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薬効分類別目次

1．神経系及び感覚器官用医薬品
11．中枢神経系用薬������   1

111．全身麻酔剤�������� ��1

1115．溶性バルビツール酸系及び

溶性チオバルビツール酸系

製剤���������� ��1

1119．その他の全身麻酔剤��� ��3

112．催眠鎮静剤，抗不安剤��� ��5

1123．抱水クロラール系製剤�� ��5

1124．ベンゾジアゼピン系製剤� ��5

1125．バルビツール酸系及びチオ

バルビツール酸系製剤�� ��10

1126．ブロム塩製剤������ ��11

1129．その他の催眠鎮静剤，抗不

安剤���������� ��11

113．抗てんかん剤������� ��13

1132．ヒダントイン系製剤��� ��13

1135．プリミドン系製剤���� ��14

1137．スルホンアミド系製剤�� ��14

1139．その他の抗てんかん剤�� ��14

114．解熱鎮痛消炎剤������ ��24

1141．アニリン系製剤����� ��24

1143．サリチル酸系製剤���� ��26

1145．インドメタシン製剤��� ��26

1147．フェニル酢酸系製剤��� ��26

1148．塩基性消炎鎮痛剤���� ��27

1149．その他の解熱鎮痛消炎剤� ��28

116．抗パーキンソン剤����� ��33

1161．アマンタジン製剤���� ��33

1162．ビペリデン製剤����� ��33

1164．レボドパ製剤������ ��34

1169．その他の抗パーキンソン剤���34

117．精神神経用剤������� ��41

1171．クロルプロマジン製剤�� ��41

1172．フェノチアジン系製剤�� ��41

1174．イミプラミン系製剤��� ��42

1179．その他の精神神経用剤�� ��43

118．総合感冒剤�������� ��56

119．その他の中枢神経系用薬�� ��57

12．末神経系用薬������   62

121．局所麻酔剤�������� ��62

1211．アミノ安息香酸アルカミン

エステル製剤������ ��62

1214．キシリジン系製剤���� ��62

1219．その他の局所麻酔剤��� ��66

122．骨格筋弛緩剤������� ��66

1224．コリン系製剤������ ��66

1225．カルバメート系製剤��� ��67

1229．その他の骨格筋弛緩剤�� ��67

123．自律神経剤�������� ��70

1231．四級アンモニウム塩製剤� ��70

1232．アセチルコリン系製剤�� ��70

1233．ネオスチグミン系製剤�� ��71

1239．その他の自律神経剤��� ��71

124．鎮けい剤��������� ��71

1242．アトロピン系製剤���� ��71

1243．パパベリン系製剤���� ��72

1244．マグネシウム塩製剤��� ��73

1249．その他の鎮けい剤���� ��73

125．発汗剤，止汗剤������ ��75

1259．その他の発汗剤，止汗剤� ��75

129．その他の末神経系用薬�� ��76

13．感覚器官用薬�������   77

131．眼科用剤��������� ��77

1311．散瞳剤��������� ��77

1312．縮瞳剤��������� ��77

1313．眼科用局所麻酔剤���� ��78

1315．眼科用コルチゾン製剤�� ��78

1317．眼科用抗生物質製剤��� ��79

1319．その他の眼科用剤���� ��79

132．耳鼻科用剤�������� ��91

1324．耳鼻科用血管収縮剤��� ��91

41_大阪医科大学病院_目次_210219 2021年2月20日�午前10時33分3



（ 5）（ 4）

41_大阪医科大学病院_目次_210219 2021年2月20日�午前10時33分4 41_大阪医科大学病院_目次_210219 2021年2月20日�午前10時33分5

235．下剤，浣腸剤������� 174

2354．植物性製剤������� 174

2357．グリセリン製剤����� 175

2359．その他の下剤，浣腸剤�� 175

236．利胆剤���������� 177

2362．胆汁酸製剤������� 177

239．その他の消化器官用薬��� 177

2391．鎮吐剤��������� 177

2399．他に分類されない消化器官

用薬���������� 178

24．ホルモン剤（抗ホルモン剤を

含む．）���������� 186

241．脳下垂体ホルモン剤���� 186

2411．ACTH製剤� ������ 186

2412．脳下垂体前葉ホルモン製剤� 186

2413．性腺刺激ホルモン製剤�� 188

2414．脳下垂体後葉ホルモン製剤� 190

2419．その他の脳下垂体ホルモン

剤����������� 191

243．甲状腺，副甲状腺ホルモン

剤� ����������� 192

2431．甲状腺ホルモン製剤��� 192

2432．抗甲状腺ホルモン製剤�� 192

2439．その他の甲状腺，副甲状腺

ホルモン剤������� 193

244．たん白同化ステロイド剤�� 193

2449．その他のたん白同化ステロ

イド剤��������� 193

245．副腎ホルモン剤������ 194

2451．エピネフリン製剤���� 194

2452．コルチゾン系製剤���� 195

2454．フッ素付加副腎皮質ホルモ

ン製剤��������� 196

2456．プレドニゾロン系製剤�� 199

2459．その他の副腎ホルモン剤� 201

246．男性ホルモン剤������ 202

2461．テストステロン製剤��� 202

247．卵胞ホルモン及び黄体ホル

モン剤� ��������� 202

2473．エストラジオール系製剤� 202

2474．エチニルエストラジオール

系製剤��������� 203

2475．エストリオール系製剤�� 203

2477．プロゲステロン製剤��� 203

2478．合成黄体ホルモン製剤�� 203

2479．その他の卵胞ホルモン及び

黄体ホルモン剤����� 204

248．混合ホルモン剤������ 204

2482．卵胞ホルモン，黄体ホルモ

ン混合製剤������� 204

249．その他のホルモン剤（抗ホ

ルモン剤を含む．）� ���� 206

2491．循環ホルモン剤����� 206

2492．すい臓ホルモン剤���� 206

2499．他に分類されないホルモン

剤（抗ホルモン剤を含む．）� 213

25．泌尿生殖器官及び肛門用薬� 222

251．泌尿器官用剤������� 222

2519．その他の泌尿器官用剤�� 222

252．生殖器官用剤（性病予防剤

を含む．）� �������� 222

2521．生殖器官用抗生物質製剤� 222

2529．その他の生殖器官用剤（性

病予防剤を含む．）���� 222

253．子宮収縮剤�������� 223

2531．バッカク類製剤����� 223

254．避妊剤���������� 223

2549．その他の避妊剤����� 223

255．痔疾用剤��������� 223

2559．その他の痔疾用剤���� 223

259．その他の泌尿生殖器官及び

肛門用薬� �������� 224

26．外皮用薬��������� 229

261．外皮用殺菌消毒剤����� 229

2611．塩素酸塩製剤������ 229

2612．ヨウ素化合物������ 230

2614．過酸化物製剤������ 230

2615．アルコール製剤����� 231

2616．石けん類製剤������ 231

2619．その他の外皮用殺菌消毒剤� 232

1325．耳鼻科用抗生物質製剤�� ��91

1329．その他の耳鼻科用剤��� ��91

133．鎮暈剤���������� ��93

1339．その他の鎮暈剤����� ��93

19．その他の神経系及び感覚器官

用医薬品���������   95

2．個々の器官系用医薬品
21．循環器官用薬�������   96

211．強心剤���������� ��96

2113．ジギタリス製剤����� ��96

2115．カフェイン系製剤���� ��96

2119．その他の強心剤����� ��97

212．不整脈用剤�������� 100

2121．プロカインアミド系製剤� 100

2122．キニジン製剤������ 100

2123．β-断剤� ������� 101

2129．その他の不整脈用剤��� 103

213．利尿剤���������� 108

2132．チアジド系製剤����� 108

2133．抗アルドステロン製剤�� 108

2134．炭酸脱水酵素阻害剤��� 108

2139．その他の利尿剤����� 109

214．血圧降下剤�������� 111

2142．ヒドララジン製剤���� 111

2144．アンジオテンシン変換酵素

阻害剤��������� 111

2145．メチルドパ製剤����� 112

2149．その他の血圧降下剤��� 112

216．血管収縮剤�������� 120

217．血管拡張剤�������� 122

2171．冠血管拡張剤������ 122

2172．末血管拡張剤����� 128

2179．その他の血管拡張剤��� 129

218．高脂血症用剤������� 129

2183．クロフィブラート系製剤� 129

2189．その他の高脂血症用剤�� 129

219．その他の循環器官用薬��� 133

22．呼吸器官用薬������� 142

221．呼吸促進剤�������� 142

2219．その他の呼吸促進剤��� 142

222．鎮咳剤���������� 143

2221．エフェドリン及びマオウ製

剤����������� 143

2223．デキストロメトルファン製

剤����������� 143

2229．その他の鎮咳剤����� 143

223．去たん剤��������� 143

2233．システイン系製剤���� 143

2234．ブロムヘキシン製剤��� 144

2239．その他の去たん剤���� 145

224．鎮咳去たん剤������� 146

2241．植物性製剤������� 146

2242．コデイン系製剤（家庭麻

薬）����������� 146

2249．その他の鎮咳去たん剤�� 146

225．気管支拡張剤������� 147

2251．キサンチン系製剤���� 147

2252．イソプレナリン系製剤�� 147

2254．サルブタモール製剤��� 148

2259．その他の気管支拡張剤�� 148

226．含嗽剤���������� 152

229．その他の呼吸器官用薬��� 152

23．消化器官用薬������� 161

231．止しゃ剤，整腸剤����� 161

2312．タンニン酸系製剤���� 161

2316．活性生菌製剤������ 161

2318．ジメチコン製剤����� 161

2319．その他の止しゃ剤，整腸剤� 162

232．消化性潰瘍用剤������ 162

2323．アズレン製剤������ 162

2325．H2断剤� ������� 162

2329．その他の消化性潰瘍用剤� 164

233．健胃消化剤�������� 172

2331．消化酵素製剤������ 172

2339．その他の健胃消化剤��� 172

234．制酸剤���������� 173

2343．アルミニウム化合物製剤� 173

2344．無機塩製剤������� 173

2349．その他の制酸剤����� 174
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3239．その他の糖類剤����� 267

325．たん白アミノ酸製剤���� 268

3253．混合アミノ酸製剤���� 268

3259．その他のたん白アミノ酸製

剤����������� 269

329．その他の滋養強壮薬���� 274

3299．他に分類されない滋養強壮

薬����������� 274

33．血液・体液用薬������ 275

331．血液代用剤�������� 275

3311．生理食塩液類������ 275

3319．その他の血液代用剤��� 276

332．止血剤���������� 279

3321．カルバゾクロム系製剤�� 279

3322．ゼラチン製剤������ 280

3323．臓器性止血製剤����� 280

3325．セルロース系製剤（可吸収

性充止血ガーゼ類を含

む．）���������� 280

3326．アルギン酸系製剤���� 280

3327．抗プラスミン剤����� 281

3329．その他の止血剤����� 282

333．血液凝固阻止剤������ 283

3332．ジクマロール系製剤��� 283

3334．ヘパリン製剤������ 283

3339．その他の血液凝固阻止剤� 286

339．その他の血液・体液用薬�� 288

3399．他に分類されない血液・体

液用薬��������� 288

34．人工透析用薬������� 299

341．人工腎臓透析用剤����� 299

342．腹膜透析用剤������� 300

39．その他の代謝性医薬品��� 305

391．肝臓疾患用剤������� 305

3919．その他の肝臓疾患用剤�� 305

392．解毒剤���������� 306

3922．グルタチオン製剤���� 306

3923．メルカプト酢酸系製剤

（BALを含む．）������ 306

3925．チオ硫酸ナトリウム製剤� 306

3929．その他の解毒剤����� 306

394．痛風治療剤�������� 311

3941．コルヒチン製剤����� 311

3943．アロプリノール製剤��� 312

3949．その他の痛風治療剤��� 312

395．酵素製剤��������� 313

3954．ウロキナーゼ製剤���� 313

3959．その他の酵素製剤���� 313

396．糖尿病用剤�������� 314

3961．スルフォニル尿素系製剤� 314

3962．ビグアナイド系製剤��� 315

3969．その他の糖尿病用剤��� 315

399．他に分類されない代謝性医

薬品� ���������� 321

3992．アデノシン製剤����� 321

3999．他に分類されないその他の

代謝性医薬品������ 321

4．組織細胞機能用医薬品
41．細胞賦活用薬������� 349

419．その他の細胞賦活用薬��� 349

4191．アデニン製剤������ 349

42．腫瘍用薬��������� 350

421．アルキル化剤������� 350

4211．クロルエチルアミン系製剤� 350

4212．エチレンイミン系製剤�� 352

4213．スルホン酸エステル系製剤� 352

4219．その他のアルキル化剤�� 353

422．代謝拮抗剤�������� 355

4221．メルカプトプリン系製剤� 355

4222．メトトレキサート製剤�� 356

4223．フルオロウラシル系製剤� 359

4224．シトシン系製剤����� 362

4229．その他の代謝拮抗剤��� 363

423．抗腫瘍性抗生物質製剤��� 366

4231．マイトマイシンC製剤��� 366

4233．アクチノマイシンD製剤�� 366

4234．ブレオマイシン系製剤�� 367

4235．アントラサイクリン系抗生

物質製剤�������� 367

263．化膿性疾患用剤������ 234

2633．外用サルファ製剤���� 234

2634．外用抗生物質製剤���� 234

2639．その他の化膿性疾患用剤� 235

264．鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤� 235

2642．外用抗ヒスタミン製剤�� 235

2646．副腎皮質ホルモン製剤�� 236

2647．抗生物質及び副腎皮質ホル

モン混合製剤������ 238

2649．その他の鎮痛，鎮痒，収

斂，消炎剤������� 239

265．寄生性皮ふ疾患用剤���� 244

2652．外用サリチル酸系製剤�� 244

2655．イミダゾール系製剤��� 244

2659．その他の寄生性皮ふ疾患用

剤����������� 244

266．皮ふ軟化剤（腐しょく剤を

含む．）� ��������� 245

2661．有機酸製剤������� 245

2663．金属製剤�������� 245

2669．その他の皮ふ軟化剤（腐

しょく剤を含む．）���� 245

267．毛髪用剤（発毛剤，脱毛

剤，染毛剤，養毛剤）���� 246

2679．その他の毛髪用剤（発毛

剤，脱毛剤，染毛剤，養毛

剤）����������� 246

269．その他の外皮用薬����� 246

2691．外用ビタミン製剤���� 246

2699．他に分類されない外皮用薬� 246

27．歯科口腔用薬������� 250

276．歯科用抗生物質製剤���� 250

279．その他の歯科口腔用薬��� 250

29．その他の個々の器官系用医薬

品������������ 251

3．代謝性医薬品
31．ビタミン剤�������� 252

311．ビタミンA及びD剤� ��� 252

3111．合成ビタミンA製剤���� 252

3112．合成ビタミンD製剤���� 252

3119．その他のビタミンA及びD

剤����������� 254

312．ビタミンB1剤������� 254

3122．ビタミンB1誘導体製剤��� 254

313．ビタミンB剤（ビタミンB1

剤を除く．）� ������� 255

3131．ビタミンB2剤������� 255

3132．ニコチン酸系製剤���� 256

3133．パントテン酸系製剤��� 256

3134．ビタミンB6剤������� 257

3135．葉酸製剤�������� 257

3136．ビタミンB12剤� ����� 258

314．ビタミンC剤� ������ 258

315．ビタミンE剤� ������ 259

316．ビタミンK剤� ������ 259

317．混合ビタミン剤（ビタミン

A・D混合製剤を除く．）�� 260

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．）�������� 260

319．その他のビタミン剤���� 261

32．滋養強壮薬�������� 262

321．カルシウム剤������� 262

3211．乳酸カルシウム製剤��� 262

3213．グルコン酸カルシウム製剤� 262

3214．有機酸カルシウム製剤（乳

酸・グリセロリン酸・グル

コン酸カルシウム製剤を除

く．）���������� 262

3215．ハロゲン化カルシウム製剤� 262

3219．その他のカルシウム剤�� 263

322．無機質製剤�������� 263

3221．ヨウ素化合物製剤���� 263

3222．鉄化合物製剤（有機酸鉄を

含む．）��������� 264

3229．その他の無機質製剤��� 265

323．糖類剤���������� 266

3231．ブドウ糖製剤������ 266

3234．キシリトール製剤���� 267
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62．化学療法剤�������� 475

621．サルファ剤�������� 475

6219．その他のサルファ剤��� 475

622．抗結核剤��������� 475

6222．イソニアジド系製剤��� 475

6223．ピラジナミド製剤���� 476

6225．エタンブトール製剤��� 476

624．合成抗菌剤�������� 476

6241．ピリドンカルボン酸系製剤� 476

6249．その他の合成抗菌剤��� 479

625．抗ウイルス剤������� 480

629．その他の化学療法剤���� 488

63．生物学的製剤������� 493

631．ワクチン類�������� 493

6311．細菌ワクチン類����� 493

6313．ウイルスワクチン類��� 494

632．毒素及びトキソイド類��� 497

6322．トキソイド類������ 497

633．抗毒素類及び抗レプトスピ

ラ血清類� �������� 498

6331．抗毒素類�������� 498

634．血液製剤類�������� 498

6343．血漿分画製剤������ 498

6349．その他の血液製剤類��� 507

636．混合生物学的製剤����� 509

6361．ワクチン・トキソイド混合

製剤���������� 509

6369．その他の混合生物学的製剤� 510

639．その他の生物学的製剤��� 510

6391．結核菌含有及び抗アレル

ギー的物質製剤����� 510

6393．精製ツベルクリン���� 510

6399．他に分類されない生物学的

製剤���������� 511

64．寄生動物用薬������� 516

641．抗原虫剤��������� 516

6419．その他の抗原虫剤���� 516

642．駆虫剤���������� 517

6429．その他の駆虫剤����� 517

7．治療を主目的としない医薬品
71．調剤用薬��������� 518

711．賦形剤���������� 518

7111．乳糖類��������� 518

712．軟膏基剤��������� 518

7121．油脂性基剤������� 518

7122．乳剤性基剤������� 518

7123．水溶性基剤������� 518

713．溶解剤���������� 518

7131．精製水類�������� 518

714．矯味，矯臭，着色剤���� 519

7142．シロップ製剤������ 519

7149．その他の矯味，矯臭，着色

剤����������� 519

719．その他の調剤用薬����� 519

72．診断用薬（体外診断用医薬品

を除く．）��������� 520

721．X線造影剤� ������� 520

7211．ヨウ素化合物製剤���� 520

7212．バリウム塩製剤����� 520

7213．造影補助剤������� 521

7214．配合製剤�������� 522

7219．その他のX線造影剤���� 522

722．機能検査用試薬������ 528

7223．内分泌機能検査用試薬�� 528

7224．肝機能検査用試薬���� 531

7225．腎機能検査用試薬���� 531

7229．その他の機能検査用試薬� 532

729．その他の診断用薬（体外診

断用医薬品を除く．）� ��� 534

73．公衆衛生用薬������� 537

731．防腐剤���������� 537

7319．その他の防腐剤����� 537

732．防疫用殺菌消毒剤����� 537

7321．アルコール及びアルデヒド

製剤���������� 537

79．その他の治療を主目的としな

い医薬品��������� 538

799．他に分類されない治療を主

目的としない医薬品� ��� 538

4239．その他の抗腫瘍性抗生物質

製剤���������� 373

424．抗腫瘍性植物成分製剤��� 373

429．その他の腫瘍用薬����� 378

4291．その他の抗悪性腫瘍用剤� 378

4299．他に分類されない腫瘍用薬� 404

43．放射性医薬品������� 406

44．アレルギー用薬������ 407

441．抗ヒスタミン剤������ 407

4413．フェノチアジン系製剤�� 407

4419．その他の抗ヒスタミン剤� 408

442．刺激療法剤�������� 409

449．その他のアレルギー用薬�� 409

5．生薬及び漢方処方に基づく
医薬品

51．生薬����������� 420

52．漢方製剤��������� 421

59．その他の生薬及び漢方処方に

基づく医薬品������� 444

6．病原生物に対する医薬品
61．抗生物質製剤������� 445

611．主としてグラム陽性菌に作

用するもの� ������� 445

6111．ペニシリン系抗生物質製剤� 445

6112．リンコマイシン系抗生物質

製剤���������� 445

6113．バンコマイシン製剤��� 446

6119．その他の主としてグラム陽

性菌に作用するもの��� 446

612．主としてグラム陰性菌に作

用するもの� ������� 447

6122．モノバクタム系抗生物質製

剤����������� 447

6123．アミノ糖系抗生物質製剤� 448

6125．コリスチン製剤����� 449

6126．ポリミキシンB製剤���� 449

6129．その他の主としてグラム陰

性菌に作用するもの��� 449

613．主としてグラム陽性・陰性

菌に作用するもの� ���� 449

6131．ペニシリン系抗生物質製剤� 449

6132．セフェム系抗生物質製剤� 452

6133．オキサセフェム系抗生物質

製剤���������� 460

6134．アミノ糖系抗生物質製剤� 460

6135．ホスホマイシン製剤��� 460

6139．その他の主としてグラム陽

性・陰性菌に作用するもの� 461

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� ����������� 465

6141．エリスロマイシン製剤�� 465

6142．スピラマイシン系抗生物質

製剤���������� 465

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������� 466

615．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� ���� 468

6152．テトラサイクリン系抗生物

質製剤��������� 468

616．主として抗酸菌に作用する

もの� ���������� 469

6161．ストレプトマイシン系抗生

物質製剤�������� 469

6164．リファンピシン製剤��� 469

6169．その他の主として抗酸菌に

作用するもの������ 470

617．主としてカビに作用するも

の� ����������� 470

6173．アムホテリシンB製剤��� 470

6179．その他の主としてカビに作

用するもの������� 471

619．その他の抗生物質製剤（複

合抗生物質製剤を含む．）� � 473

6199．他に分類されない抗生物質

製剤���������� 473
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8．麻薬
81．アルカロイド系麻薬（天然麻

薬） ����������� 542

811．あへんアルカロイド系麻薬� 542

8114．モルヒネ系製剤����� 542

8115．コデイン系製剤����� 543

8119．その他のあへんアルカロイ

ド系麻薬�������� 543

812．コカアルカロイド系製剤�� 545

8121．コカイン系製剤����� 545

82．非アルカロイド系麻薬��� 546

821．合成麻薬��������� 546

8219．その他の合成麻薬���� 546

�
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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
1115．溶性バルビツール酸系及び

溶性チオバルビツール酸系
製剤

 

（チアミラールナトリウム）Thiam-

ylal sodium

チトゾール注用0.3g お
Citosol 300㎎1瓶（溶解液12mL付） 

 〔杏林〕

【効】全身麻酔，全身麻酔の導入，局所

麻酔剤・吸入麻酔剤との併用，精神神

経科における電撃療法の際の麻酔，局

所麻酔剤中毒・破傷風・子癇等に伴う

痙攣

【用】（注）静脈内投与 

〔溶液濃度〕2.5%水溶液（5%溶液は静

脈炎を起こすことがある．）〔投与量・

投与法〕調整したチアミラール水溶液

を静脈より注入．1）全身麻酔の導

入：最初に2 ～ 4mL（2.5%溶液で50 ～

100㎎）を注入して患者の全身状態，

抑制状態などを観察し，その感受性よ

り追加量を決定．次に患者が応答しな

くなるまで追加注入し，応答がなく

なった時の注入量を就眠量とする．さ

らに就眠量の半量ないし同量を追加注

入したのち，他の麻酔法に移行．気管

内に挿管する場合は筋弛緩剤を併用．

2）短時間麻酔（a）患者とコンタク

トを保ちながら最初に2 ～ 3mL（2.5%

溶液で50～75㎎）を10～15秒位の速

度で注入後30秒間，麻酔の程度，患者

の全身状態を観察する．さらに必要な

らば2 ～ 3mLを同速度で注入し，患者

の応答のなくなった時の注入量を就眠

量とする．手術に先立ち，さらに2～

3mLを同速度で分割注入すれば10～15

分程度の麻酔が得られる．（b）短時

間で手術が終了しない場合は注射針を

静脈中に刺したまま呼吸，脈拍，血

圧，角膜反射，瞳孔対光反射などに注

意しながら手術の要求する麻酔深度を

保つように1 ～ 4mL（2.5%溶液で25 ～

100㎎）を分割注入（1回の最大使用量

は1gまで）．3）精神神経科における

電撃療法の際の麻酔：通常12mL（2.5%

溶液で300㎎）を25秒～ 35秒で注入

し，必要な麻酔深度に達したことを確

かめたのち，直ちに電撃療法を行う．

4）併用使用：本剤は局所麻酔剤ある

いは，吸入麻酔剤と併用することがで

きる．通常2 ～ 4mL（2.5%溶液で50 ～

100㎎）を間歇的に静脈内注入．点滴

投与を行う場合は，静脈内点滴麻酔法

に準ずる．5）痙攣時における使用：

患者の全身状態を観察しながら，通常

2～8mL（2.5%溶液で50～200㎎）を痙

攣が止まるまで徐々に注入

……………………………………………

（チオペンタールナトリウム）

Thiopental sodium

ラボナール注射用0.5g お
Ravonal 500㎎1管  〔田辺三菱〕

【効】全身麻酔，全身麻酔の導入，局所

麻酔剤・吸入麻酔剤との併用，精神神

経科における電撃療法の際の麻酔，局

所麻酔剤中毒・破傷風・子癇等に伴う

痙攣，精神神経科における診断（麻酔

インタビュー）

【用】（注）1．静脈内投与 

〔溶液濃度〕2.5%水溶液（5%溶液は静

脈炎を起こすことがある）〔投与量・投
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1119．その他の全身麻酔剤
 

（ケタミン塩酸塩）Ketamine 

hydrochloride

ケタラール静注用200㎎ おう
Ketalar 200㎎20mL1瓶  〔第一三共〕

【効】手術，検査及び処置時の全身麻酔

及び吸入麻酔の導入

【用】（注）初回1～2㎎/㎏を緩徐（1分

間以上）に静注．必要に応じて，初回

量と同量又は半量を追加

……………………………………………

（セボフルラン）Sevoflurane

セボフルラン吸入麻酔液
「ニッコー」（手術部）あ お

Sevoflurane 250mL1本  〔丸石〕

〔先発品〕セボフレン吸入麻酔液

【効】全身麻酔

【用】（外）導入：本剤と酸素もしくは

酸素・亜酸化窒素混合ガスとで導入．

睡眠量の静脈麻酔剤を投与し，本剤と

酸素もしくは酸素・亜酸化窒素混合ガ

スでも導入できる．本剤による導入

は，0.5～5.0%で行うことができる．

維持：患者の臨床徴候を観察しなが

ら，酸素・亜酸化窒素と併用し，最小

有効濃度で外科的麻酔状態を維持．

4.0%以下の濃度で維持できる

……………………………………………

（デスフルラン）Desflurane

スープレン吸入麻酔液（手術
部） お

Suprane 240mL1瓶  〔バクスター〕

【効】全身麻酔の維持

【用】（外）3.0%の濃度で開始し，適切

な麻酔深度が得られるよう患者の全身

状態を観察しながら，濃度を調節．亜

酸化窒素の併用の有無にかかわらず，

7.6%以下の濃度で外科的手術に適切な

麻酔深度が得られる

……………………………………………

（ドロペリドール）Droperidol

ドロレプタン注射液25㎎ お
Droleptan 25㎎10mL1瓶 

 〔アルフレッサ〕

【効】①フェンタニルとの併用による手

術，検査及び処置時の全身麻酔並びに

局所麻酔の補助．②ドロペリドールの

単独投与による麻酔前投薬

【用】（注）①導入麻酔剤として投与す

る場合には0.25～0.5㎎/㎏（本注射液

として0.1～0.2mL/㎏）をフェンタニ

ル5 ～ 10μg/㎏（フェンタニル注射液

として0.1～0.2mL/㎏）と共に緩徐に

静注するか，又はブドウ糖液等に希釈

して点滴静注．局所麻酔の補助として

投与する場合には局所麻酔剤投与10

～15分後に0.25㎎/㎏（本注射液とし

て0.1mL/㎏）をフェンタニル5μg/㎏

（フェンタニル注射液として0.1mL/㎏）

と共に緩徐に静注．年齢・症状に応じ

て適宜増減．②0.05～0.1㎎/㎏（本注

射液として0.02 ～ 0.04mL/㎏）を麻酔

開始30 ～ 60分前に筋注．年齢・症状

に応じて適宜増減

……………………………………………

（プロポフォール）Propofol

1%ディプリバン注－キット
（手術部） お

Diprivan 500㎎50mL1筒  〔アスペン〕

【効】①全身麻酔の導入及び維持．②集

中治療における人工呼吸中の鎮静

【用】（注）①（1）ディプリフューザー

TCI機能を用いない投与方法 

1）導入：0.5㎎/㎏/10秒（本剤として

0.05mL/㎏/10秒）で，患者の全身状態

を観察しながら，就眠が得られるまで

静注．ASAIII及びIVの患者には，よ

り緩徐に投与．2.0 ～ 2.5㎎/㎏（本剤

として0.20 ～ 0.25mL/㎏）で就眠が得

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分3

－2－

11

11．中枢神経系用薬

与法〕調製したチオペンタール水溶液

を静脈より注入．1）全身麻酔の導

入：最初に2 ～ 4mL（2.5%溶液で50 ～

100㎎）を注入して患者の全身状態，

抑制状態等を観察し，その感受性より

追加量を決定．次に患者が応答しなく

なるまで追加注入し，応答がなくなっ

た時の注入量を就眠量とする．更に就

眠量の半量ないし同量を追加注入した

後，他の麻酔法に移行．気管内に挿管

する場合は筋弛緩剤を併用．2）短時

間麻酔（a）患者とコンタクトを保ち

ながら最初に2 ～ 3mL（2.5%溶液で50

～75㎎）を10～15秒位の速度で注入

後30秒間麻酔の程度，患者の全身状態

を観察する．更に必要ならば2～3mL

を同速度で注入し，患者の応答のなく

なった時の注入量を就眠量とする．手

術に先立ち，更に2 ～ 3mLを同速度で

分割注入すれば，10 ～ 15分程度の麻

酔が得られる．（b）短時間で手術が

終了しない場合は，注射針を静脈中に

刺したまま呼吸，脈拍，血圧，角膜反

射，瞳孔対光反射等に注意しながら手

術の要求する麻酔深度を保つように1

～ 4mL（2.5%溶液で25 ～ 100㎎）を分

割 注 入（1 回 の 最 大 使 用 量 は 1gま

で）．3）精神神経科における電撃療法

の際の麻酔：通常，12mL（2.5%溶液で

300㎎）を25～35秒で注入し，必要な

麻酔深度に達したことを確かめた後，

直ちに電撃療法を行う．4）併用使

用：本剤は局所麻酔剤あるいは吸入麻

酔剤と併用することができる．通常，

2～4mL（2.5%溶液で50～100㎎）を間

歇的に静脈内注入．点滴投与を行う場

合は静脈内点滴麻酔法に準ずる．5）

痙攣時における使用：患者の全身状態

を 観 察 し な が ら， 通 常，2 ～ 8mL

（2.5%溶液で50 ～ 200㎎）を痙攣が止

まるまで徐々に注入．6）精神神経科

における診断（麻酔インタビュー）：

約 1mL/分 で 3 ～ 4mL注 入 し 入 眠 さ せ

る．その後2～10分で呼びかければ覚

醒し，質問に答えるようになればイン

タ ビ ュ ー を 実 施 す る． そ の 後 は 約

1mL/分で追加注入． 

2．直腸内注入 

〔溶液濃度〕10%水溶液〔投与量〕20

～ 40 ㎎/㎏（10%溶 液 で 0.2 ～ 0.4mL/

㎏）を基準とする．〔注入法〕溶液を

注射器に入れ，注射器の先に導尿用カ

テーテルをつけ肛門より直腸に挿入

し，注腸．注入後15分で麻酔に入り，

約1時間持続する． 

3．筋肉内注射 

〔溶液濃度〕2.0～2.5%水溶液，特に7

歳以下の小児に対しては2%溶液を使

用する（2.5%以上の濃度は組織の壊死

を起こす危険がある）．〔筋注部位〕大

腿筋肉，上腕部筋肉など筋肉の多い部

位を選んで注射する．〔投与量〕20㎎

/㎏（2%溶液で1mL/㎏）を基準とす

る．〔投与法〕一度に全量を注入して

はならず，全量を2～3等分して，5分

ごとに必要に応じて追加投与．注入後

5～15分で麻酔に入り，約40～50分程

度持続する． 

本剤の筋肉内注射は，乳幼小児で静脈

が確保できないなどの場合の使用経験

が報告されている．しかし，動物実験

で筋注部位の壊死並びに局所障害が認

められているので，本剤の筋肉内注射

は患者の受ける恩恵が，その危険性よ

りも重要視される場合にのみ適用する

こと

……………………………………………
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112．催眠鎮静剤，抗不安剤
1123．抱水クロラール系製剤
 

（抱水クロラール）Chloral hydrate

エスクレ坐剤「250」
Escre 250㎎1個  〔久光〕

エスクレ坐剤「500」
Escre 500㎎1個

エスクレ注腸用キット「500」
Escre 500㎎1340㎎1筒

【効】理学検査時における鎮静・催眠，

静脈注射が困難な痙攣重積状態

【用】（外）小児：30 ～ 50㎎/㎏を標準

とし，直腸内に挿入．年齢・症状・目

的に応じ適宜増減．総量1.5gまで

……………………………………………

1124．ベンゾジアゼピン系製剤
 

（アルプラゾラム）Alprazolam

ソラナックス0.4㎎錠（院外） か
Solanax 0.4㎎1錠  〔ファイザー〕

ソラナックス0.8㎎錠（院外） か
Solanax 0.8㎎1錠

アルプラゾラム錠0.4㎎「サワ
イ」あ か

Alprazolam 0.4㎎1錠  〔沢井〕

〔先発品〕コンスタン0.4㎎錠

ソラナックス0.4㎎錠

【効】心身症（胃・十二指腸潰瘍，過敏

性腸症候群，自律神経失調症）におけ

る身体症候ならびに不安・緊張・抑う

つ・睡眠障害

【用】（内）1日1.2㎎を3回に分割．年

齢，症状により適宜増減．増量する場

合には最高用量を1日2.4㎎として漸次

増量し，3～4回に分割．高齢者：1回

0.4㎎の1日1 ～ 2回投与から開始し，

増量する場合でも1日1.2㎎まで

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（エスタゾラム）Estazolam

ユーロジン1㎎錠 か
Eurodin 1㎎1錠  〔武田テバ〕

ユーロジン2㎎錠（院外） か
Eurodin 2㎎1錠

【効】①不眠症．②麻酔前投薬

【用】（内）年齢，症状，疾患などを考

慮して適宜増減．①1回1～4㎎を就寝

前．②手術前夜：1回1 ～ 2㎎を就寝

前．麻酔前：1回2～4㎎

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（オキサゾラム）Oxazolam

セレナール錠10（院外） か
Serenal 10㎎1錠  〔アルフレッサ〕

【効】①神経症における不安・緊張・抑

うつ・睡眠障害．②心身症（消化器疾

患，循環器疾患，内分泌系疾患，自律

神経失調症）における身体症候ならび

に不安・緊張・抑うつ．③麻酔前投薬

【用】（内） ① ② 1 回 10 ～ 20 ㎎，1 日 3

回．年齢・症状に応じ適宜増減．③1

～ 2 ㎎/㎏ を 就 寝 前 又 は 手 術 前． 年

齢・症状・疾患に応じ適宜増減

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（クアゼパム）Quazepam

ドラール錠20（院外） か
Doral 20㎎1錠  〔久光〕

【効】①不眠症．②麻酔前投薬

【用】（内）①1回20㎎を就寝前．年齢，

症状，疾患により適宜増減．1日30㎎

まで．②手術前夜1回15～30㎎を就寝

前．年齢，症状，疾患により適宜増

減．1日30㎎まで

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（クロキサゾラム）Cloxazolam

セパゾン錠1 か
Sepazon 1㎎1錠  〔アルフレッサ〕
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られる． 

2）維持：酸素もしくは酸素・亜酸化

窒素混合ガスと併用し，静注．適切な

麻酔深度が得られるよう患者の全身状

態を観察しながら，投与速度を調節．

4 ～ 10 ㎎/㎏/時（本 剤 と し て 0.4 ～

1.0mL/㎏/時）で適切な麻酔深度が得

られる．鎮痛剤（麻薬性鎮痛剤，局所

麻酔剤等）を併用．局所麻酔剤併用時

には通常より低用量で適切な麻酔深度

が得られる． 

（2）ディプリフューザー TCI機能を

用いる投与方法 

1）導入：目標血中濃度3.0μg/mLで静

注を開始し，投与開始3分後に就眠が

得られない場合には1分毎に1.0～2.0

μg/mLずつ目標血中濃度を上げる．目

標血中濃度3.0～6.0μg/mL，投与開始

後1 ～ 3分で就眠が得られる．高齢

者，ASAIII及びIVの患者には，より

低い目標血中濃度で投与を開始． 

2）維持：酸素もしくは酸素・亜酸化

窒素混合ガスと併用し，本剤を静注．

適切な麻酔深度が得られるよう患者の

全身状態を観察しながら，目標血中濃

度を調節．目標血中濃度2.0～5.0μg/

mLで適切な麻酔深度が得られる．鎮痛

剤（麻薬性鎮痛剤，局所麻酔剤等）を

併用． 

②0.3㎎/㎏/時（本剤として0.03mL/㎏

/時）で，持続注入にて静注を開始

し，適切な鎮静深度が得られるよう患

者の全身状態を観察しながら，投与速

度を調節．0.3～3.0㎎/㎏/時（本剤と

して0.03～0.30mL/㎏/時）で適切な鎮

静深度が得られる．必要に応じて鎮痛

剤を併用

……………………………………………

（プロポフォール）Propofol

プロポフォール静注1%20mL
「マルイシ」（手術部）あ お

Propofol 200㎎20mL1管  〔丸石〕

〔先発品〕1%ディプリバン注

プロポフォール静注1%50mL
「マルイシ」あ お

Propofol 500㎎50mL1瓶

〔先発品〕1%ディプリバン注

【効】①全身麻酔の導入及び維持．②集

中治療における人工呼吸中の鎮静

【用】（注）①1）導入：0.5㎎/㎏/10秒

（本剤として0.05mL/㎏/10秒）で，患

者の全身状態を観察しながら，就眠が

得られるまで静注．ASAIII及びIVの

患者には，より緩徐に投与．2.0～2.5

㎎/㎏（本剤として0.20 ～ 0.25mL/㎏）

で就眠が得られる．就眠後は必要に応

じて適宜追加投与．2）維持：酸素も

しくは酸素・亜酸化窒素混合ガスと併

用し，静注．適切な麻酔深度が得られ

るよう患者の全身状態を観察しなが

ら，投与速度を調節．4～10㎎/㎏/時

（本剤として0.4～1.0mL/㎏/時）で適

切な麻酔深度が得られる．鎮痛剤（麻

薬性鎮痛剤，局所麻酔剤等）を併用．

局所麻酔剤併用時には通常より低用量

で適切な麻酔深度が得られる．②0.3

㎎/㎏/時（本剤として0.03mL/㎏/時）

で，持続注入にて静注を開始し，適切

な鎮静深度が得られるよう患者の全身

状態を観察しながら，投与速度を調

節．0.3 ～ 3.0㎎/㎏/時（本剤として

0.03～0.30mL/㎏/時）で適切な鎮静深

度が得られる．必要に応じて鎮痛剤を

併用

……………………………………………
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により適宜増減．③1回5～10㎎を就

寝前又は手術前．年齢，症状，疾患に

より適宜増減

【投与制限日数】90日

……………………………………………

（ジアゼパム）Diazepam

セルシン注射液10㎎ か
Cercine 10㎎2mL1管  〔武田テバ〕

【効】①神経症における不安・緊張・抑

うつ．②次記疾患及び状態における不

安・興奮・抑うつの軽減：麻酔前，麻

酔導入時，麻酔中，術後，アルコール

依存症の禁断（離脱）症状，分娩時．

③てんかん様重積状態における痙攣の

抑制

【用】（注）初回10㎎をできるだけ緩徐

に静注又は筋注．以後必要に応じて3

～4時間ごとに注射．静注には，なる

べく太い静脈を選んで，できるだけ緩

徐に（2分間以上の時間をかけて）

……………………………………………

（ジアゼパム）Diazepam

ダイアップ坐剤4 か
Diapp 4㎎1個  〔和光堂〕

ダイアップ坐剤6 か
Diapp 6㎎1個

ダイアップ坐剤10 か
Diapp 10㎎1個

【効】小児に対して次の目的に用いる：

熱性痙攣及びてんかんの痙攣発作の改

善

【用】（外）小児：1回0.4～0.5㎎/㎏を1

日1 ～ 2回，直腸内に挿入．症状に応

じて適宜増減．1日1㎎/㎏まで

【投与制限日数】14日

……………………………………………

（トフィソパム）Tofisopam

グランダキシン錠50
Grandaxin 50㎎1錠  〔持田〕

【効】次記疾患における頭痛・頭重，倦

怠感，心悸亢進，発汗等の自律神経症

状：自律神経失調症，頭部・頸部損

傷，更年期障害・卵巣欠落症状

【用】（内）1回50㎎，1日3回．年齢・症

状により適宜増減

……………………………………………

（トリアゾラム）Triazolam

ハルシオン0.25㎎錠（院外） か
Halcion 0.25㎎1錠  〔ファイザー〕

トリアゾラム錠0.25㎎「日医
工」あ か

Triazolam 0.25㎎1錠  〔日医工〕

〔先発品〕ハルシオン0.25㎎錠

【効】①不眠症．②麻酔前投薬

【用】（内）①1回0.25㎎を就寝前．高度

な不眠症には0.5㎎投与可．年齢・症

状・疾患などを考慮して適宜増減．高

齢者：1回0.125㎎～0.25㎎まで．②手

術前夜：1回0.25㎎を就寝前．年齢・

症状・疾患などを考慮し，必要に応じ

0.5㎎を投与可

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（ニトラゼパム）Nitrazepam

ベンザリン細粒1% か
Benzalin 10㎎1g  〔共和〕

ベンザリン錠5 か
Benzalin 5㎎1錠

【効】①不眠症．②麻酔前投薬．③異型

小発作群：点頭てんかん，ミオクロヌ

ス発作，失立発作等．④焦点性発作：

焦点性痙攣発作，精神運動発作，自律

神経発作等

【用】（内）①1回5～10㎎を就寝前．年

齢，症状により適宜増減．②1回5 ～

10㎎を就寝前又は手術前．年齢，症

状，疾患により適宜増減．③④成人・

小児とも1日5 ～ 15㎎を適宜分割投

与．年齢，症状により適宜増減

【投与制限日数】90日
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セパゾン錠2（院外） か
Sepazon 2㎎1錠

【効】①神経症における不安・緊張・抑

うつ・強迫・恐怖・睡眠障害．②心身

症（消化器疾患，循環器疾患，更年期

障害，自律神経失調症）における身体

症候ならびに不安・緊張・抑うつ．③

術前の不安除去

【用】（内）①②1日3 ～ 12㎎を3回に分

割．年齢・症状に応じ適宜増減．③

0.1～0.2㎎/㎏を手術前．年齢・症状

に応じ適宜増減

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（クロラゼプ酸二カリウム）Cloraz-

epate dipotassium

メンドンカプセル7.5㎎（要時）
 か

Mendon 7.5㎎1カプセル 

 〔マイランEPD〕

【効】神経症における不安・緊張・焦

燥・抑うつ

【用】（内）1日9 ～ 30㎎を2 ～ 4回に分

割．本剤の場合1日15～30㎎（本剤と

して2 ～ 4カプセル）を2 ～ 4回に分

割．年齢，症状に応じ適宜増減

【投与制限日数】14日

……………………………………………

（クロルジアゼポキシド）Chlordiaz-

epoxide

コントール散1% か
Contol 10㎎1g  〔武田テバ〕

【効】①神経症における不安・緊張・抑

うつ．②うつ病における不安・緊張．

③心身症（胃・十二指腸潰瘍，高血圧

症）における身体症候並びに不安・緊

張・抑うつ

【用】（内） 年 令・ 症 状 に よ り 適 宜 増

減．1 日 20 ～ 60 ㎎（本 剤 と し て 2 ～

6g）を2～3回に分割．小児：1日10～

20㎎（本剤として1 ～ 2g）を2 ～ 4回

に分割

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（クロルジアゼポキシド）Chlordiaz-

epoxide

バランス錠5㎎（院外） か
Balance 5㎎1錠  〔丸石〕

【効】①神経症における不安・緊張・抑

うつ．②うつ病における不安・緊張．

③心身症（胃・十二指腸潰瘍，高血圧

症）における身体症候並びに不安・緊

張・抑うつ

【用】（内）1日20～60㎎を2～3回に分

割．小児：1日10～20㎎を2～4回に分

割．年齢，症状により適宜増減

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（ジアゼパム）Diazepam

2㎎セルシン錠 か
Cercine 2㎎1錠  〔武田テバ〕

5㎎セルシン錠 か
Cercine 5㎎1錠

ホリゾン散1%（院外） か
Horizon 10㎎1g  〔丸石〕

セルシンシロップ0.1% か
Cercine 1㎎1mL  〔武田テバ〕

【効】①神経症における不安・緊張・抑

うつ．うつ病における不安・緊張．心

身症（消化器疾患，循環器疾患，自律

神経失調症，更年期障害，腰痛症，頸

肩腕症候群）における身体症候並びに

不安・緊張・抑うつ．②次記疾患にお

ける筋緊張の軽減：脳脊髄疾患に伴う

筋痙攣・疼痛．③麻酔前投薬

【用】（内）①1回2～5㎎を1日2～4回．

外来患者は1日量15㎎以内．小児：3歳

以下は1日量1～5㎎，4～12歳は1日量

2～10㎎，それぞれ1～3回に分割．②

1回2～10㎎を1日3～4回．年齢，症状
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疾患により適宜増減

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（ミダゾラム）Midazolam

ミダゾラム注10㎎「サンド」
あ か

Midazolam 10㎎2mL1管  〔サンド〕

〔先発品〕ドルミカム注射液10㎎

【効】①麻酔前投薬．②全身麻酔の導

入・維持．③集中治療における人工呼

吸中の鎮静．④歯科・口腔外科領域に

おける手術及び処置時の鎮静

【用】（注）①0.08～0.10㎎/㎏を手術前

30分～1時間に筋注．修正在胎45週以

上（在胎週数＋出生後週数）の小児：

0.08～0.15㎎/㎏を手術前30分～1時間

に 筋 注． ② 0.15 ～ 0.30 ㎎/㎏ を 静 注

し，必要に応じて初回量の半量ないし

同量を追加投与．静注する場合には，

なるべく太い静脈を選んで，できるだ

け緩徐に（1分間以上の時間をかけ

て）．③1）導入：初回投与は，0.03㎎

/㎏を少なくとも1分以上かけて静

注．より確実な鎮静導入が必要とされ

る場合の初回投与量は0.06㎎/㎏ま

で．必要に応じて，0.03㎎/㎏を少な

くとも5分以上の間隔を空けて追加投

与．初回投与及び追加投与の総量は

0.30㎎/㎏まで．修正在胎45週以上

（在胎週数＋出生後週数）の小児：初

回投与は0.05～0.20㎎/㎏を少なくと

も2～3分以上かけて静注．必要に応

じて，初回量と同量を少なくとも5分

以上の間隔を空けて追加投与．2）維

持：0.03～0.06㎎/㎏/時より持続静脈

内投与を開始，鎮静状態をみながら適

宜増減．（0.03 ～ 0.18㎎/㎏/時の範囲

が推奨される）．修正在胎45週以上

（在胎週数＋出生後週数）の小児：

0.06～0.12㎎/㎏/時より持続静脈内投

与を開始し，鎮静状態をみながら適宜

増減．（投与速度の増減は25%の範囲

内とする）．修正在胎45週未満（在胎

週数＋出生後週数）の小児のうち，修

正在胎32週未満では0.03㎎/㎏/時，修

正在胎32週以上では0.06㎎/㎏/時より

持続静脈内投与を開始し，鎮静状態を

みながら適宜増減．④初回投与として

1～2㎎をできるだけ緩徐に（1～2㎎

/分）静注し，必要に応じて0.5～1㎎

を少なくとも2分以上の間隔を空け

て，できるだけ緩徐に（1 ～ 2㎎/分）

追加．初回の目標鎮静レベルに至るま

での，初回投与及び追加投与の総量は

5㎎まで．いずれの場合も，患者の年

齢，感受性，全身状態，手術術式，麻

酔方法等に応じて適宜増減

……………………………………………

（メダゼパム）Medazepam

レスミット錠5（院外） か
Resmit 5㎎1錠  〔共和〕

【効】①神経症における不安・緊張・抑

うつ．②心身症（消化器疾患，循環器

疾患，内分泌系疾患，自律神経失調

症）における身体症候並びに不安・緊

張・抑うつ

【用】（内）1日10 ～ 30㎎．年齢，症状

により適宜増減

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（ロフラゼプ酸エチル）Ethyl 

loflazepate

メイラックス錠1㎎（院外） か
Meilax 1㎎1錠  〔Meiji Seika〕

ロフラゼプ酸エチル錠1㎎「サ
ワイ」あ か

Ethyl loflazepate 1㎎1錠  〔沢井〕

〔先発品〕メイラックス錠1㎎

【効】①神経症における不安・緊張・抑

うつ・睡眠障害．②心身症（胃・十二
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……………………………………………

（フルジアゼパム）Fludiazepam

エリスパン錠0.25㎎ か
Erispan 0.25㎎1錠  〔大日本住友〕

【効】心身症（消化器疾患，高血圧症，

心臓神経症，自律神経失調症）におけ

る身体症候並びに不安・緊張・抑うつ

及び焦燥，易疲労性，睡眠障害

【用】（内）1日0.75㎎を3回に分割．年

令・症状により適宜増減する

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（フルニトラゼパム）Flunitrazepam

サイレース錠1㎎（院外） か
Silece 1㎎1錠  〔エーザイ〕

サイレース錠2㎎（院外） か
Silece 2㎎1錠

フルニトラゼパム錠1㎎「JG」
あ か

Flunitrazepam 1㎎1錠 

 〔日本ジェネリック〕

〔先発品〕サイレース錠1㎎

フルニトラゼパム錠2㎎「JG」
あ か

Flunitrazepam 2㎎1錠

〔先発品〕サイレース錠2㎎

【効】①不眠症．②麻酔前投薬

【用】（内）1回0.5 ～ 2㎎を就寝前又は

手術前．年齢・症状により適宜増減．

高齢者：1回1㎎まで

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（フルニトラゼパム）Flunitrazepam

サイレース静注2㎎ か
Silece 2㎎1管  〔エーザイ〕

【効】①全身麻酔の導入．②局所麻酔時

の鎮静

【用】（注）用時注射用蒸留水にて2倍以

上に希釈，できるだけ緩徐に（1㎎/

分以上かけて）静注．患者の年齢，感

受性，全身状態，手術術式，麻酔方法

などに応じて適宜増減．①0.02～0.03

㎎/㎏を静注．②0.01～0.03㎎/㎏を静

注．必要に応じて初回量の半量ないし

同量を追加

……………………………………………

（ブロチゾラム）Brotizolam

レンドルミンD錠0.25㎎（院
外） か

Lendormin D 0.25㎎1錠 

 〔日本ベーリンガー〕

ブロチゾラムOD錠0.25㎎「サ
ワイ」あ か

Brotizolam OD 0.25㎎1錠  〔沢井〕

〔先発品〕レンドルミンD錠0.25㎎

【効】①不眠症．②麻酔前投薬

【用】（内）年齢，症状，疾患などを考

慮して適宜増減．①1回0.25㎎を就寝

前． ② 手 術 前 夜：1 回 0.25 ㎎ を 就 寝

前．麻酔前：1回0.5㎎

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（ブロマゼパム）Bromazepam

レキソタン細粒1%（院外） か
Lexotan 10㎎1g  〔アスペン〕

レキソタン錠2 か
Lexotan 2㎎1錠

レキソタン錠5 か
Lexotan 5㎎1錠

【効】①神経症における不安・緊張・抑

うつ及び強迫・恐怖．うつ病における

不安・緊張．②心身症（高血圧症，消

化器疾患，自律神経失調症）における

身体症候並びに不安・緊張・抑うつ及

び睡眠障害．③麻酔前投薬

【用】（内）①1日量6～15㎎を1日2～3

回に分割．年齢，症状により適宜増

減．②1日量3～6㎎を1日2～3回に分

割．年齢，症状により適宜増減．③5

㎎を就寝前又は手術前．年齢，症状，
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静．てんかんの痙攣発作：強直間代発

作（全般痙攣発作，大発作），焦点発

作（ジャクソン型発作を含む）．自律

神経発作，精神運動発作

【用】（内） ① 1 回 30 ～ 200 ㎎（散 剤：

0.3～2g）を就寝前．②1日30～200㎎

（散剤：0.3 ～ 2g）を1 ～ 4回に分割．

年齢，症状により適宜増減

【投与制限日数】90日

……………………………………………

（フェノバルビタールナトリウム）

Phenobarbital sodium

ワコビタール坐剤50 おか
Wakobital 50㎎1個  〔和光堂〕

【効】小児に対して経口投与が困難な場

合の次の目的に用いる．①催眠．②不

安・緊張状態の鎮静．③熱性痙攣及び

てんかんの痙攣発作の改善

【用】（外）小児：1日4～7㎎/㎏を標準

として直腸内に挿入．症状，目的に応

じ適宜増減

【投与制限日数】14日

……………………………………………

（ペントバルビタールカルシウム）

Pentobarbital calcium

ラボナ錠50㎎ おか
Ravona 50㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】①不眠症．②麻酔前投薬．③不安

緊張状態の鎮静，持続睡眠療法におけ

る睡眠調節

【用】（内）①1回50～100㎎を就寝前．

年齢，症状により適宜増減．②手術前

夜に100～200㎎，手術1～2時間前に

100㎎．年齢，症状により適宜増減．

③1回25～50㎎を1日2～3回．年齢，

症状により適宜増減

【投与制限日数】14日

……………………………………………

1126．ブロム塩製剤
 

（臭化カリウム）Potassium bromide

臭化カリウム「ヤマゼン」
Potassium bromide 原末  〔山善〕

【効】不安緊張状態の鎮静，小児の難治

性てんかん

【用】（内）1 回 0.5 ～ 1g，1 日 3 回． 年

令，症状により適宜増減

……………………………………………

1129．その他の催眠鎮静剤，抗不
安剤

 

（エスゾピクロン）Eszopiclone

ルネスタ錠1㎎
Lunesta 1㎎1錠  〔エーザイ〕

ルネスタ錠2㎎
Lunesta 2㎎1錠

ルネスタ錠3㎎（院外）
Lunesta 3㎎1錠

【効】不眠症

【用】（内）1回2㎎を，高齢者には1回1

㎎を就寝前．症状により適宜増減．1

回3㎎まで，高齢者では1回2㎎まで

……………………………………………

（ゾピクロン）Zopiclone

アモバン錠7.5（院外） か
Amoban 7.5㎎1錠  〔サノフィ〕

【効】①不眠症．②麻酔前投薬

【用】（内）①1回7.5～10㎎を就寝前．

年齢・症状により適宜増減．10㎎ま

で．②1回7.5 ～ 10㎎を就寝前又は手

術前．年齢・症状・疾患により適宜増

減．10㎎まで

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（ゾルピデム酒石酸塩）Zolpidem 

tartrate

マイスリー錠10㎎（院外） か
Myslee 10㎎1錠  〔アステラス〕

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分11

－10－

11

11．中枢神経系用薬

指腸潰瘍，慢性胃炎，過敏性腸症候

群，自律神経失調症）における不安・

緊張・抑うつ・睡眠障害

【用】（内）2㎎を1日1～2回に分割．年

齢，症状に応じて適宜増減

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（ロラゼパム）Lorazepam

ワイパックス錠0.5（院外） か
Wypax 0.5㎎1錠  〔ファイザー〕

ロラゼパム錠0.5㎎「サワイ」
あ か

Lorazepam 0.5㎎1錠  〔沢井〕

〔先発品〕ワイパックス錠0.5

【効】①神経症における不安・緊張・抑

うつ．②心身症（自律神経失調症，心

臓神経症）における身体症候並びに不

安・緊張・抑うつ

【用】（内）1 日 1 ～ 3 ㎎ を 2 ～ 3 回 に 分

割．年齢・症状により適宜増減

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（ロルメタゼパム）Lormetazepam

エバミール錠1.0（院外） か
Evamyl 1㎎1錠  〔バイエル〕

【効】不眠症

【用】（内）1 回 1 ～ 2 ㎎ を 就 寝 前． 年

齢，症状により適宜増減．高齢者：1

回2㎎まで

【投与制限日数】30日

……………………………………………

1125．バルビツール酸系及びチオ
バルビツール酸系製剤

 

（アモバルビタール）Amobarbital

イソミタール原末（院外） おか
Isomytal 原末  〔日本新薬〕

【効】①不眠症．②不安緊張状態の鎮静

【用】（内）①1日0.1 ～ 0.3gを就寝前．

②1日0.1 ～ 0.2gを2 ～ 3回に分割．年

齢，症状により適宜増減

【投与制限日数】14日

……………………………………………

（フェノバルビタール）Phenobarbi-

tal

フェノバール錠30㎎ おか
Phenobal 30㎎1錠  〔藤永〕

フェノバールエリキシル
0.4%（院外） おか

Phenobal 4㎎1mL

【効】①不眠症．②不安緊張状態の鎮

静．てんかんの痙攣発作：強直間代発

作（全般痙攣発作，大発作），焦点発

作（ジャクソン型発作を含む）．自律

神経発作，精神運動発作

【用】（内）①1回30～200㎎を就寝前．

②1日30～200㎎を1～4回に分割．年

齢，症状により適宜増減

【投与制限日数】90日

……………………………………………

（フェノバルビタール）Phenobarbi-

tal

フェノバール注射液100㎎ おか
Phenobal 100㎎1mL1管  〔第一三共〕

【効】①不安緊張状態の鎮静（緊急に必

要な場合）．②てんかんの痙攣発作：

強直間代発作（全般痙攣発作，大発

作），焦点発作（ジャクソン型発作を

含む）．③自律神経発作，精神運動発

作

【用】（注）1 回 50 ～ 200 ㎎ を 1 日 1 ～ 2

回，皮下又は筋注．年齢，症状により

適宜増減

……………………………………………

（フェノバルビタール）Phenobarbi-

tal

フェノバルビタール散10%「ホ
エイ」 おか

Phenobarbital 100㎎1g  〔マイラン〕

【効】①不眠症．②不安緊張状態の鎮
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には，0.2μg/㎏/時の投与速度で静脈

内へ持続注入し，患者の状態に合わせ

て，至適鎮静レベルが得られる様，

0.2～1.4μg/㎏/時の範囲で持続注入．

投与速度を適宜減速．②6μg/㎏/時で

10分間持続静注し（初期負荷投与），

続いて患者の状態に合わせて，至適鎮

静レベルが得られる様，維持量として

0.2 ～ 0.7μg/㎏/時の範囲で持続静注

（維持投与）．投与速度を適宜減速

……………………………………………

（トリクロホスナトリウム）Triclofos 

sodium

トリクロリールシロップ10% お
Tricloryl 100㎎1mL  〔アルフレッサ〕

【効】①不眠症．②脳波・心電図検査等

における睡眠

【用】（内）1回1～2g（本剤として10～

20mL）を就寝前又は検査前．幼小児は

年齢により適宜減量．患者の年齢及び

状態，目的等を考慮して，20～80㎎/

㎏（本剤として0.2 ～ 0.8mL/㎏）を標

準とし，総量2g（本剤として20mL）

まで

……………………………………………

（リルマザホン塩酸塩水和物）

Rilmazafone hydrochloride hydrate

リスミー錠2㎎
Rhythmy 2㎎1錠  〔共和〕

【効】①不眠症．②麻酔前投薬

【用】（内）①1回1 ～ 2㎎を就寝前．年

齢，疾患，症状により適宜増減．高齢

者：1回2㎎まで．②1回2㎎を就寝前又

は手術前．年齢，疾患，症状により適

宜増減．高齢者：1回2㎎まで

……………………………………………

113．抗てんかん剤
1132．ヒダントイン系製剤
 

（フェニトイン）Phenytoin

アレビアチン散10% お
Aleviatin 100㎎1g  〔大日本住友〕

アレビアチン錠100㎎
Aleviatin 100㎎1錠

ヒダントール錠25㎎
Hydantol 25㎎1錠  〔藤永〕

【効】①てんかんの痙攣発作：強直間代

発作（全般痙攣発作，大発作），焦点

発作（ジャクソン型発作を含む）．②

自律神経発作．③精神運動発作

【用】（内）1日200 ～ 300㎎，小児：次

記用量を毎食後3回に分割．症状，耐

薬性に応じて適宜増減．学童：100～

300㎎．幼児：50 ～ 200㎎．乳児：20

～100㎎

……………………………………………

（フェニトイン）Phenytoin

アレビアチン注250㎎ お
Aleviatin 250㎎5mL1管  〔大日本住友〕

【効】①てんかん様痙攣発作が長時間引

き続いて起こる場合（てんかん発作重

積症）．②経口投与が不可能で，か

つ，痙攣発作の出現が濃厚に疑われる

場合（特に意識障害，術中，術後）．

③急速にてんかん様痙攣発作の抑制が

必要な場合

【用】（注）125 ～ 250 ㎎（本 剤 2.5 ～

5mL）を，1分間1mLを超えない速度で

徐々に静注．以上の用量で発作が抑制

できないときには，30分後更に100～

150㎎（2～3mL）を追加するか，他の

対策を考慮．小児：成人量を基準とし

て，体重により決定．痙攣が消失し，

意識が回復すれば経口に切り替える

……………………………………………
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ゾルピデム酒石酸塩錠5㎎「明
治」あ か

Zolpidem tartrate 5㎎1錠 

 〔Meiji Seika〕

〔先発品〕マイスリー錠5㎎

ゾルピデム酒石酸塩錠10㎎
「明治」（院外）あ か

Zolpidem tartrate 10㎎1錠

〔先発品〕マイスリー錠10㎎

【効】不眠症（統合失調症及び躁うつ病

に伴う不眠症は除く）

【用】（内）1回5～10㎎を就寝直前．高

齢者：1回5㎎から投与を開始．年齢，

症状，疾患により適宜増減．1日10㎎

まで

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（タンドスピロンクエン酸塩）

Tandospirone citrate

セディール錠10㎎ お
Sediel 10㎎1錠  〔大日本住友〕

【効】①心身症（自律神経失調症，本態

性高血圧症，消化性潰瘍）における身

体症候ならびに抑うつ，不安，焦躁，

睡眠障害．②神経症における抑うつ，

恐怖

【用】（内）1 日 30 ㎎ を 3 回 に 分 割． 年

齢・症状により適宜増減．1日60㎎ま

で

……………………………………………

（デクスメデトミジン塩酸塩）Dexme-

detomidine hydrochloride

デクスメデトミジン静注液
200μg/50mLシリンジ「ニプロ」
あ お

Dexmedetomidine 200μg50mL1筒 

 〔ニプロ〕

〔先発品〕プレセデックス静注液200

μg/50mLシリンジ「ファイ

ザー」

プレセデックス静注液200

μg/50mLシリンジ「マルイ

シ」

【効】①集中治療における人工呼吸中及

び離脱後の鎮静．②局所麻酔下におけ

る非挿管での手術及び処置時の鎮静

【用】（注）①6μg/㎏/時で10分間持続

静注し（初期負荷投与），続いて患者

の状態に合わせて，至適鎮静レベルが

得られる様，維持量として0.2 ～ 0.7

μg/㎏/時の範囲で持続静注（維持投

与）．維持投与から開始することも

可．投与速度を適宜減速．②6μg/㎏/

時で10分間持続静注し（初期負荷投

与），続いて患者の状態に合わせて，

至適鎮静レベルが得られる様，維持量

として0.2～0.7μg/㎏/時の範囲で持続

静注（維持投与）．投与速度を適宜減

速

……………………………………………

（デクスメデトミジン塩酸塩）Dexme-

detomidine hydrochloride

プレセデックス静注液200μg
「ファイザー」（小児） お

Precedex 200μg2mL1瓶  〔ファイザー〕

【効】①集中治療における人工呼吸中及

び離脱後の鎮静．②局所麻酔下におけ

る非挿管での手術及び処置時の鎮静

【用】（注）①6μg/㎏/時で10分間持続

静注し（初期負荷投与），続いて患者

の状態に合わせて，至適鎮静レベルが

得られる様，維持量として0.2 ～ 0.7

μg/㎏/時の範囲で持続静注（維持投

与）．維持投与から開始することも

可．6歳以上の小児には，0.2μg/㎏/時

の投与速度で静脈内へ持続注入し，患

者の状態に合わせて，至適鎮静レベル

が得られる様，0.2～1.0μg/㎏/時の範

囲で持続注入．修正在胎（在胎週数＋

出生後週数）45週以上6歳未満の小児
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（エトスクシミド）Ethosuximide

ザロンチンシロップ5%（院外）
Zarontin 50㎎1mL  〔第一三共〕

【効】定 型 欠 神 発 作（小 発 作）， 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）〕

【用】（内）1日0.45 ～ 1.0gを2 ～ 3回に

分割．小児：1日0.15～0.6gを1～3回

に分割．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ガバペンチン）Gabapentin

ガバペン錠200㎎
Gabapen 200㎎1錠  〔富山製薬工業〕

ガバペン錠300㎎
Gabapen 300㎎1錠

ガバペン錠400㎎（院外）
Gabapen 400㎎1錠

【効】他の抗てんかん薬で十分な効果が

認められないてんかん患者の部分発作

（二次性全般化発作を含む）に対する

抗てんかん薬との併用療法

【用】（内）成人及び13歳以上の小児：

初日1日量600㎎，2日目1日量1200㎎を

それぞれ3回に分割．3日目以降は，維

持量として1日量1200㎎～ 1800㎎を3

回に分割．症状により適宜増減．1日

2400㎎まで．3 ～ 12歳の幼児及び小

児：初日1日量10㎎/㎏，2日目1日量

20㎎/㎏をそれぞれ3回に分割．3日目

以降は維持量として，3 ～ 4歳の幼児

には1日量40㎎/㎏，5～12歳の幼児及

び小児には1日量25～35㎎/㎏を3回に

分割．症状により適宜増減．1日50㎎

/㎏まで．いずれの時期における投与

量についても，成人及び13歳以上の小

児での投与量を超えない

……………………………………………

（カルバマゼピン）Carbamazepine

テグレトール細粒50%
Tegretol 500㎎1g  〔田辺三菱〕

テグレトール錠100㎎（院外）
Tegretol 100㎎1錠

テグレトール錠200㎎
Tegretol 200㎎1錠

【効】①精神運動発作，てんかん性格及

びてんかんに伴う精神障害，てんかん

の痙攣発作［強直間代発作（全般痙攣

発作，大発作）］．②躁病，躁うつ病の

躁状態，統合失調症の興奮状態．③三

叉神経痛

【用】（内）①最初1日量200～400㎎を1

～2回に分割し，至適効果が得られる

ま で（1 日 600 ㎎） 徐 々 に 増 量．1 日

1200㎎まで．小児：1日100～600㎎を

分割．②最初1日量200～400㎎を1～2

回に分割し，至適効果が得られるまで

（1日600㎎）徐々に増量．1日1200㎎ま

で．③最初1日量200～400㎎からはじ

め，1日600㎎までを分割するが，1日

800㎎まで．小児に対しては，年齢，

症状に応じて適宜減量

……………………………………………

（クロナゼパム）Clonazepam

ランドセン錠0.5㎎（院外） か
Landsen 0.5㎎1錠  〔大日本住友〕

リボトリール細粒0.1% か
Rivotril 1㎎1g  〔太陽ファルマ〕

リボトリール錠1㎎ か
Rivotril 1㎎1錠

【効】①小型（運動）発作［ミオクロ

ニー発作，失立（無動）発作，点頭て

ん か ん（幼 児 痙 縮 発 作，BNS痙 攣

等）］．②精神運動発作．③自律神経発

作

【用】（内）成人・小児：初回量1日0.5

～1㎎を1～3回に分割．徐々に増量．

維持量は1日2～6㎎を1～3回に分割．
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（ホスフェニトインナトリウム水和物）

Fosphenytoin sodium hydrate

ホストイン静注750㎎ お
Fostoin 750㎎10mL1瓶  〔エーザイ〕

【効】①てんかん重積状態．②脳外科手

術又は意識障害（頭部外傷等）時のて

んかん発作の発現抑制．③フェニトイ

ンを経口投与しているてんかん患者に

おける一時的な代替療法

【用】（注）成人又は2歳以上の小児に

は，次記の用法・用量にて投与．①初

回投与：ホスフェニトインナトリウム

として22.5㎎/㎏を静注．3㎎/㎏/分又

は150㎎/分のいずれか低い方を超え

ないこと．維持投与：5 ～ 7.5㎎/㎏/

日を1回又は分割にて静注．1㎎/㎏/

分又は75㎎/分のいずれか低い方を超

えないこと．②初回投与：15～18㎎/

㎏を静注．1㎎/㎏/分又は75㎎/分の

いずれか低い方を超えないこと．維持

投与：5～7.5㎎/㎏/日を1回又は分割

にて静注．1㎎/㎏/分又は75㎎/分の

いずれか低い方を超えないこと．③経

口フェニトインの1日投与量の1.5倍量

を，1日1回又は分割にて静注．1㎎/

㎏/分又は75㎎/分のいずれか低い方

を超えないこと

……………………………………………

1135．プリミドン系製剤
 

（プリミドン）Primidone

プリミドン細粒99.5%「日医
工」（院外）

Primidone 995㎎1g  〔日医工〕

【効】①てんかんの痙攣発作：強直間代

発作（全般痙攣発作，大発作），焦点

発作（ジャクソン型発作を含む）．②

精神運動発作．③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）］

【用】（内）治療初期3日間は1日250㎎を

就寝前．以後3日間ごとに250㎎ずつ増

量して，1日量1500㎎まで漸増し，2

～ 3回に分割．1日量2000㎎まで増量

できる．小児：治療初期3日間は1日

125㎎を就寝前．以後3～4日間ごとに

125㎎ずつ増量して，次の標準投与量

まで漸増し2 ～ 3回に分割；2歳まで

250 ～ 500㎎，3 ～ 5歳500 ～ 750㎎，6

～15歳750～1000㎎

……………………………………………

1137．スルホンアミド系製剤
 

（スルチアム）Sultiame

オスポロット錠50㎎（要時）
Ospolot 50㎎1錠  〔共和〕

【効】精神運動発作

【用】（内）1日200 ～ 600㎎を2 ～ 3回に

分割して食後．年齢，症状により適宜

増減

……………………………………………

1139．その他の抗てんかん剤
 

（エトスクシミド）Ethosuximide

エピレオプチマル散50%（院
外）

Epileo petit mal 500㎎1g  〔エーザイ〕

【効】定 型 欠 神 発 作（小 発 作）， 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）〕

【用】（内）1日450～1000㎎（本剤とし

て0.9～2g）を2～3回に分割．小児：

1 日 150 ～ 600 ㎎（本 剤 と し て 0.3 ～

1.2g）を1 ～ 3回に分割．年齢，症状

に応じて適宜増減

……………………………………………
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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

……………………………………………

（トピラマート）Topiramate

トピナ細粒10%（院外）
Topina 100㎎1g  〔協和キリン〕

トピナ錠50㎎
Topina 50㎎1錠

【効】他の抗てんかん薬で十分な効果が

認められないてんかん患者の部分発作

（二次性全般化発作を含む）に対する

抗てんかん薬との併用療法

【用】（内）1回量50㎎を1日1回又は1日2

回で開始．以後，1週間以上の間隔を

あけて漸増し，維持量として1日量200

～ 400㎎を2回に分割，症状により適

宜増減，1日600㎎まで．小児：2歳以

上の小児には1日量1㎎/㎏で開始し，

2週間以上の間隔をあけて1日量2㎎/

㎏に増量．以後，2週間以上の間隔を

あけて1日量として2㎎/㎏以下ずつ漸

増し，維持量として1日量6㎎/㎏を投

与．症状により適宜増減，1日最高投

与量は9㎎/㎏又は600㎎のいずれか少

ない投与量まで．いずれも1日2回に分

割

……………………………………………

（バルプロ酸ナトリウム）Sodium 

valproate

セレニカR顆粒40%
Selenica R 400㎎1g  〔興和〕

セレニカR錠400㎎（院外）
Selenica R 400㎎1錠

【効】①各種てんかん（小発作・焦点発

作・精神運動発作ならびに混合発作）

及びてんかんに伴う性格行動障害（不

機嫌・易怒性等）の治療．②躁病及び

躁うつ病の躁状態の治療．③片頭痛発

作の発症抑制

【用】（内） ① ② 400 ～ 1200 ㎎ を 1 日 1

回．年齢，症状に応じ適宜増減．③

400 ～ 800㎎を1日1回．年齢，症状に

応じ適宜増減，1日量として1000㎎ま

で

……………………………………………

（バルプロ酸ナトリウム）Sodium 

valproate

デパケン細粒40%
Depakene 400㎎1g  〔協和キリン〕

デパケン錠200㎎
Depakene 200㎎1錠

デパケンシロップ5%（院外）
Depakene 50㎎1mL

【効】①各種てんかん（小発作・焦点発

作・精神運動発作ならびに混合発作）

及びてんかんに伴う性格行動障害（不

機嫌・易怒性等）の治療．②躁病及び

躁うつ病の躁状態の治療．③片頭痛発

作の発症抑制

【用】（内）①②1日量400 ～ 1200㎎を1

日2 ～ 3回に分割．年齢・症状に応じ

適宜増減．③1日量400～800㎎を1日2

～3回に分割．年齢・症状に応じ適宜

増減，1日量として1000㎎まで

……………………………………………

（バルプロ酸ナトリウム）Sodium 

valproate

デパケンR錠100㎎
Depakene R 100㎎1錠  〔協和キリン〕

デパケンR錠200㎎
Depakene R 200㎎1錠

【効】①各種てんかん（小発作・焦点発

作・精神運動発作ならびに混合発作）

及びてんかんに伴う性格行動障害（不

機嫌・易怒性等）の治療．②躁病及び

躁うつ病の躁状態の治療．③片頭痛発

作の発症抑制
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乳・幼児：初回量1日0.025㎎/㎏を1～

3回に分割．徐々に増量．維持量は1日

0.1㎎/㎏を1 ～ 3回に分割．年齢，症

状に応じて適宜増減

【投与制限日数】90日

……………………………………………

（クロバザム）Clobazam

マイスタン細粒1% か
Mystan 10㎎1g  〔アルフレッサ〕

マイスタン錠10㎎ か
Mystan 10㎎1錠

【効】他の抗てんかん薬で十分な効果が

認められないてんかんの次記発作型に

おける抗てんかん薬との併用．①部分

発作：単純部分発作，複雑部分発作，

二次性全般化強直間代発作．②全般発

作：強直間代発作，強直発作，非定型

欠神発作，ミオクロニー発作，脱力発

作

【用】（内）1日10㎎から始め，徐々に増

量．維持量は1日10～30㎎を1～3回に

分割．症状により適宜増減（1日量は

40㎎まで）．小児：1日0.2㎎/㎏から始

め，症状に応じて徐々に増量．維持量

は 1 日 0.2 ～ 0.8 ㎎/㎏ を 1 ～ 3 回 に 分

割．症状により適宜増減（1日量は1.0

㎎/㎏まで）

【投与制限日数】90日

……………………………………………

（スチリペントール）Stiripentol

ディアコミットカプセル250㎎
（要時） お

Diacomit 250㎎1カプセル 

 〔Meiji Seika〕

ディアコミットドライシロッ
プ分包250㎎（要時） お

Diacomit 250㎎1包

【効】クロバザム及びバルプロ酸ナトリ

ウムで十分な効果が認められない

Dravet症候群患者における間代発作

又は強直間代発作に対するクロバザム

及びバルプロ酸ナトリウムとの併用療

法

【用】（内）1歳以上：1日50㎎/㎏を1日

2 ～ 3回に分割して食事中又は食直

後．1日20㎎/㎏から開始し，1週間以

上の間隔をあけ10㎎/㎏ずつ増量．体

重50㎏以上：1日1000㎎から開始し，1

週間以上の間隔をあけ500㎎ずつ増

量．1 日 最 大 投 与 量 は 50 ㎎/㎏ 又 は

2500㎎のいずれか低い方まで

……………………………………………

（ゾニサミド）Zonisamide

エクセグラン散20%（院外） お
Excegran 200㎎1g  〔大日本住友〕

エクセグラン錠100㎎（院外）
 お

Excegran 100㎎1錠

ゾニサミド散20%「アメル」
あ お

Zonisamide 200㎎1g  〔共和〕

〔先発品〕エクセグラン散20%

ゾニサミド錠100㎎「アメル」
あ お

Zonisamide 100㎎1錠

〔先発品〕エクセグラン錠100㎎

【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
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は1日1回8～12㎎．症状により1週間

以上の間隔をあけて2㎎以下ずつ適宜

増減するが，1日最高12㎎まで．4歳以

上12歳未満の小児：1日1回2㎎の就寝

前経口投与より開始，その後2週間以

上の間隔をあけて2㎎ずつ漸増．本剤

の代謝を促進する抗てんかん薬を併用

しない場合の維持用量は1日1回4～8

㎎，併用する場合の維持用量は1日1回

8～12㎎．症状により2週間以上の間

隔をあけて2㎎以下ずつ適宜増減する

が，1日最高12㎎まで．②［併用療法］

成人及び12歳以上の小児に1日1回2㎎

の就寝前経口投与より開始，その後1

週間以上の間隔をあけて2㎎ずつ漸

増．本剤の代謝を促進する抗てんかん

薬を併用しない場合の維持用量は1日1

回8㎎，併用する場合の維持用量は1日

1回8～12㎎．症状により1週間以上の

間隔をあけて2㎎以下ずつ適宜増減す

るが，1日最高12㎎まで

……………………………………………

（ミダゾラム）Midazolam

ブコラム口腔用液2.5㎎ か
Buccolam 2.5㎎0.5mL1筒  〔武田〕

ブコラム口腔用液5㎎ か
Buccolam 5㎎1mL1筒

【効】てんかん重積状態

【用】（外）修正在胎52週（在胎週数＋

出生後週数）以上1歳未満：1回2.5

㎎，1歳以上5歳未満：1回5㎎，5歳以

上10歳未満：1回7.5㎎，10歳以上18歳

未満：1回10㎎を頬粘膜投与

……………………………………………

（ミダゾラム）Midazolam

ミダフレッサ静注0.1% か
Midafresa 10㎎10mL1瓶 

 〔アルフレッサ〕

【効】てんかん重積状態

【用】（注）静脈内投与：修正在胎45週

以上（在胎週数＋出生後週数）の小児

に は，0.15 ㎎/㎏． 投 与 速 度 は 1 ㎎/

分．必要に応じて1回につき0.1～0.3

㎎/㎏の範囲で追加投与するが，初回

投与と追加投与の総量として0.6㎎/㎏

まで．持続静脈内投与：修正在胎45週

以上（在胎週数＋出生後週数）の小児

には，0.1㎎/㎏/時より持続静脈内投

与を開始し，必要に応じて0.05～0.1

㎎/㎏/時ずつ増量．最大投与量は0.4

㎎/㎏/時まで

……………………………………………

（ラコサミド）Lacosamide

ビムパット錠50㎎ お
Vimpat 50㎎1錠  〔第一三共〕

ビムパット錠100㎎ お
Vimpat 100㎎1錠

【効】てんかん患者の部分発作（二次性

全般化発作を含む）

【用】（内）成人：1日100㎎より投与を

開始し，その後1週間以上の間隔をあ

けて増量し，維持用量を1日200㎎とす

るが，1日2回に分割．1日400㎎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100㎎

以下ずつ．小児：4歳以上の小児には1

日2㎎/㎏より投与を開始，その後1週

間以上の間隔をあけて1日用量として2

㎎/㎏ずつ増量し，維持用量を体重30

㎏未満の小児には1日6㎎/㎏，体重30

㎏以上50㎏未満の小児には1日4㎎/㎏

とする．1日2回に分けて経口投与．症

状により体重30㎏未満の小児には1日

12㎎/㎏，体重30㎏以上50㎏未満の小

児には1日8㎎/㎏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2㎎/㎏以下ずつ．

体重50㎏以上の小児では，成人と同じ

用法・用量

……………………………………………
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【用】（内）①②1日量400 ～ 1200㎎を1

日1 ～ 2回に分割．年齢・症状に応じ

適宜増減．③1日量400～800㎎を1日1

～2回に分割．年齢・症状に応じ適宜

増減，1日量として1000㎎まで

……………………………………………

（バルプロ酸ナトリウム）Sodium 

valproate

バルプロ酸ナトリウムシロッ
プ5%「DSP」あ 

Sodium valproate SR 50㎎1mL 

 〔大日本住友〕

〔先発品〕デパケンシロップ5%

【効】①各種てんかん（小発作・焦点発

作・精神運動発作ならびに混合発作）

及びてんかんに伴う性格行動障害（不

機嫌・易怒性等）の治療．②躁病及び

躁うつ病の躁状態の治療．③片頭痛発

作の発症抑制

【用】（内）①②1日量400～1200㎎（本

剤として8～24mL）を1日2～3回に分

割．年齢・症状に応じ適宜増減．③1

日 量 400 ～ 800 ㎎（本 剤 と し て 8 ～

16mL）を1日2～3回に分割，年齢・症

状に応じ適宜増減，1日量として1000

㎎（本剤として20mL）まで

……………………………………………

（ビガバトリン）Vigabatrin

サブリル散分包500㎎（要時）
 お

Sabril 500㎎1包  〔アルフレッサ〕

【効】点頭てんかん

【用】（内）生後4週以上の患者には，1

日50㎎/㎏から投与開始．患者の症状

に応じて，3日以上の間隔をあけて1日

投与量として50㎎/㎏を超えない範囲

で漸増．1日最大投与量は150㎎/㎏又

は3gのいずれか低い方まで．いずれ

も1日2回に分け，用時溶解して投与

……………………………………………

（フェノバルビタールナトリウム）

Phenobarbital

ノーベルバール静注用
250㎎ おか

Nobelbar 250㎎1瓶  〔ノーベル〕

【効】①新生児痙攣．②てんかん重積状

態

【用】（注）①初回投与：20㎎/㎏を静

注．けいれんがコントロールできない

場合，初回投与量を超えない範囲で追

加投与．維持投与：2.5 ～ 5㎎/㎏を1

日1回静注．②15～20㎎/㎏を1日1回

静注

……………………………………………

（ペランパネル水和物）Perampanel 

hydrate

フィコンパ細粒1%（院外）
Fycompa 10㎎1g  〔エーザイ〕

フィコンパ錠2㎎
Fycompa 2㎎1錠

フィコンパ錠4㎎
Fycompa 4㎎1錠

【効】①てんかん患者の部分発作（二次

性全般化発作を含む）．②他の抗てん

かん薬で十分な効果が認められないて

んかん患者の強直間代発作に対する抗

てんかん薬との併用療法

【用】（内）①［単剤療法］成人及び4歳

以上の小児には1日1回2㎎の就寝前経

口投与より開始，その後2週間以上の

間隔をあけて2㎎ずつ漸増．維持用量

は1日1回4～8㎎．症状により2週間以

上の間隔をあけて2㎎以下ずつ適宜増

減するが，1日最高8㎎まで．［併用療

法］成人及び12歳以上の小児：1日1回

2㎎の就寝前経口投与より開始，その

後1週間以上の間隔をあけて2㎎ずつ漸

増．本剤の代謝を促進する抗てんかん

薬を併用しない場合の維持用量は1日1

回4～8㎎，併用する場合の維持用量
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ラミクタール錠100㎎ お
Lamictal 100㎎1錠

【効】①てんかん患者の次記発作に対す

る単剤療法：部分発作（二次性全般化

発作を含む），強直間代発作，定型欠

神発作．②他の抗てんかん薬で十分な

効果が認められないてんかん患者の次

記発作に対する抗てんかん薬との併用

療法：部分発作（二次性全般化発作を

含 む）， 強 直 間 代 発 作，Lennox-

Gastaut症候群における全般発作．③

双極性障害における気分エピソードの

再発・再燃抑制

【用】（内）〔成人（錠25・100㎎）〕 

（1）てんかん患者に用いる場合 

（a）単剤療法の場合（部分発作（二

次性全般化発作を含む）及び強直間代

発作に用いる場合）：最初の2週間は1

日25㎎を1日1回経口投与し，次の2週

間は1日50㎎を1日1回経口投与し，5週

目は1日100㎎を1日1回又は2回に分

服．その後は，1～2週間ごとに1日量

として最大100㎎ずつ漸増．維持用量

は1日100 ～ 200㎎とし，1日1回又は2

回に分服．症状に応じて適宜増減する

が，増量は1週間以上の間隔をあけて1

日量として最大100㎎ずつ，1日用量は

最大400㎎までとし，いずれも1日1回

又は2回に分服 

（b）バルプロ酸ナトリウムを併用す

る場合：最初の2週間は1回25㎎を隔日

に経口投与し，次の2週間は1日25㎎を

1日1回経口投与．その後は，1 ～ 2週

間ごとに1日量として25～50㎎ずつ漸

増．維持用量は1日100～200㎎とし，

1日2回に分服 

（c）バルプロ酸ナトリウムを併用しな

い場合※1 

（ア）本剤のグルクロン酸抱合を誘導

する薬剤※2を併用する場合：最初の2

週間は1日50㎎を1日1回経口投与し，

次の2週間は1日100㎎を1日2回に分

服．その後は，1～2週間ごとに1日量

として最大100㎎ずつ漸増．維持用量

は1日200～400㎎とし，1日2回に分服 

（イ）（ア）以外の薬剤※3を併用する場

合：単剤療法の場合に従う 

（2）双極性障害における気分エピソー

ドの再発・再燃抑制に用いる場合 

（a）単剤療法の場合：最初の2週間は

1日25㎎を1日1回経口投与，次の2週間

は1日50㎎を1日1回又は2回に分服，5

週目は1日100㎎を1日1回又は2回に分

服．6週目以降は維持用量として1日

200㎎を1日1回又は2回に分服．症状に

応じて適宜増減するが，増量は1週間

以上の間隔をあけて1日量として最大

100㎎ずつ，1日用量は最大400㎎まで

とし，いずれも1日1回又は2回に分服 

（b）バルプロ酸ナトリウムを併用す

る場合：最初の2週間は1回25㎎を隔日

に経口投与，次の2週間は1日25㎎を1

日1回経口投与し，5週目は1日50㎎を1

日1回又は2回に分服．6週目以降は維

持用量として1日100㎎を1日1回又は2

回に分服．症状に応じて適宜増減する

が，増量は1週間以上の間隔をあけて1

日量として最大50㎎ずつ，1日用量は

最大200㎎までとし，いずれも1日1回

又は2回に分服 

（c）バルプロ酸ナトリウムを併用しな

い場合※1 

（ア）本剤のグルクロン酸抱合を誘導

する薬剤※2を併用する場合：最初の2

週間は1日50㎎を1日1回経口投与，次

の2週間は1日100㎎を1日2回に分服，5

週目は1日200㎎を1日2回に分服．6週

目は1日300㎎を1日2回に分服し，7週

目以降は維持用量として1日300～400

㎎を1日2回に分服．症状に応じて適宜
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（ラコサミド）Lacosamide

ビムパットドライシロップ
10%（院外） お

Vimpat 10%1g  〔第一三共〕

【効】てんかん患者の部分発作（二次性

全般化発作を含む）

【用】（内）成人：1日100㎎より投与を

開始し，その後1週間以上の間隔をあ

けて増量し，維持用量を1日200㎎とす

るが，1日2回に分けて用時懸濁して経

口投与．1日400㎎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100㎎以下ずつ．小

児：4歳以上の小児には1日2㎎/㎏よ

り投与を開始，その後1週間以上の間

隔をあけて1日用量として2㎎/㎏ずつ

増量し，維持用量を体重30㎏未満の小

児には1日6㎎/㎏，体重30㎏以上50㎏

未満の小児には1日4㎎/㎏とする．1

日2回に分けて用時懸濁して経口投

与．症状により体重30㎏未満の小児に

は1日12㎎/㎏，体重30㎏以上50㎏未

満の小児には1日8㎎/㎏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2㎎/㎏以下

ずつ．体重50㎏以上の小児では，成人

と同じ用法・用量

……………………………………………

（ラコサミド）Lacosamide

ビムパット点滴静注100㎎ お
Vimpat 100㎎10mL1瓶  〔第一三共〕

【効】一時的に経口投与ができない患者

における，次記の治療に対するラコサ

ミド経口製剤の代替療法：てんかん患

者の部分発作（二次性全般化発作を含

む）

【用】（注）《ラコサミドの経口投与から

本剤に切り替える場合》ラコサミド経

口投与と同じ1日用量及び投与回数に

て，1回量を30分から60分かけて点滴

静注 

《ラコサミドの経口投与に先立ち本剤

を投与する場合》成人：1日100㎎より

投与を開始し，その後1週間以上の間

隔をあけて増量し，維持用量を1日200

㎎とするが，いずれも1日2回に分け，

1回量を30分から60分かけて点滴静

注．小児：4歳以上の小児には1日2㎎

/㎏より投与を開始し，その後1週間

以上の間隔をあけて1日用量として2㎎

/㎏ずつ増量し，維持用量を体重30㎏

未満の小児には1日6㎎/㎏，体重30㎏

以上50㎏未満の小児には1日4㎎/㎏と

する．1日2回に分け，1回量を30分か

ら60分かけて点滴静注．体重50㎏以上

の小児では，成人と同じ用法・用量 

いずれの場合においても，症状により

適宜増減できるが，1日最高投与量及

び増量方法は次記のとおりとすること 

成人：1日最高投与量は400㎎を超えな

いこととし，増量は1週間以上の間隔

をあけて1日用量として100㎎以下ず

つ．小児：4歳以上の小児のうち体重

30㎏未満の小児では1日12㎎/㎏，体

重30㎏以上50㎏未満の小児では1日8㎎

/㎏を超えないこととし，増量は1週

間以上の間隔をあけて1日用量として2

㎎/㎏以下ずつ．体重50㎏以上の小児

では，成人と同じ1日最高投与量及び

増量方法

……………………………………………

（ラモトリギン）Lamotrigine

ラミクタール錠小児用2㎎（要
時） お

Lamictal 2㎎1錠 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

ラミクタール錠小児用5㎎ お
Lamictal 5㎎1錠

ラミクタール錠25㎎ お
Lamictal 25㎎1錠
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ベチラセタム，（薬物動態の項参照）

……………………………………………

（ルフィナミド）Rufinamide

イノベロン錠100㎎（院外）
Inovelon 100㎎1錠  〔エーザイ〕

イノベロン錠200㎎（要時）
Inovelon 200㎎1錠

【効】他の抗てんかん薬で十分な効果が

認められないLennox-Gastaut症候群

における強直発作及び脱力発作に対す

る抗てんかん薬との併用療法

【用】（内）〔4歳以上の小児〕体重15.0～

30.0㎏の場合：最初の2日間は1日200

㎎を1日2回に分割して食後．その後は

2日ごとに1日用量として200㎎以下ず

つ漸増．維持用量は1日1000㎎とし，1

日2回に分割して食後．1日1000㎎を超

えない範囲で適宜増減するが，増量は

2日以上の間隔をあけて1日用量として

200㎎以下ずつ行う．体重30.1㎏以上

の場合：成人の用法・用量に従う．

〔成人〕最初の2日間は1日400㎎を1日2

回に分割して食後．その後は2日ごと

に1日用量として400㎎以下ずつ漸増．

維持用量は体重30.1～50.0㎏には1日

1800㎎，体重50.1 ～ 70.0㎏は1日2400

㎎，体重70.1㎏以上は1日3200㎎と

し，1日2回に分割して食後．維持用量

を超えない範囲で適宜増減するが，増

量は2日以上の間隔をあけて1日用量と

して400㎎以下ずつ行う

……………………………………………

（レベチラセタム）Levetiracetam

イーケプラ錠250㎎
E Keppra 250㎎1錠  〔ユーシービー〕

イーケプラ錠500㎎
E Keppra 500㎎1錠

イーケプラドライシロップ50%
E Keppra 500㎎1g

【効】てんかん患者の部分発作（二次性

全般化発作を含む）．他の抗てんかん

薬で十分な効果が認められないてんか

ん患者の強直間代発作に対する抗てん

かん薬との併用療法

【用】（内）1日1000㎎を1日2回に分割．

1日3000㎎まで適宜増減．増量は2週間

以上の間隔をあけて1日用量として

1000㎎以下ずつ．小児：4歳以上の小

児：1日20㎎/㎏を1日2回に分割．1日

60㎎/㎏まで適宜増減．増量は2週間

以上の間隔をあけて1日用量として20

㎎/㎏以下ずつ行う．体重50㎏以上の

小児：成人と同じ用法・用量を用いる

……………………………………………

（レベチラセタム）Levetiracetam

イーケプラ点滴静注500㎎
E Keppra 500㎎5mL1瓶 

 〔ユーシービー〕

【効】一時的に経口投与ができない患者

における，次記の治療に対するレベチ

ラセタム経口製剤の代替療法：てんか

ん患者の部分発作（二次性全般化発作

を含む）．他の抗てんかん薬で十分な

効果が認められないてんかん患者の強

直間代発作に対する抗てんかん薬との

併用療法

【用】（注）レベチラセタムの経口投与

から本剤に切り替える場合：レベチラ

セタム経口投与と同じ1日用量及び投

与回数にて，1回量を15分かけて点滴

静脈内投与．レベチラセタムの経口投

与に先立ち本剤を投与する場合：成

人：1日1000㎎を1日2回に分け，1回量

を15分かけて点滴静脈内投与．小児：

4歳以上の小児には1日20㎎/㎏を1日2

回に分け，1回量を15分かけて点滴静

脈内投与．ただし，体重50㎏以上の小

児では，成人と同じ用法・用量を用い

る．症状により適宜増減できるが，1

日最高投与量及び増量方法は次記のと
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増減するが，増量は1週間以上の間隔

をあけて1日量として最大100㎎ずつ，

1日用量は最大400㎎までとし，いずれ

も1日2回に分服 

（イ）（ア）以外の薬剤※4を併用する場

合：単剤療法の場合に従う．※1：本

剤のグルクロン酸抱合に対する影響が

明らかでない薬剤による併用療法で

は，バルプロ酸ナトリウムを併用する

場合の用法・用量に従う．※2本剤の

グルクロン酸抱合を誘導する薬剤：

フェニトイン，カルバマゼピン，フェ

ノバルビタール，プリミドン，リファ

ンピシン，ロピナビル・リトナビル配

合剤，アタザナビル/リトナビル，エ

チニルエストラジオール・レボノルゲ

ストレル配合剤（相互作用及び「薬物

動態8．」の項参照）．※3本剤のグルク

ロン酸抱合に対し影響を及ぼさない薬

剤：アリピプラゾール，オランザピ

ン，ゾニサミド，ガバペンチン，シメ

チジン，トピラマート，プレガバリ

ン，リチウム，レベチラセタム，（薬

物動態の項参照）． 

〔小児（錠小児用2・5㎎，錠25・100

㎎）〕 

（1）最初の2週間は1日0.3㎎/㎏を1日1

回又は2回に分割して投与，次の2週間

は1日0.6㎎/㎏を1日1回又は2回に分割

して投与．その後は，1～2週間毎に1

日量として最大0.6㎎/㎏ずつ漸増す

る．維持用量は1日1～10㎎/㎏とし，

1日1回又は2回に分割して投与．増量

は1週間以上の間隔をあけて1日量とし

て最大0.6㎎/㎏ずつ，1日用量は最大

200㎎まで，いずれも1日1回又は2回に

分割して投与． 

（2）バルプロ酸ナトリウムを併用する

場合：最初の2週間は1日0.15㎎/㎏を1

日1回経口投与し，次の2週間は1日0.3

㎎/㎏を1日1回経口投与．その後は，

1 ～ 2週間ごとに1日量として最大0.3

㎎/㎏ずつ漸増．維持用量は，バルプ

ロ酸ナトリウムに加えて本剤のグルク

ロン酸抱合を誘導する薬剤※2を併用

する場合は1日1～5㎎/㎏とし，本剤

のグルクロン酸抱合を誘導する薬剤※

1を併用していない場合は1日1～3㎎/

㎏とし，1日2回に分服．なお，1日用

量は最大200㎎まで 

（3）バルプロ酸ナトリウムを併用しな

い場合※1 

（a）本剤のグルクロン酸抱合を誘導

する薬剤※2を併用する場合：最初の2

週間は1日0.6㎎/㎏を1日2回に分服

し，次の2週間は1日1.2㎎/㎏を1日2回

に分服．その後は，1～2週間ごとに1

日量として最大1.2㎎/㎏ずつ漸増．維

持用量は1日5～15㎎/㎏とし，1日2回

に分服．なお，1日用量は最大400㎎ま

で 

（b）（a）以外の薬剤※3を併用する場

合：バルプロ酸ナトリウムを併用する

場合に従う．※1：本剤のグルクロン

酸抱合に対する影響が明らかでない薬

剤による併用療法では，バルプロ酸ナ

トリウムを併用する場合の用法・用量

に従う．※2本剤のグルクロン酸抱合

を誘導する薬剤：フェニトイン，カル

バマゼピン，フェノバルビタール，プ

リミドン，リファンピシン，ロピナビ

ル・リトナビル配合剤，アタザナビル

/リトナビル，エチニルエストラジ

オール・レボノルゲストレル配合剤

（相互作用及び「薬物動態8．」の項参

照）．※3本剤のグルクロン酸抱合に対

し影響を及ぼさない薬剤：アリピプラ

ゾール，オランザピン，ゾニサミド，

ガバペンチン，シメチジン，トピラ

マート，プレガバリン，リチウム，レ
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小児：1回10～15㎎/㎏．投与間隔は4

～6時間以上とし，年齢，症状により

適宜増減，1日総量60㎎/㎏まで．成

人の用量を超えない．空腹時投与禁止

希望

……………………………………………

（アセトアミノフェン）Acetamino-

phen

アセリオ静注液1000㎎バッグ
 お

Acelio 1000㎎100mL1袋  〔テルモ〕

【効】経口製剤及び坐剤の投与が困難な

場合における疼痛及び発熱

【用】（注）次記のとおり本剤を15分か

けて静脈内投与 

〈成人における疼痛〉1回300～1000㎎

を15分かけて静脈内投与し，投与間隔

は4 ～ 6時間以上とする．年齢，症状

により適宜増減，1日総量として4000

㎎まで．体重50㎏未満の成人：1回15

㎎/㎏を上限として静脈内投与し，投

与間隔は4～6時間以上とする．1日総

量として60㎎/㎏まで． 

〈成人における発熱〉1回300 ～ 500㎎

を15分かけて静脈内投与し，投与間隔

は4 ～ 6時間以上とする．年齢，症状

により適宜増減，1日2回までとし，1

日最大1500㎎まで． 

〈2歳以上の幼児及び小児における疼痛

及び発熱〉1回10 ～ 15㎎/㎏を15分か

けて静脈内投与し，投与間隔は4～6

時間以上とする．年齢，症状により適

宜 増 減，1 日 総 量 と し て 60 ㎎/㎏ ま

で．成人の用量を超えない． 

〈乳児及び2歳未満の幼児における疼痛

及び発熱〉1回7.5㎎/㎏を15分かけて

静脈内投与し，投与間隔は4～6時間

以上とする．年齢，症状により適宜増

減，1日総量として30㎎/㎏まで

……………………………………………

（アセトアミノフェン）Acetamino-

phen

アルピニー坐剤100
Alpiny 100㎎1個  〔久光〕

アルピニー坐剤200
Alpiny 200㎎1個

【効】小児科領域における解熱・鎮痛

【用】（外）乳児・幼児・小児：1回10

～15㎎/㎏を直腸内に挿入．投与間隔

4～6時間以上，1日総量として60㎎/

㎏を限度．年齢，症状により適宜増

減．成人の用量を超えない

……………………………………………

（メフェナム酸）Mefenamic acid

ポンタールカプセル250㎎（院
外）

Pontal 250㎎1カプセル  〔第一三共〕

【効】①手術後及び外傷後の炎症及び腫

脹の緩解．②次記疾患の消炎，鎮痛，

解熱：変形性関節症，腰痛症，症候性

神経痛，頭痛（他剤が無効な場合），

副鼻腔炎，月経痛，分娩後疼痛，歯

痛．③次記疾患の解熱・鎮痛：急性上

気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気

道炎を含む）

【用】（内）①②1回500㎎，その後6時間

毎に1回250㎎．年齢，症状により適宜

増減．空腹時の投与禁止希望．③1回

500㎎を頓用．年齢，症状により適宜

増減．原則1日2回までとし，1日1500

㎎まで．空腹時の投与禁止希望

……………………………………………

（メフェナム酸）Mefenamic acid

ポンタールシロップ3.25%（院
外）

Pontal 32.5㎎1mL  〔第一三共〕

【効】次記疾患の解熱・鎮痛：急性上気

道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道

炎を含む）

【用】（内）小児：1回6.5㎎/㎏（本剤と
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おり．成人：1日最高投与量は3000㎎

を超えないこととし，増量は2週間以

上の間隔をあけて1日用量として1000

㎎以下ずつ．小児：4歳以上の小児で

は1日最高投与量は60㎎/㎏を超えな

いこととし，増量は2週間以上の間隔

をあけて1日用量として20㎎/㎏以下

ずつ．ただし，体重50㎏以上の小児で

は，成人と同じ投与量を用いる

……………………………………………

ヒダントールF配合錠（院外）
 おか

Hydantol F 1錠  〔藤永〕

12錠中：

フェニトイン 300㎎

フェノバルビタール 100㎎

安息香酸ナトリウムカフェイン

 200㎎

【効】①てんかんの痙攣発作：強直間代

発作（全般痙攣発作，大発作），焦点

発作（ジャクソン型発作を含む）．②

自律神経発作，精神運動発作

【用】（内）1日6～12錠を分割．年齢，

症状により適宜増減

【投与制限日数】90日

……………………………………………

114．解熱鎮痛消炎剤
1141．アニリン系製剤
 

（アセトアミノフェン）Acetamino-

phen

アセトアミノフェンDS40%
「三和」あ お

Acetaminophen 400㎎1g  〔三和化学〕

【効】①次記の疾患並びに症状の鎮痛：

頭痛，耳痛，症候性神経痛，腰痛症，

筋肉痛，打撲痛，捻挫痛，月経痛，分

娩後痛，がんによる疼痛，歯痛，歯科

治療後の疼痛，変形性関節症．②次記

疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急

性気管支炎を伴う急性上気道炎を含

む）．③小児科領域における解熱・鎮

痛

【用】（内）①1回300～1000㎎，投与間

隔は4 ～ 6時間以上とし，年齢，症状

により適宜増減，1日総量4000㎎ま

で．空腹時投与禁止希望．②1回300

～500㎎を頓用．年齢，症状により適

宜増減．1日2回まで，1日1500㎎ま

で．空腹時投与禁止希望．③乳児，幼

児及び小児：1回10 ～ 15㎎/㎏．投与

間隔は4 ～ 6時間以上とし，年齢，症

状により適宜増減，1日総量60㎎/㎏

まで．成人の用量を超えない．空腹時

投与禁止希望

……………………………………………

（アセトアミノフェン）Acetamino-

phen

アセトアミノフェン錠200㎎
「マルイシ」あ 

Acetaminophen 200㎎1錠  〔丸石〕

アセトアミノフェン錠500㎎
「マルイシ」あ お

Acetaminophen 500㎎1錠

【効】①次記の疾患並びに症状の鎮痛：

頭痛，耳痛，症候性神経痛，腰痛症，

筋肉痛，打撲痛，捻挫痛，月経痛，分

娩後痛，がんによる疼痛，歯痛，歯科

治療後の疼痛，変形性関節症．②次記

疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急

性気管支炎を伴う急性上気道炎を含

む）．③小児科領域における解熱・鎮

痛

【用】（内）①1回300～1000㎎，投与間

隔は4 ～ 6時間以上とし，年齢，症状

により適宜増減，1日総量4000㎎ま

で，空腹時投与禁止希望．②1回300

～500㎎を頓用．年齢，症状により適

宜増減，1日2回まで，1日1500㎎ま

で．空腹時投与禁止希望．③幼児及び
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でとし，1日100㎎まで．空腹時の投与

は避けさせることが望ましい

……………………………………………

（ジクロフェナクナトリウム）

Diclofenac sodium

ボルタレンSRカプセル
37.5㎎（院外） お

Voltaren SR 37.5㎎1カプセル 

 〔ノバルティス〕

ジクロフェナクナトリウムSR
カプセル37.5㎎「オーハラ」
あ お

Diclofenac sodium SR 37.5㎎1カプセ

ル  〔大原〕

〔先発品〕ナボールSRカプセル37.5

ボルタレンSRカプセル37.5

㎎

【効】次記の疾患ならびに症状の消炎・

鎮痛：関節リウマチ，変形性関節症，

腰痛症，肩関節周囲炎，頸肩腕症候群

【用】（内）1回37.5㎎を1日2回食後

……………………………………………

（ジクロフェナクナトリウム）

Diclofenac sodium

ボルタレンサポ12.5㎎（院外）
 お

Voltaren 12.5㎎1個  〔ノバルティス〕

ボルタレンサポ25㎎（院外） お
Voltaren 25㎎1個

ボルタレンサポ50㎎（院外） お
Voltaren 50㎎1個

ジクロフェナクナトリウム坐
剤25㎎「JG」あ お

Diclofenac sodium 25㎎1個 

 〔日本ジェネリック〕

〔先発品〕ボルタレンサポ25㎎

ジクロフェナクナトリウム坐
剤50㎎「JG」あ お

Diclofenac sodium 50㎎1個

〔先発品〕ボルタレンサポ50㎎

【効】①次記の疾患並びに症状の鎮痛・

消炎：関節リウマチ，変形性関節症，

腰痛症，後陣痛．②手術後の鎮痛・消

炎．③他の解熱剤では効果が期待でき

ないか，あるいは，他の解熱剤の投与

が不可能な場合の急性上気道炎（急性

気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）

の緊急解熱

【用】（外）1回25～50㎎を1日1～2回，

直腸内に挿入するが，年齢，症状に応

じ低用量投与が望ましい．低体温によ

るショックを起こすことがあるので，

高齢者に投与する場合には少量から開

始．小児：1回0.5～1.0㎎/㎏を1日1～

2回，直腸内に挿入．年齢，症状に応

じ低用量投与が望ましい．低体温によ

るショックを起こすことがあるので，

少量から開始．年齢別投与量の目安は

1回量として次記のとおり．1歳以上3

歳未満：6.25㎎．3歳以上6歳未満：

6.25㎎～ 12.5㎎．6歳以上9歳未満：

12.5㎎．9歳以上12歳未満：12.5㎎～

25㎎

……………………………………………

1148．塩基性消炎鎮痛剤
 

（チアラミド塩酸塩）Tiaramide 

hydrochloride

ソランタール錠100㎎
Solantal 100㎎1錠  〔LTL〕

【効】①各科領域の手術後並びに外傷後

の鎮痛・消炎．②次記疾患の鎮痛・消

炎：関節炎，腰痛症，頸肩腕症候群，

骨盤内炎症，軟産道損傷，乳房うっ

積，帯状疱疹，多形滲出性紅斑，膀胱

炎，副睾丸炎，前眼部炎症，智歯周囲

炎．③抜歯後の鎮痛・消炎．④次記疾

患の鎮痛：急性上気道炎

【用】（内）①②③1回100㎎を1日3回．

年齢，症状により適宜増減．④1回100
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して0.2mL/㎏）を頓用．年齢，症状に

