② ⑤ 30 ～ 50mL． ③ 5 ～

40mL．⑥3 ～ 30mL．⑦100mL．⑧20 ～

100mL

……………………………………………

（イオプロミド）Iopromide

イオプロミド300注シリンジ
100mL「BYL」あ 

Iopromide 62.34%100mL1筒 

 〔バイエル〕

【効】①脳血管撮影．②胸部血管撮影．

③腹部血管撮影．④四肢血管撮影．⑤

ディジタルX線撮影法による静脈性血

管撮影．⑥ディジタルX線撮影法によ

る動脈性血管撮影．⑦コンピューター

断層撮影における造影．⑧静脈性尿路

撮影

【用】（注）1回次記量を使用，年齢，体

重，症状，目的により適宜増減，複数

回投与する場合には総量260mLまで．

① 5 ～ 15mL． ② ③ 5 ～ 50mL． ④ 10 ～

50mL．⑤20 ～ 40mL．⑥3 ～ 30mL．⑦

⑧50～100mL

……………………………………………

（イオプロミド）Iopromide

イオプロミド370注シリンジ
100mL「BYL」

Iopromide 76.89%100mL1筒 

 〔バイエル〕

【効】①血管心臓撮影．②胸部血管撮

影．③腹部血管撮影．④四肢血管撮

影．⑤ディジタルX線撮影法による静

脈性血管撮影．⑥ディジタルX線撮影

法 に よ る 動 脈 性 血 管 撮 影． ⑦ コ ン

ピューター断層撮影における造影．⑧

静脈性尿路撮影

【用】（注）1回次記量を使用，複数回投

与する場合には総量260mLまで．①3

～ 40mL． ② ③ 5 ～ 50mL． ④ 10 ～

40mL．⑤20 ～ 40mL．⑥3 ～ 30mL．⑦

⑧50～100mL

……………………………………………

（イオヘキソール）Iohexol

イオヘキソール240注シリンジ
100mL「F」（放射線科）

Iohexol 24g100mL1筒  〔富士製薬〕

【効】①四肢血管撮影．②コンピュー

ター断層撮影における造影．③静脈性

尿路撮影

【用】（注）1回，次記の量を使用．年

齢，体重，症状，目的により適宜増

減．①25 ～ 50mL．②40 ～ 100mL．③

60～100mL

……………………………………………

（イオヘキソール）Iohexol

イオヘキソール300注20mL「F」
（放射線科）あ 

Iohexol 6g20mL1瓶  〔富士製薬〕

イオヘキソール300注100mL
「F」（放射線科）あ 

Iohexol 30g100mL1瓶

【効】①脳血管撮影．②選択的血管撮

影．③四肢血管撮影．④ディジタルX

線撮影法による動脈性血管撮影．⑤

ディジタルX線撮影法による静脈性血

管撮影．⑥コンピューター断層撮影に

おける造影．⑦静脈性尿路撮影

【用】（注）次の1回量を使用．年齢，体

46_大阪医科大学病院_追補版_本文_220208 2022年2月8日 午後1時04分41

－40－

72

72．診断用薬（体外診断用医薬品を除く．）

7．治療を主目的としない医薬品

72．診断用薬（体外診断用医
薬品を除く．）

721．X線造影剤
7219．その他のX線造影剤
 

（イオパミドール）Iopamidol

イオパミドール300注50mL「F」
（放射線科）あ 

Iopamidol 15g50mL1瓶  〔富士製薬〕

イオパミドール300注100mL
「F」（放射線科）あ 

Iopamidol 30g100mL1瓶