より適宜増減．1日2回まで．空腹時の

投与禁止希望

……………………………………………

1143．サリチル酸系製剤
 

（アスピリン）Aspirin

アスピリン「ヨシダ」
Aspirin 原末  〔吉田〕

【効】①関節リウマチ，リウマチ熱，変

形性関節症，強直性脊椎炎，関節周囲

炎，結合織炎，術後疼痛，歯痛，症候

性神経痛，関節痛，腰痛症，筋肉痛，

捻挫痛，打撲痛，痛風による痛み，頭

痛，月経痛．②次の疾患の解熱・鎮

痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴

う急性上気道炎を含む）．③川崎病

（川崎病による心血管後遺症を含む）

【用】（内）①1回0.5 ～ 1.5g，1日1.0 ～

4.5g，1日4.5gまで．年齢，疾患，症

状により適宜増減．②1回0.5～1.5gを

頓用，年齢，症状により適宜増減，1

日2回まで，1日4.5gまで．空腹時の投

与は避けさせることが望ましい．③急

性期有熱期間：1日30～50㎎/㎏を3回

に分割．解熱後の回復期から慢性期：

1日3～5㎎/㎏を1回．症状に応じて適

宜増減

……………………………………………

1145．インドメタシン製剤
 

（インドメタシン）Indometacin

インテバン坐剤50（院外） お
Inteban 50㎎1個  〔帝國製薬〕

【効】①次記の疾患の消炎，鎮痛：関節

リウマチ，変形性関節症．②手術後の

炎症及び腫脹の緩解

【用】（外）1回25～50㎎を1日1～2回直

腸内に．年齢，症状により適宜増減．

低体温によるショックを起こすことが

あるので，高齢者に投与する場合に

は，少量から投与を開始

……………………………………………

（インドメタシンファルネシル）

Indometacin farnesil

インフリーカプセル100㎎ お
Infree 100㎎1カプセル  〔エーザイ〕

インフリー Sカプセル
200㎎（院外） お

Infree S 200㎎1カプセル

【効】次の疾患並びに症状の消炎・鎮

痛：関節リウマチ，変形性関節症，腰

痛症，肩関節周囲炎，頸肩腕症候群

【用】（内）1回200㎎を朝夕1日2回食

後．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

1147．フェニル酢酸系製剤
 

（ジクロフェナクナトリウム）

Diclofenac sodium

ボルタレン錠25㎎（院外） お
Voltaren 25㎎1錠  〔ノバルティス〕

ジクロフェナクNa錠25㎎
「YD」あ お

Diclofenac sodium 25㎎1錠  〔陽進堂〕

〔先発品〕ボルタレン錠25㎎

【効】①次記の疾患並びに症状の鎮痛・

消炎：関節リウマチ，変形性関節症，

変形性脊椎症，腰痛症，腱鞘炎，頸肩

腕症候群，神経痛，後陣痛，骨盤内炎

症，月経困難症，膀胱炎，前眼部炎

症，歯痛．②手術並びに抜歯後の鎮

痛・消炎．③次記疾患の解熱・鎮痛：

急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急

性上気道炎を含む）

【用】（内）①②1日量75 ～ 100㎎とし3

回に分割．頓用する場合には25 ～ 50

㎎．空腹時の投与は避けさせることが

望ましい．③1回量25～50㎎を頓用．

年齢，症状により適宜増減．1日2回ま

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分26



－29－

11

11．中枢神経系用薬

セレコキシブ錠100㎎「ファイ
ザー」あ お

Celecoxib 100㎎1錠  〔ファイザー〕

〔先発品〕セレコックス錠100㎎

【効】次記疾患並びに症状の消炎・鎮

痛：①関節リウマチ，②変形性関節

症，腰痛症，肩関節周囲炎，頸肩腕症

候群，腱・腱鞘炎，③手術後，外傷後

並びに抜歯後

【用】（内） ① 1 回 100 ～ 200 ㎎ を 1 日 2

回，朝・夕食後．②1回100㎎を1日2

回，朝・夕食後．③初回のみ400㎎，2

回目以降は1回200㎎として1日2回．投

与間隔は6時間以上あけること．頓用

の場合は，初回のみ400㎎，以降は200

㎎を6時間以上あける．1日2回まで

……………………………………………

（トラマドール塩酸塩）Tramadol 

hydrochloride

トラマール注100 お
Tramal 100㎎2mL1管  〔日本新薬〕

【効】次記疾患ならびに状態における鎮

痛：各種癌，術後

【用】（注）1回100 ～ 150㎎を筋注，そ

の後必要に応じて4～5時間毎に反復

注射．症状により適宜増減

……………………………………………

（トラマドール塩酸塩）Tramadol 

hydrochloride

トラマールOD錠25㎎ お
Tramal OD 25㎎1錠  〔日本新薬〕

【効】非オピオイド鎮痛剤で治療困難な

次記疾患における鎮痛：疼痛を伴う各

種癌，慢性疼痛

【用】（内）1日100 ～ 300㎎を4回に分

割．症状に応じて適宜増減．1回100

㎎，1日400㎎まで

……………………………………………

（トラマドール塩酸塩）Tramadol 

hydrochloride

ワントラム錠100㎎ お
Onetram 100㎎1錠  〔ファイザー〕

【効】非オピオイド鎮痛剤で治療困難な

次記疾患における鎮痛：疼痛を伴う各

種癌，慢性疼痛

【用】（内）1日1回100～300㎎を経口投

与．症状に応じて適宜増減．1日400㎎

まで

……………………………………………

（ナブメトン）Nabumetone

レリフェン錠400㎎（院外）
Relifen 400㎎1錠  〔三和化学〕

【効】次記疾患並びに症状の消炎・鎮

痛：関節リウマチ，変形性関節症，腰

痛症，頸肩腕症候群，肩関節周囲炎

【用】（内）800㎎を1日1回食後．年齢・

症状により適宜増減

……………………………………………

（ナプロキセン）Naproxen

ナイキサン錠100㎎ お
Naixan 100㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】①次記疾患の消炎，鎮痛，解熱：

関節リウマチ，変形性関節症，痛風発

作，強直性脊椎炎，腰痛症，肩関節周

囲炎，頸肩腕症候群，腱炎・腱鞘炎，

月経困難症，帯状疱疹．②外傷後並び

に手術後の消炎，鎮痛．③歯科・口腔

外科領域における抜歯後並びに小手術

後の消炎，鎮痛

【用】（内）1日量300 ～ 600㎎を2 ～ 3回

に分割，なるべく空腹時をさけて．痛

風発作には初回400 ～ 600㎎．頓用す

る場合及び外傷後並びに術後初回には

300㎎．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ブコローム）Bucolome

パラミヂンカプセル300㎎ お
Paramidin 300㎎1カプセル  〔あすか〕
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㎎を頓用．年齢，症状により適宜増

減．1日2回までとし，1日300㎎まで

……………………………………………

1149．その他の解熱鎮痛消炎剤
 

（アクタリット）Actarit

モーバー錠100㎎（院外）
Mover 100㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】関節リウマチ

【用】（内）他の消炎鎮痛剤等ととも

に，1日300㎎を3回に分割

……………………………………………

（イブプロフェン）Ibuprofen

ブルフェン顆粒20%
Brufen 200㎎1g  〔科研〕

【効】①次記疾患並びに症状の消炎・鎮

痛：関節リウマチ，関節痛及び関節

炎，神経痛及び神経炎，背腰痛，頸腕

症候群，子宮付属器炎，月経困難症，

紅斑（結節性紅斑，多形滲出性紅斑，

遠心性環状紅斑）．②手術後並びに外

傷後の消炎・鎮痛．③次記疾患の解

熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支

炎を伴う急性上気道炎を含む）

【用】（内）①②1日量600㎎を3回に分

割．小児：5～7歳1日量200～300㎎，

8～10歳1日量300～400㎎，11～15歳

1 日 量 400 ～ 600 ㎎ を 3 回 に 分 割． 年

齢，症状により適宜増減．空腹時投与

禁止希望．③1回量200㎎を頓用．年

齢，症状により適宜増減．1日2回まで

とし，1日600㎎まで．空腹時投与禁止

希望

……………………………………………

（エトドラク）Etodolac

ハイペン錠200㎎（院外） お
Hypen 200㎎1錠  〔日本新薬〕

【効】①次の疾患並びに症状の消炎・鎮

痛：関節リウマチ，変形性関節症，腰

痛症，肩関節周囲炎，頸腕症候群，腱

鞘炎．②手術後並びに外傷後の消炎・

鎮痛

【用】（内）1日量400㎎を朝・夕食後の2

回に分割．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ザルトプロフェン）Zaltoprofen

ペオン錠80（院外） お
Peon 80㎎1錠  〔ゼリア〕

【効】①次記疾患並びに症状の消炎・鎮

痛：関節リウマチ，変形性関節症，腰

痛症，肩関節周囲炎，頸肩腕症候群．

②手術後，外傷後並びに抜歯後の消

炎・鎮痛

【用】（内）1回80㎎，1日3回．頓用の場

合は，1回80～160㎎

……………………………………………

（ジメトチアジンメシル酸塩）

Dimetotiazine mesilate

ミグリステン錠20（院外）
Migristene 20㎎1錠  〔共和〕

【効】片頭痛，緊張性頭痛

【用】（内）1日60㎎を3回に分割．重症

には1日120㎎まで．年齢，症状により

適宜増減

……………………………………………

（スリンダク）Sulindac

クリノリル錠100（院外）
Clinoril 100㎎1錠  〔杏林〕

【効】次の疾患並びに症状の消炎・鎮

痛：関節リウマチ，変形性関節症，腰

痛症，肩関節周囲炎，頸肩腕症候群，

腱・腱鞘炎

【用】（内）1日量300㎎を1日2回（朝夕）

に分割，食直後．疾患，症状により適

宜増減

……………………………………………

（セレコキシブ）Celecoxib

セレコックス錠100㎎（院外）
 お

Celecox 100㎎1錠  〔アステラス〕
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痛：術後，各種癌

【用】（注）1回50㎎をできるだけゆっく

り静注．必要に応じて反復投与．年

齢，症状により適宜増減．本剤の使用

は経口投与が不可能な場合又は効果が

不十分な場合とする

……………………………………………

（ペンタゾシン）Pentazocine

ソセゴン注射液15㎎ おか
Sosegon 15㎎1管  〔丸石〕

【効】①次記疾患並びに状態における鎮

痛：各種癌，術後，心筋梗塞，胃・

十二指腸潰瘍，腎・尿路結石，閉塞性

動脈炎，胃・尿管・膀胱検査器具使用

時．②麻酔前投薬及び麻酔補助

【用】（注）①1回15㎎を筋注又は皮下

注，その後，必要に応じて，3 ～ 4時

間毎に反復注射．症状により適宜増

減．②30 ～ 60㎎を筋注，皮下注，静

注．症状により適宜増減

……………………………………………

（メロキシカム）Meloxicam

モービック錠10㎎ お
Mobic 10㎎1錠  〔日本ベーリンガー〕

【効】次記疾患並びに症状の消炎・鎮

痛：関節リウマチ，変形性関節症，腰

痛症，肩関節周囲炎，頸肩腕症候群

【用】（内）10㎎を1日1回食後．年齢，

症状により適宜増減．1日15㎎まで

……………………………………………

（ロキソプロフェンナトリウム水和物）

Loxoprofen sodium hydrate

ロキソニン錠60㎎（院外）
Loxonin 60㎎1錠  〔第一三共〕

ロキソプロフェン錠60㎎
「EMEC」あ 

Loxoprofen 60㎎1錠  〔日医工〕

〔先発品〕ロキソニン錠60㎎

ロキソプロフェンナトリウム
内服液60㎎「日医工」あ 

Loxoprofen Sodium （無水物として）

60㎎10mL1包

【効】①次記疾患並びに症状の消炎・鎮

痛：関節リウマチ，変形性関節症，腰

痛症，肩関節周囲炎，頸肩腕症候群，

歯痛．②手術後，外傷後並びに抜歯後

の鎮痛・消炎．③次記疾患の解熱・鎮

痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴

う急性上気道炎を含む）

【用】（内）①②1回60㎎，1日3回．頓用

の場合は，1回60 ～ 120㎎．年齢，症

状により適宜増減．③1回60㎎を頓

用．年齢，症状により適宜増減．1日2

回までとし，1日180㎎まで．それぞれ

空腹時の投与禁止希望

……………………………………………

（ロルノキシカム）Lornoxicam

ロルカム錠4㎎ お
Lorcam 4㎎1錠  〔大正製薬〕

【効】①次記疾患並びに症状の消炎・鎮

痛：関節リウマチ，変形性関節症，腰

痛症，頸肩腕症候群，肩関節周囲炎．

②手術後，外傷後及び抜歯後の消炎・

鎮痛

【用】（内）①1回4㎎を1日3回食後．年

齢，症状により適宜増減．1日18㎎ま

で．②1回8㎎を頓用．1回量は8㎎ま

で，1日量は24㎎まで，投与期間は3日

まで．空腹時の投与は避けることが望

ましい

……………………………………………

（ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮

膚抽出液）An extract from inflam-

matory rabbit skin inoculated by 

vaccinia virus

ノイロトロピン錠4単位
Neurotropin 4単位1錠  〔日本臓器〕

1錠中：
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【効】①手術後及び外傷後の炎症及び腫

脹の緩解．②次記疾患の消炎，鎮痛，

解熱：関節リウマチ，変形性関節症，

膀胱炎，多形滲出性紅斑，急性副鼻腔

炎，急性中耳炎，子宮付属器炎．③痛

風の高尿酸血症の是正

【用】（内）1日600～1200㎎を2～4回に

分 割． リ ウ マ チ 疾 患 に は 1 日 900 ～

1200㎎，痛風の高尿酸血症の是正には

1日300～900㎎．年齢，症状により適

宜増減

……………………………………………

（ブプレノルフィン）Buprenorphine

ノルスパンテープ5㎎（院外）
 おか

Norspan 5㎎20.251枚  〔ムンディ〕

ノルスパンテープ10㎎（院外）
 おか

Norspan 10㎎30.61枚

【効】非オピオイド鎮痛剤で治療困難な

次記疾患に伴う慢性疼痛における鎮

痛：変形性関節症，腰痛症

【用】（外）前胸部，上背部，上腕外部

又は側胸部に貼付し，7日毎に貼り替

えて使用．初回貼付用量は5㎎．その

後の貼付用量は患者の症状に応じて適

宜増減，20㎎まで

【投与制限日数】14日

……………………………………………

（ブプレノルフィン塩酸塩）Bu-

prenorphine hydrochloride

レペタン注0.2㎎ おか
Lepetan 0.2㎎1mL1管  〔大塚〕

【効】①次記疾患並びに状態における鎮

痛：（1）術後，各種癌．（2）心筋梗塞

症．②麻酔補助

【用】（注）①（1）1回0.2㎎～0.3㎎（4

μg/㎏～ 6μg/㎏）を筋注．初回量は

0.2㎎とすることが望ましい．約6～8

時間ごとに反復注射．症状に応じて適

宜増減．（2）1回0.2㎎を徐々に静注．

症状に応じて適宜増減．②0.2㎎～0.4

㎎（4μg/㎏～ 8μg/㎏）を麻酔導入時

に徐々に静注．症状，手術時間，併用

薬などに応じて適宜増減

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（ブプレノルフィン塩酸塩）Bu-

prenorphine hydrochloride

レペタン坐剤0.2㎎ おか
Lepetan 0.2㎎1個  〔大塚〕

【効】次記疾患並びに状態における鎮

痛：①術後．②各種癌

【用】（外）①1回0.4㎎を直腸内に．必

要に応じて約8～12時間ごとに反復投

与．術直後の激しい疼痛には注射剤を

投与し，その後，必要に応じて坐剤を

投与．②1回0.2㎎又は0.4㎎を直腸内

に．その後，約8～12時間ごとに反復

投与．低用量より開始することが望ま

しい

【投与制限日数】14日

……………………………………………

（フルルビプロフェン）Flurbiprofen

フロベン錠40 お
Froben 40㎎1錠  〔科研〕

【効】①次の疾患並びに症状の鎮痛・消

炎：関節リウマチ，変形性関節症，腰

痛症，歯髄炎，歯根膜炎．②抜歯並び

に歯科領域における小手術後の鎮痛・

消炎

【用】（内）1回40㎎1日3回食後．年齢，

症状により適宜増減．頓用の場合には

1回40～80㎎

……………………………………………

（フルルビプロフェンアキセチル）

Flurbiprofen axetil

ロピオン静注50㎎ お
Ropion 50㎎5mL1管  〔科研〕

【効】次記疾患並びに状態における鎮
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時の投与禁止希望．②1回2錠．追加投

与の場合は，投与間隔を4時間以上空

ける．1回2錠，1日8錠まで．空腹時の

投与禁止希望

……………………………………………

ネオビタカイン注シリンジ
5mL お

Neo vitacain 5mL1筒  〔田辺三菱〕

1シリンジ5mL中：

ジブカイン塩酸塩 5㎎

サリチル酸ナトリウム 15㎎

臭化カルシウム 10㎎

【効】症候性神経痛，筋肉痛，腰痛症，

肩関節周囲炎

【用】（注）血管内を避けて局所に注

射．顔面頸骨各部：0.5～1.0mL，肩甲

部：1.0 ～ 2.0mL，胸・腰各部：1.0 ～

2.5mL，その他局所：0.5～1.0mL

……………………………………………

116．抗パーキンソン剤
1161．アマンタジン製剤
 

（アマンタジン塩酸塩）Amantadine 

hydrochloride

シンメトレル細粒10%（院外）
Symmetrel 100㎎1g  〔田辺三菱〕

シンメトレル錠50㎎
Symmetrel 50㎎1錠

【効】①パーキンソン症候群．②脳梗塞

後遺症に伴う意欲・自発性低下の改

善．③A型インフルエンザウイルス感

染症

【用】（内）①初期量1日100㎎を1～2回

に分割し，1週間後に維持量として1日

200㎎を2回に分割．症状，年齢に応じ

て適宜増減．1日300㎎3回分割まで．

②1日100～150㎎を2～3回に分割．症

状，年齢に応じて適宜増減．③1日100

㎎を1 ～ 2回に分割．症状，年齢に応

じて適宜増減．高齢者及び腎障害のあ

る患者では1日100㎎まで

……………………………………………

1162．ビペリデン製剤
 

（乳酸ビペリデン）Biperiden lactate

アキネトン注射液5㎎ お
Akineton 5㎎1mL1管  〔大日本住友〕

【効】①特発性パーキンソニズム．②そ

の他のパーキンソニズム（脳炎後，動

脈硬化性，中毒性）．③向精神薬投与

によるパーキンソニズム・ジスキネジ

ア（遅発性を除く）・アカシジア

【用】（注）5 ～ 10㎎を筋注．静注は特

殊な場合にのみ行い，5 ～ 10㎎を，5

㎎につき約3分かけて徐々に静注．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ビペリデン塩酸塩）Biperiden 

hydrochloride

アキネトン細粒1%（院外）
Akineton 10㎎1g  〔大日本住友〕

アキネトン錠1㎎（院外）
Akineton 1㎎1錠

ビペリデン塩酸塩錠1㎎「アメ
ル」あ 

Biperiden hydrochloride 1㎎1錠 

 〔共和〕

〔先発品〕アキネトン錠1㎎

【効】①特発性パーキンソニズム．②そ

の他のパーキンソニズム（脳炎後，動

脈硬化性，中毒性）．③向精神薬投与

によるパーキンソニズム・ジスキネジ

ア（遅発性を除く）・アカシジア

【用】（内）1回1㎎1日2回から開始，そ

の後漸増し1日3～6㎎を分割．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………
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ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮

膚抽出液 4.0ノイロトロピン単位含

有

【効】帯状疱疹後神経痛，腰痛症，頸肩

腕症候群，肩関節周囲炎，変形性関節

症

【用】（内）1日4錠を朝夕2回に分割．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮

膚抽出液）An extract from inflam-

matory rabbit skin inoculated by 

vaccinia virus

ノイロトロピン注射液3.6単位
 け

Neurotropin 3.6単位3mL1管 

 〔日本臓器〕

1管（3mL）中：

ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮

膚抽出液 3.6ノイロトロピン単位

【効】①腰痛症，頸肩腕症候群，症候性

神経痛，皮膚疾患（湿疹・皮膚炎，蕁

麻疹）に伴うそう痒，アレルギー性鼻

炎．②スモン（SMON）後遺症状の

冷感・異常知覚・痛み

【用】（注）①1日1回ノイロトロピン単

位として，3.6単位（1管）を静注，筋

注，皮下注．年齢，症状により適宜増

減．②1日1回ノイロトロピン単位とし

て，7.2単位（2管）を静注

……………………………………………

SG配合顆粒（院外）
SG 1g1包  〔塩野義〕

1g中：

イソプロピルアンチピリン 150㎎

アセトアミノフェン 250㎎

アリルイソプロピルアセチル尿素

 60㎎

無水カフェイン 50㎎

【効】感冒の解熱，耳痛，咽喉痛，月経

痛，頭痛，歯痛，症候性神経痛，外傷

痛

【用】（内）1回1g（分包品1包）を1日3

～4回．頓用の場合には，1～2g（分

包品1～2包），追加するときは少なく

とも4時間以上経過後．年齢，症状に

より適宜増減．1日4g（分包品4包）

まで

……………………………………………

クリアミン配合錠A1.0（院外）
 お

Cleamine A 1錠  〔日医工〕

1錠中：

エルゴタミン酒石酸塩 1㎎

無水カフェイン 50㎎

イソプロピルアンチピリン 300㎎

【効】血管性頭痛，片頭痛（家族性片麻

痺性・脳底型・眼筋麻痺性・網膜片頭

痛を除く），緊張性頭痛

【用】（内）1回1錠1日2 ～ 3回．頭痛発

作の前兆がある場合は1 ～ 2錠を頓

用．年齢・症状により適宜増減．1週

間に10錠まで

……………………………………………

トラムセット配合錠（院外） お
Tramcet 1錠  〔ヤンセン〕

トアラセット配合錠「武田テ
バ」あ お

Toaraset”TAKEDA TEVA” 1錠 

 〔武田テバ〕

〔先発品〕トラムセット配合錠

1錠中：

トラマドール塩酸塩 37.5㎎

アセトアミノフェン 325㎎

【効】非オピオイド鎮痛剤で治療困難な

次記疾患における鎮痛：①非がん性慢

性疼痛．②抜歯後の疼痛

【用】（内）①1回1錠，1日4回．投与間

隔は4時間以上空ける．症状に応じて

適宜増減，1回2錠，1日8錠まで．空腹
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ドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸

塩の投与前後及び食事の前後1時間以

上あけて

……………………………………………

（カベルゴリン）Cabergoline

カバサール錠0.25㎎ お
Cabaser 0.25㎎1錠  〔ファイザー〕

カバサール錠1.0㎎ お
Cabaser 1㎎1錠

【効】①パーキンソン病．②乳汁漏出

症，高プロラクチン血性排卵障害，高

プロラクチン血性下垂体腺腫（外科的

処置を必要としない場合に限る）．③

産褥性乳汁分泌抑制

【用】（内）①1日量0.25㎎から始め，2

週目には1日量を0.5㎎とし，以後経過

を観察しながら，1週間毎に1日量とし

て0.5㎎ずつ増量し，維持量定める．1

日3㎎まで．いずれの投与量の場合も1

日1回朝食後．②1週1回（同一曜日）

就寝前とし，1回量0.25㎎から始め，

以後臨床症状を観察しながら，少なく

とも2週間以上の間隔で1回量を0.25㎎

ずつ増量し，維持量（標準1回量0.25

～0.75㎎）を定める．年齢，症状によ

り適宜増減．1回量の上限は1.0㎎．③

1.0㎎を胎児娩出後に1回のみ食後

……………………………………………

（サフィナミドメシル酸塩）Safin-

amide mesilate

エクフィナ錠50㎎（院外） お
Equfina 50㎎1錠  〔エーザイ〕

【効】レボドパ含有製剤で治療中のパー

キンソン病におけるwearing off現象

の改善

【用】（内）レボドパ含有製剤と併用．

50㎎を1日1回．症状に応じて100㎎を1

日1回投与可

……………………………………………

（セレギリン塩酸塩）Selegiline 

hydrochloride

エフピーOD錠2.5 おき
FP OD 2.5㎎1錠  〔エフピー〕

【効】パーキンソン病（レボドパ含有製

剤を併用する場合：Yahr重症度ス

テージI ～ IV，レボドパ含有製剤を

併用しない場合：Yahr重症度ステー

ジI ～ III）

【用】（内）レボドパ含有製剤と併用．1

日1回2.5㎎を朝食後服用から始め，2

週ごとに1日量として2.5㎎ずつ増量

し，最適量を定めて，維持量とする

（標準維持量1日7.5㎎）．1日量は5.0㎎

以上の場合は朝食及び昼食後に分服．

7.5㎎の場合は朝食後5.0㎎及び昼食後

2.5㎎．年齢，症状に応じて適宜増

減．1日10㎎まで．レボドパ含有製剤

を併用しない場合：1日1回2.5㎎を朝

食後服用から始め，2週ごとに1日量と

して2.5㎎ずつ増量し1日10㎎とする．

1日量が5.0㎎以上の場合は朝食及び昼

食後に分服．7.5㎎の場合は朝食後5.0

㎎及び昼食後2.5㎎．年齢，症状に応

じて適宜増減．1日10㎎まで

……………………………………………

（ゾニサミド）Zonisamide

トレリーフOD錠25㎎ お
Trerief OD 25㎎1錠  〔大日本住友〕

【効】①パーキンソン病（レボドパ含有

製剤に他の抗パーキンソン病薬を使用

しても十分に効果が得られなかった場

合）．②レビー小体型認知症に伴う

パーキンソニズム（レボドパ含有製剤

を使用してもパーキンソニズムが残存

する場合）

【用】（内）レボドパ含有製剤と併用．

①1日1回25㎎．パーキンソン病におけ

る症状の日内変動（wearing-off現象）

の改善には，1日1回50㎎．②1日1回25
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1164．レボドパ製剤
 

（レボドパ）Levodopa

ドパストン静注25㎎
Dopaston 25㎎10mL1管  〔大原〕

【効】パーキンソン病，パーキンソン症

候群

【用】（注）1日量25～50㎎を1～2回に

分割し，そのままゆっくり静注又は生

理食塩液もしくはブドウ糖注射液など

に希釈して点滴静注．年齢・症状に応

じて適宜増減

……………………………………………

（レボドパ）Levodopa

ドパゾール錠200㎎（要時）
Dopasol 200㎎1錠  〔アルフレッサ〕

【効】パーキンソン氏病・パーキンソン

症候群に伴う次記の諸症状の治療及び

予防：寡動～無動，筋強剛，振戦，日

常生活動作障害，仮面様顔貌，歩行障

害，言語障害，姿勢異常，突進現象，

膏様顔，書字障害，精神症状，唾液分

泌過剰

【用】（内）初回量1日0.2～0.6gを1～3

回に分割して，食後．2～3日毎に1日

量0.2～0.4gを漸増し，2～4週間後に

維持量として1日2.0～3.6g．年齢，症

状に応じ適宜増減

……………………………………………

1169．その他の抗パーキンソン剤
 

（アポモルヒネ塩酸塩水和物）

Apomorphine hydrochloride 

hydrate

アポカイン皮下注30㎎（要時）
 お

Apokyn 30㎎3mL1筒  〔協和キリン〕

【効】パーキンソン病におけるオフ症状

の改善（レボドパ含有製剤の頻回投与

及び他の抗パーキンソン病薬の増量等

を行っても十分に効果が得られない場

合）

【用】（注）パーキンソン病におけるオ

フ症状の発現時に皮下注．1回1㎎から

始め，以後経過を観察しながら1回量

として1㎎ずつ増量し，維持量（1回量

1 ～ 6㎎）を定める．症状により適宜

増減．1回6㎎まで

……………………………………………

（イストラデフィリン）Istradefylline

ノウリアスト錠20㎎（要時）
Nouriast 20㎎1錠  〔協和キリン〕

【効】レボドパ含有製剤で治療中のパー

キンソン病におけるウェアリングオフ

現象の改善

【用】（内）レボドパ含有製剤と併用．

20㎎を1日1回．40㎎を1日1回まで

……………………………………………

（エンタカポン）Entacapone

コムタン錠100㎎
Comtan 100㎎1錠  〔ノバルティス〕

【効】レボドパ・カルビドパ又はレボド

パ・ベンセラジド塩酸塩との併用によ

るパーキンソン病における症状の日内

変動（wearing-off現象）の改善

【用】（内）単独では使用せず，必ずレ

ボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベ

ンセラジド塩酸塩と併用．1回100㎎．

症状により1回200㎎可．1日8回まで

……………………………………………

（オピカポン）Opicapone

オンジェンティス錠25㎎ お
Ongentys 25㎎1錠  〔小野〕

【効】レボドパ・カルビドパ又はレボド

パ・ベンセラジド塩酸塩との併用によ

るパーキンソン病における症状の日内

変動（wearing-off現象）の改善

【用】（内）レボドパ・カルビドパ又は

レボドパ・ベンセラジド塩酸塩と併

用．25㎎を1日1回，レボドパ・カルビ
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（プラミペキソール塩酸塩水和物）

Pramipexole hydrochloride hydrate

ビ・シフロール錠0.125㎎ お
BI sifrol 0.125㎎1錠 

 〔日本ベーリンガー〕

ビ・シフロール錠0.5㎎ お
BI sifrol 0.5㎎1錠

【効】①パーキンソン病．②中等度から

高度の特発性レストレスレッグス症候

群（下肢静止不能症候群）

【用】（内）①1日量0.25㎎からはじめ，

2週目に1日量を0.5㎎とし，以後経過

を観察しながら，1週間毎に1日量とし

て0.5㎎ずつ増量し，維持量（標準1日

量1.5～4.5㎎）を定める．1日量が1.5

㎎未満の場合は2回に分割して朝夕食

後に，1.5㎎以上の場合は3回に分割し

て毎食後．年齢，症状により適宜増

減，1日量は4.5㎎まで．②0.25㎎を1

日1回就寝2～3時間前に．1日0.125㎎

より開始し，1日0.75㎎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

……………………………………………

（プラミペキソール塩酸塩水和物）

Pramipexole hydrochloride hydrate

ミラペックスLA錠0.375㎎（院
外） お

Mirapex-LA 0.375㎎1錠 

 〔日本ベーリンガー〕

ミラペックスLA錠1.5㎎ お
Mirapex-LA 1.5㎎1錠

【効】パーキンソン病

【用】（内）1日量0.375㎎1日1回食後か

らはじめ，2週目に1日量を0.75㎎と

し，以後経過を観察しながら，1週間

毎に1日量として0.75㎎ずつ増量し，

維持量（標準1日量1.5～4.5㎎1日1回

食後）を定める．年齢，症状により適

宜増減，1日量は4.5㎎まで

……………………………………………

（ブロモクリプチンメシル酸塩）

Bromocriptine mesilate

パーロデル錠2.5㎎（要時） お
Parlodel 2.5㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】①産褥性乳汁分泌抑制，乳汁漏出

症，高プロラクチン血性排卵障害，高

プロラクチン血性下垂体腺腫（外科的

処置を必要としない場合に限る）．②

末端肥大症，下垂体性巨人症．③パー

キンソン症候群

【用】（内）①1日2.5㎎～7.5㎎を2～3回

に分けて食直後．年齢，症状に応じ適

宜増減．②1日1回2.5㎎を夕食直後

に，効果をみながら1日5.0～7.5㎎ま

で漸増し，2 ～ 3回に分けて食直後．

年齢，症状に応じ適宜増減．③1日1回

1.25㎎又は2.5㎎を朝食直後に経口投

与から始め，1又は2週毎に1日量とし

て2.5㎎ずつ増量し，維持量（標準1日

15.0～22.5㎎）を定める．1日量は5.0

㎎の場合は朝食及び夕食直後に，7.5

㎎以上の場合は毎食直後に分割．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ペルゴリドメシル酸塩）Pergolide 

mesilate

ペルマックス錠50μg（要時） お
Permax 50μg1錠  〔協和キリン〕

ペルマックス錠250μg（院外）
 お

Permax 250μg1錠

【効】パーキンソン病（非麦角製剤の治

療効果が不十分又は忍容性に問題があ

ると考えられる患者のみ）

【用】（内）通常L-dopa製剤と併用．1

日1回50μgを夕食直後2日間．以後2～

3日ごと1日50μgずつ増量し，第1週末

には1日150μg．第2週目は1日300μgよ

り開始し，2 ～ 3日ごと1日150μgずつ
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㎎

……………………………………………

（ゾニサミド）Zonisamide

トレリーフOD錠50㎎（院外）
 お

Trerief 50㎎1錠  〔大日本住友〕

【効】パーキンソン病（レボドパ含有製

剤に他の抗パーキンソン病薬を使用し

ても十分に効果が得られなかった場

合）

【用】（内）レボドパ含有製剤と併用．

①1日1回25㎎．パーキンソン病におけ

る症状の日内変動（wearing-off現象）

の改善には，1日1回50㎎．②1日1回25

㎎

……………………………………………

（タリペキソール塩酸塩）Talipexole 

hydrochloride

ドミン錠0.4（要時） お
Domin 0.4㎎1錠  〔日本ベーリンガー〕

【効】パーキンソン病

【用】（内）1日1回0.2㎎又は0.4㎎を夕

食後から始め，経過を観察しながら1

週間毎に1日量として0.4㎎ずつ漸増

し，維持量（標準1日1.2㎎～ 3.6㎎）

を定める．1日量が0.8㎎の場合は2回

に分けて朝食後及び夕食後に，1.2㎎

以上の場合は3回に分けて毎食後．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（トリヘキシフェニジル塩酸塩）

Trihexyphenidyl hydrochloride

アーテン錠（2㎎）（院外）
Artane 2㎎1錠  〔ファイザー〕

トリヘキシフェニジル塩酸塩
錠2㎎「タイヨー」

Trihexyphenidyl hydrochloride 2㎎1

錠  〔武田テバ〕

【効】①向精神薬投与によるパーキンソ

ニズム・ジスキネジア（遅発性を除

く）・アカシジア．②特発性パーキン

ソニズム及びその他のパーキンソニズ

ム（脳炎後，動脈硬化性）

【用】（内）①1日量2～10㎎を3～4回に

分割．②第1日目1㎎，第2日目2㎎，以

後1日につき2㎎ずつ増量し，1日量6

～ 10㎎を維持量として3 ～ 4回に分

割．いずれの場合にも，年齢，症状に

より適宜増減

……………………………………………

（ドロキシドパ）Droxidopa

ドプスOD錠100㎎
Dops OD 100㎎1錠  〔大日本住友〕

ドプスOD錠200㎎（院外）
Dops OD 200㎎1錠

【効】①パーキンソン病（Yahr重症度

ステージIII）におけるすくみ足，立

ちくらみの改善．②次記疾患における

起立性低血圧，失神，立ちくらみの改

善：シャイドレーガー症候群，家族性

アミロイドポリニューロパチー．③起

立性低血圧を伴う血液透析患者におけ

る次記症状の改善：めまい・ふらつ

き・立ちくらみ，倦怠感，脱力感

【用】（内）①1日量100㎎，1日1回より

始め，隔日に100㎎ずつ増量，最適量

を定め維持量とする（標準維持量は1

日600㎎，1日3回分割）．年齢，症状に

より適宜増減，1日900㎎まで．②1日

量200～300㎎を2～3回に分割より始

め，数日から1週間毎に1日量100㎎ず

つ増量，最適量を定め維持量とする

（標準維持量は1日300 ～ 600㎎，1日3

回分割）．年齢，症状により適宜増

減，1日900㎎まで．③1回量200～400

㎎を透析開始30分から1時間前．年

齢，症状により適宜減量，1回量は400

㎎まで

……………………………………………
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増量．いずれの投与量の場合も1日1

回，胸部，腹部，側腹部，大腿部又は

上腕部のいずれかの皮膚に貼付し，24

時間毎に貼り替える．年齢，症状によ

り適宜増減，1日量64㎎まで

……………………………………………

（ロピニロール塩酸塩）Ropinirole 

hydochloride

レキップCR錠2㎎（要時） お
ReQuip CR 2㎎1錠 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

レキップCR錠8㎎（要時） お
ReQuip CR 8㎎1錠

【効】パーキンソン病

【用】（内）1日1回2㎎から始め，2週目

に4㎎/日とする．以後経過観察しな

がら，必要に応じ，2㎎/日ずつ1週間

以上の間隔で増量．いずれの投与量の

場合も1日1回．年齢，症状により適宜

増減，1日量16㎎まで

……………………………………………

スタレボ配合錠L50（院外）
Stalevo 1錠  〔ノバルティス〕

1錠中：

レボドパ 50㎎

カルビドパ水和物 5.4㎎

（カルビドパとして5㎎）

エンタカポン 100㎎

スタレボ配合錠L100（院外）
Stalevo 1錠

1錠中：

レボドパ 100㎎

カルビドパ水和物 10.8㎎

（カルビドパとして10㎎）

エンタカポン 100㎎

【効】パーキンソン病〔レボドパ・カル

ビドパ投与において症状の日内変動

（wearing-off現象）が認められる場

合〕

【用】（内）レボドパ・カルビドパ・エ

ンタカポンとして1回50㎎/5㎎/100㎎

～200㎎/20㎎/200㎎の間で1回1又は2

錠．1日総レボドパ量として1,500㎎，

総カルビドパ量として150㎎，総エン

タカポン量として1,600㎎まで．投与

回数は1日8回まで

……………………………………………

デュオドーパ配合経腸用液
（要時）

Duodopa 100mL1カセット  〔アッヴィ〕

1カセット100mL中：

レボドパ 2000㎎

カルビドパ水和物 500㎎

（カルビドパとして463㎎）

【効】レボドパ含有製剤を含む既存の薬

物療法で十分な効果が得られないパー

キンソン病の症状の日内変動（wear-

ing-off現象）の改善

【用】（内）本剤投与前の経口レボドパ

量に応じて初回投与量を決定し，朝の

投与及び持続投与に分けて胃瘻を通じ

て空腸に直接投与．その後，以下の用

量範囲で投与量を調整．必要に応じて

持続投与中に追加投与可．朝の投与と

して5～10mL（レボドパ/カルビドパ

水和物として100/25 ～ 200/50㎎）を

10 ～ 30 分 か け て 投 与 し た 後，2 ～

6mL/時間（レボドパ/カルビドパ水和

物として40/10 ～ 120/30㎎/時間）で

持続投与．1日16時間まで．1回あたり

の追加投与は0.5～2.0mL（レボドパ/

カ ル ビ ド パ 水 和 物 と し て 10/2.5 ～

40/10㎎）．症状により適宜増減する

が，朝の投与は15mL（レボドパ/カル

ビドパ水和物として300/75㎎），持続

投与は10mL/時間（レボドパ/カルビ

ドパ水和物として200/50㎎/時間）ま

で．1日総投与量は100mL（レボドパ/

カルビドパ水和物として2000/500㎎）

まで
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増量．第2週末には1日600μg．1日100

μgの場合は朝食及び夕食直後に，1日

150μg以上の場合は毎食直後に分割．

第3週目は1日750μgより開始し，以後

有効性及び安全性を考慮しつつ増量

し， 維 持 量（標 準 1 日 750 ～ 1250μg）

を定める．前記に定める投与量増量速

度は随伴症状，年齢等により適宜増減

……………………………………………

（ラサギリンメシル酸塩）Rasagiline 

mesilate

アジレクト錠0.5㎎（院外） お
Azilect 0.5㎎1錠  〔武田〕

アジレクト錠1㎎（院外） お
Azilect 1㎎1錠

【効】パーキンソン病

【用】（内）1㎎を1日1回

……………………………………………

（ロチゴチン）Rotigotine

ニュープロパッチ2.25㎎（院
外） お

Neupro 2.25㎎51枚  〔大塚〕

ニュープロパッチ4.5㎎ お
Neupro 4.5㎎101枚

【効】①パーキンソン病．②中等度から

高度の特発性レストレスレッグス症候

群（下肢静止不能症候群）

【用】（外）①1日1回4.5㎎/日からはじ

め，以後経過を観察しながら1週間毎

に1日量として4.5㎎ずつ増量し維持量

（標準1日量9㎎～36㎎）を定める．年

齢，症状により適宜増減，1日量は36

㎎まで．肩，上腕部，腹部，側腹部，

臀部，大腿部のいずれかの正常な皮膚

に貼付し，24時間毎に貼り替える．②

1日1回2.25㎎/日からはじめ，以後経

過を観察しながら1週間以上の間隔を

あけて1日量として2.25㎎ずつ増量し

維持量（標準1日量4.5㎎～6.75㎎）を

定める．年齢，症状により適宜増減，

1日量は6.75㎎まで．肩，上腕部，腹

部，側腹部，臀部，大腿部のいずれか

の正常な皮膚に貼付し，24時間毎に貼

り替える

……………………………………………

（ロチゴチン）Rotigotine

ニュープロパッチ9㎎ お
Neupro 9㎎201枚  〔大塚〕

ニュープロパッチ13.5㎎（院
外） お

Neupro 13.5㎎301枚

ニュープロパッチ18㎎（院外）
 お

Neupro 18㎎1枚

【効】パーキンソン病

【用】（外）1 日 1 回 4.5 ㎎/日 か ら は じ

め，以後経過を観察しながら1週間毎

に1日量として4.5㎎ずつ増量し維持量

（標準1日量9㎎～36㎎）を定める．年

齢，症状により適宜増減，1日量は36

㎎まで．肩，上腕部，腹部，側腹部，

臀部，大腿部のいずれかの正常な皮膚

に貼付し，24時間毎に貼り替える

……………………………………………

（ロピニロール塩酸塩）Ropinirole 

hydochloride

ハルロピテープ8㎎ お
Haruropi 8㎎1枚  〔協和キリン〕

ハルロピテープ16㎎（院外） お
Haruropi 16㎎1枚

ハルロピテープ24㎎ お
Haruropi 24㎎1枚

ハルロピテープ32㎎（院外） お
Haruropi 32㎎1枚

ハルロピテープ40㎎（院外） お
Haruropi 40㎎1枚

【効】パーキンソン病

【用】（外）1日1回8㎎から始め，以後経

過を観察しながら，必要に応じて1週

間以上の間隔で，1日量として8㎎ずつ
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回）とする．レボドパ量として1日

1500㎎まで

……………………………………………

117．精神神経用剤
1171．クロルプロマジン製剤
 

（クロルプロマジンフェノールフタリ

ン酸塩）Chlorpromazine phenol-

phthalinate

ウインタミン細粒（10%） お
Wintermin 100㎎1g  〔共和〕

【効】統合失調症，躁病，神経症におけ

る不安・緊張・抑うつ，悪心・嘔吐，

吃逆，破傷風に伴う痙攣，麻酔前投

薬，人工冬眠，催眠・鎮静・鎮痛剤の

効力増強

【用】（内）1日30～100㎎を分割．精神

科領域において用いる場合には，1日

50～450㎎を分割．年齢，症状により

適宜増減．（参考）小児：発達段階や

症状の程度により，個人差が特に著し

い が， 多 く の 場 合 1 回 0.5 ～ 1 ㎎/㎏

を，1日3～4回をめどとし，症状の程

度により加減．生後6か月未満の乳児

への使用は避けることが望ましい

……………………………………………

1172．フェノチアジン系製剤
 

（フルフェナジンマレイン酸塩）

Fluphenazine maleate

フルメジン散0.2%（院外） お
Flumezin 2㎎1g  〔田辺三菱〕

【効】統合失調症

【用】（内）1日1～10㎎を分割．年齢・

症状により適宜増減

……………………………………………

（プロクロルペラジンマレイン酸塩）

Prochlorperazine maleate

ノバミン錠5㎎
Novamin 5㎎1錠  〔共和〕

【効】統合失調症，術前・術後等の悪

心・嘔吐

【用】（内）1日5～20㎎を分割．精神科

領域において用いる場合には，1日15

～ 45㎎を分割．年齢，症状により適

宜増減．（参考）幼児・小児：1回2.5

㎎を1日1～3回．体重15㎏以下では1

日量が7.5㎎を超えないよう注意．生

後6か月未満の乳児への使用は避ける

……………………………………………

（プロクロルペラジンメシル酸塩）

Prochlorperazine mesilate

ノバミン筋注5㎎
Novamin 5㎎1mL1管  〔共和〕

【効】術前・術後等の悪心・嘔吐

【用】（注）1日1回5㎎を筋注．年齢，症

状により適宜増減．（参考）小児：0.1

㎎/㎏を筋注．生後6か月未満の乳児

への使用は避けることが望ましい

……………………………………………

（プロペリシアジン）Propericiazine

ニューレプチル錠5㎎（院外）
Neuleptil 5㎎1錠  〔高田〕

【効】統合失調症

【用】（内）1 日 10 ～ 60 ㎎ を 分 割． 年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ペルフェナジンフェンジゾ酸塩）

Perphenazine

ピーゼットシー散1%（院外） お
PZC 10㎎1g  〔田辺三菱〕

【効】統合失調症，術前・術後の悪心・

嘔吐，メニエル症候群（めまい，耳

鳴）

【用】（内）1日6 ～ 24㎎（散として0.6

～ 2.4g）を分割．精神科領域：1日6

～ 48 ㎎（散 と し て 0.6 ～ 4.8g） を 分

割．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………
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……………………………………………

ネオドパストン配合錠L100
（院外）

Neodopaston 1錠  〔第一三共〕

1錠中：

レボドパ 100㎎

カルビドパ水和物 10.8㎎

（無水カルビドパとして10㎎）

カルコーパ配合錠L100あ 
Carcopa 1錠  〔共和〕

〔先発品〕ネオドパストン配合錠L100

メネシット配合錠100

1錠中：

レボドパ 100㎎

カルビドパ水和物（無水物として）

 10㎎

【効】パーキンソン病，パーキンソン症

候群

【用】（内）①レボドパ未服用患者：レ

ボドパ量として1回100 ～ 125㎎，1日

100 ～ 300㎎よりはじめ，毎日又は隔

日にレボドパ量として100 ～ 125㎎宛

増量し，最適量を定め維持量（標準維

持量：レボドパ量として1回200～250

㎎，1日3回）とする．症状により適宜

増減，レボドパ量として1日1500㎎ま

で．②レボドパ既服用患者：レボドパ

単味製剤の服用後，少なくとも8時間

の間隔をおいてから，レボドパ1日維

持量の約1/5量に相当するレボドパ量

を目安として初回量をきめ，1日3回に

分割．以後，適宜増減して最適量を定

め維持量（標準維持量：レボドパ量と

して1回200 ～ 250㎎，1日3回）とす

る．レボドパ量として1日1500㎎まで

……………………………………………

マドパー配合錠
Madopar 1錠  〔太陽ファルマ〕

1錠中：

レボドパ 100㎎

ベンセラジド塩酸塩 28.5㎎

（ベンセラジドとして25㎎）

【効】パーキンソン病，パーキンソン症

候群

【用】（内）①レボドパ未投与例の場

合：初回1日量1～3錠を1～3回に分割

し食後に投与，2～3日毎に1日量1～2

錠ずつ漸増し，維持量として1日3～6

錠．②レボドパ投与例の場合：初回1

日量は投与中のレボドパ量の約1/5に

相当するレボドパ量（本剤1錠中レボ

ドパ100㎎含有）に切り換え，1～3回

に分割し食後に投与，漸増もしくは漸

減し，維持量として1日量3～6錠．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

メネシット配合錠100（院外）
Menesit 1錠  〔MSD〕

1錠中：

レボドパ 100㎎

カルビドパ水和物（無水物として）

 10㎎

【効】パーキンソン病，パーキンソン症

候群

【用】（内）①レボドパ未服用患者：レ

ボドパ量として1回100 ～ 125㎎，1日

100 ～ 300㎎よりはじめ，毎日又は隔

日にレボドパ量として100 ～ 125㎎宛

増量し，最適量を定め維持量（標準維

持量：レボドパ量として1回200～250

㎎，1日3回）とする．症状により適宜

増減，レボドパ量として1日1500㎎ま

で．②レボドパ既服用患者：レボドパ

単味製剤の服用後，少なくとも8時間

の間隔をおいてから，レボドパ1日維

持量の約1/5量に相当するレボドパ量

を目安として初回量をきめ，1日3回に

分割．以後，症状により適宜増減して

最適量を定め維持量（標準維持量：レ

ボドパ量として1回200～250㎎，1日3
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プル）を加え，2～3時間にわたって1

日1回点滴静注．その後漸増し，1回75

㎎（3アンプル）まで投与もできる．1

週間以内に効果の発現を見るが，症状

の改善がみられた後は徐々に経口投与

に切り替える

……………………………………………

1179．その他の精神神経用剤
 

（アセナピンマレイン酸塩）Asenapin 

maleate

シクレスト舌下錠5㎎ お
Sycrest 5㎎1錠  〔Meiji Seika〕

【効】統合失調症

【用】（内）1回5㎎を1日2回舌下投与か

ら投与を開始．なお，維持用量は1回5

㎎を1日2回，最高用量は1回10㎎を1日

2回まで．年齢，症状に応じ適宜増減

……………………………………………

（アトモキセチン塩酸塩）Atomox-

etine hydrochloride

ストラテラカプセル5㎎（院
外） お

Strattera 5㎎1カプセル 

 〔日本イーライリリー〕

ストラテラカプセル10㎎（院
外） お

Strattera 10㎎1カプセル

ストラテラカプセル25㎎（院
外） お

Strattera 25㎎1カプセル

【効】注意欠陥/多動性障害（AD/HD）

【用】（内）18歳未満：1日0.5㎎/㎏より

開始し，その後1日0.8㎎/㎏とし，さ

らに1日1.2㎎/㎏まで増量した後，1日

1.2～1.8㎎/㎏で維持．増量は1週間以

上の間隔をあけて行う，いずれの投与

量においても1日2回に分割．1日量は

1.8㎎/㎏又は120㎎のいずれか少ない

量まで 

18歳以上：1日40㎎より開始し，その

後1日80㎎まで増量した後，1日80 ～

120㎎で維持．1日80㎎までの増量は1

週間以上，その後の増量は2週間以上

の間隔をあけて行うこととし，いずれ

の投与量においても1日1回又は1日2回

に分割．症状により適宜増減，1日量

は120㎎まで

……………………………………………

（アトモキセチン塩酸塩）Atomox-

etine hydrochloride

ストラテラ内用液0.4%（院外）
 お

Strattera 400㎎100mL1瓶 

 〔日本イーライリリー〕

【効】注意欠陥/多動性障害（AD/HD）

【用】（内）18歳未満：1日0.5㎎/㎏（本

剤として0.125mL/㎏）より開始し，そ

の後1日0.8㎎/㎏（本剤として0.2mL/

㎏）とし，さらに1日1.2㎎/㎏（本剤

として0.3mL/㎏）まで増量した後，1

日1.2 ～ 1.8㎎/㎏（本剤として0.3 ～

0.45mL/㎏）で維持．増量は1週間以上

の間隔をあけて行う，いずれの投与量

においても1日2回に分割．1日量は1.8

㎎/㎏（本剤として0.45mL/㎏）又は

120㎎（本剤として30mL）のいずれか

少ない量まで．症状により適宜増減 

18歳以上：1日40㎎（本剤として10mL）

より開始し，その後1日80㎎（本剤と

して20mL）まで増量した後，1日80～

120㎎（本剤として20 ～ 30mL）で維

持．1日80㎎（本剤として20mL）まで

の増量は1週間以上，その後の増量は2

週間以上の間隔をあけて行うことと

し，いずれの投与量においても1日1回

又は1日2回に分割．症状により適宜増

減．1日量は120㎎（本剤として30mL）

まで

……………………………………………
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（レボメプロマジン塩酸塩）Le-

vomepromazine hydrochloride

ヒルナミン筋注25㎎ お
Hirnamin 25㎎1mL1管  〔共和〕

【効】統合失調症，躁病，うつ病におけ

る不安・緊張

【用】（注）1回25㎎を筋注．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

（レボメプロマジンマレイン酸塩）

Levomepromazine maleate

ヒルナミン錠（25㎎）
Hirnamin 25㎎1錠  〔共和〕

ヒルナミン細粒10%（院外） お
Hirnamin 100㎎1g

レボトミン散10% お
Levotomin 100㎎1g  〔田辺三菱〕

レボトミン錠5㎎
Levotomin 5㎎1錠  〔吉富〕

【効】統合失調症，躁病，うつ病におけ

る不安・緊張

【用】（内）1 日 25 ～ 200 ㎎ を 分 割． 年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

1174．イミプラミン系製剤
 

（イミプラミン塩酸塩）Imipramine 

hydrochloride

トフラニール錠10㎎（院外）
Tofranil 10㎎1錠  〔アルフレッサ〕

【効】①精神科領域におけるうつ病・う

つ状態．②遺尿症（昼，夜）

【用】（内）①1日30 ～ 70㎎を初期用量

とし，1日200㎎まで漸増し分割．まれ

に300㎎まで増量することもある．年

齢，症状により適宜減量．②学童は1

日量30～50㎎を1～2回．症状および

年齢に応じ適宜増減

……………………………………………

（イミプラミン塩酸塩）Imipramine 

hydrochloride

トフラニール錠25㎎（要時）
Tofranil 25㎎1錠  〔アルフレッサ〕

【効】①精神科領域におけるうつ病・う

つ状態．②遺尿症（昼，夜）

【用】（内）①1日25 ～ 75㎎を初期用量

とし，1日200㎎まで漸増し分割．まれ

に300㎎まで増量することもある．年

齢，症状により適宜減量．②幼児は1

日量25㎎を1回，学童は1日量25～50

㎎を1～2回．症状および年齢に応じ

適宜増減

……………………………………………

（クロミプラミン塩酸塩）Clomip-

ramine hydrochloride

アナフラニール錠10㎎（院外）
Anafranil 10㎎1錠  〔アルフレッサ〕

アナフラニール錠25㎎
Anafranil 25㎎1錠

【効】①精神科領域におけるうつ病・う

つ状態．②遺尿症．③ナルコレプシー

に伴う情動脱力発作

【用】（内）①1日50～100㎎を1～3回に

分割．年齢，症状により適宜増減．1

日225㎎まで．②6歳未満の幼児：1日

10 ～ 25㎎．6歳以上の小児：1日20 ～

50㎎，1 ～ 2回に分割．年齢，症状に

より適宜増減．③1日10～75㎎を1～3

回に分割

……………………………………………

（クロミプラミン塩酸塩）Clomip-

ramine hydrochloride

アナフラニール点滴静注液
25㎎ お

Anafranil 25㎎2mL1管  〔アルフレッサ〕

【効】精神科領域におけるうつ病・うつ

状態

【用】（注）生理食塩液又は5w/v%ブド

ウ糖注射液250～500mLに25㎎（1アン
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1日1㎎（1mL）を開始用量，1日1～15

㎎（1～15mL）を維持用量とし，1日1

回．症状により適宜増減．増量幅は1

日量として最大3㎎（3mL）とし，1日

量は15㎎（15　mL）まで

……………………………………………

（アリピプラゾール）Aripiprazole

エビリファイ持続性水懸筋注
用300㎎（要時） お

Abilify 300㎎1瓶（懸濁用液付） 

 〔大塚〕

エビリファイ持続性水懸筋注
用400㎎シリンジ お

Abilify 400㎎1キット

【効】①統合失調症．②双極I型障害に

おける気分エピソードの再発・再燃抑

制

【用】（注）1回400㎎を4週に1回臀部筋

肉又は三角筋内投与．症状，忍容性に

応じて1回量300㎎に減量

……………………………………………

（アリピプラゾール）Aripiprazole

エビリファイOD錠12㎎ お
Abilify OD 12㎎1錠  〔大塚〕

【効】①統合失調症．②双極性障害にお

ける躁症状の改善．③うつ病・うつ状

態（既存治療で十分な効果が認められ

ない場合に限る）．④小児期の自閉ス

ペクトラム症に伴う易刺激性

【用】（内）①1日6～12㎎を開始用量，

1日6～24㎎を維持用量とし，1回又は

2回に分割．年齢，症状により適宜増

減．1日30㎎まで．②12～24㎎を1日1

回．開始用量は24㎎とし，年齢，症状

により適宜増減．1日30㎎まで．③3㎎

を1日1回．増量幅は1日量として3㎎と

し，年齢，症状により適宜増減する．

1日量は15㎎まで．④1日1㎎を開始用

量，1日1～15㎎を維持容量とし，1日

1回．症状により適宜増減．増量幅は1

日量として最大3㎎とし，1日量は15㎎

まで

……………………………………………

（アリピプラゾール）Aripiprazole

エビリファイOD錠24㎎ お
Abilify OD 24㎎1錠  〔大塚〕

【効】①統合失調症．②双極性障害にお

ける躁症状の改善

【用】（内）①1日6～12㎎を開始用量，

1日6～24㎎を維持用量とし，1回又は

2回に分割．年齢，症状により適宜増

減．1日30㎎まで．②12～24㎎を1日1

回．開始用量は24㎎とし，年齢，症状

により適宜増減．1日30㎎まで

……………………………………………

（エスシタロプラムシュウ酸塩）

Escitalopram oxalate

レクサプロ錠10㎎ お
Lexapro 10㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】うつ病・うつ状態，社会不安障害

【用】（内）10 ㎎ を 1 日 1 回 夕 食 後， 年

齢・症状により適宜増減，増量は1週

間以上の間隔をあけて行い，1日20㎎

まで

……………………………………………

（エチゾラム）Etizolam

デパス細粒1%（院外） か
Depas 10㎎1g  〔田辺三菱〕

デパス錠0.5㎎（院外） か
Depas 0.5㎎1錠

デパス錠1㎎（院外） か
Depas 1㎎1錠

エチゾラム錠0.5㎎「日医工」
あ か

Etizolam 0.5㎎1錠  〔日医工〕

〔先発品〕デパス錠0.5㎎

エチゾラム錠1㎎「日医工」
あ か

Etizolam 1㎎1錠

〔先発品〕デパス錠1㎎

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分45

－44－

11

11．中枢神経系用薬

（アミトリプチリン塩酸塩）Amitrip-

tyline hydrochloride

トリプタノール錠10
Tryptanol 10㎎1錠  〔日医工〕

トリプタノール錠25
Tryptanol 25㎎1錠

【効】①精神科領域におけるうつ病・う

つ状態．②夜尿症．③末梢性神経障害

性疼痛

【用】（内）①1日30 ～ 75㎎を初期用量

とし，1日150㎎まで漸増し，分割．ま

れに300㎎まで増量することもある．

年齢，症状により適宜減量．②1日10

～ 30㎎を就寝前．年齢，症状により

適宜減量．③1日10㎎を初期用量と

し，年齢，症状により適宜増減．1日

150㎎を超えない

……………………………………………

（アモキサピン）Amoxapine

アモキサン細粒10%（院外） お
Amoxan 100㎎1g  〔ファイザー〕

アモキサンカプセル25㎎ お
Amoxan 25㎎1カプセル

【効】うつ病・うつ状態

【用】（内）1日25～75㎎を1～数回に分

割．1日量150㎎，症状が特に重篤な場

合には1日300㎎まで

……………………………………………

（アリピプラゾール）Aripiprazole

エビリファイ錠3㎎（院外） お
Abilify 3㎎1錠  〔大塚〕

エビリファイ錠6㎎ お
Abilify 6㎎1錠

【効】①統合失調症．②双極性障害にお

ける躁症状の改善．③うつ病・うつ状

態（既存治療で十分な効果が認められ

ない場合に限る）．④小児期の自閉ス

ペクトラム症に伴う易刺激性

【用】（内）①1日6～12㎎を開始用量，

1日6～24㎎を維持用量とし，1回又は

2回に分割．年齢，症状により適宜増

減．1日30㎎まで．②12～24㎎を1日1

回．開始用量は24㎎とし，年齢，症状

により適宜増減．1日30㎎まで．③3㎎

を1日1回．年齢，症状により適宜増

減．増量幅は1日量として3㎎とし，1

日量は15㎎まで．④1日1㎎を開始用

量，1日1～15㎎を維持容量とし，1日

1回．症状により適宜増減．増量幅は1

日量として最大3㎎とし，1日量は15㎎

まで

……………………………………………

（アリピプラゾール）Aripiprazole

エビリファイ内用液0.1%（院
外） お

Abilify 1㎎1mL1包  〔大塚〕

エビリファイ内用液0.1%（院
外） お

Abilify 3㎎3mL1包

エビリファイ内用液0.1% お
Abilify 6㎎6mL1包

【効】①統合失調症．②双極性障害にお

ける躁症状の改善．③うつ病・うつ状

態（既存治療で十分な効果が認められ

ない場合に限る）．④小児期の自閉ス

ペクトラム症に伴う易刺激性

【用】（内）①1日6～12㎎（本剤として

6 ～ 12mL）を開始用量，1日6 ～ 24㎎

（本剤として6 ～ 24mL）を維持用量と

し，1回又は2回に分割．年齢，症状に

より適宜増減．1日量は30㎎（本剤と

して30mL）まで．②12 ～ 24㎎（本剤

として12 ～ 24mL）を1日1回．開始用

量は24㎎（本剤として24mL）とし，年

齢，症状により適宜増減．1日量は30

㎎（本 剤 と し て 30mL） ま で． ③ 3 ㎎

（本剤として3mL）を1日1回．年齢，症

状により適宜増減．増量幅は1日量と

して3㎎（本剤として3mL）とし，1日

量は15㎎（本剤として15mL）まで．④
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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

……………………………………………

（オランザピン）Olanzapine

ジプレキサ筋注用10㎎ お
Zyprexa 10㎎1瓶 

 〔日本イーライリリー〕

【効】統合失調症における精神運動興奮

【用】（注）1回10㎎を筋注．1回10㎎ま

でを追加投与できるが，前回の投与か

ら2時間以上あけること．投与回数

は，追加投与を含め1日2回まで．年

齢，症状に応じて減量を考慮

……………………………………………

（グアンファシン塩酸塩）Guanfacine 

hydrochloride

インチュニブ錠1㎎（院外） お
Intuniv 1㎎1錠  〔塩野義〕

インチュニブ錠3㎎（院外） お
Intuniv 3㎎1錠

【効】注意欠陥/多動性障害（AD/HD）

【用】（内）18歳未満の患者：体重50㎏

未満では1日1㎎，体重50㎏以上では1

日2㎎より投与を開始し，次記の維持

用量まで増量，17㎏以上25㎏未満の場

合：1週間以上の間隔をあけて1㎎ず

つ，開始用量を1㎎，維持用量を1㎎，

最高用量は2㎎まで，1日1回．25㎏以

上34㎏未満の場合：1週間以上の間隔

をあけて1㎎ずつ，開始用量を1㎎，維

持用量を2㎎，最高用量は3㎎まで，1

日1回．34㎏以上38㎏未満の場合：1週

間以上の間隔をあけて1㎎ずつ，開始

用量を1㎎，維持用量を2㎎，最高用量

は4㎎まで，1日1回．38㎏以上42㎏未

満の場合：1週間以上の間隔をあけて1

㎎ずつ，開始用量を1㎎，維持用量を3

㎎，最高用量は4㎎まで，1日1回．42

㎏以上50㎏未満の場合：1週間以上の

間隔をあけて1㎎ずつ，開始用量を1

㎎，維持用量を3㎎，最高用量は5㎎ま

で，1日1回．50㎏以上63㎏未満の場

合：1週間以上の間隔をあけて1㎎ず

つ，開始用量を2㎎，維持用量を4㎎，

最高用量は6㎎まで，1日1回．63㎏以

上75㎏未満の場合：1週間以上の間隔

をあけて1㎎ずつ，開始用量を2㎎，維

持用量を5㎎，最高用量は6㎎まで，1

日1回．75㎏以上の場合：1週間以上の

間隔をあけて1㎎ずつ，開始用量を2

㎎，維持用量を6㎎，最高用量は6㎎ま

で，1日1回．症状により適宜増減する

が，以上の最高用量を超えないことと

し，いずれも1日1回．18歳以上の患

者：1日2㎎より投与を開始し，1週間

以上の間隔をあけて1㎎ずつ，1日4～

6㎎の維持用量まで増量．症状により

適宜増減するが，1日用量は6㎎を超え

ないでいずれも1日1回

……………………………………………

（クエチアピンフマル酸塩）Quetiap-

ine fumarate

セロクエル25㎎錠（院外） お
Seroquel 25㎎1錠  〔アステラス〕

セロクエル100㎎錠（院外） お
Seroquel 100㎎1錠
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【効】①神経症における不安・緊張・抑

うつ・神経衰弱症状・睡眠障害．②う

つ病における不安・緊張・睡眠障害．

③心身症（高血圧症，胃・十二指腸潰

瘍）における身体症候ならびに不安・

緊張・抑うつ・睡眠障害．④統合失調

症における睡眠障害．⑤次記疾患にお

ける不安・緊張・抑うつ及び筋緊張：

頸椎症，腰痛症，筋収縮性頭痛

【用】（内）①②1日3㎎を3回に分割．年

齢，症状により適宜増減．③⑤1日1.5

㎎を3回に分割．年齢，症状により適

宜増減．睡眠障害に用いる場合（①②

③④）：1日1～3㎎を就寝前に1回．年

齢，症状により適宜増減，全ての場合

で高齢者は1日1.5㎎まで

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（塩酸セルトラリン）Sertraline 

hydrochloride

ジェイゾロフト錠25㎎（院外）
 お

Jzoloft 25㎎1錠  〔ファイザー〕

ジェイゾロフト錠50㎎ お
Jzoloft 50㎎1錠

【効】うつ病・うつ状態，パニック障

害，外傷後ストレス障害

【用】（内）1日25㎎を初期用量とし，1

日100㎎まで漸増し，1日1回．年齢，

症状により1日100㎎まで適宜増減

……………………………………………

（オランザピン）Olanzapine

ジプレキサ細粒1%（院外） お
Zyprexa 10㎎1g 

 〔日本イーライリリー〕

【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

……………………………………………

（オランザピン）Olanzapine

ジプレキサ錠2.5㎎（院外） お
Zyprexa 2.5㎎1錠 

 〔日本イーライリリー〕

ジプレキサザイディス錠
2.5㎎（院外） お

Zyprexa 2.5㎎1錠

ジプレキサザイディス錠
5㎎（院外） お

Zyprexa 5㎎1錠

ジプレキサザイディス錠
10㎎（院外） お

Zyprexa 10㎎1錠

オランザピンOD錠2.5㎎「明
治」あ お

Olanzapine OD 2.5㎎1錠 

 〔Meiji Seika〕

〔先発品〕ジプレキサザイディス錠2.5

㎎

オランザピンOD錠5㎎「明治」
あ お

Olanzapine OD 5㎎1錠

〔先発品〕ジプレキサザイディス錠5㎎

オランザピンOD錠10㎎「明
治」あ お

Olanzapine OD 10㎎1錠

〔先発品〕ジプレキサザイディス錠10㎎

【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
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……………………………………………

（スルトプリド塩酸塩）Sultopride 

hydrochloride

バルネチール錠100（院外） お
Barnetil 100㎎1錠  〔バイエル〕

【効】躁病，統合失調症の興奮及び幻

覚・妄想状態

【用】（内）1日300 ～ 600㎎を分割．年

齢・症状により適宜増減，1日1800㎎

まで

……………………………………………

（スルピリド）Sulpiride

スルピリド錠100㎎「サワイ」
あ お

Sulpiride 100㎎1錠  〔沢井〕

〔先発品〕ドグマチール錠100㎎

【効】①統合失調症．②うつ病・うつ状

態

【用】（内）①1日300 ～ 600㎎を分割．

年齢，症状により適宜増減，1日1200

㎎まで．②1日150～300㎎を分割．年

齢，症状により適宜増減，1日600㎎ま

で

……………………………………………

（セチプチリンマレイン酸塩）

Setiptiline maleate

テシプール錠1㎎（院外） お
Tecipul 1㎎1錠  〔持田〕

【効】うつ病・うつ状態

【用】（内）1日3㎎を初期用量とし，1日

6㎎まで漸増し，分割．年齢，症状に

より適宜増減

……………………………………………

（ゾテピン）Zotepine

ロドピン細粒50%（院外） お
Lodopin 500㎎1g  〔LTL〕

ロドピン錠50㎎ お
Lodopin 50㎎1錠

【効】統合失調症

【用】（内）1 日 75 ～ 150 ㎎ を 分 割． 年

齢，症状により適宜増減，1日450㎎ま

で

……………………………………………

（炭酸リチウム）Lithium carbonate

リーマス錠100（院外） お
Limas 100㎎1錠  〔大正製薬〕

炭酸リチウム錠100「ヨシト
ミ」あ お

Lithium carbonate 100㎎1錠 

 〔田辺三菱〕

〔先発品〕リーマス錠100

【効】躁病及び躁うつ病の躁状態

【用】（内）1 日 400 ～ 600 ㎎ よ り 開 始

し，1日2 ～ 3回に分割．以後3日ない

し1週間毎に，1日1200㎎までの治療量

に漸増．改善がみられたならば症状を

観察しながら，維持量1日200～800㎎

の1 ～ 3回分割に漸減．年齢，症状に

より適宜増減

……………………………………………

（チミペロン）Timiperone

トロペロン細粒1%（院外） お
Tolopelon 10㎎1g  〔アルフレッサ〕

トロペロン錠3㎎（院外） お
Tolopelon 3㎎1錠

【効】統合失調症

【用】（内）1 日 0.5 ～ 3 ㎎ よ り は じ め

徐々に増量し，1日3 ～ 12㎎を分割．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（デュロキセチン塩酸塩）Duloxetine 

hydrochloride

サインバルタカプセル20㎎ お
Cymbalta 20㎎1カプセル  〔塩野義〕

【効】①うつ病・うつ状態．②糖尿病性

神経障害に伴う疼痛．③線維筋痛症に

伴う疼痛．④慢性腰痛症．⑤変形性関

節症

【用】（内）①②1日1回40㎎を朝食後．1

日20㎎より開始し，1週間以上の間隔
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セロクエル200㎎錠（院外） お
Seroquel 200㎎1錠

クエチアピン錠25㎎「明治」
あ お

Quetiapine 25㎎1錠  〔Meiji Seika〕

〔先発品〕セロクエル25㎎錠

クエチアピン錠100㎎「明治」
あ お

Quetiapine 100㎎1錠

〔先発品〕セロクエル100㎎錠

【効】統合失調症

【用】（内）1回25㎎，1日2又は3回より

開始し，徐々に増量．1日量は150 ～

600㎎とし，2又は3回に分割．年齢・

症状により適宜増減，1日量として750

㎎まで

……………………………………………

（クエチアピンフマル酸塩）Quetiap-

ine fumarate

ビプレッソ徐放錠50㎎（要時）
 お

Bipresso 50㎎1錠  〔共和〕

ビプレッソ徐放錠150㎎（要
時） お

Bipresso 150㎎1錠

【効】双極性障害におけるうつ症状の改

善

【用】（内）50㎎を1日1回より開始，2日

以上の間隔をあけて1日150㎎まで増量

し，さらに2日以上の間隔をあけて1日

300㎎まで増量．いずれも就寝前と

し，食後2時間以上あけて投与

……………………………………………

（クロカプラミン塩酸塩水和物）

Clocapramine hydrochloride 

hydrate

クロフェクトン顆粒10%（院
外）

Clofekton 100㎎1g  〔田辺三菱〕

【効】統合失調症

【用】（内）1日30～150㎎（顆粒として

0.3～1.5g）を3回に分割．症状，年齢

に応じて適宜増減

……………………………………………

（クロカプラミン塩酸塩水和物）

Clocapramine hydrochloride 

hydrate

クロフェクトン錠25㎎（院外）
Clofekton 25㎎1錠  〔全星〕

【効】統合失調症

【用】（内）1 日 30 ～ 150 ㎎ を 3 回 に 分

割．症状，年齢に応じて適宜増減

……………………………………………

（クロザピン）Clozapine

クロザリル錠25㎎ お
Clozaril 25㎎1錠  〔ノバルティス〕

クロザリル錠100㎎ お
Clozaril 100㎎1錠

【効】治療抵抗性統合失調症

【用】（内）初日は12.5㎎，2日目は25㎎

を1日1回．3日目以降は1日25㎎ずつ増

量し，3週間かけて1日200㎎まで増

量，1日量が50㎎を超える場合には2

～3回に分割．維持量は1日200～400

㎎を2～3回に分割，症状に応じて適

宜増減．1回の増量は4日以上の間隔を

あけ，増量幅としては1日100㎎までと

し，最高用量は1日600㎎まで

……………………………………………

（クロチアゼパム）Clotiazepam

リーゼ錠5㎎ か
Rize 5㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】①心身症（消化器疾患，循環器疾

患）における身体症候ならびに不安・

緊張・心気・抑うつ・睡眠障害．②自

律神経失調症におけるめまい・肩こ

り・食欲不振．③麻酔前投薬

【用】（内）①②1日15～30㎎を3回に分

割．③就寝前又は手術前に10～15㎎

【投与制限日数】30日
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ゼプリオン水懸筋注100㎎シリ
ンジ お

Xeplion 100㎎1mL1筒

ゼプリオン水懸筋注150㎎シリ
ンジ お

Xeplion 150㎎1.5mL1筒

【効】統合失調症

【用】（注）パリペリドンとして初回150

㎎，1週後に2回目100㎎を三角筋内に

投与．その後は4週に1回，75㎎を三角

筋又は臀部筋内に投与．症状及び忍容

性に応じて，25㎎から150㎎の範囲で

適宜増減するが，増量は1回あたり50

㎎まで

……………………………………………

（パロキセチン塩酸塩水和物）

Paroxetine hydrochloride hydrate

パキシル錠5㎎（要時） お
Paxil 5㎎1錠 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

パキシル錠10㎎（要時） お
Paxil 10㎎1錠

【効】①うつ病・うつ状態．②パニック

障害．③強迫性障害．④社会不安障

害．⑤外傷後ストレス障害

【用】（内）①1日1回夕食後，20 ～ 40

㎎．1回10 ～ 20㎎より開始し，1週ご

とに10㎎/日ずつ増量．症状により1

日40㎎を超えない範囲で適宜増減．②

1日1回夕食後，30㎎．1回10㎎より開

始し，1週ごとに10㎎/日ずつ増量．

症状により1日30㎎を超えない範囲で

適宜増減．③1日1回夕食後，40㎎．1

回20㎎より開始し，1週ごとに10㎎/

日ずつ増量．症状により1日50㎎を超

えない範囲で適宜増減．④1日1回夕食

後，20㎎．1回10㎎より開始し，1週ご

とに10㎎/日ずつ増量．症状により1

日40㎎を超えない範囲で適宜増減．⑤

1日1回夕食後，20㎎．1回10～20㎎よ

り開始し，1週ごとに10㎎/日ずつ増

量．症状により1日40㎎を超えない範

囲で適宜増減

……………………………………………

（パロキセチン塩酸塩水和物）

Paroxetine hydrochloride hydrate

パキシルCR錠12.5㎎ お
Paxil CR 12.5㎎1錠 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

パキシルCR錠25㎎ お
Paxil CR 25㎎1錠

【効】うつ病・うつ状態

【用】（内）1日1回夕食後，初期用量と

して12.5㎎を投与し，その後1週間以

上かけて1日用量として25㎎に増量．

年齢，症状により1日50㎎を超えない

範囲で適宜増減．いずれも1日1回夕食

後に投与．増量は1週間以上の間隔を

あけて1日用量として12.5㎎ずつ

……………………………………………

（ハロペリドール）Haloperidol

セレネース細粒1%（要時） お
Serenace 10㎎1g  〔大日本住友〕

セレネース錠0.75㎎（院外） お
Serenace 0.75㎎1錠

セレネース錠1㎎（院外） お
Serenace 1㎎1錠

セレネース錠3㎎ お
Serenace 3㎎1錠

【効】統合失調症，躁病

【用】（内）1日0.75～2.25㎎から始め，

徐々に増量．維持量として1日3 ～ 6

㎎．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ハロペリドール）Haloperidol

セレネース注5㎎ お
Serenace 5㎎1mL1管  〔大日本住友〕

【効】統合失調症，躁病

【用】（注）急激な精神運動興奮等で緊

急を要する場合に用いる．1回5㎎を1
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を空けて1日用量として20㎎ずつ増

量．1日60㎎まで増量可③④⑤1日1回

60㎎を朝食後．1日20㎎より開始し，1

週間以上の間隔を空けて1日用量とし

て20㎎ずつ増量

……………………………………………

（ドスレピン塩酸塩）Dosulepin 

hydrochloride

プロチアデン錠25（院外）
Prothiaden 25㎎1錠  〔科研〕

【効】うつ病及びうつ状態

【用】（内）1日75～150㎎を2～3回に分

割．年齢及び症状により適宜増減

……………………………………………

（トラゾドン塩酸塩）Trazodone 

hydrochloride

レスリン錠25（院外） お
Reslin 25㎎1錠  〔MSD〕

トラゾドン塩酸塩錠25㎎「ア
メル」あ お

Trazodone hydrochloride 25㎎1錠 

 〔共和〕

〔先発品〕レスリン錠25

デジレル錠25

【効】うつ病・うつ状態

【用】（内）1日75～100㎎を初期用量と

し，1日200㎎まで増量し，1～数回に

分割．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ネモナプリド）Nemonapride

エミレース錠3㎎（院外） お
Emilace 3㎎1錠  〔LTL〕

【効】統合失調症

【用】（内）1日9～36㎎を食後に分割．

年齢，症状により適宜増減，1日60㎎

まで

……………………………………………

（ノルトリプチリン塩酸塩）Nortrip-

tyline hydrochloride

ノリトレン錠10㎎（院外） お
Noritren 10㎎1錠  〔大日本住友〕

ノリトレン錠25㎎（院外） お
Noritren 25㎎1錠

【効】精神科領域におけるうつ病及びう

つ状態（内因性うつ病，反応性うつ

病，退行期うつ病，神経症性うつ状

態，脳器質性精神障害のうつ状態）

【用】（内）初め1回量として10 ～ 25㎎

相当量を1日3回投与するか，その1日

量を2回に分割．必要ある場合は漸次

増量．最大量は1日150㎎相当量以内で

あり，これを2～3回に分割

……………………………………………

（パリペリドン）Paliperidone

インヴェガ錠3㎎（要時） お
Invega 3㎎1錠  〔ヤンセン〕

インヴェガ錠6㎎（院外） お
Invega 6㎎1錠

【効】統合失調症

【用】（内）6㎎を1日1回朝食後，年齢，

症状により1日12㎎を超えない範囲で

適宜増減．増量は5日間以上の間隔を

あけて1日量として3㎎ずつ

……………………………………………

（パリペリドンパルミチン酸エステル）

Paliperidone palmitate

ゼプリオン水懸筋注25㎎シリ
ンジ（要時） お

Xeplion 25㎎0.25mL1筒  〔ヤンセン〕

ゼプリオン水懸筋注50㎎シリ
ンジ（要時） お

Xeplion 50㎎0.5mL1筒

ゼプリオン水懸筋注75㎎シリ
ンジ（要時） お

Xeplion 75㎎0.75mL1筒
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（ブレクスピプラゾール）Brexpipra-

zole

レキサルティ錠1㎎ お
Rexulti 1㎎1錠  〔大塚〕

【効】統合失調症

【用】（内）1日1回1㎎を開始用量，4日

以上の間隔をあけて増量し，1日1回2

㎎

……………………………………………

（ブロナンセリン）Blonanserin

ロナセン錠4㎎ お
Lonasen 4㎎1錠  〔大日本住友〕

ロナセン錠8㎎（院外） お
Lonasen 8㎎1錠

【効】統合失調症

【用】（内）1回4㎎，1日2回食後より開

始し，徐々に増量．維持量として1日8

～16㎎を2回に分けて食後．年齢，症

状により適宜増減，1日24㎎まで

……………………………………………

（ブロナンセリン）Blonanserin

ロナセンテープ20㎎ お
Lonasen 20㎎1枚  〔大日本住友〕

ロナセンテープ40㎎ お
Lonasen 40㎎1枚

【効】統合失調症

【用】（外）40㎎を1日1回貼付，最大80

㎎を1日1回貼付可．患者の状態により

適宜増減，1日量は80㎎まで．胸部，

腹部，背部のいずれかに貼付し，24時

間ごとに貼り替える

……………………………………………

（ペロスピロン塩酸塩水和物）

Perospirone hydrochloride hydrate

ルーラン錠4㎎ お
Lullan 4㎎1錠  〔大日本住友〕

ルーラン錠8㎎（院外） お
Lullan 8㎎1錠

【効】統合失調症

【用】（内）1回4㎎1日3回より始め，

徐々に増量．維持量1日12～48㎎を3

回に分割食後．年齢，症状により適宜

増減，1日48㎎まで

……………………………………………

（ベンラファキシン塩酸塩）Venla-

faxine hydrochloride

イフェクサー SRカプセル
37.5㎎ お

Effexor SR 37.5㎎1カプセル 

 〔ファイザー〕

イフェクサー SRカプセル
75㎎ お

Effexor SR 75㎎1カプセル

【効】うつ病・うつ状態

【用】（内）1日37.5㎎を初期用量とし，

1週後より1日75㎎を1日1回食後．年

齢，症状に応じ1日225㎎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75㎎ずつ

……………………………………………

（ボルチオキセチン臭化水素酸塩）

Vortioxetine hydrobromide

トリンテリックス錠10㎎ お
Trintellix 10㎎1錠  〔武田〕

トリンテリックス錠20㎎（院
外） お

Trintellix 20㎎1錠

【効】うつ病・うつ状態

【用】（内）10㎎を1日1回．患者の状態

により1日20㎎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

て行う

……………………………………………

（マプロチリン塩酸塩）Maprotiline 

hydrochloride

ルジオミール錠10㎎（院外）
Ludiomil 10㎎1錠  〔田辺三菱〕

ルジオミール錠25㎎（院外）
Ludiomil 25㎎1錠

【効】うつ病・うつ状態
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日1 ～ 2回筋注又は静注．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

（ハロペリドール）Haloperidol

ハロペリドール錠1㎎「タカ
タ」あ お

Haloperidol 1㎎1錠  〔高田〕

〔先発品〕セレネース錠1㎎

【効】統合失調症，躁病

【用】（内）1日0.75～2.25㎎から始め，

徐々に増量．維持量として1日3 ～ 6

㎎．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ヒドロキシジン塩酸塩）Hydroxy-

zine hydrochloride

アタラックス－P注射液
（25㎎/ml）

Atarax-P 25㎎1mL1管  〔ファイザー〕

アタラックス－P注射液
（50㎎/ml）

Atarax-P 50㎎1mL1管

【効】①神経症における不安・緊張・抑

うつ．②麻酔前投薬．③術前・術後の

悪心・嘔吐の防止

【用】（注）静注：1回25 ～ 50㎎を必要

に応じ4～6時間毎に静注又は点滴静

注．1回の静注量は100㎎を超えてはな

らず，25㎎/分以上の速度で注入しな

い．年齢，症状により適宜増減．筋

注：1回50～100㎎を必要に応じ4～6

時間毎に筋注．年齢，症状により適宜

増減

……………………………………………

（ヒドロキシジンパモ酸塩）Hy-

droxyzine pamoate

アタラックス－Pカプセル25㎎
Atarax-P 25㎎1カプセル 

 〔ファイザー〕

アタラックス－Pシロップ
0.5%（院外）

Atarax-P 5㎎1mL

【効】①蕁麻疹，皮膚疾患に伴うそう痒

（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）．②神

経症における不安・緊張・抑うつ

【用】（内）①1日ヒドロキシジン塩酸塩

として50 ～ 75㎎（ヒドロキシジンパ

モ酸塩として85～128㎎）を2～3回に

分割．年齢，症状により適宜増減．②

1日ヒドロキシジン塩酸塩として75～

150㎎（ヒドロキシジンパモ酸塩とし

て128～255㎎）を3～4回に分割．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（フルボキサミンマレイン酸塩）

Fluvoxamine maleate

デプロメール錠25
Depromel 25㎎1錠  〔Meiji Seika〕

デプロメール錠50
Depromel 50㎎1錠

デプロメール錠75（院外）
Depromel 75㎎1錠

【効】うつ病・うつ状態，強迫性障害，

社会不安障害

【用】（内）成人：うつ病・うつ状態，

強迫性障害，社会不安障害で1日50㎎

を初期用量とし，1日150㎎まで増量

し，1日2回に分割．年齢・症状に応じ

て適宜増減．小児：強迫性障害　で8

歳以上の小児に，1日1回25㎎就寝前経

口投与から開始．1週間以上の間隔を

あけて1日50㎎を1日2回朝及び就寝前

に経口投与．年齢・症状に応じて1日

150㎎を超えない範囲で適宜増減する

が，増量は1週間以上の間隔をあけて1

日用量として25㎎ずつ

……………………………………………
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（モサプラミン塩酸塩）Mosapramine 

hydrochloride

クレミン錠25㎎（院外） お
Cremin 25㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】統合失調症

【用】（内）1 日 30 ～ 150 ㎎ を 3 回 に 分

割．年齢，症状により適宜増減，1日

300㎎まで

……………………………………………

（モダフィニル）Modafinil

モディオダール錠100㎎（院
外） おか

Modiodal 100㎎1錠  〔アルフレッサ〕

【効】次記疾患に伴う日中の過度の眠

気：ナルコレプシー，特発性過眠症，

持続陽圧呼吸（CPAP）療法等による

気道閉塞に対する治療を実施中の閉塞

性睡眠時無呼吸症候群

【用】（内）1日1回200㎎を朝．年齢，症

状により適宜増減，1日300㎎まで

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（リスデキサンフェタミンメシル酸塩）

Lisdexamfetamine mesilate

ビバンセカプセル20㎎（院外）
 おき

Vyvanse 20㎎1カプセル  〔塩野義〕

ビバンセカプセル30㎎（院外）
 おき

Vyvanse 30㎎1カプセル

【効】小児期における注意欠陥/多動性

障害（AD/HD）

【用】（内）小児には30㎎を1日1回朝．

症状により，1日70㎎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20㎎を超えな

い

……………………………………………

（リスペリドン）Risperidone

リスパダール細粒1%（院外） お
Risperdal 10㎎1g  〔ヤンセン〕

リスパダール錠1㎎（院外） お
Risperdal 1㎎1錠

リスパダール内用液
1㎎/mL（院外） お

Risperdal 0.5㎎0.5mL1包

リスパダール内用液
1㎎/mL（院外） お

Risperdal 1㎎1mL1包

リスパダール内用液
1㎎/mL（院外） お

Risperdal 2㎎2mL1包

リスパダール内用液
1㎎/mL（院外） お

Risperdal 3㎎3mL1包

リスパダールOD錠1㎎（院外）
 お

Risperdal OD 1㎎1錠

【効】①統合失調症．②小児期の自閉ス

ペクトラム症に伴う易刺激性

【用】（内）①1回1㎎1日2回より始め，

徐々に増量．維持量は1日2～6㎎を原

則として1日2回に分割．年齢，症状に

より適宜増減．1日量は12㎎まで．②

体重15㎏以上20㎏未満の患者：1日1回

0.25㎎より開始し，4日目より1日0.5

㎎を1日2回に分けて経口投与．症状に

より適宜増減．増量する場合は1週間

以上の間隔をあけて1日量として0.25

㎎ずつ増量．1日量は1㎎を超えない．

体重20㎏以上の患者：1日1回0.5㎎よ

り開始し，4日目より1日1㎎を1日2回

に分けて経口投与．症状により適宜増

減．増量する場合は1週間以上の間隔

をあけて1日量として0.5㎎ずつ増量．

1日量は，体重20㎏以上45㎏未満の場

合は2.5㎎，45㎏以上の場合は3㎎を超

えない
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【用】（内）1日30～75㎎を2～3回に分

割．前記用量は1日1回夕食後あるいは

就寝前に投与可．年齢，症状により適

宜増減

……………………………………………

（ミアンセリン塩酸塩）Mianserin 

hydrochloride

テトラミド錠10㎎
Tetramide 10㎎1錠  〔MSD〕

テトラミド錠30㎎
Tetramide 30㎎1錠

【効】うつ病・うつ状態

【用】（内）1日30㎎を初期用量とし，1

日60㎎まで増量し，分割．前記用量は

1日1回夕食後あるいは就寝前に投与で

きる．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ミルタザピン）Mirtazapine

リフレックス錠15㎎（院外） お
Reflex 15㎎1錠  〔Meiji Seika〕

ミルタザピン錠15㎎「日医工」
あ お

Mirtazapine 15㎎1錠  〔日医工〕

〔先発品〕リフレックス錠15㎎

レメロン錠15㎎

【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

……………………………………………

（ミルナシプラン塩酸塩）Milnacip-

ran hydrochloride

トレドミン錠15㎎（院外） お
Toledomin 15㎎1錠  〔旭化成〕

トレドミン錠25㎎（院外） お
Toledomin 25㎎1錠

【効】うつ病・うつ状態

【用】（内）1日25㎎を初期用量とし，1

日100㎎まで漸増し，1日2 ～ 3回に分

割食後．年齢，症状により適宜増減．

高齢者：1日25㎎を初期用量とし，1日

60㎎まで漸増し，1日2～3回に分割食

後

……………………………………………

（メチルフェニデート塩酸塩）

Methylphenidate hydrochloride

コンサータ錠18㎎（院外） おか
Concerta 18㎎1錠  〔ヤンセン〕

コンサータ錠27㎎（院外） おか
Concerta 27㎎1錠

コンサータ錠36㎎（院外） おか
Concerta 36㎎1錠

【効】注意欠陥/多動性障害（AD/HD）

【用】（内）18 歳 未 満：18 ㎎ を 初 回 用

量，18～45㎎を維持用量として，1日

1回朝投与．増量が必要な場合は，1週

間以上の間隔をあけて1日用量として9

㎎又は18㎎の増量．症状により適宜増

減．1日54㎎まで．18歳以上：18㎎を

初回用量として，1日1回朝投与．増量

が必要な場合は，1週間以上の間隔を

あけて1日用量として9㎎又は18㎎の増

量．症状により適宜増減．1日用量は

72㎎まで

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（メチルフェニデート塩酸塩）

Methylphenidate hydrochloride

リタリン錠10㎎（院外） おか
Ritalin 10㎎1錠  〔ノバルティス〕

【効】ナルコレプシー

【用】（内）1日20～60㎎を1～2回に分

割．年齢，症状により適宜増減

【投与制限日数】30日

……………………………………………
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プロメタジンメチレンジサリチル酸

塩 13.5㎎

【効】感冒若しくは上気道炎に伴う次記

症状の改善及び緩和：鼻汁，鼻閉，

咽・喉頭痛，頭痛，関節痛，筋肉痛，

発熱

【用】（内）1回1gを1日4回．年齢，症

状により適宜増減

……………………………………………

幼児用PL配合顆粒（院外）
PL 1g  〔塩野義〕

1g中：

サリチルアミド 45㎎

アセトアミノフェン 25㎎

無水カフェイン 10㎎

プロメタジンメチレンジサリチル酸

塩 2.25㎎

【効】感冒若しくは上気道炎に伴う次記

症状の改善及び緩和：鼻汁，鼻閉，

咽・喉頭痛，頭痛，関節痛，筋肉痛，

発熱

【用】（内）2～4歳1回1g1日4回．5～8

歳1回2g1日4回．9 ～ 11歳1回3g1日4

回．症状により適宜増減

……………………………………………

119．その他の中枢神経系用薬
 

（アカンプロサートカルシウム）

Acamprosate calcium

レグテクト錠333㎎（院外）
Regtect 333㎎1錠  〔日本新薬〕

【効】アルコール依存症患者における断

酒維持の補助

【用】（内）666㎎を1日3回食後

……………………………………………

（エダラボン）Edaravone

エダラボン点滴静注30㎎
「DSEP」あ 

Edaravone 30㎎20mL1管 

 〔第一三共エスファ〕

〔先発品〕ラジカット注30㎎

【効】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】（注）1回1管（30㎎）を適当量の

生理食塩液等で用時希釈し，30分かけ

て1日朝夕2回の点滴静注．発症後24時

間以内に投与を開始し，期間は14日以

内

……………………………………………

（エダラボン）Edaravone

エダラボン点滴静注30㎎バッ
グ「DSEP」あ 

Edaravone 30㎎100mL1袋 

 〔第一三共エスファ〕

〔先発品〕ラジカット点滴静注バッグ30

㎎

【効】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】（注）1回30㎎を，30分かけて1日

朝夕2回の点滴静注．発症後24時間以

内に投与を開始し，投与期間は14日以

内

……………………………………………

（エダラボン）Edaravone

ラジカット点滴静注バッグ
30㎎（要時）

Radicut 30㎎100mL1キット  〔田辺三菱〕

【効】①脳梗塞急性期に伴う神経症候，

日常生活動作障害，機能障害の改善．

②筋萎縮性側索硬化症（ALS）にお

ける機能障害の進行抑制

【用】（注）①1回30㎎を適当量の生理食

塩液等で用時希釈し，30分かけて1日

朝夕2回の点滴静注．発症後24時間以

内に投与を開始し，期間は14日以内②

1回60㎎を適当量の生理食塩液等で用

時希釈し，60分かけて1日1回点滴静

注．投与期と休薬期を組み合わせた28

日間を1クールとし，これを繰り返

す．第1クールは14日間連日投与する
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……………………………………………

（リスペリドン）Risperidone

リスパダールコンスタ筋注用
25㎎ お

Risperdal consta 25㎎1キット（懸濁

用液2mL付）  〔ヤンセン〕

リスパダールコンスタ筋注用
37.5㎎（要時） お

Risperdal consta 37.5㎎1キット（懸

濁用液2mL付）

リスパダールコンスタ筋注用
50㎎（要時） お

Risperdal consta 50㎎1キット（懸濁

用液2mL付）

【効】統合失調症

【用】（注）1回25㎎を2週間隔で臀部筋

肉内投与．初回量は25㎎，症状により

適宜増減，1回量は50㎎まで

……………………………………………

（リスペリドン）Risperidone

リスペリドン内用液分包0.5㎎
「アメル」あ お

Risperidone 0.5㎎0.5mL1包  〔共和〕

リスペリドン内用液分包1㎎
「アメル」あ お

Risperidone 1㎎1mL1包

【効】①統合失調症．②小児期の自閉ス

ペクトラム症に伴う易刺激性

【用】（内）1回1㎎1日2回より始め，

徐々に増量．維持量は1日2～6㎎を原

則として1日2回に分割．年齢，症状に

より適宜増減．1日量は12㎎まで

……………………………………………

（リスペリドン）Risperidone

リスペリドンOD錠1㎎「アメ
ル」あ お

Risperidone OD 1㎎1錠  〔共和〕

〔先発品〕リスパダールOD錠1㎎

【効】①統合失調症．②小児期の自閉ス

ペクトラム症に伴う易刺激性

【用】（内）①1回1㎎1日2回より始め，

徐々に増量．維持量は1日2～6㎎を原

則として1日2回に分割．年齢，症状に

より適宜増減．1日量は12㎎まで．②

体重15㎏以上20㎏未満の患者：1日1回

0.25㎎より開始し，4日目より1日0.5

㎎を1日2回に分けて経口投与．症状に

より適宜増減，増量する場合は1週間

以上の間隔をあけて1日量として0.25

㎎ずつ増量．1日量は1㎎を超えない．

体重20㎏以上の患者：1日1回0.5㎎よ

り開始し，4日目より1日1㎎を1日2回

に分けて経口投与．症状により適宜増

減，増量する場合は1週間以上の間隔

をあけて1日量として0.5㎎ずつ増量．

1日量は，体重20㎏以上45㎏未満の場

合は2.5㎎，45㎏以上の場合は3㎎を超

えない

……………………………………………

（ルラシドン塩酸塩）Lurasidone 

hydrochloride

ラツーダ錠40㎎ お
Latuda 40㎎1錠  〔大日本住友〕

【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

……………………………………………

118．総合感冒剤
 

PL配合顆粒 お
PL 1g1包  〔塩野義〕

1g中：

サリチルアミド 270㎎

アセトアミノフェン 150㎎

無水カフェイン 60㎎
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（ドネペジル塩酸塩）Donepezil 

hydrochloride

アリセプトD錠3㎎ お
Aricept D 3㎎1錠  〔エーザイ〕

アリセプトD錠5㎎ お
Aricept D 5㎎1錠

アリセプトD錠10㎎（院外） お
Aricept D 10㎎1錠

アリセプトドライシロップ
1%（院外） お

Aricept 10㎎1g

【効】①アルツハイマー型認知症におけ

る認知症症状の進行抑制．②レビー小

体型認知症における認知症症状の進行

抑制

【用】（内）①1日1回3㎎から開始し，1

～ 2週間後に5㎎に増量．高度のアル

ツハイマー型認知症患者には，5㎎で4

週間以上経過後，10㎎に増量．症状に

より適宜減量．②1日1回3㎎から開始

し，1～2週間後に5㎎に増量．5㎎で4

週間以上経過後，10㎎に増量．症状に

より5㎎まで減量できる

……………………………………………

（ナタリズマブ（遺伝子組換え））

Natalizumab (genetical recombina-

tion)

タイサブリ点滴静注300㎎（要
時） おけ

Tysabri 300㎎15mL1瓶 

 〔バイオジェン〕

【効】多発性硬化症の再発予防及び身体

的障害の進行抑制

【用】（注）1回300㎎を4週に1回1時間か

けて点滴静注

……………………………………………

（ナルフラフィン塩酸塩）Nalfurafine 

hydrochloride

レミッチOD錠2.5μg お
Remitch OD 2.5μg1錠  〔鳥居〕

【効】透析患者，慢性肝疾患患者におけ

るそう痒症の改善（既存治療で効果不

十分な場合に限る）

【用】（内）1日1回2.5μgを夕食後又は就

寝前，症状に応じて増量可，1日1回5

μgまで

……………………………………………

（フマル酸ジメチル）Dimethyl 

fumarate

テクフィデラカプセル120㎎
（要時）

Tecfidera 120㎎1カプセル 

 〔バイオジェン〕

テクフィデラカプセル
240㎎（院外）

Tecfidera 240㎎1カプセル

【効】多発性硬化症の再発予防及び身体

的障害の進行抑制

【用】（内）1回120㎎を1日2回から開

始，1週間後に1回240㎎1日2回に増

量．いずれも朝・夕食後

……………………………………………

（プレガバリン）Pregabalin

リリカOD錠25㎎（院外）
Lyrica 25㎎1錠  〔ファイザー〕

リリカOD錠75㎎（院外）
Lyrica 75㎎1錠

リリカOD錠150㎎（院外）
Lyrica 150㎎1錠

プレガバリンOD錠25㎎「ファ
イザー」あ 

Pregabalin OD 25㎎1錠 

 〔ファイザー UPJ〕

〔先発品〕リリカOD錠25㎎

プレガバリンOD錠75㎎「ファ
イザー」あ 

Pregabalin OD 75㎎1錠

〔先発品〕リリカOD錠75㎎

【効】①神経障害性疼痛．②線維筋痛症

に伴う疼痛
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投与期の後14日間休薬し，第2クール

以降は14日間のうち10日間投与する投

与期の後14日間休薬する

……………………………………………

（ガバペンチンエナカルビル）

Gabapentin enacarbil

レグナイト錠300㎎（院外）
Regnite 300㎎1錠  〔アステラス〕

【効】中等度から高度の特発性レストレ

スレッグス症候群（下肢静止不能症候

群）

【用】（内）1日1回600㎎を夕食後

……………………………………………

（ガランタミン臭化水素酸塩）

Galantamine hydrobromide

レミニールOD錠4㎎ お
Reminyl OD 4㎎1錠  〔ヤンセン〕

レミニールOD錠8㎎ お
Reminyl OD 8㎎1錠

レミニールOD錠12㎎（院外）
 お

Reminyl OD 12㎎1錠

【効】軽度及び中等度のアルツハイマー

型認知症における認知症症状の進行抑

制

【用】（内）1日8㎎（1回4㎎を1日2回）

から開始し，4週間後に1日16㎎（1回8

㎎を1日2回）に増量．1日24㎎（1回12

㎎を1日2回）まで増量できるが，その

場合は変更前の用量で4週間以上投与

した後に増量

……………………………………………

（スボレキサント）Suvorexant

ベルソムラ錠15㎎
Belsomra 15㎎1錠  〔MSD〕

ベルソムラ錠20㎎
Belsomra 20㎎1錠

【効】不眠症

【用】（内）1日1回20㎎，高齢者：1日1

回15㎎．就寝直前

……………………………………………

（タルチレリン水和物）Taltirelin 

hydrate

セレジストOD錠5㎎
Ceredist OD 5㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】脊髄小脳変性症における運動失調

の改善

【用】（内）1回5㎎を1日2回朝夕食後．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（チアプリド塩酸塩）Tiapride 

hydrochloride

グラマリール細粒10%（院外）
Gramalil 100㎎1g  〔日医工〕

グラマリール錠50㎎
Gramalil 50㎎1錠

【効】①脳梗塞後遺症に伴う攻撃的行

為，精神興奮，徘徊，せん妄の改善．

②特発性ジスキネジア及びパーキンソ

ニズムに伴うジスキネジア

【用】（内）1日75㎎～ 150㎎を3回に分

割．年齢，症状により適宜増減．パー

キンソニズムに伴うジスキネジアの患

者では，1日1回，25㎎から開始するこ

とが望ましい

……………………………………………

（テトラベナジン）Tetrabenazine

コレアジン錠12.5㎎（要時） お
Choreazine 12.5㎎1錠  〔アルフレッサ〕

【効】ハンチントン病に伴う舞踏運動

【用】（内）1日量12.5㎎（12.5㎎の1日1

回投与）から開始し，1週毎に1日量と

して12.5㎎ずつ増量し，維持量を定め

る．症状により適宜増減，1日100㎎ま

で．1日量が25㎎の場合は1日2回，1日

量が37.5㎎以上の場合には1日3回に分

割，1回37.5㎎まで

……………………………………………
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【用】（外）1日1回4.5㎎から開始し，4

週毎に4.5㎎ずつ増量し，維持量とし

て1日1回18㎎を貼付．患者の状態に応

じて，1日1回9㎎を開始用量とし，4週

後に18㎎に増量も可能．背部，上腕

部，胸部のいずれかの正常で健康な皮

膚に貼付し，24時間毎に貼り替える

……………………………………………

（リルゾール）Riluzole

リルゾール錠50㎎「タナベ」
あ 

Riluzole 50㎎1錠  〔ニプロES〕

〔先発品〕リルテック錠50

【効】①筋萎縮性側索硬化症（ALS）

の 治 療． ② 筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症

（ALS）の病勢進展の抑制

【用】（内）1回50㎎，1日2回朝夕食前，

1日量100㎎

……………………………………………

（レンボレキサント）Lemborexant

デエビゴ錠2.5㎎
Dayvigo 2.5㎎1錠  〔エーザイ〕

デエビゴ錠5㎎
Dayvigo 5㎎1錠

デエビゴ錠10㎎（院外）
Dayvigo 10㎎1錠

【効】不眠症

【用】（内）1日1回5㎎を就寝直前．症状

により適宜増減，1日1回10㎎まで

……………………………………………
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【用】（内）①初期用量として1日150㎎

を1日2回に分割し，その後1週間以上

かけて1日用量として300㎎まで漸増．

年齢，症状により適宜増減．1日600㎎

までとし，いずれも1日2回に分割．②

初期用量として1日150㎎を1日2回に分

割し，その後1週間以上かけて1日用量

として300㎎まで漸増した後，300 ～

450㎎で維持．年齢，症状により適宜

増減．1日450㎎までとし，いずれも1

日2回に分割

……………………………………………

（ミロガバリンベシル酸塩）Miro-

gabalin besylate

タリージェ錠5㎎
Tarlige 5㎎1錠  〔第一三共〕

タリージェ錠10㎎
Tarlige 10㎎1錠

タリージェ錠15㎎（院外）
Tarlige 15㎎1錠

【効】末梢性神経障害性疼痛

【用】（内）初期用量1回5㎎を1日2回，

その後1回用量として5㎎ずつ1週間以

上の間隔をあけて漸増し，1回15㎎を1

日2回．年齢，症状により1回10㎎から

15㎎の範囲で適宜増減し，1日2回投与

……………………………………………

（メマンチン塩酸塩）Memantine 

hydrochloride

メマリードライシロップ
2%（院外） お

Memary 20㎎1g  〔第一三共〕

メマリーOD錠5㎎（院外） お
Memary OD 5㎎1錠

メマリーOD錠20㎎（院外） お
Memary OD 20㎎1錠

メマンチン塩酸塩OD錠5㎎
「DSEP」あ お

Memantine hydrochlorid 5㎎1錠 

 〔第一三共エスファ〕

〔先発品〕メマリー OD錠5㎎

メマンチン塩酸塩OD錠20㎎
「DSEP」あ お

Memantine hydrochlorid 20㎎1錠

〔先発品〕メマリー OD錠20㎎

【効】中等度及び高度アルツハイマー型

認知症における認知症症状の進行抑制

【用】（内）1日1回5㎎から開始し，1週

間に5㎎ずつ増量し，維持量として1日

1回20㎎

……………………………………………

（メラトニン）Melatonin

メラトベル顆粒小児用
0.2%（院外）

Melatobel 2㎎1g  〔ノーベル〕

【効】小児期の神経発達症に伴う入眠困

難の改善

【用】（内）1日1回1㎎を就寝前．症状に

より適宜増減，1日1回4㎎まで

……………………………………………

（ラメルテオン）Ramelteon

ロゼレム錠8㎎
Rozerem 8㎎1錠  〔武田〕

【効】不眠症における入眠困難の改善

【用】（内）1回8㎎を就寝前

……………………………………………

（リバスチグミン）Rivastigmine

リバスタッチパッチ4.5㎎（要
時） お

Rivastach 4.5㎎2.51枚  〔小野〕

リバスタッチパッチ9㎎ お
Rivastach 9㎎51枚

リバスタッチパッチ13.5㎎（要
時） お

Rivastach 13.5㎎7.51枚

リバスタッチパッチ18㎎ お
Rivastach 18㎎101枚

【効】軽度及び中等度のアルツハイマー

型認知症における認知症症状の進行抑

制
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（リドカイン）Lidocaine

リドカインテープ18㎎「YP」
あ お

Lidocaine （18㎎）30.5㎜×50.0㎜1枚 

 〔メディキット〕

〔先発品〕ペンレステープ18㎎

【効】①静脈留置針穿刺時の疼痛緩和．

②伝染性軟属腫摘除時の疼痛緩和．③

皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和

【用】（外）①1回1枚，静脈留置針穿刺

予定部位に約30分間貼付．本剤除去後

直ちに注射針を穿刺する．②小児には

1回2枚までを伝染性軟属腫摘除予定部

位に約1時間貼付．③成人には本剤1回

6枚まで，小児には次記枚数までを，

レーザー照射予定部位に約1時間貼

付．3歳以下：2枚，4歳～5歳：3枚，

6歳～ 7歳：4枚，8歳～ 9歳：5枚，10

歳以上：6枚

……………………………………………

（リドカイン塩酸塩）Lidocaine 

hydrochloride

キシロカインビスカス2% お
Xylocaine 2000㎎100mL1瓶  〔アスペン〕

リドカイン塩酸塩ビスカス2%
「KN」（旧名称：アネトカイン
ビスカス2%）あ お

Anetocaine 2%100mL1瓶  〔小林化工〕

〔先発品〕キシロカインビスカス2%

【効】表面麻酔

【用】（内）1回100～300㎎（5～15mL：

添付の匙でほぼ1～3杯又は注射筒に

吸引して使用）を1日1～3回．年齢，

麻酔領域，部位，組織，体質により適

宜増減

……………………………………………

（リドカイン塩酸塩）Lidocaine 

hydrochloride

キシロカインゼリー 2%
Xylocaine 600㎎30mL1本  〔アスペン〕

リドカイン塩酸塩ゼリー 2%
「KN」（旧名称：アネトカイン
ゼリー 2%）あ 

Anetocaine 2000㎎100mL1本 

 〔小林化工〕

〔先発品〕キシロカインゼリー2%

【効】表面麻酔

【用】（外）尿道麻酔には男子は200 ～

300㎎（10～15mL），女子は60～100㎎

（3 ～ 5mL）．気管内挿管には適当量．

年齢，麻酔領域，部位，組織，体質に

より適宜増減

……………………………………………

（リドカイン塩酸塩）Lidocaine 

hydrochloride

キシロカイン液「4%」
Xylocaine 800㎎20mL1瓶  〔アスペン〕

【効】表面麻酔

【用】（外）80 ～ 200㎎（2 ～ 5mL）を使

用．年齢，麻酔領域，部位，組織，体

質により適宜増減 

〈使用方法〉 

耳鼻咽喉科領域：鼻腔内，咽喉に刺激

性薬物を塗布する前処置，耳管カテー

テル挿入，下甲介切除，鼻中隔矯正，

扁桃剔出，咽喉頭鏡検査等の場合，本

剤の適量（一時に5mL〈リドカイン塩

酸塩として200㎎〉以内）を塗布又は

噴霧． 

泌尿器科領域：膀胱鏡検査，尿管カ

テーテル挿入，逆行性腎盂撮影法，凝

血除去，結石処置，経尿道式尿道乳頭

腫剔除等の場合，本剤を倍量に希釈

し，その約10mL（リドカイン塩酸塩と

して200㎎）を尿道内に注入し，男子

では陰茎を箝搾子ではさみ，女子には

綿栓を施して5～10分間，液を尿道内

に貯留させる． 

気管支鏡検査：全身麻酔時の挿管には

本剤を倍量に希釈し，その適量（10mL
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12．末神経系用薬
121．局所麻酔剤
1211．アミノ安息香酸アルカミン

エステル製剤
 

（テトラカイン塩酸塩）Tetracaine 

hydrochloride

テトカイン注用20㎎「杏林」 お
Tetocaine 20㎎1瓶  〔杏林〕

【効】①脊椎麻酔（腰椎麻酔），②硬膜

外麻酔，③伝達麻酔，④浸潤麻酔，⑤

表面麻酔

【用】（注）目的濃度の水性注射液又は

水性液として使用．①高比重溶液：

0.1 ～ 0.5%注射液とし，6 ～ 15㎎．低

比 重 溶 液：0.1%注 射 液 と し，6 ～ 15

㎎．②0.15 ～ 0.2%注射液とし，30 ～

60㎎．③（基準最高用量：1回100㎎）

0.2%注射液とし，10 ～ 75㎎を使用．

④（基準最高用量：1回100㎎）0.1%注

射液とし，20 ～ 30㎎を使用．⑤0.25

～2%液とし，5～80㎎を使用．年齢，

麻酔領域，部位，組織，症状，体質に

より適宜増減．必要に応じアドレナリ

ン（通常濃度1：1万～2万）を添加

……………………………………………

1214．キシリジン系製剤
 

（ブピバカイン塩酸塩水和物）

Bupivacaine hydrochloride hydrate

マーカイン注脊麻用0.5%高比
重（手術部） お

Marcain 20㎎4mL1管  〔アスペン〕

マーカイン注脊麻用0.5%等比
重（手術部） お

Marcain 20㎎4mL1管

【効】脊椎麻酔（腰椎麻酔）

【用】（注）1回10 ～ 20㎎を脊髄クモ膜

下腔に注入．年齢，身長，麻酔領域，

部位，組織，症状，体質に応じ適宜増

減，1回20㎎まで

……………………………………………

（メピバカイン塩酸塩）Mepivacaine 

hydrochloride

カルボカインアンプル注1% お
Carbocain 100㎎10mL1管  〔アスペン〕

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸

潤麻酔

【用】（注）基準最高用量は，それぞれ1

回500㎎．年齢，麻酔領域，部位，組

織，症状，体質により適宜増減．麻酔

方法別の用量：①100 ～ 300㎎．②50

～ 200㎎，指趾神経遮断には40 ～ 80

㎎．③20～400㎎

……………………………………………

（メピバカイン塩酸塩）Mepivacaine 

hydrochloride

カルボカインアンプル注2% お
Carbocain 200㎎10mL1管  〔アスペン〕

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸

潤麻酔

【用】（注）基準最高用量は，それぞれ1

回500㎎．年齢，麻酔領域，部位，組

織，症状，体質により適宜増減．麻酔

方法別の用量：①200 ～ 400㎎．②40

～400㎎，指趾神経遮断には80～160

㎎．③40～400㎎

……………………………………………

（リドカイン）Lidocaine

キシロカインポンプスプレー
8%あ お

Xylocaine 80㎎1mL（80g1本） 

 〔アスペン〕

【効】表面麻酔

【用】（外）8 ～ 40 ㎎（1 ～ 5 回 の 噴 霧）

を使用．年齢，麻酔領域，部位，組

織，体質により適宜増減

……………………………………………
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症状，体質により適宜増減．①200

㎎．②40～200㎎．指趾神経遮断：60

～ 120㎎．③40 ～ 200㎎．④適量を塗

布又は噴霧

……………………………………………

（レボブピバカイン塩酸塩）Levobu-

pivacaine hydrochloride

ポプスカイン0.5%注50㎎
/10mL お

Popscaine 50㎎10mL1管  〔丸石〕

【効】伝達麻酔

【用】（注）1回150㎎（本剤として30mL）

までを目標の神経あるいは神経叢近傍

に投与．複数の神経ブロックを必要と

する場合でも，総量として150㎎（本

剤として30mL）まで．期待する痛覚遮

断域，手術部位，年齢，身長，体重，

全身状態等により適宜減量

……………………………………………

（レボブピバカイン塩酸塩）Levobu-

pivacaine hydrochloride

ポプスカイン0.75%注75㎎
/10mL お

Popscaine 75㎎10mL1管  〔丸石〕

【効】硬膜外麻酔

【用】（注）1回150㎎（本剤として20mL）

までを硬膜外腔に投与．期待する痛覚

遮断域，手術部位，年齢，身長，体

重，全身状態等により適宜減量

……………………………………………

（レボブピバカイン塩酸塩）Levobu-

pivacaine hydrochloride

ポプスカイン0.25%注バッグ
250㎎/100mL お

Popscaine 250㎎100mL1袋  〔丸石〕

【効】術後鎮痛

【用】（注）手術終了時に15㎎/時（本

剤として6mL/時）を硬膜外腔に持続

投与．期待する痛覚遮断域，手術部

位，年齢，身長，体重，全身状態等に

より10㎎～ 20㎎/時（本剤として4 ～

8mL/時）の範囲で適宜増減

……………………………………………

キシロカイン注射液「0.5%」
エピレナミン（1：100,000）含
有 お

Xylocaine 100㎎20mL1バイアル 

 〔アスペン〕

1mL中：

リドカイン塩酸塩 5㎎

アドレナリン 0.01㎎

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸

潤麻酔

【用】（注）1回100mL（リドカイン塩酸

塩として500㎎）を基準最高用量とす

る．年齢，麻酔領域，部位，組織，症

状，体質により適宜増減．内はリド

カイン塩酸塩として，〈〉内はアドレ

ナリンとしての用量である．①5 ～

30mL（25 ～ 150㎎）〈0.05 ～ 0.3㎎〉．交

感神経遮断には5～20mL（25～100㎎）

〈0.05～0.2㎎〉．②3～40mL（15～200

㎎）〈0.03～0.4㎎〉．肋間神経遮断には

5mLまで（25㎎まで）〈0.05㎎〉．③2 ～

40mL（10～200㎎）〈0.02～0.4㎎〉

……………………………………………

キシロカイン注射液「1%」エ
ピレナミン（1：100,000）含有
 お

Xylocaine 200㎎20mL1バイアル 

 〔アスペン〕

1mL中：

リドカイン塩酸塩 10㎎

アドレナリン 0.01㎎

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸

潤麻酔．④表面麻酔

【用】（注）1回50mL（リドカイン塩酸塩

として500㎎）を基準最高用量とす

る．年齢，麻酔領域，部位，組織，症

状，体質により適宜増減．内はリド
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〈リドカイン塩酸塩として200㎎〉以

内）を噴霧

……………………………………………

（リドカイン塩酸塩）Lidocaine 

hydrochloride

キシロカイン点眼液4%
Xylocaine 40㎎1mL  〔アスペン〕

【効】眼科領域における表面麻酔

【用】（外）1～5滴を点眼．年齢，体質

により適宜増減

……………………………………………

（リドカイン塩酸塩）Lidocaine 

hydrochloride

静注用キシロカイン2% お
Xylocaine 100㎎5mL1管  〔アスペン〕

【効】①期外収縮（心室性，上室性），

発作性頻拍（心室性，上室性）．②急

性心筋梗塞時及び手術に伴う心室性不

整脈の予防

【用】（注）1 回 50 ～ 100 ㎎（1 ～ 2 ㎎/

㎏）を，1 ～ 2分間で，緩徐に静注．

効果が認められない場合には，5分後

に同量を．効果の持続を期待する時に

は10～20分間隔で同量を追加しても

さしつかえないが，1時間内の基準最

高量は300㎎．静注の効果は，10～20

分で消失

……………………………………………

（リドカイン塩酸塩）Lidocaine 

hydrochloride

リドカイン塩酸塩注射液1%
「ファイザー」あ お

Lidocaine hydrochloride 100㎎10mL1

管  〔マイラン〕

〔先発品〕キシロカイン注ポリアンプ

1%

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸

潤麻酔．④表面麻酔

【用】（注）1回200㎎を基準最高用量と

する．年齢，麻酔領域，部位，組織，

症状，体質により適宜増減．①100～

200 ㎎． ② 30 ～ 200 ㎎． 指 趾 神 経 遮

断：30～100㎎．肋間神経遮断：50㎎

まで．③20～200㎎．④適量を塗布又

は噴霧

……………………………………………

（リドカイン塩酸塩）Lidocaine 

hydrochloride

リドカイン点滴静注液1%「タ
カタ」あ お

Lidocaine 1%200mL1袋  〔高田〕

【効】①期外収縮（心室性），発作性頻

拍（心室性），急性心筋梗塞時及び手

術に伴う心室性不整脈の予防．②期外

収縮（上室性），発作性頻拍（上室性）

【用】（注）点滴静脈内投与法：静脈内1

回投与が有効で，効果の持続を期待す

る場合に，心電図の連続監視下に点滴

静注を行う．1 ～ 2㎎/分の速度で静

注．必要な場合には投与速度を増して

もよいが，4㎎/分以上の速度では重

篤な副作用が現れるので，4㎎/分ま

でにとどめる．必要に応じて24時間あ

るいはそれ以上連続投与しても差し支

えないが，過量投与を避けるため，心

電図の連続監視と頻回の血圧測定が必

要である

……………………………………………

（リドカイン塩酸塩）Lidocaine 

hydrochloride

リドカイン塩酸塩注射液2%
「ファイザー」あ お

Lidocaine hydrochloride 100㎎5mL1

管  〔マイラン〕

〔先発品〕キシロカイン注ポリアンプ

2%

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸

潤麻酔．④表面麻酔

【用】（注）1回200㎎を基準最高用量と

する．年齢，麻酔領域，部位，組織，
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【効】①麻酔時の筋弛緩．②気管内挿管

時・骨折脱臼の整復時・喉頭痙攣の筋

弛緩．③精神神経科における電撃療法

の際の筋弛緩．④腹部腫瘤診断時

【用】（注）間欠的投与法：1回10 ～ 60

㎎を静注．筋弛緩が得られないとき

は，適宜増量．持続点滴用法：持続性

効果を求める場合は，0.1～0.2%とな

るように生理食塩液又は5%ブドウ糖

液に溶かし，持続注入．2.5㎎/分ぐら

いの速さで注入．乳幼児・小児：静注

の場合1㎎/㎏を，静注が不可能な場

合は2～3㎎/㎏を筋注

……………………………………………

1225．カルバメート系製剤
 

（クロルフェネシンカルバミン酸エス

テル）Chlorphenesin carbamate

リンラキサー錠125㎎（院外）
Rinlaxer 125㎎1錠  〔大正製薬〕

【効】運動器疾患に伴う有痛性痙縮：腰

背痛症，変形性脊椎症，椎間板ヘルニ

ア，脊椎分離・すべり症，脊椎骨粗鬆

症，頸肩腕症候群

【用】（内）1回250㎎を1日3回．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

1229．その他の骨格筋弛緩剤
 

（インコボツリヌストキシンA）

IncobotulinumtoxinA

ゼオマイン筋注用50単位（要
時） えけ

Xeomin 50単位1瓶  〔帝人〕

ゼオマイン筋注用100単位（要
時） えけ

Xeomin 100単位1瓶

ゼオマイン筋注用200単位（要
時） えけ

Xeomin 200単位1瓶

【効】上肢痙縮

【用】（注）複数の緊張筋（橈側手根屈

筋，尺側手根屈筋，浅指屈筋，深指屈

筋，腕橈骨筋，上腕二頭筋，上腕筋，

方形回内筋，円回内筋，長母指屈筋，

母指内転筋，短母指屈筋/母指対立筋

等）に合計400単位を分割して筋注．1

回あたりの最大投与量は400単位であ

るが，対象となる緊張筋の種類や数に

より，投与量は必要最小限となるよう

適宜減量．再投与は前回の効果が減弱

した場合に可能であるが，投与間隔は

12週以上とすること．症状に応じて投

与間隔は10週まで短縮できる

……………………………………………

（A型ボツリヌス毒素）Botulinum 

toxin type A

ボトックス注用50単位 えけ
Botox 50単位1瓶 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

ボトックス注用100単位（要
時） えけ

Botox 100単位1瓶

【効】①眼瞼痙攣．②片側顔面痙攣．③

痙性斜頸．④上肢痙縮．⑤下肢痙縮．

⑥2歳以上の小児脳性麻痺患者におけ

る下肢痙縮に伴う尖足．⑦重度の原発

性腋窩多汗症．⑧斜視．⑨痙攣性発声

障害．⑩既存治療で効果不十分又は既

存治療が適さない過活動膀胱における

尿意切迫感，頻尿及び切迫性尿失禁．

⑪既存治療で効果不十分又は既存治療

が適さない神経因性膀胱による尿失禁

【用】（注）①眼瞼痙攣：初回1.25～2.5

単位/部位を，1眼当たり眼輪筋6部位

に筋注．眼輪筋切除術施行後の患者に

投与する場合には，筋電計を用いて注

意深く目標とする部位を同定するこ

と．効果は通常3～4か月間持続する

が，症状再発の場合には再投与する．
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カイン塩酸塩として，〈〉内はアドレ

ナリンとしての用量である．①10 ～

30mL（100 ～ 300㎎）〈0.1 ～ 0.3㎎〉．②

3 ～ 20mL（30 ～ 200 ㎎）〈0.03 ～ 0.2

㎎〉．肋間神経遮断には5mLまで（50㎎

まで）〈0.05㎎〉．③2～40mL（20～400

㎎）〈0.02～0.4㎎〉．④適量を塗布又は

噴霧

……………………………………………

キシロカイン注射液「2%」エ
ピレナミン（1：80,000）含有
 お

Xylocaine 400㎎20mL1バイアル 

 〔アスペン〕

1mL中：

リドカイン塩酸塩 20㎎

アドレナリン 0.0125㎎

【効】①硬膜外麻酔．②伝達麻酔．③浸

潤麻酔．④表面麻酔

【用】（注）1回25mL（リドカイン塩酸塩

として500㎎）を基準最高用量とす

る．年齢，麻酔領域，部位，組織，症

状，体質により適宜増減．内はリド

カイン塩酸塩として，〈〉内はアドレ

ナリンとしての用量である．①10 ～

20mL（200 ～ 400 ㎎）〈0.125 ～ 0.25

㎎〉． ② 2 ～ 20mL（40 ～ 400 ㎎）〈0.025

～ 0.25㎎〉．③2 ～ 25mL（40 ～ 500㎎）

〈0.025 ～ 0.3125㎎〉．眼科領域麻酔に

は 0.5 ～ 2mL（10 ～ 40 ㎎）〈0.00625 ～

0.025㎎〉．④適量を塗布又は噴霧

……………………………………………

1219．その他の局所麻酔剤
 

（オキセサゼイン）Oxethazaine

ストロカイン錠5㎎（院外）
Strocain 5㎎1錠  〔エーザイ〕

【効】次記疾患に伴う疼痛・酸症状・曖

気・悪心・嘔吐・胃部不快感・便意逼

迫：食道炎，胃炎，胃・十二指腸潰

瘍，過敏性大腸症（イリタブルコロ

ン）

【用】（内）1日15～40㎎（3～8錠）を3

～4回に分割．年齢，症状により適宜

増減

……………………………………………

エムラクリーム（処置） お
Emla 5g1本  〔佐藤製薬〕

1g中：

リドカイン 25㎎

プロピトカイン 25㎎

【効】①皮膚レーザー照射療法時の疼痛

緩和．②注射針・静脈留置針穿刺時の

疼痛緩和

【用】（外）レーザー照射予定部位又は

注射針・静脈留置針穿刺予定部位に10

あたり1gを，密封法（ODT）によ

り60分間塗布．1回あたりの塗布量は

10gま で と し， 塗 布 時 間 は 120 分 ま

で．小児：レーザー照射予定部位又は

注射針・静脈留置針穿刺予定部位に10

あたり本剤1gを，密封法（ODT）

により60分間塗布．1回あたりの塗布

量及び塗布時間は次記を超えないこ

と．年齢・月齢（体重）/最大塗布量

/最大塗布時間．0～2か月/1g/60分．

3 ～ 11 か 月（5 ㎏ 以 下）/1g/60 分．3

～ 11か月（5㎏超）/2g/60分．1 ～ 14

歳（5㎏以下）/1g/60分．1～14歳（5

㎏超10㎏以下）/2g/120分．1 ～ 14歳

（10㎏超）/10g/120分

……………………………………………

122．骨格筋弛緩剤
1224．コリン系製剤
 

（スキサメトニウム塩化物水和物）

Suxamethonium chloride hydrate

スキサメトニウム注100「マル
イシ」（手術部） え

Suxamethonium 100㎎5mL1管  〔丸石〕
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投与は片側の甲状披裂筋に2.5単位を

投与．再投与は前回の効果が減弱した

場合，片側又は両側の甲状披裂筋に再

投与できる．ただし，投与間隔は12週

以上．片側あたり2.5単位を超えな

い．外転型痙攣性発声障害：初回投与

は片側の後輪状披裂筋に5.0単位を投

与．再投与は前回の効果が減弱した場

合，片側の後輪状披裂筋に再投与でき

る．ただし，投与間隔は12週以上．

5.0単位を超えない．⑩100単位を排尿

筋に分割して注射．再投与は前回の効

果が減弱した場合に可能であるが，投

与間隔は12週以上．⑪200単位を排尿

筋に分割して注射．再投与は前回の効

果が減弱した場合に可能であるが，投

与間隔は12週以上

……………………………………………

（ダントロレンナトリウム水和物）

Dantrolene sodium hydrate

ダントリウムカプセル25㎎
Dantrium 25㎎1カプセル 

 〔オーファンパシフィック〕

【効】①次記疾患に伴う痙性麻痺：脳血

管障害後遺症，脳性麻痺，外傷後遺症

（頭部外傷，脊髄損傷），頸部脊椎症，

後縦靭帯骨化症，脊髄小脳変性症，痙

性脊髄麻痺，脊髄炎，脊髄症，筋萎縮

性側索硬化症，多発性硬化症，スモン

（SMON），潜水病．②全身こむら返

り病．③悪性症候群

【用】（内）①②1日1回25㎎より始め，1

週毎に25㎎ずつ増量し（1日2～3回に

分割）維持量を決定．1日最高投与量

は150㎎とし3回に分割．③ダントロレ

ンナトリウム水和物注射剤の静注後，

継続投与が必要で経口投与が可能な場

合，1回25㎎又は50㎎を1日3回．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ダントロレンナトリウム水和物）

Dantrolene sodium hydrate

ダントリウム静注用20㎎
Dantrium 20㎎1瓶 

 〔オーファンパシフィック〕

【効】①麻酔時における悪性高熱症．②

悪性症候群

【用】（注）①初回量1㎎/㎏を静注，改

善が認められない場合，1㎎/㎏ずつ

静脈内に追加．症状により適宜増減で

きるが，投与総量は7㎎/㎏まで．②

初回量40㎎を静注，改善が認められな

い場合，20㎎ずつ追加．年齢，症状に

より適宜増減，1日総投与量は200㎎ま

で，7日以内

……………………………………………

（B型ボツリヌス毒素）Botulinum 

toxin type B

ナーブロック筋注2500単位
（要時） えけ

Nerbloc 2,500単位0.5mL1瓶 

 〔エーザイ〕

【効】痙性斜頸

【用】（注）次記の用量を緊張筋（胸鎖

乳突筋，斜角筋，僧帽筋，肩甲挙筋，

頭板状筋，頭半棘筋等）に筋注．緊張

筋が複数ある場合は，分割して投与．

初回投与の場合：合計で2500 ～ 5000

単位．効果不十分または症状再発の場

合には，合計で10000単位を上限とし

て再投与可．2か月以内の再投与は避

ける

……………………………………………

（ロクロニウム臭化物）Rocuronium 

bromide

ロクロニウム臭化物静注液
50㎎/5.0mL「マルイシ」あ え

Rocuronium 50㎎5mL1瓶  〔丸石〕

〔先発品〕エスラックス静注50㎎/5.0mL

【効】麻酔時の筋弛緩，気管挿管時の筋
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ただし，投与間隔は8週以上．再投与

は初回投与量の2倍までの用量を用い

ることができるが，本剤の薬理作用で

ある筋麻痺作用が予想以上に強く発現

した結果と見られる閉瞼不全，眼瞼下

垂等の副作用が現れた場合には，再投

与時の用量を適宜減量すること．1か

月間に累積で45単位まで．②片側顔面

痙攣：次記の用量を痙攣筋（眼輪筋，

皺眉筋，前頭筋，口輪筋，大頬骨筋，

小頬骨筋，笑筋，広頸筋，オトガイ筋

等）に筋注．痙攣筋が複数ある場合

は，分割して投与．初回投与の場合に

は合計で10単位を投与．初回投与後4

週間観察し，効果が不十分な場合に

は，さらに追加で合計20単位を上限と

して投与可．症状再発の場合には，合

計で30単位を上限として再投与可．た

だし，投与間隔は8週以上．③痙性斜

頸：次記の用量を緊張筋（胸鎖乳突

筋，僧帽筋，板状筋，斜角筋，僧帽筋

前縁，肩甲挙筋，傍脊柱筋，広頸筋

等）に筋注．緊張筋が複数ある場合

は，分割して投与．初回投与の場合に

は合計で30 ～ 60単位を投与．初回投

与後4週間観察し，効果が不十分な場

合には，さらに追加で合計180単位を

上限として投与可．症状再発の場合に

は，合計で240単位を上限として再投

与可．ただし，投与間隔は8週以上．

④上肢痙縮：複数の緊張筋（上腕二頭

筋，上腕筋，腕橈骨筋，橈側手根屈

筋，尺側手根屈筋，深指屈筋，浅指屈

筋，長母指屈筋，母指内転筋等）に合

計400単位を分割して筋注．1回あたり

400単位まで．投与量は必要最小限と

なるよう適宜減量．再投与は前回の効

果が減弱した場合に可．投与間隔は12

週以上．⑤下肢痙縮：複数の緊張筋

（腓腹筋（内側頭，外側頭），ヒラメ

筋，後脛骨筋等）に合計300単位を分

割して筋注．1回あたり300単位まで．

投与量は必要最小限となるよう適宜減

量．再投与は前回の効果が減弱した場

合に可．投与間隔は12週以上．⑥2歳

以上の小児脳性麻痺患者における下肢

痙縮に伴う尖足：2歳以上の小児には4

単位/㎏を，罹患している腓腹筋の内

側頭・外側頭の各々2ヵ所に筋注．両

下肢に投与する場合は，4単位/㎏を

両肢に分割して投与．初回投与以後，

効果不十分な場合にはヒラメ筋，後脛

骨筋等へ投与可．1回の総投与量は200

単位までとし，再投与は前回の効果が

消失した場合に可能であるが，投与間

隔は12週以上．⑦重度の原発性腋窩多

汗症：片腋窩あたり50単位を，複数の

部位（10～15ヵ所）に1～2㎝間隔で

皮内投与．再投与は前回の効果が減弱

した場合に可能であるが，投与間隔は

16週以上．⑧成人及び12歳以上の小児

に外眼筋に筋注．初回投与：1）上下

斜視の場合：上直筋又は下直筋に1.25

～ 2.5単位．2）20プリズムジオプト

リー未満の水平斜視の場合：内直筋又

は外直筋に1.25 ～ 2.5単位．3）20 ～

50プリズムジオプトリーの水平斜視の

場合：内直筋又は外直筋に2.5～5.0単

位．4）1か月以上持続する外転神経麻

痺の場合：内直筋に1.25 ～ 2.5単位．

初回投与後4週間観察し，効果不十分

な場合には，追加で初回投与量の2倍

までの用量を上限として投与できる．

前回の効果が減弱した場合には，過去

に投与された1回投与量の2倍までの用

量を上限として再投与できる．但し，

投与間隔は12週以上．1回の投与にお

ける1つの筋あたりの投与量は10単位

まで．⑨次記の用量を内喉頭筋に筋肉

内注射．内転型痙攣性発声障害：初回
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動脈への注入から開始し，通常，20，

50,100μgを冠攣縮が誘発されるまで5

分間隔で段階的に各20秒間かけて注

入．右冠動脈には通常，20，50μgを

冠攣縮が誘発されるまで5分間隔で段

階的に各20秒間かけて注入

……………………………………………

1233．ネオスチグミン系製剤
 

（ネオスチグミン臭化物）Neostig-

mine bromide

ワゴスチグミン散（0.5%）（院
外） お

Vagostigmin 5㎎1g  〔共和〕

【効】①重症筋無力症．②消化管機能低

下のみられる次の疾患：慢性胃炎，手

術後及び分娩後の腸管麻痺，弛緩性便

秘症．③手術後及び分娩後における排

尿困難

【用】（内）①1回15 ～ 30㎎を1日1 ～ 3

回．症状により適宜増減．②③1回5

～15㎎を1日1～3回．年齢，症状によ

り適宜増減

……………………………………………

（ネオスチグミンメチル硫酸塩）

Neostigmine methylsulfate

ワゴスチグミン注0.5㎎ お
Vagostigmin 0.5㎎1mL1管  〔共和〕

【効】①重症筋無力症，クラーレ剤（ツ

ボクラリン）による遷延性呼吸抑制，

消化管機能低下のみられる手術後及び

分娩後の腸管麻痺，手術後及び分娩後

における排尿困難．②非脱分極性筋弛

緩剤の作用の拮抗

【用】（注）①1回0.25～1.0㎎を1日1～

3回皮下注，筋注．重症筋無力症の場

合は症状により，その他の適応の場合

は年齢，症状により，それぞれ適宜増

減．②1回0.5～2.0㎎を緩徐に静注．

年齢，症状により適宜増減．アトロピ

ン硫酸塩水和物を静注により併用

……………………………………………

1239．その他の自律神経剤
 

（ピリドスチグミン臭化物）Pyr-

idostigmine bromide

メスチノン錠60㎎ お
Mestinon 60㎎1錠  〔共和〕

【効】重症筋無力症

【用】（内）1日180㎎を3回に分割．医師

の監督下に症状に応じて，適宜，用量

および服用回数を増減可

……………………………………………

124．鎮けい剤
1242．アトロピン系製剤
 

（アトロピン硫酸塩水和物）Atropine 

sulfate hydrate

アトロピン硫酸塩注0.5㎎「タ
ナベ」 お

Atropine sulfate 0.5㎎1mL1管 

 〔田辺三菱〕

【効】胃・十二指腸潰瘍における分泌並

びに運動亢進，胃腸の痙攣性疼痛，痙

攣性便秘，胆管・尿管の疝痛，有機燐

系殺虫剤・副交感神経興奮剤の中毒，

迷走神経性徐脈及び迷走神経性房室伝

導障害，その他の徐脈及び房室伝導障

害，麻酔前投薬，ECTの前投与

【用】（注）0.5㎎を皮下注又は筋注．場

合により静注もできる．年齢，症状に

より適宜増減．〔有機燐系殺虫剤中毒

の場合〕軽症：0.5 ～ 1㎎を皮下注又

は経口．中等症：1 ～ 2㎎を皮下注・

筋注又は静注．必要があれば，その後

20 ～ 30分毎に繰り返し注射．重症：

初回，2 ～ 4㎎を静注，アトロピン飽

和の徴候が認められるまで繰り返し注

射を行う．〔ECTの前投与〕1回0.5㎎

を皮下注，筋注又は静注，年齢，症状
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弛緩

【用】（注）挿管用量として0.6㎎/㎏を

静脈内投与し，術中必要に応じて0.1

～ 0.2 ㎎/㎏ を 追 加． 持 続 注 入 は，7

μg/㎏/分で開始．上限は0.9㎎/㎏まで

……………………………………………

123．自律神経剤
1231．四級アンモニウム塩製剤
 

（アンベノニウム塩化物）Amben-

onium chloride

マイテラーゼ錠10㎎（要時）
Mytelase 10㎎1錠  〔アルフレッサ〕

【効】重症筋無力症

【用】（内）1日15㎎を3回に分割．症状

により適宜増減

……………………………………………

（ジスチグミン臭化物）Distigmine 

bromide

ウブレチド錠5㎎ え
Ubretid 5㎎1錠  〔鳥居〕

【効】①手術後及び神経因性膀胱などの

低緊張性膀胱による排尿困難．②重症

筋無力症

【用】（内）①1日5㎎．②1日5～20㎎を

1～4回に分割．症状により適宜増減

……………………………………………

（プロパンテリン臭化物）Propanthe-

line bromide

プロ・バンサイン錠15㎎（院
外）

Pro banthine 15㎎1錠  〔ファイザー〕

【効】次記疾患における分泌・運動亢進

並びに疼痛：胃・十二指腸潰瘍，胃酸

過多症，幽門痙攣，胃炎，腸炎，過敏

大腸症（イリタブルコロン），膵炎，

胆道ジスキネジー．夜尿症又は遺尿

症．多汗症

【用】（内）1回15㎎を1日3 ～ 4回．年

令，症状により適宜増減

……………………………………………

（ベタネコール塩化物）Bethanechol 

chloride

ベサコリン散5% お
Besacolin 50㎎1g  〔エーザイ〕

【効】①消化管機能低下のみられる次記

疾患：慢性胃炎，迷走神経切断後，手

術後及び分娩後の腸管麻痺，麻痺性イ

レウス．②手術後，分娩後及び神経因

性膀胱などの低緊張性膀胱による排尿

困難（尿閉）

【用】（内）1日30～50㎎を3～4回に分

割．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（メペンゾラート臭化物）Mepenzo-

late bromide

トランコロン錠7.5㎎
Trancolon 7.5㎎1錠  〔アステラス〕

【効】過敏大腸症（イリタブルコロン）

【用】（内）1回15㎎を1日3回．年齢，症

状により適宜増減

……………………………………………

1232．アセチルコリン系製剤
 

（アセチルコリン塩化物）Acetylcho-

line chloride

オビソート注射用0.1g お
Ovisot 100㎎1管（溶解液2mL付） 

 〔第一三共〕

【効】①麻酔後の腸管麻痺．②消化管機

能低下のみられる急性胃拡張．③円形

脱毛症．④冠動脈造影検査時の冠攣縮

薬物誘発試験における冠攣縮の誘発

【用】（注）①②1回0.1gを1 ～ 2mLの注

射用水に使用のたびごとに溶解し，1

日1～2回皮下注又は筋注．③1回0.1g

を5mLの注射用水に使用のたびごとに

溶解し，局所皮内の数か所に毎週1回

ずつ注射．④生理食塩液で溶解及び希

釈し，1回5mLを冠動脈内に注入．左冠
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管拡張と症状の改善

【用】（注）1回30～50㎎，1日100～200

㎎を皮下注，筋注も可．急性動脈塞栓

には1回50㎎を動注，急性肺塞栓には1

回50㎎を静注できる．年齢，症状によ

り適宜増減

……………………………………………

1244．マグネシウム塩製剤
 

（硫酸マグネシウム水和物）Magne-

sium sulfate hydrate

硫酸Mg補正液1mEq/mL
Magnesium sulfate 20mEq20mL1管 

 〔大塚製薬工場〕

20mL中：

Mg2＋ 20mEq

SO4
2－ 20mEq

【効】電解質補液の電解質補正

【用】（注）体内の水分，電解質の不足

に応じて電解質補液に添加

……………………………………………

1249．その他の鎮けい剤
 

（アフロクアロン）Afloqualone

アロフト錠20㎎（院外）
Arofuto 20㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】①次記疾患における筋緊張状態の

改善：頸肩腕症候群，腰痛症．②次記

疾患による痙性麻痺：脳血管障害，脳

性麻痺，痙性脊髄麻痺，脊髄血管障

害，頸部脊椎症，後縦靭帯骨化症，多

発性硬化症，筋萎縮性側索硬化症，脊

髄小脳変性症，外傷後遺症（脊髄損

傷，頭部外傷），術後後遺症（脳・脊

髄腫瘍を含む），その他の脳脊髄疾患

【用】（内）1日量60㎎を3回に分割．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（エペリゾン塩酸塩）Eperisone 

hydrochloride

ミオナール錠50㎎
Myonal 50㎎1錠  〔エーザイ〕

【効】①次記疾患による筋緊張状態の改

善：頸肩腕症候群，肩関節周囲炎，腰

痛症．②次記疾患による痙性麻痺：脳

血管障害，痙性脊髄麻痺，頸部脊椎

症，術後後遺症（脳・脊髄腫瘍を含

む），外傷後遺症（脊髄損傷，頭部外

傷），筋萎縮性側索硬化症，脳性小児

麻痺，脊髄小脳変性症，脊髄血管障

害，スモン（SMON），その他の脳脊

髄疾患

【用】（内）1日量として150㎎を3回に分

割し食後．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（チザニジン塩酸塩）Tizanidine 

hydrochloride

テルネリン錠1㎎
Ternelin 1㎎1錠  〔ノバルティス〕

【効】①次記疾患による筋緊張状態の改

善：頸肩腕症候群，腰痛症．②次記疾

患による痙性麻痺：脳血管障害，痙性

脊髄麻痺，頸部脊椎症，脳性（小児）

麻痺，外傷後遺症（脊髄損傷，頭部外

傷），脊髄小脳変性症，多発性硬化

症，筋萎縮性側索硬化症

【用】（内）①3㎎を1日3回に分割し食

後．年齢，症状により適宜増減．②1

日3㎎より始め，1日6～9㎎まで漸増

し，1日3回に分割し食後．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

（バクロフェン）Baclofen

ギャバロン髄注0.005% お
Gabalon 0.05㎎1mL1管  〔第一三共〕

ギャバロン髄注0.05% お
Gabalon 10㎎20mL1管
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により適宜増減

……………………………………………

（アトロピン硫酸塩水和物）Atropine 

sulfate hydrate

アトロピン注0.05%シリンジ
「テルモ」あ お

Atropine 0.5㎎1mL1筒  〔テルモ〕

【効】胃・十二指腸潰瘍における分泌並

びに運動亢進，胃腸の痙攣性疼痛，痙

攣性便秘，胆管・尿管の疝痛，有機燐

系殺虫剤・副交感神経興奮剤の中毒，

迷走神経性徐脈及び迷走神経性房室伝

導障害，麻酔前投薬，その他の徐脈及

び房室伝導障害，ECTの前投与

【用】（注）0.5㎎を皮下注又は筋注．場

合により静注もできる．年齢，症状に

より適宜増減．〔有機燐系殺虫剤中毒

の場合〕軽症：0.5 ～ 1㎎を皮下注又

は0.5 ～ 1㎎経口投与．中等症：1 ～ 2

㎎を皮下注・筋注又は静注．必要があ

れば，その後20 ～ 30分毎に繰り返し

注射．重症：初回，2 ～ 4㎎を静注，

アトロピン飽和の徴候が認められるま

で繰り返し注射を行う．〔ECTの前投

与〕1回0.5㎎を皮下注，筋注又は静

注．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（スコポラミン臭化水素酸塩水和物）

Scopolamine hydrobromide hydrate

ハイスコ皮下注0.5㎎ お
Hysco 0.5㎎1mL1管  〔杏林〕

【効】麻酔の前投薬，特発性及び脳炎後

パーキンソニズム

【用】（注）1回0.25 ～ 0.5㎎を皮下注．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ブチルスコポラミン臭化物）

Scopolamine butylbromide

ブスコパン錠10㎎
Buscopan 10㎎1錠  〔サノフィ〕

【効】次記疾患における痙攣並びに運動

機能亢進：胃・十二指腸潰瘍，食道痙

攣，幽門痙攣，胃炎，腸炎，腸疝痛，

痙攣性便秘，機能性下痢，胆嚢・胆管

炎，胆石症，胆道ジスキネジー，胆嚢

切除後の後遺症，尿路結石症，膀胱

炎，月経困難症

【用】（内）1回10～20㎎を1日3～5回．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ブチルスコポラミン臭化物）

Scopolamine butylbromide

ブスコパン注20㎎ お
Buscopan 20㎎1mL1管  〔サノフィ〕

【効】①次記疾患における痙攣並びに運

動機能亢進：胃・十二指腸潰瘍，食道

痙攣，幽門痙攣，胃炎，腸炎，腸疝

痛，痙攣性便秘，機能性下痢，胆嚢・

胆管炎，胆石症，胆道ジスキネジー，

胃・胆嚢切除後の後遺症，尿路結石

症，膀胱炎，器具挿入による尿道・膀

胱痙攣，月経困難症，分娩時の子宮下

部痙攣．②消化管のX線及び内視鏡検

査の前処置

【用】（注）1回10 ～ 20㎎を静注又は皮

下注，筋注．年齢，症状により適宜増

減

……………………………………………

1243．パパベリン系製剤
 

（パパベリン塩酸塩）Papaverine 

hydrochloride

パパベリン塩酸塩注40㎎「日
医工」

Papaverine hydrochloride 40㎎1mL1

管  〔日医工〕

【効】①次記疾患に伴う内臓平滑筋の痙

攣症状：胃炎，胆道（胆管・胆嚢）系

疾患．②急性動脈塞栓，急性肺塞栓，

末梢循環障害，冠循環障害における血
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差があるため，症状に応じて増減．用

量の調整は通常1日に1回，次のとおり

とする．なお，1日用量の上限は600

μgとする． 

原疾患：脊髄疾患（脊髄損傷，脊髄小

脳変性症（痙性対麻痺）等） 

増量時：40%以内の範囲，減量時：

20%以内の範囲 

原疾患：脳疾患（脳性麻痺，頭部外傷

等） 

増量時：20%以内の範囲，減量時：

20%以内の範囲 

小児：標準1日用量として25 ～ 150μg

であるが，患者の本剤に対する反応に

は個人差があるため，症状に応じて適

宜増減．用量の調整は通常1日に1回，

次のとおりとする．なお，1日用量の

上限は400μgとする． 

小児 

増量時：20%以内の範囲，減量時：

20%以内の範囲 

〈参考〉用量設定期及び維持期におい

て使用が推奨される製剤（1日用量別）

は次のとおり． 

1日用量：200μg未満 

使用が推奨される製剤：髄注0.05% 

1日用量：200μg以上，300μg未満 

使用が推奨される製剤：髄注0.05%又

は髄注0.2% 

1日用量：300μg以上，600μg以下 

使用が推奨される製剤：髄注0.2%

……………………………………………

（バクロフェン）Baclofen

リオレサール錠5㎎ お
Lioresal 5㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】次記疾患による痙性麻痺：脳血管

障害，脳性（小児）麻痺，痙性脊髄麻

痺，脊髄血管障害，頸部脊椎症，後縦

靭帯骨化症，多発性硬化症，筋萎縮性

側索硬化症，脊髄小脳変性症，外傷後

遺症（脊髄損傷，頭部外傷），術後後

遺症（脳・脊髄腫瘍を含む），その他

の脳性疾患，その他のミエロパチー

【用】（内）初回量として1日5～15㎎を

1～3回に分割し食後，症状を観察し

ながら標準用量に達するまで2～3日

毎に1日5～10㎎ずつ増量．標準用量

は1日30㎎．年齢，症状に応じて適宜

増減．小児：初回量として1日5㎎を1

～2回に分割し食後，以後の症状を観

察しながら標準用量に達するまで，2

～3日毎に1日5㎎ずつ増量．症状，体

重に応じて適宜増減．（標準用量）4

～ 6歳：1日5 ～ 15㎎を2 ～ 3回に分割

し食後．7～11歳：1日5～20㎎を2～

3回に分割し食後．12～15歳：1日5～

25㎎を2～3回に分割し食後

……………………………………………

（フロプロピオン）Flopropione

コスパノン錠80㎎
Cospanon 80㎎1錠  〔エーザイ〕

【効】次記の疾患に伴う鎮痙効果．①肝

胆道疾患：胆道ジスキネジー，胆石

症，胆嚢炎，胆管炎，胆嚢剔出後遺

症．②膵疾患：膵炎．③尿路結石

【用】（内）1回80㎎1日3回毎食後．年

齢，症状により適宜増減．尿路結石以

外に対する通常の用法・用量は1回40

～80㎎1日3回毎食後

……………………………………………

125．発汗剤，止汗剤
1259．その他の発汗剤，止汗剤
 

（ソフピロニウム臭化物）Sofpiro-

nium bromide

エクロックゲル5%（院外）
Ecclock 5%1g  〔科研〕

【効】原発性腋窩多汗症

【用】（外）1日1回，適量を腋窩に塗布

……………………………………………
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ギャバロン髄注0.2%（要時） お
Gabalon 10㎎5mL1管

【効】脳脊髄疾患に由来する重度の痙性

麻痺（既存治療で効果不十分な場合に

限る）

【用】（注）スクリーニング［効果の確

認］ 

本剤専用のポンプシステムを植込む前

に本剤の効果を確認するため，スク

リーニングを実施．スクリーニングに

は 髄 注 0.005%（0.05 ㎎/1mL） を 用 い

る．1日1回50μg［髄注0.005%を1mL（1

アンプル）］をバルボタージ法（ポン

ピング）により髄腔内投与し，抗痙縮

効果を1～8時間後に確認．期待した

効果が認められない場合，初回投与か

ら24時間以降に75μg［髄注0.005%を

1.5mL（1.5アンプル）］に増量の上同

様に髄腔内投与して1～8時間後に効

果を確認する．期待した効果が認めら

れない場合，2回目の投与から24時間

以降に100μg［髄注0.005%を2mL（2ア

ンプル）］に増量の上同様に髄腔内投

与して1～8時間後に効果を確認．100

μgでも効果が認められない場合，本

剤の治療対象とはならない．小児：1

日1回25μg［髄注0.005%を0.5mL（0.5

アンプル）］をバルボタージ法（ポン

ピング）により髄腔内投与し，抗痙縮

効果を1 ～ 8時間後に確認する．体

格，症状などを考慮して増量すること

ができるが，初回投与量の上限は50

μg［髄注0.005%を1mL（1アンプル）］

とする．期待した効果が認められない

場合，初回投与量が50μg未満である

場合は50μg，50μgである場合は75μg

に増量の上，髄腔内投与して1～8時

間後に効果を確認．期待した効果が認

められない場合，成人の用法及び用量

に準じて増量の上，同様に髄腔内投与

して1～8時間後に効果を確認．100μg

でも効果が認められない場合，本剤の

治療対象とはならない． 

適正用量の設定 

本剤専用のポンプシステム植込み後の

適正用量の設定には，髄注0.05%（10

㎎/20mL）又は髄注0.2%（10㎎/5mL）

を用いる．髄注0.2%は0.05～0.2%の範

囲内で生理食塩液にて希釈して使用す

ることができる． 

（1）用量設定期（滴定期）［ポンプシス

テム植込み後60日まで］ 

スクリーニングのいずれかの用量で期

待した抗痙縮効果が認められた患者に

は，その用量を初回1日用量とし，本

剤専用の植込み型ポンプシステムを用

い24時間かけて髄腔内投与．1日用量

が50～250μgとなる範囲で増減．用量

の調整は通常1日に1回，次のとおりと

する．なお，1日用量の上限は600μg

とする． 

原疾患：脊髄疾患（脊髄損傷，脊髄小

脳変性症（痙性対麻痺）等） 

増量時：30%以内の範囲，減量時：

20%以内の範囲 

原疾患：脳疾患（脳性麻痺，頭部外傷

等） 

増量時：15%以内の範囲，減量時：

20%以内の範囲 

小児：1日用量が25 ～ 150μgとなる範

囲で増減．用量の調整は1日に1回，次

のとおりとする．1日用量の上限は400

μgとする． 

小児 

増量時：15%以内の範囲，減量時：

20%以内の範囲 

（2）維持期［ポンプシステム植込み後

61日以降］ 

標準1日用量として50 ～ 250μgである

が，患者の本剤に対する反応には個人
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13．感覚器官用薬
131．眼科用剤
1311．散瞳剤
 

（アトロピン硫酸塩水和物）Atropine 

sulfate hydrate

日点アトロピン点眼液1% お
Nitten atropine 50㎎5mL1本 

 〔日本点眼薬〕

【効】診断又は治療を目的とする散瞳と

調節麻痺

【用】（外）1日1～3回，1回1～2滴宛点

眼

……………………………………………

（アトロピン硫酸塩水和物）Atropine 

sulfate hydrate

リュウアト1%眼軟膏 お
Ryuato 35㎎3.5g1本  〔参天〕

【効】診断又は治療を目的とする散瞳と

調節麻痺

【用】（外）1日1 ～ 3回適量を結膜嚢に

塗布

……………………………………………

（シクロペントラート塩酸塩）

Cyclopentolate hydrochloride

サイプレジン1%点眼液（処置）
Cyplegin 10㎎1mL  〔参天〕

【効】診断又は治療を目的とする散瞳と

調節麻痺

【用】（外）1日1回1滴宛点眼，又は1滴

点眼後5～10分して更に1滴を点眼

……………………………………………

（ジピベフリン塩酸塩）Dipivefrin 

hydrochloride

ピバレフリン点眼液0.04%（院
外） お

Pivalephrine 2㎎5mL1本  〔参天〕

ピバレフリン点眼液0.1%（院
外） お

Pivalephrine 5㎎5mL1本

【効】開放隅角緑内障，高眼圧症

【用】（外）用時，添付溶剤に溶解し，1

回 1 滴，1 日 1 ～ 2 回 点 眼． 低 濃 度

（0.04%）製剤を投与し，効果が不十分

な場合は，高濃度（0.1%）製剤を投与

……………………………………………

（トロピカミド）Tropicamide

ミドリンM点眼液0.4%
Mydrin M 20㎎5mL1本  〔参天〕

【効】診断又は治療を目的とする散瞳と

調節麻痺

【用】（外）診断又は治療を目的とする

散瞳には1日1回，1回1～2滴宛，調節

麻痺には3～5分おきに2～3回，1回1

滴宛点眼

……………………………………………

（フェニレフリン塩酸塩）Phenyleph-

rine hydrochloride

ネオシネジンコーワ5%点眼液
Neosynesin 500㎎10mL1本  〔興和〕

【効】診断又は治療を目的とする散瞳

【用】（外）1回，1～2滴宛点眼

……………………………………………

1312．縮瞳剤
 

（ジスチグミン臭化物）Distigmine 

bromide

ウブレチド点眼液1% え
Ubretid 50㎎5mL1本  〔鳥居〕

【効】緑内障，調節性内斜視，重症筋無

力症（眼筋型）

【用】（外）1回1滴を1日1～2回点眼

……………………………………………

（ピロカルピン塩酸塩）Pilocarpine 

hydrochloride

サンピロ点眼液1% お
Sanpilo 50㎎5mL1本  〔参天〕

サンピロ点眼液2% お
Sanpilo 100㎎5mL1本

【効】緑内障，診断又は治療を目的とす
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129．その他の末神経系用薬
 

（タファミジスメグルミン）Tafami-

dis meglumine

ビンダケルカプセル20㎎（要
時） お

Vyndaqel 20㎎1カプセル 

 〔ファイザー〕

【効】①トランスサイレチン型家族性ア

ミロイドポリニューロパチーの末梢神

経障害の進行抑制．②トランスサイレ

チン型心アミロイドーシス（野生型及

び変異型）

【用】（内）①1回20㎎を1日1回．②1回

80㎎を1日1回．忍容性がない場合は減

量可

……………………………………………
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耳・中耳（耳管を含む）又は上気道の

炎症性・アレルギー性疾患（外耳炎，

中耳炎，アレルギー性鼻炎等），術後

処置

【用】（外）①1日3～4回，1回1～2滴ず

つ点眼．症状により適宜増減．②1日1

～数回，適量を点耳，点鼻，耳浴，ネ

ブライザー又はタンポンにて使用する

か，又は患部に注入．症状により適宜

増減

……………………………………………

1317．眼科用抗生物質製剤
 

（アジスロマイシン水和物）Azithro-

mycin hydrate

アジマイシン点眼液1%（院外）
Azimycin 1%2.5mL1本  〔千寿〕

【効】①結膜炎．②眼瞼炎，麦粒腫，涙

嚢炎．〈適応菌種〉アジスロマイシン

に感性のブドウ球菌属，レンサ球菌

属，肺炎球菌，コリネバクテリウム

属，インフルエンザ菌，アクネ菌

【用】（外）①成人及び7歳以上の小児に

は，1回1滴，1日2回2日間，その後，1

日1回5日間点眼．②1回1滴，1日2回2

日間，その後，1日1回12日間点眼

……………………………………………

（セフメノキシム塩酸塩）Cefmenox-

ime hydrochloride

ベストロン点眼用0.5%
Bestron 25㎎1本（溶解液5mL付） 

 〔千寿〕

【効】眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜

炎，瞼板腺炎，角膜炎（角膜潰瘍を含

む），眼科周術期の無菌化療法．〈適応

菌種〉セフメノキシムに感性のブドウ

球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，モ

ラクセラ・ラクナータ（モラー・アク

センフェルト菌），セラチア・マルセ

スセンス，プロテウス属，モルガネ

ラ・モルガニー，プロビデンシア属，

インフルエンザ菌，ヘモフィルス・エ

ジ プ チ ウ ス（ コ ッ ホ・ ウ ィ ー ク ス

菌），緑膿菌，アクネ菌

【用】（外）添付の溶解液で5㎎/mLの濃

度に溶解し，1回1 ～ 2滴を1日4回点

眼．症状により適宜回数を増減．症状

に改善がみられない場合は漫然と長期

間の連続投与を行わないこと

……………………………………………

（トブラマイシン）Tobramycin

トブラシン点眼液0.3% お
Tobracin 15㎎5mL1本 

 〔日東メディック〕

【効】眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜

炎，角膜炎（角膜潰瘍を含む）．〈適応

菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レ

ンサ球菌属，肺炎球菌，モラクセラ・

ラクナータ（モラー・アクセンフェル

ト菌），インフルエンザ菌，ヘモフィ

ルス・エジプチウス（コッホ・ウィー

クス菌），緑膿菌

【用】（外）1回1 ～ 2滴，1日4 ～ 5回点

眼．症状により適宜回数を増減

……………………………………………

（ピマリシン）Pimaricin

ピマリシン眼軟膏1%「セン
ジュ」

Pimaricin 50㎎5g1本  〔千寿〕

【効】角膜真菌症

【用】（外）1回適量を1日4～5回塗布．

症状により適宜回数を増減

……………………………………………

1319．その他の眼科用剤
 

（アシクロビル）Aciclovir

ゾビラックス眼軟膏3%
Zovirax 150㎎5g1本  〔参天〕

【効】単純ヘルペスウイルスに起因する

角膜炎
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る縮瞳

【用】（外）0.5 ～ 4%液を1日3 ～ 5回，1

回1～2滴宛点眼

……………………………………………

1313．眼科用局所麻酔剤
 

（オキシブプロカイン塩酸塩）Oxybu-

procaine hydrochloride

ネオベノール点眼液0.4%
Neovenol 60㎎15mL1本  〔日本点眼薬〕

ベノキシール点眼液0.4%
Benoxil 20㎎5mL1本  〔参天〕

【効】眼科領域における表面麻酔

【用】（外）1～4滴を点眼．年令，体質

により適宜増減

……………………………………………

（オキシブプロカイン塩酸塩）Oxybu-

procaine hydrochloride

ラクリミン点眼液0.05%（院
外）

Lacrimin 2.5㎎5mL1本  〔参天〕

【効】分泌性流涙症

【用】（外）1日2～5回，1回1～2滴を点

眼

……………………………………………

1315．眼科用コルチゾン製剤
 

（フルオロメトロン）Fluorometho-

lone

フルメトロン点眼液0.02%
Flumetholon 1㎎5mL1本  〔参天〕

【効】外眼部の炎症性疾患（眼瞼炎，結

膜炎，角膜炎，強膜炎，上強膜炎等）

【用】（外）用時よく振りまぜたのち，1

回1～2滴，1日2～4回点眼．年令，症

状に応じ適宜増減

……………………………………………

（フルオロメトロン）Fluorometho-

lone

フルメトロン点眼液0.1%
Flumetholon 5㎎5mL1本  〔参天〕

【効】外眼部及び前眼部の炎症性疾患

（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，強膜炎，

上強膜炎，虹彩炎，虹彩毛様体炎，ブ

ドウ膜炎，術後炎症等）

【用】（外）用時よく振りまぜたのち，1

回1～2滴，1日2～4回点眼．年令，症

状に応じ適宜増減

……………………………………………

（プレドニゾロン酢酸エステル）

Prednisolone acetate

プレドニン眼軟膏
Predonine 12.5㎎5g1本  〔塩野義〕

【効】外眼部及び前眼部の炎症性疾患の

対症療法（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，

強膜炎，上強膜炎，前眼部ブドウ膜

炎，術後炎症）

【用】（外）1日数回，適量を塗布．症状

により適宜増減

……………………………………………

（ベタメタゾンリン酸エステルナトリ

ウム）Betamethasone sodium 

phosphate

リンデロン点眼・点耳・点鼻
液0.1%（院外）

Rinderon 5㎎5mL1本  〔塩野義〕

ベタメタゾンリン酸エステル
Na・PF眼耳鼻科用液0.1%「日
点」あ 

Betamethasone sodium phosphate 

0.1%5mL1本  〔日本点眼薬〕

〔先発品〕リンデロン点眼・点耳・点鼻

液0.1%

【効】①眼科：外眼部及び前眼部の炎症

性疾患の対症療法（眼瞼炎，結膜炎，

角膜炎，強膜炎，上強膜炎，前眼部ブ

ドウ膜炎，術後炎症）．②耳鼻科：外
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③緑内障）時の眼灌流及び洗浄

【用】（外）用時，オキシグルタチオン

溶液を希釈液で希釈し，眼科手術時に

眼内及び眼外の灌流及び洗浄を目的と

し，次記の量を目安として適量を使

用．術式及び手術時間等により適宜増

減．①60 ～ 240mL．②90 ～ 400mL．③

30～260mL

……………………………………………

（オフロキサシン）Ofloxacin

タリビッド眼軟膏0.3%
Tarivid 10.5㎎3.5g1本  〔参天〕

【効】眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜

炎，瞼板腺炎，角膜炎（角膜潰瘍を含

む），眼科周術期の無菌化療法．〈適応

菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レ

ンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，ミ

クロコッカス属，モラクセラ属，コリ

ネバクテリウム属，クレブシエラ属，

セラチア属，プロテウス属，モルガネ

ラ・モルガニー，プロビデンシア属，

インフルエンザ菌，ヘモフィルス・エ

ジ プ チ ウ ス（ コ ッ ホ・ ウ ィ ー ク ス

菌），シュードモナス属，緑膿菌，

バークホルデリア・セパシア，ステノ

トロホモナス（ザントモナス）・マル

トフィリア，アシネトバクター属，ア

クネ菌，トラコーマクラミジア（クラ

ミジア・トラコマティス）

【用】（外）適量を1日3回塗布．症状に

より適宜増減

……………………………………………

（オミデネパグイソプロピル）

Omidenepag isopropyl

エイベリス点眼液0.002%（要
時） お

Eybelis 0.002%1mL  〔参天〕

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日1回点眼

……………………………………………

（オロパタジン塩酸塩）Olopatadine 

hydrochloride

パタノール点眼液0.1%
Patanol 5㎎5mL1本  〔日本アルコン〕

【効】アレルギー性結膜炎

【用】（外）1回1 ～ 2滴，1日4回（朝，

昼，夕方及び就寝前）点眼

……………………………………………

（ガチフロキサシン水和物）Gati-

floxacin hydrate

ガチフロ点眼液0.3%
Gatiflo 15㎎5mL1本  〔千寿〕

【効】①眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜

炎，瞼板腺炎，角膜炎（角膜潰瘍を含

む）．②眼科周術期の無菌化療法．〈適

応菌種〉ガチフロキサシンに感性のブ

ドウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球

菌，腸球菌属，モラクセラ（ブランハ

メラ）・カタラーリス，コリネバクテ

リウム属，シトロバクター属，クレブ

シエラ属，セラチア属，モルガネラ・

モ ル ガ ニ ー， イ ン フ ル エ ン ザ 菌，

シュードモナス属，緑膿菌，スフィン

ゴモナス・パウチモビリス，ステノト

ロホモナス（ザントモナス）・マルト

フィリア，アシネトバクター属，アク

ネ菌

【用】（外）①1回1滴，1日3回点眼．症

状により適宜増減．②手術前：1回1

滴，1日5回．手術後：1回1滴，1日3回

点眼

……………………………………………

（カルテオロール塩酸塩）Carteolol 

hydrochloride

ミケランLA点眼液1%（院外）
Mikelan LA 25㎎2.5mL1本  〔大塚〕

ミケランLA点眼液2%
Mikelan LA 50㎎2.5mL1本

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1%製剤を1回1滴，1日1回点
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【用】（外）適量を1日5回塗布．症状に

より適宜回数を減じる

……………………………………………

（アプラクロニジン塩酸塩）Apra-

clonidine hydrochloride

アイオピジンUD点眼液1% お
Iopidine UD 1㎎0.1mL1個 

 〔ノバルティス〕

【効】アルゴンレーザー線維柱帯形成

術，アルゴンレーザー虹彩切開術，及

びNd-ヤグレーザー後嚢切開術後に生

じる眼圧上昇の防止

【用】（外）レーザー照射1時間前，及び

照射直後に術眼に1滴ずつ点眼

……………………………………………

（アフリベルセプト（遺伝子組換え））

Aflibercept (genetical recombina-

tion)

アイリーア硝子体内注射用
キット40㎎/mL おけ

Eylea 2㎎0.05mL1筒  〔参天〕

【効】①中心窩下脈絡膜新生血管を伴う

加齢黄斑変性．②網膜静脈閉塞症に伴

う黄斑浮腫．③病的近視における脈絡

膜新生血管．④糖尿病黄斑浮腫．⑤血

管新生緑内障

【用】（注）①2㎎（0.05mL）を1か月ご

とに1回，連続3回（導入期）硝子体内

投与．その後の維持期においては，2

か月ごとに1回，硝子体内投与．症状

により投与間隔を適宜調節，1か月以

上あけること．②③1回あたり2㎎

（0.05mL）を硝子体内投与．投与間隔

は，1 か 月 以 上 あ け る こ と． ④ 2 ㎎

（0.05mL）を1か月ごとに1回，連続5回

硝子体内投与．その後は，2か月ごと

に1回，硝子体内投与．症状により投

与間隔を適宜調節，1か月以上あける

こと．⑤1回2㎎（0.05mL）を硝子体内

投与．必要な場合は再投与できるが，

1か月以上あけること

……………………………………………

（イソプロピルウノプロストン）

Isopropyl unoprostone

レスキュラ点眼液0.12%
Rescula 6㎎5mL1本  〔日東メディック〕

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日2回点眼

……………………………………………

（エピナスチン塩酸塩）Epinastine 

hydrochloride

アレジオンLX点眼液0.1%（院
外）

Alesion 0.1%5mL1本  〔参天〕

【効】アレルギー性結膜炎

【用】（外）1回1滴，1日2回（朝，夕）

点眼

……………………………………………

（オキシグルタチオン）Oxiglutatione

オキシグルタチオン眼灌流液
0.0184%キット「センジュ」（手
術部，要時）あ 

Oxiglutatione 500mL1キット  〔千寿〕

【効】眼科手術（①白内障，②硝子体，

③緑内障）時の眼灌流及び洗浄

【用】（外）オキシグルタチオン溶液

（上室液）と希釈液（下室液）を用時

混合して使用．術式及び手術時間等に

より適宜増減．①60～240mL．②90～

400mL．③30～260mL

……………………………………………

（オキシグルタチオン）Oxiglutatione

ビーエスエスプラス500眼灌流
液0.0184%（手術部）

Bss plus 92㎎20mL1瓶（希釈液480mL

付）  〔日本アルコン〕

ビーエスエスプラス500眼灌流
液0.0184%

Bss plus 500mL1キット

【効】眼科手術（①白内障，②硝子体，
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入．眼内レンズのコーティングに約

0.1mL使用．白内障手術又は眼内レン

ズ挿入術のみを施行する場合には，次

のとおりとする．①0.1～0.4mLを前房

内へ注入．②挿入前に，0.1～0.5mLを

前房内へ注入．眼内レンズのコーティ

ングに約0.1mL使用．③移植眼の角膜

片を除去後に，0.1～0.6mLを前房内へ

注入し，移植片角膜を本剤上に浮遊さ

せて縫合を行う．提供眼の移植片角膜

のコーティングに約0.1mL使用

……………………………………………

（精製ヒアルロン酸ナトリウム）

Purified sodium hyaluronate

ヒアルロン酸Na0.5眼粘弾剤
1%MV「センジュ」（手術部）
あ 

Sodium hyaluronate 5㎎0.5mL1筒 

 〔千寿〕

ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤
1%MV「センジュ」（手術部）
あ 

Sodium hyaluronate 11㎎1.1mL1筒

〔先発品〕オペガン1.1眼粘弾剤1%

【効】①白内障手術．②眼内レンズ挿入

術．③全層角膜移植術における手術補

助

【用】（外）①②を連続して施行する場

合には，0.4～1.0mLを前房内へ注入．

眼内レンズのコーティングに約0.1mL

使用．白内障手術又は眼内レンズ挿入

術のみを施行する場合には，次のとお

りとする．①0.1～0.6mLを前房内へ注

入．②挿入前に，0.1～0.5mLを前房内

へ注入．眼内レンズのコーティングに

約0.1mL使用．③移植眼の角膜片を除

去後に，0.1 ～ 0.5mLを前房内へ注入

し，移植片角膜を本剤上に浮遊させて

縫合を行う．提供眼の移植片角膜の

コーティングに約0.1mL使用

……………………………………………

（精製ヒアルロン酸ナトリウム）

Purified sodium hyaluronate

ヒアレイン点眼液0.1%
Hyalein 5㎎5mL1本  〔参天〕

ヒアレイン点眼液0.3%（院外）
Hyalein 15㎎5mL1本

ヒアレインミニ点眼液
0.3%（院外）

Hyalein mini 1.2㎎0.4mL1個

【効】次記疾患に伴う角結膜上皮障害：

①シェーグレン症候群，スティーブン

ス・ジョンソン症候群，眼球乾燥症候

群（ドライアイ）等の内因性疾患．②

術後，薬剤性，外傷，コンタクトレン

ズ装用等による外因性疾患

【用】（外）1回1滴，1日5 ～ 6回点眼．

症状により適宜増減．通常は0.1%製剤

を投与し，重症疾患等で効果不十分の

場合には，0.3%製剤を投与

……………………………………………

（精製ヒアルロン酸ナトリウム）

Purified sodium hyaluronate

ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリ
ンジ0.6mL

Healon V 2.3%0.6mL1筒 

 〔エイエムオー〕

【効】①白内障手術．②眼内レンズ挿入

術における手術補助

【用】（外）①②を連続して施行：0.3～

0.6mLを前房内へ注入，眼内レンズの

コーティングに約0.1mL使用．①の

み：0.1～0.3mLを前房内へ注入．②の

み：挿入前に0.1～0.4mLを前房内へ注

入，眼内レンズのコーティングに約

0.1mL使用

……………………………………………
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眼．十分な効果が得られない場合，

2%製剤を用いて1回1滴，1日1回点眼

……………………………………………

（グルタチオン）Glutathione

タチオン点眼用2%（院外）
Tathion 100㎎1錠（溶解液5mL付） 

 〔日本ジェネリック〕

【効】初期老人性白内障，角膜潰瘍，角

膜上皮剥離，角膜炎

【用】（外）溶解液5mL当たり100㎎を用

時溶解し，1回1～2滴を1日3～5回点

眼

……………………………………………

（コンドロイチン硫酸エステルナトリ

ウム）Chondroitin sulfate sodium

アイドロイチン1%点眼液あ 
Eyedroitin 50㎎5mL1本  〔参天〕

【効】角膜表層の保護

【用】（外）1日2～4回，1回1～2滴宛点

眼

……………………………………………

（シアノコバラミン）Cyanocobala-

min

サンコバ点眼液0.02%
Sancoba 1㎎5mL1本  〔参天〕

【効】調節性眼精疲労における微動調節

の改善

【用】（外）1回1 ～ 2滴を1日3 ～ 5回点

眼．症状により適宜増減

……………………………………………

（ジクアホソルナトリウム）Diquafo-

sol sodium

ジクアス点眼液3%
Diquas 150㎎5mL1本  〔参天〕

【効】ドライアイ

【用】（外）1回1滴，1日6回点眼

……………………………………………

（シクロスポリン）Ciclosporin

パピロックミニ点眼液
0.1%（院外） お

Papilock mini 0.4㎎0.4mL1個  〔参天〕

【効】春季カタル（抗アレルギー剤が効

果不十分な場合）

【用】（外）1回1滴，1日3回点眼

……………………………………………

（ジクロフェナクナトリウム）

Diclofenac sodium

ジクロード点眼液0.1%（院外）
Diclod 5㎎5mL1本  〔わかもと〕

ジクロフェナクNa点眼液0.1%
「ニッテン」あ 

Diclofenac sodium 0.1%5mL1本 

 〔日本点眼薬〕

〔先発品〕ジクロード点眼液0.1%

【効】白内障手術時における次記症状の

防止：術後の炎症症状，術中・術後合

併症

【用】（外）眼手術前4回（3時間前，2時

間前，1時間前，30分前），眼手術後1

日3回，1回1滴点眼

……………………………………………

（精製ヒアルロン酸ナトリウム）

Purified sodium hyaluronate

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤
1%「生化学」（旧名称：オペガ
ンハイ0.85眼粘弾剤1%）（手術
部）

Sodium hyaluronate 8.5㎎0.85mL1筒 

 〔参天〕

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤
1%「生化学」（手術部専用薬）

Sodium hyaluronate 8.5㎎0.85mL1筒

【効】①白内障手術．②眼内レンズ挿入

術．③全層角膜移植術における手術補

助

【用】（外）①②を連続して施行する場

合 に は，0.2 ～ 0.75mLを 前 房 内 へ 注
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（トリアムシノロンアセトニド）

Triamcinolone acetonide

マキュエイド眼注用40㎎
Maqaid 40㎎1瓶  〔わかもと〕

【効】［硝子体内投与］①硝子体手術時

の硝子体可視化．②糖尿病黄斑浮腫．

［テノン嚢下投与］③次記の疾患に伴

う黄斑浮腫の軽減：糖尿病黄斑浮腫，

網膜静脈閉塞症，非感染性ぶどう膜炎

【用】（注）①40㎎（1バイアル）に4mL

の生理食塩液又は眼灌流液を注入して

濃度が10㎎/mLになるように用時懸濁

し，0.5 ～ 4㎎（懸濁液として0.05 ～

0.4mL）を硝子体内に注入．懸濁液の

濃度は，術式，患者の状態等に応じて

適宜増減できるが40㎎/mLまで．②40

㎎（1バイアル）に1mLの生理食塩液又

は眼灌流液を注入して濃度が40㎎/mL

になるように用時懸濁し，4㎎（懸濁

液として0.1mL）を硝子体内に投与．

③40㎎（1バイアル）に1mLの生理食塩

液又は眼灌流液を注入して濃度が40㎎

/mLになるように用時懸濁し，20㎎

（懸濁液として0.5mL）をテノン嚢下に

投与

……………………………………………

（ドルゾラミド塩酸塩）Dorzolamide 

hydrochloride

トルソプト点眼液1%
Trusopt 50㎎5mL1本  〔MSD〕

【効】次の疾患で，他の緑内障治療薬で

効果不十分な場合の併用療法：緑内

障，高眼圧症

【用】（外）0.5%製剤を1回1滴，1日3回

点眼．十分な効果が得られない場合

は，1%製剤を用いて1回1滴，1日3回

点眼

……………………………………………

（ニプラジロール）Nipradilol

ハイパジールコーワ点眼液
0.25%

Hypadil 12.5㎎5mL1本  〔興和〕

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日2回点眼

……………………………………………

（ネパフェナク）Nepafenac

ネバナック懸濁性点眼液
0.1%（院外）

Nevanac 5㎎5mL1本  〔ノバルティス〕

【効】内眼部手術における術後炎症

【用】（外）手術前日より，用時よく振

り混ぜた後，1回1滴，1日3回点眼．手

術日は術前3回，術後1回点眼

……………………………………………

（ビマトプロスト）Bimatoprost

ルミガン点眼液0.03%（要時）
Lumigan 0.75㎎2.5mL1本  〔千寿〕

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日1回点眼

……………………………………………

（ピレノキシン）Pirenoxine

カタリンK点眼用0.005%（院
外）

Catalin K 0.75㎎15mL1本（溶解後の

液として）  〔千寿〕

【効】初期老人性白内障

【用】（外）顆粒を溶解液に用時溶解

し，1回1～2滴，1日3～5回点眼

……………………………………………

（ピレノキシン）Pirenoxine

ピレノキシン懸濁性点眼液
0.005%「参天」（旧名称：カ
リーユニ点眼液0.005%）あ 

Kary uni 0.25㎎5mL1本  〔参天〕

ピレノキシン懸濁性点眼液
0.005%「参天」あ 

Pirenoxine 0.25㎎5mL1瓶

【効】初期老人性白内障
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（タクロリムス水和物）Tacrolimus 

hydrate

タリムス点眼液0.1%（院外） お
Talymus 5㎎5mL1本  〔千寿〕

【効】春季カタル（抗アレルギー剤が効

果不十分な場合）

【用】（外）用時よく振り混ぜたのち，1

回1滴を1日2回点眼

……………………………………………

（タフルプロスト）Tafluprost

タプロス点眼液0.0015% お
Tapros 0.0375㎎2.5mL1本  〔参天〕

タプロスミニ点眼液
0.0015%（院外） お

Tapros mini 0.0015%0.3mL1本

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日1回点眼

……………………………………………

（チモロールマレイン酸塩）Timolol 

maleate

チモプトール点眼液0.5%
Timoptol 25㎎5mL1本  〔MSD〕

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）0.25%製剤を1回1滴，1日2回

点眼．十分な効果が得られない場合は

0.5%製剤を用いて1回1滴，1日2回点眼

……………………………………………

（チモロールマレイン酸塩）Timolol 

maleate

チモプトールXE点眼液0.5%
Timoptol XE 12.5㎎2.5mL1本  〔MSD〕

リズモンTG点眼液0.5%（院
外）

Rysmon TG 12.5㎎2.5mL1本 

 〔わかもと〕

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）0.25%製剤を1回1滴，1日1回

点眼．十分な効果が得られない場合は

0.5%製剤を用いて1回1滴，1日1回点眼

……………………………………………

（トスフロキサシントシル酸塩水和物）

Tosufloxacin tosilate hydrate

トスフロ点眼液0.3%（院外）
Tosuflo 15㎎5mL1本  〔日東メディック〕

【効】眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜

炎，瞼板腺炎，角膜炎（角膜潰瘍を含

む），眼科周術期の無菌化療法．〈適応

菌種〉トスフロキサシンに感性のブド

ウ球菌属，レンサ球菌属，肺炎球菌，

腸球菌属，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，プロビデンシア属，

インフルエンザ菌，ヘモフィルス・エ

ジ プ チ ウ ス（ コ ッ ホ・ ウ ィ ー ク ス

菌），シュードモナス属，緑膿菌，

バークホルデリア・セパシア，ステノ

トロホモナス（ザントモナス）・マル

トフィリア，アシネトバクター属，ア

クネ菌

【用】（外）成人及び小児：1回1滴，1日

3回点眼．疾患，症状により適宜増量

……………………………………………

（トラニラスト）Tranilast

リザベン点眼液0.5%
Rizaben 25㎎5mL1本  〔キッセイ〕

【効】アレルギー性結膜炎

【用】（外）1回1 ～ 2滴を1日4回（朝，

昼，夕方及び就寝前）点眼

……………………………………………

（トラボプロスト）Travoprost

トラバタンズ点眼液0.004%
（要時）

Travatanz 0.1㎎2.5mL1本 

 〔ノバルティス〕

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日1回点眼

……………………………………………
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【効】中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加

齢黄斑変性

【用】（注）6㎎（0.05mL）を4週ごとに1

回，連続3回（導入期）硝子体内投

与．その後の維持期においては，12週

ごとに1回，硝子体内投与．症状によ

り投与間隔を適宜調節するが，8週以

上あけること

……………………………………………

（ベタキソロール塩酸塩）Betaxolol 

hydrochloride

ベトプティック点眼液
0.5%（院外）

Betoptic 25㎎5mL1本  〔ノバルティス〕

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日2回点眼．症状

により適宜増減

……………………………………………

（ベルテポルフィン）Verteporfin

ビスダイン静注用15㎎ お
Visudyne 15㎎1瓶  〔クリニジェン〕

【効】中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加

齢黄斑変性症

【用】（注）6㎎/㎡を10分間かけて静注

し，開始から15分後にレーザー光〔波

長689±3nm，光照射エネルギー量

50J/（照射出力600mW/で83秒

間）〕を治療スポットに照射．3か月毎

の検査時に蛍光眼底造影で脈絡膜新生

血管からのフルオレセインの漏出が認

められた場合は再治療を実施

……………………………………………

（ヘレニエン）Helenien

アダプチノール錠5㎎（院外）
Adaptinol 5㎎1錠  〔バイエル〕

【効】網膜色素変性症における一時的な

視野・暗順応の改善

【用】（内）1 回 5 ㎎ を 1 日 2 ～ 4 回． 年

齢・症状により適宜増減

……………………………………………

（ポリビニルアルコールヨウ素）

Polyvinylalcohol･iodine

PA・ヨード点眼・洗眼液
PA iodo 0.2%20mL1瓶  〔日本点眼薬〕

1mL中：

ヨウ素 2㎎

ポリビニルアルコール 80㎎

【効】角膜ヘルペス，洗眼殺菌

【用】（外）生理食塩液で4～8倍に希釈

して用いる

……………………………………………

（モキシフロキサシン塩酸塩）

Moxifloxacin hydrochloride

ベガモックス点眼液0.5%（院
外）

Vegamox 25㎎5mL1本  〔ノバルティス〕

モキシフロキサシン点眼液
0.5%「日点」あ 

Moxifloxacin 25㎎5mL1本 

 〔日本点眼薬〕

〔先発品〕ベガモックス点眼液0.5%

【効】①眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜

炎，瞼板腺炎，角膜炎（角膜潰瘍を含

む）．②眼科周術期の無菌化療法．〈適

応菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，

レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，

ミクロコッカス属，モラクセラ属，コ

リネバクテリウム属，シトロバクター

属，クレブシエラ属，エンテロバク

ター属，セラチア属，プロテウス属，

モルガネラ・モルガニー，インフルエ

ンザ菌，シュードモナス属，バークホ

ルデリア・セパシア，ステノトロホモ

ナス（ザントモナス）・マルトフィリ

ア，アシネトバクター属，アクネ菌

【用】（外）①1回1滴，1日3回点眼．症

状により適宜増減．②手術前は1回1

滴，1日5回，手術後は1回1滴，1日3回

点眼

……………………………………………
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【用】（外）用時よく振り混ぜたのち，1

回1～2滴を1日3～5回点眼

……………………………………………

（ブナゾシン塩酸塩）Bunazosin 

hydrochloride

デタントール0.01%点眼液（院
外）

Detantol 0.5㎎5mL1本  〔参天〕

【効】次の疾患において，他の緑内障治

療薬で効果不十分な場合：緑内障，高

眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日2回点眼

……………………………………………

（プラノプロフェン）Pranoprofen

ニフラン点眼液0.1%
Niflan 5㎎5mL1本  〔千寿〕

【効】外眼部及び前眼部の炎症性疾患の

対症療法（眼瞼炎，結膜炎，角膜炎，

強膜炎，上強膜炎，前眼部ブドウ膜

炎，術後炎症）

【用】（外）1回1 ～ 2滴を1日4回点眼．

症状により適宜回数を増減

……………………………………………

（フラビンアデニンジヌクレオチド）

Flavin adenine dinucleotide

フラビタン眼軟膏0.1%（院外）
Flavitan 5㎎5g1本  〔トーアエイヨー〕

【効】次記疾患のうちビタミンB2の欠

乏又は代謝障害が関与すると推定され

る場合：角膜炎，眼瞼炎

【用】（外）0.05～0.3%眼軟膏として，1

日1～4回眼瞼内に少量ずつ点入．症

状により適宜増減

……………………………………………

（フラビンアデニンジヌクレオチド）

Flavin adenine dinucleotide

フラビタン点眼液0.05%（院
外）

Flavitan 2.5㎎5mL1本 

 〔トーアエイヨー〕

【効】次記疾患のうちビタミンB2欠乏

又は代謝障害が関与すると推定される

場合：角膜炎，眼瞼炎

【用】（外）1回1 ～ 2滴を1日3 ～ 6回点

眼．症状により適宜増減

……………………………………………

（ブリモニジン酒石酸塩）Brimoni-

dine tartrate

アイファガン点眼液0.1%
Aiphagan 5㎎5mL1本  〔千寿〕

【効】次の疾患で，他の緑内障治療薬が

効果不十分又は使用できない場合：緑

内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日2回点眼

……………………………………………

（ブリンゾラミド）Brinzolamide

エイゾプト懸濁性点眼液1%
Azopt 50㎎5mL1本  〔ノバルティス〕

【効】次の疾患で，他の緑内障治療薬が

効果不十分又は使用できない場合：緑

内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日2回点眼．十分

な効果が得られない場合には1回1滴，

1日3回点眼できる

……………………………………………

（ブロムフェナクナトリウム水和物）

Bromfenac sodium hydrate

ブロナック点眼液0.1%
Bronuck 5㎎5mL1本  〔千寿〕

【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

……………………………………………

（ブロルシズマブ（遺伝子組換え））

Brolucizumab (genetical recombina-

tion)

ベオビュ硝子体内注射用キッ
ト120㎎/mL お

Beovu 6㎎0.05mL1筒  〔ノバルティス〕
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 〔ファイザー〕

〔先発品〕クラビット点眼液1.5%

【効】眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜

炎，瞼板腺炎，角膜炎（角膜潰瘍を含

む），眼科周術期の無菌化療法．〈適応

菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レ

ンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，ミ

クロコッカス属，モラクセラ属，コリ

ネバクテリウム属，クレブシエラ属，

エンテロバクター属，セラチア属，プ

ロ テ ウ ス 属， モ ル ガ ネ ラ・ モ ル ガ

ニー，インフルエンザ菌，ヘモフィル

ス・エジプチウス（コッホ・ウィーク

ス菌），シュードモナス属，緑膿菌，

ス テ ノ ト ロ ホ モ ナ ス（ ザ ン ト モ ナ

ス）・マルトフィリア，アシネトバク

ター属，アクネ菌

【用】（外）1回1滴，1日3回点眼．症状

により適宜増減

……………………………………………

アイベータ配合点眼液（院外）
Aibeta 1%5mL1本  〔千寿〕

1mL中：

ブリモニジン酒石酸塩 1㎎

チモロールマレイン酸塩 6.8㎎

（チモロールとして5㎎）

アイラミド配合懸濁性点眼液
（院外）

Ailamide 5mL1本

1mL中：

ブリモニジン酒石酸塩 1㎎

ブリンゾラミド 10㎎

アゾルガ配合懸濁性点眼液
（院外）

Azorga 5mL1本  〔ノバルティス〕

1mL中：

ブリンゾラミド 10㎎

チモロールマレイン酸塩 6.8㎎

（チモロールとして5㎎）

【効】次の疾患で，他の緑内障治療薬が

効果不十分な場合：緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日2回点眼

……………………………………………

エコリシン眼軟膏
Ecolicin 3.5g1本  〔参天〕

1g中：

エリスロマイシンラクトビオン酸塩

 5㎎

コリスチンメタンスルホン酸ナトリ

ウム 5㎎（15万単位）

【効】眼瞼炎，涙嚢炎，麦粒腫，結膜

炎，角膜炎（角膜潰瘍を含む）．〈適応

菌種〉エリスロマイシン/コリスチン

感性菌

【用】（外）1日数回点眼

……………………………………………

オフサロン点眼液（院外）
Ophthalon 5mL1本  〔わかもと〕

1mL中：

コリスチンメタンスルホン酸ナトリ

ウム 10万単位

クロラムフェニコール 2.5㎎

【効】眼瞼炎，結膜炎，角膜炎（角膜潰

瘍を含む），眼科周術期の無菌化療

法．〈適応菌種〉クロラムフェニコー

ル/コリスチンに感性の緑膿菌を主と

するグラム陰性桿菌

【用】（外）1日4～5回，1回2～3滴点眼

……………………………………………

眼・耳科用リンデロンA軟膏
（院外）

Rinderon A 5g1本  〔塩野義〕

1g中：

ベタメタゾンリン酸エステルナトリ

ウム 1㎎

フラジオマイシン硫酸塩 3.5㎎

【効】①眼科：外眼部・前眼部の細菌感

染を伴う炎症性疾患．②耳鼻科：外耳

の湿疹・皮膚炎，進行性壊疽性鼻炎，

耳鼻咽喉科領域における術後処置．
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（ラタノプロスト）Latanoprost

キサラタン点眼液0.005%
Xalatan 0.125㎎2.5mL1本 

 〔ファイザー〕

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日1回点眼

……………………………………………

（ラニビズマブ（遺伝子組換え））

Ranibizumab (genetical recombina-

tion)

ルセンティス硝子体内注射液
10㎎/mL お

Lucentis 0.5㎎0.05mL1瓶 

 〔ノバルティス〕

【効】①中心窩下脈絡膜新生血管を伴う

加齢黄斑変性症．②網膜静脈閉塞症に

伴う黄斑浮腫．③病的近視における脈

絡膜新生血管．④糖尿病黄斑浮腫．⑤

未熟児網膜症

【用】（注）①0.5㎎（0.05mL）を1か月

毎に連続3か月間（導入期）硝子体内

投与．その後の維持期においては，1

か月以上の間隔をあけること．②③④

1回あたり0.5㎎（0.05mL）を硝子体内

投与．投与間隔は，1か月以上あけ

る．⑤1回，0.2㎎（0.02mL）を硝子体

内投与，再投与できるが，1か月以上

あける

……………………………………………

（ラニビズマブ（遺伝子組換え））

Ranibizumab (genetical recombina-

tion)

ルセンティス硝子体内注射用
キット10㎎/mL お

Lucentis 0.5㎎0.05mL1筒 

 〔ノバルティス〕

【効】①中心窩下脈絡膜新生血管を伴う

加齢黄斑変性症．②網膜静脈閉塞症に

伴う黄斑浮腫．③病的近視における脈

絡膜新生血管．④糖尿病黄斑浮腫

【用】（注）①0.5㎎（0.05mL）を1か月

毎に連続3か月間（導入期）硝子体内

投与．その後の維持期においては，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．②③

④1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

……………………………………………

（リパスジル塩酸塩水和物）Ripasudil 

hydrochloride hydrate

グラナテック点眼液0.4%（要
時）

Glanatec 0.4%5mL1本  〔興和〕

【効】次の疾患で，他の緑内障治療薬が

効果不十分又は使用できない場合：緑

内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日2回点眼

……………………………………………

（レバミピド）Rebamipide

ムコスタ点眼液UD2%
Mucosta 7㎎0.35mL1本  〔大塚〕

【効】ドライアイ

【用】（外）1回1滴，1日4回点眼

……………………………………………

（レボカバスチン塩酸塩）Levocabas-

tine hydrochloride

リボスチン点眼液0.025%
Livostin 1.25㎎5mL1本  〔参天〕

【効】アレルギー性結膜炎

【用】（外）1回1 ～ 2滴を1日4回（朝，

昼，夕方及び就寝前）点眼

……………………………………………

（レボフロキサシン水和物）Levo-

floxacin hydrate

クラビット点眼液1.5%（院外）
Cravit 75㎎5mL1本  〔参天〕

レボフロキサシン点眼液1.5%
「ファイザー」あ 

Levofloxacin 1.5%5mL1本 
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回患部に塗布．症状により適宜増減

……………………………………………

ミケルナ配合点眼液（院外）
Mikeluna 2.5mL1本  〔大塚〕

1mL中：

カルテオロール塩酸塩 20㎎

ラタノプロスト 50μg

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日1回点眼

……………………………………………

ミドリンP点眼液（院外）
Mydrin P 5mL1本  〔参天〕

サンドールP点眼液あ 
Sandol P 5mL1本  〔日本点眼薬〕

〔先発品〕ミドリンP点眼液

1mL中：

トロピカミド 5㎎

フェニレフリン塩酸塩 5㎎

【効】診断及び治療を目的とする散瞳と

調節麻痺

【用】（外）散瞳には，1回1 ～ 2滴を点

眼するか，又は1回1滴を3～5分おき

に2回点眼．調節麻痺には，1回1滴を3

～5分おきに2～3回点眼．症状により

適宜増減

……………………………………………

132．耳鼻科用剤
1324．耳鼻科用血管収縮剤
 

（トラマゾリン塩酸塩）Tramazoline 

hydrochloride

トラマゾリン点鼻液0.118%
「AFP」 お

Tramazoline 1.18㎎1mL（5mL1本） 

 〔アルフレッサ〕

【効】諸種疾患による鼻充血・うっ血

【用】（外）1回2～3滴を1日数回点鼻す

るか，又は1日数回噴霧．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

1325．耳鼻科用抗生物質製剤
 

（クロラムフェニコール）Chloram-

phenicol

クロロマイセチン耳科用液
0.5%（院外）

Chloromycetin 75㎎15mL1本 

 〔アルフレッサ〕

【効】外耳炎，中耳炎．〈適応菌種〉本

剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球菌

属，肺炎球菌，腸球菌属，髄膜炎菌，

大腸菌，インフルエンザ菌

【用】（外）0.5%液を，耳の罹患部に適

量を1日1 ～数回用いる．症状により

適宜回数を増減

……………………………………………

1329．その他の耳鼻科用剤
 

（オフロキサシン）Ofloxacin

タリビッド耳科用液0.3%
Tarivid 15㎎5mL1本  〔アルフレッサ〕

【効】外耳炎，中耳炎．〈適応菌種〉本

剤に感性のブドウ球菌属，レンサ球菌

属，肺炎球菌，プロテウス属，モルガ

ネラ・モルガニー，プロピデンシア

属，インフルエンザ菌，緑膿菌

【用】（外）1回6～10滴1日2回点耳．点

耳後約10分間の耳浴．症状により適宜

回数を増減．小児：適宜滴数を減ずる

……………………………………………

（ケトチフェンフマル酸塩）Ketotifen 

fumarate

ザジテン点鼻液0.05%（院外）
Zaditen 4.398㎎8mL1本  〔田辺三菱〕

【効】アレルギー性鼻炎

【用】（外）1日4回（朝，昼，夕方及び

就寝前），1回各鼻腔に1噴霧（0.05㎎）

ずつ，専用の鼻用定量噴霧器を用いて

噴霧吸入

……………………………………………
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〈適応菌種〉フラジオマイシン感性菌

【用】（外）①1日1～数回点眼・塗布．

症状により適宜増減．②1日1 ～数回

塗布．症状により適宜増減

……………………………………………

コソプト配合点眼液（院外）
Cosopt 5mL1本  〔MSD〕

1mL中：

ドルゾラミド 10㎎

チモロール 5㎎

【効】次の疾患で，他の緑内障治療薬が

効果不十分な場合：緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日2回点眼

……………………………………………

ザラカム配合点眼液（院外）
Xalacom 2.5mL1本  〔ファイザー〕

1mL中：

ラタノプロスト 50μg

チモロールマレイン酸塩 6.83㎎

（チモロールとして5㎎）

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日1回点眼

……………………………………………

シェルガン0.5眼粘弾剤あ 
Shellgan 0.5mL1筒  〔参天〕

1mL中：

精製ヒアルロン酸ナトリウム 30㎎

コンドロイチン硫酸エステルナトリ

ウム 40㎎

【効】次の一連の眼科手術における手術

補助：超音波乳化吸引法による白内障

摘出術及び眼内レンズ挿入術

【用】（外）超音波乳化吸引法による白

内障摘出時には0.1～0.4mL，眼内レン

ズ挿入時には0.1～0.3mLを前房内へ注

入．必要に応じて眼内レンズのコー

ティングに0.1mL使用

……………………………………………

人工涙液マイティア点眼液
Artificial tear mytear 5mL1本  〔千寿〕

1mL中：

塩化ナトリウム 5.5㎎

塩化カリウム 1.6㎎

乾燥炭酸ナトリウム 0.6㎎

リン酸水素ナトリウム水和物 1.8㎎

ホウ酸 12㎎

【効】次記における涙液の補充：涙液減

少症，乾性角結膜炎，コンタクトレン

ズ装着時

【用】（外）1回1 ～ 2滴を1日5 ～ 6回点

眼．症状により適宜増減

……………………………………………

タプコム配合点眼液（院外） お
Tapcom 2.5mL1本  〔参天〕

1mL中：

タフルプロスト 15μg

チモロールマレイン酸塩 6.83㎎

（チモロールとして5㎎）

デュオトラバ配合点眼液（院
外）

Duotrav 2.5mL1本  〔ノバルティス〕

1mL中：

トラボプロスト 40μg

チモロールマレイン酸塩 6.8㎎

（チモロールとして5㎎）

【効】緑内障，高眼圧症

【用】（外）1回1滴，1日1回点眼

……………………………………………

ネオメドロールEE軟膏
Neo medrol EE 3g1本  〔ファイザー〕

1g中：

フラジオマイシン硫酸塩 3.5㎎

メチルプレドニゾロン 1㎎

【効】①外眼部・前眼部の細菌感染を伴

う炎症性疾患．②外耳湿疹・皮膚炎，

耳鼻咽喉科領域における術後処置．

〈適応菌種〉フラジオマイシン感性菌

【用】（外）①眼科用：適量を1日1～数

回患部に点眼・塗布．症状により適宜

増減．②耳鼻科用：適量を1日1 ～数
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（ベクロメタゾンプロピオン酸エステ

ル）Beclometasone dipropionate

リノコートパウダースプレー
鼻用25μg（院外）

Rhinocort 1.5㎎0.9087g1本（60回噴

霧）  〔帝人〕

【効】アレルギー性鼻炎，血管運動性鼻

炎

【用】（外）各鼻腔内に1日2回（1回噴霧

あたり25μg），朝，夜（起床時，就寝

時）に噴霧吸入．症状により適宜増減

……………………………………………

（モメタゾンフランカルボン酸エステ

ル）Mometasone furoate hydrate

ナゾネックス点鼻液50μg56噴
霧用（院外）

Nasonex 5㎎10g1本  〔杏林〕

モメタゾン点鼻液50μg「杏林」
112噴霧用あ 

Mometasone 9㎎18g1瓶

〔先発品〕ナゾネックス点鼻液50μg112

噴霧用

【効】アレルギー性鼻炎

【用】（外）各鼻腔に2噴霧ずつ1日1回

（1日200μg）．小児：〔12歳未満〕各鼻

腔に1噴霧ずつ1日1回（1日100μg）．

〔12歳以上〕各鼻腔に2噴霧ずつ1日1回

（1日200μg）

……………………………………………

（レボカバスチン塩酸塩）Levocabas-

tine hydrochloride

リボスチン点鼻液0.025㎎112噴
霧用（院外）

Livostin 3.75㎎15mL1本  〔ヤンセン〕

【効】アレルギー性鼻炎

【用】（外）1日4回（朝，昼，夕方及び

就寝前），1回各鼻腔に2噴霧（レボカ

バスチンとして0.05㎎）ずつ噴霧吸入

……………………………………………

コールタイジン点鼻液（院外）
Cor tyzine 15mL1本  〔陽進堂〕

1mL中：

塩酸テトラヒドロゾリン 1.0㎎

プレドニゾロン 0.2㎎

【効】諸種疾患による鼻充血・うっ血

【用】（外）6歳以上の小児及び成人に用

いる．成人3～5時間毎に2～3回鼻腔

内に噴霧するか，2 ～ 4滴を鼻腔内に

点鼻．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

133．鎮暈剤
1339．その他の鎮暈剤
 

（ジフェニドール塩酸塩）Difenidol 

hydrochloride

セファドール錠25㎎
Cephadol 25㎎1錠  〔日本新薬〕

【効】内耳障害に基づくめまい

【用】（内）1回25 ～ 50㎎，1日3回．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（dl－イソプレナリン塩酸塩）dl-

isoprenaline hydrochloride

イソメニールカプセル
7.5㎎（院外）

Isomenyl 7.5㎎1カプセル  〔科研〕

【効】内耳障害に基づく「めまい」

【用】（内）1回7.5㎎～15㎎を1日3回（1

日22.5 ～ 45.0㎎）．年齢，症状により

適宜増減

……………………………………………

（ベタヒスチンメシル酸塩）Betahis-

tine mesilate

メリスロン錠6㎎（院外）
Merislon 6㎎1錠  〔エーザイ〕

ベタヒスチンメシル酸塩錠6㎎
「日医工」あ 

Betahistine mesilate 6㎎1錠  〔日医工〕

〔先発品〕メリスロン錠6㎎
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（ジオクチルソジウムスルホサクシ

ネート）dioctyl sodium sulfosuc-

cinate

ジオクチルソジウムスルホサ
クシネート耳科用液5%
「CEO」あ 

Dioctyl sodium sulfosuccinate 

(JAN) 5%10mL1本  〔セオリア〕

【効】耳垢の除去

【用】（外）通常綿棒等で外耳へ塗布し

て使用．除去困難な場合は数滴点耳後

5分～20分後に微温湯（37℃）にて洗

浄を行う．高度の耳垢栓塞の場合は1

日3回，1 ～ 2日連続点耳後，微温湯

（37℃）洗浄を行う

……………………………………………

（デキサメタゾンシペシル酸エステル）

Dexamethasone cipecilate

エリザス点鼻粉末200μg28噴霧
用（院外）

Erizas 5.6㎎1本  〔日本新薬〕

【効】アレルギー性鼻炎

【用】（外）1日1回，各鼻腔に1噴霧ずつ

（1噴霧あたり200μg）

……………………………………………

（トラフェルミン（遺伝子組換え））

Trafermin (genetical recombination)

リティンパ耳科用250μgセット
（要時）

Retympa 1セット  〔ノーベル〕

【効】鼓膜穿孔

【用】（外）鼓膜用ゼラチンスポンジに

100μg/mLトラフェルミン（遺伝子組

換え）溶液全量を浸潤させて成形し，

鼓膜穿孔縁の新鮮創化後，鼓膜穿孔部

を隙間なく塞ぐように留置

……………………………………………

（フルチカゾンフランカルボン酸エス

テル）Fluticasone furoate

アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧
用（院外）

Allermist 3㎎6g1本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】アレルギー性鼻炎

【用】（外）1回各鼻腔に2噴霧（1噴霧あ

たり27.5μg）を1日1回．小児：1回各

鼻腔に1噴霧（1噴霧あたり27.5μgを含

有）を1日1回

……………………………………………

（フルチカゾンプロピオン酸エステル）

Fluticasone propionate

小児用フルナーゼ点鼻液
25μg56噴霧用（院外）

Flunase 2.04㎎4mL1本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】アレルギー性鼻炎，血管運動性鼻

炎

【用】（外） 小 児：1 回 各 鼻 腔 に 1 噴 霧

（25μg）を1日2回．症状により適宜増

減．1日8噴霧まで

……………………………………………

（フルチカゾンプロピオン酸エステル）

Fluticasone propionate

フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧
用（院外）

Flunase 2.04㎎4mL1本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】アレルギー性鼻炎，血管運動性鼻

炎

【用】（外）1回各鼻腔に1噴霧（50μg）

を1日2回．症状により適宜増減．1日8

噴霧まで

……………………………………………
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19．その他の神経系及び感覚器官用医薬品

19．その他の神経系及び感覚
器官用医薬品

 

（ビルトラルセン）Viltolarsen

ビルテプソ点滴静注250㎎（要
時）

Viltepso 250㎎5mL1瓶  〔日本新薬〕

【効】エクソン53スキッピングにより治

療可能なジストロフィン遺伝子の欠失

が確認されているデュシェンヌ型筋ジ

ストロフィー

【用】（注）80㎎/㎏を週1回，1時間か

けて静注

……………………………………………
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【効】次記の疾患に伴うめまい，めまい

感：メニエール病，メニエール症候

群，めまい症

【用】（内）1回6～12㎎を1日3回食後．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………
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【効】気管支喘息，喘息性（様）気管支

炎，肺性心，うっ血性心不全，肺水

腫，心臓喘息，チェーン・ストークス

呼吸，閉塞性肺疾患（肺気腫，慢性気

管支炎等）における呼吸困難，狭心症

（発作予防），脳卒中発作急性期

【用】（注）1回250㎎を1日1 ～ 2回生理

食塩液又は糖液に稀釈して5～10分を

要して緩徐に静注．必要に応じて点滴

静注．小児：1回3 ～ 4㎎/㎏を静注．

投与間隔は8時間以上とし，最高用量

は1日12㎎/㎏を限度．必要に応じて

点滴静注．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（安息香酸ナトリウムカフェイン）

Caffeine and sodium benzoate

安息香酸Naカフェイン注200㎎
「フソー」（旧名称：アンナカ注
「フソー」－20%）（要時）あ 

Annaca 200㎎1mL1管  〔扶桑〕

【効】眠気，倦怠感，血管拡張性及び脊

椎穿刺後頭痛

【用】（注）1回0.1 ～ 0.4g，1日1 ～ 3回

皮下注，筋注又は静注．年齢，症状に

より適宜増減

……………………………………………

（カフェイン）Caffeine

レスピア静注・経口液60㎎
Respia 60㎎3mL1瓶  〔ノーベル〕

【効】早産・低出生体重児における原発

性無呼吸（未熟児無呼吸発作）

【用】（注）初回投与：カフェインクエ

ン酸塩として20㎎/㎏（本剤1mL/㎏）

を30分かけて静注．維持投与：初回投

与から24時間後以降に，カフェインク

エン酸塩として5㎎/㎏（本剤0.25mL/

㎏）を1日1回，10分かけて静注又は経

口投与．10㎎/㎏（本剤0.5mL/㎏）ま

で増量可

……………………………………………

2119．その他の強心剤
 

（エチレフリン塩酸塩）Etilefrine 

hydrochloride

エホチール注10㎎ お
Effortil 10㎎1mL1管  〔サノフィ〕

【効】起立性低血圧，各種疾患若しくは

状態に伴う急性低血圧又はショック時

の補助治療

【用】（注）1回2～10㎎を皮下注，筋注

又は静注．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（l－イソプレナリン塩酸塩）l-

isoprenaline hydrochloride

プロタノールL注0.2㎎ お
Proternol L 0.2㎎1mL1管  〔興和〕

【効】①アダムス・ストークス症候群

（徐脈型）の発作時（高度徐脈，心停

止を含む）あるいは発作反復時．②心

筋梗塞や細菌内毒素等による急性心不

全．③手術後の低心拍出量症候群．④

気管支喘息の重症発作時

【用】（注）点滴静注：0.2 ～ 1.0㎎を等

張溶液200 ～ 500mLに溶解し，心拍数

又は心電図をモニターしながら注入．

徐脈型アダムス・ストークス症候群に

おいては，心拍数を原則として毎分50

～ 60に保つ．ショックないし低拍出

量症候群においては，心拍数を原則と

して毎分110前後に保つようにする．

緊急時：急速な効果発現を必要とする

時には，0.2㎎を等張溶液20mLに溶解

し，その2 ～ 20mLを静注（徐々に），

筋注又は皮下注．心臓がまさに停止せ

んとする時には，0.02 ～ 0.2㎎を心内

に与えてもよい．症状により適宜増量

……………………………………………
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2．個々の器官系用医薬品

21．循環器官用薬
211．強心剤
2113．ジギタリス製剤
 

（ジゴキシン）Digoxin

ジゴシン錠0.25㎎（院外） お
Digosin 0.25㎎1錠  〔太陽ファルマ〕

ハーフジゴキシンKY錠0.125 お
Halfdigoxin KY 0.125㎎1錠 

 〔アステラス〕

【効】①次の疾患に基づくうっ血性心不

全（肺水腫，心臓喘息等を含む）：先

天性心疾患，弁膜疾患，高血圧症，虚

血性心疾患（心筋梗塞，狭心症等），

肺性心（肺血栓・塞栓症，肺気腫，肺

線維症等によるもの），その他の心疾

患（心膜炎，心筋疾患等），腎疾患，

甲状腺機能亢進症ならびに低下症等．

②心房細動・粗動による頻脈．③発作

性上室性頻拍．④次の際における心不

全及び各種頻脈の予防と治療：手術，

急性熱性疾患，出産，ショック，急性

中毒

【用】（内）急速飽和療法（飽和量：1.0

～ 4.0㎎）：初回0.5 ～ 1.0㎎，以後0.5

㎎を6～8時間ごとに，十分効果の現

れるまで続ける．比較的急速飽和療法

を行うことができる．緩徐飽和療法を

行うことができる．［維持療法］：1日

0.25～0.5㎎．［小児］急速飽和療法：

2歳以下；1日0.06～0.08㎎/㎏を3～4

回に分割．2歳以上；1日0.04～0.06㎎

/㎏を3～4回に分割．維持療法：飽和

量の1/5～1/3量

……………………………………………

（ジゴキシン）Digoxin

ジゴシン注0.25㎎ お
Digosin 0.25㎎1mL1管  〔太陽ファルマ〕

【効】①次の疾患に基づくうっ血性心不

全（肺水腫，心臓喘息等を含む）：先

天性心疾患，弁膜疾患，高血圧症，虚

血性心疾患（心筋梗塞，狭心症等），

肺性心（肺血栓・塞栓症，肺気腫，肺

線維症等によるもの），その他の心疾

患（心膜炎，心筋疾患等），腎疾患，

甲状腺機能亢進症ならびに低下症等．

②心房細動・粗動による頻脈．③発作

性上室性頻拍．④次の際における心不

全及び各種頻脈の予防と治療：手術，

急性熱性疾患，出産，ショック，急性

中毒

【用】（注）急速飽和療法（飽和量：1.0

～2.0㎎）：1回0.25～0.5㎎を2～4時間

ごとに静注し，十分効果の現れるまで

続ける．比較的急速飽和療法を行うこ

とができる．緩徐飽和療法を行うこと

ができる．維持療法：1日0.25㎎を静

注．小児に対して：急速飽和療法：新

生児，未熟児：1日0.03～0.05㎎/㎏を

3～4回に分割，静注又は筋注．2歳以

下：1日0.04 ～ 0.06㎎/㎏を3 ～ 4回に

分割，静注又は筋注．2歳以上：1日

0.02～0.04㎎/㎏を3～4回に分割，静

注 又 は 筋 注． 維 持 療 法： 飽 和 量 の

1/10～1/5量を静注又は筋注

……………………………………………

2115．カフェイン系製剤
 

（アミノフィリン水和物）Amino-

phylline hydrate

ネオフィリン注250㎎
Neophyllin 250㎎10mL1管  〔エーザイ〕

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分96



－99－

21

21．循環器官用薬

（ドパミン塩酸塩）Dopamine 

hydrochloride

ドパミン塩酸塩点滴静注液
600㎎バッグ「ニチヤク」あ お

Dopamine hydrochloride 600㎎

200mL1袋  〔日本製薬〕

【効】①急性循環不全（心原性ショッ

ク，出血性ショック）．②次のような

急性循環不全状態：1）無尿，乏尿や

利尿剤で利尿が得られない場合．2）

脈拍数の増加した状態．3）他の強

心・昇圧剤により副作用が認められた

り好ましい反応が得られない状態

【用】（注）1～5μg/㎏/分を点滴静注，

20μg/㎏まで．投与量は患者の血圧，

脈拍数及び尿量により適宜増減

……………………………………………

（ドパミン塩酸塩）Dopamine 

hydrochloride

ドパミン塩酸塩点滴静注液
100㎎「タイヨー」あ お

Dopamine hydrochloride 100㎎5mL1

管  〔武田テバ〕

〔先発品〕イノバン注100㎎

【効】①急性循環不全（心原性ショッ

ク，出血性ショック）．②次のような

急性循環不全状態：1）無尿，乏尿や

利尿剤で利尿が得られない状態．2）

脈拍数の増加した状態．3）他の強

心・昇圧剤により副作用が認められた

り好ましい反応が得られない状態

【用】（注）1～5μg/㎏/分を点滴静注，

20μg/㎏まで増量可．必要に応じて生

理食塩液，ブドウ糖注射液，総合アミ

ノ酸注射液，ブドウ糖・乳酸ナトリウ

ム・無機塩類剤等で希釈する．投与量

は患者の血圧，脈拍数及び尿量により

適宜増減

……………………………………………

（ドブタミン塩酸塩）Dobutamine 

hydrochloride

ドブトレックス注射液100㎎ お
Dobutrex 100㎎5mL1管  〔共和〕

【効】①急性循環不全における心収縮力

増強．②心エコー図検査における負荷

【用】（注）①5%ブドウ糖注射液又は生

理食塩液で希釈し，1 ～ 5μg/㎏/分を

点滴静注．病態に応じて，適宜増減．

20μg/㎏/分まで増量可．②1分間あた

り5μg/㎏から点滴静注を開始し，病

態が評価できるまで1分間あたり10，

20，30，40μg/㎏と3分毎に増量

……………………………………………

（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．

病態に応じて，適宜増減．20μg/㎏/

分まで増量可

……………………………………………

（ピモベンダン）Pimobendan

ピモベンダン錠1.25㎎「TE」
あ 

Pimobendan 1.25㎎1錠  〔三全〕

【効】①次記の状態で，利尿剤等を投与

しても十分な心機能改善が得られない

場合：急性心不全．②次記の状態で，

ジギタリス製剤，利尿剤等の基礎治療

剤を投与しても十分な効果が得られな

い場合：慢性心不全（軽症～中等症）

【用】（内）①1回2.5㎎．患者の病態に

応じ，1日2回．ジギタリス製剤等と併

用．②1回2.5㎎を1日2回食後．年齢，

症状により適宜増減．ジギタリス製

剤，利尿剤等と併用

……………………………………………
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（オルプリノン塩酸塩水和物）

Olprinone hydrochloride hydrate

コアテック注5㎎
Coretec 5㎎5mL1管  〔エーザイ〕

【効】次の状態で他の薬剤を投与しても

効果が不十分な場合：急性心不全

【用】（注）注射液そのまま，又は生理

食塩液，ブドウ糖液等で希釈し，10

μg/㎏を5分間かけて緩徐に静注，引

き続き0.1～0.3μg/㎏/分で点滴静注．

点滴量は病態に応じて適宜増減し，必

要ある場合には0.4μg/㎏/分まで増量

可

……………………………………………

（dl－イソプレナリン塩酸塩）dl-

isoprenaline hydrochloride

プロタノールS錠15㎎（院外）
 お

Proternol S 15㎎1錠  〔興和〕

【効】各種の高度徐脈，殊にアダムス・

ストークス症候群における発作防止

【用】（内）1回15㎎を1日3 ～ 4回．年

齢，症状により投与回数を適宜増減

……………………………………………

（デノパミン）Denopamine

カルグート錠10（院外）
Kalgut 10㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】慢性心不全

【用】（内）1日量15 ～ 30㎎を3回に分

割．年齢，症状により適宜増減．多く

の場合，他剤（ジギタリス，利尿剤，

血管拡張剤等）と併用

……………………………………………

（ドカルパミン）Docarpamine

タナドーパ顆粒75%（要時） お
Tanadopa 750㎎1g1包  〔田辺三菱〕

【効】塩酸ドパミン注射液，塩酸ドブタ

ミン注射液等の少量静脈内持続点滴療

法（5μg/㎏/分未満）からの離脱が困

難な循環不全で，少量静脈内持続点滴

療法から経口剤への早期離脱を必要と

する場合

【用】（内）1日量2250㎎を3回に分割．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ドパミン塩酸塩）Dopamine 

hydrochloride

イノバン注0.3%シリンジ お
Inovan 150㎎50mL1筒  〔協和キリン〕

【効】①急性循環不全（心原性ショッ

ク，出血性ショック）．②次のような

急性循環不全状態：1）無尿，乏尿や

利尿剤で利尿が得られない状態．2）

脈拍数の増加した状態．3）他の強

心・昇圧剤により副作用が認められた

り好ましい反応が得られない状態

【用】（注）1～5μg/㎏/分を持続静脈投

与，20μg/㎏ ま で 増 量 可． 患 者 の 血

圧，脈拍数および尿量により適宜増減

……………………………………………

（ドパミン塩酸塩）Dopamine 

hydrochloride

ドパミン塩酸塩点滴静注液
600㎎バッグ「ニチヤク」（旧名
称：カコージンD注0.3%）
あ お

Kakodin D 600㎎200mL1袋  〔日本製薬〕

【効】①急性循環不全（心原性ショッ

ク，出血性ショック）．②次のような

急性循環不全状態：1）無尿，乏尿や

利尿剤で利尿が得られない場合．2）

脈拍数の増加した状態．3）他の強

心・昇圧剤により副作用が認められた

り好ましい反応が得られない状態

【用】（注）1～5μg/㎏/分を点滴静注，

20μg/㎏まで増量可．患者の血圧，脈

拍数及び尿量により適宜増減

……………………………………………
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な副作用を有するので，原則として入