【効】①脳血管撮影．②大動脈撮影．③

選択的血管撮影．④四肢血管撮影．⑤

ディジタルX線撮影法による静脈性血

管撮影．⑥ディジタルX線撮影法によ

る動脈性血管撮影．⑦コンピューター

断層撮影における造影．⑧静脈性尿路

撮影．⑨逆行性尿路撮影

【用】（注）1回次記量を使用．年齢，体

重，症状，目的により適宜増減．①6

～ 13mL． ② ⑤ 30 ～ 50mL． ③ 5 ～

40mL．④20 ～ 50mL．⑥3 ～ 30mL．⑦

100mL．⑧40 ～ 100mL．⑨5 ～ 200mL．

⑥⑨原液又は生理食塩液で2～4倍希

釈．⑦50mL以上は点滴静注．胸・腹部

を高速らせんコンピューター断層撮影

する場合は，対象部位により投与速度

を調節．投与量は肝臓領域を除く胸・

腹部の場合は100mLまで，肝臓領域の

場合は150mLまで投与することができ

る．⑧50mL以上は点滴静注

……………………………………………

（イオパミドール）Iopamidol

イオパミドール370注50mL「F」
（放射線科）あ 

Iopamidol 18.5g50mL1瓶  〔富士製薬〕

イオパミドール370注100mL
「F」（放射線科）あ 

Iopamidol 37g100mL1瓶

【効】①血管心臓撮影（肺動脈撮影を含

む）．②大動脈撮影．③選択的血管撮

影．④四肢血管撮影．⑤ディジタルX

線撮影法による静脈性血管撮影．⑥

ディジタルX線撮影法による動脈性血

管撮影．⑦コンピューター断層撮影に

おける造影．⑧静脈性尿路撮影

【用】（注）1回次記量を使用．年齢，体

重，症状，目的により適宜増減．①④

20 ～ 50mL． ② ⑤ 30 ～ 50mL． ③ 5 ～

40mL．⑥3 ～ 30mL．⑦100mL．⑧20 ～

100mL．⑥原液又は生理食塩液で2～4

倍希釈．⑦⑧50mL以上は点滴静注

……………………………………………

（イオパミドール）Iopamidol

イオパミドール300注シリンジ
100mL「F」（放射線科）あ 

Iopamidol 30g100mL1筒  〔富士製薬〕

【効】①脳血管撮影．②大動脈撮影．③

選択的血管撮影．④四肢血管撮影．⑤

ディジタルX線撮影法による静脈性血

管撮影．⑥ディジタルX線撮影法によ

る動脈性血管撮影．⑦コンピューター

断層撮影における造影．⑧静脈性尿路

撮影．⑨逆行性尿路撮影

【用】（注）1回次記量を使用．年齢，体

重，症状，目的により適宜増減．①6

～ 13mL． ② ⑤ 30 ～ 50mL． ③ 5 ～

40mL．④20 ～ 50mL．⑥3 ～ 30mL．⑦

100mL．⑧40～100mL．⑨5～200mL

……………………………………………
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72．診断用薬（体外診断用医薬品を除く．）

～ 40mL．②30 ～ 50mL．③5 ～ 50mL．

④ 10 ～ 50mL． ⑤ 20 ～ 50mL． ⑥ 40 ～

100mL．⑦40mL．⑧心腔内・肺動脈・

上行大動脈撮影：0.5 ～ 2.0mL/㎏．冠

状動脈撮影：2.0～4.0mL

……………………………………………
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72．診断用薬（体外診断用医薬品を除く．）