院させて用いる．本剤の投与法は心房

細動の除去を目的とする場合を標準と

し，漸増法と大量投与法に大別でき

る．その他の不整脈に対しては，少量

持続投与でよく，この場合には外来に

て投与してもよい．年齢，症状により

適宜増減．1．試験投与：治療に先だ

ち，1回量0.1～0.2gを投与し，副作用

があらわれた時は，中止．副作用を調

べる際には血圧測定と心電図記録を行

う必要がある．2．漸増法：成人にお

ける慢性心房細動に対しては，1回量

0.2gを最初1日3回（6 ～ 8時間おき）

に投与し，効果がない場合は，2日目

ごとに1回量を0.4g，0.6gのごとく増

すか，投与回数を1～2日目ごとに4，

5，6回のごとく増す．不整脈除去効果

が得られたら，そこで維持量投与に切

りかえ，あるいは投与を中止．6日間

投与して効果がない場合，途中で副作

用があらわれた場合には，投与を中

止．本剤は昼間のみ与えるのが原則．

3．大量投与：はじめから大量を与

え，投与期間の短縮をはかるもので，

成人における慢性心房細動に対して

は，1回量0.4gを1日5回，3日間与え，

効果がない場合には投与を中止．効果

が得られた場合の維持投与は漸増法と

同様である．4．維持量投与：1日量

0.2～0.6gを1～3回に分割，個人差が

大きい．電気ショック療法との併用及

びその後の洞調律の維持に対する用量

もこれに準ずる

……………………………………………

2123．β-断剤
 

（アテノロール）Atenolol

テノーミン錠25
Tenormin 25㎎1錠  〔アストラゼネカ〕

【効】①本態性高血圧症（軽症～中等

症）．②狭心症．③頻脈性不整脈（洞

性頻脈，期外収縮）

【用】（内）50㎎を1日1回．年齢，症状

により，適宜増減．1日1回100㎎まで

……………………………………………

（アロチノロール塩酸塩）Arotinolol 

hydrochloride

アロチノロール塩酸塩錠10㎎
「日医工」あ 

Arotinolol hydrochloride 10㎎1錠 

 〔日医工〕

〔先発品〕アロチノロール塩酸塩錠10㎎

「DSP」

【効】①本態性高血圧症（軽症～中等

症），狭心症，頻脈性不整脈．②本態

性振戦

【用】（内）①1日20㎎を2回に分割．年

齢・症状等により適宜増減．1日30㎎

まで増量可．②1日量10㎎から開始

し，1日20㎎を維持量として2回に分

割．年齢・症状等により適宜増減．1

日30㎎まで

……………………………………………

（カルテオロール塩酸塩）Carteolol 

hydrochloride

ミケラン錠5㎎
Mikelan 5㎎1錠  〔大塚〕

【効】本 態 性 高 血 圧 症（軽 症 ～ 中 等

症）， 心 臓 神 経 症， 不 整 脈（洞 性 頻

脈，頻脈型不整脈，上室性期外収縮，

心室性期外収縮），狭心症

【用】（内）1日10 ～ 15㎎より開始，30

㎎まで，1日2～3回に分割．年齢・症

状に応じ適宜増減

……………………………………………

（ナドロール）Nadolol

ナディック錠30㎎（院外）
Nadic 30㎎1錠  〔大日本住友〕

【効】本 態 性 高 血 圧 症（軽 症 ～ 中 等
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（ミルリノン）Milrinone

ミルリーラ注射液10㎎ お
Milrila 10㎎10mL1管  〔アステラス〕

【効】次記の状態で他の薬剤を投与して

も効果が不十分な場合：急性心不全

【用】（注）注射液そのまま，又は必要

に応じて生理食塩液，ブドウ糖注射

液，乳酸リンゲル液，総合アミノ酸注

射液等で希釈し，50μg/㎏を10分間か

けて静注し，引き続き0.5μg/㎏/分を

点滴静注．点滴投与量は患者の血行動

態，臨床症状に応じて0.25 ～ 0.75μg/

㎏/分の範囲で適宜増減．点滴静注か

ら開始してもよい

……………………………………………

（ユビデカレノン）Ubidecarenone

ノイキノン錠10㎎（院外）
Neuquinon 10㎎1錠  〔エーザイ〕

ユビデカレノン錠10㎎「サワ
イ」あ 

Ubidecarenone 10㎎1錠  〔沢井〕

〔先発品〕ノイキノン錠10㎎

ノイキノン糖衣錠10㎎

【効】基礎治療施行中の軽度及び中等度

のうっ血性心不全症状

【用】（内）1回10㎎を1日3回食後

……………………………………………

212．不整脈用剤
2121．プロカインアミド系製剤
 

（プロカインアミド塩酸塩）Procain-

amide hydrochloride

アミサリン錠125㎎（院外）
Amisalin 125㎎1錠  〔アルフレッサ〕

【効】期外収縮（上室性・心室性），急

性心筋梗塞における心室性不整脈の予

防，新鮮心房細動，発作性頻拍（上室

性・心室性）の治療及び予防，発作性

心房細動の予防，電気ショック療法と

の併用及びその後の洞調律の維持，手

術及び麻酔に伴う不整脈の予防，陳旧

性心房細動

【用】（内）1 回 0.25 ～ 0.5g，3 ～ 6 時 間

毎．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（プロカインアミド塩酸塩）Procain-

amide hydrochloride

アミサリン注200㎎
Amisalin 200㎎2mL1管 

 〔アルフレッサ〕

【効】期外収縮（上室性，心室性），発

作性頻拍（上室性，心室性），手術及

び麻酔に伴う不整脈，新鮮心房細動，

心房粗動（静注のみ），陳旧性心房細

動

【用】（注）急を要する場合に用いる．

静注：0.2 ～ 1gを50 ～ 100㎎/分で静

注．正常洞調律にかえった場合，中毒

症状が現れた場合，あるいは注入総量

が1000㎎に達した場合には，投与を中

止．年齢，症状により適宜増減．筋

注：1回0.5gを4～6時間ごとに筋注．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

2122．キニジン製剤
 

（キニジン硫酸塩水和物）Quinidine 

sulfate hydrate

キニジン硫酸塩錠100㎎「ファ
イザー」（要時）

Quinidine sulfate 100㎎1錠 

 〔マイラン〕

【効】期外収縮（上室性，心室性），発

作性頻拍（上室性，心室性），新鮮心

房細動，発作性心房細動の予防，陳旧

性心房細動，心房粗動，電気ショック

療法との併用及びその後の洞調律の維

持，急性心筋梗塞時における心室性不

整脈の予防

【用】（内）経口的に投与するが，著明
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より投与をはじめ，効果が不十分な場

合は60㎎まで漸増し，1日2回あるいは

3回に分割．⑥乳幼児には1日0.5 ～ 2

㎎/㎏を，低用量から開始し，1日3～

4回．症状により適宜増減．効果不十

分な場合には1日4㎎/㎏まで増量

……………………………………………

（プロプラノロール塩酸塩）Pro-

pranolol hydrochloride

インデラル注射液2㎎ お
Inderal 2㎎2mL1管  〔アストラゼネカ〕

【効】①狭心症．②期外収縮（上室性，

心室性），発作性頻拍（上室性，心室

性），頻拍性心房細動（徐脈効果），麻

酔に伴う不整脈，新鮮心房細動，洞性

頻脈．③褐色細胞腫手術時

【用】（注）1回2～10㎎を，麻酔時には

1 ～ 5㎎を徐々に静注．年齢，症状に

より適宜増減

……………………………………………

（ランジオロール塩酸塩）Landiolol 

hydrochloride

オノアクト点滴静注用50㎎ お
Onoact 50㎎1瓶  〔小野〕

【効】①手術時の次記の頻脈性不整脈に

対する緊急処置：心房細動，心房粗

動，洞性頻脈．②手術後の循環動態監

視下における次記の頻脈性不整脈に対

する緊急処置：心房細動，心房粗動，

洞性頻脈．③心機能低下例における次

記の頻脈性不整脈：心房細動，心房粗

動．④生命に危険のある次記の不整脈

で難治性かつ緊急を要する場合：心室

細動，血行動態不安定な心室頻拍．⑤

敗血症に伴う次記の頻脈性不整脈：心

房細動，心房粗動，洞性頻脈

【用】（注）①0.125㎎/㎏/分で1分間静

脈内持続投与した後，0.04㎎/㎏/分で

静脈内持続投与．投与中は心拍数，血

圧を測定し0.01～0.04㎎/㎏/分の用量

で適宜調節．②0.06㎎/㎏/分で1分間

静脈内持続投与した後，0.02㎎/㎏/分

で静脈内持続投与を開始．5～10分を

目安に目標とする徐拍作用が得られな

い場合は，0.125㎎/㎏/分で1分間静脈

内持続投与した後，0.04㎎/㎏/分で静

脈内持続投与．投与中は心拍数，血圧

を測定し0.01～0.04㎎/㎏/分の用量で

適宜調節．③1μg/㎏/分の速度で静脈

内持続投与を開始．投与中は心拍数，

血圧を測定し1～10μg/㎏/分の用量で

適宜調節．④1μg/㎏/分の速度で静脈

内持続投与を開始．投与中は心拍数，

血圧を測定し1～10μg/㎏/分の用量で

適宜調節．心室細動又は血行動態不安

定な心室頻拍が再発し本剤投与が必要

な場合，心拍数，血圧を測定し最大40

μg/㎏/分まで増量できる．⑤1μg/㎏/

分の速度で静脈内持続投与を開始．投

与中は心拍数，血圧を測定し，維持量

は適宜増減．最大用量は20μg/㎏/分

を超えない

……………………………………………

（ランジオロール塩酸塩）Landiolol 

hydrochloride

コアベータ静注用12.5㎎（放射
線科） お

Corebeta 12.5㎎1瓶  〔小野〕

【効】コンピューター断層撮影による冠

動脈造影における高心拍数時の冠動脈

描出能の改善

【用】（注）1回0.125㎎/㎏を1分間で静

注

……………………………………………

2129．その他の不整脈用剤
 

（アプリンジン塩酸塩）Aprindine 

hydrochloride

アスペノンカプセル20 お
Aspenon 20㎎1カプセル  〔バイエル〕
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症），狭心症，頻脈性不整脈

【用】（内）1回30 ～ 60㎎を1日1回．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ビソプロロールフマル酸塩）

Bisoprolol fumarate

メインテート錠0.625㎎（院外）
Maintate 0.625㎎1錠  〔田辺三菱〕

メインテート錠2.5㎎（院外）
Maintate 2.5㎎1錠

メインテート錠5㎎（院外）
Maintate 5㎎1錠

ビソプロロールフマル酸塩錠
0.625㎎「サワイ」あ 

Bisoprolol fumarate 0.625㎎1錠 

 〔沢井〕

〔先発品〕メインテート錠0.625㎎

ビソプロロールフマル酸塩錠
2.5㎎「サワイ」あ 

Bisoprolol fumarate 2.5㎎1錠

〔先発品〕メインテート錠2.5㎎

【効】〔2.5㎎錠，5㎎錠〕①本態性高血

圧症（軽症～中等症），狭心症，心室

性 期 外 収 縮． ② 頻 脈 性 心 房 細 動．

〔0.625㎎錠，2.5㎎錠，5㎎錠〕③次の

状態で，アンジオテンシン変換酵素阻

害薬又はアンジオテンシンII受容体拮

抗薬，利尿薬，ジギタリス製剤等の基

礎治療を受けている患者：虚血性心疾

患又は拡張型心筋症に基づく慢性心不

全

【用】（内）①1日1回5㎎．年齢，症状に

より適宜増減．②1日1回2.5㎎から開

始，効果が不十分な場合には1日1回5

㎎に増量．年齢，症状により適宜増

減．1日1回5㎎まで．③1日1回0.625㎎

から開始．1日1回0.625㎎の用量で2週

間以上投与し，忍容性がある場合に

は，1日1回1.25㎎に増量．その後忍容

性がある場合には，4週間以上の間隔

で忍容性をみながら段階的に増量し，

忍容性がない場合は減量．用量の増減

は1回投与量を0.625，1.25，2.5，3.75

又は5㎎として必ず段階的に行い，い

ずれの用量においても，1日1回投与と

する．維持量として1日1回1.25～5㎎

を投与．年齢，症状により，開始用量

は更に低用量に，増量幅は更に小さく

してもよい．患者の本剤に対する反応

性により，維持量は適宜増減するが，

1日1回5㎎まで

……………………………………………

（プロプラノロール塩酸塩）Pro-

pranolol hydrochloride

インデラル錠10㎎ お
Inderal 10㎎1錠  〔アストラゼネカ〕

【効】①本態性高血圧症（軽症～中等

症）． ② 狭 心 症． ③ 期 外 収 縮（上 室

性・心室性），発作性頻拍の予防，頻

拍性心房細動（徐脈効果），洞性頻

脈，新鮮心房細動，発作性心房細動の

予防．④褐色細胞腫手術時．⑤片頭痛

発作の発症抑制．⑥右心室流出路狭窄

による低酸素発作の発症抑制

【用】（内）①1日30 ～ 60㎎より投与を

はじめ，効果不十分な場合は120㎎ま

で漸増し，1日3回に分割．年齢，症状

により適宜増減．②1日30㎎より投与

をはじめ，効果が不十分な場合は60

㎎，90㎎と漸増し，1日3回に分割．年

齢，症状により適宜増減．③1日30㎎

より投与をはじめ，効果が不十分な場

合は60㎎，90㎎と漸増し，1日3回に分

割．年齢，症状により適宜増減．小

児：1日0.5 ～ 2㎎/㎏を，低用量から

開始し，1日3～4回に分割．1日4㎎/

㎏まで増量可．1日投与量として90㎎

まで．④1日30㎎より投与をはじめ，

効果が不十分な場合は60㎎，90㎎と漸

増し，1日3回に分割．⑤1日20～30㎎
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ブドウ糖液10mLに加え，追加投与可

……………………………………………

（ジソピラミド）Disopyramide

リスモダンカプセル100㎎ お
Rythmodan 100㎎1カプセル 

 〔サノフィ〕

【効】次記の状態で他の抗不整脈薬が使

用できないか，又は無効の場合：期外

収縮，発作性上室性頻脈，心房細動

【用】（内）1回100㎎1日3回．症状によ

り適宜増減

……………………………………………

（ジソピラミドリン酸塩）Disopyra-

mide phosphate

リスモダンR錠150㎎（院外） お
Rythmodan R 150㎎1錠  〔サノフィ〕

【効】次記の状態で他の抗不整脈薬が使

用できないか，又は無効の場合：頻脈

性不整脈

【用】（内）1回1錠，1日2回．年齢，症

状により適宜増減

……………………………………………

（シベンゾリンコハク酸塩）Cibenzo-

line succinate

シベノール錠100㎎ お
Cibenol 100㎎1錠  〔トーアエイヨー〕

【効】次記の状態で他の抗不整脈薬が使

用できないか，又は無効の場合：頻脈

性不整脈

【用】（内）1日300㎎よりはじめ，450㎎

まで増量し，1日3回に分割．年齢，症

状により適宜増減

……………………………………………

（ソタロール塩酸塩）Sotalol hydro-

chloride

ソタコール錠40㎎（要時）
Sotacor 40㎎1錠  〔アスペン〕

【効】生命に危険のある次記の再発性不

整脈で他の抗不整脈薬が無効か，又は

使用できない場合：心室頻拍，心室細

動

【用】（内）1日80㎎から開始し，効果が

不十分な場合は1日320㎎まで漸増し，

1日2回に分割

……………………………………………

（ニフェカラント塩酸塩）Nifekalant 

hydrochloride

シンビット静注用50㎎ お
Shinbit 50㎎1瓶  〔ホスピーラ〕

【効】生命に危険のある次記の不整脈で

他の抗不整脈薬が無効か，又は使用で

きない場合：心室頻拍，心室細動

【用】（注）単回静注法：1回0.3㎎/㎏を

5分間かけて心電図の連続監視下に静

注．維持静注法：単回静注が有効で効

果の維持を期待する場合には，1時間

あたり0.4㎎/㎏を等速度で心電図の連

続監視下に静注．年齢，症状により適

宜増減．生理食塩液又は5%ブドウ糖

注射液で溶解して使用

……………………………………………

（ピルシカイニド塩酸塩水和物）

Pilsicainide hydrochloride hydrate

サンリズムカプセル25㎎（院
外） お

Sunrythm 25㎎1カプセル  〔第一三共〕

サンリズムカプセル50㎎（院
外） お

Sunrythm 50㎎1カプセル

ピルシカイニド塩酸塩カプセ
ル25㎎「サワイ」あ お

Pilsicainide hydrochloride 25㎎1カプ

セル  〔沢井〕

〔先発品〕サンリズムカプセル25㎎

【効】次記の状態で他の抗不整脈薬が使

用できないか，又は無効の場合：頻脈

性不整脈

【用】（内）1日150㎎を3回に分割．年

齢，症状により適宜増減．重症又は効

果不十分な場合には，1日225㎎まで増
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【効】次記の状態で他の抗不整脈薬が使

用できないか，又は無効の場合：頻脈

性不整脈

【用】（内）1日40㎎よりはじめ，効果が

不十分な場合は60㎎まで増量し，1日2

～3回に分割．年齢，症状により適宜

増減

……………………………………………

（アミオダロン塩酸塩）Amiodarone 

hydrochloride

アミオダロン塩酸塩速崩錠
50㎎「TE」あ え

Amiodarone hydrochloride 50㎎1錠 

 〔アステラス〕

アミオダロン塩酸塩速崩錠
100㎎「TE」（院外）あ え

Amiodarone hydrochloride 100㎎1錠

〔先発品〕アンカロン錠100

【効】生命に危険のある次記の再発性不

整脈で他の抗不整脈薬が無効か，又は

使用できない場合：心室細動，心室性

頻拍，心不全（低心機能）又は肥大型

心筋症に伴う心房細動

【用】（内）導入期：1日400㎎を1～2回

に分割し1 ～ 2週間．維持期：1日200

㎎を1 ～ 2回に分割．年齢，症状によ

り適宜増減

……………………………………………

（アミオダロン塩酸塩）Amiodarone 

hydrochloride

アミオダロン塩酸塩静注150㎎
「TE」あ お

Amiodarone hydrochloride 150㎎

3mL1管  〔トーアエイヨー〕

〔先発品〕アンカロン注150

【効】①生命に危険のある次記の不整脈

で難治性かつ緊急を要する場合：心室

細動，血行動態不安定な心室頻拍．②

電気的除細動抵抗性の心室細動あるい

は無脈性心室頻拍による心停止

【用】（注）①次のとおり点滴静注．症

状に応じて適宜増減あるいは追加投

与．最大量として1日の総投与量は

1250㎎まで及び投与濃度は2.5㎎/mLま

で． 

（1）投与方法（48時間まで） 

1）初期急速投与：125㎎（2.5mL）を

5%ブドウ糖液100mLに加え，容量型の

持 続 注 入 ポ ン プ を 用 い，600mL/時

（10mL/分）で10分間投与． 

2）負荷投与：750㎎（15mL）を5%ブ

ドウ糖液500mLに加え，容量型の持続

注入ポンプを用い33mL/時で6時間投

与． 

3）維持投与：17mL/時で合計42時間

投与．1.6時間の負荷投与後，残液を

33mL/時から17mL/時に投与速度を変

更 し，18 時 間 投 与．2.750 ㎎（15mL）

を5%ブドウ糖液500mLに加え，容量型

の持続注入ポンプを用い17mL/時で24

時間投与（アミオダロン塩酸塩として

600㎎）． 

（2）追加投与：血行動態不安定な心室

頻拍あるいは心室細動が再発し，本剤

投与が必要な場合には追加投与可．1

回の追加投与は125㎎（2.5mL）を5%ブ

ドウ糖液100mLに加え，容量型の持続

注入ポンプを用い，600mL/時（10mL/

分）で10分間投与． 

（3）継続投与（3日以降）：48時間の投

与終了後，継続投与が必要な場合に

は，継続投与可．750㎎（15mL）を5%

ブドウ糖液500mLに加え，容量型の持

続注入ポンプを用い17mL/時で投与

（アミオダロン塩酸塩として600㎎/24

時間）． 

②300㎎（6mL）又は5㎎/㎏を5%ブド

ウ糖液20mLに加え，静脈内へボーラス

投与．心室性不整脈が持続する場合に

は，150㎎（3mL）又は2.5㎎/㎏を5%
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【効】次記の状態で他の抗不整脈薬が使

用できないか又は無効の場合：頻脈性

不整脈

【用】（内）1回150㎎1日3回．年齢，症

状により適宜増減

……………………………………………

（ベプリジル塩酸塩水和物）Bepridil 

hydrochloride hydrate

ベプリコール錠50㎎（院外） お
Bepricor 50㎎1錠  〔MSD〕

ベプリコール錠100㎎ お
Bepricor 100㎎1錠  〔第一三共〕

【効】①次の状態で他の抗不整脈薬が使

用できないか，又は無効の場合：持続

性 心 房 細 動， 頻 脈 性 不 整 脈（心 室

性）．②狭心症

【用】（内）持続性心房細動：1日100㎎

から開始し，効果が不十分な場合は

200㎎まで増量，1日2回に分けて．年

齢，症状により適宜減量．頻脈性不整

脈（心室性）及び狭心症：1日200㎎を

1日2回に分けて．年齢，症状により適

宜増減

……………………………………………

（ベラパミル塩酸塩）Verapamil 

hydrochloride

ワソラン静注5㎎ お
Vasolan 5㎎2mL1管  〔エーザイ〕

【効】頻脈性不整脈（発作性上室性頻

拍，発作性心房細動，発作性心房粗

動）

【用】（注）1回5㎎を，必要に応じて生

理食塩水又はブドウ糖注射液で希釈

し，5分以上かけて徐々に静注．年

齢，症状により適宜増減．小児：1回

0.1～0.2㎎/㎏（ただし，1回5㎎まで）

を，必要に応じて生理食塩水又はブド

ウ糖注射液で希釈し，5分以上かけて

徐々に静注．年齢，症状により適宜増

減

……………………………………………

（メキシレチン塩酸塩）Mexiletine 

hydrochloride

メキシチールカプセル50㎎ お
Mexitil 50㎎1カプセル 

 〔太陽ファルマ〕

メキシチールカプセル100㎎ お
Mexitil 100㎎1カプセル

【効】①頻脈性不整脈（心室性）．②糖

尿病性神経障害に伴う自覚症状（自発

痛，しびれ感）の改善

【用】（内）①1日300㎎よりはじめ，効

果が不十分な場合は450㎎まで増量

し，1日3回に分割し食後．年齢，症状

により適宜増減．②1日300㎎を1日3回

に分割し食後

……………………………………………

（リドカイン塩酸塩）Lidocaine 

hydrochloride

リドカイン静注用2%シリンジ
「テルモ」あ お

Lidocaine 100㎎5mL1筒  〔テルモ〕

【効】期外収縮（上室性・心室性），発

作性頻拍（上室性・心室性），急性心

筋梗塞時及び手術に伴う心室性不整脈

の予防

【用】（注）1 回 50 ～ 100 ㎎（1 ～ 2 ㎎/

㎏）を1 ～ 2分間で緩徐に静注．効果

が認められない場合には5分後に同量

を投与．効果の持続を期待する時には

10～20分間隔で同量を追加可．1時間

内の基準最高投与量は300㎎．効果は

10～20分で消失

……………………………………………
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量可

……………………………………………

（ピルシカイニド塩酸塩水和物）

Pilsicainide hydrochloride hydrate

サンリズム注射液50 お
Sunrythm 50㎎5mL1管  〔第一三共〕

【効】緊急治療を要する頻脈性不整脈

（上室性及び心室性）

【用】（注）①期外収縮：1回0.75㎎/㎏

を必要に応じて生理食塩液又は5%ブ

ドウ糖注射液などで希釈し，血圧なら

びに心電図監視下に10分間で徐々に静

注．年齢，症状に応じて適宜減量．②

頻拍：1回1.0㎎/㎏を必要に応じて生

理食塩液又は5%ブドウ糖注射液など

で希釈し，血圧ならびに心電図監視下

に10分間で徐々に静注．年齢，症状に

応じて適宜減量

……………………………………………

（ピルメノール塩酸塩水和物）

Pirmenol hydrochloride hydrate

ピメノールカプセル50㎎ お
Pimenol 50㎎1カプセル  〔ファイザー〕

ピメノールカプセル100㎎（院
外） お

Pimenol 100㎎1カプセル

【効】次記の状態で他の抗不整脈薬が使

用できないか，又は無効の場合：頻脈

性不整脈（心室性）

【用】（内）1回100㎎を1日2回．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

（フレカイニド酢酸塩）Flecainide 

acetate

タンボコール錠50㎎ お
Tambocor 50㎎1錠  〔エーザイ〕

タンボコール錠100㎎ お
Tambocor 100㎎1錠

【効】次記の状態で他の抗不整脈薬が使

用できないか，又は無効の場合：〔成

人〕頻脈性不整脈（発作性心房細動・

粗動，心室性）．〔小児〕頻脈性不整脈

（発作性心房細動・粗動，発作性上室

性，心室性）

【用】（内）頻脈性不整脈（発作性心房

細動・粗動）：1日100㎎から開始し，

効果が不十分な場合は200㎎まで増量

し，1日2回に分割．年齢，症状により

適宜減量．頻脈性不整脈（心室性）：1

日100㎎から開始し，効果が不十分な

場合は200㎎まで増量し，1日2回に分

割．年齢，症状により適宜増減．小

児：〔6か月以上の乳児，幼児及び小

児〕1日50～100㎎/㎡を1日2～3回に

分割．年齢，症状により適宜増減．1

日200㎎/㎡まで．〔6か月未満の乳児〕

1日50㎎/㎡を1日2 ～ 3回に分割．年

齢，症状により適宜増減．1日200㎎/

㎡まで

……………………………………………

（フレカイニド酢酸塩）Flecainide 

acetate

タンボコール静注50㎎ お
Tambocor 50㎎5mL1管  〔エーザイ〕

【効】緊急治療を要する次の不整脈：頻

脈性不整脈（症候性の発作性心房細

動・粗動，発作性上室性頻拍，心室頻

拍，及び医師が生命に関わると判定し

た重症の心室性期外収縮）

【用】（注）1回1.0 ～ 2.0㎎/㎏を必要に

応じてブドウ糖液で希釈し，血圧及び

心電図監視下に10分間かけて静注．総

量1回150㎎まで

……………………………………………

（プロパフェノン塩酸塩）Propafe-

none hydrochloride

プロノン錠100㎎（院外） お
Pronon 100㎎1錠  〔トーアエイヨー〕

プロノン錠150㎎ お
Pronon 150㎎1錠
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【用】（内）①1日250～1000㎎を分割．

②1日250 ～ 750㎎を分割．③1日1回

250～500㎎．④1日1回125～375㎎を

月経前5～10日間又は症状が発現した

日から．⑤1日1回250～750㎎．⑥1日

250 ～ 500 ㎎ を 分 割． い ず れ の 場 合

も，年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（アセタゾラミドナトリウム）

Acetazolamide sodium

ダイアモックス注射用500㎎
Diamox 500㎎1瓶  〔三和化学〕

【効】①緑内障．②てんかん（他の抗て

んかん薬で効果不十分な場合に付

加）．③肺気腫における呼吸性アシ

ドーシスの改善．④メニエル病及びメ

ニエル症候群

【用】（注）①1日250㎎～1gを分割して

静注又は筋注．②1日250～750㎎を分

割して静注又は筋注．③1日1回250～

500㎎を静注又は筋注．④1日1回250

～750㎎を静注又は筋注．いずれの場

合も，年齢，症状により適宜増減．注

射液の調製法：注射用水，生理食塩

液，又は5%ブドウ糖液で完全に溶解

してから使用

……………………………………………

2139．その他の利尿剤
 

（アゾセミド）Azosemide

ダイアート錠60㎎（院外）
Diart 60㎎1錠  〔三和化学〕

アゾセミド錠30㎎「JG」あ 
Azosemide 30㎎1錠 

 〔日本ジェネリック〕

〔先発品〕ダイアート錠30㎎

アゾセミド錠60㎎「JG」（要時）
あ 

Azosemide 60㎎1錠

〔先発品〕ダイアート錠60㎎

【効】心性浮腫（うっ血性心不全），腎

性浮腫，肝性浮腫

【用】（内）1日1回60㎎．年齢・症状に

より適宜増減

……………………………………………

（イソソルビド）Isosorbide

イソバイドシロップ70%（院
外）

Isobide 700㎎1mL  〔日本新薬〕

イソソルビド内用液70%
「CEO」あ 

Isosorbide 700㎎1mL  〔セオリア〕

〔先発品〕イソバイドシロップ70%

イソバイドシロップ70%分包
20mL（院外）

Isobide 14.0g20mL1包  〔日本新薬〕

イソバイドシロップ70%分包
30mL（院外）

Isobide 21.0g30mL1包

【効】①脳腫瘍時の脳圧降下，頭部外傷

に起因する脳圧亢進時の脳圧降下，

腎・尿管結石時の利尿，緑内障の眼圧

降下．②メニエール病

【用】（内）①1日量70～140mLを2～3回

に分割．症状により適宜増量．必要に

よって冷水で2倍程度に希釈して投

与．②1日1.5～2.0mL/㎏を標準用量と

し，1日量90～120mLを毎食後3回に分

割．症状により適宜増減．必要によっ

て冷水で2倍程度に希釈して投与

……………………………………………

（トラセミド）Torasemide

ルプラック錠8㎎（院外）
Luprac 8㎎1錠 

 〔富士フイルム富山化学〕

トラセミドOD錠8㎎「TE」あ 
Torasemide OD 8㎎1錠  〔アステラス〕

〔先発品〕ルプラック錠8㎎

【効】心性浮腫，腎性浮腫，肝性浮腫

【用】（内）1日1回4～8㎎．年齢，症状
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213．利尿剤
2132．チアジド系製剤
 

（トリクロルメチアジド）Trichlor-

methiazide

フルイトラン錠2㎎（院外）
Fluitran 2㎎1錠  〔塩野義〕

トリクロルメチアジド錠2㎎
「タイヨー」あ 

Trichlormethiazide 2㎎1錠 

 〔武田テバ〕

〔先発品〕フルイトラン錠2㎎

【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

【用】（内）1 日 2 ～ 8 ㎎ を 1 ～ 2 回 に 分

割．年齢，症状により適宜増減．高血

圧症に用いる場合には少量から開始し

て徐々に増量．悪性高血圧に用いる場

合には，他の降圧剤と併用

……………………………………………

2133．抗アルドステロン製剤
 

（カンレノ酸カリウム）Potassium 

canrenoate

ソルダクトン静注用100㎎ お
Soldactone 100㎎1管  〔ファイザー〕

【効】経口抗アルドステロン薬の服用困

難な次記症状（高アルドステロン症に

よると考えられる）の改善：①原発性

アルドステロン症．②心性浮腫（うっ

血性心不全），肝性浮腫．③開心術及

び開腹術時における水分・電解質代謝

異常

【用】（注）1回100 ～ 200㎎を1日1 ～ 2

回，ブドウ糖注射液，生理食塩液又は

注射用水10 ～ 20mLに溶解して，ゆっ

くりと静注．症状により適宜増減する

が，1日量として600㎎まで．期間は原

則として2週間まで

……………………………………………

（スピロノラクトン）Spironolactone

アルダクトンA錠25㎎（院外）
Aldactone A 25㎎1錠  〔ファイザー〕

アルダクトンA錠50㎎（院外）
Aldactone A 50㎎1錠

スピロノラクトン錠25㎎
「YD」あ 

Spironolactone 25㎎1錠 

 〔日本ジェネリック〕

〔先発品〕アルダクトンA錠25㎎

スピロノラクトン錠50㎎
「YD」あ 

Spironolactone 50㎎1錠

〔先発品〕アルダクトンA錠50㎎

アルダクトンA細粒10%
Aldactone A 100㎎1g  〔ファイザー〕

【効】①高血圧症（本態性，腎性等）．

②心性浮腫（うっ血性心不全），腎性

浮腫，肝性浮腫，特発性浮腫，悪性腫

瘍に伴う浮腫及び腹水，栄養失調性浮

腫．③原発性アルドステロン症の診断

及び症状の改善

【用】（内）1 日 50 ～ 100 ㎎ を 分 割． 年

齢，症状により適宜増減．③のほかは

他剤と併用することが多い

……………………………………………

2134．炭酸脱水酵素阻害剤
 

（アセタゾラミド）Acetazolamide

ダイアモックス錠250㎎
Diamox 250㎎1錠  〔三和化学〕

【効】①緑内障．②てんかん（他の抗て

んかん薬で効果不十分な場合に付

加）．③肺気腫における呼吸性アシ

ドーシスの改善，心性浮腫，肝性浮

腫．④月経前緊張症．⑤メニエル病及

びメニエル症候群．⑥睡眠時無呼吸症

候群［ダイアモックス錠250㎎のみ］
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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
2142．ヒドララジン製剤
 

（ヒドララジン塩酸塩）Hydralazine 

hydrochloride

アプレゾリン錠10㎎（院外）
Apresoline 10㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】本態性高血圧症，妊娠高血圧症候

群による高血圧

【用】（内）最初は，1日30～40㎎を3～

4回に分割し，血圧値をみながら漸次

増量．維持量は各個人により異なるが

1回20～50㎎，1日30～200㎎．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

2144．アンジオテンシン変換酵素
阻害剤

 

（イミダプリル塩酸塩）Imidapril 

hydrochloride

タナトリル錠2.5（院外）
Tanatril 2.5㎎1錠  〔田辺三菱〕

タナトリル錠5（院外）
Tanatril 5㎎1錠

イミダプリル塩酸塩錠2.5㎎
「DSEP」あ 

Imidapril hydrochloride 2.5㎎1錠 

 〔第一三共エスファ〕

〔先発品〕タナトリル錠2.5

【効】①高血圧症，腎実質性高血圧症．

②1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症

【用】（内） ① 5 ～ 10 ㎎ を 1 日 1 回． 年

齢，症状により適宜増減．重症高血圧

症，腎障害を伴う高血圧症又は腎実質

性高血圧症では2.5㎎から開始が望ま

しい．②5㎎を1日1回．重篤な腎障害

を伴う患者では2.5㎎から開始が望ま

しい

……………………………………………

（エナラプリルマレイン酸塩）

Enalapril maleate

レニベース錠2.5
Renivace 2.5㎎1錠  〔MSD〕

レニベース錠5
Renivace 5㎎1錠

【効】①本態性高血圧症，腎性高血圧

症，腎血管性高血圧症，悪性高血圧．

②次記の状態で，ジギタリス製剤，利

尿剤等の基礎治療剤を投与しても十分

な効果が認められない場合：慢性心不

全（軽症～中等症）

【用】（内） ① 5 ～ 10 ㎎ を 1 日 1 回． 年

齢，症状により適宜増減．腎性・腎血

管性高血圧症又は悪性高血圧の患者で

は2.5㎎から開始することが望まし

い．生後1か月以上の小児：0.08㎎/㎏

を1日1回．年齢，症状により適宜増

減．②ジギタリス製剤，利尿剤等と併

用．5～10㎎を1日1回．年齢，症状に

より適宜増減．腎障害を伴う患者又は

利尿剤投与中の患者では2.5㎎（初回

量）から開始することが望ましい

……………………………………………

（カプトプリル）Captopril

カプトリル錠25㎎（要時）
Captoril 25㎎1錠  〔アルフレッサ〕

【効】本態性高血圧症，腎性高血圧症，

腎血管性高血圧症，悪性高血圧

【用】（内）1 日 37.5 ～ 75 ㎎ を 3 回 に 分

割．年齢，症状により適宜増減．重症
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により適宜増減

……………………………………………

（トルバプタン）Tolvaptan

サムスカOD錠7.5㎎ お
Samsca OD 7.5㎎1錠  〔大塚〕

【効】①ループ利尿薬等の他の利尿薬で

効果不十分な心不全における体液貯

留．②ループ利尿薬等の他の利尿薬で

効果不十分な肝硬変における体液貯

留．③腎容積が既に増大しており，か

つ，腎容積の増大速度が速い常染色体

優性多発性嚢胞腎の進行抑制．④抗利

尿ホルモン不適合分泌症候群（SI-

ADH）における低ナトリウム血症の

改善

【用】（内）①15㎎を1日1回．②7.5㎎を

1日1回．③1日60㎎を2回（朝45㎎，夕

方15㎎）に分割して投与を開始．1日

60㎎の用量で1週間以上投与し，忍容

性がある場合には，1日90㎎（朝60

㎎，夕方30㎎），1日120㎎（朝90㎎，

夕方30㎎）と1週間以上の間隔を空け

て段階的に増量．忍容性に応じて適宜

増減，最高用量は1日120㎎まで．④

7.5㎎を1日1回．必要に応じて，望ま

しい血清ナトリウム濃度に達するまで

段階的に増量できる．忍容性に応じて

適宜増減，最高用量は1日60㎎まで

……………………………………………

（フロセミド）Furosemide

フロセミド細粒4%「EMEC」
あ 

Furosemide 40㎎1g  〔日医工〕

【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㎎（本剤1 ～

2g）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

……………………………………………

（フロセミド）Furosemide

フロセミド注射液20㎎「日医
工」あ 

Furosemide 20㎎2mL  〔日医工〕

〔先発品〕ラシックス注20㎎

【効】①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．②急性又は慢性腎

不全による乏尿

【用】（注）①1日1回20㎎を静注又は筋

注．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．②20 ～ 40

㎎を静注，利尿反応のないことを確認

した後，100㎎を静注．投与後2時間以

内に約40mL/時以上の尿量が得られな

い場合には用量を漸増し，その後症状

により適宜増減．1回500㎎までとし，

1日量1000㎎まで．投与速度は4㎎/分

以下

……………………………………………

（フロセミド）Furosemide

ラシックス錠20㎎（院外）
Lasix 20㎎1錠  〔サノフィ〕

ラシックス錠40㎎（院外）
Lasix 40㎎1錠

フロセミド錠20㎎「NP」あ 
Furosemide 20㎎1錠  〔ニプロ〕

〔先発品〕ラシックス錠20㎎

フロセミド錠40㎎「NP」あ 
Furosemide 40㎎1錠

〔先発品〕ラシックス錠40㎎

【効】高血圧症（本態性，腎性等），悪
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（アリスキレンフマル酸塩）Aliskiren 

fumarate

ラジレス錠150㎎（要時）
Rasilez 150㎎1錠 

 〔オーファンパシフィック〕

【効】高血圧症

【用】（内）150㎎を1日1回．効果不十分

な場合は，300㎎まで増量可

……………………………………………

（イルベサルタン）Irbesartan

アバプロ錠100㎎（院外）
Avapro 100㎎1錠  〔大日本住友〕

イルベサルタン錠100㎎
「DSPB」あ 

Irbesartan 100㎎1錠  〔DS〕

〔先発品〕アバプロ錠100㎎

イルベタン錠100㎎

【効】高血圧症

【用】（内）50 ～ 100 ㎎ を 1 日 1 回． 年

齢，症状により適宜増減．1日200㎎ま

で

……………………………………………

（インダパミド）Indapamide

ナトリックス錠1
Natrix 1㎎1錠  〔大日本住友〕

【効】本態性高血圧症

【用】（内）1日1回2㎎朝食後．年齢，症

状により適宜増減．少量から開始し漸

増

……………………………………………

（ウラピジル）Urapidil

エブランチルカプセル15㎎
Ebrantil 15㎎1カプセル  〔科研〕

【効】①本態性高血圧症，腎性高血圧

症，褐色細胞腫による高血圧症．②前

立腺肥大症に伴う排尿障害．③神経因

性膀胱に伴う排尿困難

【用】（内）1日30㎎（1回15㎎1日2回）

より開始．①効果が不十分な場合は1

～ 2週間の間隔で1日120㎎まで漸増

し，1日2回に分割し朝夕食後．年齢，

症状により適宜増減．②効果が不十分

な場合は1～2週間の間隔で1日60～90

㎎まで漸増し，1日2回に分割し朝夕食

後，症状により適宜増減．1日90㎎ま

で．③1～2週間の間隔で1日60㎎に漸

増し，1日2回に分割し朝夕食後．1日

90㎎まで

……………………………………………

（エサキセレノン）Esaxerenone

ミネブロ錠2.5㎎
Minnebro 2.5㎎1錠  〔第一三共〕

ミネブロ錠5㎎（院外）
Minnebro 5㎎1錠

【効】高血圧症

【用】（内）2.5㎎を1日1回．効果不十分

な場合は，5㎎まで増量可

……………………………………………

（エプレレノン）Eplerenone

セララ錠25㎎
Selara 25㎎1錠  〔ファイザー〕

セララ錠50㎎（院外）
Selara 50㎎1錠

【効】①高血圧症②次記の状態で，アン

ジオテンシン変換酵素阻害薬又はアン

ジオテンシンII受容体拮抗薬，β遮断

薬，利尿薬等の基礎治療を受けている

患者．慢性心不全

【用】（内）①1日1回50㎎から開始，100

㎎まで増量可．②1日1回25㎎から開

始，開始から4週間以降を目安に1日1

回50㎎へ増量．中等度の腎機能障害の

ある患者では，1日1回隔日25㎎から開

始し，最大用量は1日1回25㎎．血清カ

リウム値，患者の状態に応じて適宜減

量又は中断

……………………………………………
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例においても1日150㎎まで

……………………………………………

（テモカプリル塩酸塩）Temocapril 

hydrochloride

エースコール錠2㎎（院外）
Acecol 2㎎1錠  〔第一三共〕

【効】高血圧症，腎実質性高血圧症，腎

血管性高血圧症

【用】（内）1日1回2 ～ 4㎎．1日1回1㎎

から開始し，必要に応じ4㎎まで漸次

増量

……………………………………………

（ペリンドプリルエルブミン）

Perindopril erbumine

コバシル錠4㎎
Coversyl 4㎎1錠  〔協和キリン〕

【効】高血圧症

【用】（内）2～4㎎を1日1回．年齢，症

状により適宜増減．1日8㎎まで

……………………………………………

（リシノプリル水和物）Lisinopril 

hydrate

ロンゲス錠10㎎
Longes 10㎎1錠  〔共和〕

【効】①高血圧症．②次記の状態で，ジ

ギタリス製剤，利尿剤等の基礎治療剤

を投与しても十分な効果が認められな

い場合：慢性心不全（軽症～中等症）

【用】（内）①10 ～ 20㎎を1日1回．年

齢，症状により適宜増減．重症高血圧

症又は腎障害を伴う高血圧症では5㎎

から開始希望．6歳以上の小児：0.07

㎎/㎏を1日1回．年齢，症状により適

宜増減．②ジギタリス製剤，利尿剤等

の基礎治療剤と併用．5～10㎎を1日1

回．年齢，症状により適宜増減．腎障

害を伴う患者では初回2.5㎎から開始

希望

……………………………………………

2145．メチルドパ製剤
 

（メチルドパ水和物）Methyldopa 

hydrate

アルドメット錠125（院外）
Aldomet 125㎎1錠  〔ミノファーゲン〕

アルドメット錠250
Aldomet 250㎎1錠

【効】高血圧症（本態性，腎性等），悪

性高血圧

【用】（内）初期1日250 ～ 750㎎からは

じめ，適当な降圧効果が得られるまで

数日以上の間隔をおいて1日250㎎ずつ

増量．維持量は1日250～2000㎎で1～

3回に分割．年齢，症状により適宜増

減

……………………………………………

2149．その他の血圧降下剤
 

（アジルサルタン）Azilsartan

アジルバ錠10㎎（院外）
Azilva 10㎎1錠  〔武田〕

アジルバ錠20㎎
Azilva 20㎎1錠

アジルバ錠40㎎（院外）
Azilva 40㎎1錠

【効】高血圧症

【用】（内）20㎎を1日1回．年齢，症状

により適宜増減．1日40㎎まで

……………………………………………

（アゼルニジピン）Azelnidipine

カルブロック錠16㎎
Calblock 16㎎1錠  〔第一三共〕

【効】高血圧症

【用】（内）8～16㎎を1日1回朝食後．1

回8㎎あるいは更に低用量から開始

し，症状により適宜増減．1日16㎎ま

で

……………………………………………
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性心不全．④頻脈性心房細動

【用】（内）①1回10 ～ 20㎎を1日1回．

年齢，症状により適宜増減．②1回20

㎎を1日1回．年齢，症状により適宜増

減．③1回1.25㎎，1日2回食後経口投

与から開始．1回1.25㎎，1日2回の用

量に忍容性がある場合には，1週間以

上の間隔で忍容性をみながら段階的に

増量し，忍容性がない場合は減量．用

量の増減は必ず段階的に行い，1回投

与量は1.25㎎，2.5㎎，5㎎又は10㎎の

いずれかとし，いずれの用量において

も，1日2回食後．維持量として1回2.5

～ 10㎎を1日2回食後．開始用量は更

に低用量としてもよい．反応性によ

り，維持量は適宜増減．④1回5㎎を1

日1回から開始，効果が不十分な場合

には10㎎を1日1回，20㎎を1日1回へ段

階的に増量．年齢，症状により適宜増

減．最大投与量は20㎎を1日1回まで

……………………………………………

（カンデサルタンシレキセチル）

Candesartan cilexetil

カンデサルタン錠4㎎
「あすか」あ 

Candesartan 4㎎1錠  〔あすか〕

〔先発品〕ブロプレス錠4

カンデサルタン錠8㎎
「あすか」あ 

Candesartan 8㎎1錠

〔先発品〕ブロプレス錠8

【効】①高血圧症．②腎実質性高血圧

症．③次記の状態で，アンジオテンシ

ン変換酵素阻害剤の投与が適切でない

場合：慢性心不全（軽症～中等症）

【用】（内）①成人：1日1回4～8㎎，12

㎎まで増量．腎障害を伴う場合には，

1日1回2㎎から開始し，8㎎まで増量．

小児：1歳以上6歳未満の小児には1日1

回0.05～0.3㎎/㎏．6歳以上の小児に

は1日1回2～8㎎，12㎎まで増量でき

る．腎障害を伴う場合には，低用量か

ら投与を開始，8㎎まで増量できる．

②1日1回2㎎から開始し，8㎎まで増

量．③1日1回4㎎から開始し，8㎎まで

増量できる．アンジオテンシン変換酵

素阻害剤以外による基礎治療は継続

……………………………………………

（カンデサルタンシレキセチル）

Candesartan cilexetil

ブロプレス錠12（院外）
Blopress 12㎎1錠  〔武田テバ〕

【効】①高血圧症．②腎実質性高血圧症

【用】（内）①成人：1日1回4～8㎎，必

要に応じ12㎎まで増量．腎障害を伴う

場合には，1日1回2㎎から開始し，必

要に応じ8㎎まで増量．小児：1歳以上

6歳未満の小児には1日1回0.05～0.3㎎

/㎏．6歳以上の小児には1日1回2～8

㎎，必要に応じ12㎎まで増量．腎障害

を伴う場合には，低用量から投与を開

始し，必要に応じ8㎎まで増量．②1日

1回2㎎から開始し，必要に応じ8㎎ま

で増量

……………………………………………

（グアナベンズ酢酸塩）Guanabenz 

acetate

ワイテンス錠2㎎ お
Wytens 2㎎1錠  〔アルフレッサ〕

【効】本態性高血圧症

【用】（内）1回2㎎1日2回．1回4㎎1日2

回まで．年齢，症状に応じて適宜増減

……………………………………………

（クロニジン塩酸塩）Clonidine 

hydrochloride

カタプレス錠75μg
Catapres 0.075㎎1錠 

 〔日本ベーリンガー〕

【効】各種高血圧症（本態性高血圧症，

腎性高血圧症）
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（エホニジピン塩酸塩エタノール付加

物）Efonidipine hydrochloride 

ethanolate

ランデル錠20 お
Landel 20㎎1錠  〔塩野義〕

ランデル錠40（院外） お
Landel 40㎎1錠

【効】①高血圧症，腎実質性高血圧症．

②狭心症

【用】（内）①1日20～40㎎を1～2回分

割．年齢，症状に応じて適宜増減．1

日 60 ㎎ ま で． ② 1 日 40 ㎎ を 1 回（食

後）．年齢，症状に応じて適宜増減

……………………………………………

（オルメサルタンメドキソミル）

Olmesartan medoxomil

オルメテックOD錠10㎎（院
外）

Olmetec OD 10㎎1錠  〔第一三共〕

オルメテックOD錠20㎎（院
外）

Olmetec OD 20㎎1錠

オルメテックOD錠40㎎（院
外）

Olmetec OD 40㎎1錠

オルメサルタンOD錠20㎎
「DSEP」あ 

Olmesartan OD 20㎎1錠 

 〔第一三共エスファ〕

〔先発品〕オルメテックOD錠20㎎

【効】高血圧症

【用】（内）10～20㎎を1日1回．1日5～

10㎎から開始し，年齢，症状により適

宜増減するが，1日40㎎まで

……………………………………………

（カルベジロール）Carvedilol

アーチスト錠2.5㎎（院外）
Artist 2.5㎎1錠  〔第一三共〕

カルベジロール錠2.5㎎「サワ
イ」あ 

Carvedilol 2.5㎎1錠  〔沢井〕

〔先発品〕アーチスト錠2.5㎎

【効】①次の状態で，アンジオテンシン

変換酵素阻害薬，利尿薬，ジギタリス

製剤等の基礎治療を受けている患者：

虚血性心疾患又は拡張型心筋症に基づ

く慢性心不全．②頻脈性心房細動

【用】（内）①1回1.25㎎，1日2回食後経

口投与から開始．1回1.25㎎，1日2回

の用量に忍容性がある場合には，1週

間以上の間隔で忍容性をみながら段階

的に増量し，忍容性がない場合は減

量．用量の増減は必ず段階的に行い，

1回投与量は1.25㎎，2.5㎎，5㎎又は

10㎎のいずれかとし，いずれの用量に

おいても，1日2回食後．維持量として

1回2.5 ～ 10㎎を1日2回食後．開始用

量は更に低用量としてもよい．患者の

本剤に対する反応性により，維持量は

適宜増減．②1回5㎎を1日1回から開

始，効果が不十分な場合には10㎎を1

日1回，20㎎を1日1回へ段階的に増

量．年齢，症状により適宜増減．最大

投与量は20㎎を1日1回まで

……………………………………………

（カルベジロール）Carvedilol

アーチスト錠10㎎（院外）
Artist 10㎎1錠  〔第一三共〕

カルベジロール錠10㎎「サワ
イ」あ 

Carvedilol 10㎎1錠  〔沢井〕

〔先発品〕アーチスト錠10㎎

【効】①本態性高血圧症（軽症～中等

症），腎実質性高血圧症．②狭心症．

③次の状態で，アンジオテンシン変換

酵素阻害薬，利尿薬，ジギタリス製剤

等の基礎治療を受けている患者：虚血

性心疾患又は拡張型心筋症に基づく慢
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2～10μg/㎏/分の点滴速度で開始し，

目的値まで血圧を下げ，以後血圧をモ

ニターしながら点滴速度を調節．急速

に血圧を下げる必要がある場合には，

本剤をそのまま10～30μg/㎏を静注．

②0.5～6μg/㎏/分の点滴速度で．0.5

μg/㎏/分より開始し，目的値まで血

圧を下げ，以後血圧をモニターしなが

ら点滴速度を調節．③1μg/㎏/分の点

滴速度で．病態に応じて0.5～2μg/㎏

/分の範囲で点滴速度を調節

……………………………………………

（ニカルジピン塩酸塩）Nicardipine 

hydrochloride

ペルジピンLAカプセル
40㎎（院外）

Perdipine LA 40㎎1カプセル  〔LTL〕

【効】本態性高血圧症

【用】（内）1回20～40㎎1日2回

……………………………………………

（ニトロプルシドナトリウム水和物）

Sodium nitroprusside hydrate

ニトプロ持続静注液6㎎（手術
部） え

Nitopro 6㎎2mL1管  〔丸石〕

【効】①手術時の低血圧維持．②手術時

の異常高血圧の救急処置

【用】（注）5%ブドウ糖注射液で希釈

し，0.06 ～ 0.1%（1mL 当 た り 0.6 ～ 1

㎎）溶液を持続静注．最高投与速度は

3μg/㎏/分を限度とする．開始投与速

度は年齢，症状により適宜減量．①

0.5μg/㎏/分で開始．過度の血圧低下

に注意しながら徐々に増量して目的値

まで血圧を下げ，以後血圧をモニター

しながら投与速度を調節．2.5μg/㎏/

分以下の投与速度で目的とする血圧が

得られ，それを維持することができ

る．②0.5μg/㎏/分で開始し．過度の

血圧低下に注意しながら徐々に増量し

て目的値まで血圧を下げ，以後血圧を

モニターしながら投与速度を調節．

2.0μg/㎏/分以下の投与速度で目的と

する血圧が得られ，それを維持するこ

とができる

……………………………………………

（ニルバジピン）Nilvadipine

ニバジール錠2㎎（院外） お
Nivadil 2㎎1錠  〔LTL〕

ニバジール錠4㎎ お
Nivadil 4㎎1錠

【効】本態性高血圧症

【用】（内）1回2～4㎎を1日2回

……………………………………………

（バルサルタン）Valsartan

バルサルタン錠80㎎「モチダ」
あ 

Valsartan 80㎎1錠  〔持田〕

〔先発品〕ディオバン錠80㎎

バルサルタン錠160㎎「モチ
ダ」（院外）あ 

Valsartan 160㎎1錠

〔先発品〕ディオバン錠160㎎

【効】高血圧症

【用】（内）40～80㎎を1日1回．年齢，

症状に応じて適宜増減．1日160㎎ま

で．〔6歳以上の小児〕体重35㎏未満：

20㎎1日1回，1日40㎎まで．体重35㎏

以上：40㎎を1日1回．年齢，体重，症

状により適宜増減

……………………………………………

（ビソプロロール）Bisoprolol

ビソノテープ2㎎
Bisono 2㎎1枚  〔トーアエイヨー〕

【効】頻脈性心房細動

【用】（外）1日1回4㎎から開始，効果不

十分な場合1日1回8㎎に増量．胸部，

上腕部又は背部のいずれかに貼付し，

貼付後24時間ごとに貼りかえる．年

齢，症状により適宜増減，1日8㎎まで
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【用】（内）1回0.075～0.150㎎1日3回．

症状により適宜増減．重症の高血圧症

には1回0.3㎎1日3回

……………………………………………

（シルニジピン）Cilnidipine

アテレック錠5（院外）
Atelec 5㎎1錠  〔持田〕

アテレック錠10
Atelec 10㎎1錠  〔味の素〕

アテレック錠20（院外）
Atelec 20㎎1錠  〔持田〕

【効】高血圧症

【用】（内）1日1回5 ～ 10㎎を朝食後．

年齢，症状により適宜増減．効果不十

分の場合には，1日1回20㎎まで増量

可．重症高血圧症には1日1回10～20

㎎を朝食後

……………………………………………

（セリプロロール塩酸塩）Celiprolol 

hydrochloride

セレクトール錠100㎎ お
Selectol 100㎎1錠  〔日本新薬〕

【効】①本態性高血圧症（軽症～中等

症），腎実質性高血圧症．②狭心症

【用】（内）①1日1回100～200㎎食後．

年齢，症状により適宜増減．②1日1回

200㎎食後．年齢，症状により適宜増

減．①②1日400㎎まで

……………………………………………

（テルミサルタン）Telmisartan

ミカルディス錠20㎎（院外）
Micardis 20㎎1錠  〔日本ベーリンガー〕

ミカルディス錠40㎎（院外）
Micardis 40㎎1錠

テルミサルタン錠40㎎
「DSEP」あ 

Telmisartan 40㎎1錠 

 〔第一三共エスファ〕

〔先発品〕ミカルディス錠40㎎

【効】高血圧症

【用】（内）40㎎を1日1回．1日20㎎から

開始し漸次増量．年齢・症状により適

宜増減，1日80㎎まで

……………………………………………

（ドキサゾシンメシル酸塩）Doxazo-

sin mesilate

カルデナリン錠1㎎（院外）
Cardenalin 1㎎1錠  〔ファイザー〕

カルデナリン錠4㎎（院外）
Cardenalin 4㎎1錠

ドキサゾシン錠1㎎「EMEC」
あ 

Doxazosin 1㎎1錠  〔日医工〕

〔先発品〕カルデナリン錠1㎎

ドキサゾシン錠4㎎「EMEC」
あ 

Doxazosin 4㎎1錠

〔先発品〕カルデナリン錠4㎎

【効】①高血圧症．②褐色細胞腫による

高血圧症

【用】（内）1日1回0.5㎎より始め，効果

が不十分な場合1～2週間の間隔をお

い て 1 ～ 4 ㎎ に 漸 増 し，1 日 1 回． 年

齢，症状により適宜増減．1日8㎎ま

で．褐色細胞腫による高血圧症に対し

ては1日16㎎まで

……………………………………………

（ニカルジピン塩酸塩）Nicardipine 

hydrochloride

ニカルジピン塩酸塩注射液
10㎎「サワイ」あ お

Nicardipine hydrochloride 10㎎10mL1

管  〔沢井〕

〔先発品〕ペルジピン注射液10㎎

【効】①手術時の異常高血圧の救急処

置．②高血圧性緊急症．③急性心不全

（慢性心不全の急性増悪を含む）

【用】（注）生理食塩液又は5%ブドウ糖

注射液で希釈し，0.01～0.02%（1mL当

たり0.1～0.2㎎）溶液を点滴静注．①
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（ロサルタンカリウム）Losartan 

potassium

ニューロタン錠25㎎（院外）
Nu lotan 25㎎1錠  〔MSD〕

ニューロタン錠50㎎（院外）
Nu lotan 50㎎1錠

ニューロタン錠100㎎（院外）
Nu lotan 100㎎1錠

ロサルタンK錠25㎎「DSEP」
あ 

Losartan potassium 25㎎1錠 

 〔第一三共エスファ〕

〔先発品〕ニューロタン錠25㎎

【効】①高血圧症．②高血圧及び蛋白尿

を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎

症

【用】（内）①25 ～ 50㎎を1日1回．年

齢，症状により適宜増減．1日100㎎ま

で．②50㎎を1日1回．血圧値をみなが

ら1日100㎎まで．過度の血圧低下を起

こす恐れのある患者等では25㎎から開

始

……………………………………………

アイミクス配合錠HD（院外）
 お

Aimix HD 1錠  〔塩野義〕

1錠中：

イルベサルタン 100㎎

アムロジピンとして 10㎎

（アムロジピンベシル酸塩 13.87㎎）

アイミクス配合錠LD（院外）
 お

Aimix LD 1錠

1錠中：

イルベサルタン 100㎎

アムロジピンとして 5㎎

（アムロジピンベシル酸塩 6.93㎎）

【効】高血圧症

【用】（内）1日1回1錠．高血圧治療の第

一選択薬として用いない

……………………………………………

アテディオ配合錠（院外）
Atedio 1錠  〔持田〕

1錠中：

バルサルタン 80㎎

シルニジピン 10㎎

【効】高血圧症

【用】（内）1日1回1錠を朝食後（本剤は

高血圧治療の第一選択薬として用いな

い）

……………………………………………

イルトラ配合錠LD（院外）
Irtra LD 1錠  〔塩野義〕

1錠中：

イルベサルタン 100㎎

トリクロルメチアジド 1㎎

【効】高血圧症

【用】（内）1日1回1錠（イルベサルタン

/トリクロルメチアジドとして100㎎

/1㎎）．高血圧治療の第一選択薬とし

て用いない

……………………………………………

エカード配合錠HD（院外）
Ecard HD 1錠  〔武田テバ〕

1錠中：

カンデサルタン　シレキセチル 8㎎

ヒドロクロロチアジド 6.25㎎

エックスフォージ配合OD錠
（院外） お

Exforge OD 1錠  〔ノバルティス〕

1錠中：

バルサルタン 80㎎

アムロジピン 5㎎

コディオ配合錠EX（院外）
Co dio EX 1錠

1錠中：

バルサルタン 80㎎

ヒドロクロロチアジド 12.5㎎

【効】高血圧症

【用】（内）1日1回1錠．高血圧治療の第
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……………………………………………

（ビソプロロール）Bisoprolol

ビソノテープ4㎎
Bisono 4㎎17.91枚 

 〔トーアエイヨー〕

【効】①本態性高血圧症（軽症～中等

症）．②頻脈性心房細動

【用】（外）①8㎎を1日1回，胸部，上腕

部又は背部のいずれかに貼付し，貼付

後24時間ごとに貼りかえる．年齢，症

状により1日1回4㎎から投与を開始

し，1日8㎎まで．②1日1回4㎎から開

始，効果不十分な場合1日1回8㎎に増

量．胸部，上腕部又は背部のいずれか

に貼付し，貼付後24時間ごとに貼りか

える．1日8㎎まで．なお，年齢，症状

により適宜増減するが，1日最大投与

量は8㎎

……………………………………………

（プラゾシン塩酸塩）Prazosin hydro-

chloride

ミニプレス錠0.5㎎（院外）
Minipress 0.5㎎1錠  〔ファイザー〕

【効】①本態性高血圧症，腎性高血圧

症．②前立腺肥大症に伴う排尿障害

【用】（内）①1日1 ～ 1.5㎎（1回0.5㎎1

日2～3回）より始め，1～2週間の間

隔をおいて1.5～6㎎まで漸増し，1日

2～3回に分割．まれに1日15㎎まで漸

増．年齢，症状により適宜増減．②1

日1～1.5㎎（1回0.5㎎1日2～3回）よ

り始め，1～2週間の間隔をおいて1.5

～ 6㎎まで漸増し，1日2 ～ 3回に分

割．症状により適宜増減

……………………………………………

（マニジピン塩酸塩）Manidipine 

hydrochloride

カルスロット錠20（院外） お
Calslot 20㎎1錠  〔武田テバ〕

【効】高血圧症

【用】（内）10～20㎎を1日1回朝食後．

1日5㎎から開始し，必要に応じ漸次増

量

……………………………………………

（メトプロロール酒石酸塩）Metopro-

lol tartrate

セロケン錠20㎎（院外） お
Seloken 20㎎1錠  〔アストラゼネカ〕

メトプロロール酒石酸塩錠
20㎎「サワイ」あ お

Metoprolol tartrate 20㎎1錠  〔沢井〕

〔先発品〕セロケン錠20㎎

ロプレソール錠20㎎

【効】①本態性高血圧症（軽症～中等

症）．②狭心症，頻脈性不整脈

【用】（内）①1日60～120㎎を1日3回に

分割．240㎎まで増量可．年齢，症状

により適宜増減．②1日60～120㎎を1

日2 ～ 3回に分割．年齢，症状により

適宜増減

……………………………………………

（メトプロロール酒石酸塩）Metopro-

lol tartrate

セロケンL錠120㎎（院外） お
Seloken L 120㎎1錠  〔アストラゼネカ〕

【効】本態性高血圧症（軽症～中等症）

【用】（内）1日1回120㎎朝食後．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

（ラベタロール塩酸塩）Labetalol 

hydrochloride

トランデート錠50㎎ お
Trandate 50㎎1錠  〔アスペン〕

【効】本態性高血圧症，褐色細胞腫によ

る高血圧症

【用】（内）1日150㎎より開始し，1日

450㎎まで漸増し，1日3回に分割．年

齢・症状により適宜増減

……………………………………………
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時．追加することができるが，前回か

ら2時間以上あける．20㎎で効果が不

十分であった場合には，次回片頭痛発

現時から40㎎．1日40㎎以内

……………………………………………

（スマトリプタン）Sumatriptan

イミグラン点鼻液20（要時） お
Imigran 20㎎0.1mL1個 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】片頭痛（家族性片麻痺性・孤発性

片麻痺性・脳底型・眼筋麻痺性片頭痛

を除く）

【用】（外）1回20㎎を片頭痛の頭痛発現

時に鼻腔内に．追加できるが，前回か

ら2時間以上あける．1日40㎎まで

……………………………………………

（スマトリプタンコハク酸塩）

Sumatriptan

イミグラン錠50 お
Imigran 50㎎1錠 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】片頭痛（家族性片麻痺性・孤発性

片麻痺性・脳底型・眼筋麻痺性片頭痛

を除く）

【用】（内）1回50㎎を片頭痛の頭痛発現

時．追加することができるが，前回か

ら2時間以上あける．50㎎で効果が不

十分であった場合には，次回片頭痛発

現時から100㎎．1日200㎎以内

……………………………………………

（スマトリプタンコハク酸塩）

Sumatriptan

イミグラン注3 お
Imigran 3㎎1mL1管 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

イミグランキット皮下注
3㎎（院外） お

Imigran 3㎎0.5mL1筒

【効】片頭痛（家族性片麻痺性・孤発性

片麻痺性・脳底型・眼筋麻痺性片頭痛

を除く），群発頭痛

【用】（注）片頭痛及び群発頭痛発作の

頭痛発現時に，1回3㎎を皮下注．年

齢，症状により適宜増減．1回3㎎，1

日6㎎まで．片頭痛：1回の頭痛発作に

おいて，初回で頭痛が軽減した場合に

は，24時間以内に起こった次の発作に

対して追加できるが，2回の間には少

なくとも1時間の間隔をおく．群発頭

痛：1日2回の発作に投与することがで

きるが，2回の間には少なくとも1時間

の間隔をおく

……………………………………………

（ゾルミトリプタン）Zolmitriptan

ゾーミッグRM錠2.5㎎ お
Zomig RM 2.5㎎1錠  〔沢井〕

【効】片頭痛（家族性片麻痺性・孤発性

片麻痺性・脳底型・眼筋麻痺性片頭痛

を除く）

【用】（内）1回2.5㎎を片頭痛の頭痛発

現時．追加することができるが，前回

から2時間以上あける．2.5㎎で効果が

不十分であった場合には，次回片頭痛

発現時から5㎎．1日10㎎以内

……………………………………………

（ナラトリプタン塩酸塩）Naratrip-

tan hydrochloride

アマージ錠2.5㎎（院外） お
Amerge 2.5㎎1錠 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】片頭痛（家族性片麻痺性・孤発性

片麻痺性・脳底型・眼筋麻痺性片頭痛

を除く）

【用】（内）1回2.5㎎を片頭痛の頭痛発

現時．追加することができるが，前回

から4時間以上あける．1日5㎎以内

……………………………………………
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一選択薬として用いない

……………………………………………

ザクラス配合錠HD（院外） お
Zacras HD 1錠  〔武田〕

1錠中：

アジルサルタン 20㎎

アムロジピン 5㎎

（アムロジピンベシル酸塩 6.93㎎）

ザクラス配合錠LD（院外） お
Zacras LD 1錠

1錠中：

アジルサルタン 20㎎

アムロジピン 2.5㎎

（アムロジピンベシル酸塩 3.47㎎）

【効】高血圧症

【用】（内）1日1回1錠（本剤は高血圧治

療の第一選択薬として用いない）

……………………………………………

プレミネント配合錠LD
Preminent LD 1錠  〔MSD〕

1錠中：

ロサルタンカリウム 50㎎

ヒドロクロロチアジド 12.5㎎

【効】高血圧症

【用】（内）1日1回1錠（ロサルタンカリ

ウム/ヒドロクロロチアジドとして50

㎎/12.5㎎）．高血圧治療の第一選択薬

として用いない

……………………………………………

ミカムロ配合錠BP（院外） お
Micamlo BP 1錠  〔日本ベーリンガー〕

1錠中：

テルミサルタン 80㎎

アムロジピンベシル酸塩 6.93㎎

（アムロジピンとして5㎎）

ミカムロ配合錠AP（院外） お
Micamlo AP 1錠

1錠中：

テルミサルタン 40㎎

アムロジピンベシル酸塩 6.93㎎

（アムロジピンとして5㎎）

ミコンビ配合錠AP（院外）
Micombi AP 1錠

1錠中：

テルミサルタン 40㎎

ヒドロクロロチアジド 12.5㎎

ミコンビ配合錠BP（院外）
Micombi BP 1錠

1錠中：

テルミサルタン 80㎎

ヒドロクロロチアジド 12.5㎎

ユニシア配合錠HD（院外） お
Unisia HD 1錠  〔武田テバ〕

1錠中：

カンデサルタン　シレキセチル 8㎎

アムロジピンベシル酸塩 6.93㎎

（アムロジピンとして5㎎）

【効】高血圧症

【用】（内）1日1回1錠．高血圧治療の第

一選択薬として用いない

……………………………………………

レザルタス配合錠HD（院外）
Rezaltas HD 1錠  〔第一三共〕

1錠中：

オルメサルタンメドキソミル 20㎎

アゼルニジピン 16㎎

【効】高血圧症

【用】（内）1日1回1錠を朝食後．高血圧

治療の第一選択薬として用いない

……………………………………………

216．血管収縮剤
 

（エレトリプタン臭化水素酸塩）

Eletriptan hydrobromide

レルパックス錠20㎎ お
Relpax 20㎎1錠  〔ファイザー〕

【効】片頭痛（家族性片麻痺性・孤発性

片麻痺性・脳底型・眼筋麻痺性片頭痛

を除く）

【用】（内）1回20㎎を片頭痛の頭痛発現
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（一硝酸イソソルビド）Isosorbide 

mononitrate

アイトロール錠20㎎（院外）
Itorol 20㎎1錠  〔トーアエイヨー〕

一硝酸イソソルビド錠20㎎
「タイヨー」あ 

Isosorbide mononitrate 20㎎1錠 

 〔武田テバ〕

〔先発品〕アイトロール錠20㎎

【効】狭心症

【用】（内）1回20㎎1日2回，年齢，症状

により適宜増減．1回40㎎1日2回ま

で．労作狭心症又は労作兼安静狭心症

で発作回数及び運動耐容能の面で重症

と判断された場合1回40㎎1日2回可

……………………………………………

（ジピリダモール）Dipyridamole

ペルサンチン錠25㎎
Persantin 25㎎1錠 

 〔日本ベーリンガー〕

【効】①狭心症，心筋梗塞（急性期を除

く），その他の虚血性心疾患，うっ血

性心不全．②ワーファリンとの併用に

よる心臓弁置換術後の血栓・塞栓の抑

制．③次の疾患における尿蛋白減少：

ステロイドに抵抗性を示すネフローゼ

症候群

【用】（内）①1回25㎎を1日3回．年齢，

症状により適宜増減．②1日300～400

㎎を3 ～ 4回に分割．年齢，症状によ

り適宜増減．③1日300㎎を3回に分

割．年齢，症状により適宜増減．投薬

開始後，4週間を目標として投薬し，

尿蛋白量の測定を行い，以後の投薬継

続の可否を検討．尿蛋白量の減少が認

められない場合は，投薬を中止するな

ど適切な処置をとる．尿蛋白量の減少

が認められ投薬継続が必要な場合は，

以後定期的に尿蛋白量を測定しながら

投薬

……………………………………………

（ジピリダモール）Dipyridamole

ペルサンチン錠100㎎
Persantin 100㎎1錠 

 〔日本ベーリンガー〕

【効】①ワーファリンとの併用による心

臓弁置換術後の血栓・塞栓の抑制．②

次の疾患における尿蛋白減少：ステロ

イドに抵抗性を示すネフローゼ症候群

【用】（内）①1日300～400㎎を3～4回

に分割．年齢，症状により適宜増減．

②1日300㎎を3回に分割．年齢，症状

により適宜増減．投薬開始後，4週間

を目標として投薬し，尿蛋白量の測定

を行い，以後の投薬継続の可否を検

討．尿蛋白量の減少が認められない場

合は，投薬を中止するなど適切な処置

をとる．尿蛋白量の減少が認められ投

薬継続が必要な場合は，以後定期的に

尿蛋白量を測定しながら投薬

……………………………………………

（硝酸イソソルビド）Isosorbide 

dinitrate

ニトロール錠5㎎（院外）
Nitorol 5㎎1錠  〔エーザイ〕

【効】狭心症，心筋梗塞，その他の虚血

性心疾患

【用】（内）経口：1回5～10㎎を1日3～

4回．年齢，症状により適宜増減．舌

下：狭心発作時には，1回5 ～ 10㎎を

舌下投与．狭心発作時以外には，1回5

～10㎎を1日3～4回舌下投与．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

（硝酸イソソルビド）Isosorbide 

dinitrate

ニトロール注5㎎
Nitorol 5㎎10mL1管  〔エーザイ〕

【効】①急性心不全（慢性心不全の急性

増悪期を含む）．②不安定狭心症．③
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（フェニレフリン塩酸塩）Phenyleph-

rine hydrochloride

ネオシネジンコーワ注1㎎ お
Neo synesin 1㎎1mL1管  〔興和〕

【効】①各種疾患若しくは状態に伴う急

性低血圧又はショック時の補助治療．

②発作性上室頻拍．③局所麻酔時の作

用延長

【用】（注）〔皮下注及び筋注〕1回2 ～ 5

㎎，年齢，症状により適宜増減．増減

の範囲は1～10㎎，初回5㎎を超えな

いこと，反復投与を行う場合10 ～ 15

分おき．〔静注〕1回0.2㎎を注射液そ

のまま，又は約10mLの生食液，リンゲ

ル液若しくは5%ブドウ糖液等に混入

して静注，年齢，症状により適宜増

減．増減の範囲は0.1～0.5㎎，反復投

与を行う場合10～15分おき．〔点滴静

注〕100mLの血液，リンゲル液又は5%

ブドウ糖液等に対し0.5～1.0㎎の割合

で混入，血圧を測定しながら滴数を加

減．〔局麻時の作用延長〕20mLの局所

麻酔剤に対し1㎎の割合で混入して使

用

……………………………………………

（ミドドリン塩酸塩）Midodrine 

hydrochloride

メトリジン錠2㎎（院外）
Metligine 2㎎1錠  〔大正製薬〕

メトリジンD錠2㎎
Metligine D 2㎎1錠

【効】本態性低血圧，起立性低血圧

【用】（内）1日4㎎を2回に分割．症状に

より適宜増減．重症の場合は1日8㎎ま

で．小児：1日4㎎を2回に分割．症状

により適宜増減．1日6㎎まで

……………………………………………

（リザトリプタン安息香酸塩）

Rizatriptan benzoate

マクサルトRPD錠10㎎ お
Maxalt RPD 10㎎1錠  〔エーザイ〕

【効】片頭痛（家族性片麻痺性・孤発性

片麻痺性・脳底型・眼筋麻痺性片頭痛

を除く）

【用】（内）1回10㎎を片頭痛の頭痛発現

時．追加することができるが，前回か

ら2時間以上あける．1日20㎎以内

……………………………………………

217．血管拡張剤
2171．冠血管拡張剤
 

（アムロジピンベシル酸塩）Amlodip-

ine besilate

アムロジン錠2.5㎎（院外） お
Amlodin 2.5㎎1錠  〔大日本住友〕

アムロジンOD錠5㎎（院外） お
Amlodin OD 5㎎1錠

アムロジピン錠2.5㎎「明治」
あ お

Amlodipine 2.5㎎1錠  〔Meiji Seika〕

〔先発品〕ノルバスク錠2.5㎎

アムロジン錠2.5㎎

アムロジピンOD錠5㎎「明治」
あ お

Amlodipine OD 5㎎1錠

〔先発品〕アムロジンOD錠5㎎

ノルバスクOD錠5㎎

【効】①高血圧症．②狭心症

【用】（内）①2.5～5㎎を1日1回．症状

に応じ適宜増減．1日1回10㎎まで．6

歳以上の小児：2.5㎎を1日1回．年

齢，体重，症状により適宜増減．1日5

㎎まで．②5㎎を1日1回．症状に応じ

適宜増減

……………………………………………
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（ジルチアゼム塩酸塩）Diltiazem 

hydrochloride

ヘルベッサー錠30（院外）
Herbesser 30㎎1錠  〔田辺三菱〕

ジルチアゼム塩酸塩錠30㎎
「サワイ」あ 

Diltiazem hydrochloride 30㎎1錠 

 〔沢井〕

〔先発品〕ヘルベッサー錠30

【効】①狭心症，異型狭心症．②本態性

高血圧症（軽症～中等症）

【用】（内）①1回30㎎を1日3回．1回60

㎎を1日3回まで増量可．②1回30～60

㎎を1日3回．年齢，症状により適宜増

減

……………………………………………

（ジルチアゼム塩酸塩）Diltiazem 

hydrochloride

ヘルベッサー注射用50 お
Herbesser 50㎎1瓶  〔田辺三菱〕

【効】①頻脈性不整脈（上室性）．②手

術時の異常高血圧の救急処置．③高血

圧性緊急症．④不安定狭心症

【用】（注）5mL以上の生理食塩液又はブ

ドウ糖注射液に用時溶解し，次のごと

く投与．①1回10㎎を約3分間で緩徐に

静注．年齢，症状により適宜増減．②

1回静注の場合：1回10㎎を約1分間で

緩徐に静注．年齢，症状により適宜増

減．点滴静注の場合：5～15μg/㎏/分

を点滴静注．目標値まで血圧を下げ，

以後血圧をモニターしながら点滴速度

を調節．③5 ～ 15μg/㎏/分を点滴静

注．目標値まで血圧を下げ，以後血圧

をモニターしながら点滴速度を調節．

④1～5μg/㎏/分を点滴静注．投与量

は低用量から開始し，患者の病態に応

じて適宜増減するが，5μg/㎏/分まで

……………………………………………

（ジルチアゼム塩酸塩）Diltiazem 

hydrochloride

ヘルベッサーRカプセル
100㎎（院外）

Herbesser R 100㎎1カプセル 

 〔田辺三菱〕

ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル
100㎎「サワイ」あ 

Diltiazem hydrochloride R 100㎎1カ

プセル  〔沢井〕

〔先発品〕ヘルベッサー Rカプセル100

㎎

【効】①狭心症，異型狭心症．②本態性

高血圧症（軽症～中等症）

【用】（内）①1日1回100 ～ 200㎎．年

齢，症状により適宜増減．②1日1回

100㎎．1日1回200㎎まで増量可

……………………………………………

（トラピジル）Trapidil

ロコルナール錠50㎎（要時）
Rocornal 50㎎1錠  〔持田〕

【効】狭心症

【用】（内）1回100㎎を1日3回．症状に

より適宜増減

……………………………………………

（トリメタジジン塩酸塩）Trimetazi-

dine hydrochloride

バスタレルF錠3㎎（院外）
Vastarel F 3㎎1錠  〔大日本住友〕

【効】狭心症，心筋梗塞（急性期を除

く），その他の虚血性心疾患

【用】（内）1回3㎎1日3回．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

（ニコランジル）Nicorandil

シグマート錠2.5㎎（院外）
Sigmart 2.5㎎1錠  〔中外〕

シグマート錠5㎎（院外）
Sigmart 5㎎1錠
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冠動脈造影時の冠攣縮寛解

【用】（注）①②そのまま，又は生理食

塩液，5%ブドウ糖注射液等で0.05 ～

0.001%溶液とし，点滴静注．①1.5～8

㎎/時，病態に応じて適宜増減．10㎎

/時まで．②2～5㎎/時．病態に応じ

て適宜増減．③そのまま5㎎をカテー

テルを通し，バルサルバ洞内に1分以

内に注入．患者の症状に応じて適宜増

減．10㎎まで

……………………………………………

（硝酸イソソルビド）Isosorbide 

dinitrate

ニトロール持続静注25㎎シリ
ンジ

Nitorol 25㎎50mL1筒  〔エーザイ〕

【効】①急性心不全（慢性心不全の急性

増悪期を含む）．②不安定狭心症

【用】（注） ① 1.5 ～ 8 ㎎/時 を 持 続 静

注．患者の病態に応じて適宜増減．10

㎎/時まで．②2 ～ 5㎎/時を持続静

注．患者の病態に応じて適宜増減

……………………………………………

（硝酸イソソルビド）Isosorbide 

dinitrate

ニトロールRカプセル20㎎
Nitorol R 20㎎1カプセル  〔エーザイ〕

【効】狭心症，心筋梗塞（急性期を除

く），その他の虚血性心疾患

【用】（内）1回20㎎を1日2回．年齢・症

状により適宜増減

……………………………………………

（硝酸イソソルビド）Isosorbide 

dinitrate

ニトロールスプレー 1.25㎎
Nitorol 163.5㎎10g1瓶（約100回用） 

 〔エーザイ〕

【効】狭心症発作の寛解

【用】（外） 口 腔 内 に 1 回 1 噴 霧（1.25

㎎），1回1噴霧に限り追加可

……………………………………………

（硝酸イソソルビド）Isosorbide 

dinitrate

フランドル錠20㎎（院外）
Frandol 20㎎1錠  〔トーアエイヨー〕

【効】狭心症，心筋梗塞（急性期を除

く），その他の虚血性心疾患

【用】（内）1回20㎎を1日2回．年齢・症

状により適宜増減．噛まずに服用

……………………………………………

（硝酸イソソルビド）Isosorbide 

dinitrate

フランドルテープ40㎎（院外）
Frandol 40㎎40.32251枚 

 〔トーアエイヨー〕

硝酸イソソルビドテープ40㎎
「EMEC」あ 

Isosorbide dinitrate 40㎎301枚 

 〔日医工〕

〔先発品〕フランドルテープ40㎎

【効】狭心症，心筋梗塞（急性期を除

く），その他の虚血性心疾患

【用】（外）1回1枚（40㎎）を胸部，上

腹部又は背部のいずれかに貼付．貼付

後24時間又は48時間ごとに貼りかえ

る．症状により適宜増減

……………………………………………

（ジラゼプ塩酸塩水和物）Dilazep 

dihydrochloride hydrate

コメリアンコーワ錠100
Comelian 100㎎1錠  〔興和〕

【効】①狭心症，その他の虚血性心疾患

（心筋梗塞を除く）．②次記の疾患にお

ける尿蛋白減少：腎機能障害軽度～中

等度のIgA腎症

【用】（内）①1回50㎎を1日3回．年齢及

び症状により適宜増減．②1回100㎎を

1日3回．年齢及び症状により適宜増減

……………………………………………
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（ニトログリセリン）Nitroglycerin

ニトロペン舌下錠0.3㎎あ お
Nitropen 0.3㎎1錠  〔日本化薬〕

【効】狭心症，心筋梗塞，心臓喘息，ア

カラジアの一時的緩解

【用】（内）0.3 ～ 0.6㎎を舌下投与．狭

心症に対し数分間で効果の現れない場

合には0.3～0.6㎎追加．年齢，症状に

より適宜増減

……………………………………………

（ニトログリセリン）Nitroglycerin

ミオコールスプレー 0.3㎎ お
Myocor 46.8㎎7.2g1缶 

 〔トーアエイヨー〕

【効】狭心症発作の寛解

【用】（外）1回1噴霧（0.3㎎）を舌下に

投与．効果不十分の場合は1噴霧を追

加

……………………………………………

（ニトログリセリン）Nitroglycerin

ミニトロテープ27㎎（院外） お
Minitro （27㎎）141枚 

 〔キョーリンリメディオ〕

【効】狭心症．本剤は狭心症の発作緩解

を目的とした治療には不適であるの

で，この目的のためには速効性の硝

酸・亜硝酸エステル系薬剤を使用

【用】（外）1日1回1枚（27㎎）を胸部，

腰部，上腕部のいずれかに貼付．効果

不十分の場合は2枚に増量

……………………………………………

（ニフェジピン）Nifedipine

ニフェジピンL錠10㎎「日医
工」あ お

Nifedipine L 10㎎1錠  〔日医工〕

〔先発品〕アダラートL錠10㎎

【効】①本態性高血圧症，腎性高血圧

症．②狭心症

【用】（内）①1回10 ～ 20㎎を1日2回．

症状に応じ適宜増減．②1回20㎎を1日

2回．症状に応じ適宜増減

……………………………………………

（ニフェジピン）Nifedipine

アダラートCR錠20㎎（院外）
 お

Adalat CR 20㎎1錠  〔バイエル〕

【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

……………………………………………

（ニフェジピン）Nifedipine

ニフェジピンCR錠20㎎「日医
工」あ お

Nifedipine CR 20㎎1錠  〔日医工〕

〔先発品〕アダラートCR錠20㎎

【効】①高血圧症．②腎実質性高血圧

症，腎血管性高血圧症．③狭心症，異

型狭心症

【用】（内）①20 ～ 40㎎を1日1回．1日

10～20㎎より開始し，漸次増量．1回

40㎎1日2回まで増量可．②20～40㎎

を1日1回．1日10～20㎎より開始し，

漸次増量．③40㎎を1日1回．症状に応

じ適宜増減，1日1回60㎎まで

……………………………………………

（ベニジピン塩酸塩）Benidipine 

hydrochloride

コニール錠4（院外） お
Coniel 4㎎1錠  〔協和キリン〕

コニール錠8（院外） お
Coniel 8㎎1錠

ベニジピン塩酸塩錠4㎎「タナ
ベ」あ お

Benidipine hydrochloride 4㎎1錠 
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ニコランジル錠2.5㎎「日医工」
あ 

Nicorandil 2.5㎎1錠  〔日医工〕

〔先発品〕シグマート錠2.5㎎

ニコランジル錠5㎎「日医工」
あ 

Nicorandil 5㎎1錠

〔先発品〕シグマート錠5㎎

【効】狭心症

【用】（内）1日量15㎎を3回に分割．症

状により適宜増減

……………………………………………

（ニコランジル）Nicorandil

ニコランジル点滴静注用2㎎
「サワイ」（心カテ室）あ 

Nicorandil 2㎎1瓶  〔沢井〕

〔先発品〕シグマート注2㎎

ニコランジル点滴静注用48㎎
「サワイ」あ 

Nicorandil 48㎎1瓶

〔先発品〕シグマート注48㎎

【効】①不安定狭心症．②急性心不全

（慢性心不全の急性増悪期を含む）

【用】（注）①本剤を生理食塩液又は5%

ブドウ糖注射液で溶解して，0.01 ～

0.03%溶液とする．2㎎/時の点滴静注

から投与を開始．投与量は患者の病態

に応じて適宜増減，6㎎/時まで．②

生理食塩液又は5%ブドウ糖注射液で

溶解して，0.04 ～ 0.25%溶液とする．

0.2㎎/㎏を5分間程度かけて静注し，

引き続き0.2㎎/㎏/時で持続静注を開

始．血圧の推移や患者の病態に応じ

て，0.05～0.2㎎/㎏/時の範囲で調整

……………………………………………

（ニトログリセリン）Nitroglycerin

ニトログリセリン静注5㎎
/10mL「TE」あ お

Nitroglycerin 5㎎10mL1管 

 〔トーアエイヨー〕

〔先発品〕ミリスロール注5㎎/10mL

ニトログリセリン注25㎎/50mL
シリンジ「テルモ」あ お

Nitroglycerin 25㎎50mL1筒  〔テルモ〕

【効】①手術時の低血圧維持．②手術時

の異常高血圧の救急処置．③急性心不

全（慢 性 心 不 全 の 急 性 増 悪 期 を 含

む）．④不安定狭心症

【用】（注）注射液そのまま，又は生理

食塩液，5%ブドウ糖注射液，乳酸リ

ンゲル液等で希釈し，0.005 ～ 0.05%

（50～500μg/mL）溶液を点滴静注．効

能・効果ごとに次に基づき投与．①1

～5μg/㎏/分で開始し，目的値まで血

圧を下げ，以後血圧をモニターしなが

ら点滴速度を調節．②0.5 ～ 5μg/㎏/

分で開始し，目的値まで血圧を下げ，

以後血圧をモニターしながら点滴速度

を調節．③0.05～0.1μg/㎏/分で開始

し，目的とする血行動態を得るまで血

圧，左心室充満圧などの循環動態をモ

ニターしながら5 ～ 15分ごとに0.1 ～

0.2μg/㎏/分ずつ増量し，最適点滴速

度で維持．④0.1～0.2μg/㎏/分で開始

し，発作の経過及び血圧をモニターし

ながら約5分ごとに0.1～0.2μg/㎏/分

ずつ増量し，1 ～ 2μg/㎏/分で維持．

効果がみられない場合20～40μg/㎏の

静注を1時間ごとに併用．静注する場

合は1～3分かけて緩徐に

……………………………………………

（ニトログリセリン）Nitroglycerin

ニトロダームTTS25㎎ お
Nitroderm TTS （25㎎）101枚 

 〔田辺三菱〕

【効】狭心症

【用】（外）1日1回1枚（25㎎含有）を胸

部，腰部，上腕部のいずれかに貼付．

効果不十分の場合は2枚に増量

……………………………………………
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2179．その他の血管拡張剤
 

（亜硝酸アミル）Amyl nitrite

亜硝酸アミル「AFP」（処置） お
Amyl nitrite 0.25mL1管 

 〔アルフレッサ〕

【効】①狭心症．②シアン及びシアン化

合物による中毒

【用】（外）①1回0.25mLを被覆を除かず

そのまま打ち叩いて破砕し，内容を被

覆に吸収させ，鼻孔に当てて吸入．②

直接吸入：自発呼吸がある場合に実

施，1回0.25mLを被覆を除かずそのま

ま打ち叩いて破砕し，内容を被覆に吸

収させ，鼻孔に当てて吸入．症状によ

り適宜増量．回路内への投入：1回

0.25mLを被覆を除かずそのまま打ち叩

いて破砕したアンプルをバッグマスク

等の呼吸器経路内に投入し内容を吸

入．症状により適宜増量

……………………………………………

（カルペリチド（遺伝子組換え））

Carperitide (genetical recombina-

tion)

ハンプ注射用1000 お
Hanp 1000μg1瓶  〔第一三共〕

【効】急性心不全（慢性心不全の急性増

悪期を含む）

【用】（注）注射用水5mLに溶解し，生理

食塩液又は5%ブドウ糖注射液で希釈

し，0.1μg/㎏/分を持続静注．投与量

は血行動態をモニターしながら適宜調

節．0.2μg/㎏/分まで増量できる

……………………………………………

218．高脂血症用剤
2183．クロフィブラート系製剤
 

（フェノフィブラート）Fenofibrate

リピディル錠80㎎
Lipidil 80㎎1錠  〔科研〕

【効】高脂血症（家族性を含む）

【用】（内）1 日 1 回 106.6 ㎎ ～ 160 ㎎ 食

後，年齢，症状により適宜減量．1日

160㎎まで

……………………………………………

（ベザフィブラート）Bezafibrate

ベザトールSR錠200㎎（院外）
Bezatol SR 200㎎1錠  〔キッセイ〕

ベザフィブラートSR錠200㎎
「日医工」あ 

Bezafibrate SR 200㎎1錠  〔日医工〕

〔先発品〕ベザトールSR錠200㎎

【効】高脂血症（家族性を含む）

【用】（内）1日400㎎を2回に分割し朝夕

食後．腎機能障害を有する患者及び高

齢者に対しては適宜減量

……………………………………………

（ペマフィブラート）Pemafibrate

パルモディア錠0.1㎎
Parmodia 0.1㎎1錠  〔興和〕

【効】高脂血症（家族性を含む）

【用】（内）1回0.1㎎を1日2回朝夕．年

齢，症状に応じて適宜増減，最大用量

1回0.2㎎を1日2回まで

……………………………………………

2189．その他の高脂血症用剤
 

（アトルバスタチンカルシウム水和物）

Atorvastatin calcium hydrate

リピトール錠10㎎（院外）
Lipitor 10㎎1錠  〔アステラス〕

【効】①高コレステロール血症．②家族

性高コレステロール血症

【用】（内）①10㎎を1日1回．年齢，症

状により適宜増減．重症の場合は1日

20㎎まで．②10㎎を1日1回．年齢，症

状により適宜増減．重症の場合は1日

40㎎まで

……………………………………………
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 〔田辺製薬〕

〔先発品〕コニール錠4

【効】①高血圧症，腎実質性高血圧症．

②狭心症

【用】（内）①1日1回2～4㎎を朝食後．

年齢，症状により適宜増減．1日1回8

㎎まで．重症高血圧症には1日1回4～

8㎎を朝食後．②1回4㎎を1日2回朝・

夕食後．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ベラパミル塩酸塩）Verapamil 

hydrochloride

ワソラン錠40㎎（院外）
Vasolan 40㎎1錠  〔エーザイ〕

ベラパミル塩酸塩錠40㎎「JG」
あ 

Verapamil hydrochloride 40㎎1錠 

 〔日本ジェネリック〕

〔先発品〕ワソラン錠40㎎

【効】頻脈性不整脈（心房細動・粗動，

発作性上室性頻拍）．狭心症，心筋梗

塞（急性期を除く），その他の虚血性

心疾患．小児：頻脈性不整脈（心房細

動・粗動，発作性上室性頻拍）

【用】（内）成人（頻脈性不整脈（心房

細動・粗動，発作性上室性頻拍））：1

回40 ～ 80㎎を1日3回．年齢，症状に

より適宜減量．成人（狭心症，心筋梗

塞（急性期を除く），その他の虚血性

心疾患）：1回40 ～ 80㎎を1日3回．年

齢，症状により適宜増減．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 ～ 6 ㎎/㎏（ た だ

し，1日240㎎まで）を，1日3回に分

割．年齢，症状により適宜減量

……………………………………………

2172．末血管拡張剤
 

（イソクスプリン塩酸塩）Isoxsuprine 

hydrochloride

ズファジラン錠10㎎（院外）
Duvadilan 10㎎1錠  〔第一三共〕

【効】①次に伴う随伴症状：頭部外傷後

遺症．②次に伴う末梢循環障害：ビュ

ルガー病，閉塞性動脈硬化症，血栓性

静脈炎，静脈血栓症，レイノー病及び

レイノー症候群，凍瘡・凍傷，特発性

脱疽，糖尿病による末梢血管障害．③

子宮収縮の抑制（切迫流・早産）．④

月経困難症

【用】（内）①②④1回10～20㎎1日3～4

回．年齢，症状により適宜増減．③1

日量30 ～ 60㎎を3 ～ 4回に分割．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（イソクスプリン塩酸塩）Isoxsuprine 

hydrochloride

ズファジラン筋注5㎎ お
Duvadilan 5㎎1mL1管  〔第一三共〕

【効】①次に伴う随伴症状：頭部外傷後

遺症．②次に伴う末梢循環障害：ビュ

ルガー病，閉塞性動脈硬化症，血栓性

静脈炎，静脈血栓症，レイノー病及び

レイノー症候群，凍瘡・凍傷，特発性

脱疽，糖尿病による末梢血管障害．③

子宮収縮の抑制（切迫流・早産，過強

陣痛）．④月経困難症

【用】（注）①②循環器領域の適応の重

症・急性の場合に1回5～10㎎1日2～3

回を筋注．③1回5～10㎎を1～2時間

毎に筋注．④重症の場合に1回5～10

㎎を筋注．いずれの場合も症状がおさ

まったら経口投与に切りかえる

……………………………………………
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【効】高脂血症

【用】（内）1回2gを1日1回，食直後．

トリグリセライド高値の程度により1

回2g，1日2回まで増量可

……………………………………………

（コレスチミド）Colestimide

コレバインミニ83%（院外）
Cholebine mini 1502.3㎎1.81g1包 

 〔田辺三菱〕

【効】高コレステロール血症，家族性高

コレステロール血症

【用】（内）1回1.5gを1日2回，朝夕食前

に水とともに．朝夕食後投与とするこ

ともできる．年齢，症状により適宜増

減．1日4gまで

……………………………………………

（シンバスタチン）Simvastatin

リポバス錠5
Lipovas 5㎎1錠  〔MSD〕

【効】高脂血症，家族性高コレステロー

ル血症

【用】（内）5㎎を1日1回．LDL-コレス

テロール値の低下が不十分な場合は1

日20㎎まで増量可

……………………………………………

（ニセリトロール）Niceritrol

ペリシット錠250㎎（院外）
Perycit 250㎎1錠  〔三和化学〕

【効】①高脂質血症の改善．②次記疾患

に伴う末梢循環障害の改善：ビュル

ガー病，閉塞性動脈硬化症，レイノー

病及びレイノー症候群

【用】（内）1日量750㎎を毎食直後3回に

分割．年齢・症状により適宜増減

……………………………………………

（ピタバスタチンカルシウム）

Pitavastatin calcium

ピタバスタチンCa錠1㎎「ファ
イザー」あ 

Pitavastatin calcium 1㎎1錠 

 〔ファイザー〕

〔先発品〕リバロ錠1㎎

【効】高コレステロール血症，家族性高

コレステロール血症

【用】（内）1～2㎎を1日1回．年齢，症

状により適宜増減．LDL-コレステ

ロール値の低下が不十分な場合には増

量できるが，1日4㎎まで．家族性高コ

レステロール血症の小児：10歳以上の

小児に1㎎を1日1回．LDL-コレステ

ロール値の低下が不十分な場合には増

量できるが，1日2㎎まで

……………………………………………

（ピタバスタチンカルシウム）

Pitavastatin calcium

リバロOD錠1㎎（院外）
Livalo OD 1㎎1錠  〔興和〕

リバロOD錠2㎎（院外）
Livalo OD 2㎎1錠

【効】①高コレステロール血症．②家族

性高コレステロール血症

【用】（内）①1～2㎎を1日1回．年齢，

症状により適宜増減．LDL-コレステ

ロール値の低下が不十分な場合には増

量できるが，1日4㎎まで．②1 ～ 2㎎

を1日1回．年齢，症状により適宜増

減．LDL-コレステロール値の低下が

不十分な場合には増量できるが，1日4

㎎まで．小児：10歳以上に1㎎を1日1

回．症状により適宜増減．LDL-コレ

ステロール値の低下が不十分な場合に

は増量できるが，1日2㎎まで

……………………………………………

（プラバスタチンナトリウム）

Pravastatin sodium

メバロチン錠5（院外）
Mevalotin 5㎎1錠  〔第一三共〕

メバロチン錠10（院外）
Mevalotin 10㎎1錠
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（アトルバスタチンカルシウム水和物）

Atorvastatin calcium hydrate

アトルバスタチンOD錠10㎎
「トーワ」あ 

Atorvastatin OD 10㎎1錠  〔東和薬品〕

〔先発品〕リピトール錠10㎎

【効】①高コレステロール血症．②家族

性高コレステロール血症

【用】（内）①10㎎を1日1回．年齢，症

状により適宜増減，重症の場合は1日

20㎎まで．②10㎎を1日1回．年齢，症

状により適宜増減，重症の場合は1日

40㎎まで

……………………………………………

（エゼチミブ）Ezetimibe

ゼチーア錠10㎎（院外）
Zetia 10㎎1錠  〔バイエル〕

エゼチミブ錠10㎎「DSEP」あ 
Ezetimibe 10㎎1錠 

 〔第一三共エスファ〕

〔先発品〕ゼチーア錠10㎎

【効】高コレステロール血症，家族性高

コレステロール血症，ホモ接合体性シ

トステロール血症

【用】（内）1回10㎎を1日1回食後．年

齢，症状により適宜減量

……………………………………………

（エボロクマブ（遺伝子組換え））

Evolocumab (genetical recombina-

tion)

レパーサ皮下注140㎎ペン（要
時） け

Repatha 140㎎1mL1キット 

 〔アステラス〕

【効】家族性高コレステロール血症，高

コレステロール血症．次記のいずれも

満たす場合に限る（心血管イベントの

発現リスクが高い，HMG-CoA還元酵

素阻害剤で効果不十分，又はHMG-

CoA還元酵素阻害剤による治療が適

さない）

【用】（注）①家族性高コレステロール

血症ヘテロ接合体及び高コレステロー

ル血症：140㎎を2週間に1回又は420㎎

を4週間に1回皮下注．②家族性高コレ

ステロール血症ホモ接合体：420㎎を4

週間に1回皮下注．効果不十分な場合

には420㎎を2週間に1回皮下注可．

LDLアフェレーシスの補助として本

剤を使用する場合は開始用量として

420㎎を2週間に1回皮下注可

……………………………………………

（エボロクマブ（遺伝子組換え））

Evolocumab (genetical recombina-

tion)

レパーサ皮下注420㎎オートミ
ニドーザー（要時） け

Repatha 420㎎3.5mL1キット 

 〔アステラス〕

【効】家族性高コレステロール血症，高

コレステロール血症．次記のいずれも

満たす場合に限る（心血管イベントの

発現リスクが高い，HMG-CoA還元酵

素阻害剤で効果不十分，又はHMG-

CoA還元酵素阻害剤による治療が適

さない）

【用】（注）①家族性高コレステロール

血症ヘテロ接合体及び高コレステロー

ル血症：420㎎を4週間に1回皮下注．

②家族性高コレステロール血症ホモ接

合体：420㎎を4週間に1回皮下注．効

果不十分な場合には420㎎を2週間に1

回皮下注．LDLアフェレーシスの補

助として本剤を使用する場合は開始用

量として420㎎を2週間に1回皮下注可

……………………………………………

（オメガ－3脂肪酸エチル）Omega-

3-acid ethyl esters

ロトリガ粒状カプセル2g
Lotriga 2g1包  〔武田〕
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 10.8㎎

（アトルバスタチンとして10㎎）

ロスーゼット配合錠HD（院
外）

Rosuzet 1錠

1錠中：

エゼチミブ 10㎎

ロスバスタチンカルシウム 5.2㎎

（ロスバスタチンとして5㎎）

【効】高コレステロール血症，家族性高

コレステロール血症

【用】（内）1日1回1錠を食後

……………………………………………

219．その他の循環器官用薬
 

（アメジニウムメチル硫酸塩）

Amezinium metilsulfate

リズミック錠10㎎
Risumic 10㎎1錠  〔大日本住友〕

【効】①本態性低血圧，起立性低血圧．

②透析施行時の血圧低下の改善

【用】（内）①1日20㎎を1日2回に分割．

年齢，症状により適宜増減．②透析開

始時に1回10㎎．年齢，症状により適

宜増減

……………………………………………

（アルガトロバン水和物）Argatroban 

hydrate

スロンノンHI注10㎎/2mL
Slonnon HI 10㎎2mL1管  〔第一三共〕

【効】①次記疾患に伴う神経症候（運動

麻痺），日常生活動作（歩行，起立，

坐位保持，食事）の改善：発症後48時

間以内の脳血栓症急性期（ラクネを除

く）．②慢性動脈閉塞症（バージャー

病・閉塞性動脈硬化症）における四肢

潰瘍，安静時疼痛ならびに冷感の改

善．③次記患者における血液体外循環

時 の 灌 流 血 液 の 凝 固 防 止（血 液 透

析）：先天性アンチトロンビンIII欠乏

患者，アンチトロンビンIII低下を伴

う患者（アンチトロンビンIIIが正常

の70%以下に低下し，かつ，ヘパリン

ナトリウム，ヘパリンカルシウムの使

用では体外循環路内の凝血（残血）が

改善しないと判断されたもの），ヘパ

リン起因性血小板減少症（HIT）II型

患者．④ヘパリン起因性血小板減少症

（HIT）II型（発症リスクのある場合

を含む）における経皮的冠インターベ

ンション施行時の血液の凝固防止．⑤

ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）

II型における血栓症の発症抑制

【用】（注）①はじめの2日間は1日60㎎

を適当量の輸液で希釈し，24時間かけ

て持続点滴静注．その後の5日間は1回

10㎎を適当量の輸液で希釈し1日朝夕2

回，1回3時間かけて点滴静注．年齢，

症状に応じて適宜増減．②1回10㎎を

輸液で希釈し，1日2回，1回2～3時間

かけて点滴静注．年齢，症状に応じて

適宜増減．③体外循環開始時に10㎎を

回路内に投与し，体外循環開始後は25

㎎/時より投与を開始．凝固時間の延

長，回路内凝血（残血），透析効率及

び透析終了時の止血状況等を指標に量

を増減し，患者毎の量を決定するが，

5～40㎎/時を目安．④適当量の輸液

で希釈し，0.1㎎/㎏を3 ～ 5分かけて

静脈内投与し，術後4時間まで6μg/㎏

/分を目安に静脈内持続投与．その後

抗凝固療法の継続が必要な場合は，

0.7μg/㎏/分に減量し静脈内持続投

与．持続投与量は目安であり，適切な

凝固能のモニタリングにより調節す

る．⑤適当量の輸液で希釈し，0.7μg/

㎏/分より点滴静注を開始し，持続投

与．肝機能障害のある患者や出血のリ

スクのある患者に対しては，低用量か

ら開始．活性化部分トロンボプラスチ
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プラバスタチンNa錠10㎎「サ
ワイ」あ 

Pravastatin sodium 10㎎1錠  〔沢井〕

〔先発品〕メバロチン錠10

【効】①高脂血症．②家族性高コレステ

ロール血症

【用】（内）1日10㎎を1回又は2回に分

割．年齢・症状により適宜増減．1日

20㎎まで

……………………………………………

（フルバスタチンナトリウム）

Fluvastatin sodium

ローコール錠20㎎
Lochol 20㎎1錠  〔ノバルティス〕

ローコール錠30㎎（院外）
Lochol 30㎎1錠

【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20～30㎎夕食後．20

㎎より開始，年齢・症状により適宜増

減．1日60㎎まで

……………………………………………

（プロブコール）Probucol

ロレルコ錠250㎎（院外）
Lorelco 250㎎1錠  〔大塚〕

【効】高脂血症（家族性高コレステロー

ル血症，黄色腫を含む．）

【用】（内）1日量500㎎を2回に分割し食

後．年齢，症状により適宜増減．家族

性高コレステロール血症の場合，1日

量1,000㎎まで

……………………………………………

（ポリエンホスファチジルコリン）

Polyenephosphatidylcholine

EPLカプセル250㎎（院外）あ 
EPL 250㎎1カプセル  〔アルフレッサ〕

【効】慢性肝疾患における肝機能の改

善，脂肪肝，高脂質血症

【用】（内）1回500㎎1日3回．年齢，症

状により適宜増減

……………………………………………

（ロスバスタチンカルシウム）

Rosuvastatin calcium

クレストール錠2.5㎎（院外）
Crestor 2.5㎎1錠  〔アストラゼネカ〕

クレストール錠5㎎（院外）
Crestor 5㎎1錠

ロスバスタチン錠2.5㎎
「DSEP」あ 

Rosuvastatin 2.5㎎1錠 

 〔第一三共エスファ〕

〔先発品〕クレストール錠2.5㎎

【効】高コレステロール血症，家族性高

コレステロール血症

【用】（内）1日1回2.5㎎より開始，早期

にLDL-コレステロール値を低下させ

る場合5㎎より開始してもよい．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

……………………………………………

アトーゼット配合錠HD（院
外）

Atozet HD 1錠  〔バイエル〕

1錠中：

エゼチミブ 10㎎

アトルバスタチンカルシウム水和物

 21.7㎎

（アトルバスタチンとして20㎎）

アトーゼット配合錠LD（院
外）

Atozet LD 1錠

1錠中：

エゼチミブ 10㎎

アトルバスタチンカルシウム水和物

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分132



－135－

21

21．循環器官用薬

【用】（注）500μgを輸液100mLに溶解し

5 ～ 10μg/分（0.1 ～ 0.2μg/㎏/分）の

注入速度で点滴静注を開始．血圧の下

降に注意しながら目的とする血圧まで

下げ，以後それを維持できる点滴速度

に調節．低血圧を維持するためには

2.5 ～ 10μg/分（0.05 ～ 0.2μg/㎏/分）

を必要

……………………………………………

（アンブリセンタン）Ambrisentan

ヴォリブリス錠2.5㎎
Volibris 2.5㎎1錠 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】肺動脈性肺高血圧症