重，症状，目的により適宜増減．①5

～ 15mL．②5 ～ 50mL．③10 ～ 50mL．

④ 1.5 ～ 50mL． ⑤ 20 ～ 50mL． ⑥ 40 ～

100mL〈50mL以上は通常点滴（高速ラ

センコンピューター断層撮影で腹部の

撮 影 を 行 う 場 合 は 150mLま で 投 与

可）〉．⑦50～100mL（60mL以上は通常

点滴）

……………………………………………

（イオヘキソール）Iohexol

イオヘキソール300注シリンジ
50mL「F」

Iohexol 15g50mL1筒  〔富士製薬〕

イオヘキソール300注シリンジ
100mL「F」（放射線科）

Iohexol 30g100mL1筒

イオヘキソール300注シリンジ
125mL「F」（放射線科）あ 

Iohexol 37.5g125mL1筒

イオヘキソール300注シリンジ
150mL「F」（放射線科）

Iohexol 45g150mL1筒

【効】①脳血管撮影．②選択的血管撮

影．③四肢血管撮影．④ディジタルX

線撮影法による動脈性血管撮影．⑤

ディジタルX線撮影法による静脈性血

管撮影．⑥コンピューター断層撮影に

おける造影．⑦静脈性尿路撮影

【用】（注）1回，次記の量を使用．年

齢，体重，症状，目的により適宜増

減．①5～15mL．②5～50mL．③10～

50mL．④1.5～50mL．⑤20～50mL．⑥

40 ～ 100mL（高速ラセンコンピュー

ター断層撮影で腹部の撮影を行う場

合，150mLま で 投 与 可 能）． ⑦ 50 ～

100mL

……………………………………………

（イオヘキソール）Iohexol

イオヘキソール350注50mL「F」
（放射線科）

Iohexol 17.5g50mL1瓶  〔富士製薬〕

イオヘキソール350注100mL
「F」（放射線科）

Iohexol 35g100mL1瓶

【効】①血管心臓撮影（肺動脈撮影を含

む）．②大動脈撮影．③選択的血管撮

影．④四肢血管撮影．⑤ディジタルX

線撮影法による静脈性血管撮影．⑥コ

ンピューター断層撮影における造影．

⑦静脈性尿路撮影．⑧小児血管心臓撮

影（肺動脈撮影を含む）

【用】（注）1回，次記の量を使用．年

齢，体重，症状，目的により適宜増

減．①心腔内撮影：20 ～ 40mL．冠状

動脈撮影：3 ～ 8mL．肺動脈撮影：20

～ 40mL．②30 ～ 50mL．③5 ～ 50mL．

④ 10 ～ 50mL． ⑤ 20 ～ 50mL． ⑥ 40 ～

100mL．50mL以上投与するときは通常

点滴とする．⑦40mL．⑧心腔内・肺動

脈・ 上 行 大 動 脈 撮 影：0.5 ～ 2.0mL/

㎏．冠状動脈撮影：2.0～4.0mL

……………………………………………

（イオヘキソール）Iohexol

イオヘキソール350注シリンジ
100mL「F」（放射線科）あ 

Iohexol 35g100mL1筒  〔富士製薬〕

【効】①血管心臓撮影（肺動脈撮影を含

む）．②大動脈撮影．③選択的血管撮

影．④四肢血管撮影．⑤ディジタルX

線撮影法による静脈性血管撮影．⑥コ

ンピューター断層撮影における造影．

⑦静脈性尿路撮影．⑧小児血管心臓撮

影（肺動脈撮影を含む）

【用】（注）1回，次記の量を使用．年

齢，体重，症状，目的により適宜増

減．①心腔内撮影：20 ～ 40mL．冠状

動脈撮影：3 ～ 8mL．肺動脈撮影：20
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81．アルカロイド系麻薬（天然麻薬）

8．麻薬

81．アルカロイド系麻薬（天
然麻薬）

811．あへんアルカロイド系麻薬
8114．モルヒネ系製剤
 

（モルヒネ塩酸塩水和物）Morphine 

hydrochloride hydrate

モルヒネ塩酸塩錠10㎎「DSP」
 おう

Morphine hydrochloride hydrate 10

㎎1錠  〔大日本住友〕

【効】①激しい疼痛時における鎮痛・鎮

静．②激しい咳嗽発作における鎮咳．

③激しい下痢症状の改善及び手術後等

の腸管蠕動運動の抑制

【用】（内）1回5 ～ 10㎎，1日15㎎．年

齢，症状により適宜増減

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（モルヒネ硫酸塩水和物）Morphine 

sulfate hydrate

モルヒネ硫酸塩水和物徐放細
粒分包10㎎「フジモト」
あ おう

Morphine hydrochloride hydrate 10

㎎0.5g1包  〔藤本〕

【効】激しい疼痛を伴う各種癌における

鎮痛

【用】（内）1 日 20 ～ 120 ㎎ を 2 回 に 分

割．初回量は10㎎とすることが望まし

い．症状に応じて適宜増減

【投与制限日数】30日

……………………………………………

 