【用】（内）1日1回5㎎．症状に応じて1

日10㎎を超えない範囲で適宜増量

……………………………………………

（一酸化窒素）Nitric oxide

アイノフロー吸入用800ppm お
INOflo 800ppm/アルミニウムボンベ

（ボンベ内容積15.7L） 

 〔エア・ウォーター，住友精化〕

【効】①新生児の肺高血圧を伴う低酸素

性呼吸不全の改善．②心臓手術の周術

期における肺高血圧の改善

【用】（外）①出生後7日以内に吸入を開

始し，吸入期間は4日間まで．酸素不

飽和状態が回復し，本治療から離脱可

能となるまで継続．吸入濃度20ppmで

開始し，開始後4時間は20ppmを維

持．酸素化の改善に従い，5ppmに減

量し，安全に離脱できる状態になるま

で吸入を継続．②血行動態や酸素化が

改善し，本治療から離脱可能となるま

で継続．吸入期間は7日間程度まで．

離脱の際には，血行動態及び酸素化の

改善に従い，5ppmまで漸減．その後

さらに漸減し，安全に離脱できる状態

になるまで吸入を継続．小児：吸入濃

度10　ppmで吸入を開始し，20　ppm

まで増量することができる．成人：吸

入濃度20　ppmで吸入を開始し，40　

ppmまで増量することができる

……………………………………………

（イバブラジン塩酸塩）Ivabradine 

hydrochloride

コララン錠2.5㎎ お
Coralan 2.5㎎1錠  〔小野〕

コララン錠5㎎（院外） お
Coralan 5㎎1錠

コララン錠7.5㎎（院外） お
Coralan 7.5㎎1錠

【効】洞調律かつ投与開始時の安静時心

拍数が75回/分以上の慢性心不全 

ただし，β遮断薬を含む慢性心不全の

標準的な治療を受けている患者に限る

【用】（内）1回2.5㎎を1日2回食後から

開始．開始後は忍容性をみながら，目

標とする安静時心拍数が維持できるよ

うに，2週間以上の間隔で段階的に用

量を増減．1回投与量は2.5，5又は7.5

㎎のいずれかとし，いずれの投与量に

おいても，1日2回食後．患者の状態に

より適宜減量

……………………………………………

（イフェンプロジル酒石酸塩）

Ifenprodil tartrate

セロクラール錠20㎎
Cerocral 20㎎1錠  〔サノフィ〕

【効】脳梗塞後遺症，脳出血後遺症に伴

うめまいの改善

【用】（内）1回20㎎を1日3回毎食後

……………………………………………

（インドメタシンナトリウム）

Indometacin

インダシン静注用1㎎ お
Indacin 1㎎1瓶  〔ノーベル〕

【効】次の疾患で保存療法（水分制限，

利尿剤投与等）が無効の場合：未熟児

の動脈管開存症
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ン時間（aPTT）を指標に投与量を増

減し，患者毎の投与量を決定

……………………………………………

（アルプロスタジル）Alprostadil

アルプロスタジル注10μg「F」
あ お

Alprostadil 10μg2mL1管 

 〔日本ケミファ〕

〔先発品〕パルクス注10μg

リプル注10μg

【効】①慢性動脈閉塞症（バージャー

病，閉塞性動脈硬化症）における四肢

潰瘍ならびに安静時疼痛の改善．②次

記疾患における皮膚潰瘍の改善：進行

性全身性硬化症，全身性エリテマトー

デス．③糖尿病における皮膚潰瘍の改

善．④振動病における末梢血行障害に

伴う自覚症状の改善ならびに末梢循

環・神経・運動機能障害の回復．⑤動

脈管依存性先天性心疾患における動脈

管の開存．⑥経上腸間膜動脈性門脈造

影における造影能の改善

【用】（注）①②③④1日1回5 ～ 10μgを

そのまま又は輸液に混和して緩徐に静

注，又は点滴静注．症状により適宜増

減．⑤輸液に混和し，開始時5ng/㎏/

分として持続静注し，その後は症状に

応じて増減して有効最小量とする．⑥

1 回 5μgを 生 理 食 塩 液 で 10mLに 希 釈

し，造影剤注入30秒前に3～5秒間で

経カテーテル的に上腸間膜動脈内に投

与

……………………………………………

（アルプロスタジルアルファデクス）

Alprostadil alfadex

アルプロスタジルアルファデ
クス注射用20μg「タカタ」
あ お

Alprostadil alfadex 20μg1瓶  〔高田〕

〔先発品〕プロスタンディン注射用20

μg

【効】①動脈内投与：慢性動脈閉塞症

（バージャー病，閉塞性動脈硬化症）

における四肢潰瘍ならびに安静時疼痛

の改善．②静脈内投与：1）振動病に

おける末梢血行障害に伴う自覚症状の

改善ならびに末梢循環・神経・運動機

能障害の回復．2）血行再建術後の血

流維持．3）動脈内投与が不適と判断

される慢性動脈閉塞症（バージャー

病，閉塞性動脈硬化症）における四肢

潰瘍ならびに安静時疼痛の改善．4）

動脈管依存性先天性心疾患における動

脈管の開存．③陰茎海綿体内投与：勃

起障害の診断

【用】（注）①20μg（1バイアル）を生

食液5mLに溶かし，1日10～15μg（0.1

～ 0.15ng/㎏/分）をシリンジポンプ

を用い持続的に動脈内注射，症状によ

り0.05 ～ 0.2ng/㎏/分の間で適宜増

減．②1）～ 3）1回40 ～ 60μg（2 ～ 3

バイアル）を輸液500mLに溶解し，2時

間 か け て 点 滴 静 注（5 ～ 10ng/㎏/

分）， 投 与 速 度 は 1.2μg/㎏/2 時 間 以

下，1日1 ～ 2回．症状により適宜増

減．4）50～100ng/㎏/分で静脈内投

与を開始，症状により適宜増減，有効

最小量で持続．③20μg（1バイアル）

を生理食塩液1mLに溶かし，1回量20

μgを陰茎海綿体へ注射

……………………………………………

（アルプロスタジルアルファデクス）

Alprostadil alfadex

プロスタンディン点滴静注用
500μg（手術部） お

Prostandin 500μg1瓶  〔丸石〕

【効】①次記における外科手術時の低血

圧維持：高血圧症又は軽度の虚血性心

疾患を合併する場合．②外科手術時の

異常高血圧の救急処置
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レバチオODフィルム20㎎（要
時）

Revatio 20㎎1錠

【効】肺動脈性肺高血圧症

【用】（内）成人：1回20㎎を1日3回．1

歳以上の小児：体重20㎏超の場合1回

20㎎を1日3回

……………………………………………

（スクロオキシ水酸化鉄）Sucroferric 

oxyhydroxide

ピートル顆粒分包250㎎
P-TOL 250㎎1包  〔キッセイ〕

ピートル顆粒分包500㎎（院
外）

P-TOL 500㎎1包

【効】透析中の慢性腎臓病患者における

高リン血症の改善

【用】（内）1回250㎎を開始用量とし，1

日3回食直前．以後，症状，血清リン

濃度の程度により適宜増減，最高用量

は1日3000㎎

……………………………………………

（セベラマー塩酸塩）Sevelamer 

hydrochloride

レナジェル錠250㎎（院外）
Renagel 250㎎1錠  〔中外〕

【効】次記患者における高リン血症の改

善：透析中の慢性腎不全患者

【用】（内）1回1～2gを1日3回食直前．

年齢，症状，血清リン濃度の程度によ

り適宜増減．1日9gまで

……………………………………………

（セレキシパグ）Selexipag

ウプトラビ錠0.2㎎（要時）
Uptravi 0.2㎎1錠  〔日本新薬〕

ウプトラビ錠0.4㎎（要時）
Uptravi 0.4㎎1錠

【効】肺動脈性肺高血圧症

【用】（内）1回0.2㎎を1日2回食後から

開始．忍容性を確認しながら，7日以

上の間隔で1回量として0.2㎎ずつ最大

耐用量まで増量して維持用量を決定．

1回1.6㎎までとし，1日2回食後

……………………………………………

（タダラフィル）Tadalafil

アドシルカ錠20㎎
Adcirca 20㎎1錠 

 〔日本イーライリリー〕

【効】肺動脈性肺高血圧症

【用】（内）1日1回40㎎

……………………………………………

（炭酸ランタン水和物）Lanthanum 

carbonate hydrate

ホスレノールOD錠250㎎
Fosrenol 250㎎1錠  〔バイエル〕

【効】慢性腎臓病患者における高リン血

症の改善

【用】（内）1日750㎎を開始用量とし，1

日3回に分割して食直後に．症状，血

清リン濃度の程度により適宜増減．最

高用量は1日2,250㎎

……………………………………………

（沈降炭酸カルシウム）Precipitated 

calcium carbonate

沈降炭酸カルシウム錠500㎎
「三和」あ 

Precipitated calcium carbonate 500

㎎1錠  〔三和化学〕

〔先発品〕カルタン錠500

【効】次記患者における高リン血症の改

善：保存期及び透析中の慢性腎不全患

者

【用】（内）1日3.0gを3回に分割して食

直後．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（D－マンニトール）D-mannitol

20%マンニットール注射液
「YD」

Mannitol 60g300mL1袋  〔陽進堂〕

【効】①術中・術後・外傷後及び薬物中
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【用】（注）患児の生後時間に応じ次の

用量を12～24時間間隔で3回静脈内投

与．生後48時間未満：1回目0.2㎎/

㎏，2回目0.1㎎/㎏，3回目0.1㎎/㎏．

生後2 ～ 7日未満：1回目0.2㎎/㎏，2

回目0.2㎎/㎏，3回目0.2㎎/㎏．生後7

日以上：1回目0.2㎎/㎏，2回目0.25㎎

/㎏，3回目0.25㎎/㎏．投与後に無尿

又は著明な乏尿（尿量：0.6mL/㎏/時

未満）があらわれたら，腎機能が正常

化するまで次の投与は行わないこと．

1あるいは2回目の投与後動脈管の閉鎖

が得られた場合は，以後の投与は行わ

ずに経過を観察しても差し支えない．

投与終了後48時間以上経過して，動脈

管が閉鎖している場合は，追加投与の

必要はない． 

追加投与：動脈管が再開した場合には

前記の用量を12～24時間間隔で1～3

回追加可．閉鎖が得られなかった場合

には閉鎖手術を考慮

……………………………………………

（塩酸ロメリジン）Lomerizine 

hydrochloride

ミグシス錠5㎎（院外）
Migsis 5㎎1錠  〔ファイザー〕

【効】片頭痛

【用】（内）1回5㎎を1日2回，朝食後及

び夕食後あるいは就寝前．症状に応じ

て適宜増減．1日20㎎まで

……………………………………………

（クエン酸第二鉄水和物）Ferric 

citrate hydrate

リオナ錠250㎎
Riona 250㎎1錠  〔鳥居〕

【効】慢性腎臓病患者における高リン血

症の改善

【用】（内）1回500㎎を開始用量とし，1

日3回食直後．症状，血清リン濃度の

程度により適宜増減，1日6,000㎎まで

……………………………………………

（サクビトリルバルサルタンナトリウ

ム水和物）Sacubitril Valsartan 

Sodium Hydrate

エンレスト錠100㎎
Entresto 100㎎1錠  〔ノバルティス〕

エンレスト錠200㎎（院外）
Entresto 200㎎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50㎎を開始用量として1

日2回．忍容性が認められる場合は，2

～4週間の間隔で段階的に1回200㎎ま

で増量．1回投与量は50㎎，100㎎又は

200㎎とし，いずれの投与量において

も1日2回．忍容性に応じて適宜減量

……………………………………………

（ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウ

ム水和物）Sodium zirconium 

cyclosilicate hydrate

ロケルマ懸濁用散分包5g
Lokelma 5g1包  〔アストラゼネカ〕

【効】高カリウム血症

【用】（内）開始用量として1回10gを水

で懸濁して1日3回，2日間．血清カリ

ウム値や患者の状態に応じて，最長3

日間まで．以後は，1回5gを水で懸濁

して1日1回．血清カリウム値や患者の

状態に応じて適宜増減，最高用量は1

日1回15gまで．血液透析施行中の場

合，1回5gを水で懸濁して非透析日に

1日1回．最大透析間隔後の透析前の血

清カリウム値や患者の状態に応じて適

宜増減，最高用量は1日1回15gまで

……………………………………………

（シルデナフィルクエン酸塩）

Sildenafil citrate

レバチオ錠20㎎
Revatio 20㎎1錠  〔ファイザー〕
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μgまでを2回に分割し朝夕食後

……………………………………………

（ボセンタン水和物）Bosentan 

hydrate

トラクリア小児用分散錠
32㎎（院外） お

Tracleer 32㎎1錠  〔ヤンセン〕

【効】肺動脈性肺高血圧症

【用】（内）乳児，幼児，小児：ボセン

タンとして1回2㎎/㎏を1日2回朝夕，

用時，少量の水に分散させ経口投与．

1回120㎎，1日240㎎まで

……………………………………………

（ボセンタン水和物）Bosentan 

hydrate

トラクリア錠62.5㎎ お
Tracleer 62.5㎎1錠  〔ヤンセン〕

【効】①肺動脈性肺高血圧症（WHO機

能分類クラスII，III及びIV）．②全身

性強皮症における手指潰瘍の発症抑制

（ただし手指潰瘍を現在有している，

又は手指潰瘍の既往歴のある場合に限

る）

【用】（内）投与開始4週間は，ボセンタ

ンとして1回62.5㎎を1日2回朝夕食

後．5週目から，ボセンタンとして1回

125㎎を1日2回朝夕食後．症状，忍容

性などに応じ適宜増減．1日250㎎まで

……………………………………………

（ポリスチレンスルホン酸カルシウム）

Calcium polystyrene sulfonate

ポリスチレンスルホン酸Ca顆
粒89.29%分包5.6g「三和」あ 

Argamate 5.0g5.6g1包  〔アステラス〕

【効】急性及び慢性腎不全に伴う高カリ

ウム血症

【用】（内）1 日 15 ～ 30g（本 剤 と し て

16.80～33.60g）を2～3回に分割，そ

の1回量を水30～50mLを用いて投与．

症状により適宜増減

……………………………………………

（ポリスチレンスルホン酸カルシウム）

Calcium polystyrene sulfonate

ポリスチレンスルホン酸Ca経
口ゼリー 20%分包25g「三和」
（旧名称：アーガメイト20%ゼ
リー 25g）あ 

Argamate 5g25g1個  〔三和化学〕

カリメート経口液20%
Kalimate 5g25g1包  〔興和〕

【効】急性及び慢性腎不全に伴う高カリ

ウム血症

【用】（内）1日15～30g（本剤として75

～150g）を2～3回に分割．症状によ

り適宜増減

……………………………………………

（ポリスチレンスルホン酸カルシウム）

Calcium polystyrene sulfonate

カリメート散（院外）
Kalimate 原末5g1包  〔興和〕

【効】急性及び慢性腎不全に伴う高カリ

ウム血症

【用】（内）経口投与：1日15 ～ 30gを2

～ 3回に分割，その1回量を水30 ～

50mLに懸濁．症状により適宜増減．

（外）注腸投与：1回30gを水又は2%メ

チルセルロース溶液100mLに懸濁して

注腸．体温程度に加温した懸濁液を注

腸し30分から1時間腸管内に放置す

る．液が漏れてくるようであれば枕で

臀部挙上するか，或いはしばらくの間

膝胸位をとらせる．水又は2%メチル

セルロース溶液にかえて5%ブドウ糖

溶液を用いてもよい

……………………………………………

（ポリスチレンスルホン酸カルシウム）

Calcium polystyrene sulfonate

カリメートドライシロップ
92.59%（院外）

Kalimate 5g5.4g1包  〔興和〕
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毒時の急性腎不全の予防及び治療する

場合．②脳圧降下及び脳容積縮小を必

要とする場合．③眼内圧降下を必要と

する場合

【用】（注）1回1.0 ～ 3.0g（5 ～ 15mL）/

㎏を点滴静注．年齢，症状により適宜

増 減．1 日 量 200g ま で． 速 度 は

100mL/3～10分とする

……………………………………………

（トコフェロールニコチン酸エステル）

Tocopherol nicotinate

トコフェロールニコチン酸エ
ステルカプセル200㎎「TC」
あ 

Tocopherol nicotinate 200㎎1カプセ

ル  〔キョーリンリメディオ〕

〔先発品〕ユベラNソフトカプセル200

㎎

【効】①次記に伴う随伴症状：高血圧

症，高脂質血症．②次記に伴う末梢循

環障害：閉塞性動脈硬化症

【用】（内）1日3カプセルを3回に分割．

年齢，症状により適宜増減．トコフェ

ロールニコチン酸エステルとしての用

法及び用量は，通常1日300～600㎎を

3回に分割

……………………………………………

（トコフェロールニコチン酸エステル）

Tocopherol nicotinate

ユベラNカプセル100㎎（要時）
Juvela N 100㎎1カプセル  〔エーザイ〕

ユベラNソフトカプセル
200㎎（院外）

Juvela N 200㎎1カプセル

【効】①次記に伴う随伴症状：高血圧

症，高脂質血症．②次記に伴う末梢循

環障害：閉塞性動脈硬化症

【用】（内）1日300 ～ 600㎎を3回に分

割．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ニセルゴリン）Nicergoline

サアミオン錠5㎎（院外）
Sermion 5㎎1錠  〔田辺三菱〕

ニセルゴリン錠5㎎「NP」あ 
Nicergoline 5㎎1錠  〔ニプロ〕

〔先発品〕サアミオン錠5㎎

【効】脳梗塞後遺症に伴う慢性脳循環障

害による意欲低下の改善

【用】（内）1日量15㎎を3回に分割．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ビキサロマー）Bixalomer

キックリンカプセル250㎎
Kiklin 250㎎1カプセル  〔アステラス〕

【効】慢性腎臓病患者における高リン血

症の改善

【用】（内）1回500㎎を開始用量とし，1

日3回食直前．症状，血清リン濃度の

程度により適宜増減．1日7,500㎎まで

……………………………………………

（ファスジル塩酸塩水和物）Fasudil 

hydrochloride hydrate

エリル点滴静注液30㎎ お
Eril 30㎎2mL1管  〔旭化成〕

【効】くも膜下出血術後の脳血管攣縮及

びこれに伴う脳虚血症状の改善

【用】（注）1回30㎎を50～100mLの電解

質液又は糖液で希釈し，1日2～3回，

約30分間かけて点滴静注．クモ膜下出

血術後早期に開始し，2週間投与する

ことが望ましい

……………………………………………

（ベラプロストナトリウム）Bera-

prost sodium

ベラサスLA錠60μg（要時） お
Berasus 60μg1錠  〔科研〕

【効】肺動脈性肺高血圧症

【用】（内）1日120μgを2回に分割し朝

夕食後から開始．漸次増量．症状，忍

容性などに応じ適宜増減．最大1日360
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アムロジピンとアトルバスタチンの効

能・効果は次記のとおり．アムロジピ

ン：高血圧症，狭心症．アトルバスタ

チン：高コレステロール血症，家族性

高コレステロール血症

【用】（内）1日1回．次記のアムロジピ

ンとアトルバスタチンの用法・用量に

基づき，患者毎に用量を決めること． 

アムロジピン 

高血圧症：アムロジピンとして2.5～

5㎎を1日1回．症状に応じ適宜増減．1

日1回10㎎まで増量可．狭心症：アム

ロジピンとして5㎎を1日1回．症状に

応じ適宜増減． 

アトルバスタチン 

高コレステロール血症：アトルバスタ

チンとして10㎎を1日1回．年齢，症状

により適宜増減．1日20㎎まで増量

可．家族性高コレステロール血症：ア

トルバスタチンとして10㎎を1日1回．

年齢，症状により適宜増減．1日40㎎

まで増量可

……………………………………………

グリセリン・果糖配合点滴静
注「HK」あ 

Glycerin fructose 200mL1袋  〔光〕

〔先発品〕グリセオール注

200mL中：

濃グリセリン 20g

果糖 10g

【効】①頭蓋内圧亢進，頭蓋内浮腫の治

療．頭蓋内圧亢進，頭蓋内浮腫の改善

による次の疾患に伴う意識障害，神経

障害，自覚症状の改善：脳梗塞（脳血

栓，脳塞栓），脳内出血，くも膜下出

血，頭部外傷，脳腫瘍，脳髄膜炎．脳

外科手術後の後療法．②脳外科手術時

の脳容積縮小．③眼内圧下降を必要と

する場合．眼科手術時の眼容積縮小

【用】（注）①1回200 ～ 500mL1日1 ～ 2

回，500mLあたり2 ～ 3時間で点滴静

注，期間1 ～ 2週間．②1回500mLを30

分で点滴静注．③1回300～500mLを45

～90分で点滴静注

……………………………………………
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【効】急性及び慢性腎不全に伴う高カリ

ウム血症

【用】（内）1 日 15 ～ 30g（本 剤 と し て

16.2～32.4g）を2～3回に分割，その

1回量を水30～50mLに懸濁し投与．症

状により適宜増減

……………………………………………

（ポリスチレンスルホン酸ナトリウム）

Sodium polystyrene sulfonate

ケイキサレート散（院外）
Kayexalate 原末5g1包  〔鳥居〕

【効】急性および慢性腎不全による高カ

リウム血症

【用】（内）1日量30gを2～3回に分割，

その1回量を水50 ～ 150mLに懸濁し投

与．症状に応じて適宜増減．（外）1回

30gを水または2%メチルセルロース溶

液100mLに懸濁して注腸．症状に応じ

て適宜増減

……………………………………………

（ポリスチレンスルホン酸ナトリウム）

Sodium polystyrene sulfonate

ケイキサレートドライシロッ
プ76%

Kayexalate 2.5g3.27g1包  〔鳥居〕

【効】急性および慢性腎不全による高カ

リウム血症

【用】（内）1 日 量 30g（本 剤 と し て

39.24g）を2～3回に分割，その1回量

を水50～150mLに懸濁し投与．症状に

応じて適宜増減

……………………………………………

（マシテンタン）Macitentan

オプスミット錠10㎎（要時） お
Opsumit 10㎎1錠  〔ヤンセン〕

【効】肺動脈性肺高血圧症

【用】（内）1日1回10㎎

……………………………………………

（リオシグアト）Riociguat

アデムパス錠0.5㎎ お
Adempas 0.5㎎1錠  〔バイエル〕

アデムパス錠1.0㎎ お
Adempas 1㎎1錠

アデムパス錠2.5㎎（要時） お
Adempas 2.5㎎1錠

【効】①外科的治療不適応又は外科的治

療後に残存・再発した慢性血栓塞栓性

肺高血圧症．②肺動脈性肺高血圧症

【用】（内）用量調節期：1回1.0㎎1日3

回から開始．2週間継続して収縮期血

圧が95㎜Hg以上で低血圧症状を示さ

ない場合には，2週間間隔で1回用量を

0.5㎎ずつ増量するが，最高用量は1回

2.5㎎1日3回まで．収縮期血圧が95㎜

Hg未満でも低血圧症状を示さない場

合は，現行の用量を維持するが，低血

圧症状を示す場合には，1回用量を0.5

㎎ずつ減量．用量維持期：用量調節期

に決定した用量を維持．用量維持期に

おいても，最高用量は1回2.5㎎1日3回

までとし，低血圧症状を示すなど，忍

容性がない場合には，1回用量を0.5㎎

ずつ減量

……………………………………………

カデュエット配合錠4番（院
外） お

Caduet 1錠  〔ファイザー〕

1錠中：

アムロジピンベシル酸塩 6.94㎎

（アムロジピンとして5㎎）

アトルバスタチンカルシウム水和物

 10.85㎎

（アトルバスタチンとして10㎎）

【効】アムロジピン及びアトルバスタチ

ンによる治療が適切である次記の患

者：高血圧症又は狭心症と，高コレス

テロール血症又は家族性高コレステ

ロール血症を併発している患者 
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（フルマゼニル）Flumazenil

アネキセート注射液0.5㎎ お
Anexate 0.5㎎5mL1管  〔アスペン〕

【効】ベンゾジアゼピン系薬剤による鎮

静の解除及び呼吸抑制の改善

【用】（注）初回0.2㎎を緩徐に静注．4

分以内に望まれる覚醒状態が得られな

い場合は更に0.1㎎を追加．1分間隔で

0.1㎎ずつを総投与量1㎎まで，ICU領

域では2㎎まで投与を繰り返す．ベン

ゾジアゼピン系薬剤の投与状況及び患

者の状態により増減

……………………………………………

222．鎮咳剤
2221．エフェドリン及びマオウ製

剤
 

（エフェドリン塩酸塩）Ephedrine 

hydrochloride

ヱフェドリン「ナガヰ」注射
液40㎎ お

Ephedrin 40㎎1mL1管  〔日医工〕

【効】①次記疾患に伴う咳嗽：気管支喘

息，喘息性（様）気管支炎，感冒，急

性気管支炎，慢性気管支炎，肺結核，

上気道炎（咽喉頭炎，鼻カタル）．②

鼻粘膜充血・腫脹．③麻酔時の血圧降

下

【用】（注） ① ② 1 回 25 ～ 40 ㎎ を 皮 下

注．③1回4～8㎎を静注．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

2223．デキストロメトルファン製
剤

 

（デキストロメトルファン臭化水素酸

塩水和物）Dextromethorphan 

hydrobromide hydrate

メジコン散10% お
Medicon 100㎎1g  〔塩野義〕

メジコン錠15㎎（院外）
Medicon 15㎎1錠

デキストロメトルファン臭化
水素酸塩錠15㎎「NP」あ 

Dextromethorphan hydrobromide 

15㎎1錠  〔ニプロ〕

〔先発品〕メジコン錠15㎎

【効】①次記疾患に伴う咳嗽：感冒，急

性気管支炎，慢性気管支炎，気管支拡

張症，肺炎，肺結核，上気道炎（咽喉

頭炎，鼻カタル）．②気管支造影術及

び気管支鏡検査時の咳嗽

【用】（内）1回15～30㎎を1日1～4回．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

2229．その他の鎮咳剤
 

（ジメモルファンリン酸塩）Dimemo-

rfan phosphate

アストミン錠10㎎（要時）
Astomin 10㎎1錠 

 〔オーファンパシフィック〕

【効】次の疾患に伴う鎮咳：上気道炎，

肺炎，急性気管支炎，肺結核，珪肺及

び珪肺結核，肺癌，慢性気管支炎

【用】（内）1回10 ～ 20㎎を1日3回．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

223．去たん剤
2233．システイン系製剤
 

（L－エチルシステイン塩酸塩）Ethyl 

L-cysteine hydrochloride

チスタニン糖衣錠100㎎（院
外）

Cystanin 100㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】①次記各種疾患の去痰：急・慢性

気管支炎，肺結核，手術後の喀痰喀出

困難．②慢性副鼻腔炎の排膿

【用】（内）1回100㎎を1日3回．年齢・
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22．呼吸器官用薬
221．呼吸促進剤
2219．その他の呼吸促進剤
 

（ドキサプラム塩酸塩水和物）

Doxapram hydrochloride hydrate

ドプラム注射液400㎎ お
Dopram 400㎎20mLバイアル 

 〔キッセイ〕

【効】次記の状態における呼吸抑制なら

びに覚醒遅延：①麻酔時．②中枢神経

系抑制剤による中毒時．③遷延性無呼

吸の鑑別診断．④急性ハイパーカプニ

アを伴う慢性肺疾患．⑤早産・低出生

体重児における原発性無呼吸（未熟児

無呼吸発作）但し，キサンチン製剤に

よる治療で十分な効果が得られない場

合に限る

【用】（注）①0.5～1.0㎎/㎏を徐々に静

注．5分間隔で通常量を投与し，総投

与量は2.0㎎/㎏まで．点滴静注の場合

は， は じ め 約 5 ㎎/分 の 速 度 で 投 与

し，速度を適宜調節．5.0㎎/㎏まで．

②0.5～2.0㎎/㎏を徐々に静注．初回

投与に反応があった患者には維持量と

して，通常量を5 ～ 10分間隔で投与

し，1 ～ 2時間間隔で繰り返す．点滴

静注の場合は1.0～3.0㎎/㎏/時で．③

1.0～2.0㎎/㎏を静注．呼吸興奮が十

分生じない場合は呼吸抑制の原因が筋

弛緩剤の残存効果によることを考慮．

④1.0～2.0㎎/㎏/時で点滴静注．開始

後1～2時間は，動脈血ガスを30分毎

に測定し，血液ガスの改善がみられな

いか，悪化する場合にはレスピレータ

の使用を考慮．血液ガスの改善がみら

れ，重篤な副作用が生じなければ継続

してもよい．動脈血ガス分圧の測定は

適宜行い，血液ガスが適当なレベルに

達したら中断し，酸素吸入は必要に応

じて継続．中断後，PaCO2が上昇し

た場合には再投与を考慮．1日2400㎎

まで．⑤初回投与量1.5㎎/㎏を1時間

かけて点滴静注，その後，維持投与と

して0.2㎎/㎏/hrの速度で点滴静注．

なお，十分な効果が得られない場合

は，0.4㎎/㎏/hrまで適宜増量

……………………………………………

（ナロキソン塩酸塩）Naloxone 

hydrochloride

ナロキソン塩酸塩静注0.2㎎
「第一三共」 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

……………………………………………

（肺サーファクタント）Lung-

surfactant

サーファクテン気管注入用
120㎎ け

Surfacten 120㎎1瓶  〔田辺三菱〕

【効】呼吸窮迫症候群

【用】（外） 生 理 食 塩 液（120 ㎎/4mL）

によく懸濁して，120㎎/㎏を気管内

に注入．全肺野に液をゆきわたらせる

ため，4～5回に分割，1回ごとに体位

変換する．1回ごとの注入にあたっ

て，100%酸素でバギングしながら，

経皮酸素分圧をモニターし，80㎜Hg

以上にあることを確認する．初回投与

の時期は，生後8時間以内が望まし

い．追加投与は，症状に応じて決定．

用量は60～120㎎/㎏とする

……………………………………………
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（ブロムヘキシン塩酸塩）Bromhex-

ine hydrochloride

ビソルボン吸入液0.2%（院外）
Bisolvon 2㎎1mL  〔サノフィ〕

ブロムヘキシン塩酸塩吸入液
0.2%「タイヨー」あ 

Bromhexine hydrochloride 2㎎1mL 

 〔テバ〕

〔先発品〕ビソルボン吸入液0.2%

【効】次記疾患の去痰：急性気管支炎，

慢性気管支炎，肺結核，塵肺症，手術

後

【用】（外）1回4㎎（本剤として2mL）を

生理食塩液等で約2.5倍に希釈，1日3

回ネブライザーで吸入．年齢，症状に

より適宜増減

……………………………………………

（ブロムヘキシン塩酸塩）Bromhex-

ine hydrochloride

ブロムヘキシン塩酸塩注射液
4㎎「タイヨー」あ 

Bromhexine hydrochloride 4㎎2mL1

管  〔テバ〕

〔先発品〕ビソルボン注4㎎

【効】①経口投与困難な場合における次

記疾患ならびに状態の去痰：肺結核，

塵肺症，手術後．②気管支造影後の造

影剤の排泄促進

【用】（注）1回4～8㎎を1日1～2回筋注

又は静注．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

2239．その他の去たん剤
 

（アンブロキソール塩酸塩）Am-

broxol hydrochloride

小児用ムコソルバンシロップ
0.3%（院外）

Mucosolvan 3㎎1mL  〔帝人〕

アンブロキソール塩酸塩シ
ロップ小児用0.3%「タイヨー」
あ 

Ambroxol hydrochloride 3㎎1mL 

 〔テバ〕

〔先発品〕小児用ムコソルバンシロップ

0.3%

【効】次記疾患の去痰：急性気管支炎，

気管支喘息

【用】（内）幼・小児：1日0.9㎎/㎏（本

剤として0.3mL/㎏）を3回に分割．年

齢・症状により適宜増減

……………………………………………

（アンブロキソール塩酸塩）Am-

broxol hydrochloride

ムコサールドライシロップ
1.5%あ 

Mucosal 15㎎1g  〔サノフィ〕

〔先発品〕小児用ムコソルバンDS1.5%

【効】次記疾患の去痰：急性気管支炎，

気管支喘息

【用】（内）幼・小児：1日0.9㎎/㎏（本

剤として0.06g/㎏）を3回に分割，用

時溶解．年齢・症状により適宜増減

……………………………………………

（アンブロキソール塩酸塩）Am-

broxol hydrochloride

ムコソルバン錠15㎎（院外）
Mucosolvan 15㎎1錠  〔帝人〕

アンブロキソール塩酸塩錠
15㎎「タイヨー」あ 

Ambroxol hydrochloride 15㎎1錠 

 〔テバ〕

〔先発品〕ムコソルバン錠15㎎

【効】①次記疾患の去痰：急性気管支

炎，気管支喘息，慢性気管支炎，気管

支拡張症，肺結核，塵肺症，手術後の

喀痰喀出困難．②慢性副鼻腔炎の排膿

【用】（内）1回15㎎を1日3回．年齢・症

状により適宜増減
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症状により適宜増減

……………………………………………

（L－カルボシステイン）L-carbocis-

teine

ムコダイン錠500㎎（院外）
Mucodyne 500㎎1錠  〔杏林〕

カルボシステイン錠500㎎「サ
ワイ」あ 

Carbocisteine 500㎎1錠  〔沢井〕

〔先発品〕ムコダイン錠500㎎

【効】①次記疾患の去痰：上気道炎（咽

頭炎，喉頭炎），急性気管支炎，気管

支喘息，慢性気管支炎，気管支拡張

症，肺結核．②慢性副鼻腔炎の排膿

【用】（内）1回500㎎を1日3回．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

（L－カルボシステイン）L-carbocis-

teine

ムコダインシロップ5%（院外）
Mucodyne 50㎎1mL  〔杏林〕

カルボシステインシロップ5%
「タカタ」あ 

Carbocisteine 50㎎1mL  〔高田〕

〔先発品〕ムコダインシロップ5%

【効】①次記疾患の去痰：上気道炎（咽

頭炎，喉頭炎），急性気管支炎，気管

支喘息，慢性気管支炎，気管支拡張

症，肺結核．②慢性副鼻腔炎の排膿．

③滲出性中耳炎の排液

【用】（内）幼・小児：1日30㎎（本剤

0.6mL）/㎏ を 3 回 に 分 割． 年 齢， 体

重，症状により適宜増減

……………………………………………

（L－カルボシステイン）L-carbocis-

teine

ムコダインDS50%（院外）
Mucodyne 500㎎1g  〔杏林〕

【効】①（成人・小児）次記疾患の去

痰：上気道炎（咽頭炎，喉頭炎），急

性気管支炎，気管支喘息，慢性気管支

炎，気管支拡張症，肺結核．②（成

人・小児）慢性副鼻腔炎の排膿．③

（小児のみ）滲出性中耳炎の排液

【用】（内）1回500㎎（本剤1.0g）を用

時懸濁し，1日3回．年齢，症状により

適宜増減．小児：1回10㎎/㎏（本剤

0.02g/㎏）を用時懸濁し，1日3回．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（フドステイン）Fudosteine

スペリア錠200
Spelear 200㎎1錠  〔久光〕

【効】次の慢性呼吸器疾患における去

痰：気管支喘息，慢性気管支炎，気管

支拡張症，肺結核，塵肺症，肺気腫，

非定型抗酸菌症，びまん性汎細気管支

炎

【用】（内）1 回 400 ㎎ 1 日 3 回 食 後． 年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

2234．ブロムヘキシン製剤
 

（ブロムヘキシン塩酸塩）Bromhex-

ine hydrochloride

ビソルボン錠4㎎（院外）
Bisolvon 4㎎1錠  〔サノフィ〕

ブロムヘキシン塩酸塩錠4㎎
「日医工」あ 

Bromhexine hydrochloride 4㎎1錠 

 〔日医工〕

〔先発品〕ビソルボン錠4㎎

【効】次記疾患の去痰：急性気管支炎，

慢性気管支炎，肺結核，塵肺症，手術

後

【用】（内）1回4㎎を1日3回．年齢，症

状により適宜増減

……………………………………………
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カタル），急性気管支炎，慢性気管支

炎，肺炎，肺結核，気管支拡張症

【用】（内）1日60 ～ 120㎎3回に分割．

小児：1日1歳未満5～20㎎，1歳以上3

歳未満10 ～ 25㎎，3歳以上6歳未満15

～40㎎を3回に分割．年齢・症状によ

り適宜増減

……………………………………………

225．気管支拡張剤
2251．キサンチン系製剤
 

（テオフィリン）Theophylline

テオドール錠100㎎
Theodur 100㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】気管支喘息，喘息性（様）気管支

炎，慢性気管支炎，肺気腫

【用】（内）1 回 200 ㎎， 小 児 1 回 100 ～

200㎎を，1日2回，朝及び就寝前．気

管支喘息については，1回400㎎を，1

日1回就寝前に投与もできる．年齢，

症状に応じ適宜増減

……………………………………………

（テオフィリン）Theophylline

テオドール錠200㎎ お
Theodur 200㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】気管支喘息，喘息性（様）気管支

炎，慢性気管支炎，肺気腫

【用】（内）1回200㎎，1日2回，朝及び

就寝前．気管支喘息については，1回

400㎎を，1日1回就寝前に投与も可．

年齢，症状に応じ適宜増減

……………………………………………

（テオフィリン）Theophylline

ユニフィルLA錠200㎎ お
Uniphyl LA 200㎎1錠  〔大塚〕

【効】気管支喘息，慢性気管支炎，肺気

腫

【用】（内）400㎎を1日1回夕食後．年

齢・症状により適宜増減

……………………………………………

2252．イソプレナリン系製剤
 

（dl－イソプレナリン塩酸塩）Iso-

prenaline hydrochloride

アスプール液（0.5%）
Asthpul 5㎎1mL  〔アルフレッサ〕

【効】次記疾患にもとづく気管支痙攣の

緩解：①気管支喘息．②急性気管支

炎．③慢性気管支炎．④気管支拡張

症．⑤肺気腫

【用】（外）ネブライザーなどを用い，1

回3㎎（本剤として0.6mL）を自然呼吸

下3～10分でエアゾル吸入．年齢，症

状により適宜増減

……………………………………………

（テルブタリン硫酸塩）Terbutaline 

sulfate

ブリカニール錠2㎎（院外）
Bricanyl 2㎎1錠  〔アストラゼネカ〕

【効】次記疾患の気道閉塞性障害に基づ

く呼吸困難等の諸症状の緩解：気管支

喘息，慢性気管支炎，喘息性気管支

炎，気管支拡張症及び肺気腫

【用】（内）1回量として，次記用量を1

日3回．年齢，症状に応じて適宜増

減． 成 人：4 ㎎，6 歳 以 上 の 小 児：2

㎎，5歳以下の幼児：1㎎

……………………………………………

（フェノテロール臭化水素酸塩）

Fenoterol hydrobromide

ベロテックエロゾル100（院
外）

Berotec 20㎎10mL1本 

 〔日本ベーリンガー〕

【効】次の疾患の気道閉塞性障害に基づ

く呼吸困難など諸症状の緩解：気管支

喘息，慢性気管支炎，肺気腫，塵肺症

【用】（外）1回2吸入（0.2㎎），2 ～ 5分

間たって効果不十分な場合には更に1

～2吸入
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……………………………………………

（アンブロキソール塩酸塩）Am-

broxol hydrochloride

ムコソルバンL錠45㎎（院外）
Mucosolvan L 45㎎1錠  〔帝人〕

アンブロキソール塩酸塩徐放
OD錠45㎎「サワイ」あ 

Ambroxol hydrochloride OD 45㎎1

錠  〔沢井〕

〔先発品〕ムコソルバンL錠45㎎

【効】次記疾患の去痰：急性気管支炎，

気管支喘息，慢性気管支炎，気管支拡

張症，肺結核，塵肺症，手術後の喀痰

喀出困難

【用】（内）1回45㎎を1日1回

……………………………………………

224．鎮咳去たん剤
2241．植物性製剤
 

（キョウニン水）Apricot kernel 

water

キョウニン水「ケンエー」（院
外） お

Apricot kernel water 原液  〔健栄〕

【効】急性気管支炎に伴う咳嗽及び喀痰

喀出困難

【用】（内）1日3mLを3～4回に分割．年

齢，症状により適宜増減．1回2mL，1

日6mLまで

……………………………………………

2242．コデイン系製剤（家庭麻薬）
 

（コデインリン酸塩水和物）Codeine 

phosphate hydrate

コデインリン酸塩散1%「タケ
ダ」（院外） お

Codeine phosphate 10㎎1g  〔武田〕

【効】①各種呼吸器疾患における鎮咳・

鎮静．②疼痛時における鎮痛．③激し

い下痢症状の改善

【用】（内）1回20㎎（本剤として2g），

1日60㎎（本剤として6g）．年齢，症

状により適宜増減

……………………………………………

（コデインリン酸塩水和物）Codeine 

phosphate hydrate

コデインリン酸塩錠5㎎「シオ
エ」

Codeine phosphate 5㎎1錠 

 〔日本新薬〕

【効】①各種呼吸器疾患における鎮咳・

鎮静．②疼痛時における鎮痛．③激し

い下痢症状の改善

【用】（内）1回20㎎，1日60㎎．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

2249．その他の鎮咳去たん剤
 

（エプラジノン塩酸塩）Eprazinone 

hydrochloride

レスプレン錠20㎎（院外）
Resplen 20㎎1錠  〔中外〕

【効】次記呼吸器疾患時の鎮咳及び去

痰：肺結核，肺炎，気管支拡張症，気

管支喘息，急・慢性気管支炎，上気道

炎，感冒

【用】（内）1日60～90㎎を3回に分割．

年齢・症状により適宜増減．幼・小

児：次記量を1日量として3回に分割．

3歳以上6歳未満：20～30㎎．6歳以上

10歳未満：30～45㎎

……………………………………………

（チペピジンヒベンズ酸塩）Tipepi-

dine hibenzate

アスベリン散10%
Asverin 100㎎1g  〔田辺三菱〕

アスベリンシロップ0.5%
Asverin 5㎎1mL

【効】次記疾患に伴う咳嗽及び喀痰喀出

困難：感冒，上気道炎（咽喉頭炎，鼻
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小児：1回0.3μg/㎏を1日2回，朝及び

就寝前．頓用として，5歳以上の小

児：1回0.3μg/㎏．年齢，症状により

適宜増減．頓用を反復しなければなら

ない場合には，早急に医師の指示を受

けさせる．②1回20μgを1日2回，朝及

び夕．年齢，症状により適宜増減．60

μg/日まで

……………………………………………

（クロモグリク酸ナトリウム）Sodium 

cromoglicate

インタール吸入液1%（院外）
Intal 20㎎2mL1管  〔サノフィ〕

クロモグリク酸Na吸入液1%
「サワイ」あ 

Cromoglicate Na 20㎎2mL1管  〔沢井〕

〔先発品〕インタール吸入液1%

【効】気管支喘息

【用】（外）朝，昼及び就寝前ないしは

朝，昼，夕及び就寝前1回20㎎（1アン

プル）ずつ，1日60～80㎎（3～4アン

プル）を電動式ネブライザーを用いて

吸入．症状の緩解が得られれば，その

後の経過を観察しながら1日40～60㎎

（2～3アンプル）に減量

……………………………………………

（チオトロピウム臭化物水和物）

Tiotropium bromide hydrate

スピリーバ2.5μgレスピマット
60吸入

Spiriva 150μg1キット 

 〔日本ベーリンガー〕

【効】慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支

炎，肺気腫），気管支喘息の気道閉塞

性障害に基づく諸症状の緩解

【用】（外）慢性閉塞性肺疾患（慢性気

管支炎，肺気腫）の気道閉塞性障害に

基づく諸症状の緩解：1回2吸入（チオ

トロピウムとして5μg）を1日1回．気

管支喘息の気道閉塞性障害に基づく諸

症状の緩解：1回2吸入（チオトロピウ

ムとして2.5μg）を1日1回．症状・重

症度に応じて，2.5μgレスピマット1回

2吸入（チオトロピウムとして5μg）

を1日1回吸入

……………………………………………

（ツロブテロール）Tulobuterol

ホクナリンテープ0.5㎎
Hokunalin 0.5㎎2.51枚 

 〔マイランEPD〕

ホクナリンテープ1㎎
Hokunalin 1㎎51枚

ホクナリンテープ2㎎
Hokunalin 2㎎101枚

【効】次記疾患の気道閉塞性障害に基づ

く呼吸困難など諸症状の緩解：気管支

喘息，急性気管支炎，慢性気管支炎，

肺気腫

【用】（外）1日1回2㎎，小児：0.5 ～ 3

歳未満0.5㎎，3～9歳未満1㎎，9歳以

上2㎎を胸部，背部又は上腕部のいず

れかに貼付

……………………………………………

（ツロブテロール塩酸塩）Tulobuterol 

hydrochloride

ベラチンドライシロップ小児
用0.1%

Berachin 1㎎1g  〔田辺三菱〕

【効】次記疾患の気道閉塞性障害に基づ

く呼吸困難など諸症状の緩解：気管支

喘息，急性気管支炎，慢性気管支炎，

喘息性気管支炎，肺気腫，珪肺症，塵

肺症

【用】（内）小児：1日0.04㎎/㎏（ドラ

イシロップとして40㎎/㎏）を2回に

分割，用時溶解．年齢，症状により適

宜増減．標準投与量は，次記の用量を

1日2回に分割，用時溶解．0.5 ～ 3歳

未満：1日量0.25 ～ 0.5㎎（ドライシ

ロップとして0.25～0.5g），3～9歳未
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……………………………………………

2254．サルブタモール製剤
 

（サルブタモール硫酸塩）Salbutamol 

sulfate

サルタノールインヘラー 100μg
Sultanol 0.16%13.5mL1本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】次記疾患の気道閉塞性障害に基づ

く諸症状の緩解：気管支喘息，小児喘

息，肺気腫，急・慢性気管支炎，肺結

核

【用】（外）1回200μg（2吸入），小児：

1回100μg（1吸入）を吸入．年令，症

状により適宜増減

……………………………………………

（サルブタモール硫酸塩）Salbutamol 

sulfate

ベネトリン吸入液0.5%
Venetlin 5㎎1mL 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】次記疾患の気道閉塞性障害にもと

づく諸症状の緩解：気管支喘息，小児

喘息，肺気腫，急・慢性気管支炎，肺

結核

【用】（外）1回1.5～2.5㎎（本剤として

0.3 ～ 0.5mL）， 小 児：1 回 0.5 ～ 1.5 ㎎

（本剤として0.1 ～ 0.3mL）を深呼吸し

ながら吸入器を用いて吸入．年齢，症

状により適宜増減

……………………………………………

2259．その他の気管支拡張剤
 

（イプラトロピウム臭化物水和物）

Ipratropium bromide hydrate

アトロベントエロゾル
20μg（院外）

Atrovent 4.20㎎10mL1瓶  〔帝人〕

【効】次記疾患の気道閉塞性障害に基づ

く呼吸困難など諸症状の緩解：気管支

喘息，慢性気管支炎，肺気腫

【用】（外）専用のアダプターを用い

て，1回1～2噴射（20～40μg）を1日

3～4回吸入．症状により適宜増減

……………………………………………

（インダカテロールマレイン酸塩）

Indacaterol maleate

オンブレス吸入用カプセル
150μg

Onbrez 150μg1カプセル 

 〔ノバルティス〕

【効】慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支

炎，肺気腫）の気道閉塞性障害に基づ

く諸症状の緩解

【用】（外）1回150μg（1カプセル）を1

日1回専用の吸入用器具を用いて吸入

……………………………………………

（グリコピロニウム臭化物）Glyco-

pyrronium bromide

シーブリ吸入用カプセル
50μg（院外）

Seebri 50μg1カプセル  〔Meiji Seika〕

【効】慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支

炎，肺気腫）の気道閉塞性障害に基づ

く諸症状の緩解

【用】（外）1回50μg（1カプセル）を1

日1回専用の吸入用器具を用いて吸入

……………………………………………

（クレンブテロール塩酸塩）Clen-

buterol hydrochloride

スピロペント錠10μg
Spiropent 10μg1錠  〔帝人〕

【効】①次記疾患の気道閉塞性障害に基

づく呼吸困難など諸症状の緩解：気管

支喘息，慢性気管支炎，肺気腫，急性

気管支炎．②次記疾患に伴う尿失禁：

腹圧性尿失禁

【用】（内）①1回20μgを1日2回，朝及

び就寝前．頓用として，1回20μg．年

齢，症状により適宜増減．5歳以上の
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管支炎，肺気腫

【用】（外）1回20μg（2吸入），小児：1

回10μg（1吸入）．年齢，症状により

適宜増減

……………………………………………

（プロカテロール塩酸塩水和物）

Procaterol hydrochloride hydrate

メプチンミニ錠25μg
Meptin mini 25μg1錠  〔大塚〕

【効】次記疾患の気道閉塞性障害に基づ

く呼吸困難など諸症状の緩解：気管支

喘息，慢性気管支炎，肺気腫，急性気

管支炎，喘息様気管支炎

【用】（内）1回50μgを1日1回就寝前な

いしは1日2回，朝及び就寝前．6歳以

上の小児：1回25μgを1日1回就寝前な

いしは1日2回，朝及び就寝前．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

（ベクロメタゾンプロピオン酸エステ

ル）Beclometasone dipropionate

キュバール50エアゾール（院
外）

Qvar 7㎎8.7g1瓶  〔大日本住友〕

【効】気管支喘息

【用】（外）1回100μgを1日2回口腔内に

噴霧吸入，1日800μgまで．小児：1回

50μgを1日2回口腔内に噴霧吸入，1日

200μgまで．年齢，症状により適宜増

減

……………………………………………

アノーロエリプタ30吸入用
Anoro ellipta 30吸入1キット 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

1ブリスター中：

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】慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支

炎・肺気腫）の気道閉塞性障害に基づ

く諸症状の緩解（長時間作用性吸入抗

コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺

激剤の併用が必要な場合）

【用】（外）1吸入（ウメクリジニウムと

して62.5μg及びビランテロールとして

25μg）を1日1回投与

……………………………………………

ウルティブロ吸入用カプセル
Ultibro 1カプセル  〔Meiji Seika〕

1cap中：

グリコピロニウム臭化物 63μg

（グリコピロニウムとして50μg）

インダカテロールマレイン酸塩

 143μg

（インダカテロールとして110μg）

【効】慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支

炎，肺気腫）の気道閉塞性障害に基づ

く諸症状の緩解（長時間作用性吸入抗

コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺

激剤の併用が必要な場合）

【用】（外）1回1カプセル（グリコピロ

ニ ウ ム と し て 50μg及 び イ ン ダ カ テ

ロールとして110μg）を1日1回専用の

吸入用器具を用いて吸入

……………………………………………

スピオルトレスピマット60吸
入

Spiolto 60吸入1キット 

 〔日本ベーリンガー〕

1噴霧中：

チオトロピウム 2.5μg

（チオトロピウム臭化物水和物とし

て3.124μg）

オロダテロール 2.5μg

（オロダテロール塩酸塩として

2.736μg）

【効】慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支

炎，肺気腫）の気道閉塞性障害に基づ
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満：1日量0.5～1㎎（ドライシロップ

として0.5 ～ 1g），9 ～ 15歳：1日量1

～2㎎（ドライシロップとして1～2g）

……………………………………………

（プロカテロール塩酸塩水和物）

Procaterol hydrochloride hydrate

メプチンシロップ5μg/mL（院
外）

Meptin 5μg1mL  〔大塚〕

プロカテロール塩酸塩シロッ
プ5μg/mL「日医工」あ 

Procaterol hydrochloride 5μg1mL 

 〔日医工〕

〔先発品〕メプチンシロップ5μg/mL

【効】次記疾患の気道閉塞性障害に基づ

く呼吸困難など諸症状の緩解：気管支

喘息，慢性気管支炎，肺気腫，急性気

管支炎，喘息様気管支炎

【用】（内）1回50μg（本剤として10mL）

を1日1回就寝前ないしは1日2回，朝及

び就寝前．6歳以上の小児：1回25μg

（本剤として5mL）を1日1回就寝前ない

しは1日2回，朝及び就寝前．6歳未満

の乳幼児：1回1.25μg/㎏（本剤として

0.25mL/㎏）を1日2回，朝及び就寝前

ないしは1日3回，朝，昼及び就寝前．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（プロカテロール塩酸塩水和物）

Procaterol hydrochloride hydrate

メプチンドライシロップ
0.005%（院外）

Meptin 50μg1g  〔大塚〕

【効】次記疾患の気道閉塞性障害に基づ

く呼吸困難など諸症状の緩解：気管支

喘息，慢性気管支炎，肺気腫，急性気

管支炎，喘息様気管支炎

【用】（内）1 回 50μg（本 剤 と し て 1g）

を1日1回就寝前ないしは1日2回，朝及

び就寝前．用時溶解．6歳以上の小

児：1回25μg（本剤として0.5g）を1日

1回就寝前ないしは1日2回，朝及び就

寝前．用時溶解．6歳未満の乳幼児：1

回1.25μg/㎏（本剤として0.025g/㎏）

を1日2回，朝及び就寝前ないしは1日3

回，朝，昼及び就寝前．用時溶解．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（プロカテロール塩酸塩水和物）

Procaterol hydrochloride hydrate

メプチン吸入液ユニット0.3mL
Meptin 30μg0.3mL1個  〔大塚〕

【効】次記疾患の気道閉塞性障害に基づ

く諸症状の緩解：気管支喘息，慢性気

管支炎，肺気腫

【用】（外）1回30 ～ 50μg（本剤として

0.3 ～ 0.5mL）， 小 児：1 回 10 ～ 30μg

（本剤として0.1 ～ 0.3mL）を深呼吸し

ながらネブライザーを用いて吸入．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（プロカテロール塩酸塩水和物）

Procaterol hydrochloride hydrate

メプチンキッドエアー 5μg吸入
100回

Meptin 500μg1キット  〔大塚〕

【効】次記疾患の気道閉塞性障害に基づ

く諸症状の緩解：気管支喘息，慢性気

管支炎，肺気腫

【用】（外）1回20μg（4吸入），小児：1

回10μg（2吸入）．年齢，症状により

適宜増減

……………………………………………

（プロカテロール塩酸塩水和物）

Procaterol hydrochloride hydrate

メプチンスイングヘラー 10μg
吸入100回（院外）

Meptin 1㎎1キット  〔大塚〕

【効】次記疾患の気道閉塞性障害に基づ

く諸症状の緩解：気管支喘息，慢性気
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ギー性鼻炎（既存治療で効果不十分な

重症又は最重症患者に限る）．③特発

性の慢性蕁麻疹（既存治療で効果不十

分な患者に限る）

【用】（注）①②1回75～600㎎を2又は4

週間毎に皮下注（②は成人及び12歳以

上の小児）．1回あたりの投与量並びに

投与間隔は，初回投与前の血清中総

IgE濃度及び体重に基づき，次の様に

設定 

〈投 与 前 の 血 清 中 総IgE濃 度（I.U./

mL）及び体重（㎏）ごとの1回投与量

一覧〉 

4週間毎投与（4週間毎投与の表に該当

しない場合には2週間毎投与の表に従

い投与すること） 

（1）IgE濃 度 ≧ 30 ～ 100I.U./mLの 場

合：体重≧20 ～ 40㎏　4週間毎1回75

㎎投与，体重＞40 ～ 90㎏　4週間毎1

回150㎎投与，体重＞90～150㎏　4週

間毎1回300㎎投与 

（2）IgE濃度＞100 ～ 200I.U./mLの場

合：体重≧20～40㎏　4週間毎1回150

㎎投与，体重＞40 ～ 90㎏　4週間毎1

回300㎎投与，体重＞90～125㎏　4週

間毎1回450㎎投与，体重＞125 ～ 150

㎏　4週間毎1回600㎎投与 

（3）IgE濃度＞200 ～ 300I.U./mLの場

合：体重≧20～30㎏　4週間毎1回150

㎎投与，体重＞30 ～ 40㎏　4週間毎1

回225㎎投与，体重＞40 ～ 60㎏　4週

間毎1回300㎎投与，体重＞60 ～ 90㎏　

4週間毎1回450㎎投与，体重＞90 ～

125㎏　4週間毎1回600㎎投与 

（4）IgE濃度＞300 ～ 400I.U./mLの場

合：体重≧20～30㎏　4週間毎1回225

㎎投与，体重＞30 ～ 40㎏　4週間毎1

回300㎎投与，体重＞40 ～ 70㎏　4週

間毎1回450㎎投与，体重＞70 ～ 90㎏　

4週間毎1回600㎎投与 

（5）IgE濃度＞400 ～ 500I.U./mLの場

合：体重≧20～25㎏　4週間毎1回225

㎎投与，体重＞25 ～ 30㎏　4週間毎1

回300㎎投与，体重＞30 ～ 50㎏　4週

間毎1回450㎎投与，体重＞50 ～ 70㎏　

4週間毎1回600㎎投与 

（6）IgE濃度＞500 ～ 600I.U./mLの場

合：体重≧20～30㎏　4週間毎1回300

㎎投与，体重＞30 ～ 40㎏　4週間毎1

回450㎎投与，体重＞40 ～ 60㎏　4週

間毎1回600㎎投与 

（7）IgE濃度＞600 ～ 700I.U./mLの場

合：体重≧20～25㎏　4週間毎1回300

㎎投与，体重＞30 ～ 40㎏　4週間毎1

回450㎎投与，体重＞40 ～ 50㎏　4週

間毎1回600㎎投与 

2週間毎投与（2週間毎投与の表に該当

しない場合には4週間毎投与の表に従

い投与すること） 

（1）IgE濃度＞200 ～ 300I.U./mLの場

合：体重＞125 ～ 150㎏　2週間毎1回

375㎎投与 

（2）IgE濃度＞300 ～ 400I.U./mLの場

合：体重＞90 ～ 125㎏　2週間毎1回

450㎎投与，体重＞125 ～ 150㎏　2週

間毎1回525㎎投与 

（3）IgE濃度＞400 ～ 500I.U./mLの場

合：体重＞70～90㎏　2週間毎1回375

㎎投与，体重＞90～125㎏　2週間毎1

回525㎎投与，体重＞125 ～ 150㎏　2

週間毎1回600㎎投与 

（4）IgE濃度＞500 ～ 600I.U./mLの場

合：体重＞60～70㎏　2週間毎1回375

㎎投与，体重＞70 ～ 90㎏　2週間毎1

回450㎎投与，体重＞90～125㎏　2週

間毎1回600㎎投与，体重＞125 ～ 150

㎏　投与不可 

（5）IgE濃度＞600 ～ 700I.U./mLの場

合：体重＞25～30㎏　2週間毎1回225

㎎投与，体重＞50 ～ 60㎏　2週間毎1
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く諸症状の緩解（長時間作用性吸入抗

コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺

激剤の併用が必要な場合）

【用】（外）2吸入（チオトロピウムとし

て5μg及びオロダテロールとして5μg）

を1日1回

……………………………………………

ビベスピエアロスフィア28吸
入（院外）

Bevespi 28吸入1キット 

 〔アストラゼネカ〕

1回噴霧量：

グリコピロニウム臭化物 9.0μg

（グリコピロニウムとして7.2μg）

ホルモテロールフマル酸塩水和物

 5.0μg

（ホルモテロールフマル酸塩として

4.8μg）

【効】慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支

炎，肺気腫）の気道閉塞性障害に基づ

く諸症状の緩解（長時間作用性吸入抗

コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺

激剤の併用が必要な場合）

【用】（外）1回2吸入（グリコピロニウ

ムとして14.4μg，ホルモテロールフマ

ル酸塩として9.6μg）を1日2回

……………………………………………

226．含嗽剤
 

（アズレンスルホン酸ナトリウム水和

物）Sodium gualenate hydrate

アズノールうがい液4%あ 
Azunol 200㎎5mL1本  〔日本新薬〕

【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㎎（1回押し切り

分， 又 は 5 ～ 7 滴） 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

……………………………………………

（アズレンスルホン酸ナトリウム水和

物）Sodium gualenate hydrate

アズレン含嗽用顆粒0.4%「日
医工」あ 

Azulene 4㎎1g  〔日医工〕

【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

イソジンガーグル液7%（院外）
Isodine 2100㎎30mL1本  〔Meiji Seika〕

ポビドンヨードガーグル7%
「マイラン」あ 

Povidone-iodine 7%30mL1本 

 〔マイラン〕

〔先発品〕イソジンガーグル液7%

【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
 

（オマリズマブ（遺伝子組換え））

Omalizumab (genetical recombina-

tion)

ゾレア皮下注75㎎シリンジ
（要時） おけ

Xolair 75㎎0.5mL1筒  〔ノバルティス〕

ゾレア皮下注150㎎シリンジ
 おけ

Xolair 150㎎1mL1筒

【効】①気管支喘息（既存治療によって

も喘息症状をコントロールできない難

治の患者に限る）．②季節性アレル
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200μgを1日1回吸入投与．良好に症状

がコントロールされている場合は50

μg1日1回まで減量可

……………………………………………

（ブデソニド）Budesonide

パルミコート吸入液0.25㎎（院
外）

Pulmicort 0.25㎎2mL1管 

 〔アストラゼネカ〕

パルミコート吸入液0.5㎎
Pulmicort 0.5㎎2mL1管

【効】気管支喘息

【用】（外）0.5㎎を1日2回または1㎎を1

日1回，ネブライザーを用いて吸入投

与．症状により適宜増減．1日2㎎ま

で．小児：0.25㎎を1日2回又は0.5㎎

を1日1回，ネブライザーを用いて吸入

投与．症状により適宜増減．1日1㎎ま

で

……………………………………………

（ブデソニド）Budesonide

パルミコート200μgタービュヘ
イラー 56吸入（院外）

Pulmicort 11.2㎎1本 

 〔アストラゼネカ〕

【効】気管支喘息

【用】（外）1回100 ～ 400μgを1日2回吸

入．1日1600μgまで．小児：1回100～

200μgを1日2回吸入．症状に応じて増

減．1日800μgまで，良好に症状がコ

ントロールされている場合は100μg1

日1回まで減量可

……………………………………………

（フルチカゾンフランカルボン酸エス

テル）Fluticasone furoate

アニュイティ 100μgエリプタ30
吸入用（院外）

Arnuity 30吸入1キット 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】気管支喘息

【用】（外）1日1回吸入

……………………………………………

（フルチカゾンプロピオン酸エステル）

Fluticasone propionate

フルタイド50μgエアゾール120
吸入用

Flutide 9.72㎎10.6g1本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

フルタイド100ディスカス（院
外）

Flutide 6000μg60ブリスター1個

【効】気管支喘息

【用】（外）1回100μgを1日2回吸入．1

日800μgまで．小児：1回50μgを1日2

回吸入．1日200μgまで．症状により

適宜増減

……………………………………………

（フルチカゾンプロピオン酸エステル）

Fluticasone propionate

フルタイド200ディスカス
Flutide 1200μg60ブリスター1個 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】気管支喘息

【用】（外）1回100μgを1日2回吸入．症

状により適宜増減．1日800μgまで

……………………………………………

（ベンラリズマブ（遺伝子組換え））

Benralizumab (genetical recombina-

tion)

ファセンラ皮下注30㎎シリン
ジ（要時） おけ

Fasenra 30㎎1mL1筒 

 〔アストラゼネカ〕

【効】気管支喘息（既存治療によっても

喘息症状をコントロールできない難治

の患者に限る）

【用】（注）1回30㎎を，初回，4週後，8

週後に皮下注，以降，8週間隔で皮下

注

……………………………………………
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回375㎎投与，体重＞60 ～ 80㎏　2週

間毎1回450㎎投与，体重＞80 ～ 90㎏　

2週間毎1回525㎎投与，体重＞90 ～

150㎏　投与不可 

（6）IgE濃度＞700 ～ 800I.U./mLの場

合：体重≧20～30㎏　2週間毎1回225

㎎投与，体重＞30 ～ 40㎏　2週間毎1

回300㎎投与，体重＞40 ～ 50㎏　2週

間毎1回375㎎投与，体重＞50 ～ 70㎏　

2週間毎1回450㎎投与，体重＞70～80

㎏　2週間毎1回525㎎投与，体重＞80

～90㎏　2週間毎1回600㎎投与，体重

＞90～150㎏　投与不可 

（7）IgE濃度＞800 ～ 900I.U./mLの場

合：体重≧20～30㎏　2週間毎1回225

㎎投与，体重＞30 ～ 40㎏　2週間毎1

回300㎎投与，体重＞40 ～ 50㎏　2週

間毎1回375㎎投与，体重＞50 ～ 60㎏　

2週間毎1回450㎎投与，体重＞60～70

㎏　2週間毎1回525㎎投与，体重＞70

～80㎏　2週間毎1回600㎎投与，体重

＞80～150㎏　投与不可 

（8）IgE濃度＞900～1000I.U./mLの場

合：体重≧20～25㎏　2週間毎1回225

㎎投与，体重＞25 ～ 30㎏　2週間毎1

回300㎎投与，体重＞30 ～ 40㎏　2週

間毎1回375㎎投与，体重＞40 ～ 50㎏　

2週間毎1回450㎎投与，体重＞50～60

㎏　2週間毎1回525㎎投与，体重＞60

～70㎏　2週間毎1回600㎎投与，体重

＞70～150㎏　投与不可 

（9）IgE濃度＞1000 ～ 1100I.U./mLの

場合：体重≧20 ～ 25㎏　2週間毎1回

225㎎投与，体重＞25 ～ 30㎏　2週間

毎1回300㎎投与，体重＞30～40㎏　2

週間毎1回375㎎投与，体重＞40 ～ 50

㎏　2週間毎1回450㎎投与，体重＞50

～60㎏　2週間毎1回600㎎投与，体重

＞60～150㎏　投与不可 

（10）IgE濃度＞1100～1200I.U./mLの

場合：体重≧20 ～ 30㎏　2週間毎1回

300㎎投与，体重＞30 ～ 40㎏　2週間

毎1回450㎎投与，体重＞40～50㎏　2

週間毎1回525㎎投与，体重＞50 ～ 60

㎏　2週間毎1回600㎎投与，体重＞60

～150㎏　投与不可 

（11）IgE濃度＞1200～1300I.U./mLの

場合：体重≧20 ～ 25㎏　2週間毎1回

300㎎投与，体重＞25 ～ 30㎏　2週間

毎1回375㎎投与，体重＞30～40㎏　2

週間毎1回450㎎投与，体重＞40 ～ 50

㎏　2週間毎1回525㎎投与，体重＞50

～150㎏　投与不可 

（12）IgE濃度＞1300～1500I.U./mLの

場合：体重≧20 ～ 25㎏　2週間毎1回

300㎎投与，体重＞25 ～ 30㎏　2週間

毎1回375㎎投与，体重＞30～40㎏　2

週間毎1回525㎎投与，体重＞40 ～ 50

㎏　2週間毎1回600㎎投与，体重＞50

～150㎏　投与不可 

本 一 覧 で は， 臨 床 推 奨 用 量 で あ る

0.008㎎/㎏/［I.U./mL］以上（2週間

間隔皮下投与時）又は0.016㎎/㎏/

［I.U./mL］以上（4週間間隔皮下投与

時）となるよう投与量が設定されてい

る．③成人及び12歳以上の小児に1回

300㎎を4週間毎に皮下注

……………………………………………

（シクレソニド）Ciclesonide

オルベスコ50μgインヘラー 112
吸入用

Alvesco 5.6㎎6.6g1キット  〔帝人〕

オルベスコ200μgインヘラー 56
吸入用（院外）

Alvesco 11.2㎎3.3g1キット

【効】気管支喘息

【用】（外）100～400μgを1日1回吸入投

与．症状により適宜増減．1日800μg

まで．1日800μgを投与する場合は，

朝，夜の1日2回に分割．小児：100～
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アドエア100ディスカス1回1吸入 

アドエア50エアゾール1回2吸入

……………………………………………

アドエア250ディスカス60吸入
用（要時）

Adoair 60ブリスター1キット 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

1ブリスター中：

サルメテロールキシナホ酸塩 72.5μg

（サルメテロールとして50μg）

フルチカゾンプロピオン酸エステル

 250μg

【効】①気管支喘息（吸入ステロイド剤

及び長時間作動型吸入β2刺激剤の併

用が必要な場合）．②慢性閉塞性肺疾

患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状

の緩解（吸入ステロイド剤及び長時間

作動型吸入β2刺激剤の併用が必要な

場合）

【用】（外）①1回サルメテロールとして

50μg及びフルチカゾンプロピオン酸

エステルとして100μgを1日2回吸入． 

アドエア100ディスカス1回1吸入 

アドエア50エアゾール1回2吸入 

症状に応じて以下のいずれかの用法・

用量に従い投与 

1回サルメテロールとして50μg及びフ

ルチカゾンプロピオン酸エステルとし

て250μgを1日2回吸入 

アドエア250ディスカス1回1吸入 

アドエア125エアゾール1回2吸入 

1回サルメテロールとして50μg及びフ

ルチカゾンプロピオン酸エステルとし

て500μgを1日2回吸入． 

アドエア500ディスカス1回1吸入 

アドエア250エアゾール1回2吸入 

小児：症状に応じて以下のいずれかの

用法・用量に従い投与． 

1回サルメテロールとして25μg及びフ

ルチカゾンプロピオン酸エステルとし

て50μgを1日2回吸入． 

アドエア50エアゾール1回1吸入 

1回サルメテロールとして50μg及びフ

ルチカゾンプロピオン酸エステルとし

て100μgを1日2回吸入． 

アドエア100ディスカス1回1吸入 

アドエア50エアゾール1回2吸入． 

②1回サルメテロールとして50μg及び

フルチカゾンプロピオン酸エステルと

して250μgを1日2回吸入 

アドエア250ディスカス1回1吸入 

アドエア125エアゾール1回2吸入

……………………………………………

シムビコートタービュヘイ
ラー 30吸入（院外）

Symbicort 30吸入1キット 

 〔アストラゼネカ〕

1回吸入量：

ブデソニド 160μg

ホルモテロールフマル酸塩水和物

 4.5μg

【効】①気管支喘息（吸入ステロイド剤

及び長時間作動型吸入β2刺激剤の併

用が必要な場合）．②慢性閉塞性肺疾

患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状

の緩解（吸入ステロイド剤及び長時間

作動型吸入β2刺激剤の併用が必要な

場合）

【用】（外）①維持療法として1回1吸入

（ブデソニドとして160μg，ホルモテ

ロールフマル酸塩水和物として4.5μg）

を1日2回吸入．維持療法としての1日

の最高量は1回4吸入1日2回（合計8吸

入：ブデソニドとして1280μg，ホル

モテロールフマル酸塩水和物として36

μg）まで 

維持療法として1回1吸入あるいは2吸

入を1日2回投与している患者は，発作

発現時に頓用吸入を追加で行うことが

可．維持療法に加えて頓用吸入する場
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（メポリズマブ（遺伝子組換え））

Mepolizumab (genetical recombina-

tion)

ヌーカラ皮下注100㎎ペン おけ
Nucala 100㎎1mL1キット 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】①気管支喘息（既存治療によって

も喘息症状をコントロールできない難

治の患者に限る）．②既存治療で効果

不十分な好酸球性多発血管炎性肉芽腫

症

【用】（注）①成人及び12歳以上の小

児：1回100㎎を4週間ごとに皮下注．

②1回300㎎を4週間ごとに皮下注

……………………………………………

（メポリズマブ（遺伝子組換え））

Mepolizumab (genetical recombina-

tion)

ヌーカラ皮下注用100㎎（要
時） おけ

Nucala 100㎎1瓶 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】①気管支喘息（既存治療によって

も喘息症状をコントロールできない難

治の患者に限る）．②既存治療で効果

不十分な好酸球性多発血管炎性肉芽腫

症

【用】（注）①成人及び12歳以上の小

児：1回100㎎を4週間ごとに皮下注．6

歳以上12歳未満の小児：1回40㎎を4週

間ごとに皮下注．②1回300㎎を4週間

ごとに皮下注

……………………………………………

アドエア50エアゾール120吸入
用（院外）

Adoair 12.0g1本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

1回噴霧中：

サルメテロールキシナホ酸塩含量

 36.3μg

（サルメテロールとして25μg）

フルチカゾンプロピオン酸エステル

含量 50μg

アドエア100ディスカス60吸入
用（院外）

Adoair 60ブリスター1キット

1ブリスター中：

サルメテロールキシナホ酸塩 72.5μg

（サルメテロールとして50μg）

フルチカゾンプロピオン酸エステル

 100μg

【効】気管支喘息（吸入ステロイド剤及

び長時間作動型吸入β2刺激剤の併用

が必要な場合）

【用】（外）1回サルメテロールとして50

μg及びフルチカゾンプロピオン酸エ

ステルとして100μgを1日2回吸入． 

アドエア100ディスカス1回1吸入 

アドエア50エアゾール1回2吸入 

症状に応じて以下のいずれかの用法・

用量に従い投与 

1回サルメテロールとして50μg及びフ

ルチカゾンプロピオン酸エステルとし

て250μgを1日2回吸入 

アドエア250ディスカス1回1吸入 

アドエア125エアゾール1回2吸入 

1回サルメテロールとして50μg及びフ

ルチカゾンプロピオン酸エステルとし

て500μgを1日2回吸入． 

アドエア500ディスカス1回1吸入 

アドエア250エアゾール1回2吸入 

小児：症状に応じて以下のいずれかの

用法・用量に従い投与． 

1回サルメテロールとして25μg及びフ

ルチカゾンプロピオン酸エステルとし

て50μgを1日2回吸入． 

アドエア50エアゾール1回1吸入 

1回サルメテロールとして50μg及びフ

ルチカゾンプロピオン酸エステルとし

て100μgを1日2回吸入． 

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分156



－159－

22

22．呼吸器官用薬

ウムとして62.5μg及びビランテロール

として25μg）を1日1回吸入

……………………………………………

ビレーズトリエアロスフィア
56吸入

Breztri 56吸入1キット 

 〔アストラゼネカ〕

1回噴霧量：

ブデソニド 160μg

グリコピロニウム臭化物 9.0μg

（グリコピロニウムとして7.2μg）

ホルモテロールフマル酸塩水和物

 5.0μg

（ホルモテロールフマル酸塩として

4.8μg）

【効】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，長時間作用性吸入抗コリ

ン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤

の併用が必要な場合）

【用】（外）1回2吸入（ブデソニドとし

て320μg，グリコピロニウムとして

14.4μg，ホルモテロールフマル酸塩と

して9.6μg）を1日2回吸入

……………………………………………

フルティフォーム50エアゾー
ル120吸入用（院外）

Flutiform 120吸入1瓶  〔杏林〕

1回噴霧量：

フルチカゾンプロピオン酸エステル

 50μg

ホルモテロールフマル酸塩水和物

 5μg

フルティフォーム125エアゾー
ル120吸入用

Flutiform 120吸入1個

1回噴霧量：

フルチカゾンプロピオン酸エステル

 125μg

ホルモテロールフマル酸塩水和物

 5μg

【効】気管支喘息（吸入ステロイド剤及

び長時間作動型吸入β2刺激剤の併用

が必要な場合）

【用】（外）成人：フルティフォーム50

エアゾール（フルチカゾンプロピオン

酸エステルとして50μg及びホルモテ

ロールフマル酸塩水和物として5μg）

を1回2吸入，1日2回投与．症状に応じ

てフルティフォーム125エアゾール

（フルチカゾンプロピオン酸エステル

として125μg及びホルモテロールフマ

ル酸塩水和物として5μg）を1回2～4

吸入，1日2回．小児：フルティフォー

ム50エアゾール（フルチカゾンプロピ

オン酸エステルとして50μg及びホル

モテロールフマル酸塩水和物として5

μg）を1回2吸入，1日2回

……………………………………………

レルベア100エリプタ30吸入用
Relvar ellipta 30吸入1キット 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

1ブリスター中：

ビランテロールトリフェニル酢酸塩

 40μg

（ビランテロールとして25μg）

フルチカゾンフランカルボン酸エス

テル 100μg

【効】①気管支喘息（吸入ステロイド剤

及び長時間作動型吸入β2刺激剤の併

用が必要な場合）．②慢性閉塞性肺疾

患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状

の緩解（吸入ステロイド剤及び長時間

作動型吸入β2刺激剤の併用が必要な

場合）

【用】（外）①レルベア100エリプタ1吸

入（ビランテロールとして25μg及び

フルチカゾンフランカルボン酸エステ

ルとして100μg）を1日1回吸入．症状

に応じてレルベア200エリプタ1吸入
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合は，発作発現時に1吸入．数分経過

しても発作が持続する場合には，さら

に追加で1吸入．必要に応じてこれを

繰り返すが，1回の発作発現につき，

最大6吸入まで． 

維持療法と頓用吸入を合計した本剤の

1日の最高量は，通常8吸入までとする

が，一時的に1日合計12吸入（ブデソ

ニドとして1920μg，ホルモテロール

フマル酸塩水和物として54μg）まで

増量可．②1回2吸入（ブデソニドとし

て320μg，ホルモテロールフマル酸塩

水和物として9μg）を1日2回吸入

……………………………………………

シムビコートタービュヘイ
ラー 60吸入

Symbicort 60吸入1キット 

 〔アストラゼネカ〕

1回吸入量：

ブデソニド 160μg

ホルモテロールフマル酸塩水和物

 4.5μg

【効】①気管支喘息（吸入ステロイド剤

及び長時間作動型吸入β2刺激剤の併

用が必要な場合）．②慢性閉塞性肺疾

患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状

の緩解（吸入ステロイド剤及び長時間

作動型吸入β2刺激剤の併用が必要な

場合）

【用】（外）①維持療法として1回1吸入

（ブデソニドとして160μg，ホルモテ

ロールフマル酸塩水和物として4.5μg）

を1日2回吸入．症状に応じて増減．維

持療法としての1日の最高量は1回4吸

入1日2回（合計8吸入：ブデソニドと

して1280μg，ホルモテロールフマル

酸塩水和物として36μg）まで 

維持療法として1回1吸入あるいは2吸

入を1日2回投与している患者は，発作

発現時に頓用吸入を追加で行うことが

可．維持療法に加えて頓用吸入する場

合は，発作発現時に1吸入．数分経過

しても発作が持続する場合には，さら

に追加で1吸入．必要に応じてこれを

繰り返すが，1回の発作発現につき，

最大6吸入まで． 

維持療法と頓用吸入を合計した本剤の

1日の最高量は，通常8吸入までとする

が，一時的に1日合計12吸入（ブデソ

ニドとして1920μg，ホルモテロール

フマル酸塩水和物として54μg）まで

増量可．②1回2吸入（ブデソニドとし

て320μg，ホルモテロールフマル酸塩

水和物として9μg）を1日2回吸入

……………………………………………

テリルジー 100エリプタ30吸入
用（院外（未定））

Trelegy 30吸入1キット 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

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 100μg

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】①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）．②慢性閉塞性肺疾患

（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状の

緩解（吸入ステロイド剤，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）①1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．②テリルジー100エリプタ1

吸入（フルチカゾンフランカルボン酸

エステルとして100μg，ウメクリジニ
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23．消化器官用薬
231．止しゃ剤，整腸剤
2312．タンニン酸系製剤
 

（タンニン酸アルブミン）Albumin 

tannate

タンニン酸アルブミン「ファ
イザー」原末

Albumin tannate 原末  〔ファイザー〕

【効】下痢症

【用】（内）1 日 3 ～ 4gを 3 ～ 4 回 に 分

割．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

2316．活性生菌製剤
 

（ビフィズス菌）Bifidobacterium

ビオフェルミン錠剤あ 
Biofermin 1錠  〔ビオフェルミン〕

【効】腸内菌叢の異常による諸症状の改

善

【用】（内）1日36㎎～ 72㎎（本剤とし

て3～6錠）を3回に分割

……………………………………………

（ビフィズス菌）Bifidobacterium

ラックビー微粒N
Lac B 10㎎1g1包  〔興和〕

【効】腸内菌叢の異常による諸症状の改

善

【用】（内）1日30㎎～ 60㎎（本剤とし

て3～6g）を3回に分割．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

（酪酸菌）Clostridium butyricum

ビオスリー配合散
Bio three 1g  〔鳥居〕

1g中：

ラクトミン 10㎎

酪酸菌 50㎎

糖化菌 50㎎

【効】腸内菌叢の異常による諸症状の改

善

【用】（内）1日1.5 ～ 3gを3回に分割．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（酪酸菌）Clostridium butyricum

ビオスリー配合錠
Bio three 1錠  〔鳥居〕

1錠中：

ラクトミン 2㎎

酪酸菌 10㎎

糖化菌 10㎎

ミヤBM錠
Miya BM 20㎎1錠  〔ミヤリサン〕

【効】腸内菌叢の異常による諸症状の改

善

【用】（内）1日3～6錠を3回に分割．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

2318．ジメチコン製剤
 

（ジメチコン）Dimethicone

ガスコン錠40㎎（院外）
Gascon 40㎎1錠  〔キッセイ〕

ジメチコン錠40㎎「YD」あ 
Dimethicone 40㎎1錠 

 〔日本ジェネリック〕

〔先発品〕ガスコン錠40㎎

ガスサール錠40㎎

ジメチコン内用液2%「ホリイ」
あ 

Baros 20㎎1mL  〔堀井〕

〔先発品〕ガスコンドロップ内用液2%

【効】①胃腸管内のガスに起因する腹部

症状の改善．②胃内視鏡検査時におけ

る胃内有泡性粘液の除去．③腹部X線

検査時における腸内ガスの駆除

【用】（内）①1日120 ～ 240㎎を食後又

は食間の3回に分割．年齢，症状によ

り適宜増減．②検査15 ～ 40分前に40

～ 80 ㎎ を 約 10mLの 水 と と も に． 年
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（ビランテロールとして25μg及びフル

チカゾンフランカルボン酸エステルと

して200μg）を1日1回吸入．②レルベ

ア100エリプタ1吸入（ビランテロール

として25μg及びフルチカゾンフラン

カルボン酸エステルとして100μg）を

1日1回吸入

……………………………………………

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

 〔グラクソ・スミスクライン〕

1ブリスター中：

ビランテロールトリフェニル酢酸塩

 40μg

（ビランテロールとして25μg）

フルチカゾンフランカルボン酸エス

テル 200μg

【効】気管支喘息（吸入ステロイド剤及

び長時間作動型吸入β2刺激剤の併用

が必要な場合）

【用】（外）レルベア100エリプタ1吸入

（ビランテロールとして25μg及びフル

チカゾンフランカルボン酸エステルと

して100μg）を1日1回吸入．症状に応

じてレルベア200エリプタ1吸入（ビラ

ンテロールとして25μg及びフルチカ

ゾンフランカルボン酸エステルとして

200μg）を1日1回吸入

……………………………………………
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寝前）．年齢，症状により適宜増減．

③1回75㎎を1日2回（朝食後，就寝

前）．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ファモチジン）Famotidine

ガスター散10%
Gaster 100㎎1g  〔LTL〕

ガスターD錠10㎎（院外）
Gaster D 10㎎1錠

ガスターD錠20㎎（院外）
Gaster D 20㎎1錠

ファモチジンD錠10㎎
「EMEC」あ 

Famotidine D 10㎎1錠  〔日医工〕

〔先発品〕ガスター D錠10㎎

ファモチジンD錠20㎎
「EMEC」あ 

Famotidine D 20㎎1錠

〔先発品〕ガスター D錠20㎎

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部

潰瘍，上部消化管出血（消化性潰瘍，

急性ストレス潰瘍，出血性胃炎によ

る），逆流性食道炎，Zollinger-Elli-

son症候群．②次記疾患の胃粘膜病変

（びらん，出血，発赤，浮腫）の改

善：急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期

【用】（内）①1回20㎎1日2回（朝食後・

夕食後又は就寝前）．1回40㎎を1日1回

（就寝前）も可．年齢・症状により適

宜増減．上部消化管出血には注射剤で

治療を開始し，内服可能になった後は

経口投与に切りかえる．②1回10㎎1日

2回（朝食後・夕食後又は就寝前）．1

回20㎎を1日1回（就寝前）も可．年

齢・症状により適宜増減

……………………………………………

（ファモチジン）Famotidine

ファモチジン注射用20㎎「日
医工」あ 

Famotidine 20㎎1瓶  〔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㎎を生理食塩液又

はブドウ糖注射液20mLにて溶解し，1

日2回（12時間毎）緩徐に静注．又は

輸液に混合して点滴静注．又は1回20

㎎を注射用水1～1.5mLに溶解し，1日

2回（12時間毎）筋注．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㎎を注射用水1 ～

1.5mLに溶解し，麻酔導入1時間前に筋

注．又は，生理食塩液又はブドウ糖注

射液20mLにて溶解し，麻酔導入1時間

前に緩徐に静注

……………………………………………

（ラフチジン）Lafutidine

プロテカジン錠10
Protecadin 10㎎1錠  〔大鵬〕

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部

潰瘍，逆流性食道炎．②次記疾患の胃

粘膜病変（びらん，出血，発赤，浮

腫）の改善：急性胃炎，慢性胃炎の急

性増悪期．③麻酔前投薬

【用】（内）①1回10㎎を1日2回（朝食

後，夕食後又は就寝前）．年齢・症状

により適宜増減．②1回10㎎を1日1回

（夕食後又は就寝前）．年齢・症状によ

り適宜増減．③1回10㎎を手術前日就

寝前及び手術当日麻酔導入2時間前の2
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齢，症状により適宜増減．③検査3～

4日前より1日120～240㎎を食後又は

食間の3回に分割．年齢，症状により

適宜増減

……………………………………………

2319．その他の止しゃ剤，整腸剤
 

（薬用炭）Medicinal carbon

薬用炭「日医工」（処置）
Medicinal carbon 原末  〔日医工〕

【効】下痢症，消化管内の異常発酵によ

る生成ガスの吸着，自家中毒・薬物中

毒における吸着及び解毒

【用】（内）1日2 ～ 20gを数回に分割．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ロペラミド塩酸塩）Loperamide 

hydrochloride

ロペミンカプセル1㎎（院外）
Lopemin 1㎎1カプセル  〔ヤンセン〕

ロペラミド塩酸塩カプセル1㎎
「ホリイ」あ 

Loperamide hydrochloride 1㎎1カプ

セル  〔堀井〕

〔先発品〕ロペミンカプセル1㎎

ロペミン細粒0.1%（院外）
Lopemin 1㎎1g  〔ヤンセン〕

【効】下痢症

【用】（内）1 日 1 ～ 2 ㎎ を 1 ～ 2 回 に 分

割．症状により適宜増減

……………………………………………

232．消化性潰瘍用剤
2323．アズレン製剤
 

（エグアレンナトリウム水和物）

Egualen sodium hydrate

アズロキサ顆粒2.5%（院外）
Azuloxa 15㎎0.6g1包  〔EA〕

【効】胃潰瘍におけるH2受容体拮抗薬

との併用療法

【用】（内）H2受容体拮抗薬に併用し

て，1回15㎎（本剤として0.6g）を1日

2回（朝食後および就寝前）

……………………………………………

2325．H2断剤
 

（シメチジン）Cimetidine

タガメット錠200㎎（要時）
Tagamet 200㎎1錠  〔大日本住友〕

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍．②吻合

部潰瘍，Zollinger-Ellison症候群，逆

流性食道炎，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）．③次の疾患の胃粘膜病変

（びらん，出血，発赤，浮腫）の改

善：急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期

【用】（内）①1日800㎎を2回（朝食後・

就寝前）に分割．4回（毎食後・就寝

前）に分割もしくは1回（就寝前）も

可．年齢・症状により適宜増減．②1

日800㎎を2回（朝食後・就寝前）に分

割．4回（毎食後・就寝前）に分割も

可．年齢・症状により適宜増減．上部

消化管出血には注射剤で治療を開始，

内服可能となった後，経口投与に切り

かえる．③1日400㎎を2回（朝食後・

就 寝 前） に 分 割．1 回（就 寝 前） も

可．年齢・症状により適宜増減

……………………………………………

（ニザチジン）Nizatidine

アシノン錠75㎎（院外）
Acinon 75㎎1錠  〔ゼリア〕

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍．②逆流

性食道炎．③次記疾患の胃粘膜病変

（びらん，出血，発赤，浮腫）の改

善：急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期

【用】（内）①1回150㎎を1日2回（朝食

後，就寝前）．1回300㎎を1日1回（就

寝前）も可．年齢，症状により適宜増

減．②1回150㎎を1日2回（朝食後，就
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エカベトNa顆粒66.7%「サワ
イ」あ 

Ecabet sodium hydrate 1000㎎1.5g1

包  〔沢井〕

〔先発品〕ガストローム顆粒66.7%

【効】①胃潰瘍．②次記疾患の胃粘膜病

変（びらん，出血，発赤，浮腫）の改

善：急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期

【用】（内）1回1g（本剤として1.5g），1

日2回（朝食後，就寝前）．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

（エソメプラゾールマグネシウム水和

物）Esomeprazole magnesium 

hydrate

ネキシウム懸濁用顆粒分包
10㎎（要時）

Nexium 10㎎1包  〔第一三共〕

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部

潰瘍，Zollinger-Ellison症候群．②逆

流性食道炎．③非びらん性胃食道逆流

症．④非ステロイド性抗炎症薬投与時

における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再

発抑制．⑤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． ⑥ 次 記 に お け る ヘ リ コ バ ク

ター・ピロリの除菌の補助：胃潰瘍，

十二指腸潰瘍，胃MALTリンパ腫，

特発性血小板減少性紫斑病，早期胃癌

に対する内視鏡的治療後胃，ヘリコバ

クター・ピロリ感染胃炎

【用】（内）①成人：1回20㎎を用時水で

懸濁して1日1回．胃潰瘍，吻合部潰瘍

では8週間まで，十二指腸潰瘍では6週

間まで．小児：1歳以上の幼児及び小

児に体重20㎏未満では1回10㎎，体重

20㎏以上では1回10～20㎎を用時水で

懸濁して1日1回．胃潰瘍，吻合部潰瘍

では8週間まで，十二指腸潰瘍では6週

間まで．②成人：1回20㎎を用時水で

懸濁して1日1回．8週間まで．再発・

再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療

法においては，1回10～20㎎を用時水

で懸濁して1日1回．小児：1歳以上の

幼児及び小児に体重20㎏未満では1回

10㎎，体重20㎏以上では1回10～20㎎

を用時水で懸濁して1日1回．8週間ま

で．③成人：1回10㎎を用時水で懸濁

して1日1回．4週間まで．小児：1歳以

上の幼児及び小児に1回10㎎を用時水

で懸濁して1日1回．4週間まで．④⑤1

回20㎎を用時水で懸濁して1日1回．⑥

エソメプラゾールとして1回20㎎を用

時水で懸濁して，アモキシシリン水和

物として1回750㎎及びクラリスロマイ

シンとして1回200㎎の3剤を同時に1日

2回，7日間．クラリスロマイシンは，

必要に応じて適宜増量可，ただし1回

400㎎1日2回まで．プロトンポンプイ

ンヒビター，アモキシシリン水和物及

びクラリスロマイシンの3剤投与によ

るヘリコバクター・ピロリの除菌治療

が不成功の場合は，これに代わる治療

として，エソメプラゾールとして1回

20㎎を用時水で懸濁して，アモキシシ

リン水和物として1回750㎎及びメトロ

ニダゾールとして1回250㎎の3剤を同

時に1日2回，7日間

……………………………………………

（エソメプラゾールマグネシウム水和

物）Esomeprazole magnesium 

hydrate

ネキシウム懸濁用顆粒分包
20㎎（院外）

Nexium 20㎎1包  〔第一三共〕

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部

潰瘍，Zollinger-Ellison症候群．②逆

流性食道炎．③非ステロイド性抗炎症

薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸

潰瘍の再発抑制．④低用量アスピリン
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回

……………………………………………

（ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩）

Roxatidine acetate hydrochloride

アルタットカプセル75㎎（院
外）

Altat 75㎎1カプセル  〔あすか〕

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部

潰瘍，逆流性食道炎．②Zollinger-El-

lison症候群．③麻酔前投薬．④次記

疾患の胃粘膜病変（びらん，出血，発

赤，浮腫）の改善：急性胃炎，慢性胃

炎の急性増悪期

【用】（内）①1回75㎎を1日2回（朝食

後，就寝前又は夕食後）．1回150㎎を1

日1回（就寝前）投与も可．小児：体

重30㎏未満では1回37.5㎎を，体重30

㎏以上では1回75㎎を1日2回（朝食

後，就寝前又は夕食後）．年齢，症状

により適宜増減．②1回75㎎を1日2回

（朝食後，就寝前又は夕食後）．小児：

体重30㎏未満では1回37.5㎎を，体重

30㎏以上では1回75㎎を1日2回（朝食

後，就寝前又は夕食後）．年齢，症状

により適宜増減．③1回75㎎を手術前

日就寝前及び手術当日麻酔導入2時間

前の2回．1回150㎎を手術前日就寝前

に1回投与も可．小児：体重30㎏未満

では1回37.5㎎を，体重30㎏以上では1

回75㎎を手術前日就寝前及び手術当日

麻酔導入2時間前の2回．④1回75㎎を1

日1回（就寝前又は夕食後）．小児：体

重30㎏未満では1回37.5㎎を，体重30

㎏以上では1回75㎎を1日1回（就寝前

又は夕食後）．年齢，症状により適宜

増減

……………………………………………

2329．その他の消化性潰瘍用剤
 

（アルギン酸ナトリウム）Sodium 

alginate

アルロイドG内用液5%
Alloid G 50㎎1mL  〔カイゲン〕

【効】①次記疾患における止血及び自覚

症状の改善：胃・十二指腸潰瘍，びら

ん性胃炎．逆流性食道炎における自覚

症状の改善．②胃生検の出血時の止血

【用】（内）①1回1～3g（本剤として20

～60mL）を1日3～4回，空腹時．経口

投与が不可能な場合には，ゾンデで経

鼻的に投与．②1回0.5～1.5g（本剤と

して10 ～ 30mL）を経内視鏡的に投与

するか，1回1.5g（本剤として30mL）

を経口．いずれの場合も，年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

（イルソグラジンマレイン酸塩）

Irsogladine maleate

イルソグラジンマレイン酸塩
錠2㎎「日医工」あ 

Irsogladine maleate 2㎎1錠  〔日医工〕

〔先発品〕ガスロンN錠2㎎

ガスロンN・OD錠2㎎（院外）
Gaslon N OD 2㎎1錠  〔日本新薬〕

【効】①胃潰瘍．②次の疾患の胃粘膜病

変（びらん，出血，発赤，浮腫）の改

善：急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期

【用】（内）1日4㎎を1～2回に分割．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（エカベトナトリウム水和物）Ecabet 

sodium hydrate

ガストローム顆粒66.7%（院
外）

Gastrom 1000㎎1.5g1包  〔田辺三菱〕
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間．クラリスロマイシンは，増量可，

ただし1回400㎎1日2回まで．プロトン

ポンプインヒビター，アモキシシリン

水和物及びクラリスロマイシンの3剤

投与によるヘリコバクター・ピロリの

除菌治療が不成功の場合は，これに代

わる治療として，エソメプラゾールと

して1回20㎎，アモキシシリン水和物

として1回750㎎及びメトロニダゾール

として1回250㎎の3剤を同時に1日2

回，7日間

……………………………………………

（エソメプラゾールマグネシウム水和

物）Esomeprazole magnesium 

hydrate

ネキシウムカプセル20㎎
Nexium 20㎎1カプセル  〔第一三共〕

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部

潰瘍，Zollinger-Ellison症候群．②逆

流性食道炎．③非ステロイド性抗炎症

薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸

潰瘍の再発抑制．④低用量アスピリン

投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰

瘍の再発抑制．⑤次記におけるヘリコ

バクター・ピロリの除菌の補助：胃潰

瘍，十二指腸潰瘍，胃MALTリンパ

腫，特発性血小板減少性紫斑病，早期

胃癌に対する内視鏡的治療後胃，ヘリ

コバクター・ピロリ感染胃炎

【用】（内）①成人：1回20㎎を1日1回．

胃潰瘍，吻合部潰瘍では8週間まで，

十二指腸潰瘍では6週間まで．小児：

体重20㎏以上では1回10～20㎎を1日1

回．胃潰瘍，吻合部潰瘍では8週間ま

で，十二指腸潰瘍では6週間まで．②

成人：1回20㎎を1日1回．8週間まで．

再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の

維持療法においては，1回10～20㎎を

1日1回．小児：体重20㎏以上では1回

10～20㎎を1日1回．8週間まで．③④

1回20㎎を1日1回．⑤エソメプラゾー

ルとして1回20㎎，アモキシシリン水

和物として1回750㎎及びクラリスロマ

イシンとして1回200㎎の3剤を同時に1

日2回，7日間．クラリスロマイシン

は，必要に応じて適宜増量可，ただし

1回400㎎1日2回まで．プロトンポンプ

インヒビター，アモキシシリン水和物

及びクラリスロマイシンの3剤投与に

よるヘリコバクター・ピロリの除菌治

療が不成功の場合は，これに代わる治

療として，エソメプラゾールとして1

回20㎎，アモキシシリン水和物として

1回750㎎及びメトロニダゾールとして

1回250㎎の3剤を同時に1日2回，7日間

……………………………………………

（オメプラゾール）Omeprazole

オメプラゾール注射用20㎎
「日医工」あ 

Omeprazole 20㎎1瓶  〔日医工〕

〔先発品〕オメプラール注用20

【効】①経口投与不可能な次記の疾患：

出血を伴う胃潰瘍，十二指腸潰瘍，急

性ストレス潰瘍及び急性胃粘膜病変．

②経口投与不可能なZollinger-Ellison

症候群

【用】（注）1回20㎎を，生理食塩液又は

5%ブドウ糖注射液に混合して1日2回

点滴静注，或いは生理食塩液又は5%

ブドウ糖注射液20mLに溶解して1日2

回緩徐に静注

……………………………………………

（スクラルファート水和物）Sucral-

fate hydrate

アルサルミン細粒90%
Ulcerlmin 900㎎1g1包  〔日医工〕

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍．②次記

疾患の胃粘膜病変（びらん，出血，発

赤，浮腫）の改善：急性胃炎，慢性胃

炎の急性増悪期
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投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰

瘍の再発抑制．⑤次記におけるヘリコ

バクター・ピロリの除菌の補助：胃潰

瘍，十二指腸潰瘍，胃MALTリンパ

腫，特発性血小板減少性紫斑病，早期

胃癌に対する内視鏡的治療後胃，ヘリ

コバクター・ピロリ感染胃炎

【用】（内）①成人：1回20㎎を用時水で

懸濁して1日1回．胃潰瘍，吻合部潰瘍

では8週間まで，十二指腸潰瘍では6週

間まで．小児：1歳以上の幼児及び小

児に体重20㎏未満では1回10㎎，体重

20㎏以上では1回10～20㎎を用時水で

懸濁して1日1回．胃潰瘍，吻合部潰瘍

では8週間まで，十二指腸潰瘍では6週

間まで．②成人：1回20㎎を用時水で

懸濁して1日1回．8週間まで．再発・

再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療

法においては，1回10～20㎎を用時水

で懸濁して1日1回．小児：1歳以上の

幼児及び小児に体重20㎏未満では1回

10㎎，体重20㎏以上では1回10～20㎎

を用時水で懸濁して1日1回．8週間ま

で．③④1回20㎎を用時水で懸濁して1

日1回．⑤エソメプラゾールとして1回

20㎎を用時水で懸濁して，アモキシシ

リン水和物として1回750㎎及びクラリ

スロマイシンとして1回200㎎の3剤を

同時に1日2回，7日間．クラリスロマ

イシンは，適宜増量可，ただし1回400

㎎1日2回まで．プロトンポンプインヒ

ビター，アモキシシリン水和物及びク

ラリスロマイシンの3剤投与によるヘ

リコバクター・ピロリの除菌治療が不

成功の場合は，これに代わる治療とし

て，エソメプラゾールとして1回20㎎

を用時水で懸濁して，アモキシシリン

水和物として1回750㎎及びメトロニダ

ゾールとして1回250㎎の3剤を同時に1

日2回，7日間

……………………………………………

（エソメプラゾールマグネシウム水和

物）Esomeprazole magnesium 

hydrate

ネキシウムカプセル10㎎
Nexium 10㎎1カプセル  〔第一三共〕

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部

潰瘍，Zollinger-Ellison症候群．②逆

流性食道炎．③非びらん性胃食道逆流

症．④非ステロイド性抗炎症薬投与時

における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再

発抑制．⑤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． ⑥ 次 記 に お け る ヘ リ コ バ ク

ター・ピロリの除菌の補助：胃潰瘍，

十二指腸潰瘍，胃MALTリンパ腫，

特発性血小板減少性紫斑病，早期胃癌

に対する内視鏡的治療後胃，ヘリコバ

クター・ピロリ感染胃炎

【用】（内）①成人：1回20㎎を1日1回．

胃潰瘍，吻合部潰瘍では8週間まで，

十二指腸潰瘍では6週間まで．小児：1

歳以上の幼児及び小児に体重20㎏未満

では1回10㎎，体重20㎏以上では1回10

～ 20㎎を1日1回．胃潰瘍，吻合部潰

瘍では8週間まで，十二指腸潰瘍では6

週間まで．②成人：1回20㎎を1日1

回．8週間まで．再発・再燃を繰り返

す逆流性食道炎の維持療法において

は，1回10 ～ 20㎎を1日1回．小児：1

歳以上の幼児及び小児に体重20㎏未満

では1回10㎎，体重20㎏以上では1回10

～ 20㎎を1日1回．8週間まで．③成

人：1回10㎎を1日1回．4週間まで．小

児：1歳以上の幼児及び小児に1回10㎎

を1日1回．4週間まで．④⑤1回20㎎を

1日1回．⑥エソメプラゾールとして1

回20㎎，アモキシシリン水和物として

1回750㎎及びクラリスロマイシンとし

て1回200㎎の3剤を同時に1日2回，7日
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（ベネキサート塩酸塩ベータデクス）

Benexate hydrochloride betadex

ウルグートカプセル200㎎（院
外）

Ulgut 200㎎1カプセル  〔共和〕

【効】①次記疾患の胃粘膜病変（びら

ん，出血，発赤，浮腫）の改善：急性

胃炎，慢性胃炎の急性増悪期．②胃潰

瘍

【用】（内）1回400㎎を1日2回朝食後及

び就寝前．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ボノプラザンフマル酸塩）Vonopra-

zan fumarate

タケキャブ錠10㎎
Takecab 10㎎1錠  〔武田〕

タケキャブ錠20㎎
Takecab 20㎎1錠

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍．②逆流

性食道炎．③低用量アスピリン投与時

における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再

発抑制．④非ステロイド性抗炎症薬投

与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍

の再発抑制．⑤次記におけるヘリコバ

クター・ピロリの除菌の補助：胃潰

瘍，十二指腸潰瘍，胃MALTリンパ

腫，特発性血小板減少性紫斑病，早期

胃癌に対する内視鏡的治療後胃，ヘリ

コバクター・ピロリ感染胃炎

【用】（内）①1回20㎎を1日1回．胃潰瘍

では8週間まで，十二指腸潰瘍では6週

間まで．②1回20㎎を1日1回．通常4週

間まで，効果不十分の場合は8週間ま

で．さらに再発・再燃を繰り返す逆流

性食道炎の維持療法においては，1回

10㎎を1日1回，効果不十分の場合は，

1回20㎎を1日1回投与可．③④1回10㎎

を1日1回．⑤ボノプラザンとして1回

20㎎，アモキシシリン水和物として1

回750㎎及びクラリスロマイシンとし

て1回200㎎の3剤を同時に1日2回，7日

間投与．なお，クラリスロマイシンは

必要に応じて適宜増量可．1回400㎎1

日2回まで．プロトンポンプインヒビ

ター，アモキシシリン水和物及びクラ

リスロマイシンの3剤投与によるヘリ

コバクター・ピロリの除菌治療が不成

功の場合は，これに代わる治療とし

て，ボノプラザンとして1回20㎎，ア

モキシシリン水和物として1回750㎎及

びメトロニダゾールとして1回250㎎の

3剤を同時に1日2回，7日間投与

……………………………………………

（ポラプレジンク）Polaprezinc

プロマックD錠75（院外）
Promac D 75㎎1錠  〔ゼリア〕

ポラプレジンクOD錠75㎎「サ
ワイ」あ 

Polaprezinc OD 75㎎1錠  〔沢井〕

〔先発品〕プロマックD錠75

【効】胃潰瘍

【用】（内）1回75㎎を1日2回朝食後及び

就寝前．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ミソプロストール）Misoprostol

サイトテック錠200 お
Cytotec 200μg1錠  〔ファイザー〕

【効】非ステロイド性消炎鎮痛剤の長期

投与時にみられる胃潰瘍及び十二指腸

潰瘍

【用】（内）1回200μgを1日4回（毎食後

及び就寝前）．年齢，症状により適宜

増減．妊娠する可能性のある婦人に投

与する際には別途配布の安全対策リー

フレットを参照

……………………………………………

（ラベプラゾールナトリウム）

Rabeprazole sodium

パリエット錠5㎎
Pariet 5㎎1錠  〔EA〕
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【用】（内）1回1～1.2gずつ，1日3回．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（スクラルファート水和物）Sucral-

fate hydrate

アルサルミン内用液10%（院
外）

Ulcerlmin 1000㎎10mL1包  〔日医工〕

スクラルファート内用液10%
「日医工」（院外）あ 

Sucralfate 1.0g10mL1包

〔先発品〕アルサルミン内用液10%

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍．②次記

疾患の胃粘膜病変（びらん，出血，発

赤，浮腫）の改善：急性胃炎，慢性胃

炎の急性増悪期

【用】（内）1回10mLを1日3回．年齢，症

状により適宜増減

……………………………………………

（スルピリド）Sulpiride

スルピリド錠50㎎「サワイ」
あ 

Sulpiride 50㎎1錠  〔沢井〕

〔先発品〕ドグマチール錠50㎎

【効】①胃・十二指腸潰瘍．②統合失調

症．③うつ病・うつ状態

【用】（内）①1日150㎎を3回に分割．症

状により適宜増減．②1日300～600㎎

を分割．年齢，症状により適宜増減．

1日1200㎎まで．③1日150 ～ 300㎎を

分割．年齢，症状により適宜増減．1

日600㎎まで

……………………………………………

（セトラキサート塩酸塩）Cetraxate 

hydrochloride

ノイエルカプセル200㎎（院
外）

Neuer 200㎎1カプセル 

 〔第一三共エスファ〕

【効】①次の疾患の胃粘膜病変（びら

ん，出血，発赤，浮腫）の改善：急性

胃炎，慢性胃炎の急性増悪期．②胃潰

瘍

【用】（内）1回200㎎1日3 ～ 4回食後お

よび就寝前．年齢，症状により適宜増

減

……………………………………………

（ソファルコン）Sofalcone

ソロン細粒20%（院外）
Solon 100㎎0.5g1包  〔大正製薬〕

【効】①次記疾患の胃粘膜病変（びら

ん，出血，発赤，浮腫）の改善：急性

胃炎，慢性胃炎の急性増悪期．②胃潰

瘍

【用】（内）1回100㎎を1日3回．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

（テプレノン）Teprenone

セルベックス細粒10%
Selbex 50㎎0.5g1包  〔EA〕

セルベックスカプセル
50㎎（院外）

Selbex 50㎎1カプセル

【効】①次記疾患の胃粘膜病変（びら

ん，出血，発赤，浮腫）の改善：急性

胃炎，慢性胃炎の急性増悪期．②胃潰

瘍

【用】（内）150㎎を1日3回に分割食後．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（トロキシピド）Troxipide

アプレース錠100㎎（院外）
Aplace 100㎎1錠  〔杏林〕

【効】①胃潰瘍．②次の疾患の胃粘膜病

変（びらん，出血，発赤，浮腫）の改

善：急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期

【用】（内）1回100㎎を1日3回食後．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………
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ブドウ糖注射液20mLに溶解して1日2

回緩徐に静注

……………………………………………

（ランソプラゾール）Lansoprazole

ランソプラゾールカプセル
30㎎「サワイ」あ 

Lansoprazole 30㎎1カプセル  〔沢井〕

〔先発品〕タケプロンカプセル30

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部

潰瘍，Zollinger-Ellison症候群．②逆

流性食道炎．③次記におけるヘリコバ

クター・ピロリの除菌の補助：胃潰

瘍，十二指腸潰瘍，胃MALTリンパ

腫，特発性血小板減少性紫斑病，早期

胃癌に対する内視鏡的治療後胃，ヘリ

コバクター・ピロリ感染胃炎．④非び

らん性胃食道逆流症（カプセル15の

み）

【用】（内）①1日1回30㎎．胃潰瘍，吻

合部潰瘍では8週間まで，十二指腸潰

瘍では6週間まで．②1日1回30㎎を8週

間まで．再発・再燃を繰り返す逆流性

食道炎の維持療法においては1日1回15

㎎，効果不十分な場合1日1回30㎎投与

できる．③ランソプラゾール1回30

㎎，アモキシシリン水和物1回750㎎及

びクラリスロマイシン1回200㎎の3剤

を同時に1日2回，7日間投与．クラリ

スロマイシンは必要に応じて1回400㎎

1日2回まで．プロトンポンプインヒビ

ター，アモキシシリン水和物及びクラ

リスロマイシンの3剤投与によるヘリ

コバクター・ピロリの除菌治療が不成

功の場合は，これに代わる治療とし

て，ランソプラゾール1回30㎎，アモ

キシシリン水和物1回750㎎及びメトロ

ニダゾール1回250㎎の3剤を同時に1日

2回，7日間投与．④1日1回15㎎を4週

間まで

……………………………………………

（ランソプラゾール）Lansoprazole

ランソプラゾールOD錠15㎎
「サワイ」あ 

Lansoprazole OD 15㎎1錠  〔沢井〕

〔先発品〕タケプロンOD錠15

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部

潰瘍，Zollinger-Ellison症候群．②逆

流性食道炎．③非びらん性胃食道逆流

症（OD錠15のみ）．④低用量アスピ

リン投与時における胃潰瘍又は十二指

腸潰瘍の再発抑制（OD錠15㎎のみ）．

⑤非ステロイド性抗炎症薬投与時にお

ける胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑

制（OD錠15㎎のみ）．⑥次記におけ

るヘリコバクター・ピロリの除菌の補

助： 胃 潰 瘍， 十 二 指 腸 潰 瘍， 胃

MALTリンパ腫，特発性血小板減少

性紫斑病，早期胃癌に対する内視鏡的

治療後胃，ヘリコバクター・ピロリ感

染胃炎

【用】（内）①1日1回30㎎．胃潰瘍，吻

合部潰瘍では8週間まで，十二指腸潰

瘍では6週間まで．②1日1回30㎎を8週

間まで．再発・再燃を繰り返す逆流性

食道炎の維持療法においては1日1回15

㎎，効果不十分な場合1日1回30㎎投与

できる．③1日1回15㎎を4週間まで．

④⑤1日1回15㎎．⑥ランソプラゾール

1回30㎎，アモキシシリン水和物1回

750㎎及びクラリスロマイシン1回200

㎎の3剤を同時に1日2回，7日間投与．

クラリスロマイシンは必要に応じて増

量可．1回400㎎1日2回まで．プロトン

ポンプインヒビター，アモキシシリン

水和物及びクラリスロマイシンの3剤

投与によるヘリコバクター・ピロリの

除菌治療が不成功の場合は，これに代

わる治療として，ランソプラゾール1

回30㎎，アモキシシリン水和物1回750

㎎及びメトロニダゾール1回250㎎の3
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パリエット錠10㎎（院外）
Pariet 10㎎1錠

ラベプラゾールNa塩錠10㎎
「明治」あ 

Rabeprazole sodium 10㎎1錠 

 〔Meiji Seika〕

〔先発品〕パリエット錠10㎎

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部

潰瘍，Zollinger-Ellison症候群．②逆

流性食道炎．③非びらん性胃食道逆流

症．④低用量アスピリン投与時におけ

る胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑

制．⑤次記におけるヘリコバクター・

ピロリの除菌の補助：胃潰瘍，十二指

腸潰瘍，胃MALTリンパ腫，特発性

血小板減少性紫斑病，早期胃癌に対す

る 内 視 鏡 的 治 療 後 胃， ヘ リ コ バ ク

ター・ピロリ感染胃炎

【用】（内）①1日1回10㎎，病状により1

日1回20㎎．胃潰瘍，吻合部潰瘍では8

週間まで，十二指腸潰瘍では6週間ま

で．②〈治療〉　1日1回10㎎，病状に

より1日1回20㎎．8週間まで．プロト

ンポンプインヒビターによる治療で効

果不十分な場合，1回10㎎又は1回20㎎

を1日2回，さらに8週間投与可．1回20

㎎1日2回投与は重度の粘膜傷害を有す

る場合に限る．〈維持療法〉　再発・再

燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法

においては1日1回10㎎．プロトンポン

プインヒビターによる治療で効果不十

分な場合，1回10㎎を1日2回経口投

与．③1日1回10㎎．4週間まで．④ラ

ベプラゾールナトリウムとして1回10

㎎，アモキシシリン水和物として1回

750㎎及びクラリスロマイシンとして1

回200㎎の3剤を同時に1日2回，7日

間．必要に応じて適宜増量可．1回400

㎎1日2回を上限とする．プロトンポン

プインヒビター，アモキシシリン水和

物及びクラリスロマイシンの3剤投与

によるヘリコバクター・ピロリの除菌

治療が不成功の場合は，ラベプラゾー

ルナトリウムとして1回10㎎，アモキ

シシリン水和物として1回750㎎及びメ

トロニダゾールとして1回250㎎の3剤

を同時に1日2回，7日間

……………………………………………

（ラベプラゾールナトリウム）

Rabeprazole sodium

パリエット錠20㎎（院外）
Pariet 20㎎1錠  〔EA〕

ラベプラゾールNa塩錠20㎎
「明治」あ 

Rabeprazole sodium 20㎎1錠 

 〔Meiji Seika〕

〔先発品〕パリエット錠20㎎

【効】①胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部

潰瘍，Zollinger-Ellison症候群．②逆

流性食道炎

【用】（内）①1日1回10㎎，病状により1

日1回20㎎．胃潰瘍，吻合部潰瘍では8

週間まで，十二指腸潰瘍では6週間ま

で．②1日1回10㎎，病状により1日1回

20㎎．8週間まで．プロトンポンプイ

ンヒビターによる治療で効果不十分な

場合，1回10㎎又は1回20㎎を1日2回，

さらに8週間投与可．1回20㎎1日2回投

与は重度の粘膜傷害を有する場合に限

る

……………………………………………

（ランソプラゾール）Lansoprazole

タケプロン静注用30㎎
Takepron 30㎎1瓶  〔武田テバ〕

【効】経口投与不可能な次記の疾患：出

血を伴う胃潰瘍，十二指腸潰瘍，急性

ストレス潰瘍及び急性胃粘膜病変

【用】（注）1回30㎎を，生理食塩液又は

5%ブドウ糖注射液に混合して1日2回

点滴静注，或いは生理食塩液又は5%
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エクセラーゼ配合錠（院外）
あ 

Excelase 1錠  〔Meiji Seika〕

1錠中：

サナクターゼM 50㎎（外層）

メイセラーゼ 50㎎（外層）

プロクターゼ 100㎎（外層）

オリパーゼ2S 20㎎（外層）

膵臓性消化酵素TA 100㎎（腸溶性内

核錠）

【効】消化異常症状の改善

【用】（内）1回1錠を1日3回食直後．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

タフマックE配合カプセル
Toughmac E 1カプセル  〔小野〕

1カプセル中：

ジアスメン 50㎎

ジアスターゼ 40㎎

オノテース 10㎎

モルシン 20㎎

ボンラーゼ 45㎎

セルロシンA.P． 20㎎

パンクレアチン 120㎎

ポリパーゼ 30㎎

オノプローゼA 40㎎

【効】消化異常症状の改善

【用】（内）1回1～2カプセルを1日2～3

回食後．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

ベリチーム配合顆粒
Berizym 1g1包  〔共和〕

1g中：

腸溶性部分：

濃厚膵臓性消化酵素 312.5㎎

胃溶性部分：

アスペルギルス産生消化酵素 75㎎

細菌性脂肪分解酵素 62.5㎎

繊維素分解酵素 37.5㎎

【効】消化異常症状の改善

【用】（内）1回0.4～1gを1日3回食後．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

234．制酸剤
2343．アルミニウム化合物製剤
 

（天然ケイ酸アルミニウム）Natural 

aluminum silicate

アドソルビン原末
Adsorbin 原末  〔アルフレッサ〕

【効】下痢症

【用】（内）1 日 3 ～ 10gを 3 ～ 4 回 に 分

割．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

2344．無機塩製剤
 

（酸化マグネシウム）Magnesium 

oxide

重質酸化マグネシウム「ホエ
イ」（院外）

Magnesium oxide 原末  〔マイラン〕

マグミット錠250㎎あ 
Magmitt 250㎎1錠  〔丸石〕

【効】①次記疾患における制酸作用と症

状の改善：胃・十二指腸潰瘍，胃炎

（急・慢性胃炎，薬剤性胃炎を含む），

上部消化管機能異常（神経性食思不

振，いわゆる胃下垂症，胃酸過多症を

含む）．②便秘症．③尿路シュウ酸カ

ルシウム結石の発生予防

【用】（内）①1日0.5 ～ 1.0gを数回に分

割．②1日2gを食前又は食後の3回に

分割，又は就寝前に1回．③1日0.2～

0.6gを多量の水とともに．いずれの場

合も年齢，症状により適宜増減

……………………………………………
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剤を同時に1日2回，7日間投与

……………………………………………

（レバミピド）Rebamipide

ムコスタ錠100㎎（院外）
Mucosta 100㎎1錠  〔大塚〕

レバミピド錠100㎎「オーツ
カ」あ 

Rebamipide 100㎎1錠  〔大塚製薬工場〕

〔先発品〕ムコスタ錠100㎎

【効】①胃潰瘍．②次記疾患の胃粘膜病

変（びらん，出血，発赤，浮腫）の改

善：急性胃炎，慢性胃炎の急性増悪期

【用】（内）①1回100㎎を1日3回，朝，

夕及び就寝前．②1回100㎎を1日3回

……………………………………………

コランチル配合顆粒（院外）
Kolantyl 1g1包  〔共和〕

1g中：

ジサイクロミン塩酸塩 5㎎

乾燥水酸化アルミニウムゲル 400㎎

酸化マグネシウム 200㎎

【効】次記疾患における自覚症状及び他

覚所見の改善：胃潰瘍，十二指腸潰

瘍，胃炎

【用】（内）1回1～2gを1日3～4回．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

マーズレンS配合顆粒（院外）
Marzulene S 0.5g1包，0.67g1包  〔EA〕

1g中：

アズレンスルホン酸ナトリウム水和

物（水溶性アズレン） 3㎎

L-グルタミン 990㎎

【効】次記疾患における自覚症状及び他

覚所見の改善：胃潰瘍，十二指腸潰

瘍，胃炎

【用】（内）1日1.5～2.0gを3～4回に分

割．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

233．健胃消化剤
2331．消化酵素製剤
 

（パンクレアチン）Pancreatin

パンクレアチン「ファイザー」
原末（要時）

Pancreatin 原末  〔ファイザー〕

【効】消化異常症状の改善

【用】（内）1回1g1日3回食後．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

（パンクレリパーゼ）Pancrelipase

リパクレオンカプセル150㎎
Lipacreon 150㎎1カプセル  〔EA〕

【効】膵外分泌機能不全における膵消化

酵素の補充

【用】（内）1 回 600 ㎎ を 1 日 3 回， 食 直

後．状態に応じて，適宜増減

……………………………………………

2339．その他の健胃消化剤
 

（β－ガラクトシダーゼ（ペニシリウ

ム））β-galactosidase (Penicillium)

ミルラクト細粒50%（要時）
Millact 0.25g0.5g1包  〔高田〕

【効】①乳児の乳糖不耐により生じる消

化不良の改善：一次性乳糖不耐症，二

次性乳糖不耐症（単一症候性下痢症，

急性消化不良症，感冒性下痢症，白色

便性下痢症，慢性下痢症，未熟児・新

生児の下痢）．②経管栄養食，経口流

動食等摂取時の乳糖不耐により生じる

下痢等の改善

【用】（内）①1回0.125～0.25g（本剤と

して0.25～0.5g）を少量の水又はお湯

（50℃以上にならないこと）で溶解

し，哺乳時に．②摂取乳糖量10gに対

して0.5g（本剤として1g）を食餌と共

に投与．症状により増減

……………………………………………
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2357．グリセリン製剤
 

（グリセリン）Glycerin

グリセリン「マルイシ」
Glycerin 原液  〔丸石〕

【効】浣腸液の調剤に，また，溶剤，軟

膏基剤，湿潤・粘滑剤として調剤に用

いる

……………………………………………

（グリセリン）Glycerin

グリセリン浣腸液50%「ケン
エー」（旧名称：ケンエーG浣
腸液50%）

Glycerin enema 50%30mL1個  〔健栄〕

グリセリン浣腸液50%「ケン
エー」（旧名称：ケンエーG浣
腸液50%）

Glycerin enema 50%60mL1個

グリセリン浣腸液50%「ケン
エー」（旧名称：ケンエーG浣
腸液50%）

Glycerin enema 50%120mL1個

【効】便秘，腸疾患時の排便

【用】（外）1回10～150mLを直腸内に注

入．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

2359．その他の下剤，浣腸剤
 

（エロビキシバット水和物）Elobixi-

bat hydrate

グーフィス錠5㎎
Goofice 5㎎1錠  〔EA〕

【効】慢性便秘症（器質的疾患による便

秘を除く）

【用】（内）10㎎を1日1回食前．症状に

より適宜増減，最高用量1日15㎎まで

……………………………………………

（ナルデメジントシル酸塩）Naldeme-

dine tosilate

スインプロイク錠0.2㎎
Symproic 0.2㎎1錠  〔塩野義〕

【効】オピオイド誘発性便秘症

【用】（内）0.2㎎を1日1回

……………………………………………

（ピコスルファートナトリウム水和物）

Sodium picosulfate hydrate

ラキソベロン錠2.5㎎（院外）
Laxoberon 2.5㎎1錠  〔帝人〕

ピコスルファートNa錠2.5㎎
「サワイ」あ 

Sodium picosulfate 2.5㎎1錠  〔沢井〕

〔先発品〕ラキソベロン錠2.5㎎

【効】①各種便秘症．②術後排便補助．

③造影剤（硫酸バリウム）投与後の排

便促進

【用】（内）①1日1回5 ～ 7.5㎎．7 ～ 15

歳の小児：1日1回5㎎．②③1日1回5

～7.5㎎．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ピコスルファートナトリウム水和物）

Sodium picosulfate hydrate

ラキソベロン内用液0.75%（院
外）

Laxoberon 75㎎10mL1本  〔帝人〕

ピコスルファートナトリウム
内用液0.75%「CHOS」あ 

Sodium picosulfate 75㎎10mL1本 

 〔ファイザー〕

〔先発品〕ラキソベロン内用液0.75%

【効】①各種便秘症．②術後排便補助．

③造影剤（硫酸バリウム）投与後の排

便促進．④手術前における腸管内容物

の排除．⑤大腸検査（X線・内視鏡）

前処置における腸管内容物の排除

【用】（内）①1日1回0.67～1.0mL（10～

15滴）．小児：1日1回，次の基準で経

口 投 与： 年 齢 6 か 月 以 下 0.13mL（2
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（炭酸水素ナトリウム）Sodium bicar-

bonate

炭酸水素ナトリウム錠500㎎
「ファイザー」あ 

Sodium bicarbonate 500㎎1錠 

 〔マイラン〕

炭酸水素ナトリウム「ケン
エー」

Sodium bicarbonate 1g1包  〔健栄〕

【効】①次の疾患における制酸作用と症

状の改善：胃・十二指腸潰瘍，胃炎

（急・慢性胃炎，薬剤性胃炎を含む），

上部消化管機能異常（神経性食思不

振，いわゆる胃下垂症，胃酸過多症を

含む）．アシドーシスの改善，尿酸排

泄の促進と痛風発作の予防．②含嗽・

吸入：上気道炎の補助療法（粘液溶

解）

【用】①（内）1 日 3 ～ 5gを 数 回 に 分

割．年齢，症状により適宜増減．②

（含嗽・吸入）1回1～2%液100mLを1日

数回．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

2349．その他の制酸剤
 

マーロックス懸濁用配合顆粒
あ 

Maalox 1.2g1包  〔サノフィ〕

1g中：

乾燥水酸化アルミニウムゲル 448㎎

（酸化アルミニウムとして224㎎）

水酸化マグネシウム 400㎎

【効】次記疾患における制酸作用と症状

の改善：胃・十二指腸潰瘍，胃炎，上

部消化管機能異常

【用】（内）1日1.6g ～ 4.8gを数回に分

割し，本品1gに対し用時約10mLの水

に懸濁又はそのまま．年齢・症状によ

り適宜増減

……………………………………………

マグテクト配合内服液（要時）
あ 

Magtect 10mL  〔日医工〕

100mL中：

水酸化アルミニウムゲル 56g

（酸化アルミニウムとして2.24g含

有）

水酸化マグネシウム 4g

【効】次記疾患における制酸作用と症状

の改善：胃・十二指腸潰瘍，胃炎，上

部消化管機能異常

【用】（内）1 日 16 ～ 48mLを 数 回 に 分

割．年齢・症状により適宜増減

……………………………………………

235．下剤，浣腸剤
2354．植物性製剤
 

（センナエキス）Senna extract

ヨーデルS糖衣錠－80あ 
Yodel S 80㎎1錠  〔藤本〕

【効】便秘症

【用】（内）1回80㎎就寝前．高度の便秘

には1回160～240㎎を頓用，連用の場

合には1回40 ～ 80㎎毎食後．小児（6

～12歳）：1回40㎎就寝前

……………………………………………

（センノシド）Sennoside

プルゼニド錠12㎎（院外）
Pursennid 12㎎1錠  〔田辺三菱〕

センノシド錠12㎎「ファイ
ザー」あ 

Sennoside 12㎎1錠  〔ファイザー〕

〔先発品〕プルゼニド錠12㎎

【効】便秘症

【用】（内）1日1回12～24㎎就寝前，高

度の便秘には1回48㎎まで．年齢，症

状により適宜増減

……………………………………………
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塩化カリウム 0.0251g

【効】慢性便秘症（器質的疾患による便

秘を除く）

【用】（内）水で溶解して経口投与． 

2歳以上7歳未満の幼児：初回用量とし

て1回1包を1日1回．以降，症状に応じ

て適宜増減，1日1～3回，最大投与量

は1日量として4包まで（1回量として2

包まで）．増量は2日以上の間隔をあけ

て行い，増量幅は1日量として1包ま

で． 

7歳以上12歳未満の小児：初回用量と

して1回2包を1日1回．以降，症状に応

じて適宜増減，1日1～3回，最大投与

量は1日量として4包まで（1回量とし

て2包まで）．増量は2日以上の間隔を

あけて行い，増量幅は1日量として1包

まで． 

成人及び12歳以上の小児：初回用量と

して1回2包を1日1回．以降，症状に応

じて適宜増減，1日1～3回，最大投与

量は1日量として6包まで（1回量とし

て4包まで）．増量は2日以上の間隔を

あけて行い，増量幅は1日量として2包

まで

……………………………………………

236．利胆剤
2362．胆汁酸製剤
 

（ウルソデオキシコール酸）Ursode-

oxycholic acid

ウルソ顆粒5%
Urso 50㎎1g  〔田辺三菱〕

【効】①次記疾患における利胆：胆道

（胆管・胆嚢）系疾患及び胆汁うっ滞

を伴う肝疾患．②慢性肝疾患における

肝機能の改善．③次記疾患における消

化不良：小腸切除後遺症，炎症性小腸

疾患．④外殼石灰化を認めないコレス

テロール系胆石の溶解

【用】（内）①②③1回50㎎を1日3回．年

齢，症状により適宜増減．④1日600㎎

を3回に分割．年齢，症状により適宜

増減

……………………………………………

（ウルソデオキシコール酸）Ursode-

oxycholic acid

ウルソ錠100㎎（院外）
Urso 100㎎1錠  〔田辺三菱〕

ウルソデオキシコール酸錠
100㎎「JG」あ 

Ursodeoxycholic acid 100㎎1錠 

 〔日本ジェネリック〕

〔先発品〕ウルソ錠100㎎

【効】①次記疾患における利胆：胆道

（胆管・胆嚢）系疾患及び胆汁うっ滞

を伴う肝疾患．②慢性肝疾患における

肝機能の改善．③次記疾患における消

化不良：小腸切除後遺症，炎症性小腸

疾患．④外殼石灰化を認めないコレス

テロール系胆石の溶解．⑤原発性胆汁

性肝硬変における肝機能の改善．⑥C

型慢性肝疾患における肝機能の改善

【用】（内）①②③1回50㎎を1日3回．年

齢，症状により適宜増減．④1日600㎎

を3回に分割．年齢，症状により適宜

増減．⑤⑥1日600㎎を3回に分割．年

齢，症状により適宜増減．1日900㎎ま

で

……………………………………………

239．その他の消化器官用薬
2391．鎮吐剤
 

（アプレピタント）Aprepitant

アプレピタントカプセル80㎎
「NK」あ 

Aprepitant 80㎎1カプセル 

 〔日本化薬〕

〔先発品〕イメンドカプセル80㎎
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滴），7 ～ 12か月0.20mL（3滴），1 ～ 3

歳 0.40mL（6 滴），4 ～ 6 歳 0.46mL（7

滴），7 ～ 15歳0.67mL（10滴）．年齢，

症状により適宜増減．②1日1回0.67～

1.0mL（10 ～ 15滴）．年齢，症状によ

り適宜増減．③0.40 ～ 1.0mL（6 ～ 15

滴）．年齢，症状により適宜増減．④

0.93mL（14滴）．年齢，症状により適

宜増減．⑤検査予定時間10 ～ 15時間

前に20mL．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ビサコジル）Bisacodyl

テレミンソフト坐薬2㎎（院
外）

Teleminsoft 2㎎1個  〔EA〕

【効】①便秘症．②消化管検査時又は手

術前後における腸管内容物の排除

【用】（外）通常1回，乳幼児は2㎎を，1

日1 ～ 2回肛門内に挿入．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

（ビサコジル）Bisacodyl

テレミンソフト坐薬10㎎
Teleminsoft 10㎎1個  〔EA〕

【効】①便秘症．②消化管検査時又は手

術前後における腸管内容物の排除

【用】（外）1回10㎎を1日1～2回肛門内

に挿入．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ルビプロストン）Lubiprostone

アミティーザカプセル12μg
Amitiza 12μg1カプセル 

 〔マイランEPD〕

アミティーザカプセル
24μg（院外）

Amitiza 24μg1カプセル

【効】慢性便秘症（器質的疾患による便

秘を除く）

【用】（内）1回24μgを1日2回，朝食後

及び夕食後．症状により適宜減量

……………………………………………

アローゼン顆粒
Alosenn 0.5g1包  〔サンファーマ〕

1g中：

センナ 577.9㎎

センナジツ 385.3㎎

【効】①便秘（痙攣性便秘は除く）．②

駆虫剤投与後の下剤

【用】（内）1 回 0.5 ～ 1.0gを 1 日 1 ～ 2

回．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

新レシカルボン坐剤
New lecicarbon 1個  〔ゼリア〕

1個（2.6g）中：

炭酸水素ナトリウム 0.500g

無水リン酸二水素ナトリウム 0.680g

【効】便秘症

【用】（外）1～2個を出来るだけ肛門内

深く挿入．重症の場合には1日2～3個

を数日間続けて挿入

……………………………………………

セチロ配合錠
Cetilo 1錠  〔ジェイドルフ〕

1錠中：

オウレン末 51㎎

センナ末 36㎎

ダイオウ末 69㎎

硫酸マグネシウム水和物 42㎎

酸化マグネシウム 69㎎

【効】便秘症

【用】（内）1回3錠，1日3回食後．頑固

な場合の頓用には1回4～5錠．年齢・

症状により適宜増減

……………………………………………

モビコール配合内用剤LD
Movicol 6.8523g1包  〔持田〕

1包（6.8523g）中：

マクロゴール4000 6.5625g

塩化ナトリウム 0.1754g

炭酸水素ナトリウム 0.0893g
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（アズレンスルホン酸ナトリウム水和

物）Azulene

アズノールST錠口腔用5㎎（院
外）

Azunol ST 5㎎1錠  〔日本新薬〕

【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1錠を1日4回左右いずれ

かの上顎の歯肉口唇移行部に挿入．症

状により適宜増減

……………………………………………

（イトプリド塩酸塩）Itopride 

hydrochloride

ガナトン錠50㎎（院外）
Ganaton 50㎎1錠  〔アステラス〕

【効】慢性胃炎における消化器症状（腹

部膨満感，上腹部痛，食欲不振，胸や

け，悪心，嘔吐）

【用】（内）1日150㎎を3回に分割，食

前．年齢，症状により適宜減量

……………………………………………

（インフリキシマブ（遺伝子組換え））

Infliximab (genetical recombination)

インフリキシマブBS点滴静注
用100㎎「NK」（要時）あ おけ

Infliximab BS 100㎎1瓶  〔日本化薬〕

【効】①既存治療で効果不十分な次記疾

患：関節リウマチ（関節の構造的損傷

の防止を含む）．ベーチェット病によ

る難治性網膜ぶどう膜炎．尋常性乾

癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬，乾癬

性紅皮症．強直性脊椎炎．②次のいず

れかの状態を示すクローン病の治療及

び維持療法（既存治療で効果不十分な

場合に限る）：中等度から重度の活動

期にある患者，外瘻を有する患者．③

中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療

（既存治療で効果不十分な場合に限る）

【用】（注）①〈関節リウマチ〉3㎎/㎏

を1回の投与量とし点滴静注．初回投

与後，2週，6週に投与し，以後8週間

の間隔で投与．6週の投与以後，効果

不十分又は効果が減弱した場合，投与

量の増量や投与間隔の短縮が可能．投

与量の増量や投与間隔の短縮は段階的

に行う．1回の投与量の上限は，8週間

の間隔であれば10㎎/㎏，投与間隔を

短縮した場合であれば6㎎/㎏とす

る．また，最短の投与間隔は4週間と

する．本剤は，メトトレキサート製剤

による治療に併用して用いること．

〈ベーチェット病による難治性網膜ぶ

どう膜炎〉5㎎/㎏を1回の投与量とし

点滴静注．初回投与後，2週，6週に投

与し，以後8週間の間隔で投与．〈乾

癬〉5㎎/㎏を1回の投与量とし点滴静

注．初回投与後，2週，6週に投与し，

以後8週間の間隔で投与．6週の投与以

後，効果不十分又は効果が減弱した場

合，投与量の増量や投与間隔の短縮が

可能．投与量の増量や投与間隔の短縮

は患者の状態に応じて段階的に行う．

1回の投与量の上限は，8週間の間隔で

あれば10㎎/㎏，投与間隔を短縮した

場合であれば6㎎．最短の投与間隔は4

週間．〈強直性脊椎炎〉5㎎/㎏を1回

の投与量とし点滴静注．初回投与後，

2週，6週に投与し，以後6 ～ 8週間の

間隔で投与．②5㎎/㎏を1回の投与量

とし点滴静注．初回投与後，2週，6週

に投与し，以後8週間の間隔で投与．6

週の投与以後，効果が減弱した場合，

投与量の増量や投与間隔の短縮が可

能．投与量を増量する場合10㎎/㎏を

1回の投与量とすることができる．投

与間隔を短縮する場合，5㎎/㎏を1回

の投与量とし，最短4週間の間隔で投

与することができる．③5㎎/㎏を1回

の投与量とし点滴静注．初回投与後，

2週，6週に投与し，以後8週間の間隔
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アプレピタントカプセル125㎎
「NK」あ 

Aprepitant 125㎎1カプセル

〔先発品〕イメンドカプセル125㎎

【効】抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）

投与に伴う消化器症状（悪心，嘔吐）

（遅発期を含む）

【用】（内）他の制吐剤との併用におい

て，成人及び12歳以上の小児には抗悪

性腫瘍剤投与1日目は125㎎，2日目以

降は80㎎を1日1回

……………………………………………

（グラニセトロン塩酸塩）Granis-

etron hydrochloride

カイトリル錠1㎎ お
Kytril 1㎎1錠  〔太陽ファルマ〕

【効】抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）

投与及び放射線照射に伴う消化器症状

（悪心，嘔吐）

【用】（内）1回2㎎を1日1回．年齢，症

状により適宜増減

……………………………………………

（グラニセトロン塩酸塩）Granis-

etron hydrochloride

グラニセトロン点滴静注バッ
グ1㎎/50mL「テバ」あ お

Granisetron 1㎎50mL1袋  〔武田テバ〕

【効】①抗悪性腫瘍剤（シスプラチン

等）投与に伴う消化器症状（悪心，嘔

吐）．②放射線照射に伴う消化器症状

（悪心，嘔吐）

【用】（注）①40μg/㎏を1日1回点滴静

注．年齢，症状により適宜増減，40

μg/㎏を1回追加できる．小児：40μg/

㎏を1日1回点滴静注．年齢，症状によ

り適宜増減，40μg/㎏を1回追加でき

る． ② 1 回 40μg/㎏ を 点 滴 静 注． 年

齢，症状により適宜増減．1日2回まで

……………………………………………

（パロノセトロン塩酸塩）Palonose-

tron hydrochloride

アロキシ静注0.75㎎ お
Aloxi 0.75㎎5mL1瓶  〔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

プロイメンド点滴静注用150㎎
Proemend 150㎎1瓶  〔小野〕

【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．ただし，150

㎎を超えない

……………………………………………

2399．他に分類されない消化器官
用薬

 

（アコチアミド塩酸塩水和物）

Acotiamide hydrochloride hydrate

アコファイド錠100㎎
Acofide 100㎎1錠  〔ゼリア〕

【効】機能性ディスペプシアにおける食

後膨満感，上腹部膨満感，早期満腹感

【用】（内）1回100㎎を1日3回，食前

……………………………………………
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（塩酸メトクロプラミド）Metoclo-

pramide hydrochloride

プリンペランシロップ
0.1%（院外）

Primperan 1㎎1mL  〔日医工〕

【効】①次の場合における消化器機能異

常（悪心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満

感）： 胃 炎， 胃・ 十 二 指 腸 潰 瘍， 胆

嚢・胆道疾患，腎炎，尿毒症，乳幼児

嘔吐，薬剤（制癌剤・抗生物質・抗結

核剤・麻酔剤）投与時，胃内・気管内

挿管時，放射線照射時，開腹術後．②

X線検査時のバリウムの通過促進

【用】（内）1日7.67 ～ 23.04㎎（塩酸メ

トクロプラミドとして10 ～ 30㎎，シ

ロ ッ プ：10 ～ 30mL） を 2 ～ 3 回 に 分

割，食前．小児：1日0.38～0.53㎎/㎏

（塩酸メトクロプラミドとして0.5 ～

0.7㎎/㎏，シロップ：0.5～0.7mL/㎏）

を2 ～ 3回に分割，食前．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

（セビメリン塩酸塩水和物）Cevime-

line hydrochloride hydrate

エボザックカプセル30㎎
Evoxac 30㎎1カプセル  〔第一三共〕

【効】シェーグレン症候群患者の口腔乾

燥症状の改善

【用】（内）1回30㎎を1日3回，食後

……………………………………………

（デカリニウム塩化物）Dequalinium 

chloride

SPトローチ0.25㎎「明治」あ 
SP 0.25㎎1錠  〔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

【用】（外）1回0.25㎎を1日6回，口中で

徐々に溶解させる．症状により適宜増

減

……………………………………………

（デキサメタゾン）Dexamethasone

デキサメタゾン口腔用軟膏
0.1%「NK」あ 

Dexamethasone 2㎎2g1本  〔日本化薬〕

〔先発品〕アフタゾロン口腔用軟膏0.1%

【効】びらん又は潰瘍を伴う難治性口内

炎又は舌炎

【用】（外）適量を1日1～数回患部に塗

布．症状により適宜増減

……………………………………………

（トリアムシノロンアセトニド）

Triamcinolone acetonide

アフタッチ口腔用貼付剤
25μg（院外）

Aftach 25μg1錠  〔帝人〕

【効】アフタ性口内炎

【用】（外）1 患 部 に 1 回 0.025 ㎎（1 錠）

ずつを，1日1～2回，白色面を患部粘

膜に付着させて用いる．症状により適

宜増量

……………………………………………

（トリメブチンマレイン酸塩）

Trimebutine maleate

セレキノン錠100㎎（院外）
Cerekinon 100㎎1錠  〔田辺三菱〕

トリメブチンマレイン酸塩錠
100㎎「日医工」あ 

Trimebutine maleate 100㎎1錠 

 〔日医工〕

〔先発品〕セレキノン錠100㎎

【効】①慢性胃炎における消化器症状

（腹部疼痛，悪心，あい気，腹部膨満

感）．②過敏性腸症候群

【用】（内）①1日量300㎎を3回に分割．

年齢，症状により適宜増減．②1日量

300～600㎎を3回に分割

……………………………………………

（ドンペリドン）Domperidone

ナウゼリン錠10（院外）
Nauzelin 10㎎1錠  〔協和キリン〕
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で投与

……………………………………………

（インフリキシマブ（遺伝子組換え））

Infliximab (genetical recombination)

レミケード点滴静注用100 おけ
Remicade 100㎎1瓶  〔田辺三菱〕

【効】既存治療で効果不十分な次記①～

④の疾患：①関節リウマチ（関節の構

造 的 損 傷 の 防 止 を 含 む）． ② ベ ー

チェット病による難治性網膜ぶどう膜

炎．③尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿

疱性乾癬，乾癬性紅皮症．④強直性脊

椎炎．⑤腸管型ベーチェット病，神経

型ベーチェット病，血管型ベーチェッ

ト病．⑥川崎病の急性期．⑦次のいず

れかの状態を示すクローン病の治療及

び維持療法（既存治療で効果不十分な

場合に限る）：中等度から重度の活動

期にある患者，外瘻を有する患者．⑧

中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療

（既存治療で効果不十分な場合に限る）

【用】（注）①3㎎/㎏を1回量とし点滴

静注．初回投与後，2週，6週に投与

し，以後8週間の間隔で．6週の投与以

後，効果不十分又は効果が減弱した場

合には，投与量の増量や投与間隔の短

縮が可能である．これらの投与量の増

量や投与間隔の短縮は段階的に行う．

1回の体重1㎏当たりの投与量の上限

は，8週間の間隔であれば10㎎，投与

間隔を短縮した場合であれば6㎎．最

短の投与間隔は4週間．メトトレキ

サート製剤による治療に併用して用い

る．1.2ミクロン以下のメンブラン

フィルターを用いたインラインフィル

ターを通して投与．②⑧5㎎/㎏を1回

量とし点滴静注．初回投与後，2週，6

週に投与し，以後8週間の間隔で．1.2

ミクロン以下のメンブランフィルター

を用いたインラインフィルターを通し

て投与．③5㎎/㎏を1回量とし点滴静

注．初回投与後，2週，6週に投与し，

以後8週間の間隔で．6週の投与以後，

効果不十分又は減弱した場合は，増量

や間隔の短縮が可能である．増量や間

隔の短縮は段階的に行う．1回の体重1

㎏当たりの上限は，8週間の間隔で10

㎎，間隔を短縮した場合であれば6

㎎．最短の間隔は4週間．1.2ミクロン

以下のメンブランフィルターを用いた

インラインフィルターを通して投与．

④5㎎/㎏を1回量とし点滴静注．初回

投与後，2週，6週に投与し，以後6～

8週間の間隔で．1.2ミクロン以下のメ

ンブランフィルターを用いたインライ

ンフィルターを通して投与．⑤5㎎/

㎏を1回量とし点滴静注．初回投与

後，2週，6週に投与し，以後8週間の

間隔で．6週の投与以後，効果不十分

又は効果が減弱した場合には，10㎎/

㎏を1回量とする．1.2ミクロン以下の

メンブランフィルターを用いたインラ

インフィルターを通して投与．⑦5㎎

/㎏を1回量とし点滴静注．初回投与

後，2週，6週に投与し，以後8週間の

間隔で．6週の投与以後，効果が減弱

した場合には，投与量は10㎎/㎏を1

回量とすることができる．投与間隔は

5㎎/㎏を1回量とし，最短4週間の間

隔で投与できる．1.2ミクロン以下の

メンブランフィルターを用いたインラ

インフィルターを通して投与．⑥5㎎

/㎏を単回点滴静注．1.2ミクロン以下

のメンブランフィルターを用いたイン

ラインフィルターを通して投与

……………………………………………
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グリセリン 0.9mL

【効】咽頭炎，喉頭炎，扁桃炎

【用】（外）適量を患部に塗布

……………………………………………

（ブデソニド）Budesonide

ゼンタコートカプセル3㎎
Zentacort 3㎎1カプセル  〔ゼリア〕

【効】軽症から中等症の活動期クローン

病

【用】（内）1日1回9㎎を朝

……………………………………………

（ブデソニド）Budesonide

レクタブル2㎎注腸フォーム14
回（院外）

Rectabul 48㎎30.8g1瓶  〔EA〕

【効】潰瘍性大腸炎（重症を除く）

【用】（外）1回1プッシュ（ブデソニド

として2㎎），1日2回直腸内注入

……………………………………………

（ベクロメタゾンプロピオン酸エステ

ル）Beclometasone dipropionate

サルコートカプセル外用
50μg（院外）

Salcoat 50μg1カプセル  〔帝人〕

【効】びらん又は潰瘍を伴う難治性口内

炎

【用】（外）1回50μg（1カプセル）を1

日2～3回，専用の小型噴霧器を用い

て患部に均一に噴霧．症状により適宜

増減

……………………………………………

（ベドリズマブ（遺伝子組換え））

Vedolizumab (genetical recombina-

tion)

エンタイビオ点滴静注用300㎎
（要時） おけ

Entyvio for I.V.Infusion 300㎎ 300㎎

1瓶  〔武田〕

【効】中等症から重症の潰瘍性大腸炎の

治療及び維持療法（既存治療で効果不

十分な場合に限る）．中等症から重症

の活動期クローン病の治療及び維持療

法（既存治療で効果不十分な場合に限

る）

【用】（注）1回300㎎を点滴静注．初回

投与後，2週，6週に投与し，以降8週

間隔で点滴静注

……………………………………………

（ポリカルボフィルカルシウム）

Polycarbophil calcium

ポリカルボフィルCa細粒
83.3%「日医工」あ 

Polycarbophil Ca 1000㎎1.2g1包 

 〔日医工〕

〔先発品〕コロネル細粒83.3%

ポリフル細粒83.3%

【効】過敏性腸症候群における便通異常

（下痢，便秘）及び消化器症状

【用】（内）1日量1.5 ～ 3.0g（本剤とし

て1.8～3.6g）を3回に分割し，食後に

水とともに

……………………………………………

（ポリカルボフィルカルシウム）

Polycarbophil calcium

ポリフル細粒83.3%（院外）
Polyful 1000㎎1.2g1包 

 〔マイランEPD〕

【効】過敏性腸症候群における便通異常

（下痢，便秘）及び消化器症状

【用】（内）1日量1.5～3.0gを3回に分割

し，食後に水とともに

……………………………………………

（メサラジン）Mesalazine

アサコール錠400㎎（院外）
Asacol 400㎎1錠  〔ゼリア〕

【効】潰瘍性大腸炎（重症を除く）

【用】（内）1日2400㎎を3回に分割し食

後，寛解期には，必要に応じて1日1回

2,400㎎食後．活動期には，1日3600㎎

を3回に分割し食後．患者の状態によ
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ドンペリドン錠10㎎「日医工」
あ 

Domperidone 10㎎1錠  〔日医工〕

〔先発品〕ナウゼリン錠10

【効】次の疾患及び薬剤投与時の消化器

症状（悪心，嘔吐，食欲不振，腹部膨

満，上腹部不快感，腹痛，胸やけ，あ

い気）：①成人：慢性胃炎，胃下垂

症，胃切除後症候群，抗悪性腫瘍剤又

はレボドパ製剤投与時．②小児：周期

性嘔吐症，上気道感染症，抗悪性腫瘍

剤投与時

【用】（内）①1回10㎎1日3回食前，レボ

ドパ製剤投与時：1回5～10㎎1日3回

食前．年齢，症状により適宜増減．②

小児：1日1.0～2.0㎎/㎏を3回に分割

し食前，年齢，体重，症状により適宜

増減．1日30㎎まで．6歳以上：1日最

高1.0㎎/㎏まで

……………………………………………

（ドンペリドン）Domperidone

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

【効】次記疾患及び薬剤投与時の消化器

症状（悪心，嘔吐，食欲不振，腹部膨

満，腹痛）：小児：①周期性嘔吐症，

乳幼児下痢症，上気道感染症．②抗悪

性腫瘍剤投与時

【用】（内）小児：1日1.0 ～ 2.0㎎/㎏を

用時水で懸濁し，1日3回食前に分割．

年令，体重，症状により適宜増減．1

日量は30㎎まで．6歳以上：1日1.0㎎/

㎏まで

……………………………………………

（ドンペリドン）Domperidone

ナウゼリン坐剤10
Nauzelin 10㎎1個  〔協和キリン〕

ナウゼリン坐剤30
Nauzelin 30㎎1個

【効】小児の次記疾患及び薬剤投与時の

消化器症状（悪心，嘔吐，食欲不振，

腹部膨満，腹痛）：①周期性嘔吐症，

乳幼児下痢症，上気道感染症．②抗悪

性腫瘍剤投与時

【用】（外）3歳未満：1回10㎎を1日2～

3回直腸内に．3歳以上：1回30㎎を1日

2 ～ 3回直腸内に．年令，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（ドンペリドン）Domperidone

ナウゼリン坐剤60
Nauzelin 60㎎1個  〔協和キリン〕

【効】次記疾患及び薬剤投与時の消化器

症状（悪心，嘔吐，食欲不振，腹部膨

満，上腹部不快感，胸やけ）：①胃・

十二指腸手術後．②抗悪性腫瘍剤投与

時

【用】（外）1回60㎎を1日2回直腸内に．

年令，症状により適宜増減

……………………………………………

（ピロカルピン塩酸塩）Pilocarpine 

hydrochloride

サラジェン顆粒0.5% お
Salagen 5㎎1g1包  〔キッセイ〕

サラジェン錠5㎎（院外） お
Salagen 5㎎1錠

【効】①頭頸部の放射線治療に伴う口腔

乾燥症状の改善．②シェーグレン症候

群患者の口腔乾燥症状の改善

【用】（内）1回5㎎を1日3回，食後

……………………………………………

（複方ヨード・グリセリン）Com-

pound iodine glycerin

複方ヨード・グリセリン「ケ
ンエー」

Compound iodine glycerin 10mL 

 〔健栄〕

1mL中：

ヨウ素 12㎎

液状フェノール 0.005mL
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【用】（内）1日7.67 ～ 23.04㎎（塩酸メ

トクロプラミドとして10～30㎎）を2

～3回に分割，食前．年齢，症状によ

り適宜増減

……………………………………………

（メトクロプラミド）Metoclopramide

メトクロプラミド注10㎎「テ
バ」あ 

Metoclopramide 10㎎2mL1管 

 〔武田テバ〕

〔先発品〕プリンペラン注射液10㎎

【効】①次の場合における消化器機能異

常（悪心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満

感）： 胃 炎， 胃・ 十 二 指 腸 潰 瘍， 胆

嚢・胆道疾患，腎炎，尿毒症，乳幼児

嘔吐，薬剤（制癌剤・抗生物質・抗結

核剤・麻酔剤）投与時，胃内・気管内

挿管時，放射線照射時，開腹術後．②

X線検査時のバリウムの通過促進

【用】（注）1回7.67㎎（塩酸メトクロプ

ラミドとして10㎎，本剤1管）を1日1

～2回筋注又は静注．年齢，症状によ

り適宜増減

……………………………………………

（モサプリドクエン酸塩水和物）

Mosapride citrate hydrate

ガスモチン散1%
Gasmotin 10㎎1g  〔大日本住友〕

ガスモチン錠5㎎（院外）
Gasmotin 5㎎1錠

モサプリドクエン酸塩錠5㎎
「明治」あ 

Mosapride citrate hydrate 5㎎1錠 

 〔Meiji Seika〕

〔先発品〕ガスモチン錠5㎎

【効】①慢性胃炎に伴う消化器症状（胸

やけ，悪心・嘔吐）．②経口腸管洗浄

剤によるバリウム注腸X線造影検査前

処置の補助

【用】（内）①1日15㎎を3回に分割，食

前又は食後．②経口腸管洗浄剤の投与

開始時に20㎎を経口腸管洗浄剤（約

180mL）で投与．経口腸管洗浄剤投与

終了後，20㎎を少量の水で投与

……………………………………………

（ラモセトロン塩酸塩）Ramosetron 

hydrochloride

イリボー錠2.5μg（院外） お
Irribow 2.5μg1錠  〔アステラス〕

イリボー錠5μg（要時） お
Irribow 5μg1錠

【効】下痢型過敏性腸症候群

【用】（内）男性には5μgを1日1回，症

状により適宜増減，1日10μgまで．女

性には2.5μgを1日1回，1日は5μgまで

……………………………………………

（リナクロチド）Linaclotide

リンゼス錠0.25㎎
Linzess 0.25㎎1錠  〔アステラス〕

【効】①便秘型過敏性腸症候群．②慢性

便秘症（器質的疾患による便秘を除

く）

【用】（内）0.5㎎を1日1回食前．症状に

より0.25㎎に減量

……………………………………………

サリベートエアゾール（院外）
Saliveht 50g1個  〔帝人〕

1缶（50g）中：

塩化ナトリウム 42.2㎎

塩化カリウム 60.0㎎

塩化カルシウム水和物 7.3㎎

塩化マグネシウム 2.6㎎

リン酸二カリウム 17.1㎎

【効】次記疾患に対する諸症状の寛解．

①シェーグレン症候群による口腔乾燥

症．②頭頸部の放射線照射による唾液

腺障害に基づく口腔乾燥症

【用】（外）1回に1～2秒間口腔内に1日

4～5回噴霧．症状により適宜増減

…………………………………………… 
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り適宜減量

……………………………………………

（メサラジン）Mesalazine

ペンタサ錠250㎎（院外）
Pentasa 250㎎1錠  〔杏林〕

ペンタサ錠500㎎（院外）
Pentasa 500㎎1錠

メサラジン錠250㎎「AKP」あ 
Mesalazine 250㎎1錠  〔あすか〕

〔先発品〕ペンタサ錠250㎎

メサラジン錠500㎎「AKP」あ 
Mesalazine 500㎎1錠

〔先発品〕ペンタサ錠500㎎

ペンタサ顆粒94%
Pentasa 500㎎1包  〔杏林〕

【効】①潰瘍性大腸炎（重症を除く）．

②クローン病

【用】（内）①1日1,500㎎を3回に分割し

食後．寛解期には，1日1回の投与可．

年齢，症状により適宜増減．1日2,250

㎎まで．活動期には，1日4,000㎎を2

回に分割し投与可．小児：1日30～60

㎎/㎏を3回に分割し食後．年齢，症

状により適宜増減．1日2,250㎎まで．

②1日1,500㎎～3,000㎎を3回に分割し

食後．年齢，症状により適宜減量．小

児：1日40～60㎎/㎏を3回に分割し食

後．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（メサラジン）Mesalazine

ペンタサ坐剤1g
Pentasa 1g1個  〔杏林〕

【効】潰瘍性大腸炎（重症を除く）

【用】（外）1日1g（1個）を，直腸内挿

入

……………………………………………

（メサラジン）Mesalazine

ペンタサ注腸1g
Pentasa 1g100mL1個  〔杏林〕

【効】潰瘍性大腸炎（重症を除く）

【用】（外）1日1g（1個）を，直腸内注

入．年齢，症状により適宜減量

……………………………………………

（メサラジン）Mesalazine

リアルダ錠1200㎎
Lialda 1200㎎1錠  〔持田〕

【効】潰瘍性大腸炎（重症を除く）

【用】（内）1日1回2,400㎎を食後．活動

期は1日1回4,800㎎を食後，患者の状

態により適宜減量

……………………………………………

（メトクロプラミド）Metoclopramide

プリンペラン錠5（院外）
Primperan 5㎎1錠  〔日医工〕

【効】①次の場合における消化器機能異

常（悪心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満

感）： 胃 炎， 胃・ 十 二 指 腸 潰 瘍， 胆

嚢・胆道疾患，腎炎，尿毒症，乳幼児

嘔吐，薬剤（制癌剤・抗生物質・抗結

核剤・麻酔剤）投与時，胃内・気管内

挿管時，放射線照射時，開腹術後．②

X線検査時のバリウムの通過促進

【用】（内）1日7.67 ～ 23.04㎎（塩酸メ

トクロプラミドとして10～30㎎，2～

6錠）を2～3回に分割，食前．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

（メトクロプラミド）Metoclopramide

メトクロプラミド錠5㎎「タカ
タ」あ 

Metoclopramide 5㎎1錠  〔高田〕

〔先発品〕プリンペラン錠5

【効】①次の場合における消化器機能異

常（悪心・嘔吐・食欲不振・腹部膨満

感）： 胃 炎， 胃・ 十 二 指 腸 潰 瘍， 胆

嚢・胆道疾患，腎炎，尿毒症，乳幼児

嘔吐，薬剤（制癌剤・抗生物質・抗結

核剤・麻酔剤）投与時，胃内・気管内

挿管時，放射線照射時，開腹術後．②

X線検査時のバリウムの通過促進
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低身長．③成人成長ホルモン分泌不全

症（重症に限る）．④骨端線閉鎖を伴

わ な いSGA（small-for-gestational 

age）性低身長症

【用】（注）①1週間に0.175㎎/㎏を2～

4回に分割し筋注又は6～7回に分割し

皮下注．②1週間に0.35㎎/㎏を2 ～ 4

回に分割し筋注又は6～7回に分割し

皮下注．③開始用量として，1週間に

0.021 ㎎/㎏ を 6 ～ 7 回 に 分 割 し 皮 下

注．臨床症状に応じて1週間に0.084㎎

/㎏を上限として漸増し，1週間に6～

7回に分割し皮下注．投与量は臨床症

状及び血清インスリン様成長因子-I

（IGF-I）濃度等の検査所見に応じて

適宜増減．1日量として1㎎まで．④1

週間に0.23㎎/㎏を6～7回に分割し皮

下注．効果不十分な場合は1週間に

0.47㎎/㎏まで増量し，6～7回に分割

し皮下注

……………………………………………

（ソマトロピン（遺伝子組換え））

Somatropin (genetical recombina-

tion)

ジェノトロピンゴークイック
注用12㎎（要時）

Genotropin goquick 12㎎1キット 

 〔ファイザー〕

【効】①骨端線閉鎖を伴わない成長ホル

モン分泌不全性低身長症．②骨端線閉

鎖を伴わない次の疾患における低身

長：ターナー症候群．③骨端線閉鎖を

伴わない次の疾患における低身長：慢

性腎不全．④骨端線閉鎖を伴わない次

の疾患における低身長：プラダーウィ

リー症候群．⑤成人成長ホルモン分泌

不全症（重症に限る）．⑥骨端線閉鎖

を 伴 わ な いSGA（small-for-gesta-

tional age）性低身長症

【用】（注）①1週間に0.175㎎/㎏を2～

4回に分割し筋注又は6～7回に分割し

皮下注．②1週間に0.35㎎/㎏を2 ～ 4

回に分割し筋注又は6～7回に分割し

皮下注．③1週間に0.175㎎/㎏を6～7

回に分割し皮下注．投与開始6か月後

以降増量基準に適合した場合0.35㎎ま

で増量可．④1週間に0.245㎎/㎏を6～

7回に分割し皮下注．⑤開始用量とし

て1週間に0.021㎎/㎏を6～7回に分割

し皮下注．1週間に0.084㎎/㎏まで，

投与量は臨床症状及び血清インスリン

様成長因子-I（IGF-I）濃度等の検査

所見に応じて適宜増減，1日量1㎎ま

で．⑥1週間に0.23㎎/㎏を6 ～ 7回に

分割し皮下注．1週間に0.47㎎/㎏まで

……………………………………………

（ソマトロピン（遺伝子組換え））

Somatropin (genetical recombina-

tion)

ノルディトロピンフレックス
プロ注5㎎（院外）

Norditropin flexpro 5㎎1.5mL1キット 

 〔ノボノルディスク〕

ノルディトロピンフレックス
プロ注10㎎（要時）

Norditropin flexpro 10㎎1.5mL1キッ

ト

【効】①骨端線閉鎖を伴わない成長ホル

モン分泌不全性低身長症．②骨端線閉

鎖を伴わないターナー症候群における

低身長．③骨端線閉鎖を伴わない軟骨

異栄養症における低身長．④成人成長

ホルモン分泌不全症（重症に限る）．

⑤骨端線閉鎖を伴わないSGA（small-

for-gestational age）性低身長症．⑥

骨端線閉鎖を伴わないヌーナン症候群

における低身長

【用】（注）①1週間に0.175㎎/㎏を6～

7回に分割し皮下注．②③1週間に0.35

㎎/㎏を6～7回に分割し皮下注．④開
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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㎎（旧
規格：管）

Cortrosyn 0.25㎎1バイアル 

 〔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㎎（旧規
格：管）

Cortrosyn Z 0.5㎎（1mL）1バイアル 

 〔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

……………………………………………

2412．脳下垂体前葉ホルモン製剤
 

（ソマトロピン（遺伝子組換え））

Somatropin (genetical recombina-

tion)

グロウジェクト皮下注12㎎
（要時）

Growject 12㎎1筒  〔JCR〕

【効】①骨端線閉鎖を伴わない成長ホル

モン分泌不全性低身長症．②骨端線閉

鎖を伴わないターナー症候群における

低身長．③成人成長ホルモン分泌不全

症（重症に限る）．④骨端線閉鎖を伴

わ な いSGA（small-for-gestational 

age）性低身長症

【用】（注）①1週間に0.175㎎/㎏を6～

7回に分割し皮下注．②1週間に0.35㎎

/㎏を6～7回に分割し皮下注．③開始

用量として，1週間に0.021㎎/㎏を6～

7回に分割し皮下注．臨床症状に応じ

て1週間に0.084㎎/㎏を上限として漸

増し，1週間に6 ～ 7回に分割し皮下

注．投与量は臨床症状及び血清インス

リン様成長因子-I（IGF-I）濃度等の

検査所見に応じて適宜増減．1日量と

して1㎎まで．④1週間に0.23㎎/㎏を6

～7回に分割し皮下注．効果不十分な

場合は1週間に0.47㎎/㎏まで増量し，

6～7回に分割し皮下注

……………………………………………

（ソマトロピン（遺伝子組換え））

Somatropin (genetical recombina-

tion)

グロウジェクトBC注射用
8㎎（院外）

Growject BC 8㎎1筒（溶解液1.08mL

付）  〔日本ケミカルリサーチ〕

【効】①骨端線閉鎖を伴わない成長ホル

モン分泌不全性低身長症．②骨端線閉

鎖を伴わないターナー症候群における
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24．ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む．）

回を4 ～ 10週まで，又は1回3,000 ～

5,000単位を3日間連続．④1日500 ～

5,000単位を週2～3回．⑤1日1,000～

5,000単位．⑥10,000単位を1回又は

3,000 ～ 5,000単位を3 ～ 5日間，1 ～ 2

時間後の血中テストステロン値を投与

前値と比較する．⑦1,000～5,000単位

を単独又はFSH製剤と併用投与して

卵巣の反応性をみる．⑧3,000～5,000

単位を高温期に3～5回，隔日に投与

し，尿中ステロイド排泄量の変化をみ

る

……………………………………………

（ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン）

Human chorionic gonadotrophin

ゴナトロピン注用5000単位
（院外） け

Gonatropin 5000単位1管（溶解液2mL

付）  〔あすか〕

【効】①無排卵症（無月経，無排卵周期

症，不妊症）．②機能性子宮出血，黄

体機能不全症．③停留睾丸．④造精機

能不全による男子不妊症，下垂体性男

子性腺機能不全症（類宦官症），思春

期遅発症．⑤睾丸機能検査．⑥卵巣機

能検査．⑦黄体機能検査．⑧妊娠初期

の切迫流産，妊娠初期に繰り返される

習慣性流産．⑨低ゴナドトロピン性男

子性腺機能低下症における精子形成の

誘導

【用】（注）①1日3000 ～ 5000単位を筋

注．②1日1000～3000単位を筋注．③

1回300～1000単位，1週1～3回を4～

10週まで，又は1回3000～5000単位を

3日間連続筋注．④1日500～5000単位

を週2 ～ 3回筋注．⑤10000単位1回又

は3000 ～ 5000単位を3 ～ 5日間筋注

し，1 ～ 2時間後の血中テストステロ

ン値を投与前値と比較する．⑥1000

～ 5000単位を単独又はFSH製剤と併

用投与して卵巣の反応性をみる．⑦

3000～5000単位を高温期に3～5回，

隔日に投与し，尿中ステロイド排泄量

の変化をみる．⑧1日1000～5000単位

を筋注．⑨1）二次性徴の発現及び血

中テストステロン値を正常範囲内にす

るため，1,000単位を1週3回皮下注，

血中テストステロン値が正常範囲に達

しない又は正常範囲上限を超えた場合

には，1,000～5,000単位を1週2～3回

の範囲内で調整，2）更に，精子形成

の誘導のため，1,000 ～ 5,000単位を1

週2～3回皮下注すると共に，遺伝子

組換えFSH製剤を併用投与

……………………………………………

（フォリトロピンアルファ（遺伝子組

換え））Follitropin alfa (genetical 

recombination)

ゴナールエフ皮下注ペン300
（院外） け

Gonalef 300国際単位0.5mL1筒 

 〔メルクバイオ〕

【効】①視床下部-下垂体機能障害又は

多嚢胞性卵巣症候群に伴う無排卵及び

希発排卵における排卵誘発．②低ゴナ

ドトロピン性男子性腺機能低下症にお

ける精子形成の誘導．③生殖補助医療

における調節卵巣刺激

【用】（注）①1回75I.U.を連日皮下投

与．卵胞の発育の程度を観察しなが

ら，主席卵胞の十分な発育が確認され

た後，hCG（ヒト絨毛性性腺刺激ホ

ルモン）製剤を投与し排卵を誘起．②

hCG（ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン）

製剤と併用投与．hCG製剤の投与に

より，血中テストステロン値が正常範

囲内にあること及び無精子であること

を確認した後に，1回150I.U.を1週3回

皮下投与．精子形成の誘導が認められ

ない場合には，最大1回300I.U.，1週3
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24．ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む．）

始用量として，1週間に0.021㎎/㎏を6

～7回に分割し皮下注．臨床症状に応

じて1週間に0.084㎎/㎏を上限として

漸増し，1週間に6～7回に分割し皮下

注．投与量は臨床症状及び血清インス

リン様成長因子-I（IGF-I）濃度等の

検査所見に応じて適宜増減．1日量と

して1㎎まで．⑤⑥1週間に0.23㎎/㎏

を6～7回に分割し皮下注．効果不十

分な場合は1週間に0.47㎎/㎏まで増量

し，6～7回に分割し皮下注

……………………………………………

（ソマトロピン（遺伝子組換え））

Somatropin (genetical recombina-

tion)

ヒューマトロープ注射用
6㎎（院外）

Humatrope 6㎎1筒（溶解液3.1mL付） 

 〔日本イーライリリー〕

ヒューマトロープ注射用12㎎
（要時）

Humatrope 12㎎1筒（溶解液3.1mL付）

【効】①骨端線閉鎖を伴わない成長ホル

モン分泌不全性低身長症．②骨端線閉

鎖を伴わないターナー症候群における

低身長．③骨端線閉鎖を伴わない軟骨

異栄養症（軟骨無形成症・軟骨低形成

症）における低身長．④成人成長ホル

モン分泌不全症（重症に限る）

【用】（注）①1週間に0.175㎎/㎏を6～

7回に分割し皮下注．②1週間に0.35㎎

/㎏を6～7回に分割し皮下注．③1週

間に0.35㎎/㎏を6～7回に分割し皮下

注．④開始用量として，1週間に0.021

㎎/㎏を6～7回に分割し皮下注．臨床

症状に応じて1週間に0.084㎎/㎏を上

限として漸増し，1週間に6～7回に分

割し皮下注．投与量は臨床症状及び血

清インスリン様成長因子-I（IGF-I）

濃度等の検査所見に応じて適宜増減．

1日量1㎎まで

……………………………………………

2413．性腺刺激ホルモン製剤
 

（ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン）

Human menopausal gonadotrophin

HMG筋注用75単位「あすか」
あ け

HMG 75単位1管（溶解液1mL付） 

 〔あすか〕

HMG筋注用150単位「あすか」
あ け

HMG 150単位1管（溶解液2mL付）

【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単位を連続筋注

し，頸管粘液量が約300以上，羊歯

状形成（結晶化）が第3度の所見を指

標 と し て（4 ～ 20 日， 通 常 5 ～ 10 日

間），ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンに

切りかえる

……………………………………………

（ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン）

Human chorionic gonadotrophin

HCGモチダ筋注用5千単位 け
HCG 5000単位1管（溶解液1mL付） 

 〔持田〕

【効】①無排卵症（無月経，無排卵周期

症，不妊症）．②機能性子宮出血，黄

体機能不全症．③停留睾丸．④造精機

能不全による男子不妊症，下垂体性男

子性腺機能不全症（類宦官症），思春

期遅発症．⑤妊娠初期の切迫流産，妊

娠初期に繰り返される習慣性流産．⑥

睾丸の機能検査．⑦卵巣の機能検査．

⑧黄体機能検査

【用】（注）添付の生理食塩液1～2mLで

溶解し，次のとおり筋注．①1日3,000

～ 5,000 単 位． ② 1 日 1,000 ～ 3,000 単

位．③1回300 ～ 1,000単位，1週1 ～ 3
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24．ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む．）

など100 ～ 200mLに混和し，0.1 ～ 0.4

単位/分の注入速度で持続的に静注．

年齢，症状に応じ適宜増減

……………………………………………

2419．その他の脳下垂体ホルモン
剤

 

（デスモプレシン酢酸塩水和物）

Desmopressin acetate hydrate

デスモプレシン注4協和（要
時） お

Desmopressin 4μg1mL1管  〔キッセイ〕

【効】次記疾患の自然発生性出血，外傷

性出血および抜歯時，手術時出血の止

血管理：①軽症・中等症血友病A（第

VIII因子凝固活性が2%以上の患者）．

②TypeI・TypeIIAのvon Willebrand

病

【用】（注）①は0.2～0.4μg/㎏を，②は

0.4μg/㎏を生理食塩液約20mLに希釈

し，10 ～ 20 分 か け て 緩 徐 に 静 脈 内

に．術前に投与する場合は，予定され

る外科的処置の30分前に①②と同様の

方法で静脈内に

……………………………………………

（デスモプレシン酢酸塩水和物）

Desmopressin acetate hydrate

デスモプレシン・スプレー 2.5
協和（院外） お

Desmopressin 125μg5mL1本 

 〔キッセイ〕

【効】中枢性尿崩症

【用】（外）1回5μg ～ 10μg（2 ～ 4噴霧）

を1日1 ～ 2回鼻腔内に．飲水量，尿

量，尿比重，尿浸透圧により適宜増

減． 小 児：1 回 2.5μg ～ 5μg（1 ～ 2 噴

霧）を1日1～2回鼻腔内に．飲水量，

尿量，尿比重，尿浸透圧により適宜増

減

……………………………………………

（デスモプレシン酢酸塩水和物）

Desmopressin acetate hydrate

デスモプレシン・スプレー 10
協和（院外） お

Desmopressin 500μg5mL1本 

 〔キッセイ〕

【効】尿浸透圧あるいは尿比重の低下に

伴う次記疾患：夜尿症

【用】（外）1日1回就寝前に10μg（1噴

霧）から鼻腔内に投与を開始し，効果

不十分な場合は，1日1回就寝前に20

μg（2 噴 霧） に 増 量．1 日 20μg（2 噴

霧）まで

……………………………………………

（デスモプレシン酢酸塩水和物）

Desmopressin acetate hydrate

ミニリンメルトOD錠25μg（院
外） お

Minirinmelt OD 25μg1錠  〔キッセイ〕

ミニリンメルトOD錠50μg（院
外） お

Minirinmelt OD 50μg1錠

【効】男性における夜間多尿による夜間

頻尿

【用】（内）1日1回就寝前に50μg

……………………………………………

（デスモプレシン酢酸塩水和物）

Desmopressin acetate hydrate

ミニリンメルトOD錠60μg お
Minirinmelt OD 60μg1錠  〔キッセイ〕

【効】中枢性尿崩症

【用】（内）1 回 60 ～ 120μgを 1 日 1 ～ 3

回．飲水量，尿量，尿比重，尿浸透圧

により増減．1回投与量は240μg　ま

でとし，1日投与量は720μgまで

……………………………………………
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回まで

……………………………………………

（フォリトロピンアルファ（遺伝子組

換え））Follitropin alfa (genetical 

recombination)

ゴナールエフ皮下注ペン900
（院外） け

Gonalef 900国際単位1.5mL1筒 

 〔メルクバイオ〕

【効】①視床下部-下垂体機能障害又は

多嚢胞性卵巣症候群に伴う無排卵及び

希発排卵における排卵誘発．②低ゴナ

ドトロピン性男子性腺機能低下症にお

ける精子形成の誘導．③生殖補助医療

における調節卵巣刺激

【用】（注）①1回75I.U.を連日皮下投

与．卵胞の発育の程度を観察しながら

適宜用量を調節し，主席卵胞の十分な

発育が確認された後，hCG（ヒト絨

毛性性腺刺激ホルモン）製剤を投与し

排卵を誘起．②hCG（ヒト絨毛性性

腺刺激ホルモン）製剤と併用投与．

hCG製剤の投与により，血中テスト

ステロン値が正常範囲内にあること及

び無精子であることを確認した後に，

1回150I.U.を1週3回皮下投与．精子形

成の誘導が認められない場合には，1

回に最大300I.U.，1週3回を限度とし

て適宜増量

……………………………………………

2414．脳下垂体後葉ホルモン製剤
 

（オキシトシン）Oxytocin injection

アトニン－O注5単位
Atonin-O 5単位1mL1管  〔あすか〕

【効】子宮収縮の誘発・促進並びに子宮

出血の治療の目的で，次の場合に使

用：①分娩誘発，微弱陣痛．②弛緩出

血，胎盤娩出前後，子宮復古不全，流

産，人工妊娠中絶．③帝王切開術（胎

児の娩出後）

【用】（注）原則として点滴静注法によ

る．①点滴静注法：5～10単位を5%ブ

ドウ糖注射液（500mL）等に混和し，

点滴速度を1～2ミリ単位/分から開始

し，陣痛発来状況及び胎児心拍等を観

察しながら増減．点滴速度は20ミリ単

位/分を超えないようにする．②点滴

静注法：5～10単位を5%ブドウ糖注射

液（500mL）等に混和し，子宮収縮状

況等を観察しながら増減．静注法（弛

緩出血及び胎盤娩出前後の場合）：5

～ 10単位を静脈内に緩徐に注射．筋

注法：5～10単位を緩徐に筋注．③点

滴静注法：5～10単位を5%ブドウ糖注

射液（500mL）等に混和し，子宮収縮

状況等を観察しながら増減．筋注法：

5 ～ 10単位を緩徐に筋注．子宮筋注

法：5～10単位を子宮筋層内へ直接投

与

……………………………………………

（バソプレシン）Vasopressin 

injection

ピトレシン注射液20
Pitressin 20単位1mL1管  〔第一三共〕

【効】①下垂体性尿崩症．②下垂体性又

は腎性尿崩症の鑑別診断．③腸内ガス

の除去（鼓腸，胆嚢撮影の前処置，腎

盂撮影の前処置）．④食道静脈瘤出血

の緊急処置

【用】（注）①1回2～10単位を1日2～3

回皮下又は筋注．年齢，症状に応じ適

宜増減．②5～10単位を皮下又は筋注

するか，0.1単位を静注し，その後尿

量 の 減 少 が 著 し く， か つ 尿 比 重 が

1.010以上にまで上昇すれば，バソプ

レシン反応性尿崩症が考えられる．年

齢，症状に応じ適宜増減．③5～10単

位を皮下又は筋注．年齢，症状に応じ

適宜増減．④20単位を5%ブドウ糖液
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15～30㎎を3～4回に分割．機能亢進

症状がほぼ消失したなら，1 ～ 4週間

ごとに漸減し，維持量1日5～10㎎を1

～2回に分割．正常妊娠時の甲状腺機

能検査値を低下しないよう，2週間ご

とに検査し，必要最低限量を投与．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（チアマゾール）Thiamazole

メルカゾール注10㎎（要時）
Mercazole 10㎎1mL1管  〔中外〕

【効】甲状腺機能亢進症

【用】（注）救急の場合に投与．1回30

～ 60㎎を皮下注，筋注又は静注．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（プロピルチオウラシル）Propylthio-

uracil

チウラジール錠50㎎（要時）
Thiuragyl 50㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】甲状腺機能亢進症

【用】（内）初期量1日300㎎を3～4回に

分割．症状が重症のときは1日400 ～

600㎎を使用．機能亢進症状がほぼ消

失したなら1～4週間ごとに漸減し，

維持量1日50 ～ 100㎎を1 ～ 2回に分

割．小児：初期量5歳以上～10歳未満

では1日100～200㎎，10歳以上～15歳

未満では，1日200～300㎎を2～4回に

分割．機能亢進症状がほぼ消失したな

ら，1～4週間ごとに漸減し，維持量1

日50～100㎎を1～2回に分割．妊婦に

対しては，初期量1日150 ～ 300㎎を3

～4回に分割．機能亢進症状がほぼ消

失 し た な ら，1 ～ 4 週 間 ご と に 漸 減

し，維持量1日50～100㎎を1～2回に

分割．正常妊娠時の甲状腺機能検査値

を低下しないよう，2週間ごとに検査

し，必要最低限量を投与．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

2439．その他の甲状腺，副甲状腺
ホルモン剤

 

（テリパラチド（遺伝子組換え））

Teriparatide (genetical recombina-

tion)

テリパラチドBS皮下注キット
600μg「モチダ」あ 

Teriparatide BS 600μg1キット  〔持田〕

フォルテオ皮下注キット
600μg（院外）

Forteo 600μg 2.4mL1キット 

 〔日本イーライリリー〕

【効】骨折の危険性の高い骨粗鬆症

【用】（注）1日1回20μgを皮下注．投与

は24か月間まで

……………………………………………

（テリパラチド酢酸塩）Teriparatide 

acetate

テリボン皮下注28.2μgオートイ
ンジェクター

Teribone 28.2μg1キット  〔旭化成〕

【効】骨折の危険性の高い骨粗鬆症

【用】（注）28.2μgを1日1回，週に2回皮

下注．24か月間まで

……………………………………………

244．たん白同化ステロイド剤
2449．その他のたん白同化ステロ

イド剤
 

（メテノロン酢酸エステル）Meteno-

lone

プリモボラン錠5㎎
Primobolan 5㎎1錠  〔バイエル〕

【効】①骨粗鬆症．②次記疾患による著

しい消耗状態：慢性腎疾患，悪性腫

瘍，外傷，熱傷．③次記疾患による骨

髄の消耗状態：再生不良性貧血

【用】（内）1日10～20㎎を2～3回に分
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（デスモプレシン酢酸塩水和物）

Desmopressin acetate hydrate

ミニリンメルトOD錠
120μg（院外） お

Minirinmelt OD 120μg1錠  〔キッセイ〕

【効】①尿浸透圧あるいは尿比重の低下

に伴う夜尿症．②中枢性尿崩症

【用】（内）①1日1回就寝前に120μg．1

日1回就寝前に240μgまで増量可．②1

回60～120μgを1日1～3回．飲水量，

尿量，尿比重，尿浸透圧により増減．

1回投与量は240μg　までとし，1日投

与量は720μgまで

……………………………………………

243．甲状腺，副甲状腺ホルモン
剤

2431．甲状腺ホルモン製剤
 

（リオチロニンナトリウム）Liothy-

ronine sodium

5mcgチロナミン錠（要時）
Thyronamin 5μg1錠  〔武田〕

25mcgチロナミン錠（院外） お
Thyronamin 25μg1錠

【効】粘液水腫，クレチン症，甲状腺機

能低下症（原発性及び下垂体性），慢

性甲状腺炎，甲状腺腫

【用】（内）初回量1日5 ～ 25μg．1 ～ 2

週間間隔で少しずつ増量．維持量1日

25 ～ 75μg．年齢，症状により適宜増

減

……………………………………………

（レボチロキシンナトリウム水和物）

Levothyroxine sodium hydrate

チラーヂンS錠25μg（院外） お
Thyradin S 25μg1錠  〔あすか〕

チラーヂンS錠50μg お
Thyradin S 50μg1錠

【効】粘液水腫，クレチン病，甲状腺機

能低下症（原発性及び下垂体性），甲

状腺腫

【用】（内）25 ～ 400μgを1日1回．開始

量には25 ～ 100μg，維持量には100 ～

400μgを投与することが多い．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

（レボチロキシンナトリウム水和物）

Levothyroxine sodium hydrate

チラーヂンS静注液200μg お
Thyradin S 200μg1mL1管  〔あすか〕

【効】①粘液水腫性昏睡．②甲状腺機能

低下症（ただし，レボチロキシンナト

リウム経口製剤による治療が適さない

場合に限る）

【用】（注）①生理食塩液で希釈し，1日

目は50 ～ 400μgを緩徐に静注し，2日

目以降は50～100μgを1日1回，緩徐に

静注．患者の状態に応じて適宜増減．

②生理食塩液で希釈し，25μgから投

与を開始し，50～150μgを維持用量と

して，1日1回，緩徐に静注．患者の状

態に応じて適宜増減

……………………………………………

2432．抗甲状腺ホルモン製剤
 

（チアマゾール）Thiamazole

メルカゾール錠5㎎
Mercazole 5㎎1錠  〔中外〕

【効】甲状腺機能亢進症

【用】（内）初期量1日30㎎を3 ～ 4回に

分割．症状が重症のときは，1日40～

60㎎を使用．機能亢進症状がほぼ消失

したなら，1 ～ 4週間ごとに漸減し，

維持量1日5～10㎎を1～2回に分割．

小児：初期量5歳以上～10歳未満では

1日10～20㎎，10歳以上～15歳未満で

は1日20～30㎎を2～4回に分割．機能

亢進症状がほぼ消失したなら，1 ～ 4

週間ごとに漸減し，維持量1日5～10

㎎を1～2回に分割．妊婦：初期量1日
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分間たって効果が不十分な場合でも，

前記の投与をもう一度行うのを限度と

する．続けて用いる必要がある場合で

も，少なくとも4～6時間の間隔をお

く．②血管収縮薬未添加の局所麻酔薬

10mLに1～2滴（アドレナリン濃度1：

10 ～ 20 万） の 割 合 に 添 加 し て 用 い

る．③本剤をそのままか，5～10倍希

釈液を直接塗布，点鼻もしくは噴霧す

るか，又はタンポンとして用いる

……………………………………………

（ノルアドレナリン）Noradrenaline

ノルアドリナリン注1㎎ お
Nor adrenalin 1㎎1mL1管 

 〔アルフレッサ〕

【効】各種疾患若しくは状態に伴う急性

低血圧又はショック時の補助治療（心

筋梗塞によるショック，敗血症による

ショック，アナフィラキシー性ショッ

ク，循環血液量低下を伴う急性低血圧

ないしショック，全身麻酔時の急性低

血圧など）

【用】（注）①点滴静注：1回1㎎を250mL

の生理食塩液，5%ブドウ糖液，血漿

又は全血などに溶解して点滴静注．点

滴の速度は0.5～1.0mL/分であるが，

血圧を絶えず観察して調節．②皮下

注：1回0.1～1㎎を皮下注．年齢，症

状により適宜増減

……………………………………………

2452．コルチゾン系製剤
 

（ヒドロコルチゾン）Hydrocortisone

コートリル錠10㎎
Cortril 10㎎1錠  〔ファイザー〕

【効】付録4～13頁参照

【用】（内）1日10～120㎎を1～4回に分

割．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ヒドロコルチゾンコハク酸エステル

ナトリウム）Hydrocortisone sodium 

succinate

ソル・コーテフ注射用100㎎
Solu cortef 100㎎1瓶（溶解液2mL付） 

 〔ファイザー〕

【効】付録4～13頁参照

【用】（注） 年 齢， 症 状 に よ り 適 宜 増

減．静注・点滴静注・筋注：1回50～

100㎎，1日1～4回，緊急時1回100～

200㎎．関節腔内注射：1回5～25㎎，

投与間隔2週間以上．軟組織内注射：1

回12.5～25㎎，投与間隔2週間以上．

硬膜外注射：1回12.5～50㎎，投与間

隔2週間以上．腹腔内注入：1回40㎎．

注腸：1回50～100㎎．結膜下注射：1

回20～50㎎/mL溶液0.2～0.5mL．ネブ

ライザー・鼻腔内注入・喉頭・気管注

入：1回10～15㎎，1日1～3回．食道

注入：1回25㎎．〈気管支喘息における

静脈注又は点滴静注〉（1）初回投与量

100 ～ 500㎎を緩徐に静注又は点滴静

注射．症状が改善しない場合には，1

回50～200㎎を4～6時間毎に緩徐に追

加投与．年齢，症状により適宜増減．

（2）2歳以上の小児には，初回投与量5

～ 7㎎/㎏を緩徐に静注又は点滴静

注．症状が改善しない場合には，1回5

～ 7㎎/㎏を6時間毎に緩徐に追加投

与．年齢，症状により適宜増減．（3）

2歳未満の小児には，初回投与量5㎎/

㎏を緩徐に静注又は点滴静注．症状が

改善しない場合には，1回5㎎/㎏を6

～8時間毎に緩徐に追加投与．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………
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割．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

245．副腎ホルモン剤
2451．エピネフリン製剤
 

（アドレナリン）Adrenaline

アドレナリン注0.1%シリンジ
「テルモ」あ お

Adrenaline 1㎎1mL1筒  〔テルモ〕

【効】①次記疾患に基づく気管支痙攣の

緩解：気管支喘息，百日咳．②各種疾

患もしくは状態に伴う急性低血圧又は

ショック時の補助治療．③心停止の補

助治療

【用】（注）1回0.2 ～ 1㎎（本剤として

0.2 ～ 1mL） を 皮 下 注 又 は 筋 注． 年

齢，症状により適宜増減．蘇生などの

緊急時には，1回0.25㎎（本剤として

0.25mL）を超えない量を生理食塩液な

どで希釈し，できるだけゆっくりと静

注．必要があれば5～15分ごとに繰り

返す

……………………………………………

（アドレナリン）Adrenaline

エピペン注射液0.15㎎（要時）
 お

Epipen 1㎎2mL1筒 

 〔マイランEPD合同〕

エピペン注射液0.3㎎（要時） お
Epipen 2㎎2mL1筒

【効】蜂毒，食物及び薬物等に起因する

アナフィラキシー反応に対する補助治

療（アナフィラキシーの既往のある人

又はアナフィラキシーを発現する危険

性の高い人に限る）

【用】（注）アドレナリンとして0.01㎎/

㎏が推奨用量であり，患者の体重を考

慮して，アドレナリン0.15㎎又は0.3

㎎を筋注

……………………………………………

（アドレナリン）Adrenaline

ボスミン注1㎎ お
Bosmin 1㎎1mL1管  〔第一三共〕

【効】①次記疾患に基づく気管支痙攣の

緩解：気管支喘息，百日咳．②各種疾

患もしくは状態に伴う急性低血圧又は

ショック時の補助治療．③心停止の補

助治療．④局所麻酔薬の作用延長．⑤

手術時の局所出血の予防と治療．⑥虹

彩毛様体炎時における虹彩癒着の防止

【用】（注）①②③1回0.2 ～ 1㎎（0.2 ～

1mL）を皮下注又は筋注．年齢，症状

により適宜増減．蘇生などの緊急時に

は，1回0.25㎎（0.25mL）を超えない

量を生理食塩液などで希釈し，できる

だけゆっくりと静注．必要があれば5

～ 15分ごとに繰り返す．④0.1%溶液

として，血管収縮薬未添加の局所麻酔

薬10mLに1 ～ 2滴（アドレナリン濃度

1：10～20万）の割合に添加して用い

る．年齢，症状により適宜増減．⑤

0.1%溶液として，単独に，又は局所麻

酔薬に添加し，局所注入．年齢，症状

により適宜増減．⑥0.1%溶液として，

点 眼 す る か 又 は 結 膜 下 に 0.1 ㎎

（0.1mL）以下を注射．年齢，症状によ

り適宜増減

……………………………………………

（アドレナリン）Adrenaline

ボスミン外用液0.1%
Bosmin 1㎎1mL  〔第一三共〕

【効】①次記疾患に基づく気管支痙攣の

緩解：気管支喘息，百日咳．②局所麻

酔薬の作用延長（粘膜面の表面麻酔に

限る）．③手術時の局所出血の予防と

治療，耳鼻咽喉科領域における局所出

血，耳鼻咽喉科領域における粘膜の充

血・腫脹，外創における局所出血

【用】（外） ① 5 ～ 10 倍 に 希 釈 し て 吸

入．1回の投与量は0.3㎎以内．2 ～ 5
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（デキサメタゾン）Dexamethasone

レナデックス錠4㎎
LenaDex 4㎎1錠  〔セルジーン〕

【効】多発性骨髄腫

【用】（内）40㎎を1日1回，4日間投．与

量及び投与日数は，患者の状態及び併

用する他の抗悪性腫瘍剤により適宜減

……………………………………………

（デキサメタゾンパルミチン酸エステ

ル）Dexamethasone palmitate

リメタゾン静注2.5㎎ お
Limethason 2.5㎎1mL1管  〔田辺三菱〕

【効】関節リウマチ

【用】（注）1回デキサメタゾンとして

2.5㎎（1管）を2週に1回静注．年齢，

体重，症状により適宜増減

……………………………………………

（デキサメタゾンリン酸エステルナト

リウム）Dexamethasone sodium 

phosphate

デキサート注射液1.65㎎あ 
Dexart 1.65㎎0.5mL1管  〔富士製薬〕

〔先発品〕デカドロン注射液1.65㎎

デキサート注射液6.6㎎あ 
Dexart 6.6㎎2mL1瓶

〔先発品〕デカドロン注射液6.6㎎

【効】付録4～13頁参照

【用】（注） 年 齢， 症 状 に よ り 適 宜 増

減．〔投与量はデキサメタゾンとして〕

静注・筋注：1回1.65 ～ 6.6㎎，3 ～ 6

時間毎．点滴静注：1回1.65～8.3㎎，

1日1 ～ 2回．関節腔内注射：1回0.66

～4.1㎎（投与間隔を2週間以上とする

こと）．軟組織内注射：1回1.65 ～ 5.0

㎎（投与間隔を2週間以上とするこ

と）． 腱 鞘 内 注 射：1 回 0.66 ～ 2.1 ㎎

（投与間隔を2週間以上とすること）．

滑液嚢内注入：1回0.66～4.1㎎（投与

間隔を2週間以上とすること）．硬膜外

注射：1回1.65 ～ 8.3㎎（投与間隔を2

週間以上とすること）．脊髄腔内注

入：1回0.83 ～ 4.1㎎，週1 ～ 3回．胸

腔内注入：1回0.83 ～ 4.1㎎，週1 ～ 3

回．腹腔内注入：1回1.65㎎．局所皮

内注射：1回0.04 ～ 0.08㎎宛0.83㎎ま

で週1回，生理食塩液で4倍に希釈して

0.05 ～ 0.1mLを 用 い る． 卵 管 腔 内 注

入：1回0.33～0.83㎎．注腸：1回0.33

～ 5.0㎎．結膜下注射：1回0.33 ～ 2.1

㎎，その液量は0.2 ～ 0.5mL．球後注

射：1回0.83 ～ 4.1㎎，その液量は0.5

～ 1.0mL．点眼：1回0.21 ～ 0.83㎎/mL

溶液1～2滴を1日3～8回，4～16倍の

生理食塩液希釈液を点眼．ネブライ

ザ ー：1 回 0.08 ～ 1.65 ㎎，1 日 1 ～ 3

回，生理食塩液で10倍に希釈して0.25

～5mLを用いる．鼻腔内注入・副鼻腔

内注入：1回0.08 ～ 1.65㎎，1日1 ～ 3

回．鼻甲介内注射・鼻茸内注射：1回

0.66 ～ 4.1㎎．喉頭・気管注入・中耳

腔 内 注 入・ 耳 管 内 注 入：1 回 0.08 ～

1.65㎎，1日1 ～ 3回．食道注入：1回

0.83 ～ 1.65㎎．〔多発性骨髄腫に対す

る他の抗悪性腫瘍剤との併用療法〕ビ

ンクリスチン硫酸塩，ドキソルビシン

塩酸塩との併用において，1日量デキ

サメタゾンを33㎎とし，21日から28日

を1クールとして，第1日目から第4日

目，第9日目から第12日目，第17日目

から第20日目に，点滴静注．〔抗悪性

腫瘍剤（シスプラチンなど）投与に伴

う消化器症状（悪心・嘔吐）〕1日3.3

～16.5㎎を，1日1回又は2回に分割し

て静注又は点滴静注（16.5㎎まで）

……………………………………………

（トリアムシノロンアセトニド）

Triamcinolone acetonide

ケナコルト－A筋注用関節腔内
用水懸注40㎎/1mL

Kenacort-A 40㎎1mL1瓶 
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（ヒドロコルチゾンコハク酸エステル

ナトリウム）Hydrocortisone sodium 

succinate

ソル・コーテフ静注用500㎎
Solu cortef 500㎎1瓶（溶解液4mL付） 

 〔ファイザー〕

【効】①急性循環不全（出血性ショッ

ク，外傷性ショック）及びショック様

状態における救急．②気管支喘息

【用】（注）①1回250～1000㎎を緩徐に

静注又は点滴静注．症状が改善しない

場合には，適宜追加投与．②（1）初

回投与量100 ～ 500㎎を緩徐に静注又

は点滴静注射．症状が改善しない場合

には，1回50～200㎎を4～6時間毎に

緩徐に追加投与．年齢，症状により適

宜増減．（2）2歳以上の小児には，初

回投与量5～7㎎/㎏を緩徐に静注又は

点滴静注．症状が改善しない場合に

は，1回5～7㎎/㎏を6時間毎に緩徐に

追加投与．年齢，症状により適宜増

減．（3）2歳未満の小児には，初回投

与量5㎎/㎏を緩徐に静注又は点滴静

注．症状が改善しない場合には，1回5

㎎/㎏を6 ～ 8時間毎に緩徐に追加投

与．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ヒドロコルチゾンリン酸エステルナ

トリウム）Hydrocortisone sodium 

phosphate

水溶性ハイドロコートン注射
液100㎎

Hydrocortone 100㎎2mL1瓶  〔日医工〕

水溶性ハイドロコートン注射
液500㎎

Hydrocortone 500㎎10mL1瓶

【効】外科的ショック及びショック様状

態における救急，又は術中・術後の

ショック

【用】（注）1日1回又は数回，1回100～

1,000㎎を静注又は点滴静注

……………………………………………

（フルドロコルチゾン酢酸エステル）

Fludrocortisone acetate

フロリネフ錠0.1㎎ お
Florinef 0.1㎎1錠  〔アスペン〕

【効】①塩喪失型先天性副腎皮質過形成

症．②塩喪失型慢性副腎皮質機能不全

（アジソン病）

【用】（内）1日0.02～0.1㎎を2～3回に

分割．新生児・乳児：0.025 ～ 0.05㎎

より開始．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

2454．フッ素付加副腎皮質ホルモ
ン製剤

 

（デキサメタゾン）Dexamethasone

デカドロン錠0.5㎎
Decadron 0.5㎎1錠  〔日医工〕

デカドロン錠4㎎
Decadron 4㎎1錠

【効】付録4～13頁参照

【用】（内）①1日0.5 ～ 8㎎を1 ～ 4回に

分割．年齢，症状により適宜増減．②

抗悪性腫瘍剤（シスプラチンなど）投

与に伴う消化器症状（悪心・嘔吐）の

場合：1日4～20㎎を1～2回に分割．1

日最大20㎎まで

……………………………………………

（デキサメタゾン）Dexamethasone

デカドロンエリキシル
0.01%（院外）

Decadron 0.1㎎1mL  〔日医工〕

【効】付録4～13頁参照

【用】（内）1日0.5 ～ 8㎎を1 ～ 4回に分

割．小児：1日0.15 ～ 4㎎を1 ～ 4回に

分割．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………
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迫症候群の発症抑制に用いる場合，早

産が予期される妊娠34週までの妊婦に

対し，1回12㎎を24時間ごとに計2回．

関節腔内注射：1回1～5㎎，投与間隔

を2週間以上とすること．軟組織内注

射：1回1 ～ 5㎎，投与間隔を2週間以

上とすること．腱鞘内注射：1回1～5

㎎，投与間隔を2週間以上とするこ

と．滑液嚢内注入：1回1～5㎎，投与

間隔を2週間以上とすること．脊髄腔

内注入：1回1～5㎎を週1～3回．胸腔

内注入：1回1～5㎎を週1～3回．卵管

腔内注入：1回0.4 ～ 1㎎．注腸：1回

0.4 ～ 6 ㎎． 結 膜 下 注 射：1 回 0.4 ～ 2

㎎，その際の液量は0.2 ～ 0.5mLとす

る．球後注射：1回0.8～4㎎，その際

の液量は0.5 ～ 1.0mLとする．点眼：1

回0.25～1㎎/mL溶液1～2滴を1日3～

8回．ネブライザー：1回0.1～2㎎を1

日1～3回．鼻腔内注入：1回0.1～2㎎

を1日1～3回．副鼻腔内注入：1回0.1

～2㎎を1日1～3回．鼻甲介内注射：1

回1～5㎎．鼻茸内注射：1回1～5㎎．

喉頭・気管注入：1回0.1～2㎎を1日1

～ 3回．中耳腔内注入：1回0.1 ～ 2㎎

を1日1～3回．耳管内注入：1回0.1～

2㎎を1日1～3回．食道注入：1回1～2

㎎．唾液腺管内注入：1回0.5～1㎎．

前記用量は年齢，症状により適宜増減

（母体投与による新生児呼吸窮迫症候

群の発症抑制を除く）

……………………………………………

リンデロン懸濁注
Rinderon 2.5㎎0.5mL1管  〔塩野義〕

1管0.5mL中：

ベタメタゾン酢酸エステル 2㎎

ベタメタゾンリン酸エステルナトリ

ウム 0.66㎎

（ベタメタゾン酢酸エステルとして

2.5㎎に相当）

【効】付録4～13頁参照

【用】（注） ① 筋 肉 内 注 射：1 回 0.2 ～

1.0mLを筋注．症状により3～4時間ご

とに同量を繰り返す．②関節腔内注

射：1回0.1 ～ 1.5mLを関節腔内注射．

投与間隔を2週間以上とする．症状あ

るいは注入関節の大小に応じて適宜増

減．③軟組織内注射：1回0.1 ～ 1.5mL

を軟組織内注射．投与間隔を2週間以

上とする．症状あるいは注入部位によ

り適宜増減．④腱鞘内注射：1回0.1～

1.5mLを腱鞘内注射．投与間隔を2週間

以上とする．症状あるいは注入部位に

より適宜増減．⑤滑液嚢内注入：1回

0.1～1.5mLを滑液嚢内注入．投与間隔

を2週間以上とする．症状あるいは注

入部位により適宜増減．⑥局所皮内注

射：必要があれば生理食塩液で2～6

倍に希釈し，1回0.1 ～ 0.2mLを局所皮

内 注 射． ⑦ 鼻 腔 内 注 入：1 回 1.0 ～

3.0mLを1日1～数回鼻腔内注入．⑧鼻

甲介内注射：1回0.1 ～ 1.5mLを鼻甲介

内注射

……………………………………………

2456．プレドニゾロン系製剤
 

（プレドニゾロン）Prednisolone

プレドニゾロン散「タケダ」
1%（院外）

Prednisolone 10㎎1g  〔武田テバ〕

プレドニゾロン錠1㎎（旭化
成）

Prednisolone 1㎎1錠  〔旭化成〕

プレドニン錠5㎎
Predonine 5㎎1錠  〔塩野義〕

【効】付録4～13頁参照

【用】（内）1日5 ～ 60㎎を1 ～ 4回に分

割．年齢，症状により適宜増減．悪性

リンパ腫に用いる場合，抗悪性腫瘍剤

との併用で，1日量として100㎎/㎡
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 〔ブリストル・マイヤーズ〕

【効】付録4～13頁参照

【用】（注）筋注：1回20 ～ 80㎎を1 ～ 2

週おき．年齢，症状により適宜増減．

関節腔内注射・軟組織内注射・腱しょ

う内注射・滑液のう内注入：1回2 ～

40㎎．投与間隔を2週間以上とする．

年齢，症状により適宜増減．ネブライ

ザー：1回2 ～ 10㎎を1日1 ～ 3回．年

齢，症状により適宜増減．鼻腔内注

入・副鼻腔内注入・喉頭・気管注入・

中耳腔内注入・耳管内注入：1回2 ～

10㎎を1日1～3回．年齢，症状により

適宜増減．鼻甲介内注射・鼻茸内注

射：1回2 ～ 40㎎．年齢，症状により

適宜増減．食道注入：1回2㎎．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

（ベタメタゾン）Betamethasone

リンデロン錠0.5㎎（院外）
Rinderon 0.5㎎1錠  〔塩野義〕

ベタメタゾン錠0.5㎎「サワイ」
あ 

Betamethasone 0.5㎎1錠  〔沢井〕

〔先発品〕リンデロン錠0.5㎎

【効】付録4～13頁参照

【用】（内）1日0.5 ～ 8㎎を1 ～ 4回に分

割．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ベタメタゾン）Betamethasone

リンデロンシロップ0.01%
Rinderon 0.1㎎1mL  〔塩野義〕

【効】付録4～13頁参照

【用】（内）1日0.5 ～ 8㎎を1 ～ 4回に分

割．小児：1日0.15 ～ 4㎎を1 ～ 4回に

分割．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ベタメタゾン）Betamethasone

リンデロン坐剤0.5㎎（院外）
Rinderon 0.5㎎1個  〔塩野義〕

リンデロン坐剤1.0㎎（院外）
Rinderon 1㎎1個

【効】潰瘍性大腸炎（直腸炎型）

【用】（外）1日初期投与量0.5～2.0㎎を

1 ～ 2回に分割し直腸内に挿入．以

後，症状をみながら漸減するが，症状

により適宜増減

……………………………………………

（ベタメタゾンリン酸エステルナトリ

ウム）Betamethasone sodium 

phosphate

ステロネマ注腸1.5㎎あ 
Steronema 1.5㎎50mL1個  〔日医工〕

【効】限局性腸炎，潰瘍性大腸炎

【用】（外）1回1 ～ 2個（ベタメタゾン

として1.5 ～ 3㎎）を直腸内注入．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ベタメタゾンリン酸エステルナトリ

ウム）Betamethasone sodium 

phosphate

ステロネマ注腸3㎎あ 
Steronema 3㎎100mL1個  〔日医工〕

【効】限局性腸炎，潰瘍性大腸炎

【用】（外）1回1 ～ 2個（ベタメタゾン

と し て 3 ～ 6 ㎎） を 直 腸 内 注 入． 年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ベタメタゾンリン酸エステルナトリ

ウム）Betamethasone sodium 

phosphate

リンデロン注2㎎（0.4%）
Rinderon 2㎎0.5mL1管  〔塩野義〕

リンデロン注4㎎（0.4%）
Rinderon 4㎎1mL1管

【効】付録4～13頁参照

【用】（注）静注：1回2～8㎎を3～6時

間ごと．点滴静注：1回2～10㎎を1日

1 ～ 2回．筋注：1回2 ～ 8㎎を3 ～ 6時

間ごと，母体投与による新生児呼吸窮
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加．感染性ショック：1回1000㎎を緩

徐に静注又は点滴静注．症状が改善し

ない場合は1000㎎を追加．年齢，症状

により適宜増減．②1日40～1000㎎を

緩徐に静注又は点滴静注．年齢，症状

により適宜増減．③受傷後8時間以内

に30㎎/㎏を15分間かけて点滴静注．

45分間休薬後，5.4㎎/㎏/時間を23時

間点滴静注．④1日500 ～ 1000㎎を緩

徐に静注又は点滴静注．小児：1日30

㎎/㎏（最大1000㎎）を緩徐に静注又

は点滴静注．⑤1日500 ～ 1000㎎を緩

徐に静注又は点滴静注．⑥1日500 ～

1000㎎を緩徐に静注又は点滴静注．小

児：1日30㎎/㎏を緩徐に静注又は点

滴静注．1日1000㎎を超えない．⑦初

回量40～125㎎を緩徐に静注又は点滴

静注．その後40～80㎎を4～6時間ご

とに緩徐に追加．小児：1.0 ～ 1.5㎎/

㎏を緩徐に静注又は点滴静注．その後

1.0～1.5㎎/㎏を4～6時間ごとに緩徐

に追加．⑧他の抗悪性腫瘍剤との併用

において，250 ～ 500㎎を1日1回5日

間，緩徐に静注又は点滴静注．これを

1コースとして3～4週ごとに繰り返す

……………………………………………

（メチルプレドニゾロン酢酸エステル）

Methylprednisolone acetate

デポ・メドロール水懸注40㎎
Depo medrol 40㎎1mL1瓶 

 〔ファイザー〕

【効】付録4～13頁参照

【用】（注）各用法における用量（メチ

ルプレドニゾロン酢酸エステルとし

て）は次記のとおり．年齢，症状によ

り適宜増減 

1）筋肉内注射：1回の用量（㎎）：40

～ 120，投与回数：1 ～ 2週間隔1回．

2）関節腔内注射：1回の用量（㎎）：4

～ 40，投与回数：間隔2週以上1回．

3）軟組織内注射：1回の用量（㎎）：4

～ 40，投与回数：間隔2週以上1回．

4）腱鞘内注射：1回の用量（㎎）：4

～ 40，投与回数：間隔2週以上1回．

5）滑液嚢内注入：1回の用量（㎎）：4

～ 40，投与回数：間隔2週以上1回．

6）局所皮内注射：1回の用量（㎎）：2

～ 8 ㎎ 宛 40 ㎎ ま で， 投 与 回 数： 週 1

回．7）注腸：1回の用量（㎎）：40 ～

120， 投 与 回 数： －．8） ネ ブ ラ イ

ザー：1回の用量（㎎）：2～10，投与

回数：1日1～3回．9）鼻腔内注入：1

回の用量（㎎）：2～10，投与回数：1

日1～3回．10）副鼻腔内注入：1回の

用量（㎎）：2 ～ 10，投与回数：1日1

～ 3回．11）鼻甲介内注射：1回の用

量（㎎）：4～40，投与回数：－．12）

鼻 茸 内 注 射：1 回 の 用 量（㎎）：4 ～

40，投与回数：－．13）喉頭・気管注

入：1回の用量（㎎）：2～10，投与回

数：1日1～3回．14）中耳腔内注入：

1回の用量（㎎）：2～10，投与回数：

1日1～3回

……………………………………………

2459．その他の副腎ホルモン剤
 

セレスタミン配合錠
Celestamine 1錠  〔MSD〕

1錠中：

ベタメタゾン 0.25㎎

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

 2㎎

【効】蕁麻疹（慢性例を除く），湿疹・

皮膚炎群の急性期及び急性増悪期，薬

疹，アレルギー性鼻炎

【用】（内）1回1～2錠を1日1～4回．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………
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（体表面積）まで投与できる．川崎病

の急性期に用いる場合：1日2㎎/㎏

（最大60㎎）を3回に分割

……………………………………………

（プレドニゾロンコハク酸エステルナ

トリウム）Prednisolone sodium 

succinate

水溶性プレドニン10㎎
Predonine 10㎎1管  〔塩野義〕

水溶性プレドニン20㎎
Predonine 20㎎1管

【効】付録4～13頁参照

【用】（注）静注：1回10 ～ 50㎎を3 ～ 6

時間ごと．川崎病の急性期に用いる場

合，1日2㎎/㎏（最大60㎎）を3回に

分割静注．点滴静注：1回20 ～ 100㎎

を1日1～2回．筋注：1回10～50㎎を3

～6時間ごと．関節腔内注射：1回4～

30㎎．投与間隔を2週間以上とするこ

と．軟組織内注射：1回4 ～ 30㎎．投

与間隔を2週間以上とすること．腱鞘

内注射：1回4～30㎎．投与間隔を2週

間以上とすること．滑液嚢内注入：1

回4～30㎎．投与間隔を2週間以上と

すること．脊髄腔内注入：1回5㎎を週

2～3回．胸腔内注入：1回5～25㎎を

週1 ～ 2回．局所皮内注射：1回0.1 ～

0.4㎎ずつ4㎎までを週1回．卵管腔内

注入：2～5㎎．注腸：2～30㎎．結膜

下注射：1回2.5 ～ 10㎎，その際の液

量は0.2 ～ 0.5mLとする．球後注射：1

回 5 ～ 20 ㎎， そ の 際 の 液 量 は 0.5 ～

1.0mLとする．点眼：1回1.2 ～ 5㎎/mL

溶液1 ～ 2滴を1日3 ～ 8回．ネブライ

ザー：1回2～10㎎を1日1～3回．鼻腔

内注入：1回2～10㎎を1日1～3回．副

鼻腔内注入：1回2 ～ 10㎎を1日1 ～ 3

回．鼻甲介内注射：1回4 ～ 30㎎．鼻

茸内注射：1回4 ～ 30㎎．喉頭・気管

注入：1回2～10㎎を1日1～3回．中耳

腔内注入：1回2～10㎎を1日1～3回．

耳管内注入：1回2 ～ 10㎎を1日1 ～ 3

回．食道注入：1回2.5～5㎎．唾液腺

管内注入：1回1～2㎎．前記用量は適

宜増減．（川崎病の急性期に用いる場

合を除く）

……………………………………………

（プレドニゾロンリン酸エステルナト

リウム）Prednisolone sodium 

phosphate

プレドネマ注腸20㎎（院外）
あ 

Predonema 20㎎60mL1個  〔杏林〕

【効】潰瘍性大腸炎，限局性腸炎

【用】（外）1回20㎎を注腸（直腸内注

入）．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（メチルプレドニゾロン）Methyl-

prednisolone

メドロール錠4㎎
Medrol 4㎎1錠  〔ファイザー〕

【効】付録4～13頁参照

【用】（内）1日4 ～ 48㎎を1 ～ 4回に分

割．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（メチルプレドニゾロンコハク酸エス

テルナトリウム）Methylpredniso-

lone sodium succinate

ソル・メドロール静注用125㎎
Solu medrol 125㎎1瓶（溶解液付） 

 〔ファイザー〕

ソル・メドロール静注用500㎎
Solu medrol 500㎎1瓶（溶解液付）

ソル・メドロール静注用
1000㎎

Solu medrol 1g1瓶（溶解液付）

【効】付録4～13頁参照

【用】（注）①出血性ショック：1回125

～ 2000 ㎎ を 緩 徐 に 静 注 又 は 点 滴 静

注．症状が改善しない場合は適宜追
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【用】（外）1㎎を1日1回左右いずれかの

大腿部もしくは下腹部に，約400の

範囲に塗布

……………………………………………

2474．エチニルエストラジオール
系製剤

 

（エチニルエストラジオール）

Ethinylestradiol

プロセキソール錠0.5㎎（院外）
Prosexol 0.5㎎1錠  〔あすか〕

【効】前立腺癌，閉経後の末期乳癌（男

性ホルモン療法に抵抗を示す場合）

【用】（内）1回0.5～1.0㎎を1日3回．年

齢，症状により適宜増減．原体の再評

価結果の用法及び用量：1回0.05～1.0

㎎を1日3回

……………………………………………

2475．エストリオール系製剤
 

（エストリオール）Estriol

エストリール錠1㎎
Estriel 1㎎1錠  〔持田〕

【効】①更年期障害，腟炎（老人，小児

及び非特異性），子宮頸管炎並びに子

宮腟部びらん．②老人性骨粗鬆症

【用】（内） ① 1 回 0.1 ～ 1.0 ㎎ 1 日 1 ～ 2

回．年齢・症状により適宜増減．②1

回1.0㎎1日2回．症状により適宜増減

……………………………………………

2477．プロゲステロン製剤
 

（ヒドロキシプロゲステロンカプロン

酸エステル）Hydroxyprogesterone 

caproate

プロゲデポー筋注125㎎
Proge depot 125㎎1mL1管  〔持田〕

【効】無月経，機能性子宮出血，黄体機

能不全による不妊症，切迫流早産，習

慣性流早産

【用】（注）1週1回65～125㎎を筋注

……………………………………………

（プロゲステロン）Progesterone

ウトロゲスタン腟用カプセル
200㎎（院外）

Utrogestan 200㎎1カプセル 

 〔富士製薬〕

【効】生殖補助医療における黄体補充

【用】（外）1回200㎎を1日3回，胚移植2

～7日前より経腟投与．妊娠が確認で

きた場合は，胚移植後9週（妊娠11週）

まで投与を継続

……………………………………………

（プロゲステロン）Progesterone

ルテウム腟用坐剤400㎎
Luteum 400㎎1個  〔あすか〕

【効】生殖補助医療における黄体補充

【用】（外）1回400㎎を1日2回，採卵日

（又はホルモン補充周期下での凍結胚

移植ではエストロゲン投与により子宮

内膜が十分な厚さになった時点）から

最長10週間（又は妊娠12週まで）腟内

に投与

……………………………………………

2478．合成黄体ホルモン製剤
 

（クロルマジノン酢酸エステル）

Chlormadinone acetate

プロスタール錠25
Prostal 25㎎1錠  〔あすか〕

【効】①前立腺肥大症．②前立腺癌（但

し，転移のある前立腺癌症例に対して

は，他療法による治療の困難な場合に

使用する）

【用】（内）①1回25㎎を1日2回食後．②

1回50㎎を1日2回食後．症状により適

宜増減

……………………………………………
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セレスタミン配合シロップ
（院外）

Celestamine 1mL  〔MSD〕

1mL中：

ベタメタゾン 0.05㎎

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩

 0.4㎎

【効】蕁麻疹（慢性例を除く），湿疹・

皮膚炎群の急性期及び急性増悪期，薬

疹，アレルギー性鼻炎

【用】（内）1回5 ～ 10mLを1日1 ～ 4回．

小児：1回5mLを1日1～4回．年齢，症

状により適宜増減

……………………………………………

246．男性ホルモン剤
2461．テストステロン製剤
 

（テストステロンエナント酸エステル）

Testosterone enanthate

エナルモンデポー筋注125㎎
Enarmon depot 125㎎1mL1管 

 〔あすか〕

【効】① 男 子 性 腺 機 能 不 全（類 宦 官

症）．②造精機能障害による男子不妊

症．③再生不良性貧血，骨髄線維症，

腎性貧血

【用】（注）①1回100㎎を7 ～ 10日間ご

とに，又は1回250㎎を2～4週間ごと

に筋注．年齢，症状により適宜増減．

②1回50～250㎎を2～4週間ごとに無

精子状態になるまで筋注．年齢，症状

により適宜増減．③1回100～250㎎を

1 ～ 2週間ごとに筋注．年齢，症状に

より適宜増減

……………………………………………

247．卵胞ホルモン及び黄体ホル
モン剤

2473．エストラジオール系製剤
 

（エストラジオール）Estradiol

エストラーナテープ0.72㎎（院
外）

Estrana （0.72㎎）91枚  〔久光〕

【効】①更年期障害及び卵巣欠落症状に

伴 う 次 記 症 状： 血 管 運 動 神 経 症 状

（Hot flush及び発汗），泌尿生殖器の

萎縮症状．②閉経後骨粗鬆症．③性腺

機能低下症，性腺摘出又は原発性卵巣

不全による低エストロゲン症

【用】（外） ① ② 0.72 ㎎（1 枚） を 下 腹

部，臀部のいずれかに貼付し，2日毎

に貼り替える．③0.72㎎から開始す

る．下腹部，臀部のいずれかに貼付

し，2日毎に貼り替え，症状に応じ増

減．小児：0.09㎎から開始．下腹部，

臀部のいずれかに貼付し，2日毎に貼

り替える．その後，0.18㎎，0.36㎎，

0.72㎎へ段階的に増量

……………………………………………

（エストラジオール）Estradiol

ジュリナ錠0.5㎎（院外）
Julina 0.5㎎1錠  〔バイエル〕

【効】①更年期障害及び卵巣欠落症状に

伴う次記症状：血管運動神経系症状

（Hot flush及び発汗），腟萎縮症状．

②閉経後骨粗鬆症

【用】（内）①1日1回0.5㎎，1日1回1.0

㎎まで．②1日1回1.0㎎

……………………………………………

（エストラジオール）Estradiol

ディビゲル1㎎（院外）
Divigel 1㎎1g1包  〔サンファーマ〕

【効】更年期障害及び卵巣欠落症状に伴

う血管運動神経症状（Hot flush及び

発汗）
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以後同様に繰り返す

……………………………………………

プラノバール配合錠
Planovar 1錠  〔あすか〕

1錠中：

ノルゲストレル 0.5㎎

エチニルエストラジオール 0.05㎎

【効】①機能性子宮出血．②月経困難

症，月経周期異常（稀発月経，頻発月

経），過多月経，子宮内膜症，卵巣機

能不全

【用】（内）①1日1錠を7 ～ 10日間連続

投与．②1日1錠を月経周期第5日より

約3週間連続投与

……………………………………………

メノエイドコンビパッチ（院
外）

Menoaid 91枚  〔久光〕

1枚（9）中：

エストラジオール 0.62㎎

酢酸ノルエチステロン 2.70㎎

【効】更年期障害及び卵巣欠落症状に伴

う血管運動神経系症状（Hot flush及

び発汗）

【用】（外）1枚を3～4日ごとに1回（週

2回）下腹部に貼付

……………………………………………

ヤーズフレックス配合錠（院
外）

Yaz Flex 1錠  〔バイエル〕

1錠中：

ドロスピレノン 3㎎

エチニルエストラジオールベータデ

クスとして

エチニルエストラジオール 0.020㎎

【効】子宮内膜症に伴う疼痛の改善，月

経困難症

【用】（内）〈子宮内膜症に伴う疼痛の改

善〉1日1錠．24日目までは出血の有無

にかかわらず連続投与．25日目以降に

3日間連続で出血（点状出血を含む）

が認められた場合又は連続投与が120

日に達した場合は，4日間休薬．休薬

後は出血が終わっているか続いている

かにかかわらず，連続投与を開始．以

後同様に連続投与と休薬を繰り返す．

〈月経困難症〉次記のいずれかを選

択．・1日1錠．24日目までは出血の有

無にかかわらず連続投与．25日目以降

に3日間連続で出血（点状出血を含む）

が認められた場合又は連続投与が120

日に達した場合は4日間休薬．休薬後

は出血が終わっているか続いているか

にかかわらず，連続投与を開始．以後

同様に連続投与と休薬を繰り返す．・1

日1錠を24日間連続経口投与し4日間休

薬．以上28日間を投与1周期とし，出

血が終わっているか続いているかにか

かわらず，29日目から次の周期の錠剤

を投与し，以後同様に繰り返す

……………………………………………

ルナベル配合錠ULD（院外）
Lunabell ULD 1錠  〔日本新薬〕

1錠中：

ノルエチステロン 1㎎

エチニルエストラジオール 0.02㎎

ルナベル配合錠LD（院外）
Lunabell LD 1錠

1錠中：

ノルエチステロン 1㎎

エチニルエストラジオール 0.035㎎

【効】月経困難症

【用】（内）1日1錠を毎日一定の時刻に

21日間投与し，その後7日間休薬．以

上28日間を投与1周期とし，出血が終

わっているか続いているかにかかわら

ず，29日目から次の周期の錠剤を投与

し，以後同様に繰り返す

……………………………………………
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（クロルマジノン酢酸エステル）