46_大阪医科大学病院_追補版_本文_220208 2022年2月8日 午後1時04分44


	1．神経系及び感覚器官用医薬品
	11．中枢神経系用薬
	111．全身麻酔剤
	1119．その他の全身麻酔剤

	113．抗てんかん剤
	1139．その他の抗てんかん剤

	114．解熱鎮痛消炎剤
	1147．フェニル酢酸系製剤

	117．精神神経用剤
	1179．その他の精神神経用剤

	119．その他の中枢神経系用薬

	13．感覚器官用薬
	131．眼科用剤
	1319．その他の眼科用剤



	2．個々の器官系用医薬品
	21．循環器官用薬
	211．強心剤
	2119．その他の強心剤

	213．利尿剤
	2139．その他の利尿剤

	214．血圧降下剤
	2149．その他の血圧降下剤

	217．血管拡張剤
	2171．冠血管拡張剤

	218．高脂血症用剤
	2183．クロフィブラート系製剤
	2189．その他の高脂血症用剤

	219．その他の循環器官用薬

	22．呼吸器官用薬
	221．呼吸促進剤
	2219．その他の呼吸促進剤

	226．含嗽剤
	229．その他の呼吸器官用薬

	23．消化器官用薬
	232．消化性潰瘍用剤
	2325．H【下つ】2【復】断剤

	239．その他の消化器官用薬
	2391．鎮吐剤


	24．ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む．）
	241．脳下垂体ホルモン剤
	2411．ACTH製剤
	2413．性腺刺激ホルモン製剤

	247．卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
	2477．プロゲステロン製剤

	249．その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む．）
	2499．他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む．）


	25．泌尿生殖器官及び肛門用薬
	259．その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

	26．外皮用薬
	261．外皮用殺菌消毒剤
	2619．その他の外皮用殺菌消毒剤

	269．その他の外皮用薬
	2699．他に分類されない外皮用薬


	27．歯科口腔用薬
	271．歯科用局所麻酔剤


	3．代謝性医薬品
	31．ビタミン剤
	313．ビタミンB剤（ビタミンB【下つ】1【復】剤を除く．）
	3133．パントテン酸系製剤

	317．混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く．）
	3179．その他の混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く．）


	33．血液・体液用薬
	331．血液代用剤
	3311．生理食塩液類
	3319．その他の血液代用剤

	333．血液凝固阻止剤
	3339．その他の血液凝固阻止剤

	339．その他の血液・体液用薬
	3399．他に分類されない血液・体液用薬


	39．その他の代謝性医薬品
	395．酵素製剤
	3959．その他の酵素製剤

	396．糖尿病用剤
	3962．ビグアナイド系製剤
	3969．その他の糖尿病用剤

	399．他に分類されない代謝性医薬品
	3999．他に分類されないその他の代謝性医薬品



	4．組織細胞機能用医薬品
	42．腫瘍用薬
	421．アルキル化剤
	4219．その他のアルキル化剤

	423．抗腫瘍性抗生物質製剤
	4235．アントラサイクリン系抗生物質製剤

	424．抗腫瘍性植物成分製剤
	429．その他の腫瘍用薬
	4291．その他の抗悪性腫瘍用剤


	44．アレルギー用薬
	449．その他のアレルギー用薬


	5．生薬及び漢方処方に基づく医薬品
	52．漢方製剤

	6．病原生物に対する医薬品
	61．抗生物質製剤
	611．主としてグラム陽性菌に作用するもの
	6113．バンコマイシン製剤

	613．主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
	6132．セフェム系抗生物質製剤
	6139．その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

	614．主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの
	6149．その他の主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの

	616．主として抗酸菌に作用するもの
	6169．その他の主として抗酸菌に作用するもの

	617．主としてカビに作用するもの
	6179．その他の主としてカビに作用するもの


	62．化学療法剤
	621．サルファ剤
	6219．その他のサルファ剤

	625．抗ウイルス剤

	63．生物学的製剤
	631．ワクチン類
	6311．細菌ワクチン類
	6313．ウイルスワクチン類

	632．毒素及びトキソイド類
	6322．トキソイド類

	639．その他の生物学的製剤
	6399．他に分類されない生物学的製剤



	7．治療を主目的としない医薬品
	72．診断用薬（体外診断用医薬品を除く．）
	721．X線造影剤
	7219．その他のX線造影剤



	8．麻薬
	81．アルカロイド系麻薬（天然麻薬）
	811．あへんアルカロイド系麻薬
	8114．モルヒネ系製剤