Chlormadinone acetate

ルトラール錠2㎎（院外）
Lutoral 2㎎1錠  〔塩野義〕

【効】無月経，月経周期異常（稀発月

経，多発月経），月経量異常（過少月

経，過多月経），月経困難症，機能性

子宮出血，卵巣機能不全症，黄体機能

不全による不妊症

【用】（内）1日2～12㎎を1～3回に分割

……………………………………………

（ジドロゲステロン）Dydrogesterone

デュファストン錠5㎎
Duphaston 5㎎1錠  〔第一三共〕

【効】切迫流早産，習慣性流早産，無月

経，月経周期異常（稀発月経，多発月

経），月経困難症，機能性子宮出血，

黄体機能不全による不妊症，子宮内膜

症

【用】（内）1日5 ～ 15㎎を1 ～ 3回に分

割．子宮内膜症には1日5～20㎎

……………………………………………

（メドロキシプロゲステロン酢酸エス

テル）Medroxyprogesterone acetate

ヒスロンH錠200㎎（院外）
Hysron H 200㎎1錠  〔協和キリン〕

【効】①乳癌．②子宮体癌（内膜癌）

【用】（内）①1日600 ～ 1200㎎を3回に

分割．②1日400～600㎎を2～3回に分

割．症状により適宜増減

……………………………………………

（メドロキシプロゲステロン酢酸エス

テル）Medroxyprogesterone acetate

プロベラ錠2.5㎎（院外）
Provera 2.5㎎1錠  〔ファイザー〕

【効】無月経，月経周期異常（稀発月

経，多発月経），月経量異常（過少月

経，過多月経），機能性子宮出血，黄

体機能不全による不妊症，切迫流早

産，習慣性流早産

【用】（内）1日2.5～15㎎を1～3回に分

割

……………………………………………

2479．その他の卵胞ホルモン及び
黄体ホルモン剤

 

（結合型エストロゲン）Conjugated 

estrogens

プレマリン錠0.625㎎
Premarin 0.625㎎1錠  〔ファイザー〕

【効】①卵巣欠落症状．②卵巣機能不全

症．③更年期障害．④腟炎（老人，小

児及び非特異性）．⑤機能性子宮出血

【用】（内）1日0.625 ～ 1.25㎎．機能性

子宮出血又は膣炎に対しては，1日

0.625 ～ 3.75㎎．年齢，症状により適

宜増減

……………………………………………

248．混合ホルモン剤
2482．卵胞ホルモン，黄体ホルモ

ン混合製剤
 

ジェミーナ配合錠（院外）
Jemina 1錠  〔ノーベル〕

1錠中：

レボノルゲストレル 0.09㎎

エチニルエストラジオール（日局）

 0.02㎎

【効】月経困難症

【用】（内）次記のいずれかを選択．①1

日1錠を毎日一定の時刻に21日間連続

投与し，その後7日間休薬．以上28日

間を1周期とし，出血が終わっている

か続いているかにかかわらず，29日目

から次の周期を開始し，以後同様に繰

り返す．②1日1錠を毎日一定の時刻に

77日間連続投与し，その後7日間休

薬．以上84日間を1周期とし，出血が

終わっているか続いているかにかかわ

らず，85日目から次の周期を開始し，
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（インスリンアスパルト（遺伝子組換

え））Insulin aspart (genetical 

recombination)

ノボラピッド30ミックス注フ
レックスペン（要時） お

NovoRapid 300単位3mL1キット 

 〔ノボノルディスク〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）超速効型インスリンアナロ

グと中間型インスリンアナログを3：7

の割合で含有する混合製剤．初期は1

回4～20単位を1日2回，朝食直前と夕

食直前に皮下注．1日1回投与のときは

朝食直前に皮下注．症状及び検査所見

に応じて適宜増減．維持量は1日4 ～

80単位

……………………………………………

（インスリンアスパルト（遺伝子組換

え））Insulin aspart (genetical 

recombination)

ノボラピッド注イノレット
（要時） お

NovoRapid 300単位3mL1キット 

 〔ノボノルディスク〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）持続型インスリン製剤と併

用する超速効型インスリンアナログ製

剤．初期は1回2～20単位を毎食直前

に皮下注．症状及び検査所見に応じて

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は1日4～100単位

……………………………………………

（インスリンアスパルト（遺伝子組換

え））Insulin aspart (genetical 

recombination)

フィアスプ注100単位/mL お
Fiasp 100単位1mLバイアル 

 〔ノボノルディスク〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）初期は1回2～20単位を毎食

事開始時に皮下注，必要な場合は食事

開始後も可．持続型インスリン製剤と

併用することがある．投与量は患者の

症状及び検査所見に応じて適宜増減，

持続型インスリン製剤の投与量を含め

た維持量は通常1日4 ～ 100単位であ

る．小児：毎食事開始時に皮下注，必

要な場合は食事開始後の投与も可．持

続型インスリン製剤と併用することが

ある．投与量は患者の症状及び検査所

見に応じて適宜増減，持続型インスリ

ン製剤の投与量を含めた維持量は通常

1日0.5～1.5単位/㎏である．必要に応

じポータブルインスリン用輸液ポンプ

を用いて投与する．また，必要に応じ

静注

……………………………………………

（インスリンアスパルト（遺伝子組換

え））Insulin aspart (genetical 

recombination)

フィアスプ注ペンフィル（要
時） お

Fiasp 300単位1筒  〔ノボノルディスク〕

フィアスプ注フレックスタッ
チ お

Fiasp 300単位1キット

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）持続型インスリン製剤と併

用する超速効型インスリンアナログ製

剤．初期は1回2～20単位を毎食事開

始時に皮下注，必要な場合は食事開始

後も可．投与量は患者の症状及び検査

所見に応じて適宜増減，持続型インス

リン製剤の投与量を含めた維持量は通

常1日4～100単位である．小児：毎食

事開始時に皮下注，必要な場合は食事
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249．その他のホルモン剤（抗ホ
ルモン剤を含む．）

2491．循環ホルモン剤
 

（カリジノゲナーゼ）Kallidinogenase

カリジノゲナーゼ錠50単位
「日医工」あ 

Kallidinogenase 50単位1錠  〔日医工〕

〔先発品〕カルナクリン錠50

【効】①次記疾患における末梢循環障害

の改善：高血圧症，メニエール症候

群，閉塞性血栓血管炎（ビュルガー

病）．②次記症状の改善：更年期障

害，網脈絡膜の循環障害

【用】（内）1日30～150単位を1日3回に

分割．年齢・症状により適宜増減

……………………………………………

（カリジノゲナーゼ）Kallidinogenase

カルナクリン錠50（院外）
Carnaculin 50単位1錠  〔三和化学〕

【効】①次記疾患における末梢循環障害

の改善：高血圧症，メニエール症候

群，閉塞性血栓血管炎（ビュルガー

病）．②次記症状の改善：更年期障

害，網脈絡膜の循環障害

【用】（内）1回50単位を1日3回．年齢，

症状により適宜増減．再評価結果の用

法・用量は1日30～150単位を1日3回

に分割

……………………………………………

2492．すい臓ホルモン剤
 

（インスリンアスパルト（遺伝子組換

え））Insulin aspart (genetical 

recombination)

ノボラピッド注100単位/mL お
NovoRapid 1000単位10mLバイアル 

 〔ノボノルディスク〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）初期は1回2～20単位を毎食

直前に皮下注．持続型インスリン製剤

と併用することがある．症状及び検査

所見に応じて適宜増減．持続型インス

リン製剤の投与量を含めた維持量は1

日4 ～ 100単位．必要に応じ静注，持

続静注入又は筋注

……………………………………………

（インスリンアスパルト（遺伝子組換

え））Insulin aspart (genetical 

recombination)

ノボラピッド注ペンフィル お
NovoRapid 300単位3mL1筒 

 〔ノボノルディスク〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）持続型インスリン製剤と併

用する超速効型インスリンアナログ製

剤．初期は1回2～20単位を毎食直前

に，専用のインスリン注入器を用いて

皮下注．症状及び検査所見に応じて適

宜増減．持続型インスリン製剤の投与

量を含めた維持量は1日4～100単位

……………………………………………

（インスリンアスパルト（遺伝子組換

え））Insulin aspart (genetical 

recombination)

ノボラピッド注フレックス
タッチ お

NovoRapid 300単位3mL1キット 

 〔ノボノルディスク〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）持続型インスリン製剤と併

用する超速効型インスリンアナログ製

剤．初期は1回2～20単位を毎食直前

に皮下注．症状及び検査所見に応じて

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は1日4～100単位

……………………………………………
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（インスリングルリジン（遺伝子組換

え））Insulin glulisine (genetical 

recombination)

アピドラ注ソロスター お
Apidra 300単位3mL1キット 

 〔サノフィ〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）1回2～20単位を毎食直前に

皮下注射，中間型又は持効型溶解イン

スリン製剤と併用することがある．症

状及び検査所見に応じて適宜増減．中

間型又は持効型溶解インスリン製剤の

投与量を含めた維持量としては1日4

～100単位

……………………………………………

（インスリンデグルデク（遺伝子組換

え））Insulin degludec (genetical 

recombination)

トレシーバ注ペンフィル（院
外） お

Tresiba 300単位3mL1筒 

 〔ノボノルディスク〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）初期は1日1回4 ～ 20単位を

専用のインスリンペン型注入器を用い

て皮下注．患者の状態に応じて適宜増

減．注射時刻は毎日一定とする．他の

インスリン製剤を併用することがある

が，他のインスリン製剤の投与量を含

めた維持量は，1日4 ～ 80単位．必要

により上記用量を超えて使用すること

がある．注射時刻は原則として毎日一

定とするが，必要な場合は注射時刻を

変更できる．小児：1日1回皮下注射．

注射時刻は毎日一定．患者の状態に応

じて適宜増減．他のインスリン製剤の

投与量を含めた維持量は，1日0.5 ～

1.5単位/㎏．必要により上記用量を超

えて使用することがある

……………………………………………

（インスリンデグルデク（遺伝子組換

え））Insulin degludec (genetical 

recombination)

トレシーバ注フレックスタッ
チ お

Tresiba 300単位3mL1キット 

 〔ノボノルディスク〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）初期は1日1回4 ～ 20単位を

皮下注．患者の状態に応じて適宜増

減．注射時刻は毎日一定とする．他の

インスリン製剤を併用することがある

が，他のインスリン製剤の投与量を含

めた維持量は，1日4 ～ 80単位．必要

により上記用量を超えて使用すること

がある．注射時刻は原則として毎日一

定とするが，必要な場合は注射時刻を

変更できる．小児：1日1回皮下注射．

患者の状態に応じて適宜増減．注射時

刻は毎日一定．他のインスリン製剤の

投与量を含めた維持量は，1日0.5 ～

1.5単位/㎏．必要により上記用量を超

えて使用することがある

……………………………………………

（インスリンデテミル（遺伝子組換

え））Insulin detemir (genetical 

recombination)

レベミル注ペンフィル（院外）
 お

Levemir 300単位3mL1筒 

 〔ノボノルディスク〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）初期は1日1回4 ～ 20単位を

専用のインスリン注入器を用いて皮下

注．注射時刻は夕食前又は就寝前のい

ずれでもよいが毎日一定とする．他の
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開始後も可．投与量は患者の症状及び

検査所見に応じて適宜増減，持続型イ

ンスリン製剤の投与量を含めた維持量

は通常1日0.5～1.5単位/㎏である

……………………………………………

（インスリングラルギン（遺伝子組換

え））Insulin glargine (genetical 

recombination)

インスリングラルギンBS注
カート「リリー」（院外）あ お

Insulin glargine BS 300単位3mL1筒 

 〔日本イーライリリー〕

インスリングラルギンBS注ミ
リオペン「リリー」あ お

Insulin glargine BS 300単位3mL1キッ

ト

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）初期は1日1回4 ～ 20単位を

皮下注，ときに他のインスリン製剤を

併用．注射時刻は朝食前又は就寝前の

いずれでもよいが，毎日一定とする．

投与量は，患者の症状及び検査所見に

応じて増減する．その他のインスリン

製剤の投与量を含めた維持量は，通常

1日4 ～ 80単位．ただし，必要により

上記用量を超えて使用することがある

……………………………………………

（インスリングラルギン（遺伝子組換

え））Insulin glargine (genetical 

recombination)

ランタスXR注ソロスター お
Lantus 450単位1キット  〔サノフィ〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）初期は1日1回4 ～ 20単位を

皮下注．ときに他のインスリン製剤を

併用．注射時刻は毎日一定とする．投

与量は患者の症状及び検査所見に応じ

て増減．その他のインスリン製剤の投

与量を含めた維持量は1日4 ～ 80単

位．必要により上記用量を超えて使用

することがある

……………………………………………

（インスリングルリジン（遺伝子組換

え））Insulin glulisine (genetical 

recombination)

アピドラ注100単位/mL（要時）
 お

Apidra 1000単位10mLバイアル 

 〔サノフィ〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）1回2～20単位を毎食直前に

皮下注，中間型又は持効型溶解インス

リン製剤と併用することがある．症状

及び検査所見に応じて適宜増減．中間

型又は持効型溶解インスリン製剤の投

与量を含めた維持量としては1日4～

100単位．必要に応じポータブルイン

スリン用輸液ポンプを用いて投与

……………………………………………

（インスリングルリジン（遺伝子組換

え））Insulin glulisine (genetical 

recombination)

アピドラ注カート（院外） お
Apidra 300単位3mL1筒  〔サノフィ〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）1回2～20単位を毎食直前に

インスリンペン型注入器を用いて皮下

注，中間型又は持効型溶解インスリン

製剤と併用することがある．症状及び

検査所見に応じて適宜増減．中間型又

は持効型溶解インスリン製剤の投与量

を含めた維持量としては1日4～100単

位

……………………………………………
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100単位

……………………………………………

（インスリンリスプロ（遺伝子組換

え））Insulin lispro (genetical 

recombination)

ヒューマログミックス25注
カート（院外） お

Humalog 300単位3mL1筒 

 〔日本イーライリリー〕

ヒューマログミックス25注ミ
リオペン（院外） お

Humalog 300単位3mL1キット

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）超速効型インスリンアナロ

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の割合で

含有する混合製剤．1回4～20単位を1

日2回，朝食直前と夕食直前に皮下

注．1日1回投与の時は朝食直前に皮下

注．症状及び検査所見に応じて増減．

維持量としては1日4～80単位

……………………………………………

（インスリンリスプロ（遺伝子組換

え））Insulin lispro (genetical 

recombination)

ヒューマログミックス50注ミ
リオペン（要時） お

Humalog 300単位3mL1キット 

 〔日本イーライリリー〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）超速効型インスリンアナロ

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50：50の割合で

含有する混合製剤．1回4～20単位を1

日2回，朝食直前と夕食直前に皮下

注．投与回数増減可，その場合におい

ても食直前に投与．1日1回投与の時は

朝食直前に皮下注．症状及び検査所見

に応じて増減．維持量としては1日4

～80単位

……………………………………………

（インスリンリスプロ（遺伝子組換

え））Insulin lispro (genetical 

recombination)

ルムジェブ注100単位/mL お
Lyumjev 100単位1mLバイアル 

 〔日本イーライリリー〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）1回2～20単位を毎食事開始

時に皮下注，必要な場合は食事開始後

の投与とすることもできる．ときに投

与回数を増やしたり，持続型インスリ

ン製剤と併用したりすることがある．

投与量は，患者の症状及び検査所見に

応じて適宜増減，持続型インスリン製

剤の投与量を含めた維持量としては1

日4 ～ 100単位．必要に応じ持続皮下

注入ポンプを用いて投与

……………………………………………

（インスリンリスプロ（遺伝子組換

え））Insulin lispro (genetical 

recombination)

ルムジェブ注カート（要時） お
Lyumjev 300単位1筒 

 〔日本イーライリリー〕

ルムジェブ注ミリオペン お
Lyumjev 300単位1キット

ルムジェブ注ミリオペンHD お
Lyumjev 300単位1キット

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）1回2～20単位を毎食事開始

時に皮下注，必要な場合は食事開始後

の投与とすることもできる．ときに投

与回数を増やしたり，持続型インスリ

ン製剤と併用したりすることがある．

投与量は，患者の症状及び検査所見に
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インスリン製剤との併用において，投

与回数を1日2回にする場合は朝食前及

び夕食前，又は朝食前及び就寝前に．

症状及び検査所見に応じて適宜増減．

他のインスリン製剤の投与量を含めた

維持量は，1日4 ～ 80単位．必要によ

り上記用量を超えて使用することがあ

る

……………………………………………

（インスリンデテミル（遺伝子組換

え））Insulin detemir (genetical 

recombination)

レベミル注フレックスペン お
Levemir 300単位3mL1キット 

 〔ノボノルディスク〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）初期は1日1回4 ～ 20単位を

皮下注．注射時刻は夕食前又は就寝前

のいずれでもよいが毎日一定とする．

他のインスリン製剤との併用におい

て，投与回数を1日2回にする場合は朝

食前及び夕食前，又は朝食前及び就寝

前に．症状及び検査所見に応じて適宜

増減．他のインスリン製剤の投与量を

含めた維持量は，1日4 ～ 80単位．必

要により上記用量を超えて使用するこ

とがある

……………………………………………

（インスリンリスプロ（遺伝子組換

え））Insulin lispro (genetical 

recombination)

インスリンリスプロBS注100単
位/mLHU「サノフィ」あ お

Insulin lispro 100単位1mLバイアル 

 〔サノフィ〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）1回2～20単位を毎食直前に

皮下注射，持続型インスリン製剤を併

用したり，ときに投与回数を増やす．

持続型インスリン製剤の投与量を含め

た維持量としては1日4～100単位．必

要に応じ持続皮下注入ポンプを用いて

投与

……………………………………………

（インスリンリスプロ（遺伝子組換

え））Insulin lispro (genetical 

recombination)

インスリンリスプロBS注カー
トHU「サノフィ」（要時）あ お

Insulin lispro 300単位1筒  〔サノフィ〕

インスリンリスプロBS注ソロ
スターHU「サノフィ」あ お

Insulin lispro 300単位1キット

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）1回2～20単位を毎食直前に

皮下注射，ときに回数を増やしたり，

持続型インスリン製剤と併用したりす

ることがある．投与量は，患者の症状

及び検査所見に応じて適宜増減，持続

型インスリン製剤の投与量を含めた維

持量としては1日4～100単位

……………………………………………

（インスリンリスプロ（遺伝子組換

え））Insulin lispro (genetical 

recombination)

ヒューマログ注ミリオペンHD
 お

Humalog 300単位3mL1キット 

 〔日本イーライリリー〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）持続型インスリン製剤と併

用する超速効型インスリンアナログ製

剤．1回2 ～ 20単位を毎食直前に皮下

注．患者の症状及び検査所見に応じて

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としては1日4～
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じて適宜増減．維持量は1日4～80単

位

……………………………………………

（ヒトインスリン（遺伝子組換え））

Insulin human (genetical recombina-

tion)

ヒューマリンR注100単位/mL お
Humulin R 1000単位10mLバイアル 

 〔日本イーライリリー〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）初期は1回4～20単位を毎食

前に皮下注，ときに回数を増やした

り，他のインスリン製剤を併用．以後

症状及び検査所見に応じて投与量を増

減．維持量は1日4～100単位．糖尿病

昏睡には，必要に応じ皮下，筋注，静

注又は持続静注を行う

……………………………………………

（ヒトインスリン（遺伝子組換え））

Insulin human (genetical recombina-

tion)

ヒューマリンR注カート（院
外） お

Humulin R 300単位3mL1筒 

 〔日本イーライリリー〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）持続型インスリン製剤と併

用する速効型インスリン製剤．1回2

～ 20単位を毎食前に万年筆型注入器

を用いて皮下注．症状及び検査所見に

応じて適宜増減．持続型インスリン製

剤の投与量を含めた維持量は1日4～

100単位

……………………………………………

ライゾデグ配合注フレックス
タッチ お

Ryzodeg 300単位1キット 

 〔ノボノルディスク〕

1筒（3mL）中：

インスリンデグルデク（遺伝子組換

え） 210単位

インスリンアスパルト（遺伝子組換

え） 90単位

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）本剤は，超速効型インスリ

ン（インスリン　アスパルト）と持効

型インスリン（インスリン　デグルデ

ク）を3：7のモル比で含有する溶解イ

ンスリン製剤．初期は1回4～20単位

を1日1～2回皮下注．1日1回投与のと

きは，主たる食事の直前に投与し，毎

日一定とする．1日2回投与のときは，

朝食直前と夕食直前に投与．症状及び

検査所見に応じて適宜増減．維持量は

通常1日4 ～ 80単位．但し，必要によ

り上記用量を超えて使用することがあ

る

……………………………………………

2499．他に分類されないホルモン
剤（抗ホルモン剤を含む．）

 

（オクトレオチド酢酸塩）Octreotide 

acetate

オクトレオチド皮下注100μg
「あすか」あ お

Octreotide 100μg1mL1管  〔あすか〕

〔先発品〕サンドスタチン皮下注用100

μg

【効】①次記疾患に伴う諸症状の改善：

消化管ホルモン産生腫瘍（VIP産生腫

瘍，カルチノイド症候群の特徴を示す

カルチノイド腫瘍，ガストリン産生腫

瘍）．次記疾患における成長ホルモ

ン，ソマトメジン-C分泌過剰状態及

び諸症状の改善：先端巨大症・下垂体

性巨人症（外科的処置，他剤による治

療で効果が不十分な場合又は施行が困
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応じて適宜増減，持続型インスリン製

剤の投与量を含めた維持量としては1

日4～100単位

……………………………………………

（グルカゴン）Glucagon

バクスミー点鼻粉末剤3㎎（要
時） お

Baqsimi 3㎎1瓶 

 〔日本イーライリリー〕

【効】低血糖時の救急処置

【用】（外）1回3㎎を鼻腔内に投与

……………………………………………

（ヒトインスリン（遺伝子組換え））

Insulin human (genetical recombina-

tion)

イノレット30R注（要時） お
InnoLet 30R 300単位3mL1キット 

 〔ノボノルディスク〕

ノボリン30R注フレックスペン
（要時） お

Novolin 30R 300単位3mL1キット

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）速効型インスリンと中間型

インスリンを3：7の割合で含有する混

合製剤である．1回4～20単位を1日2

回，朝食前と夕食前30分以内に皮下

注．1日1回投与のときは朝食前に皮下

注．症状及び検査所見に応じて適宜増

減．維持量は1日4 ～ 80単位．必要に

より上記用量を超えて使用することが

ある

……………………………………………

（ヒトインスリン（遺伝子組換え））

Insulin human (genetical recombina-

tion)

ノボリンR注フレックスペン お
Novolin R 300単位3mL1キット 

 〔ノボノルディスク〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）本剤は持続型インスリン製

剤と併用する速効型インスリン製剤で

ある．毎食前に2～20単位を皮下注．

症状及び検査所見に応じて適宜増減．

持続型インスリン製剤の投与量を含め

た維持量は1日4～100単位

……………………………………………

（ヒトインスリン（遺伝子組換え））

Insulin human (genetical recombina-

tion)

ノボリンN注フレックスペン
（院外） お

Novolin N 300単位3mL1キット 

 〔ノボノルディスク〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）初期は1回4～20単位を朝食

前30分以内に皮下注，ときに回数を増

やしたり，他のインスリン製剤を併

用．以後症状及び検査所見に応じて投

与量を増減．維持量は1日4 ～ 80単

位．必要により上記用量を超えて使用

することがある

……………………………………………

（ヒトインスリン（遺伝子組換え））

Insulin human (genetical recombina-

tion)

ヒューマリン3/7注カート（院
外） お

Humulin 3/7 300単位3mL1筒 

 〔日本イーライリリー〕

【効】インスリン療法が適応となる糖尿

病

【用】（注）速効型水溶性インスリンと

中間型イソフェンインスリンの混合製

剤．1回4 ～ 20単位を1日2回，朝食前

と夕食前30分以内に万年筆型注入器を

用いて皮下注．1日1回投与のときは朝

食前に皮下注．症状及び検査所見に応
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【効】子宮内膜症

【用】（注）1.8㎎を前腹部に4週（28日）

ごとに1回皮下注．初回は必ず月経中

に

……………………………………………

（ゴセレリン酢酸塩）Goserelin 

acetate

ゾラデックス3.6㎎デポ お
Zoladex 3.6㎎1筒（ゴセレリンとし

て）  〔アストラゼネカ〕

【効】①前立腺癌．②閉経前乳癌

【用】（注）3.6㎎を前腹部に4週（28日）

ごとに1回皮下注

……………………………………………

（ゴセレリン酢酸塩）Goserelin 

acetate

ゾラデックスLA10.8㎎デポ お
Zoladex LA 10.8㎎1筒（ゴセレリンと

して）  〔アストラゼネカ〕

【効】①前立腺癌．②閉経前乳癌

【用】（注）10.8㎎を前腹部に12～13週

ごとに1回皮下注

……………………………………………

（酢酸セトロレリクス）Cetrorelix 

acetate

セトロタイド注射用0.25㎎ お
Cetrotide 0.25㎎1瓶（溶解液1mL付） 

 〔メルクバイオ〕

セトロタイド注射用3㎎（要
時） お

Cetrotide 3㎎1瓶（溶解液3mL付）

【効】調節卵巣刺激下における早発排卵

の防止

【用】（注）〔3㎎単回投与法〕卵巣刺激開

始6又は7日目に，3㎎を腹部皮下に単

回．5日以内に排卵誘発を行わない場

合には，3㎎投与の5日後から排卵誘発

当日まで，0.25㎎を1日1回腹部皮下に

連日投与．〔0.25㎎反復投与法〕卵巣

刺激開始6日目から排卵誘発当日ま

で，0.25㎎を1日1回腹部皮下に連日

……………………………………………

（酢酸ナファレリン）Nafarelin 

acetate

ナサニール点鼻液0.2%（院外）
 お

Nasanyl 10㎎5mL1本  〔ファイザー〕

【効】①子宮内膜症．②子宮筋腫の縮小

及び子宮筋腫に基づく次記諸症状の改

善：過多月経，下腹痛，腰痛，貧血

【用】（外）1回あたり片側の鼻腔内に

200μg（1噴霧）を1日2回，月経周期1

～2日目より投与

……………………………………………

（ジエノゲスト）Dienogest

ディナゲスト錠0.5㎎（院外）
Dinagest 0.5㎎1錠  〔持田〕

【効】月経困難症

【用】（内）1日1㎎を2回に分け，月経周

期2～5日目より投与

……………………………………………

（ジエノゲスト）Dienogest

ディナゲスト錠1㎎（院外）
Dinagest 1㎎1錠  〔持田〕

【効】子宮内膜症，子宮腺筋症に伴う疼

痛の改善

【用】（内）1日2㎎を2回に分割し，月経

周期2～5日目より経口投与

……………………………………………

（シクロフェニル）Cyclofenil

セキソビット錠100㎎（院外）
Sexovid 100㎎1錠  〔あすか〕

【効】第1度無月経，無排卵性月経，希

発月経の排卵誘発

【用】（内）1日400 ～ 600㎎を2 ～ 3回に

分割，5～10日間投与，症状に応じて

これを反復

……………………………………………
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難な場合）．②進行・再発癌患者の緩

和医療における消化管閉塞に伴う消化

器症状の改善

【用】（注）①1日量100又は150μgより

はじめ，効果が不十分な場合は1日量

300μgまで漸増し，2～3回に分割し皮

下注．症状により適宜増減②1日量300

μgを24時間持続皮下注．症状により

適宜増減

……………………………………………

（オクトレオチド酢酸塩）Octreotide 

acetate

サンドスタチンLAR筋注用
キット10㎎ お

Sandostatin LAR 10㎎1瓶（専用分散

液2mL付）  〔ノバルティス〕

サンドスタチンLAR筋注用
キット20㎎（要時） お

Sandostatin LAR 20㎎1瓶（専用分散

液2mL付）

サンドスタチンLAR筋注用
キット30㎎（要時） お

Sandostatin LAR 30㎎1瓶（専用分散

液2mL付）

【効】①次記疾患に伴う諸症状の改善：

消化管ホルモン産生腫瘍（VIP産生腫

瘍，カルチノイド症候群の特徴を示す

カルチノイド腫瘍，ガストリン産生腫

瘍）．②消化管神経内分泌腫瘍．③次

記疾患における成長ホルモン，ソマト

メジン-C分泌過剰状態及び諸症状の

改善：先端巨大症・下垂体性巨人症

（外科的処置，他剤による治療で効果

が不十分な場合又は施行が困難な場

合）

【用】（注）①20㎎を4週毎に3か月間，

臀部筋注．その後10㎎，20㎎又は30㎎

を4週毎．初回投与後2週間は，本剤投

与前に投与していた同一用量のオクト

レオチド酢酸塩注射液を併用．②30㎎

を4週毎に，臀部筋注．適宜減量．③

20㎎を4週毎に3か月間，臀部筋注．そ

の後10㎎，20㎎又は30㎎を4週毎．30

㎎で効果が不十分な場合に限り40㎎ま

で増量できる

……………………………………………

（クロミフェンクエン酸塩）Clomi-

fene citrate

クロミッド錠50㎎（院外）
Clomid 50㎎1錠  〔塩野義〕

【効】排卵障害に基づく不妊症の排卵誘

発

【用】（内）無排卵症の患者に対して排

卵誘発を試みる場合には，まずGesta-

gen，Estrogen testを必ず行って，消

退性出血の出現を確認し，子宮性無月

経を除外した後，開始．第1クール1日

50㎎5日間で開始し，無効の場合は1日

100㎎5日間に増量．1日100㎎5日間を

限度

……………………………………………

（ゲメプロスト）Gemeprost

プレグランディン腟坐剤1㎎ お
Preglandin 1㎎1個  〔小野〕

【効】妊娠中期における治療的流産

【用】（外）1回1㎎を3時間毎に後膣円蓋

部へ挿入．1日5㎎まで．1日総量5㎎を

投与し，効果の認められない場合は投

与を中止し，翌日あるいは以降に再開

するか，あるいは他の方法に切り替え

る．投与開始後，有効陣痛が発来し，

子宮内容物の排出が認められたとき，

投与を中止．症状及び経過に応じて適

宜増減

……………………………………………

（ゴセレリン酢酸塩）Goserelin 

acetate

ゾラデックス1.8㎎デポ お
Zoladex 1.8㎎1筒（ゴセレリンとし

て）  〔キッセイ〕
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1mLに生理食塩液を加え4mLに希釈し

た液を用い分割注入する．初回量は希

釈液1mL（ジノプロスト250μg/mL）を

注入し，また薬液がチューブ内に残ら

ないように引き続きチューブ内腔量を

若干上回る生理食塩液を注入する．2

回目以降の注入は，原則として1時間

ごとに希釈液3～4mL（750～1,000μg）

を反復投与するが，初回投与による子

宮収縮，その他の反応が強すぎる場合

に は， 次 回 の 投 与 量 を 2mL（500μg）

に減量または投与時間々隔をおくらせ

る．本剤の投与は原則として総投与量

3,000μgとし，また1時間々隔で行う

が，本剤による効果及びその他の反応

を観察しながら適宜に投与量及び投与

時間々隔を調節する．本投与法におい

ては薬剤注入の度にチューブの内腔量

を若干上回る生理食塩液を引き続き注

入することに注意する．（b）一回注

入法：通常ジノプロスト1,000μg/mL含

有 注 射 剤 を 希 釈 し な い で， 一 回 に

2,000 ～ 3,000μg（2 ～ 3mL） を ゆ っ く

り注入する．本剤による効果及びその

反応を観察しながら適宜に投与量を増

減する．注入後チューブの内腔量を若

干上回る生理食塩液を引き続き注入す

る．チューブは薬液注入が終了すれば

抜きとる

……………………………………………

（ジノプロストン）Dinoprostone

プロウペス腟用剤10㎎ お
Propess 10㎎1個  〔フェリング〕

【効】妊娠37週以降の子宮頸管熟化不全

における熟化の促進

【用】（外）1個を後腟円蓋に挿入し，最

長12時間腟内に留置

……………………………………………

（セマグルチド（遺伝子組換え））

Semaglutide (genetical recombina-

tion)

オゼンピック皮下注0.25㎎SD
 お

Ozempic 0.25㎎0.5mL1キット 

 〔ノボノルディスク〕

オゼンピック皮下注0.5㎎SD お
Ozempic 0.5㎎0.5mL1キット

オゼンピック皮下注1.0㎎SD お
Ozempic 1㎎0.5mL1キット

【効】2型糖尿病

【用】（注） 週 1 回 0.5 ㎎ を 維 持 用 量 と

し，皮下注．週1回0.25㎎から開始

し，4週間投与した後，週1回0.5㎎に

増量．患者の状態に応じて適宜増減，

週1回0.5㎎を4週間以上投与しても効

果不十分な場合には，週1回1.0㎎まで

増量可

……………………………………………

（セマグルチド（遺伝子組換え））

Semaglutide (genetical recombina-

tion)

リベルサス錠3㎎ お
Rybelsus 3㎎1錠  〔ノボノルディスク〕

リベルサス錠7㎎（要時） お
Rybelsus 7㎎1錠

リベルサス錠14㎎（要時） お
Rybelsus 14㎎1錠

【効】2型糖尿病

【用】（内）1日1回7㎎を維持用量とす

る．1日1回3㎎から開始し，4週間以上

投与した後，1日1回7㎎に増量．患者

の状態に応じて適宜増減するが，1日1

回7㎎を4週間以上投与しても効果不十

分な場合には，1日1回14㎎に増量する

ことができる

……………………………………………
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（ジノプロスト）Dinoprost

プロスタルモン・F注射液1000
 お

Prostarmon F 1㎎1mL1管  〔丸石〕

【効】①静脈内注射投与：1）妊娠末期

における陣痛誘発・陣痛促進・分娩促

進．2）次記における腸管蠕動亢進：

胃腸管の手術における術後腸管麻痺の

回復遷延の場合，麻痺性イレウスにお

いて他の保存的治療で効果が認められ

ない場合．②卵膜外投与：治療的流産

【用】（注）①1）1 ～ 2mLを静脈内に点

滴または持続注入．（a）点滴静注：

本剤1mLに5%ブドウ糖注射液または糖

液を加えて500mLに希釈し，0.1μg/㎏/

分の割合で点滴静注．希釈する輸液の

量及び種類は患者の状態に応じて適切

に選択．（b）シリンジポンプによる

静注（持続注入）：本剤1mLに生理食塩

液を加えて50mLに希釈し，0.1μg/㎏/

分（0.05～0.15μg/㎏/分）の割合で静

注． 症 状 に よ り 適 宜 増 減．2）1 回

1,000 ～ 2,000μg（本 剤 1 ～ 2mL） を 輸

液500mLに希釈し，1～2時間（10～20

μg/分の投与速度）で1日2回．手術侵

襲の程度ならびに他の処置などを考慮

して慎重に行うこと．3日間投与して

も効果が認められないときは直ちに投

与を中止し他の療法にきりかえる．症

状，体重により適宜増減． 

②〔妊娠12週以降〕本剤1mLに生理食

塩液を加え4mLに希釈し，この液を子

宮壁と卵膜の間に数回に分け注入．1）

薬 液 注 入 カ テ ー テ ル の 固 定： 通 常

フォーリーカテーテルを用いる．カ

テーテルを子宮頸管を通じ挿入，カ

テーテルのバルーン部が子宮口を通過

して，子宮下部まで到達した後，バ

ルーン部に生理食塩液を充満，内子宮

口を閉鎖し，カテーテルの脱出と腟へ

の薬液漏出を防止する．次にカテーテ

ルを大腿部内側へテープで固定する．

2）薬液の注入：（a）初回量：希釈液

（ジノプロスト250μg/mL）1mLを注入

し，薬液がカテーテル内に残らないよ

うに引き続きカテーテルの内腔量を若

干上回る生理食塩液を注入する（通

例，16号カテーテルでは約3.5mL）．

（b）2回目以降：2時間ごとに希釈液3

～4mL（750～1,000μg）を反復投与す

るが，初回投与による子宮収縮，その

他の反応が強すぎる場合には，次回の

投与量を2mL（500μg）に減量または4

時間後に投与．（c）本剤の投与は原則

として2時間々隔で行うが，本剤によ

る効果及びその他の反応を観察しなが

ら適宜投与量及び投与間隔を1～4時

間の間で調節する．（d）本投与法に

おいては薬剤注入の度に，カテーテル

の内腔量を若干上回る生理食塩液を引

き続き注入することに注意すること． 

〔妊娠12週未満〕胞状奇胎，合併症で

全身麻酔が困難な症例，頸管拡張の困

難な症例又はその場合の除去術の前処

置に使用する．その際本剤の注入は，

硫酸アトロピン，鎮痛剤の投与後，前

麻酔効果があらわれてから行うことが

望ましい．1）チューブの挿入：通常

F4～5号の合成樹脂製の細いチューブ

を用い，使用前にチューブ内腔に生理

食塩液を満たしておく．チューブを鉗

子ではさみ，外子宮口より子宮腔内に

ゆっくりと約7㎝位まで挿入する．直

視 下 で 薬 液 の 注 入 を 行 う 以 外 は，

チューブの排出をふせぐためチューブ

をとりかこむようにガーゼを腟腔内に

つめる．注射器をチューブに接続し，

チューブを大腿部内側にテープで固定

する．2）薬液の注入：（a）分割注入

法：妊娠12週以降の場合に準じ，本剤

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分216



－219－

24

24．ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む．）

～ 4回に分割．維持量：1日240㎎～

480㎎を3～4回に分割．年齢，症状に

より適宜増減

……………………………………………

（トルバプタン）Tolvaptan

サムスカOD錠30㎎（要時） お
Samsca OD 30㎎1錠  〔大塚〕

【効】①腎容積が既に増大しており，か

つ，腎容積の増大速度が速い常染色体

優性多発性嚢胞腎の進行抑制．②抗利

尿ホルモン不適合分泌症候群（SI-

ADH）における低ナトリウム血症の

改善

【用】（内）①1日60㎎を2回（朝45㎎，

夕方15㎎）に分けて開始する．1日60

㎎の用量で1週間以上投与し，忍容性

がある場合には，1日90㎎（朝60㎎，

夕方30㎎），1日120㎎（朝90㎎，夕方

30㎎）と1週間以上の間隔を空けて段

階的に増量．忍容性に応じて適宜増減

するが，最高用量は1日120㎎まで．②

7.5㎎を1日1回．必要に応じて，望ま

しい血清ナトリウム濃度に達するまで

段階的に増量できる．忍容性に応じて

適宜増減，最高用量は1日60㎎まで

……………………………………………

（ブセレリン酢酸塩）Buserelin 

acetate

スプレキュア点鼻液0.15%（院
外）

Suprecur 15㎎10mL1本  〔持田〕

【効】①子宮内膜症，子宮筋腫の縮小及

び子宮筋腫に基づく次の諸症状の改

善：過多月経，下腹痛，腰痛，貧血．

②中枢性思春期早発症

【用】（外）1回左右の鼻腔内に各々300

μg（1噴霧）．①1日3回，月経周期1～

2日目より投与．症状により適宜増

減．②1日3～6回，効果不十分のとき

皮下注法に切り替える

……………………………………………

（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10㎎（院
外） お

Somavert 10㎎1瓶（溶解液付） 

 〔ファイザー〕

【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㎎ずつ増減

……………………………………………

（ミトタン）Mitotane

オペプリム（要時） お
Opeprim 500㎎1カプセル  〔ヤクルト〕

【効】①副腎癌．②手術適応とならない

クッシング症候群

【用】（内）1回500～1000㎎1日3回から

開始し有効量まで漸増．以後，症状，

血中・尿中ステロイド濃度，副作用等

により適宜増減

……………………………………………

（ランレオチド酢酸塩）Lanreotide 

acetate

ソマチュリン皮下注60㎎（要
時） お

Somatuline 60㎎244㎎1筒  〔帝人〕

ソマチュリン皮下注90㎎（要
時） お

Somatuline 90㎎366㎎1筒

【効】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
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（ダナゾール）Danazol

ボンゾール錠100㎎（院外）
Bonzol 100㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】①子宮内膜症．②乳腺症

【用】（内）①1日200～400㎎を2回に分

割し，月経周期第2～5日より，約4か

月間連続投与．症状により増量．②1

日200㎎を2回に分割し，月経周期第2

～5日より，4～6週間連続投与

……………………………………………

（デガレリクス酢酸塩）Degarelix 

acetate

ゴナックス皮下注用80㎎ お
Gonax 80㎎1瓶（溶解液付） 

 〔アステラス〕

ゴナックス皮下注用120㎎ お
Gonax 120㎎1瓶（溶解液付）

ゴナックス皮下注用240㎎ お
Gonax 240㎎1瓶（溶解液付）

【効】前立腺癌

【用】（注）初回240㎎を1カ所あたり120

㎎ずつ腹部2カ所に皮下注．2回目以降

は，初回投与4週間後より，維持用量

を投与．4週間間隔で投与を繰り返す

場合は，80㎎を維持用量とし，腹部1

カ所に皮下注，12週間間隔で投与を繰

り返す場合は，480㎎を維持用量，1カ

所あたり240㎎ずつ腹部2カ所に皮下

注． 

初回投与：1カ所あたり，120㎎バイア

ルに注射用水3.0mLを注入し，溶解後

速やかに3.0mLを皮下注．（3.0mLで溶

解することにより，40㎎/mLとなる．） 

維持用量を4週間間隔で投与する場

合：80㎎バイアルに注射用水4.2mLを

注入し，溶解後速やかに4.0mLを皮下

注．（4.2mLで溶解することにより，20

㎎/mLとなる．）． 

維持用量を12週間間隔で投与する場

合：1カ所あたり，240㎎バイアルに注

射用水4.2mLを注入し，溶解後速やか

に4.0mLを皮下注．（4.2mLで溶解する

ことにより，60㎎/mLとなる．）

……………………………………………

（デュタステリド）Dutasteride

アボルブカプセル0.5㎎ お
Avolve 0.5㎎1カプセル 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】前立腺肥大症

【用】（内）1回0.5㎎を1日1回

……………………………………………

（デュタステリド）Dutasteride

ザガーロカプセル0.5㎎（院外）
 お

Zagallo 0.5㎎1カプセル 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】男性における男性型脱毛症

【用】（内）0.1㎎を1日1回．必要に応じ

て0.5㎎を1日1回

……………………………………………

（デュラグルチド（遺伝子組換え））

Dulaglutide (genetical recombina-

tion)

トルリシティ皮下注0.75㎎アテ
オス おけ

Trulicity 0.75㎎0.5mL1キット 

 〔大日本住友〕

【効】2型糖尿病

【用】（注）0.75㎎を週に1回，皮下注

……………………………………………

（トリロスタン）Trilostane

デソパン錠60㎎（要時）
Desopan 60㎎1錠  〔持田〕

【効】次の疾患におけるアルドステロン

及びコルチゾール分泌過剰状態の改善

並びにそれに伴う諸症状の改善：特発

性アルドステロン症，手術適応となら

ない原発性アルドステロン症及びクッ

シング症候群

【用】（内）初期投与量：1日240㎎を3
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下注．症状に応じて180μg/㎏まで増

量できる

……………………………………………

（リラグルチド（遺伝子組換え））

Liraglutide (genetical recombina-

tion)

ビクトーザ皮下注18㎎ お
Victoza 18㎎3mL1キット 

 〔ノボノルディスク〕

【効】2型糖尿病

【用】（注）0.9㎎を維持用量とし，1日1

回朝又は夕に皮下注．1日1回0.3㎎か

ら開始し，1週間以上の間隔で0.3㎎ず

つ増量．患者の状態に応じて適宜増減

し，1日0.9㎎で効果不十分な場合に

は，1週間以上の間隔で0.3㎎ずつ最高

1.8㎎まで増量可

……………………………………………

（レルゴリクス）Relugolix

レルミナ錠40㎎（院外） お
Relumina 40㎎1錠  〔あすか〕

【効】子宮筋腫に基づく次記諸症状の改

善：過多月経，下腹痛，腰痛，貧血

【用】（内）40㎎を1日1回食前．初回投

与は月経周期1～5日目に行う

……………………………………………
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24

24．ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む．）

十分な場合又は施行が困難な場合）

【用】（注）90㎎を4週毎に3か月間，深

部皮下に注射．その後は病態に応じて

60㎎，90㎎又は120㎎を4週毎に投与

……………………………………………

（ランレオチド酢酸塩）Lanreotide 

acetate

ソマチュリン皮下注120㎎（要
時） お

Somatuline 120㎎488㎎1筒  〔帝人〕

【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

果が不十分な場合又は施行が困難な場

合）．②膵・消化管神経内分泌腫瘍

【用】（注）90㎎を4週毎に3か月間，深

部皮下に注射．その後は病態に応じて

60㎎，90㎎又は120㎎を4週毎に投与

……………………………………………

（リュープロレリン酢酸塩）Leupro-

relin acetate

リュープリン注射用1.88㎎ お
Leuplin 1.88㎎1瓶（懸濁用液1mL付） 

 〔武田〕

【効】①子宮内膜症．②過多月経，下腹

痛，腰痛及び貧血等を伴う子宮筋腫に

おける筋腫核の縮小及び症状の改善．

③中枢性思春期早発症

【用】（注） ① 4 週 に 1 回 3.75 ㎎ を 皮 下

注．体重が50㎏未満の患者では1.88㎎

を投与できる．初回は月経周期1～5

日目に．②4週に1回1.88㎎を皮下注．

体重の重い患者，子宮腫大が高度の患

者では3.75㎎を投与．初回は月経周期

1～5日目に行う．③4週に1回30μg/㎏

を皮下注．症状に応じて180μg/㎏ま

で増量できる

……………………………………………

（リュープロレリン酢酸塩）Leupro-

relin acetate

リュープリンSR注射用キット
11.25㎎（要時） お

Leuplin SR 11.25㎎1筒（懸濁用液1mL

付）  〔武田〕

【効】①前立腺癌．②閉経前乳癌．③球

脊髄性筋萎縮症の進行抑制

【用】（注）12週に1回11.25㎎を皮下注

……………………………………………

（リュープロレリン酢酸塩）Leupro-

relin acetate

リュープリンPRO注射用キッ
ト22.5㎎ お

Leuplin PRO 22.5㎎1筒（懸濁用液

1mL付）  〔武田〕

【効】①前立腺癌．②閉経前乳癌

【用】（注）24週に1回22.5㎎を皮下注

……………………………………………

（リュープロレリン酢酸塩）Leupro-

relin acetate

リュープロレリン酢酸塩注射
用キット3.75㎎「NP」あ お

Leuprorelin acetate 3.75㎎1筒 

 〔ニプロ〕

〔先発品〕リュープリン注射用キット

3.75㎎

【効】①子宮内膜症．②過多月経，下腹

痛，腰痛及び貧血等を伴う子宮筋腫に

おける筋腫核の縮小及び症状の改善．

③閉経前乳癌．④前立腺癌．⑤中枢性

思春期早発症

【用】（注） ① 4 週 に 1 回 3.75 ㎎ を 皮 下

注．体重が50㎏未満の患者では1.88㎎

を投与できる．初回は月経周期1～5

日目に．②4週に1回1.88㎎を皮下注．

体重の重い患者，子宮腫大が高度の患

者では3.75㎎を投与．初回は月経周期

1 ～ 5日目に行う．③④4週に1回3.75

㎎を皮下注．⑤4週に1回30μg/㎏を皮
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25

25．泌尿生殖器官及び肛門用薬

（レボノルゲストレル）Levonorg-

estrel

ミレーナ52㎎（処置）
Mirena 52㎎1システム  〔バイエル〕

【効】避妊，過多月経，月経困難症

【用】（外）1個を子宮腔内に装着

……………………………………………

253．子宮収縮剤
2531．バッカク類製剤
 

（メチルエルゴメトリンマレイン酸塩）

Methylergometrine maleate

パルタンM錠0.125㎎ お
Partan M 0.125㎎1錠  〔持田〕

【効】子宮収縮促進並びに子宮出血予防

及び治療の目的で次の場合に使用：胎

盤娩出後，子宮復古不全，流産，人工

妊娠中絶

【用】（内）1回0.125 ～ 0.25㎎を1日2 ～

4回．症状により適宜増減

……………………………………………

（メチルエルゴメトリンマレイン酸塩）

Methylergometrine maleate

パルタンM注0.2㎎あ お
Partan M 0.2㎎1mL1管  〔持田〕

【効】子宮収縮促進並びに子宮出血予防

及び治療の目的で次の場合に使用：胎

盤娩出前後，弛緩出血，子宮復古不

全，帝王切開術，流産，人工妊娠中絶

【用】（注）1回0.1 ～ 0.2㎎を静注する

か，又は0.2㎎を皮下，筋注．症状に

より適宜増減

……………………………………………

254．避妊剤
2549．その他の避妊剤
 

アンジュ 28錠（院外）
Ange （28日分）1組  〔あすか〕

1錠中：

（赤褐色錠）

レボノルゲストレル 0.050㎎

エチニルエストラジオール 0.030㎎

（白色錠）

レボノルゲストレル 0.075㎎

エチニルエストラジオール 0.040㎎

（黄色錠）

レボノルゲストレル 0.125㎎

エチニルエストラジオール 0.030㎎

（赤色錠） プラセボ

【効】避妊

【用】（内）1周期目は1日1錠を毎日一定

の時刻に赤褐色錠から開始し，指定さ

れた順番に従い28日間連続経口投与．

2周期目は，1周期服用開始29日目より

1周期目と同様に赤褐色錠から1日1錠

を28日間連続投与し，3周期目以降は2

周期目と同様に投与

……………………………………………

マーベロン21（院外）
Marvelon （21日分）1組  〔MSD〕

1錠中：

デソゲストレル 0.15㎎

エチニルエストラジオール 0.03㎎

【効】避妊

【用】（内）1日1錠を毎日一定の時刻に

21日間連続経口投与し，その後7日間

休薬．同様の方法で，避妊する期間繰

り返し投与

……………………………………………

255．痔疾用剤
2559．その他の痔疾用剤
 

強力ポステリザン（軟膏）（院
外）

Posterisan forte 2g1個  〔マルホ〕

ヘモポリゾン軟膏あ 
Hemoporison 2g1個  〔ジェイドルフ〕

〔先発品〕強力ポステリザン（軟膏）

1g中：

大腸菌死菌浮遊液 0.163mL
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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

251．泌尿器官用剤
2519．その他の泌尿器官用剤
 

（D－ソルビトール）D-sorbitol

ウロマチックS泌尿器科用灌流
液3%

Uromatic S 90g3L1袋  〔バクスター〕

【効】前立腺及び膀胱疾患の経尿道的手

術時，その他泌尿器科手術時並びに術

後の洗浄

【用】（外）使用量は目的に応じて1000

～15000mLとする．手術など必要に応

じ適宜増減

……………………………………………

252．生殖器官用剤（性病予防剤
を含む．）

2521．生殖器官用抗生物質製剤
 

（クロラムフェニコール）Chloram-

phenicol

クロマイ腟錠100㎎
Chlomy 100㎎1錠  〔アルフレッサ〕

【効】細菌性腟炎．〈適応菌種〉クロラ

ムフェニコール感性菌

【用】（外）1回100㎎1日1回局所に挿入

……………………………………………

2529．その他の生殖器官用剤（性
病予防剤を含む．）

 

（エストリオール）Estriol

ホーリンV腟用錠1㎎
Holin V 1㎎1錠  〔あすか〕

【効】腟 炎（老 人， 小 児 及 び 非 特 異

性），子宮頸管炎並びに子宮腟部びら

ん

【用】（外）1日1回0.5 ～ 1.0㎎を膣内に

挿入．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（オキシコナゾール硝酸塩）Oxicon-

azole nitrate

オキナゾール腟錠600㎎
Okinazole 600㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】カンジダに起因する腟炎及び外陰

腟炎

【用】（外）1週1回600㎎を膣深部に挿

入，真菌学的効果が得られない場合更

に1回600㎎使用

……………………………………………

（クロトリマゾール）Clotrimazole

エンペシド腟錠100㎎
Empecid 100㎎1錠  〔バイエル〕

【効】カンジダに起因する腟炎及び外陰

腟炎

【用】（外）1日1回100㎎を腟深部に挿

入．6日間継続使用，必要に応じ延長

……………………………………………

（メトロニダゾール）Metronidazole

フラジール腟錠250㎎
Flagyl 250㎎1錠  〔塩野義〕

【効】①トリコモナス腟炎．②細菌性腟

症．〈適応菌種〉本剤に感性のペプト

ストレプトコッカス属，バクテロイデ

ス・フラジリス，プレボテラ・ビビ

ア，モビルンカス属，ガードネラ・バ

ジナリス

【用】（外）①1クールとして，1日1回

250㎎を10 ～ 14日間腟内に挿入．②1

日1回250㎎を7～10日間腟内に挿入

……………………………………………

（幼牛血液抽出物）An extract from 

hemolysed blood of young cattle

ソルコセリル腟坐薬 け
Solcoseryl 0.2mL1個  〔東菱〕

【効】帯下，出血などを伴う子宮腟部び

らん

【用】（外）1回1個を1日又は隔日1回腟

内に挿入する

……………………………………………

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分222



－225－

25

25．泌尿生殖器官及び肛門用薬

及び夕食後．1回0.2㎎，1日0.4㎎まで

……………………………………………

（ウラジロガシエキス）Quercus 

salicina extract

ウロカルン錠225㎎
Urocalun 225㎎1錠  〔日本新薬〕

【効】腎結石・尿管結石の排出促進

【用】（内）1回450㎎，1日3回．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

（オキシブチニン塩酸塩）Oxybu-

tynin hydrochloride

ネオキシテープ73.5㎎（院外）
Neoxy 73.5㎎351枚  〔久光〕

【効】過活動膀胱における尿意切迫感，

頻尿及び切迫性尿失禁

【用】（外）1日1回，1枚（73.5㎎）を下

腹部，腰部又は大腿部のいずれかに貼

付し，24時間毎に貼り替える

……………………………………………

（オキシブチニン塩酸塩）Oxybu-

tynin hydrochloride

ポラキス錠2（院外）
Pollakisu 2㎎1錠  〔サノフィ〕

【効】次記疾患又は状態における頻尿，

尿意切迫感，尿失禁：①神経因性膀

胱．②不安定膀胱（無抑制収縮を伴う

過緊張性膀胱状態）

【用】（内）1 回 2 ～ 3 ㎎ を 1 日 3 回． 年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（コハク酸ソリフェナシン）Solifena-

cin succinate

ベシケアOD錠2.5㎎（院外）
Vesicare OD 2.5㎎1錠  〔アステラス〕

ベシケアOD錠5㎎
Vesicare OD 5㎎1錠

【効】過活動膀胱における尿意切迫感，

頻尿及び切迫性尿失禁

【用】（内）5㎎を1日1回．年齢，症状に

より適宜増減．1日10㎎まで

……………………………………………

（酒石酸トルテロジン）Tolterodine 

tartrate

デトルシトールカプセル
4㎎（院外）

Detrusitol 4㎎1カプセル 

 〔ファイザー〕

【効】過活動膀胱における尿意切迫感，

頻尿及び切迫性尿失禁

【用】（内）4㎎を1日1回．患者の忍容性

に応じて減量

……………………………………………

（シルデナフィルクエン酸塩）

Sildenafil citrate

バイアグラ錠25㎎（院外）
Viagra 25㎎1錠  〔ファイザー〕

バイアグラ錠50㎎（院外）
Viagra 50㎎1錠

【効】勃起不全（満足な性行為を行うに

十分な勃起とその維持が出来ない患

者）

【用】（内）1日1回25～50㎎を性行為の

約1時間前に．高齢者（65歳以上），肝

障害のある患者及び重度の腎障害

（Ccr＜30mL/分）のある患者について

は，本剤の血漿中濃度が増加すること

が認められているので，25㎎を開始用

量とする．1日1回とし，間隔は24時間

以上

……………………………………………

（シロドシン）Silodosin

ユリーフOD錠4㎎（院外） お
Urief OD 4㎎1錠  〔キッセイ〕

シロドシンOD錠4㎎「DSEP」
あ お

Silodosin OD 4㎎1錠 

 〔第一三共エスファ〕

〔先発品〕ユリーフOD錠4㎎

【効】前立腺肥大症に伴う排尿障害
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25．泌尿生殖器官及び肛門用薬

（大腸菌死菌約2.59億個含有）

ヒドロコルチゾン 2.50㎎

【効】痔核・裂肛の症状（出血，疼痛，

腫脹，痒感）の緩解，肛門部手術創，

肛門周囲の湿疹・皮膚炎，軽度な直腸

炎の症状の緩解

【用】（外）1日1 ～ 3回適量を患部に塗

布又は注入

……………………………………………

ネリプロクト坐剤 お
Neriproct 1個  〔LTL〕

1個中：

ジフルコルトロン吉草酸エステル

 0.2㎎

リドカイン 40㎎

【効】痔核に伴う症状（出血，疼痛，腫

脹）の緩解

【用】（外）1回1個を1日2回肛門内に挿

入

……………………………………………

ネリプロクト軟膏 お
Neriproct 2g1個  〔LTL〕

1g中：

ジフルコルトロン吉草酸エステル

 0.1㎎

リドカイン 20㎎

【効】痔核に伴う症状（出血，疼痛，腫

脹）の緩解

【用】（外）1日2回適量を肛門内に注入

……………………………………………

ヘモナーゼ配合錠
Hemonase 1錠  〔ジェイドルフ〕

1錠中：

ブロメライン 35,000ブロメライン単

位

トコフェロール酢酸エステル 10㎎

【効】痔核・裂肛の症状（出血，疼痛，

腫脹，痒感）の緩解，肛門部手術創

【用】（内）1 回 1 錠 を 1 日 3 ～ 4 回． 年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

ボラザG坐剤
Borraza G 1.77g1個  〔天藤〕

1個（1.77g）中：

トリベノシド 200㎎

リドカイン 40㎎

【効】内痔核に伴う症状の緩解

【用】（外）1回1個ずつ，1日2回朝夕肛

門内に挿入．症状に応じて適宜増減

……………………………………………

ボラザG軟膏
Borraza G 2.4g1個  〔天藤〕

1容器（2.4g）中：

トリベノシド 271.2㎎

リドカイン 54.2㎎

【効】①痔核に伴う症状（出血，疼痛，

腫脹）の緩解．②裂肛に伴う症状（出

血，疼痛）の緩解，裂創上皮化の促進

【用】（外） 内 痔 核 に は，1 回 1 容 器 分

（注入量でトリベノシドとして200㎎，

リドカインとして40㎎）を，1日2回朝

夕肛門内に注入．症状に応じて適宜回

数を増減．裂肛，外痔核には，適量を

1日2回朝夕患部に塗布又は注入．症状

に応じて適宜回数を増減

……………………………………………

259．その他の泌尿生殖器官及び
肛門用薬

 

（イミダフェナシン）Imidafenacin

ステーブラOD錠0.1㎎（院外）
Staybla OD 0.1㎎1錠  〔小野〕

イミダフェナシンOD錠0.1㎎
「杏林」あ 

Imidafenacin OD 0.1㎎1錠  〔杏林〕

〔先発品〕ウリトスOD錠0.1㎎

ステーブラOD錠0.1㎎

【効】過活動膀胱における尿意切迫感，

頻尿及び切迫性尿失禁

【用】（内）1回0.1㎎を1日2回，朝食後
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られず，忍容性が良好と判断された器

質性又は混合型勃起不全患者に対して

は，20㎎に増量可．高齢者（65歳以

上），中等度の肝障害のある患者につ

いては，本剤の血漿中濃度が上昇する

ことが認められているので，5㎎を開

始用量とし10㎎まで．1日1回とし，間

隔は24時間以上

……………………………………………

（ビベグロン）Vibegron

ベオーバ錠50㎎
Beova 50㎎1錠  〔杏林〕

【効】過活動膀胱における尿意切迫感，

頻尿及び切迫性尿失禁

【用】（内）50㎎を1日1回食後

……………………………………………

（フェソテロジンフマル酸塩）

Fesoterodine fumarate

トビエース錠4㎎（院外）
Toviaz 4㎎1錠  〔ファイザー〕

【効】過活動膀胱における尿意切迫感，

頻尿及び切迫性尿失禁

【用】（内）4㎎を1日1回．1日1回8㎎ま

で増量可

……………………………………………

（フラボキサート塩酸塩）Flavoxate 

hydrochloride

ブラダロン錠200㎎（院外）
Bladderon 200㎎1錠  〔日本新薬〕

フラボキサート塩酸塩錠200㎎
「日医工」（要時）あ 

Flavoxate hydrochloride 200㎎1錠 

 〔日医工〕

〔先発品〕ブラダロン錠200㎎

【効】次記疾患に伴う頻尿，残尿感：神

経性頻尿，慢性前立腺炎，慢性膀胱炎

【用】（内）1回200㎎，1日3回．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

（プロピベリン塩酸塩）Propiverine 

hydrochloride

バップフォー錠10
Bup-4 10㎎1錠  〔大鵬〕

【効】①次記疾患又は状態における頻

尿，尿失禁：神経因性膀胱，神経性頻

尿，不安定膀胱，膀胱刺激状態（慢性

膀胱炎，慢性前立腺炎）．②過活動膀

胱における尿意切迫感，頻尿及び切迫

性尿失禁

【用】（内）20㎎を1日1回食後．年齢，

症状により適宜増減．20㎎を1日2回ま

で

……………………………………………

（ミラベグロン）Mirabegron

ベタニス錠50㎎ お
Betanis 50㎎1錠  〔アステラス〕

【効】過活動膀胱における尿意切迫感，

頻尿及び切迫性尿失禁

【用】（内）50㎎を1日1回食後

……………………………………………

（リトドリン塩酸塩）Ritodrine 

hydrochloride

ウテメリン錠5㎎
Utemerin 5㎎1錠  〔キッセイ〕

【効】切迫流・早産

【用】（内）1回5㎎を1日3回食後．症状

により適宜増減

……………………………………………

（リトドリン塩酸塩）Ritodrine 

hydrochloride

ウテメリン注50㎎ お
Utemerin 50㎎5mL1管  〔キッセイ〕

【効】緊急に治療を必要とする切迫流・

早産

【用】（注）50㎎（1アンプル）を5%ブ

ドウ糖注射液又は10%マルトース注射

液500mLに希釈し，50μg/分から点滴

静注を開始．子宮収縮抑制状況および

母体心拍数などを観察しながら適宜増
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【用】（内）1回4㎎を1日2回朝夕食後．

症状に応じて適宜減量

……………………………………………

（タダラフィル）Tadalafil

ザルティア錠5㎎（院外）
Zalutia 5㎎1錠  〔日本新薬〕

タダラフィルOD錠5㎎ZA
「トーワ」あ 

Tadalafil 5㎎1錠  〔東和薬品〕

【効】前立腺肥大症に伴う排尿障害

【用】（内）1日1回5㎎

……………………………………………

（タダラフィル）Tadalafil

シアリス錠20㎎（院外）
Cialis 20㎎1錠  〔日本イーライリリー〕

シアリス錠10㎎（院外）
Cialis 10㎎1錠

【効】勃起不全（満足な性行為を行うに

十分な勃起とその維持が出来ない患

者）

【用】（内）1日1回10㎎を性行為の約1時

間前に．10㎎の投与で十分な効果が得

られず，忍容性が良好と判断された器

質性又は混合型勃起不全患者に対して

は，20㎎に増量可．軽度又は中等度の

肝障害のある患者では10㎎まで．いず

れの場合も1日1回とし，投与間隔は24

時間以上．中等度又は重度の腎障害の

ある患者では，5㎎から開始し，投与

間隔は24時間以上とする．中等度の腎

障害のある患者では最高用量は10㎎ま

でとし，10㎎を投与する場合には投与

間隔を48時間以上とする．重度の腎障

害のある患者では5㎎まで

……………………………………………

（タムスロシン塩酸塩）Tamsulosin 

hydrochloride

ハルナールD錠0.2㎎（院外）
Harnal D 0.2㎎1錠  〔アステラス〕

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2㎎
「日医工」あ 

Tamsulosin hydrochloride OD 0.2㎎

1錠  〔日医工〕

〔先発品〕ハルナールD錠0.2㎎

【効】前立腺肥大症に伴う排尿障害

【用】（内）0.2㎎を1日1回食後．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

（ナフトピジル）Naftopidil

フリバスOD錠25㎎（院外）
Flivas OD 25㎎1錠  〔旭化成〕

フリバスOD錠50㎎（院外）
Flivas OD 50㎎1錠

フリバスOD錠75㎎（院外）
Flivas OD 75㎎1錠

ナフトピジルOD錠25㎎「EE」
あ 

Naftopidil OD 25㎎1錠  〔日医工〕

〔先発品〕フリバスOD錠25㎎

ナフトピジルOD錠50㎎「EE」
あ 

Naftopidil OD 50㎎1錠

〔先発品〕フリバスOD錠50㎎

【効】前立腺肥大症に伴う排尿障害

【用】（内）1日1回25㎎より始め，効果

が不十分な場合は1～2週間の間隔を

おいて50 ～ 75㎎に漸増し，1日1回食

後．症状により適宜増減．1日75㎎ま

で

……………………………………………

（バルデナフィル塩酸塩水和物）

Vardenafil hydrochloride hydrate

レビトラ錠10㎎（院外）
Levitra 10㎎1錠  〔バイエル〕

【効】勃起不全（満足な性行為を行うに

十分な勃起とその維持が出来ない患

者）

【用】（内）1日1回10㎎を性行為の約1時

間前に．10㎎の投与で十分な効果が得
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26．外皮用薬
261．外皮用殺菌消毒剤
2611．塩素酸塩製剤
 

（次亜塩素酸ナトリウム）Sodium 

hypochlorite

テキサント消毒液6%（院外）
Texant 6%500g1本  〔日本新薬〕

次亜塩6%「ヨシダ」あ 
Sodium hypochlorite 6%500mL1本 

 〔吉田〕

〔先発品〕テキサント消毒液6%

【効】①手指・皮膚の消毒．②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．③医療機器

の消毒．④手術室・病室・家具・器

具・物品などの消毒．⑤排泄物の消

毒．⑥HBウイルスの消毒．⑦患者用

プール水の消毒

【用】（外） ① 有 効 塩 素 濃 度 100 ～

500ppm（0.01 ～ 0.05%） 溶 液 に 浸 す

か，清拭する．（本品希釈倍数：120

～ 600 倍）． ② 有 効 塩 素 濃 度 50 ～

100ppm（0.005 ～ 0.01%）溶液で洗浄

す る．（本 品 希 釈 倍 数：600 ～ 1200

倍）．③有効塩素濃度200 ～ 500ppm

（0.02～0.05%）溶液に1分以上浸漬す

るか，または温溶液を用いて清拭す

る．（本品希釈倍数：120 ～ 300倍）．

④有効塩素濃度200 ～ 500ppm（0.02

～ 0.05%）溶液を用いて清拭する．

（本品希釈倍数：120 ～ 300倍）．⑤有

効塩素濃度1,000～10,000ppm（0.1～

1%）溶液を用いる．（本品希釈倍数：

6～60倍）．⑥1）血液その他の検体物

質に汚染された器具の場合：有効塩素

濃度10,000ppm（1%）溶液を用いる．

（本品希釈倍数：6倍）．2）汚染がはっ

きりしないものの場合：有効塩素濃度

1,000 ～ 5,000ppm（0.1 ～ 0.5%） 溶 液

を用いる．（本品希釈倍数：12 ～ 60

倍）．⑦残留塩素量が1ppmになるよう

に用いる

……………………………………………

（次亜塩素酸ナトリウム）Sodium 

hypochlorite

ヤクラックスD液1%あ 
Yakulax D 1%5㎏1本  〔ヤクハン〕

【効】①手指・皮膚の消毒．②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．③医療機器

の消毒．④手術室・病室・家具・器

具・物品などの消毒．⑤排泄物の消

毒．⑥HBウイルスの消毒．⑦患者用

プール水の消毒

【用】（外） ① 有 効 塩 素 濃 度 100 ～

500ppm（0.01 ～ 0.05%） 溶 液 に 浸 す

か，清拭する．（本品希釈倍数20 ～

100倍）．②有効塩素濃度50～100ppm

（0.005～0.01%）溶液で洗浄する．（本

品希釈倍数100～200倍）．③有効塩素

濃度200～500ppm（0.02～0.05%）溶

液に1分以上浸漬するか，または温溶

液を用いて清拭する．（本品希釈倍数

20 ～ 50 倍）． ④ 有 効 塩 素 濃 度 200 ～

500ppm（0.02～0.05%）溶液を用いて

清 拭 す る．（本 品 希 釈 倍 数 20 ～ 50

倍）． ⑤ 有 効 塩 素 濃 度 1,000 ～

10,000ppm（0.1 ～ 1%） 溶 液 を 用 い

る．（本品希釈倍数　そのまま～ 10

倍）．⑥1）血液その他の検体物質に汚

染された器具の場合：有効塩素濃度

10,000ppm（1%）溶液を用いる．（本

品希釈倍数　そのまま）．2）汚染が

はっきりしないものの場合：有効塩素

濃 度 1,000 ～ 5,000ppm（0.1 ～ 0.5%）

溶液を用いる．（本品希釈倍数2 ～ 10

倍）．⑦残留塩素量が1ppmになるよう

に用いる

……………………………………………
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減．子宮収縮の抑制後は漸次減量し，

50μg/分以下の速度を維持して収縮の

再発が見られないことが確認された場

合には投与を中止．有効用量は50 ～

150μg/分．注入薬量は200μg/分まで

……………………………………………

エビプロスタット配合錠DB
（院外）

Eviprostat 1錠  〔日本新薬〕

エルサメットS配合錠あ 
Elsamet S 1錠  〔テバ〕

〔先発品〕エビプロスタット配合錠DB

1錠中：

オオウメガサソウエキス 1㎎

ハコヤナギエキス 1㎎

セイヨウオキナグサエキス 1㎎

スギナエキス 3㎎

精製小麦胚芽油 30㎎

【効】前立腺肥大に伴う排尿困難，残尿

及び残尿感，頻尿

【用】（内）1回1錠，1日3回．症状に応

じて適宜増減

……………………………………………

セルニルトン錠
Cernilton 63㎎1錠  〔扶桑〕

1錠中：

セルニチンT-60 60㎎

セルニチンGBX 3㎎

【効】①慢性前立腺炎．②初期前立腺肥

大症による次の諸症状：排尿困難，頻

尿，残尿及び残尿感，排尿痛，尿線細

小，会陰部不快感

【用】（内）1回2錠1日2～3回

……………………………………………

マグセント注100mL
Magsent 100mL1瓶  〔あすか〕

1瓶（100mL）中：

硫酸マグネシウム水和物 10g

ブドウ糖 10g

マグセント注シリンジ40mL
Magsent 40mL1筒

40mL中：

硫酸マグネシウム水和物 4g

ブドウ糖 4g

【効】①切迫早産における子宮収縮の抑

制．②重症妊娠高血圧症候群における

子癇の発症抑制及び治療

【用】（注）①初回量として，40mLを20

分以上かけて静注後，10mL/時より持

続静注を行う．子宮収縮が抑制されな

い 場 合 は 5mL/時 ず つ 増 量 し， 最 大

20mL/時まで．子宮収縮抑制後は症状

を観察しながら漸次減量し，子宮収縮

の再発がみられないことが確認された

場合には中止．持続注入ポンプを用い

て投与．②初回量として，40mLを20分

以上かけて静注後，10mL/時より持続

静注を行う．症状に応じて5mL/時ず

つ増量し，最大投与量は20mL/時ま

で．初回量投与の場合を除いて，持続

注入ポンプを用いて投与

……………………………………………
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【用】（外）①原液のままあるいは2～3

倍希釈して塗布・洗浄．②原液のまま

塗布，滴下あるいは2～10倍（耳科の

場合，時にグリセリン，アルコールで

希釈）希釈して洗浄，噴霧，含嗽．③

原液又は2倍希釈して洗浄・拭掃．④

10倍希釈して洗口

……………………………………………

2615．アルコール製剤
 

（無水エタノール）Dehydrated 

ethanol

無水エタノール「マルイシ」
Dehydrated ethanol 95.1～

96.9%500mL1本  〔丸石〕

【効】手指・皮膚の消毒，手術部位（手

術野）の皮膚の消毒，医療機器の消毒

【用】（外） 精 製 水 で う す め，76.9 ～

81.4vol%とし，消毒部位に塗布

……………………………………………

2616．石けん類製剤
 

（ベンザルコニウム塩化物）Benzal-

konium chloride

オスバン消毒液10%
Osvan 10%500mL1本  〔日本製薬〕

【効】①手指・皮膚の消毒．②手術部位

（手術野）の皮膚の消毒．③手術部位

（手術野）の粘膜の消毒．④皮膚・粘

膜の創傷部位の消毒．⑤感染皮膚面の

消毒．⑥医療機器の消毒．⑦手術室・

病室・家具・器具・物品などの消毒．

⑧腟洗浄．⑨結膜嚢の洗浄・消毒

【用】（外）①石鹸で十分に洗浄し，水

で石鹸分を十分に洗い落とした後，

0.05 ～ 0.1%（本剤の100 ～ 200倍）溶

液に浸して洗い，滅菌ガーゼあるいは

布片で清拭する．術前の手洗の場合に

は，5～10分間ブラッシングする．②

手術前局所皮膚面を0.1%（本剤の100

倍）溶液で，5分間洗い，その後0.2%

（本剤の50倍）溶液を塗布．③④0.01

～0.025%（本剤の400～1000倍）溶液

を用いる．⑤0.01%（本剤の1000倍）

溶液を用いる．⑥0.1%（本剤の100倍）

溶液に10分間浸漬するか，又は厳密に

消毒する際は，器具を予め2%炭酸ナ

トリウム水溶液で洗い，その後0.1%

（本剤の100倍）溶液中で15分間煮沸す

る． ⑦ 0.05 ～ 0.2%（本 剤 の 50 ～ 200

倍）溶液を布片で塗布・清拭するか，

又は噴霧．⑧0.02～0.05%（本剤の200

～ 500 倍） 溶 液 を 用 い る． ⑨ 0.01 ～

0.05%（本剤の200 ～ 1000倍）溶液を

用いる

……………………………………………

（ベンザルコニウム塩化物）Benzal-

konium chloride

ザルコニン液0.025（院外）
Zalkonin 0.025%500mL1本  〔健栄〕

【効】①手術部位（手術野）の粘膜の消

毒，皮膚・粘膜の創傷部位の消毒．②

感染皮膚面の消毒．③腟洗浄．④結膜

嚢の洗浄・消毒

【用】（外）①0.01 ～ 0.025%溶液を用い

る．②0.01%溶液を用いる．③0.02 ～

0.025%溶液を用いる．④0.01～0.025%

溶液を用いる

……………………………………………

（ベンザルコニウム塩化物）Benzal-

konium chloride

ザルコニン液0.05
Zalkonin 0.05%500mL1本，0.05%5L1本 

 〔健栄〕

【効】①手指・皮膚の消毒．②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．③手術室・病室・

家具・器具・物品等の消毒．④腟洗

浄．⑤結膜嚢の洗浄・消毒．⑥感染皮

膚面の消毒
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2612．ヨウ素化合物
 

（ポビドンヨード）Povidone-iodine

ポビドンヨード外用液10%「マ
イラン」あ 

Povidone-iodine 10%250mL1本 

 〔マイラン〕

〔先発品〕イソジン液10%

【効】①手術部位（手術野）の皮膚の消

毒，手術部位（手術野）の粘膜の消

毒．②皮膚・粘膜の創傷部位の消毒，

熱傷皮膚面の消毒，感染皮膚面の消毒

【用】（外）本剤を塗布

……………………………………………

（ポビドンヨード）Povidone-iodine

ポビドンヨード液10%綿棒12
「LT」

Povidone-iodine 10w/v%3.3mL1本 

 〔リバテープ〕

【効】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】（外）本剤を塗布

……………………………………………

（ポビドンヨード）Povidone-iodine

ポビドンヨードエタノール液
10%綿棒8「LT」

Povidone-iodine 10w/v%1.6mL1本 

 〔リバテープ〕

【効】手術部位（手術野）の皮膚の消毒

【用】（外）本剤を塗布

……………………………………………

（ポビドンヨード）Povidone-iodine

ポビドンヨードゲル10%「明
治」あ 

Povidone-iodine 10%4g1本 

 〔Meiji Seika〕

〔先発品〕イソジンゲル10%

ポビドンヨードゲル10%「マイ
ラン」あ 

Povidone-iodine 10%90g1本 

 〔マイラン〕

〔先発品〕イソジンゲル10%

【効】皮膚・粘膜の創傷部位の消毒，熱

傷皮膚面の消毒

【用】（外）患部に塗布

……………………………………………

（ポビドンヨード）Povidone-iodine

ポビドンヨードスクラブ液
7.5%「明治」あ 

Povidone-iodine 7.5%500mL 

 〔Meiji Seika〕

〔先発品〕イソジンスクラブ液7.5%

【効】①手指・皮膚の消毒．②手術部位

（手術野）の皮膚の消毒

【用】（外）①適量を用い，少量の水を

加えて摩擦し，よく泡立たせたのち，

流水で洗う．②塗布するか，又は少量

の水を加えて摩擦し，泡立たせたの

ち，滅菌ガーゼで拭う

……………………………………………

（ヨウ素）Iodine

ヨウ素「コザカイ・M」 お
Iodine 原末  〔小堺〕

【効】ヨードチンキ，希ヨードチンキ，

複方ヨードグリセリン等の調剤に用い

る

……………………………………………

2614．過酸化物製剤
 

（オキシドール）Oxydol

オキシドール「ケンエー」
Oxydol 3%500mL1本  〔健栄〕

【効】①創傷・潰瘍の殺菌・消毒．②外

耳・中耳の炎症，鼻炎，咽喉頭炎，扁

桃炎などの粘膜の炎症．③口腔粘膜の

消毒，う窩及び根管の清掃・消毒，歯

の清浄．④口内炎の洗口
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本剤約5mLを手掌にとり，1分間洗浄

後，流水で洗い流し，更に本剤約5mL

で2分間洗浄をくりかえし，同様に洗

い流す．②前記以外の医療従事者の手

指消毒：手指を水でぬらし，本剤約

2.5mLを手掌にとり，1分間洗浄後，流

水で洗い流す

……………………………………………

（クロルヘキシジングルコン酸塩）

Chlorhexidine gluconate

5%ヒビテン液
Hibitane 5%500mL1本  〔大日本住友〕

【効】①手指・皮膚の消毒．②手術部位

（手術野）の皮膚の消毒．③皮膚の創

傷部位の消毒．④医療機器の消毒．⑤

手術室・病室・家具・器具・物品等の

消毒

【用】（外）本品は次記の濃度に希釈

し，水溶液又はエタノール溶液として

使用．①0.1～0.5%水溶液（本剤の50

倍 ～ 10 倍 希 釈）， 使 用 例：（通 常 時）

0.1%水 溶 液（30 秒 以 上）；（汚 染 時）

0.5%水溶液（30秒以上）．②0.1～0.5%

水溶液（本剤の50倍～ 10倍希釈）又

は0.5%エタノール溶液（本剤の10倍希

釈），使用例：0.5%エタノール溶液．

③ ⑤ 0.05%水 溶 液（本 剤 の 100 倍 希

釈），使用例：0.05%水溶液．④0.1 ～

0.5%水溶液（本剤の50倍～10倍希釈）

又は0.5%エタノール溶液（本剤の10倍

希釈），使用例：（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）

……………………………………………

（クロルヘキシジングルコン酸塩）

Chlorhexidine gluconate

ヘキザックAL液1%
Hexizac AL 1%250mL1本  〔吉田〕

【効】手指・皮膚の消毒

【用】（外）洗浄後，1日数回適量を塗布

……………………………………………

（クロルヘキシジングルコン酸塩）

Chlorhexidine gluconate

0.02W/V%マスキン水（院外）
あ 

Maskin 0.02%500mL1本  〔丸石〕

【効】①結膜嚢の洗浄・消毒．②産婦人

科・泌尿器科における外陰・外性器の

皮膚消毒

【用】（外）①0.02%以下の水溶液を用い

る．②0.02%水溶液を用いる

……………………………………………

（クロルヘキシジングルコン酸塩）

Chlorhexidine gluconate

0.05W/V%マスキン水あ 
Maskin 0.05%500mL1本  〔丸石〕

【効】①皮膚の創傷部位の消毒．②結膜

嚢の洗浄・消毒．③手術室・病室・家

具・器具・物品などの消毒．④産婦人

科・泌尿器科における外陰・外性器の

皮膚消毒

【用】（外）①0.05%水溶液を用いる．②

0.05%以下の水溶液を用いる．③0.05%

水溶液を用いる．④0.02%水溶液を用

いる

……………………………………………

（クロルヘキシジングルコン酸塩）

Chlorhexidine gluconate

0.1W/V%マスキン水（院外）
あ 

Maskin 0.1%500mL1本  〔丸石〕

【効】①手指・皮膚の消毒，手術部位

（手術野）の皮膚の消毒，医療機器の

消毒．②皮膚の創傷部位の消毒，手術

室・病室・家具・器具・物品などの消

毒．③結膜嚢の洗浄・消毒．④産婦人

科・泌尿器科における外陰・外性器の

皮膚消毒

【用】（外）①0.1%水溶液を用いる．②
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【用】（外）①石鹸で十分に洗浄し，水

で石鹸分を十分に洗い落とした後，

0.05%溶液に浸して洗い，滅菌ガーゼ

あるいは布片で清拭する．術前の手洗

の場合には，5～10分間ブラッシング

する．②0.01～0.025%溶液を用いる．

③0.05%溶液を布片で塗布・清拭する

か，又は噴霧．④0.02～0.05%溶液を

用 い る． ⑤ 0.01 ～ 0.05%溶 液 を 用 い

る．⑥0.01%溶液を用いる

……………………………………………

（ベンザルコニウム塩化物）Benzal-

konium chloride

0.1W/V%ヂアミトール水
Germitol water 0.1%500mL1本  〔丸石〕

【効】①手指・皮膚の消毒．②手術部位

（手術野）の皮膚の消毒．③手術部位

（手術野）の粘膜の消毒，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・物品などの消毒．⑦

腟洗浄．⑧結膜嚢の洗浄・消毒

【用】（外）①石けんで十分に洗浄し，

水で石けん分を十分に洗い落した後，

0.05 ～ 0.1%溶液に浸して洗い，滅菌

ガーゼあるいは布片で清拭する．術前

の手洗の場合には，5～10分間ブラッ

シングする．②手術前局所皮膚面を

0.1%溶液で約5分間洗い，その後0.2%

溶液を塗布．③0.01～0.025%溶液を用

いる．④0.01%溶液を用いる．⑤0.1%

溶液に10分間浸漬するか，または厳密

に消毒する際は，器具を予め2%炭酸

ナトリウム水溶液で洗い，その後0.1%

溶液中で15分間煮沸する．⑥0.05 ～

0.1%溶液を布片で塗布・清拭するか，

または噴霧する．⑦0.02～0.05%溶液

を用いる．⑧0.01～0.05%溶液を用い

る

……………………………………………

（ベンザルコニウム塩化物）Benzal-

konium chloride

プリビーシー液0.02%あ 
PriBC 0.02%500mL1本  〔大塚〕

【効】①手術部位（手術野）の粘膜の消

毒．皮膚・粘膜の創傷部位の消毒．②

腟洗浄．③結膜嚢の洗浄・消毒

【用】（外）①0.01 ～ 0.025%液．②0.02

～0.05%液．③0.01～0.05%液

……………………………………………

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

オラネジン液1.5%消毒用アプ
リケータ25mL（救急医療部）

Olanedine 25mL1本  〔大塚製薬工場〕

【効】手術部位（手術野）の皮膚の消毒

【用】（外）適量塗布

……………………………………………

（クロルヘキシジングルコン酸塩）

Chlorhexidine gluconate

クロルヘキシジングルコン酸
塩エタノール液1%綿棒12
「LT」

Chlorhexidine gluconate 1%3.3mL1本 

 〔リバテープ〕

【効】手指・皮膚の消毒

【用】（外）洗浄後，1日数回適量を塗布

……………………………………………

（クロルヘキシジングルコン酸塩）

Chlorhexidine gluconate

ステリクロンスクラブ液4%
Stericlon 4%500mL1本  〔健栄〕

マスキンスクラブ4%
Maskin 4%500mL1本  〔丸石〕

【効】医療施設における医師，看護師等

の医療従事者の手指消毒

【用】（外）①術前・術後の術者の手指

消毒：手指及び前腕部を水でぬらし，
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属，緑膿菌

【用】（外）1日1～数回患部に塗布する

か，あるいはガーゼなどにのばしたも

のを患部に貼付

……………………………………………

（テトラサイクリン塩酸塩）Tetracy-

cline hydrochloride

アクロマイシン軟膏3%（院外）
Achromycin 3%5g1本  〔サンファーマ〕

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手

術創等の二次感染．〈適応菌種〉テト

ラサイクリンに感性のブドウ球菌属，

レンサ球菌属，肺炎球菌，腸球菌属，

大腸菌，クレブシエラ属，プロテウス

属，モルガネラ・モルガニー，プロビ

デンシア属

【用】（外）症状により適量を1日1～数

回，直接患部に塗布又は無菌ガーゼに

のばして貼付

……………………………………………

（フシジン酸ナトリウム）Sodium 

fusidate

フシジンレオ軟膏2%
Fucidin leo 2%10g1本  〔第一三共〕

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手

術創等の二次感染．〈適応菌種〉本剤

に感性のブドウ球菌属

【用】（外）患部を清潔にした後1日数回

直接患部に塗布するか又は無菌ガーゼ

に延ばして貼付

……………………………………………

（フラジオマイシン硫酸塩）Fradio-

mycin sulfate

ソフラチュール貼付剤10㎝
Sofratulle （10.8㎎）10㎝×10㎝1枚 

 〔テイカ〕

【効】外傷・熱傷及び手術創等の二次感

染，びらん・潰瘍の二次感染．〈適応

菌種〉フラジオマイシンに感性のブド

ウ球菌属，レンサ球菌属（肺炎球菌を

除く）

【用】（外）1枚～数枚を直接患部に当

て，その上を無菌ガーゼで覆う

……………………………………………

2639．その他の化膿性疾患用剤
 

（オゼノキサシン）Ozenoxacin

ゼビアックスローション2%
Zebiax 2%1g  〔マルホ〕

【効】表在性皮膚感染症，ざ瘡（化膿性

炎症を伴うもの）．〈適応菌種〉オゼノ

キサシンに感性のブドウ球菌属，アク

ネ菌

【用】（外）適量を1日1回，患部に塗

布．ざ瘡に対しては洗顔後，患部に塗

布

……………………………………………

（ナジフロキサシン）Nadifloxacin

アクアチムクリーム1%
Acuatim 1%10g1本  〔大塚〕

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染 症， ざ 瘡（化 膿 性 炎 症 を 伴 う も

の）．〈適応菌種〉本剤に感性のブドウ

球菌属，アクネ菌

【用】（外）適量を1日2回，患部に塗

布．ざ瘡に対しては洗顔後に塗布

……………………………………………

264．鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
2642．外用抗ヒスタミン製剤
 

（ジフェンヒドラミン）Diphenhydr-

amine

レスタミンコーワクリーム1%
Restamin 1%500g1本  〔興和〕

【効】蕁麻疹，湿疹，小児ストロフル

ス，皮膚そう痒症，虫さされ

【用】（外）症状により適量を1日数回，

患部に塗布又は塗擦
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0.05%水溶液を用いる．③0.05%以下の

水溶液を用いる．④0.02%水溶液を用

いる

……………………………………………

（クロルヘキシジングルコン酸塩）

Chlorhexidine gluconate

マスキンR・エタノール液
（0.5W/V%）あ 

Maskin R 0.5%500mL1本  〔丸石〕

【効】①手術部位（手術野）の皮膚の消

毒．②医療機器の消毒

【用】（外）①本剤をそのまま消毒部位

（着色または脱脂等を必要とする部位）

に用いる．②本剤をそのまま用いる

……………………………………………

（フェノール）Phenol

フェノール「ニッコー」 お
Phenol 原液  〔日興〕

【効】①手指・皮膚の消毒．②医療機

器，手術室・病室・家具・器具・物品

等の消毒．③排泄物の消毒．④次の疾

患の鎮痒：痒疹（小児ストロフルスを

含む），蕁麻疹，虫さされ

【用】（外）①1.5 ～ 2%溶液を用いる．

②2～5%溶液を用いる．③3～5%溶液

を用いる．④1～2%溶液又は2～5%軟

膏を用いる

……………………………………………

ネオ消アル「ヨシダ」
Neo sho-aru 500mL1本，5L1本  〔吉田〕

エタノール 60%

イソプロパノール 18%

【効】手指・皮膚の消毒，医療機器の消

毒

【用】（外）そのまま塗擦

……………………………………………

263．化膿性疾患用剤
2633．外用サルファ製剤
 

（スルファジアジン銀）Sulfadiazine 

silver

ゲーベンクリーム1%
Geben 1%500g1個  〔田辺三菱〕

【効】外傷・熱傷及び手術創等の二次感

染，びらん・潰瘍の二次感染．〈適応

菌種〉本剤に感性のブドウ球菌属，レ

ンサ球菌属，クレブシエラ属，エンテ

ロバクター属，緑膿菌，カンジダ属

【用】（外）1日1回，滅菌手袋などを用

いて，創面を覆うに必要かつ十分な厚

さ（約2 ～ 3㎜）に直接塗布．又は，

ガーゼ等に同様の厚さにのばし，貼付

し，包帯を行う．第2日目以後の塗布

に際しては，前日に塗布した本剤を清

拭又は温水浴等で洗い落としたのち，

新たに本剤を塗布

……………………………………………

2634．外用抗生物質製剤
 

（ゲンタマイシン硫酸塩）Gentamicin 

sulfate

ゲンタシン軟膏0.1%（院外）
Gentacin 0.1%10g1本  〔高田〕

ゲンタシンクリーム0.1%（院
外）

Gentacin 0.1%10g1本

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏
0.1%「タイヨー」

Gentamicin sulfate 1㎎1g  〔テバ〕

【効】表在性皮膚感染症，慢性膿皮症，

びらん・潰瘍の二次感染．〈適応菌種〉

ゲンタマイシンに感性のブドウ球菌

属， レ ン サ 球 菌 属（肺 炎 球 菌 を 除

く），大腸菌，クレブシエラ属，エン

テロバクター属，プロテウス属，モル

ガネラ・モルガニー，プロビデンシア
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……………………………………………

（デキサメタゾンプロピオン酸エステ

ル）Dexamethasone propionate

メサデルムクリーム0.1% お
Methaderm 0.1%10g1本  〔大鵬〕

メサデルム軟膏0.1% お
Methaderm 0.1%10g1本

メサデルムローション0.1% お
Methaderm 0.1%10g1本

【効】付録15頁参照

【用】（外）1日1～数回適量を患部に塗

布

……………………………………………

（ヒドロコルチゾン酪酸エステル）

Hydrocortisone butyrate

ロコイド軟膏0.1%
Locoid 0.1%10g1本  〔鳥居〕

ロコイドクリーム0.1%
Locoid 0.1%10g1本

【効】付録15頁参照

【用】（外）1日1～数回適量を塗布．症

状により適宜増減

……………………………………………

（フルオシノニド）Fluocinonide

トプシムクリーム0.05%（院
外） お

Topsym 0.05%10g1本  〔田辺三菱〕

トプシムローション0.05%（院
外） お

Topsym 0.05%10g1本

【効】付録15頁参照

【用】（外）1日1 ～ 3回，適量を患部に

塗布

……………………………………………

（フルオシノニド）Fluocinonide

トプシムスプレー 0.0143%（院
外） お

Topsym 0.0143%28g1本  〔田辺三菱〕

【効】湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮

症，女子顔面黒皮症，ビダール苔癬，

放射線皮膚炎，日光皮膚炎を含む），

痒疹群（蕁麻疹様苔癬，ストロフル

ス，固定蕁麻疹を含む），乾癬，掌蹠

膿疱症，円形脱毛症（悪性を含む），

尋常性白斑

【用】（外）1日1 ～ 3回，適量を患部に

噴霧

……………………………………………

（フルドロキシコルチド）Fludroxy-

cortide

ドレニゾンテープ4μg/（院
外）

Drenison （6㎎）7.5㎝×200㎝1個 

 〔帝國製薬〕

ドレニゾンテープ4μg/
Drenison （0.3㎎）7.5㎝×10㎝1枚

【効】湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮

症，ビダール苔癬を含む），結節性痒

疹（固定蕁麻疹を含む），乾癬，掌蹠

膿疱症，扁平紅色苔癬，アミロイド苔

癬，環状肉芽腫，光沢苔癬，慢性円板

状エリテマトーデス，フォックス・

フォアダイス病，肥厚性瘢痕・ケロイ

ド，尋常性白斑，シャンバーグ病，悪

性リンパ腫（菌状息肉症の紅斑・扁平

浸潤期等）

【用】（外）患部を軽く洗浄し，よく乾

燥させた後，本剤を台紙に付着したま

ま適当な大きさに切り取り，台紙を取

り除き患部に粘着面をあてて貼付．貼

付後12時間又は24時間ごとに貼りかえ

る．必要な場合，夜間のみ貼付．貼り

かえ時にも患部の洗浄及び乾燥を行う

……………………………………………

（プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸

エステル）Prednisolone valerate 

acetate

リドメックスコーワ軟膏0.3%
Lidomex 0.3%10g1本  〔興和〕
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……………………………………………

2646．副腎皮質ホルモン製剤
 

（アルクロメタゾンプロピオン酸エス

テル）Alclometasone dipropionate

アルメタ軟膏（院外）
Almeta 0.1%10g1本  〔塩野義〕

【効】付録15頁参照

【用】（外）1日1～数回，適量を患部に

塗布．症状により適宜増減

……………………………………………

（クロベタゾールプロピオン酸エステ

ル）Clobetasol propionate

コムクロシャンプー 0.05%（院
外） お

Comclo 0.05%125mL1本  〔マルホ〕

【効】頭部の尋常性乾癬

【用】（外）1日1回，乾燥した頭部に患

部を中心に適量を塗布し，約15分後に

水又は湯で泡立て，洗い流す

……………………………………………

（クロベタゾールプロピオン酸エステ

ル）Clobetasol propionate

デルモベート軟膏0.05% お
Dermovate 0.05%5g1本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

デルモベートクリーム0.05% お
Dermovate 0.05%5g1本

デルモベートスカルプロー
ション0.05% お

Dermovate 0.05%10g1本

【効】付録14頁参照

【用】（外）1日1～数回適量を塗布．症

状により適宜増減

……………………………………………

（クロベタゾン酪酸エステル）

Clobetasone butyrate

キンダベート軟膏0.05%
Kindavate 0.05%5g1本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】付録15頁参照

【用】（外）1日1～数回適量を患部に塗

布．症状により適宜増減

……………………………………………

（ジフルコルトロン吉草酸エステル）

Diflucortolone valerate

ネリゾナ軟膏0.1%（院外） お
Nerisona 0.1%10g1本  〔LTL〕

ネリゾナユニバーサルクリー
ム0.1% お

Nerisona universal 0.1%10g1本

【効】付録14頁参照

【用】（外）1日1 ～ 3回，適量を患部に

塗布

……………………………………………

（ジフルプレドナート）Difluprednate

マイザー軟膏0.05%（院外）
Myser 0.05%10g1本  〔田辺三菱〕

マイザークリーム0.05%（院
外）

Myser 0.05%10g1本

ジフルプレドナート軟膏0.05%
「イワキ」あ 

Difluprednate 0.05%5g1本  〔岩城〕

〔先発品〕マイザー軟膏0.05%

ジフルプレドナートクリーム
0.05%「イワキ」あ 

Difluprednate 0.05%5g1本

〔先発品〕マイザークリーム0.05%

【効】付録14頁参照

【用】（外）1日1～数回適量を患部に塗

布．症状により適宜増減

……………………………………………

（デキサメタゾン吉草酸エステル）

Dexamethasone valerate

ボアラ軟膏0.12%
Voalla 0.12%10g1本  〔マルホ〕

【効】付録15頁参照

【用】（外）1日1～数回適量を患部に塗

布．症状により適宜増減
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1g中：

ベタメタゾン吉草酸エステル 1.2㎎

ゲンタマイシン硫酸塩 1㎎

リンデロン－VGローション
Rinderon-VG 10mL1本

1mL中：

ベタメタゾン吉草酸エステル 1.2㎎

ゲンタマイシン硫酸塩 1㎎

【効】付録15頁参照．〈適応菌種〉ゲン

タマイシン感性菌

【用】（外）1日1～数回，適量を塗布．

症状により適宜増減

……………………………………………

テラ・コートリル軟膏
Terra cortril 5g1本  〔陽進堂〕

1g中：

オキシテトラサイクリン塩酸塩 30㎎

ヒドロコルチゾン 10㎎

【効】深在性皮膚感染症，慢性膿皮症．

湿潤・びらん・結痂を伴うか又は二次

感染を併発している次の疾患：湿疹・

皮膚炎群（進行性指掌角皮症，ビダー

ル苔癬，放射線皮膚炎，日光皮膚炎を

含む）．外傷・熱傷及び手術創等の二

次感染．歯周組織炎，感染性口内炎，

舌炎．〈適応菌種〉オキシテトラサイ

クリン感性菌

【用】（外）1日1～数回直接患部に塗布

又は塗擦するか，あるいは無菌ガーゼ

等にのばして貼付．口腔内疾患には，

毎日又は隔日に少量宛患部に注入又は

塗擦．症状により適宜増減

……………………………………………

2649．その他の鎮痛，鎮痒，収
斂，消炎剤

 

（亜鉛華軟膏）Zinc oxide

亜鉛華軟膏「ホエイ」
Zinc oxide 20%500g1本  〔マイラン〕

【効】次記皮膚疾患の収れん・消炎・保

護・緩和な防腐：外傷，熱傷，凍傷，

湿疹・皮膚炎，肛門そう痒症，白癬，

面皰，せつ，よう．その他の皮膚疾患

によるびらん・潰瘍・湿潤面

【用】（外）1日1～数回，患部に塗擦又

は貼布

……………………………………………

（イブプロフェンピコノール）Ibupro-

fen piconol

スタデルム軟膏5%（院外）
Staderm 5%10g1本  〔鳥居〕

【効】①急性湿疹，接触皮膚炎，アト

ピー皮膚炎，慢性湿疹，酒さ様皮膚

炎・口囲皮膚炎．②帯状疱疹

【用】（外）①1日数回塗布．②1日1～2

回貼布

……………………………………………

（イブプロフェンピコノール）Ibupro-

fen piconol

スタデルムクリーム5%
Staderm 5%10g1本  〔鳥居〕

【効】①急性湿疹，接触皮膚炎，アト

ピー皮膚炎，慢性湿疹，酒さ様皮膚

炎・口囲皮膚炎．②帯状疱疹．③尋常

性ざ瘡

【用】（外）①1日数回塗布．②1日1～2

回貼布．③石鹸で洗顔後に，1日数回

塗布

……………………………………………

（インドメタシン）Indometacin

イドメシンコーワゾル1%（院
外）

Idomethine 1%30g1本  〔興和〕

【効】次記疾患並びに症状の鎮痛・消

炎：変形性関節症，肩関節周囲炎，

腱・腱鞘炎，腱周囲炎，上腕骨上顆炎

（テニス肘等），筋肉痛，外傷後の腫

脹・疼痛

【用】（外）1日数回患部に塗擦

……………………………………………
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リドメックスコーワクリーム
0.3%

Lidomex 0.3%10g1本

リドメックスコーワローショ
ン0.3%

Lidomex 0.3%10g1本

【効】付録15頁参照

【用】（外）1日1～数回，適量を患部に

塗布．症状により適宜増減．症状によ

り密封法を行う

……………………………………………

（ベタメタゾン吉草酸エステル）

Betamethasone valerate

リンデロン－V軟膏0.12%
Rinderon-V 0.12%10g1本  〔塩野義〕

リンデロン－Vクリーム0.12%
Rinderon-V 0.12%10g1本

【効】付録15頁参照

【用】（外）1日1～数回，適量を患部に

塗布．症状により適宜増減

……………………………………………

（ベタメタゾン酪酸エステルプロピオ

ン酸エステル）Betamethasone 

butyrate propionate

アンテベート軟膏0.05%（院
外） お

Antebate 0.05%10g1本  〔鳥居〕

アンテベートクリーム
0.05%（院外） お

Antebate 0.05%10g1本

アンテベートローション
0.05%（院外） お

Antebate 0.05%10g1本

ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステル軟膏0.05%
「MYK」あ お

Betamethasone butyrate propionate 

0.05%5g1本  〔日医工〕

〔先発品〕アンテベート軟膏0.05%

ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステルクリーム
0.05%「MYK」あ お

Betamethasone butyrate propionate 

0.05%5g1本

〔先発品〕アンテベートクリーム0.05%

ベタメタゾン酪酸エステルプ
ロピオン酸エステルローショ
ン0.05%「MYK」あ お

Betamethasone butyrate propionate 

0.05%10g1本

〔先発品〕アンテベートローション

0.05%

【効】付録14頁参照

【用】（外）1日1～数回，適量を患部に

塗布

……………………………………………

（モメタゾンフランカルボン酸エステ

ル）Mometasone furoate

フルメタ軟膏（院外） お
Fulmeta 0.1%10g1本  〔塩野義〕

フルメタクリーム（院外） お
Fulmeta 0.1%10g1本

フルメタローション（院外） お
Fulmeta 0.1%10g1本

【効】付録15頁参照

【用】（外）1日1～数回，適量を患部に

塗布．症状により適宜増減

……………………………………………

2647．抗生物質及び副腎皮質ホル
モン混合製剤

 

デキサンVG軟膏0.12%
Dexan VG 10g1本  〔富士製薬〕

リンデロン－VG軟膏
0.12%（院外）

Rinderon-VG 0.12%10g1本  〔塩野義〕

リンデロン－VGクリーム
0.12%

Rinderon-VG 0.12%10g1本
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の鎮痛

【用】（外）1日1回患部に貼付

……………………………………………

（ジクロフェナクナトリウム）

Diclofenac sodium

ナボールゲル1%（院外）
Naboal 1%25g1本  〔久光〕

ジクロフェナクNaゲル1%
「SN」あ 

Diclofenac sodium 1%25g1本 

 〔日本ジェネリック〕

〔先発品〕ナボールゲル1%

ボルタレンゲル1%

【効】次記疾患並びに症状の鎮痛・消

炎：変形性関節症，肩関節周囲炎，

腱・腱鞘炎，腱周囲炎，上腕骨上顆炎

（テニス肘等），筋肉痛（筋・筋膜性腰

痛症等），外傷後の腫脹・疼痛

【用】（外）適量を1日数回患部に塗擦

……………………………………………

（ジメチルイソプロピルアズレン）

Azulene

アズノール軟膏0.033%
Azunol 0.033%20g1本，0.033%500g1

個  〔日本新薬〕

【効】①湿疹．②熱傷・その他の疾患に

よるびらん及び潰瘍

【用】（外）症状により適量を1日数回塗

布

……………………………………………

（スプロフェン）Suprofen

トパルジック軟膏1%（院外）
Topalgic 1%10g1本  〔アルフレッサ〕

【効】①急性湿疹，接触皮膚炎，アト

ピー性皮膚炎，慢性湿疹，皮脂欠乏性

湿疹，酒さ様皮膚炎・口囲皮膚炎．②

帯状疱疹

【用】（外）①適量を1日数回患部に塗

布．②適量を1日1～2回患部に塗布又

は貼布

……………………………………………

（ビタミンA油）Vitamin A oil

ザーネ軟膏0.5%
Sahne 0.5%500g1個  〔エーザイ〕

【効】角化性皮膚疾患（尋常性魚鱗癬，

毛孔性苔癬，単純性粃糠疹）

【用】（外）1日2～3回患部に塗擦

……………………………………………

（フェノール・亜鉛華リニメント）

Phenol and zinc oxide liniment

カチリ「ホエイ」
Phenol and zinc oxide 500g1個 

 〔マイラン〕

1g中：

液状フェノール 0.022mL

酸化亜鉛 100㎎

【効】皮膚そう痒症，汗疹，蕁麻疹，小

児ストロフルス，虫さされ

【用】（外）1日1～数回塗布．症状によ

り適宜増減

……………………………………………

（フェルビナク）Felbinac

セルタッチテープ70（院外）
Seltouch （70㎎）10㎝×14㎝1枚 

 〔帝國製薬〕

セルタッチパップ140
Seltouch （140㎎）20㎝×14㎝1枚

フェルビナクパップ70㎎「タ
イホウ」（院外）あ 

Felbinac （70㎎）10㎝×14㎝1枚 

 〔大鵬〕

〔先発品〕セルタッチパップ70

セルタッチテープ70

【効】次記疾患並びに症状の鎮痛・消

炎：変形性関節症，肩関節周囲炎，

腱・腱鞘炎，腱周囲炎，上腕骨上顆炎

（テニス肘等），筋肉痛，外傷後の腫

脹・疼痛

【用】（外）1日2回患部に貼付

……………………………………………
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（インドメタシン）Indometacin

インテバンクリーム1%（院外）
Inteban 1%25g1本  〔帝國製薬〕

インドメタシンクリーム1%
「日医工」あ 

Indometacin 10㎎1g  〔日医工〕

〔先発品〕イドメシンコーワクリーム

1%

インテバンクリーム1%

【効】次記疾患並びに症状の鎮痛・消

炎：変形性関節症，肩関節周囲炎，

腱・腱鞘炎，腱周囲炎，上腕骨上顆炎

（テニス肘等），筋肉痛，外傷後の腫

脹・疼痛

【用】（外）症状により，適量を1日数回

患部に塗擦

……………………………………………

（インドメタシン）Indometacin

インテバン外用液1%（院外）
Inteban 1%50mL1本  〔帝國製薬〕

【効】次記疾患並びに症状の鎮痛・消

炎：変形性関節症，肩関節周囲炎，

腱・腱鞘炎，腱周囲炎，上腕骨上顆炎

（テニス肘等），筋肉痛，外傷後の腫

脹・疼痛

【用】（外）症状により，適量を1日数回

患部に塗布

……………………………………………

（インドメタシン）Indometacin

カトレップパップ70㎎（院外）
Catlep （70㎎）10㎝×14㎝1枚 

 〔帝國製薬〕

インドメタシンパップ70㎎
「日医工」（院外）あ 

Indometacin （70㎎）10㎝×14㎝1枚 

 〔日医工〕

〔先発品〕カトレップパップ70㎎

イドメシンコーワパップ70㎎

ハップスター ID70㎎

アコニップパップ70㎎

インサイドパップ70㎎

【効】次の疾患並びに症状の鎮痛・消

炎：変形性関節症，肩関節周囲炎，

腱・腱鞘炎，腱周囲炎，上腕骨上顆炎

（テニス肘等），筋肉痛，外傷後の腫

脹・疼痛

【用】（外）1日2回患部に貼付

……………………………………………

（クロタミトン）Crotamiton

オイラックスクリーム10%
Eurax 10%10g1本  〔日新製薬〕

【効】湿疹，蕁麻疹，神経皮膚炎，皮膚

そう痒症，小児ストロフルス

【用】（外）1日数回患部に塗布又は塗擦

……………………………………………

（ケトプロフェン）Ketoprofen

モーラステープ20㎎（院外）
Mohrus （20㎎）7㎝×10㎝1枚  〔祐徳〕

モーラステープL40㎎（院外）
Mohrus L （40㎎）10㎝×14㎝1枚 

 〔久光〕

モーラスパップXR120㎎（院
外）

Mohrus 10㎝×14㎝1枚

ケトプロフェンテープ20㎎
「テイコク」あ 

Ketoprofen （20㎎）7㎝×10㎝1枚 

 〔帝國製薬〕

〔先発品〕モーラステープ20㎎

モーラスパップXR240㎎（院
外）

Mohrus （240㎎）20㎝×14㎝1枚 

 〔久光〕

【効】①次記疾患並びに症状の鎮痛・消

炎：腰痛症（筋・筋膜性腰痛症，変形

性脊椎症，椎間板症，腰椎捻挫），変

形性関節症，肩関節周囲炎，腱・腱鞘

炎，腱周囲炎，上腕骨上顆炎（テニス

肘等），筋肉痛，外傷後の腫脹・疼

痛．②関節リウマチにおける関節局所
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1.5億個，レンサ球菌死菌・緑膿菌

死菌各約0.15億個を含有）

ヒドロコルチゾン 2.5㎎

【効】①湿潤，びらん，結痂を伴うか，

又は二次感染を併発している次記疾

患：湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮

症，ビダール苔癬，放射線皮膚炎，日

光皮膚炎を含む），熱傷，術創．②湿

疹様変化を伴う膿皮症（感染性湿疹様

皮膚炎，湿疹様膿痂疹）

【用】（外）1日1～数回直接患部に塗布

又は塗擦するか，無菌ガーゼ等にのば

して貼付．症状により適宜増減

……………………………………………

MS温シップ「タイホウ」あ 
MS 10㎝×14㎝1枚  〔日本化薬〕

100g（700）中：

サリチル酸メチル 1.0g

dl-カンフル 0.5g

トウガラシエキス 0.165g

MS冷シップ「タカミツ」あ 
MS 14㎝×20㎝1枚  〔三和化学〕

100g（700）中：

サリチル酸メチル 2.0g

dl-カンフル 0.5g

l-メントール 0.3g

【効】次記における鎮痛・消炎：捻挫，

打撲，筋肉痛，関節痛，骨折痛

【用】（外）①表面のプラスチック膜を

はがして，患部に貼付．②1日1～2回

使用

……………………………………………

オイラックスHクリーム
Eurax H 5g1本  〔日新製薬〕

1g中：

クロタミトン 100㎎（10%）

ヒドロコルチゾン 2.5㎎（0.25%）

【効】湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮

症，ビダール苔癬，放射線皮膚炎，日

光皮膚炎を含む），皮膚そう痒症，小

児ストロフルス，虫さされ，乾癬

【用】（外）1日1～数回直接患部に塗布

又は塗擦するか，無菌ガーゼ等にのば

して貼付．症状により適宜増減

……………………………………………

スチックゼノールA（院外）
Stick zenol A 40g1本  〔三笠〕

100g中：

サリチル酸メチル 18.50g

l-メントール 6.00g

dl-カンフル 5.00g

グリチルレチン酸 0.02g

【効】次記における鎮痛・消炎：打撲，

捻挫，筋肉痛，関節痛，骨折痛，虫さ

され

【用】（外）1日1～数回適量を患部に塗

擦

……………………………………………

ユベラ軟膏（院外）
Juvela 1g  〔エーザイ〕

1g中：

トコフェロール 20㎎

ビタミンA油 5㎎

（ビタミンAとして5,000ビタミンA

単位）

【効】凍瘡，進行性指掌角皮症，尋常性

魚鱗癬，毛孔性苔癬，単純性粃糠疹，

掌蹠角化症

【用】（外）1日1～数回適量を患部に塗

布

……………………………………………

ロコアテープ お
Loqoa 10㎝×14㎝1枚  〔大正製薬〕

1枚10㎝×14㎝（膏体1.73g/140）

中：

エスフルルビプロフェン 40㎎

ハッカ油 36.2㎎

【効】変形性関節症における鎮痛・消炎

【用】（外）1日1回，患部に貼付．同時

に2枚を超えて貼付しないこと
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（フェルビナク）Felbinac

ナパゲルン軟膏3%（院外）
Napageln 3%25g1本  〔帝國製薬〕

フェルビナクスチック軟膏3%
「三笠」あ 

Sumilu 3%40g1本  〔大正製薬〕

〔先発品〕ナパゲルン軟膏3%

【効】次の疾患並びに症状の鎮痛・消

炎：変形性関節症，筋・筋膜性腰痛

症，肩関節周囲炎，腱・腱鞘炎，腱周

囲炎，上腕骨上顆炎（テニス肘等），

筋肉痛，外傷後の腫脹・疼痛

【用】（外）1日数回患部に塗擦

……………………………………………

（フェルビナク）Felbinac

ナパゲルンローション3%
Napageln 3%50mL1本  〔帝國製薬〕

【効】次記疾患並びに症状の鎮痛・消

炎：変形性関節症，筋・筋膜性腰痛

症，肩関節周囲炎，腱・腱鞘炎，腱周

囲炎，上腕骨上顆炎（テニス肘等），

筋肉痛，外傷後の腫脹・疼痛

【用】（外）1日数回患部に塗布

……………………………………………

（フルルビプロフェン）Flurbiprofen

アドフィードパップ40㎎（院
外）

Adofeed （40㎎）10㎝×14㎝1枚 

 〔科研〕

ヤクバンテープ60㎎（院外）
Yakuban （60㎎）15㎝×14㎝1枚 

 〔大正製薬〕

【効】次記疾患並びに症状の鎮痛・消

炎：変形性関節症，肩関節周囲炎，

腱・腱鞘炎，腱周囲炎，上腕骨上顆炎

（テニス肘等），筋肉痛，外傷後の腫

脹・疼痛

【用】（外）1日2回，患部に貼付

……………………………………………

（ロキソプロフェンナトリウム水和物）

Loxoprofen sodium hydrate

ロキソニンゲル1%（院外）
Loxonin 1%25g1本  〔第一三共〕

【効】次記疾患並びに症状の消炎・鎮

痛：変形性関節症，筋肉痛，外傷後の

腫脹・疼痛

【用】（外）適量を1日数回患部に塗擦

……………………………………………

（ロキソプロフェンナトリウム水和物）

Loxoprofen sodium hydrate

ロキソニンテープ50㎎（院外）
Loxonin （50㎎）7㎝×10㎝1枚 

 〔第一三共〕

ロキソニンテープ100㎎（院
外）

Loxonin （100㎎）10㎝×14㎝1枚

ロキソニンパップ100㎎（院
外）

Loxonin （100㎎）10㎝×14㎝1枚

ロキソプロフェンNaテープ
100㎎「ユートク」あ 

Loxoprofen sodium （100㎎）10㎝×

14㎝1枚  〔祐徳〕

〔先発品〕ロキソニンテープ100㎎

ロキソプロフェンナトリウム
パップ100㎎「日医工」あ 

Loxoprofen sodium （100㎎）10㎝×

14㎝1枚  〔日医工〕

〔先発品〕ロキソニンパップ100㎎

【効】次記疾患並びに症状の消炎・鎮

痛：変形性関節症，筋肉痛，外傷後の

腫脹・疼痛

【用】（外）1日1回，患部に貼付

……………………………………………

エキザルベ
Eksalb 5g1本，100g1個  〔マルホ〕

1g中：

混合死菌浮遊液 0.166mL

（大腸菌死菌・ブドウ球菌死菌各約
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癬

【用】（外）1日1回患部に塗布

……………………………………………

266．皮ふ軟化剤（腐しょく剤を
含む．）

2661．有機酸製剤
 

（サリチル酸）Salicylic acid

スピール膏M
Speel plaster M 0.8925g251枚 

 〔ニチバン〕

【効】疣贅，鶏眼，胼胝腫の角質剥離

【用】（外）本剤を患部大に切って貼付

し，移動しないように固定する．2～

5日目ごとに取りかえる

……………………………………………

（氷酢酸）Acetic acid

氷酢酸「ケンエー」
Glacial acetic acid 原液  〔健栄〕

【効】洗浄液，収れん液の調剤に用い

る．緩衝・矯味の目的で調剤に用いる

……………………………………………

2663．金属製剤
 

（硝酸銀）Silver nitrate

硝酸銀「ファイザー」原末 お
Silver nitrate 原末  〔ファイザー〕

【効】新生児膿漏眼の予防

【用】（外）クレーデ氏法により点眼す

ること．新生児に対し，1～2%点眼液

を点眼後，生理食塩液で洗浄

……………………………………………

2669．その他の皮ふ軟化剤（腐
しょく剤を含む．）

 

（尿素）Urea

ウレパールクリーム10%
Urepearl 10%20g1本  〔大塚〕

【効】アトピー皮膚，進行性指掌角皮症

（主婦湿疹の乾燥型），老人性乾皮症，

掌蹠角化症，足蹠部皸裂性皮膚炎，毛

孔性苔癬，魚鱗癬

【用】（外）1日2 ～ 3回，患部を清浄に

したのち塗布し，よくすり込む．症状

により適宜増減

……………………………………………

（尿素）Urea

ウレパールローション10%（院
外）

Urepearl 10%1g  〔大塚〕

【効】アトピー皮膚，進行性指掌角皮症

（主婦湿疹の乾燥型），老人性乾皮症，

掌蹠角化症，足蹠部皸裂性皮膚炎，毛

孔性苔癬，魚鱗癬，頭部粃糠疹

【用】（外）1日2 ～ 3回，患部を清浄に

したのち塗布し，よくすり込む．症状

により適宜増減

……………………………………………

（尿素）Urea

ケラチナミンコーワクリーム
20%

Keratinamin kowa 20%25g1本  〔興和〕

【効】魚鱗癬，老人性乾皮症，アトピー

皮膚，進行性指掌角皮症（主婦湿疹の

乾燥型），足蹠部皸裂性皮膚炎，掌蹠

角化症，毛孔性苔癬

【用】（外）1日1～数回，患部に塗擦

……………………………………………

イオウ・カンフルローション
「東豊」

Sulfur and camphor 500mL1本  〔吉田〕

1mL中：

イオウ 60㎎

dl-カンフル 5㎎

【効】ざ瘡，酒さ

【用】（外）1日2回患部に塗布．朝は上

清液，晩は混濁液を用いる

……………………………………………
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……………………………………………

265．寄生性皮ふ疾患用剤
2652．外用サリチル酸系製剤
 

5%サリチル酸ワセリン軟膏東
豊あ 

Salicylic acid 5%500g1個  〔吉田〕

1g中：

サリチル酸 50㎎

白色ワセリン 950㎎

【効】乾癬，白癬（頭部浅在性白癬，小

水 疱 性 斑 状 白 癬， 汗 疱 状 白 癬， 頑

癬），癜風，紅色粃糠疹，紅色陰癬，

角化症（尋常性魚鱗癬，先天性魚鱗

癬，毛孔性苔癬，先天性手掌足底角化

症（腫），ダリエー病，遠山連圏状粃

糠疹），湿疹（角化を伴う），口囲皮膚

炎，掌蹠膿疱症，ヘプラ氏粃糠疹，ア

トピー性皮膚炎，ざ瘡，せつ，腋臭

症，多汗症，その他角化性の皮膚疾患

【用】（外）1日1～2回塗布

……………………………………………

2655．イミダゾール系製剤
 

（クロトリマゾール）Clotrimazole

エンペシドクリーム1%（要時）
Empecid 1%10g1本  〔バイエル〕

【効】次記の皮膚真菌症の治療．①白

癬：足部白癬（汗疱状白癬，趾間白

癬），頑癬，斑状小水疱性白癬．②カ

ンジダ症：指間びらん症，間擦疹，乳

児寄生菌性紅斑，皮膚カンジダ症，爪

囲炎．③癜風

【用】（外）1日2～3回患部に塗布

……………………………………………

（ケトコナゾール）Ketoconazole

ニゾラールクリーム2%
Nizoral 2%10g1本  〔ヤンセン〕

ニゾラールローション2%
Nizoral 2%10g1本

【効】次記の皮膚真菌症の治療．①白

癬：足白癬，体部白癬，股部白癬．皮

膚カンジダ症：指間びらん症，間擦疹

（乳児寄生菌性紅斑を含む）．癜風．②

脂漏性皮膚炎

【用】（外）①1日1回患部に塗布．②1日

2回患部に塗布

……………………………………………

（ルリコナゾール）Luliconazole

ルリコン軟膏1%
Lulicon 1%10g1本  〔サンファーマ〕

ルリコンクリーム1%
Lulicon 1%10g1本

ルリコン液1%
Lulicon 1%10mL1本

【効】次記の皮膚真菌症の治療：①白

癬：足白癬，体部白癬，股部白癬．②

カンジダ症：指間びらん症，間擦疹．

③癜風

【用】（外）1日1回患部に塗布

……………………………………………

2659．その他の寄生性皮ふ疾患用
剤

 

（テルビナフィン塩酸塩）Terbinafine 

hydrochloride

ラミシールクリーム1%
Lamisil 1%10g1本  〔田辺三菱〕

【効】次の皮膚真菌症の治療：白癬（足

白癬，体部白癬，股部白癬），皮膚カ

ンジダ症（指間びらん症，間擦疹〈乳

児寄生菌性紅斑を含む〉），癜風

【用】（外）1日1回患部に塗布

……………………………………………

（リラナフタート）Liranaftate

ゼフナートクリーム2%
Zefnart 2%10g1本  〔鳥居〕

ゼフナート外用液2%（院外）
Zefnart 2%10mL1本

【効】白癬：足白癬，体部白癬，股部白
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26

26．外皮用薬

【効】褥瘡，皮膚潰瘍（熱傷潰瘍，糖尿

病性潰瘍，下腿潰瘍，術後潰瘍）

【用】（外）症状及び病巣の大きさに応

じて適量を使用．潰瘍周囲から潰瘍部

にかけて消毒・清拭した後，1日2回，

適量をガーゼなどにのばしてこれを潰

瘍部に貼付するか，潰瘍部に直接塗布

し，ガーゼなどで保護

……………………………………………

（過酸化ベンゾイル）Benzoyl 

peroxide

ベピオゲル2.5%（院外）
Bepio 2.5%15g1本  〔マルホ〕

【効】尋常性ざ瘡

【用】（外）1日1回，洗顔後，患部に適

量を塗布

……………………………………………

（ジアフェニルスルホン）Diaphenyl-

sulfone

レクチゾール錠25㎎（要時）
Lectisol 25㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】①持久性隆起性紅斑，デューリン

グ疱疹状皮膚炎，天疱瘡，類天疱瘡，

色素性痒疹．②ハンセン病．〈適応菌

種〉本剤に感性のらい菌

【用】（内）①1日50～100㎎を2～3回に

分割．②1日75 ～ 100㎎．他剤と併用

して使用．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（タクロリムス水和物）Tacrolimus 

hydrate

プロトピック軟膏0.03%小児用
（要時） お

Protopic 0.03%5g1本  〔マルホ〕

【効】アトピー性皮膚炎

【用】（外）小児：1日1 ～ 2回，適量を

患部に塗布．1回あたりの塗布量は5g

まで．年齢により適宜減量

……………………………………………

（タクロリムス水和物）Tacrolimus 

hydrate

プロトピック軟膏0.1%（院外）
 お

Protopic 0.1%5g1本  〔マルホ〕

タクロリムス軟膏0.1%「PP」
あ お

Tacrolimus 0.1%5g1本 

 〔サンファーマ〕

〔先発品〕プロトピック軟膏0.1%

【効】アトピー性皮膚炎

【用】（外）1日1 ～ 2回，適量を患部に

塗布．1回あたりの塗布量は5gまで

……………………………………………

（デルゴシチニブ）Delgocitinib

コレクチム軟膏0.5%（院外）
Corectim   〔鳥居〕

【効】アトピー性皮膚炎

【用】（外）1 日 2 回， 適 量 を 患 部 に 塗

布．1回あたり5gまで

……………………………………………

（トラフェルミン（遺伝子組換え））

Trafermin (genetical recombination)

フィブラストスプレー 250
Fiblast 250μg1瓶（溶解液2.5mL付） 

 〔科研〕

【効】褥瘡，皮膚潰瘍（熱傷潰瘍，下腿

潰瘍）

【用】（外）添付溶解液1mL当たり100μg

を用時溶解し，潰瘍面を清拭後，本剤

専用の噴霧器を用い，1日1回，潰瘍の

最大径が6㎝以内の場合は，潰瘍面か

ら約5㎝離して5噴霧（30μg）する．

潰瘍の最大径が6㎝を超える場合は，

薬剤が同一潰瘍面に5噴霧されるよ

う，潰瘍面から約5㎝離して同様の操

作を繰り返す

……………………………………………
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26

26．外皮用薬

267．毛髪用剤（発毛剤，脱毛
剤，染毛剤，養毛剤）

2679．その他の毛髪用剤（発毛
剤，脱毛剤，染毛剤，養毛
剤）

 

（カルプロニウム塩化物）Carpro-

nium chloride

フロジン外用液5%あ 
Furozin 5%30mL1本  〔第一三共〕

【効】①次記のごとき疾患における脱毛

防止ならびに発毛促進：円形脱毛症

（多発性円形脱毛症を含む），悪性脱毛

症，びまん性脱毛症，粃糠性脱毛症，

壮年性脱毛症，症候性脱毛症など．乾

性脂漏．②尋常性白斑

【用】（外）①1日2 ～ 3回適量を患部に

塗布，あるいは被髪部全体にふりかけ

軽くマッサージする．②1日3～4回適

量を塗布

……………………………………………

269．その他の外皮用薬
2691．外用ビタミン製剤
 

（カルシポトリオール）Calcipotriol

ドボネックス軟膏50μg/g（要
時） お

Dovonex 0.005%10g1本  〔鳥居〕

【効】尋常性乾癬

【用】（外）1日2回適量を患部に塗布

……………………………………………

（タカルシトール水和物）Tacalcitol 

hydrate

ボンアルファクリーム2μg/g
（院外） お

Bonalfa 0.0002%10g1本  〔帝人〕

ボンアルファローション2μg/g
（院外） お

Bonalfa 0.0002%10g1本

【効】乾癬，魚鱗癬，掌蹠膿疱症，掌蹠

角化症，毛孔性紅色粃糠疹

【用】（外）1日2回適量を患部に塗布

……………………………………………

（タカルシトール水和物）Tacalcitol 

hydrate

ボンアルファハイ軟膏20μg/g
（院外） お

Bonalfa high 0.002%10g1本  〔帝人〕

ボンアルファハイローション
20μg/g（院外） お

Bonalfa high 0.002%10g1本

【効】尋常性乾癬

【用】（外）1日1回適量を患部に塗布

……………………………………………

（マキサカルシトール）Maxacalcitol

オキサロール軟膏25μg/g お
Oxarol 0.0025%10g1本  〔マルホ〕

オキサロールローション25μg/
g（院外） お

Oxarol 0.0025%10g1本

【効】尋常性乾癬，魚鱗癬群，掌蹠角化

症，掌蹠膿疱症

【用】（外）1日2回適量を患部に塗擦．

症状により適宜回数を減じる

……………………………………………

2699．他に分類されない外皮用薬
 

（アダパレン）Adapalene

ディフェリンゲル0.1%（院外）
 お

Differin 0.1%15g1本  〔マルホ〕

【効】尋常性ざ瘡

【用】（外）1日1回，洗顔後，患部に適

量を塗布

……………………………………………

（アルプロスタジルアルファデクス）

Alprostadil alfadex

プロスタンディン軟膏
0.003% お

Prostandin 0.003%30g1本  〔小野〕
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26

26．外皮用薬

マキサカルシトール 25μg

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオ

ン酸エステル 0.5㎎

【効】尋常性乾癬

【用】（外）1日1回，患部に適量塗布

……………………………………………

ユーパスタコーワ軟膏（院外）
U pasta 100g1個  〔興和〕

100g中：

精製白糖 70.0g

ポビドンヨード 3.0g

ネグミンシュガー軟膏あ 
Negmin sugar 100g1瓶  〔ファイザー〕

〔先発品〕ユーパスタコーワ軟膏

ソアナース軟膏

1g中：

精製白糖 700㎎

ポビドンヨード 30㎎

【効】褥瘡，皮膚潰瘍（熱傷潰瘍，下腿

潰瘍）

【用】（外）症状及び病巣の広さに応じ

て適量を使用．潰瘍面を清拭後，1日1

～2回ガーゼにのばして貼付するか，

又は患部に直接塗布しその上をガーゼ

で保護

……………………………………………
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26

26．外皮用薬

（トレチノイントコフェリル）

Tretinoin tocoferil

オルセノン軟膏0.25%（院外）
Olcenon 0.25%30g1本  〔サンファーマ〕

【効】褥瘡，皮膚潰瘍（熱傷潰瘍，糖尿

病性潰瘍，下腿潰瘍）

【用】（外）症状及び病巣の大きさに応

じて適量を使用．潰瘍面を清拭後，1

日1 ～ 2回ガーゼなどにのばして貼

布，又は患部に直接塗布

……………………………………………

（ブクラデシンナトリウム）Buclade-

sine sodium

アクトシン軟膏3%
Actosin 3%30g1本  〔ニプロパッチ〕

【効】褥瘡，皮膚潰瘍（熱傷潰瘍，下腿

潰瘍）

【用】（外）症状及び病巣の大きさに応

じて適量を使用．潰瘍面を清拭後，1

日1～2回ガーゼなどにのばして貼付

又は直接塗布

……………………………………………

（メトキサレン）Methoxsalen

オクソラレンローション
1%（院外）

Oxsoralen 1%30mL1本  〔大正製薬〕

【効】尋常性白斑

【用】（外）白斑部位にのみ適量を塗布

し，1 ～ 2時間後に日光浴あるいは人

工紫外線の照射を行う．同一白斑部位

においては，週1～3回程度の治療施

行が望ましい．限局性の白斑には外用

療法が望ましい

……………………………………………

（メトロニダゾール）Metronidazole

ロゼックスゲル0.75%（要時）
Rozex 0.75%50g1本  〔ガルデルマ〕

【効】がん性皮膚潰瘍部位の殺菌・臭気

の軽減

【用】（外）症状及び病巣の広さに応じ

て適量を使用．潰瘍面を清拭後，1日1

～ 2回ガーゼ等にのばして貼付する

か，患部に直接塗布しその上をガーゼ

等で保護

……………………………………………

（ヨウ素）Iodine

カデックス軟膏0.9%
Cadex 0.9%40g1本 

 〔スミス・アンド・ネフュー〕

【効】褥瘡，皮膚潰瘍（熱傷潰瘍，下腿

潰瘍）

【用】（外）潰瘍面を清拭後1日1回患部

に約3㎜の厚さに塗布（目安：直径4㎝

あたり3g），滲出液の量が多い場合1

日2回

……………………………………………

エピデュオゲル（院外） お
Epiduo 15g1本  〔マルホ〕

1g中：

アダパレン 1㎎

過酸化ベンゾイル 25㎎

【効】尋常性ざ瘡

【用】（外）1日1回，洗顔後，患部に適

量を塗布

……………………………………………

デュアック配合ゲル
Duac 10g1本  〔サンファーマ〕

1g中：クリンダマイシンリン酸エス

テル水和物をクリンダマイシンとし

て 10㎎

過酸化ベンゾイル 30㎎

【効】尋常性ざ瘡．〈適応菌種〉本剤に

感性のブドウ球菌属，アクネ菌

【用】（外）1日1回，洗顔後，患部に適

量塗布

……………………………………………

マーデュオックス軟膏（院外）
 お

Marduox 1g  〔マルホ〕

1g中：
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29

29．その他の個々の器官系用医薬品

29．その他の個々の器官系用
医薬品

 

（ガンマオリザノール）Gamma 

oryzanol

ハイゼット錠50㎎（院外）
Hi Z 50㎎1錠  〔大塚〕

【効】①高脂質血症．②心身症（更年期

障害，過敏性腸症候群）における身体

症候並びに不安・緊張・抑うつ

【用】（内）①1日300㎎を3回に分割し食

後．②1日10～50㎎．年齢，症状によ

り適宜増減．過敏性腸症候群に用いる

場合は，1日50㎎まで

……………………………………………

（セファランチン）Cepharanthine

セファランチン末1%（院外）
Cepharanthin 10㎎1g  〔化研〕

セファランチン錠1㎎
Cepharanthin 1㎎1錠

【効】①放射線による白血球減少症．②

円形脱毛症・粃糠性脱毛症

【用】（内）①1日3～6㎎を2～3回に分

割し食後．年齢，症状により適宜増

減．②1日1.5～2㎎を2～3回に分割し

食後．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（プロプラノロール塩酸塩）Pro-

pranolol hydrochloride

ヘマンジオルシロップ小児用
0.375% お

Hemangiol 0.375%120mL1瓶  〔マルホ〕

【効】乳児血管腫

【用】（内）プロプラノロールとして1日

1㎎/㎏～3㎎/㎏を2回に分け，空腹時

を避ける．1日1㎎/㎏から開始し，2

日以上の間隔をあけて1㎎/㎏ずつ増

量し，1日3㎎/㎏で維持するが，患者

の状態に応じて適宜減量

……………………………………………
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27

27．歯科口腔用薬

27．歯科口腔用薬
276．歯科用抗生物質製剤
 

（ミノサイクリン塩酸塩）Minocy-

cline hydrochloride

ペリオクリン歯科用軟膏
Periocline 10㎎0.5g1シリンジ 

 〔サンスター〕

【効】歯周組織炎．〈適応菌種〉ミノサ

イクリンに感性のアクチノバチラス・

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

【用】（外）1週に1回，患部歯周ポケッ

ト内に充満する量を注入

……………………………………………

279．その他の歯科口腔用薬
 

（ベンゼトニウム塩化物）Benzetho-

nium chloride

ネオステリングリーンうがい
液0.2%

Neostelin green 0.2%40mL1本 

 〔日本歯科〕

【効】①口腔内の消毒．②抜歯創の感染

予防

【用】（外）①0.004%（50倍希釈）溶液

として洗口．②0.01～0.02%（10～20

倍希釈）溶液として洗浄

……………………………………………
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31

31．ビタミン剤

【効】次記疾患におけるビタミンD代謝

異常に伴う諸症状（低カルシウム血

症，テタニー，骨痛，骨病変等）の改

善：①慢性腎不全，②副甲状腺機能低

下症，③ビタミンD抵抗性クル病・骨

軟化症，④未熟児．⑤骨粗鬆症

【用】（内）患者の血清カルシウム濃度

の十分な管理のもとに，投与量を調

整．①⑤1日1回0.5～1.0μg．年齢，症

状により適宜増減．②③1日1回1.0～

4.0μg．疾患，年齢，症状，病型によ

り適宜増減．小児：①②③1日1回0.05

～ 0.1μg/㎏．⑤1日1回0.01 ～ 0.03μg/

㎏．未熟児：④1日1回0.008 ～ 0.1μg/

㎏．疾患，症状により適宜増減

……………………………………………

（アルファカルシドール）Alfacalcidol

ワンアルファ錠0.25μg（院外）
 お

Onealfa 0.25μg1錠  〔帝人〕

ワンアルファ錠0.5μg（院外） お
Onealfa 0.5μg1錠

【効】次記疾患（①②）におけるビタミ

ンD代謝異常に伴う諸症状（低カルシ

ウム血症，テタニー，骨痛，骨病変

等）の改善：①慢性腎不全．②副甲状

腺機能低下症，ビタミンD抵抗性クル

病・骨軟化症．③骨粗鬆症

【用】（内）患者の血清カルシウム濃度

の十分な管理のもとに，投与量を調

整．①③1日1回0.5～1.0μg，年齢，症

状により適宜増減．②1日1回1.0～4.0

μg，疾患，年齢，症状，病型により

適宜増減．小児：①②1日1回0.05 ～

0.1μg/㎏， ③ 1 日 1 回 0.01 ～ 0.03μg/

㎏．疾患，症状により適宜増減

……………………………………………

（エルデカルシトール）Eldecalcitol

エディロールカプセル0.5μg お
Edirol 0.5μg1カプセル  〔中外〕

エディロールカプセル0.75μg お
Edirol 0.75μg1カプセル

【効】骨粗鬆症

【用】（内）1日1回0.75μg，症状により1

日1回0.5μgに減量

……………………………………………

（カルシトリオール）Calcitriol

ロカルトロールカプセル0.25 お
Rocaltrol 0.25μg1カプセル  〔中外〕

ロカルトロールカプセル0.5 お
Rocaltrol 0.5μg1カプセル

【効】①骨粗鬆症．次の疾患におけるビ

タミンD代謝異常に伴う諸症状（低カ

ルシウム血症，しびれ，テタニー，知

覚異常，筋力低下，骨痛，骨病変等）

の改善：②慢性腎不全．③副甲状腺機

能低下症，クル病・骨軟化症

【用】（内）①1日0.5μgを2回に分割．年

齢，症状により適宜増減．②1日1回

0.25～0.75μg．年齢，症状により適宜

増減．③1日1回0.5～2.0μg．疾患，年

齢，症状，病型により適宜増減

……………………………………………

（カルシトリオール）Calcitriol

ロカルトロール注0.5 お
Rocaltrol 0.5μg1mL1管  〔協和キリン〕

【効】維持透析下の二次性副甲状腺機能

亢進症

【用】（注）初期1回1μgを週2～3回，透

析終了時にできるだけ緩徐に静注．以

後1回0.5 ～ 1.5μgの範囲内で適宜増

減，週1 ～ 3回．透析終了時にできる

だけ緩徐に

……………………………………………

（ファレカルシトリオール）Falecal-

citriol

フルスタン錠0.15（院外） お
Fulstan 0.15μg1錠  〔キッセイ〕

【効】①維持透析下の二次性副甲状腺機

能亢進症．②副甲状腺機能低下症（腎
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3．代謝性医薬品

31．ビタミン剤
311．ビタミンA及びD剤
3111．合成ビタミンA製剤
 

（レチノールパルミチン酸エステル）

Retinol palmitate

チョコラA滴0.1万単位/滴（院
外）

Chocola A 30,000単位1mL（15mL1本） 

 〔エーザイ〕

【効】①ビタミンA欠乏症の予防および

治療（夜盲症，結膜乾燥症，角膜乾燥

症，角膜軟化症）．②ビタミンAの需

要が増大し，食事からの摂取が，不十

分な際の補給（妊産婦，授乳婦，乳幼

児，消耗性疾患など）．③次記疾患の

うち，ビタミンA欠乏又は代謝障害が

関与すると推定される場合：角化性皮

膚疾患

【用】（内） 補 給 の 目 的：1 日 2,000 ～

4,000ビタミンA単位（本剤として2～

4滴）．年令により適宜減量．治療の目

的：1日3,000 ～ 100,000ビタミンA単

位（本剤として3～100滴）．年令によ

り適宜減量

……………………………………………

3112．合成ビタミンD製剤
 

（アルファカルシドール）Alfacalcidol

アルファカルシドール錠0.5μg
「アメル」あ お

Alfacalcidol 0.5μg1錠  〔共和〕

〔先発品〕ワンアルファ錠0.5μg

アルファカルシドール錠1.0μg
「アメル」あ お

Alfacalcidol 1μg1錠

〔先発品〕ワンアルファ錠1.0μg

【効】次記疾患（①②）におけるビタミ

ンD代謝異常に伴う諸症状（低カルシ

ウム血症，テタニー，骨痛，骨病変

等）の改善：①慢性腎不全．②副甲状

腺機能低下症，ビタミンD抵抗性クル

病・骨軟化症．③骨粗鬆症

【用】（内）患者の血清カルシウム濃度

の十分な管理のもとに，投与量を調

整．①③1日1回0.5～1.0μg，年齢，症

状により適宜増減，②1日1回1.0～4.0

μg，疾患，年齢，症状，病型により

適宜増減．小児：①②1日1回0.05 ～

0.1μg/㎏，疾患，症状により適宜増

減， ③ 1 日 1 回 0.01 ～ 0.03μg/㎏， 疾

患，症状により適宜増減

……………………………………………

（アルファカルシドール）Alfacalcidol

アルファロールカプセル
1μg（院外） お

Alfarol 1μg1カプセル  〔中外〕

【効】次記疾患（①②）におけるビタミ

ンD代謝異常に伴う諸症状（低カルシ

ウム血症，テタニー，骨痛，骨病変

等）の改善：①慢性腎不全．②副甲状

腺機能低下症，ビタミンD抵抗性クル

病・骨軟化症．③骨粗鬆症

【用】（内）①③1日1回0.5 ～ 1.0μg，年

齢，症状により適宜増減．②1日1回

1.0～4.0μg，疾患，年齢，症状，病型

により適宜増減．小児：①②1日1回

0.05～0.1μg/㎏，③1日1回0.01～0.03

μg/㎏．疾患，症状により適宜増減

……………………………………………

（アルファカルシドール）Alfacalcidol

アルファロール内用液
0.5μg/mL お

Alfarol 5μg10mL1本  〔中外〕
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し，食事からの摂取が不十分な際の補

給（消耗性疾患，甲状腺機能亢進症，

妊産婦，授乳婦，はげしい肉体労働時

等）．③ウェルニッケ脳症．④脚気衝

心．⑤次記疾患のうちビタミンB1の

欠乏又は代謝障害が関与すると推定さ

れる場合：神経痛，筋肉痛，関節痛，

末梢神経炎，末梢神経麻痺，心筋代謝

障害，便秘等の胃腸運動機能障害，術

後腸管麻痺．⑤の効能・効果に対し

て，効果がないのに月余にわたって漫

然と使用すべきでない

【用】（注）1日50～100㎎をできるだけ

緩徐（3分間以上の時間をかける方が

よい）に静注．年齢・症状により適宜

増減

……………………………………………

（プロスルチアミン）Prosultiamine

アリナミン注射液10㎎
Alinamin 10㎎2mL1管  〔武田テバ〕

【効】①ビタミンB1欠乏症の予防及び

治療．②ビタミンB1の需要が増大

し，食事からの摂取が不十分な際の補

給（消耗性疾患，甲状腺機能亢進症，

妊産婦，授乳婦，激しい肉体労働時

等）．③ウェルニッケ脳症．④脚気衝

心．⑤次記疾患のうちビタミンB1欠

乏又は代謝障害が関与すると推定され

る場合：神経痛，筋肉痛，関節痛，末

梢神経炎，末梢神経麻痺，心筋代謝障

害，便秘等の胃腸運動機能障害，術後

腸管麻痺．⑤の効能・効果に対して，

効果がないのに月余にわたって漫然と

使用すべきでない

【用】（注）1日量10㎎を静注．年齢・症

状により適宜増減

……………………………………………

313．ビタミンB剤（ビタミンB1

剤を除く．）
3131．ビタミンB2剤
 

（フラビンアデニンジヌクレオチドナ

トリウム）Flavin adenine dinucleo-

tide sodium

フラビタン注射液10㎎
Flavitan 10㎎1mL1管 

 〔トーアエイヨー〕

【効】①ビタミンB2欠乏症の予防及び

治療．②ビタミンB2の需要が増大

し，食事からの摂取が不十分な際の補

給（消耗性疾患，妊産婦，授乳婦，激

しい肉体労働時等）．③次の疾患のう

ち，ビタミンB2の欠乏又は代謝障害

が関与すると推定される場合：口角

炎，口唇炎，舌炎，口内炎，肛門周囲

及び陰部びらん，急・慢性湿疹，脂漏

性湿疹，ペラグラ，尋常性ざ瘡，酒

さ，日光皮膚炎，結膜炎，びまん性表

層角膜炎，角膜部周擁充血，角膜脈管

新生．上記③に対して，効果がないの

に月余にわたって漫然と使用すべきで

ない

【用】（注）1日1～40㎎を1～2回に分割

し皮下注，筋注又は静注．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

（リボフラビン酪酸エステル）

Riboflavin butyrate

ハイボン錠20㎎（院外）
Hibon 20㎎1錠  〔田辺三菱〕

リボフラビン酪酸エステル錠
20㎎「ツルハラ」あ 

Riboflavin butyrate 20㎎1錠  〔鶴原〕

〔先発品〕ハイボン錠20㎎

【効】①高コレステロール血症．②ビタ

ミンB2欠乏症の予防及び治療．③次

の疾患のうち，ビタミンB2の欠乏又
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不全におけるものを除く）における低

カルシウム血症とそれに伴う諸症状

（テタニー，痙攣，しびれ感，知覚異

常等）の改善，クル病・骨軟化症（腎

不全におけるものを除く）に伴う諸症

状（骨病変，骨痛，筋力低下）の改善

【用】（内）①1日1回0.3μg．年齢，症状

により適宜減量．②1日1回0.3 ～ 0.9

μg．年齢，症状，病型により適宜増

減

……………………………………………

（マキサカルシトール）Maxacalcitol

オキサロール注2.5μg お
Oxarol 2.5μg1mL1管  〔中外〕

オキサロール注5μg お
Oxarol 5μg1mL1管

【効】維持透析下の二次性副甲状腺機能

亢進症

【用】（注）透析終了直前に1回2.5～10

μg週3回，透析回路静脈側に注入．血

清副甲状腺ホルモン（PTH）の改善

効果が得られない場合，高カルシウム

血症の発現等に注意し1回20μgを上限

に慎重に漸増

……………………………………………

3119．その他のビタミンA及びD剤
 

（エトレチナート）Etretinate

チガソンカプセル10（要時） お
Tigason 10㎎1カプセル 

 〔太陽ファルマ〕

【効】諸治療が無効かつ重症な次記疾

患：①乾癬群（尋常性乾癬，膿疱性乾

癬，乾癬性紅皮症，関節症性乾癬）．

②魚鱗癬群（尋常性魚鱗癬，水疱型先

天性魚鱗癬様紅皮症，非水疱型先天性

魚鱗癬様紅皮症）．③掌蹠角化症，ダ

リエー病，掌蹠膿疱症，毛孔性紅色粃

糠疹及び紅斑性角化症．④口腔白板

症，口腔乳頭腫及び口腔扁平苔癬

【用】（内）寛解導入量1日40～50㎎を2

～3回に分割し2～4週間．1日75㎎ま

で．その後，症状に応じて寛解維持量

1日10～30㎎を1～3回に分割．幼・小

児：寛解導入量1日1.0㎎/㎏を1～3回

に分割し2 ～ 4週間．その後，症状に

応じて寛解維持量1日0.6～0.8㎎/㎏を

1 ～ 3回に分割．年齢，体重，症状に

より適宜増減

……………………………………………

312．ビタミンB1剤
3122．ビタミンB1誘導体製剤
 

（フルスルチアミン）Fursultiamine

25㎎アリナミンF糖衣錠
Alinamin F 25㎎1錠  〔武田テバ〕

【効】①ビタミンB1欠乏症の予防及び

治療．②ビタミンB1の需要が増大

し，食事からの摂取が不十分な際の補

給（消耗性疾患，甲状腺機能亢進症，

妊産婦，授乳婦，激しい肉体労働時

等）．③ウェルニッケ脳症．④脚気衝

心．⑤次記疾患のうちビタミンB1欠

乏又は代謝障害が関与すると推定され

る場合：神経痛，筋肉痛，関節痛，末

梢神経炎，末梢神経麻痺，心筋代謝障

害，便秘等の胃腸運動機能障害，術後

腸管麻痺．⑤の効能・効果に対して，

効果がないのに月余にわたって漫然と

使用すべきでない

【用】（内）1日量25～100㎎を1日1～3

回に分割し食直後．年齢，症状により

適宜増減

……………………………………………

（フルスルチアミン塩酸塩）Fursul-

tiamine hydrochloride

アリナミンF50注
Alinamin F 50㎎20mL1管  〔武田テバ〕

【効】①ビタミンB1欠乏症の予防及び

治療．②ビタミンB1の需要が増大
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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

……………………………………………

3134．ビタミンB6剤
 

（ピリドキサールリン酸エステル水和

物）Pyridoxal phosphate hydrate

ピドキサール錠10㎎（院外）
Pydoxal 10㎎1錠  〔太陽ファルマ〕

ピドキサール錠30㎎（院外）
Pydoxal 30㎎1錠

【効】①次記疾患のうち，ビタミンB6

欠乏又は代謝障害が関与すると推定さ

れる場合：口角炎，口唇炎，舌炎，口

内炎，急・慢性湿疹，脂漏性湿疹，接

触皮膚炎，アトピー皮膚炎，尋常性ざ

瘡， 末 梢 神 経 炎， 放 射 線 障 害（宿

酔）．②ビタミンB6の需要が増大し，

食事からの摂取が不十分な際の補給

（消耗性疾患，妊産婦，授乳婦等）．③

ビタミンB6依存症（ビタミンB6反応

性貧血等）．④ビタミンB6欠乏症の予

防及び治療（薬物投与によるものを含

む．例えばイソニアジド）． 

上記適応（効能・効果）のうち，①の

疾患に対して，効果がないのに月余に

わたって漫然と使用すべきでない

【用】（内）1日10～60㎎を1～3回に分

割．年齢，症状により適宜増減．極め

てまれに依存症の場合に，より大量を

用いる必要のある場合もある

……………………………………………

（ピリドキサールリン酸エステル水和

物）Pyridoxal phosphate hydrate

ピリドキサール錠10㎎「ツル
ハラ」あ 

Pyridoxal 10㎎1錠  〔鶴原〕

〔先発品〕ピドキサール錠10㎎

ピリドキサール錠30㎎「ツル
ハラ」あ 

Pyridoxal 30㎎1錠

〔先発品〕ピドキサール錠30㎎

【効】①ビタミンB6欠乏症の予防およ

び治療（薬物投与によるものを含む．

例えばイソニアジド）．②ビタミンB6

の需要が増大し，食事からの摂取が不

十分な際の補給（消耗性疾患，妊産

婦，授乳婦など）．③ビタミンB6依存

症（ビタミンB6反応性貧血など）．④

次記疾患のうち，ビタミンB6の欠乏

又は代謝障害が関与すると推定される

場合：（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） 

④の適応（効能又は効果）に対して，

効果がないのに月余にわたって漫然と

使用すべきでない

【用】（内）1日10～60㎎を1～3回に分

割．年齢，症状により適宜増減．きわ

めてまれに，依存症の場合には，より

大量を用いる必要のある場合もある

……………………………………………

3135．葉酸製剤
 

（葉酸）Folic acid

フォリアミン錠
Foliamin 5㎎1錠  〔日本製薬〕

【効】①葉酸欠乏症の予防及び治療．②

葉酸の需要が増大し，食事からの摂取

が不十分な際の補給（消耗性疾患，妊
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は代謝障害が関与すると推定される場

合：口角炎，口唇炎，舌炎，脂漏性湿

疹，結膜炎，びまん性表層角膜炎．④

ビタミンB2の需要が増大し，食事か

らの摂取が不十分な際の補給（消耗性

疾患，妊産婦，授乳婦，激しい肉体労

働時等）．①③の適応に対して，効果

がないのに月余にわたって漫然と使用

しないこと

【用】（内）①1日60～120㎎2～3回に分

割．②③④1日5 ～ 20㎎2 ～ 3回に分

割．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

3132．ニコチン酸系製剤
 

（ニコチン酸アミド）Nicotinamide

ニコチン酸アミド散10%「ゾン
ネ」

Nicotinamide 100㎎1g  〔鳥居〕

【効】①ニコチン酸欠乏症の予防及び治

療（ペラグラ等），ニコチン酸の需要

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，妊産婦，授乳

婦，激しい肉体労働時等）．②次の疾

患のうちニコチン酸の欠乏又は代謝障

害が関与すると推定される場合：口角

炎，口内炎，舌炎，接触皮膚炎，急・

慢性湿疹，光線過敏性皮膚炎，メニエ

ル症候群，末梢循環障害（レイノー

病，四肢冷感，凍瘡，凍傷），耳鳴，

難聴 

②の適応（効能又は効果）に対して，

効果がないのに月余にわたって漫然と

使用すべきでない

【用】（内）1日25～200㎎．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

3133．パントテン酸系製剤
 

（パンテチン）Pantethine

パントシン散20%
Pantosin 200㎎1g  〔アルフレッサ〕

パントシン錠30
Pantosin 30㎎1錠

【効】①パントテン酸欠乏症の予防およ

び治療．②パントテン酸の需要が増大

し，食事からの摂取が不十分な際の補

給（消耗性疾患，甲状腺機能亢進症，

妊産婦，授乳婦など）．③次記疾患の

うち，パントテン酸の欠乏又は代謝障

害が関与すると推定される場合：高脂

血症，弛緩性便秘，ストレプトマイシ

ンおよびカナマイシンによる副作用の

予防および治療，急・慢性湿疹，血液

疾患の血小板数ならびに出血傾向の改

善．なお，効果がないのに月余にわ

たって漫然と使用すべきでない

【用】（内）1日30～180㎎を1～3回に分

割．血液疾患，弛緩性便秘には，1日

300～600㎎を1～3回に分割．高脂血

症には，1日600㎎を3回に分割．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（パンテノール）Panthenol

パンテノール注100㎎「KCC」
あ 

Panthenol 100㎎1管 

 〔共和クリティケア〕

〔先発品〕パントール注射液100㎎

【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
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31．ビタミン剤

【用】（内）1日50 ～ 2,000㎎を1 ～数回

に分割．年齢症状により適宜増減

……………………………………………

（アスコルビン酸）Ascorbic acid

ビタシミン注射液100㎎
Vitacimin 100㎎1mL1管  〔武田テバ〕

【効】①ビタミンC欠乏症の予防及び治

療（壊血病，メルレル・バロー病）．

②ビタミンCの需要が増大し，食事か

らの摂取が不十分な際の補給（消耗性

疾患，妊産婦，授乳婦，激しい肉体労

働時等）．③次記疾患のうち，ビタミ

ンC欠乏又は代謝障害が関与すると推

定される場合：毛細管出血（鼻出血，

歯肉出血，血尿等），薬物中毒，副腎

皮質機能障害，骨折時の骨基質形成・

骨癒合促進，肝斑・雀卵斑・炎症後の

色素沈着，光線過敏性皮膚炎． 

③の効能・効果に対して，効果がない

のに月余にわたって漫然と使用すべき

でない

【用】（注）1日50～2000㎎を1～数回に

分割し皮下注，筋注又は静注．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

315．ビタミンE剤
 

（トコフェロール酢酸エステル）

Tocopherol acetate

ユベラ錠50㎎
Juvela 50㎎1錠  〔エーザイ〕

【効】①ビタミンE欠乏症の予防及び治

療．②末梢循環障害（間歇性跛行症，

動脈硬化症，静脈血栓症，血栓性静脈

炎，糖尿病性網膜症，凍瘡，四肢冷感

症）．③過酸化脂質の増加防止．①以

外の効能については，効果がないのに

月余にわたって漫然と使用すべきでは

ない

【用】（内）1 回 50 ～ 100 ㎎ を 1 日 2 ～ 3

回．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

316．ビタミンK剤
 

（メナテトレノン）Menatetrenone

グラケーカプセル15㎎
Glakay 15㎎1カプセル  〔エーザイ〕

【効】骨粗鬆症における骨量・疼痛の改

善

【用】（内）1日45㎎を3回に分割し食後

……………………………………………

（メナテトレノン）Menatetrenone

ケイツーカプセル5㎎
Kaytwo 5㎎1カプセル  〔エーザイ〕

【効】ビタミンKの欠乏による次の疾患

及び症状：①新生児低プロトロンビン

血症，分娩時出血．②抗生物質投与中

に起こる低プロトロンビン血症．③ク

マリン系殺鼠剤中毒時に起こる低プロ

トロンビン血症

【用】（内）①分娩1週間前から1日20㎎

連日．②1日20㎎朝夕食後の2回に分

割．③1日40㎎朝夕食後の2回に分割．

症状，血液凝固能検査結果に応じて適

宜増減

……………………………………………

（メナテトレノン）Menatetrenone

ケイツーシロップ0.2%
Kaytwo 2㎎1mL1包  〔エーザイ〕

【効】①新生児出血症及び新生児低プロ

トロンビン血症の治療．②新生児・乳

児ビタミンK欠乏性出血症の予防

【用】（内）①1日1回2㎎（本剤として

1mL）．症状に応じて6㎎（本剤として

3mL）まで増量．②出生後，哺乳が確

立したことを確かめてから，1回2㎎

（本剤として1mL）．その後，2回目とし

て生後1週間又は産科退院時のいずれ

か早い時期，3回目として生後1か月時

にそれぞれ1回2㎎（本剤として1mL）
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31．ビタミン剤

産婦，授乳婦等）．③吸収不全症候群

（スプルー等）．④悪性貧血の補助療

法．⑤次記疾患のうち，葉酸の欠乏又

は代謝障害が関与すると推定される場

合：栄養性貧血，妊娠性貧血，小児貧

血，抗痙攣剤，抗マラリア剤投与に起

因する貧血．⑥アルコール中毒及び肝

疾患に関連する大赤血球性貧血．⑦再

生不良性貧血．⑧顆粒球減少症．⑤の

効能・効果に対して，効果がないのに

月余にわたって漫然と使用すべきでな

い

【用】（内）1日5 ～ 20㎎を2 ～ 3回に分

割，小児：1日5～10㎎を2～3回に分

割．年齢，症状により適宜増減．消化

管に吸収障害のある場合，あるいは症

状が重篤な場合は注射を行う方がよい

……………………………………………

（葉酸）Folic acid

フォリアミン注射液
Foliamin 15㎎1mL1管  〔日本製薬〕

【効】①葉酸欠乏症の予防及び治療．②

葉酸の需要が増大し，食事からの摂取

が不十分な際の補給（消耗性疾患，妊

産婦，授乳婦等）．③吸収不全症候群

（スプルー等）．④悪性貧血の補助療

法．⑤次記疾患のうち，葉酸の欠乏又

は代謝障害が関与すると推定される場

合：栄養性貧血，妊娠性貧血，小児貧

血，抗痙攣剤，抗マラリア剤投与に起

因する貧血．⑥アルコール中毒及び肝

疾患に関連する大赤血球性貧血．⑦再

生不良性貧血．⑧顆粒球減少症．⑤の

効能・効果に対して，効果がないのに

月余にわたって漫然と使用すべきでな

い

【用】（注）1回15㎎を1日1回，皮下注又

は筋注．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

3136．ビタミンB12剤
 

（メコバラミン）Mecobalamin

メチコバール錠500μgあ 
Methycobal 0.5㎎1錠  〔エーザイ〕

【効】末梢性神経障害

【用】（内）1日1500μgを3回に分割．年

齢及び症状により適宜増減

……………………………………………

（メコバラミン）Mecobalamin

メチコバール注射液500μg
Methycobal 0.5㎎1mL1管  〔エーザイ〕

【効】①末梢性神経障害．②ビタミン

B12欠乏による巨赤芽球性貧血

【用】（注）①1日1回500μgを週3回，筋

注又は静注．年齢及び症状により適宜

増減．②1日1回500μgを週3回，筋注

又は静注．約2か月投与した後，維持

療法として1～3か月に1回500μg

……………………………………………

314．ビタミンC剤
 

（アスコルビン酸）Ascorbic acid

アスコルビン酸原末「マルイ
シ」（院外）

Ascorbic acid 原末  〔丸石〕

【効】①ビタミンC欠乏症の予防及び治

療（壊血病，メルレル・バロー病）．

②ビタミンCの需要が増大し，食事か

らの摂取が不十分な際の補給（消耗性

疾患，妊産婦，授乳婦，はげしい肉体

労働時など）．③次記疾患のうち，ビ

タミンCの欠乏又は代謝障害が関与す

ると推定される場合（但し，効果がな

いのに月余にわたって漫然と使用しな

いこと）：毛細管出血（鼻出血，歯肉

出血，血尿など），薬物中毒，副腎皮

質機能障害，骨折時の骨基質形成・骨

癒合促進，肝斑・雀卵斑・炎症後の色

素沈着，光線過敏性皮膚炎
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31．ビタミン剤

て漫然と使用すべきでない

【用】（内）1日1～2g．年齢，症状によ

り適宜増減

……………………………………………

シナール配合顆粒（院外）
Cinal 1g1包，1g  〔塩野義〕

デラキシー配合顆粒あ 
Delux C 1g1包  〔丸石〕

〔先発品〕シナール配合顆粒

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

……………………………………………

ビタメジン配合カプセルB25
（院外）

Vitamedin 1カプセル  〔アルフレッサ〕

ダイメジンスリービー配合カ
プセル25あ 

Daimedin 3B 1カプセル  〔日医工〕

〔先発品〕ビタメジン配合カプセルB25

1カプセル中：

ベンフォチアミン 34.58㎎

（チアミン塩化物塩酸塩として 25㎎）

ピリドキシン塩酸塩 25㎎

シアノコバラミン 250μg

【効】①本剤に含まれるビタミン類の需

要が増大し，食事からの摂取が不十分

な際の補給（消耗性疾患，妊産婦，授

乳婦など）．②次記疾患のうち，本剤

に含まれるビタミン類欠乏又は代謝障

害が関与すると推定される場合：神経

痛，筋肉痛・関節痛，末梢神経炎・末

梢神経麻痺．効果がないのに月余にわ

たって漫然と使用すべきでない

【用】（内）1日3 ～ 4カプセル．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

ビタメジン静注用
Vitamedin 1瓶  〔アルフレッサ〕

1バイアル中：

リン酸チアミンジスルフィド

 107.13㎎

（チアミン塩化物塩酸塩として

100㎎）

ピリドキシン塩酸塩 100㎎

シアノコバラミン 1㎎

【効】①本剤に含まれるビタミン類の需

要が増大し，食事からの摂取が不十分

な際の補給（消耗性疾患，妊産婦，授

乳婦など）．②次記疾患のうち，本剤

に含まれるビタミン類欠乏又は代謝障

害が関与すると推定される場合：神経

痛，筋肉痛・関節痛，末梢神経炎・末

梢神経麻痺．効果がないのに月余にわ

たって漫然と使用すべきでない

【用】（注）1日1バイアルをブドウ糖注

射液又は生理食塩液若しくは注射用水

20mLに溶解し，静注あるいは点滴静

注．年齢，症状により適宜増減．静注

の場合3分以上時間をかけて極めて緩

徐に

……………………………………………

319．その他のビタミン剤
 

（ビオチン）Biotin

ビオチン散0.2%「フソー」
Biotin 2㎎1g  〔扶桑〕

【効】急・慢性湿疹，小児湿疹，接触皮

膚炎，脂漏性湿疹，尋常性ざ瘡

【用】（内）1日0.5 ～ 2㎎（本剤として

0.25 ～ 1g）を1 ～ 3回に分割．年齢，

症状により適宜増減
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31．ビタミン剤

……………………………………………

（メナテトレノン）Menatetrenone

ケイツーN静注10㎎
Kaytwo N 10㎎2mL1管  〔エーザイ〕

【効】ビタミンK欠乏による次の疾患及

び症状：①胆道閉塞・胆汁分泌不全に

よる低プロトロンビン血症，分娩時出

血，クマリン系抗凝血薬投与中に起こ

る低プロトロンビン血症．②新生児低

プロトロンビン血症．③クマリン系殺

鼠剤中毒時に起こる低プロトロンビン

血症

【用】（注）①1日1回10～20㎎を静注．

②生後直ちに1回1～2㎎を静注し，症

状に応じて2～3回反復静注．③1回20

㎎を静注し，症状，血液凝固能検査結

果に応じて1日量40㎎まで増量

……………………………………………

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．）

 

（高カロリー輸液用総合ビタミン）

Multiple vitamin for total paren-

teral nutrition

オーツカMV注
Otsuka MV 1瓶1管1組 

 〔大塚製薬工場〕

1号（凍結乾燥製剤）1バイアル中：

チアミン塩化物塩酸塩 3.9㎎

（チアミンとして3.1㎎）

リボフラビンリン酸エステルナトリ

ウム 4.6㎎

（リボフラビンとして3.6㎎）

ピリドキシン塩酸塩 4.9㎎

（ピリドキシンとして4㎎）

シアノコバラミン 0.005㎎

ニコチン酸アミド 40㎎

葉酸 0.4㎎

アスコルビン酸 100㎎

パンテノール 14㎎

（パントテン酸として15㎎）

ビオチン 0.06㎎

2号（水性注射液）1管4mL中：

ビタミンA油 3300ビタミンA単位

コレカルシフェロール 0.005㎎

（200IU）

トコフェロール酢酸エステル 10㎎

フィトナジオン 2㎎

【効】経口，経腸管栄養補給が不能又は

不十分で高カロリー静脈栄養に頼らざ

るを得ない場合のビタミン補給

【用】（注）1号に2号を加えて溶解した

後，高カロリー静脈栄養輸液に添加

し，中心静脈より点滴．成人1日1組．

年齢・症状に応じて適宜増減

……………………………………………

（総合ビタミン剤）Multiple vitamin

調剤用パンビタン末
Panvitan 1g  〔武田テバ〕

1g中：

レチノールパルミチン酸エステル

（レチノールとして） 2500I.U.

チアミン硝化物 1㎎

リボフラビン 1.5㎎

ピリドキシン塩酸塩 1㎎

シアノコバラミン 1μg

アスコルビン酸 37.5㎎

エルゴカルシフェロール 200I.U.

トコフェロール酢酸エステル 1.1㎎

（トコフェロールとして1㎎）

パントテン酸カルシウム 5㎎

ニコチン酸アミド 10㎎

葉酸 0.5㎎

【効】本剤に含まれるビタミン類の需要

が増大し，食事からの摂取が不十分な

際の補給（消耗性疾患，妊産婦，授乳

婦等）．効果がないのに月余にわたっ
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32．滋養強壮薬

カルシウム補給：妊婦・産婦の骨軟化

症

【用】（注）0.4～1.0g（カルシウムとし

て 7.2 ～ 18mEq： 本 品 20 ～ 50mL） を

2%（0.36mEq/mL）液として，1日1回

緩徐に（カルシウムとして毎分0.68～

1.36mEq： 本 品 20mLあ た り 5 ～ 10 分

間）静注．妊婦・産婦の骨軟化症に用

いる場合は，経口投与不能時に限る．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

3219．その他のカルシウム剤
 

デノタスチュアブル配合錠
Denotas chewable 1錠  〔第一三共〕

1錠中：

沈降炭酸カルシウム 762.5㎎

（カルシウムとして305㎎）

コレカルシフェロール 0.005㎎

（200IU）

炭酸マグネシウム 59.2㎎

（マグネシウムとして15㎎）

【効】RANKL阻害剤（デノスマブ（遺

伝子組換え）等）投与に伴う低カルシ

ウム血症の治療及び予防

【用】（内）1日1回2錠．患者の状態又は

臨床検査値に応じて適宜増減

……………………………………………

322．無機質製剤
3221．ヨウ素化合物製剤
 

（ヨウ化カリウム）Potassium iodide

ヨウ化カリウム「日医工」 お
Potassium iodide 原末  〔日医工〕

【効】①ヨード欠乏による甲状腺腫．②

甲状腺機能亢進症を伴う甲状腺腫．③

慢性気管支炎及び喘息に伴う喀痰喀出

困難．④第三期梅毒．⑤放射性ヨウ素

による甲状腺の内部被曝の予防・低減

【用】（内）①1日0.3 ～ 1.0㎎を1 ～ 3回

に分割．年齢，症状により適宜増減．

②1日5 ～ 50㎎を1 ～ 3回に分割．年

齢，症状により適宜増減．③④1回0.1

～0.5gを1日3～4回．年齢，症状によ

り適宜増減．⑤13歳以上：1回100㎎．

3歳以上13歳未満：1回50㎎．生後1か

月以上3歳未満：1回32.5㎎．新生児：

1回16.3㎎

……………………………………………

（ヨウ化カリウム）Potassium iodide

ヨウ化カリウム丸50㎎「日医
工」

Potassium iodide 50㎎1丸  〔日医工〕

【効】①甲状腺腫（甲状腺機能亢進症を

伴うもの）．②次記疾患に伴う喀痰喀

出困難：慢性気管支炎，喘息．③第三

期梅毒．④放射性ヨウ素による甲状腺

の内部被曝の予防・低減

【用】（内）①1日5～50㎎を1～3回に分

割．年齢，症状により適宜増減．②③

1回0.1～0.5gを1日3～4回．年齢，症

状により適宜増減．④13歳以上：1回

100㎎．3歳以上13歳未満：1回50㎎．

生後1か月以上3歳未満：1回32.5㎎．

新生児：1回16.3㎎

……………………………………………

（ヨウ素レシチン）Iodolecithine

ヨウレチン錠「100」（院外）
Jolethin 100μg1錠  〔第一薬品〕

【効】①ヨード不足による甲状腺腫，

ヨード不足による甲状腺機能低下症．

②中心性網膜炎，網膜出血，硝子体出

血・混濁，網膜中心静脈閉塞症．③小

児気管支喘息，喘息様気管支炎

【用】（内）成人1日300 ～ 600μgを1日2

～3回に分割経口投与

……………………………………………
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32．滋養強壮薬
321．カルシウム剤
3211．乳酸カルシウム製剤
 

（乳酸カルシウム水和物）Calcium 

lactate hydrate

乳酸カルシウム「ケンエー」
Calcium lactate hydrate 1g1包 

 〔健栄〕

【効】①低カルシウム血症に起因する次

記症候の改善：テタニー．②次記代謝

性骨疾患におけるカルシウム補給：妊

婦・産婦の骨軟化症．③発育期におけ

るカルシウム補給

【用】（内）1回1gを1日2～5回．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

3213．グルコン酸カルシウム製剤
 

（グルコン酸カルシウム水和物）

Calcium gluconate hydrate

カルチコール注射液8.5%5mL
Calcicol Ca2＋1.95mEq5mL1管 

 〔日医工〕

【効】①低カルシウム血症に起因する次

記症候の改善：テタニー，テタニー関

連症状．②小児脂肪便におけるカルシ

ウム補給

【用】（注）0.4 ～ 2.0g（本 剤 4.7 ～

23.5mL＝ カ ル シ ウ ム と し て 1.83 ～

9.17mEq）を8.5w/v%（0.39mEq/mL）

液として，1日1回緩徐に（カルシウム

として毎分0.68～1.36mEq＝本剤毎分

1.7～3.5mL）静注．小児脂肪便に用い

る場合は，経口投与不能時に限る．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

3214．有機酸カルシウム製剤（乳
酸・グリセロリン酸・グル
コン酸カルシウム製剤を除
く．）

 

（L－アスパラギン酸カルシウム水和

物）Calcium L-aspartate hydrate

アスパラ－CA錠200
Aspara-CA 200㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】低カルシウム血症に起因する次の

症候の改善：テタニー，テタニー関連

症状．次の代謝性骨疾患におけるカル

シウム補給：骨粗鬆症，骨軟化症．発

育期におけるカルシウム補給．妊娠・

授乳時におけるカルシウム補給

【用】（内）1日1.2g（6錠）を2～3回に

分割．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

3215．ハロゲン化カルシウム製剤
 

（塩化カルシウム水和物）Calcium 

chloride hydrate

塩化Ca補正液1mEq/mL
Calcium chloride Ca2＋20mEq20mL1

管  〔大塚製薬工場〕

【効】電解質補液の電解質補正，低カル

シウム血症

【用】（注）電解質補液の電解質の補正

用として，体内の水分，電解質の不足

に応じて電解質補液に添加

……………………………………………

（塩化カルシウム水和物）Calcium 

chloride hydrate

大塚塩カル注2%
Calcium chloride Ca2＋7.2mEq20mL1

管  〔大塚製薬工場〕

【効】①低カルシウム血症に起因する次

記症候の改善：テタニー，テタニー関

連症状．②鉛中毒症．③マグネシウム

中毒症．④次記代謝性骨疾患における

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分262



－265－

32

32．滋養強壮薬

～2回に分割，空腹時に，又は副作用

が強い場合には食事直後．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

3229．その他の無機質製剤
 

（L－アスパラギン酸カリウム）

Potassium L-aspartate

アスパラカリウム錠300㎎
Aspara potassium 300㎎1錠 

 〔田辺三菱〕

【効】次記疾患又は状態におけるカリウ

ム補給：①降圧利尿剤，副腎皮質ホル

モン，強心配糖体，インスリン，ある

種の抗生物質などの連用時．②低カリ

ウム血症型周期性四肢麻痺．③心疾患

時の低カリウム状態．④重症嘔吐，下

痢，カリウム摂取不足及び手術後

【用】（内）1日0.9～2.7gを3回に分割．

症状により1回3gまで

……………………………………………

（塩化カリウム）Potassium chloride

塩化カリウム「ヤマゼン」（院
外）

Potassium chloride 原末  〔山善〕

【効】①次記疾患又は状態におけるカリ

ウム補給：降圧利尿剤，副腎皮質ホル

モン，強心配糖体，インスリン，ある

種の抗生物質などの連用時．低カリウ

ム血症型周期性四肢麻痺．重症嘔吐，

下痢，カリウム摂取不足及び手術後．

②低クロル性アルカローシス

【用】（内）1 日 2 ～ 10gを 数 回 に 分 割

し，多量の水とともに．年令，症状に

より適宜増減

……………………………………………

（塩化カリウム）Potassium chloride

塩化カリウム徐放錠600㎎
「St」

Potassium chloride 600㎎1錠 

 〔アルフレッサ〕

【効】低カリウム血症の改善

【用】（内）1回1200㎎を1日2回食後．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（グルコン酸カリウム）Potassium 

gluconate

グルコンサンK細粒4mEq/g
Gluconsan K 4mEq1g 

 〔サンファーマ〕

【効】低カリウム状態時のカリウム補給

【用】（内）1回カリウム10mEq相当量

を1日3～4回

……………………………………………

（高カロリー輸液用微量元素製剤）

Minerals for hyperalimentation 

preparations

エレメンミック注
Elemenmic 2mL1管  〔陽進堂〕

1管（2mL）中：

塩化第二鉄 9.460㎎

塩化マンガン 0.1979㎎

硫酸亜鉛水和物 17.25㎎

硫酸銅 1.248㎎

ヨウ化カリウム 0.1660㎎

【効】経口，経腸管栄養補給が不能又は

不十分で高カロリー静脈栄養に頼らざ

るを得ない場合の亜鉛，鉄，銅，マン

ガン及びヨウ素の補給

【用】（注）1日2mLを高カロリー静脈栄

養輸液に添加し，点滴静注．年齢，症

状に応じて適宜増減

……………………………………………

ソリタ－T配合顆粒3号
Solita-T No.3 4g1包  〔味の素〕

1包（4.0g）中：

塩化ナトリウム 58㎎

塩化カリウム 149㎎

無水リン酸二水素ナトリウム 60㎎

クエン酸ナトリウム水和物 196㎎
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3222．鉄化合物製剤（有機酸鉄を
含む．）

 

（カルボキシマルトース第二鉄）

Ferric carboxymaltose

フェインジェクト静注500㎎
（要時）

Ferinject 500㎎10mL1瓶  〔ゼリア〕

【効】鉄欠乏性貧血

【用】（注）鉄として1日500㎎を週1回，

緩徐に静注又は点滴静注．総投与量は

患者の血中ヘモグロビン値及び体重に

応じるが，上限は鉄として1,500㎎

……………………………………………

（含糖酸化鉄）Ferric oxide, sac-

charated

フェジン静注40㎎
Fesin 鉄40㎎2mL1管  〔日医工〕

【効】鉄欠乏性貧血

【用】（注）経口鉄剤の投与が困難又は

不適当な場合に限り使用．鉄として1

日40～120㎎（本剤として2～6mL）を

2分以上かけて徐々に静注．年齢，症

状により適宜増減

……………………………………………

（クエン酸第一鉄ナトリウム）Sodium 

ferrous citrate

クエン酸第一鉄ナトリウム顆
粒8.3%「ツルハラ」（院外）あ 

Sodium ferrous citrate 83㎎1g 

 〔鶴原〕

〔先発品〕フェロミア顆粒8.3%

【効】鉄欠乏性貧血

【用】（内） 鉄 と し て 1 日 100 ～ 200 ㎎

（本剤として1.2 ～ 2.4g）を1 ～ 2回に

分割し食後．年齢，症状により適宜増

減

……………………………………………

（クエン酸第一鉄ナトリウム）Sodium 

ferrous citrate

フェロミア錠50㎎（院外）
Ferromia 鉄50㎎1錠  〔エーザイ〕

クエン酸第一鉄Na錠50㎎「サ
ワイ」あ 

Sodium ferrous citrate 50㎎1錠 

 〔沢井〕

〔先発品〕フェロミア錠50㎎

【効】鉄欠乏性貧血

【用】（内） 鉄 と し て 1 日 100 ～ 200 ㎎

（本剤として2～4錠）を1～2回に分割

し食後．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（フマル酸第一鉄）Ferrous fumarate

フェルムカプセル100㎎
Ferrum 鉄100㎎1カプセル  〔日医工〕

【効】鉄欠乏性貧血

【用】（内）1 日 1 回 鉄 と し て 100 ㎎

（1cap）

……………………………………………

（溶性ピロリン酸第二鉄）Ferric 

pyrophosphate, soluble

インクレミンシロップ5%あ 
Incremin 鉄6㎎1mL  〔アルフレッサ〕

【効】鉄欠乏性貧血

【用】（内）鉄として次の量を1日量と

し，3～4回に分割．1歳未満：12～24

㎎（2～4mL）．1～5歳：18～60㎎（3

～10mL）．6～15歳：60～90㎎（10～

15mL）．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（硫酸鉄水和物）Ferrous sulfate 

hydrate

フェロ・グラデュメット錠
105㎎

Fero-gradumet 鉄105㎎1錠 

 〔マイランEPD〕

【効】鉄欠乏性貧血

【用】（内）鉄として1日105～210㎎を1
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【効】①経口的栄養補給．②ブドウ糖負

荷試験

【用】（内）①必要量を粉末あるいは水

溶液として投与．年齢，体重により適

宜増減．②1回50～100g．年齢，体重

により適宜増減．（注）③1回5%液500

～ 1000mLを静注．点滴静注する場合

は，0.5g/㎏/時以下．年齢，体重によ

り適宜増減．④1回10 ～ 50%液20 ～

500mLを静注．点滴静注する場合は，

0.5g/㎏/時以下．年齢，体重により適

宜増減⑤適量を用いる．年齢，体重に

より適宜増減

……………………………………………

3234．キシリトール製剤
 

（キシリトール）Xylitol

キシリトール注5%「フソー」
Xylitol 25g500mL1瓶  〔扶桑〕

【効】糖尿病及び糖尿病状態時の水・エ

ネルギー補給

【用】（注）1日2～50gを1～数回に分割

し静注又は点滴静注．年齢，症状によ

り適宜増減1日量100gまで．点滴静注

する場合0.3g/㎏/時以下

……………………………………………

3239．その他の糖類剤
 

（高カロリー輸液用基本液）Intrave-

nous hyperalimentative basic 

solution

ハイカリック液－1号（要時）
Hicaliq-1 700mL1袋  〔テルモ〕

組成：付録36頁参照

【効】消化管栄養が不能・不十分な場

合，あるいは休止する場合の経中心静

脈輸液療法による栄養補給に用いる

【用】（注）700mLに10%又は12%アミノ

酸注射液200 ～ 300mLを加え開始液と

し，1日1800～2000mLを24時間かけ中

心静脈内に持続点滴注入．年齢，体

重，症状により適宜増減

……………………………………………

（高カロリー輸液用基本液）Intrave-

nous hyperalimentative basic 

solution

ハイカリック液－2号（要時）
Hicaliq-2 700mL1袋  〔テルモ〕

ハイカリック液－3号（要時）
Hicaliq-3 700mL1袋

組成：付録36頁参照

【効】消化管栄養が不能・不十分な場

合，あるいは休止する場合の経中心静

脈輸液療法による栄養補給に用いる

【用】（注）700mLに10%又は12%アミノ

酸注射液300 ～ 400mLを加え維持液と

し，1日2000～2200mLを24時間かけ中

心静脈内に持続点滴注入．年齢，体

重，症状により適宜増減

……………………………………………

（高カロリー輸液用基本液）Intrave-

nous hyperalimentative basic 

solution

ハイカリックRF輸液
Hicaliq RF 500mL1袋  〔テルモ〕

組成：付録36頁参照

【効】経口，経腸管栄養補給が不能又は

不十分で，経中心静脈栄養に頼らざる

を得ない場合の水分，電解質，カロ

リー補給（腎不全等による高カリウム

血症，高リン血症の患者又はそのおそ

れのある患者に限る）

【用】（注）経中心静脈輸液療法の基本

液として用いる．本剤1000mLに対し

て，ナトリウム及びクロールを含有し

ないか，あるいは含有量の少ない5.9

～ 12%アミノ酸注射液を200 ～ 600mL

の割合で加えてよく混合し，1日1200

～ 1600mLの維持量を24時間かけて中

心静脈内に持続点滴注入 
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炭酸マグネシウム 14㎎

溶解後の電解質濃度（mEq/L）：

Na＋ 35

K＋ 20

Mg2＋ 3

Cl－ 30

Phosphate 5（mmol/L）

Citrate3－ 20

【効】軽症又は中等症の脱水症及び手術

後の回復期における電解質の補給・維

持

【用】（内）1包（4.0g）を用時100mLの

水又は微温湯に撹拌溶解．1回100mLを

1日数回患者の口渇に応じて投与．小

児：1回20 ～ 100mLを1日8 ～ 10回（2

～ 3時間毎）．年齢，症状により適宜

増減

……………………………………………

ホスリボン配合顆粒
Phosribbon 100㎎0.48g1包（リンと

して）  〔ゼリア〕

1包（0.48g）中：

リン 100㎎

リン酸二水素ナトリウム一水和物

 330㎎

無水リン酸水素二ナトリウム 119㎎

【効】低リン血症

【用】（内）リンとして1日あたり20 ～

40㎎/㎏を目安とし，数回に分割．患

者の状態に応じて適宜増減．リンとし

て1日あたり3,000㎎まで

……………………………………………

323．糖類剤
3231．ブドウ糖製剤
 

（ブドウ糖）Glucose

大塚糖液5%
Glucose 1g20mL1管  〔大塚製薬工場〕

大塚糖液5%
Glucose 5g100mL1瓶

大塚糖液5%
Glucose 5%250mL1瓶

大塚糖液5%
Glucose 5%500mL1袋

大塚糖液10%
Glucose 2g20mL1管

大塚糖液20%
Glucose 4g20mL1管

大塚糖液50%
Glucose 10g20mL1管

大塚糖液50%
Glucose 100g200mL1袋  〔大塚〕

ブドウ糖注10%PL「フソー」
Glucose 50g500mL1瓶  〔扶桑〕

【効】①脱水症特に水欠乏時の水補給，

薬物・毒物中毒，肝疾患．②循環虚

脱，低血糖時の糖質補給，高カリウム

血症，心疾患（GIK療法），その他非

経口的に水・エネルギー補給を必要と

する場合．③注射剤の溶解希釈剤

【用】（注）①1回5%液500～1000mLを静

注．②1回10 ～ 50%液20 ～ 500mLを静

注．点滴静注する場合はブドウ糖とし

て0.5g/㎏/時以下．③適量．年齢・症

状により適宜増減

……………………………………………

（ブドウ糖）Glucose

光糖液5%
Glucose 5%50mL1瓶  〔光〕

【効】①脱水症特に水欠乏時の水補給．

薬物・毒物中毒．肝疾患．②注射剤の

溶解希釈剤

【用】（注）①1回5%液500～1000mLを静

注，点滴時ブドウ糖として0.5g/㎏/時

以下．年齢，症状により適宜増減．②

適量．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ブドウ糖）Glucose

ブドウ糖「コザカイ・M」
Glucose 原末  〔吉田〕
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体重により適宜増減

……………………………………………

（小児用総合アミノ酸製剤）Mixed 

amino acid preparations for children

プレアミン－P注射液
Pleamin-P 200mL1袋  〔扶桑〕

組成：付録37頁参照

【効】新生児，乳児及び1 ～ 3歳の幼児

における次の状態時のアミノ酸補給

（新生児は出生時体重2㎏以上とす

る）：低蛋白血症，低栄養状態，手術

前後

【用】（注）新生児（出生時体重2㎏以

上）・乳児：アミノ酸の量として1.75

～ 2.75g（本品23 ～ 36mL）/㎏/日，1

～ 3歳の幼児：1.50 ～ 2.50g（本品20

～ 33mL）/㎏/日．高カロリー輸液法

により静脈内に持続点滴注入．臨床症

状，臨床検査値により適宜増減

……………………………………………

（腎不全用アミノ酸製剤）Amino 

acids for renal insufficiency

キドミン輸液
Kidmin 200mL1袋  〔大塚製薬工場〕

組成：付録37頁参照

【効】次記の状態にある①急性腎不全・

②慢性腎不全時のアミノ酸補給：低蛋

白血症，低栄養状態，手術前後

【用】（注）①1日600mLを高カロリー輸

液法にて中心静脈内に持続点滴注入．

年齢，症状，体重により適宜増減．生

体のアミノ酸利用効率上，投与窒素

1g（本剤：100mL）あたり300kcaL以

上の非蛋白熱量を投与．②末梢静脈投

与：1日1回200mLを緩徐に点滴静注．

投与速度は100mLあたり60分を基準と

し，小児，高齢者，重篤な患者には更

に緩徐に注入．年齢，症状，体重によ

り適宜増減．透析療法施行時には透析

終了90～60分前より透析回路の静脈

側に注入．生体のアミノ酸利用効率

上，摂取熱量を1500kcaL/日以上とす

ることが望ましい．高カロリー輸液

法：1日400mLを中心静脈内に持続点滴

注入．年齢，症状，体重により適宜増

減．生体のアミノ酸利用効率上，投与

窒 素 1g（本 剤：100mL） あ た り

300kcaL以上の非蛋白熱量を投与

……………………………………………

（総合アミノ酸製剤）Mixed amino 

acid preparations for total paren-

teral nutrition

アミパレン輸液
Amiparen 300mL1袋  〔大塚製薬工場〕

組成：付録37頁参照

【効】次の状態時のアミノ酸補給：低蛋

白血症，低栄養状態，手術前後

【用】（注） 中 心 静 脈 投 与：1 日 400 ～

800mLを高カロリー輸液法により中心

静脈内に持続点滴注入．年齢，症状，

体重により適宜増減．末梢静脈投与：

1回200～400mLを緩徐に点滴静注，ア

ミノ酸の量として10g/時前後が体内

利用に望ましく，100mL/時を基準と

し，小児，老人，重篤な患者には更に

緩徐に注入．年齢，症状，体重により

適宜増減．糖類輸液剤と同時投与する

ことが望ましい

……………………………………………

3259．その他のたん白アミノ酸製
剤

 

（アミノ酸・糖・電解質）Mixed 

amino 

acid･carbohydrate･electrolyte 

combined drug

ツインパル輸液あ 
Twinpal 500mL1キット  〔味の素〕

組成：付録38頁参照

【効】次記状態時のアミノ酸，電解質及
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本剤は，高濃度のブドウ糖含有製剤な

ので，特に投与開始時には耐糖能，肝

機能等に注意し，目安として維持量の

半量程度から徐々に1日当たりの投与

量を漸増し，維持量とする．年齢，症

状，体重により適宜増減

……………………………………………

325．たん白アミノ酸製剤
3253．混合アミノ酸製剤
 

（肝硬変用アミノ酸製剤）Amino acid 

preparations for hepatic cirrhosis

アミノバクト配合顆粒あ 
Aminovact 4.74g1包  〔日医工〕

1包（4.74g）中：

L-イソロイシン 952㎎

L-ロイシン 1904㎎

L-バリン 1144㎎

【効】食事摂取量が十分にもかかわらず

低アルブミン血症を呈する非代償性肝

硬変患者の低アルブミン血症の改善

【用】（内）1回4.74g（1包）を1日3回食

後

……………………………………………

（肝硬変用アミノ酸製剤）Amino acid 

preparations for hepatic cirrhosis

リーバクト配合顆粒（院外）
Livact 4.15g1包  〔EA〕

1包（4.15g）中：

L-イソロイシン 952㎎

L-ロイシン 1904㎎

L-バリン 1144㎎

【効】食事摂取量が十分にもかかわらず

低アルブミン血症を呈する非代償性肝

硬変患者の低アルブミン血症の改善

【用】（内）1回4.15g（1包）を1日3回食

後

……………………………………………

（肝硬変用アミノ酸製剤）Amino acid 

preparations for hepatic cirrhosis

リーバクト配合経口ゼリー
（院外）

Livact 20g1個  〔EA〕

1個（20g）中：

L-イソロイシン 952㎎

L-ロイシン 1904㎎

L-バリン 1144㎎

【効】食事摂取量が十分にもかかわらず

低アルブミン血症を呈する非代償性肝

硬変患者の低アルブミン血症の改善

【用】（内）1回1個を1日3回食後

……………………………………………

（肝不全用アミノ酸製剤）Amino acid 

preparations for hepatic insuf-

ficiency

アミノレバン点滴静注
Aminoleban 200mL1袋  〔大塚製薬工場〕

組成：付録37頁参照

【効】慢性肝障害時における脳症の改善

【用】（注）1 回 500 ～ 1000mLを 点 滴 静

注，500mL/180 ～ 300分を基準．経中

心静脈輸液法を用いる場合：500 ～

1000mLを糖質輸液等に混和し24時間

かけて中心静脈内に持続注入．年齢，

症状，体重により適宜増減

……………………………………………

（肝不全用アミノ酸製剤）Amino acid 

preparations for hepatic insuf-

ficiency

モリヘパミン点滴静注（要時）
Morihepamin 300mL1袋  〔EA〕

組成：付録37頁参照

【効】慢性肝障害時における脳症の改善

【用】（注）1回500mLを点滴静注．投与

速度は，500mLあたり180分以上．経中

心静脈輸液法を用いる場合は，500mL

を糖質輸液等に混和し，24時間かけて

中心静脈内に持続注入．年齢，症状，
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の適応困難時の術後栄養管理．②腸内

の清浄化を要する疾患の栄養管理．③

術直後の栄養管理．④消化管異常病態

下の栄養管理（縫合不全，短腸症候

群，各種消化管瘻等）．⑤消化管特殊

疾患時の栄養管理（クローン氏病，潰

瘍性大腸炎，消化不全症候群，膵疾

患，蛋白漏出性腸症等）．⑥高カロ

リー輸液の適応が困難となった時の栄

養管理（広範囲熱傷等）

【用】（内）本剤80gを300mLとなるよう

な割合で常水又は微温湯に溶かし

（1kcal/mL），鼻腔ゾンデ，胃瘻，又は

腸瘻から，十二指腸あるいは空腸内に

1日24時間持続的に注入（注入速度は

75～100mL/時間）．必要により本溶液

を1回又は数回に分けて経口投与もで

き る． 標 準 量 と し て 1 日 480 ～ 640g

（1800～2400kcal）を投与．年令，体

重，症状により適宜増減．初期量は，

1日量の約1/8（60～80g）を所定濃度

の 約 1/2（0.5kcal/mL） で 投 与 開 始

し，患者の状態により，徐々に濃度及

び投与量を増加し，4～10日後に標準

量に達するようにする

……………………………………………

（経腸成分栄養剤（消化態））Paren-

teral nutrition

エレンタールP乳幼児用配合内
用剤

Elental P 40g1袋  〔EA〕

組成：付録44頁参照

【効】新生児及び乳幼児の次の疾患の栄

養管理に用いる．但し，適用年齢は原

則として2歳未満とする：小腸切除・

回腸瘻造設等で消化吸収障害を有する

場合，悪性腫瘍，心疾患術後，難治性

下痢，術前に腸管内の清浄化を要する

場合，消化管術後で未消化態タンパク

を含む栄養物による栄養管理が困難な

場合，ヒルシュスプルング病（short 

segment）の保存療法・胆道閉鎖・栄

養障害等で未消化態タンパクを含む栄

養物による栄養管理が困難な場合

【用】（内）水又は微温湯に溶解し，経

口又は経管投与．症状により適宜増

減．1 歳 未 満：20 ～ 30g/ ㎏（78 ～

117kcal/㎏），1 ～ 2 歳：15 ～ 25g/㎏

（59～98kcal/㎏）．開始時3～10g/㎏

/日（12 ～ 39kcal/㎏），漸増し3 ～ 10

日で維持量に達する．濃度は，10 ～

15W/V%（0.4 ～ 0.6kcal/mL）で投与

を開始し，徐々に濃度をあげて，維持

期には18 ～ 20W/V%（0.7 ～ 0.8kcal/

mL）とする．症状により適宜増減．経

口：1日数回分割，経管：1日24時間持

続注入．注入速度は患者の状態により

適当に調節

……………………………………………

（経腸成分栄養剤（半消化態））

Parenteral nutrition

イノラス配合経腸用液
Enoras 187.5mL1袋（りんご） 

 〔大塚製薬工場〕

組成：付録47頁参照

【効】一般に，手術後患者の栄養保持に

用いることができるが，特に長期にわ

たり，経口的食事摂取が困難な場合の

経管栄養補給に使用する

【用】（内）1 日 562.5 ～ 937.5mL（900 ～

1,500kcal）を経管又は経口投与．経

管投与の投与速度は50 ～ 400mL/時間

とし，持続的又は1日数回に分けて投

与．経口投与は1日1回又は数回に分け

て投与．年齢，体重，症状により投与

量，投与速度を適宜増減

……………………………………………
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び水分の補給：①経口摂取不十分で，

軽度の低蛋白血症又は軽度の低栄養状

態にある場合．②手術前後

【用】（注）用時に隔壁を開通してI層液

とII層液をよく混合．1回500mLを末梢

静脈内に点滴静注．500mLあたり120分

を基準とし，老人，重篤な患者には更

に緩徐に注入．年齢，症状，体重によ

り適宜増減．1日2500mLまで

……………………………………………

（アミノ酸・糖・電解質・ビタミン）

Mixed amino acid･carbohydrate･ele

ctrolyte･vitamin combined drug

フルカリック1号輸液
Fulcaliq 1 903mL1キット  〔田辺三菱〕

フルカリック2号輸液
Fulcaliq 2 1003mL1キット

フルカリック3号輸液
Fulcaliq 3 1103mL1キット

組成：付録36，39～40頁参照

【効】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らざるを

得 な い 場 合 の 水 分・ 電 解 質・ カ ロ

リー・アミノ酸及びビタミンの補給

【用】（注）1号：経中心静脈栄養療法の

開始時で，耐糖能が不明の場合や耐糖

能が低下している場合の開始液とし

て，あるいは侵襲時等で耐糖能が低下

しており，ブドウ糖を制限する必要が

ある場合の維持液として用いる．1日

1806mLを24時間かけて中心静脈内に

持続点滴注入する．年齢，症状，体重

により適宜増減 

2号：経中心静脈栄養療法の維持液と

して用いる．1日2006mLを24時間かけ

て中心静脈内に持続点滴注入する．年

齢，症状，体重により適宜増減 

3号：経中心静脈栄養療法の維持液と

して用いる．1日2206mLを24時間かけ

て中心静脈内に持続点滴注入する．年

齢，症状，体重により適宜増減

……………………………………………

（肝不全用成分栄養剤）Nutrition for 

hepatic insufficiency

アミノレバンEN配合散
Aminoleban EN 50g1包  〔大塚〕

組成：付録47頁参照

【効】肝性脳症を伴う慢性肝不全患者の

栄養状態の改善

【用】（内）1回量として1包（50g）を

約180mLの水又は温湯に溶かし（約

200kcal/200mL）1日3回食事と共に摂

取．年齢・症状に応じて適宜増減

……………………………………………

（肝不全用成分栄養剤）Nutrition for 

hepatic insufficiency

ヘパンED配合内用剤（要時）
Hepan ED 80g1包  〔EA〕

組成：付録45頁参照

【効】肝性脳症を伴う慢性肝不全患者の

栄養状態の改善

【用】（内）1回量として80gを約250mL

の常温の水又は微温湯に溶かし（約

310kcal/300mL），1日2回食事と共に摂

取．年齢・症状に応じて適宜増減

……………………………………………

（経腸成分栄養剤（消化態））Paren-

teral nutrition

エレンタール配合内用剤
Elental 80g1袋  〔EA〕

組成：付録44頁参照

【効】本剤は，消化をほとんど必要とし

ない成分で構成された極めて低残渣

性・易吸収性の経腸的高カロリー栄養

剤でエレメンタルダイエット又は成分

栄養と呼ばれる．手術前・後の患者に

対し，未消化態蛋白を含む経管栄養剤

による栄養管理が困難な時用いること

ができるが，特に次記の場合に使用す

る．①未消化態蛋白を含む経管栄養剤
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用いることができるが，特に長期にわ

たり経口的食事摂取が困難な場合の経

管栄養補給に使用する

【用】（内） 標 準 量 と し て 1 日 1200 ～

2000mL（1200 ～ 2000kcal） を 経 鼻

チューブ，胃瘻又は腸瘻より胃，十二

指腸又は空腸に1日12～24時間かけて

投与．投与速度は75 ～ 125mL/時．経

口摂取可能な場合は1日1回又は数回に

分割して経口投与も可．投与開始時

は，1日当たり400mL（400kcal）を水

で希釈（0.5kcal/mL程度）して，低速

度（約100mL/時以下）で投与し，臨

床症状に注意しながら増量して3～7

日で標準量に達するようにする．年

齢，体重，症状により投与量，投与濃

度，投与速度を適宜増減

……………………………………………

（経腸成分栄養剤（半消化態））

Parenteral nutrition

ラコールNF配合経腸用半固形
剤

Racol NF 300g1バッグ  〔大塚〕

組成：付録46頁参照

【効】一般に，手術後患者の栄養保持に

用いることができるが，特に長期にわ

たり経口的食事摂取が困難な場合の経

管栄養補給に使用する

【用】（内）1日1,200～2,000g（1,200～

2,000kcal）を胃瘻より胃内に1日数回

に分けて投与．投与時間は100g当た

り 2 ～ 3 分（300g当 た り 6 ～ 9 分） と

し，1回の最大投与量は600gまで．初

めて投与する場合は，投与後によく観

察を行い臨床症状に注意しながら増量

して数日で標準量に達するようにす

る．年齢，体重，症状により投与量，

投与時間を適宜増減する

……………………………………………

（糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミ

ン・微量元素）Mixed amino acid･ca

rbohydrate･electrolyte･vitamin 

combined drug

エルネオパNF1号輸液
Elneopa-NF No.1 1000mL1キット 

 〔大塚製薬工場〕

エルネオパNF2号輸液
Elneopa-NF No.2 1000mL1キット

組成：付録41～43頁参照

【効】経口・経腸管栄養補給が不能又は

不十分で，経中心静脈栄養に頼らざる

を得ない場合の水分，電解質，カロ

リー，アミノ酸，ビタミン，亜鉛，

鉄，銅，マンガン及びヨウ素の補給

【用】（注）エルネオパNF1号輸液：経

中心静脈栄養法の開始時で，耐糖能が

不明の場合や耐糖能が低下している場

合の開始液として，あるいは侵襲時等

で耐糖能が低下しており，ブドウ糖を

制限する必要がある場合の維持液とし

て用いる．用時に上下2室の隔壁と上

室内にある黄褐色及び赤褐色の小室を

同時に開通し十分に混合して，開始液

又は維持液とする．1日2000mLの開始

液又は維持液を24時間かけて中心静脈

内に持続点滴注入．症状，年齢，体重

に応じて適宜増減 

エルネオパNF2号輸液：経中心静脈栄

養法の維持液として用いる．用時に上

下2室の隔壁と上室内にある黄褐色及

び赤褐色の小室を同時に開通し十分に

混合して，維持液とする．1日2000mL

の維持液を24時間かけて中心静脈内に

持続点滴注入．症状，年齢，体重に応

じて適宜増減

……………………………………………
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32．滋養強壮薬

（経腸成分栄養剤（半消化態））

Parenteral nutrition

エネーボ配合経腸用液
Enevo 250mL1缶  〔アボット〕

組成：付録47頁参照

【効】一般に，手術後患者の栄養保持に

用いることができるが，特に長期にわ

たり経口的食事摂取が困難な場合の経

管栄養補給に使用する

【用】（内）1 日 1,000 ～ 1,667mL（1,200

～ 2,000kcal）を経管又は経口投与．

経管投与では本剤を62.5～104mL（75

～125kcal）/時間で持続的又は1日数

回に分けて投与．経口摂取可能な場合

は1日1回又は数回に分けて投与．初期

量は333mL/日（400kcal/日）を目安

と し， 低 速 度（約 41.7mL/ 時 間

（50kcal/時間）以下）で投与．以後は

患者の状態により徐々に増量し標準量

とする．年齢，体重，症状により投与

量，投与濃度，投与速度を適宜増減．

投与初期は，水で希釈して投与するこ

とも考慮する

……………………………………………

（経腸成分栄養剤（半消化態））

Parenteral nutrition

エンシュア・H
Ensure H 250mL1缶（バニラ）（バナ

ナ）  〔アボット〕

組成：付録45頁参照

【効】一般に，手術後患者の栄養保持に

用いることができるが，特に長期にわ

たり経口的食事摂取が困難で，単位量

当たり高カロリー（1.5kcal/mL）の経

腸栄養剤を必要とする次の患者の経管

栄養補給に使用する：水分の摂取制限

が必要な患者（心不全や腎不全を合併

している患者等），安静時エネルギー

消費量が亢進している患者（熱傷患

者，感染症を合併している患者等），

経腸栄養剤の投与容量を減らしたい患

者（容量依存性の腹部膨満感を訴える

患者等），経腸栄養剤の投与時間の短

縮が望ましい患者（口腔外科や耳鼻科

の術後患者等）

【用】（内）1 日 1000 ～ 1500mL． 年 齢，

症状により適宜増減．経口：1日1回又

は 数 回 に 分 割． 経 管：50 ～ 100mL/

時， 持 続 的 又 は 1 日 数 回 に 分 割．

400mL/時まで可

……………………………………………

（経腸成分栄養剤（半消化態））

Parenteral nutrition

エンシュア・リキッド（院外）
Ensure liquid 250mL1缶（バニラ）

（コーヒー）  〔アボット〕

組成：付録45頁参照

【効】一般に，手術後患者の栄養保持に

用いることができるが，特に長期にわ

たり経口的食事摂取が困難な場合の経

管栄養補給に使用する

【用】（内） 標 準 量 と し て 1 日 1500 ～

2250mL（1500 ～ 2250kcal） を 経 管 又

は経口投与する．1mL当たり1kcalであ

る．年齢，症状により適宜増減．経管

投与では本剤を1時間に100～150mLの

速度で持続的又は1日数回に分割．経

口投与では1日1回又は数回に分割．初

期量は標準量の1/3～1/2量とし，水

で約倍量に希釈（0.5kcal/mL）して投

与．以後は患者の状態により徐々に濃

度及び量を増し標準量とする

……………………………………………

（経腸成分栄養剤（半消化態））

Parenteral nutrition

ラコールNF配合経腸用液（院
外）

Racol NF 200mL1袋  〔イーエヌ大塚〕

組成：付録46頁参照

【効】一般に，手術後患者の栄養保持に
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33

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
 

（塩化ナトリウム）Sodium chloride

大塚食塩注10%
Sodium chloride Na＋34mEq20mL1管 

 〔大塚製薬工場〕

【効】ナトリウム欠乏時の電解質補給

【用】（注）電解質補給の目的で，輸液

剤などに添加して必要量を静注又は点

滴静注

……………………………………………

（生理食塩液）Isotonic sodium 

chloride solution

大塚生食注
Isotonic sodium chloride solution 

50mL1瓶  〔大塚〕

大塚生食注
Isotonic sodium chloride solution 

500mL1瓶（細口開栓）  〔大塚製薬工場〕

生理食塩液「ヒカリ」
Isotonic sodium chloride solution 

100mL1瓶  〔光〕

生理食塩液バッグ「フソー」
Isotonic sodium chloride solution 

250mL1袋  〔扶桑〕

生理食塩液バッグ「フソー」
Isotonic sodium chloride solution 

1L1袋

生理食塩液バッグ「フソー」
（血液浄化センター）

Isotonic sodium chloride solution 

1.5L1袋

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

20mL1管

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

2L1袋

テルモ生食
Isotonic sodium chloride solution 

500mL1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

……………………………………………

（生理食塩液）Isotonic sodium 

chloride solution

大塚生食注2ポート50mLあ 
Isotonic sodium chloride solution 

50mL1キット  〔大塚製薬工場〕

【効】注射剤の溶解希釈剤

【用】（注）注射用医薬品の溶解，希釈

に用いる

……………………………………………

（生理食塩液）Isotonic sodium 

chloride solution

生食注シリンジ「テルモ」
10mLあ 

Isotonic sodium chloride solution 

10mL1筒  〔テルモ〕

生食注シリンジ「オーツカ」
20mL（手術部）あ 

Isotonic sodium chloride solution 

20mL1筒  〔大塚製薬工場〕

【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）

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分275

－274－

32

32．滋養強壮薬

329．その他の滋養強壮薬
3299．他に分類されない滋養強壮

薬
 

（ダイズ油）Soybean oil

イントラリポス輸液20%
Intralipos 10g50mL1袋 

 〔大塚製薬工場〕

イントラリポス輸液20%
Intralipos 50g250mL1袋

【効】次の場合における栄養補給：術

前・術後，急・慢性消化器疾患，消耗

性疾患，火傷（熱傷）・外傷，長期に

わたる意識不明状態時

【用】（注）1日250mL（20%液）を3時間

以上かけて点滴静注．体重，症状によ

り適宜増減．1日脂肪として2g（本剤

10mL）/㎏以内

……………………………………………
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33．血液・体液用薬

アクチット輸液
Actit 500mL1袋  〔扶桑〕

組成：付録49頁参照

【効】経口摂取不能・不充分な場合の水

分・電解質の補給・維持，エネルギー

補給

【用】（注）1回500～1000mLを徐々に点

滴 静 注， マ ル ト ー ス 水 和 物 と し て

0.5g/㎏/時以下．年齢・症状に応じて

適宜増減

……………………………………………

ヴィーン3G輸液
Veen 3G 500mL1袋  〔扶桑〕

組成：付録49頁参照

【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， 小 児：1

回200 ～ 500mLを点滴静注．成人・小

児ともにブドウ糖として0.5g/㎏/時

以下．年齢，症状，体重などに応じて

適宜増減

……………………………………………

グルアセト35注あ 
Gluaceto 500mL1袋 

 〔共和クリティケア〕

組成：付録49頁参照

【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

……………………………………………

ソリタックス－H輸液
Solitax-H 500mL1袋  〔陽進堂〕

組成：付録49頁参照

【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．4mL/㎏/時（ 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

……………………………………………

ソリューゲンF注
Solyugen F 500mL1袋 

 〔共和クリティケア〕

組成：付録48頁参照

【効】循環血液量及び組織間液の減少時

における細胞外液の補給・補正，代謝

性アシドーシスの補正

【用】（注）1回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

……………………………………………

ソリューゲンG注
Solyugen G 500mL1袋 

 〔共和クリティケア〕

組成：付録48頁参照

【効】循環血液量及び組織間液の減少時

における細胞外液の補給・補正，代謝

性アシドーシスの補正，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，体重により適宜増減

……………………………………………

ソルデム1輸液
Soldem 1 200mL1袋  〔テルモ〕

ソルデム1輸液
Soldem 1 500mL1袋

組成：付録48頁参照

【効】脱水症及び病態不明時の水分・電

解質の初期補給，手術前後の水分・電

解質の補給

【用】（注）1 回 500 ～ 1000mLを 点 滴 静

注．300 ～ 500mL/ 時， 小 児：50 ～

100mL/時．年齢，症状，体重により

適宜増減
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33．血液・体液用薬

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
 

（塩化アンモニウム）Ammonium 

chloride

塩化アンモニウム補正液
5mEq/mLあ 

Ammonium chloride Cl-

100mEq20mL1管  〔大塚製薬工場〕

20mL中：

NH4
＋ 100mEq

Cl－ 100mEq

【効】高度な低クロール性アルカローシ

スの是正における電解質補液の電解質

補正

【用】（注）他の電解質液に必要量を混

じて点滴静注，20mEq/時以下．小児

は年齢に応じて減量

……………………………………………

（塩化カリウム）Potassium chloride

KCL注10mEqキット「テルモ」
あ 

KCL K＋10mEq10mL1キット  〔テルモ〕

1キット中：

K＋ 10mEq

Cl－ 10mEq

【効】電解質補液の電解質補正

【用】（注）電解質補液の補正用とし

て，体内の水分，電解質の不足に応じ

て電解質補液に添加して点滴静注する

か，腹膜透析液に添加して腹腔内投与

……………………………………………

（塩化ナトリウム）Sodium chloride

塩化Na補正液2.5mEq/mL
Sodium chloride Na＋50mEq20mL1管 

 〔大塚製薬工場〕

20mL中：

Na＋ 50mEq

Cl－ 50mEq

【効】電解質補液の電解質補正

【用】（注）電解質補液の電解質の補正

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

……………………………………………

（ヒドロキシエチルデンプン130000）

ボルベン輸液6%
Voluven 6%500mL1袋 

 〔フレゼニウスカービ〕

組成：付録49頁参照

【効】循環血液量の維持

【用】（注）持続的に静脈内投与．投与

量及び投与速度は，症状に応じ適宜調

節．1日50mL/㎏まで

……………………………………………

（ヒドロキシエチルデンプン70000）

Hydroxyethylated starch

サリンヘス輸液6%あ 
Salinhes 6%500mL1袋 

 〔フレゼニウスカービ〕

組成：付録49頁参照

【効】①各科領域における出血多量の場

合．②体外循環における血液希釈液

【用】（注）①1回100～1000mLを静注．

小児：10mL/㎏以内．症状に応じ，適

宜増減．②10～20mL/㎏を用いる

……………………………………………
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33．血液・体液用薬

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

て10mmol20mL1管  〔大塚製薬工場〕

20mL中：

リン酸水素ナトリウム水和物 1.79g

リン酸二水素ナトリウム水和物

 0.780g

〈電解質組成〉

Na＋ 15mEq

Pとして10mmol（310㎎/20mL，

15.5㎎/mL）

【効】電解質補液の電解質補正

【用】（注）電解質補液の電解質の補正

用として，体内の水分，電解質の不足

に応じて電解質液に添加

……………………………………………

YDソリタ－T3号G輸液
YD Solita-T No.3G 200mL1袋 

 〔陽進堂〕

YDソリタ－T3号G輸液
YD Solita-T No.3G 500mL1袋

組成：付録49頁参照

【効】①経口摂取不能又は不十分な場合

の水分・電解質の補給・維持．②エネ

ルギー補給

【用】（注）1 回 500 ～ 1000mLを 点 滴 静

注．ブドウ糖として0.5g/㎏/時以下．

年齢，症状，体重により適宜増減

……………………………………………

332．止血剤
3321．カルバゾクロム系製剤
 

（カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ

ム水和物）Carbazochrome sodium 

sulfonate hydrate

アドナ散10%
Adona 100㎎1g  〔田辺三菱〕

【効】①毛細血管抵抗性の減弱及び透過

性の亢進によると考えられる出血傾向

（例えば紫斑病等）．②毛細血管抵抗性

の減弱による皮膚あるいは粘膜及び内

膜からの出血，眼底出血・腎出血・子

宮出血．③毛細血管抵抗性の減弱によ

る手術中・術後の異常出血

【用】（内）1日30 ～ 90㎎（本剤として

0.3～0.9g）を3回に分割．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

（カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ

ム水和物）Carbazochrome sodium 

sulfonate hydrate

アドナ錠30㎎（院外）
Adona 30㎎1錠  〔田辺三菱〕

カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム錠30㎎「日医工」あ 

Carbazochrome sodium sulfonate 30

㎎1錠  〔日医工〕

〔先発品〕アドナ錠30㎎

【効】①毛細血管抵抗性の減弱及び透過

性の亢進によると考えられる出血傾向

（例えば紫斑病等）．②毛細血管抵抗性

の減弱による皮膚あるいは粘膜及び内

膜からの出血，眼底出血・腎出血・子

宮出血．③毛細血管抵抗性の減弱によ

る手術中・術後の異常出血

【用】（内）1日30～90㎎を3回に分割．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ

ム水和物）Carbazochrome sodium 

sulfonate hydrate

カルバゾクロムスルホン酸ナ
トリウム静注液50㎎「日医工」
あ 

Carbazochrome sodium sulfonate 50

㎎10mL1管  〔日医工〕

〔先発品〕アドナ注（静脈用）50㎎

【効】①毛細血管抵抗性の減弱及び透過

性の亢進によると考えられる出血傾向

（例えば紫斑病等）．②毛細血管抵抗性
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……………………………………………

ソルデム3A輸液
Soldem 3A 200mL1袋  〔テルモ〕

ソルデム3A輸液
Soldem 3A 500mL1袋

組成：付録49頁参照

【効】経口摂取不能又は不十分な場合の

水分・電解質の補給・維持

【用】（注）1 回 500 ～ 1000mLを 点 滴 静

注．300 ～ 500mL/ 時， 小 児：50 ～

100mL/時．年齢，症状，体重により

適宜増減

……………………………………………

ソルデム6輸液
Soldem 6 200mL1袋  〔テルモ〕

ソルデム6輸液
Soldem 6 500mL1袋

組成：付録49頁参照

【効】①術後早期及び乳幼児手術に関連

しての水分・電解質の補給．②カリウ

ム貯溜の可能性のある場合の水分・電

解質の補給

【用】（注）1 回 500 ～ 1000mLを 点 滴 静

注．300 ～ 500mL/ 時， 小 児：50 ～

100mL/時．年齢，症状，体重により

適宜増減

……………………………………………

低分子デキストランL注
Low molecular dextran L 250mL1袋 

 〔大塚〕

組成：付録49頁参照

【効】①代用血漿として急性出血の治

療，特に急性大量出血の際の初期治療

として有効．②外傷，熱傷，出血など

に基づく外科的ショックの予防及び治

療．③手術時における輸血量の節減．

④体外循環灌流液として用い，灌流を

容易にして手術中の併発症の危険を減

少する

【用】（注）1回500mLを緩徐に静注．年

齢，体重，症状に応じて適宜増減．体

外循環灌流液として用いる場合，デキ

ストラン40として2～3g（20～30mL）

/㎏を注入

……………………………………………

ビカーボン輸液
Bicarbon 500mL1袋  〔味の素〕

ビカネイト輸液（産科）
Bicanate 1L1袋  〔大塚製薬工場〕

組成：付録48頁参照

【効】循環血液量及び組織間液の減少時

における細胞外液の補給・補正，代謝

性アシドーシスの補正

【用】（注）1 回 500 ～ 1000mLを 点 滴 静

注，10mL/㎏/時以下．年齢，症状，

体重に応じて適宜増減

……………………………………………

フィジオ140輸液
Physio 500mL1袋  〔大塚製薬工場〕

組成：付録48頁参照

【効】循環血液量及び組織間液の減少時

における細胞外液の補給・補正，代謝

性アシドーシスの補正

【用】（注）1 回 500 ～ 1000mLを 点 滴 静

注．15mL/㎏/時以下．年齢，症状，

体重により適宜増減

……………………………………………

ポタコールR輸液
Potacol R 500mL1袋  〔大塚製薬工場〕

組成：付録48頁参照

【効】大量出血や異常出血を伴わない循

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，熱源の補給

【用】（注）1回500～1000mLを徐々に点

滴 静 注， マ ル ト ー ス 水 和 物 と し て

0.3g/㎏/時以下（体重50㎏として本剤

500mLを2時間以上）．年齢，症状によ

り適宜増減

……………………………………………
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間押さえる

……………………………………………

3327．抗プラスミン剤
 

（トラネキサム酸）Tranexamic acid

トラネキサム酸カプセル250㎎
「NSKK」あ 

Tranexamic acid 250㎎1カプセル 

 〔日本新薬〕

〔先発品〕トランサミンカプセル250㎎

【効】①全身性線溶亢進が関与すると考

えられる出血傾向（白血病，再生不良

性貧血，紫斑病等，及び手術中・術後

の異常出血）．②局所線溶亢進が関与

すると考えられる異常出血（肺出血，

鼻出血，性器出血，腎出血，前立腺手

術中・術後の異常出血）．③次記疾患

における紅斑・腫脹・そう痒等の症

状：湿疹及びその類症，蕁麻疹，中毒

疹，薬疹．④次記疾患における咽頭

痛・発赤・充血・腫脹等の症状：扁桃

炎，咽頭炎，喉頭炎．⑤口内炎におけ

る口内痛及び口内粘膜アフター

【用】（内）1日750～2000㎎を3～4回に

分割．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（トラネキサム酸）Tranexamic acid

トラネキサム酸シロップ5%
「テバ」あ 

Tranexamic acid 50㎎1mL  〔武田テバ〕

〔先発品〕トランサミンシロップ5%

【効】①全身性線溶亢進が関与すると考

えられる出血傾向（白血病，再生不良

性貧血，紫斑病等，及び手術中・術後

の異常出血）．②局所線溶亢進が関与

すると考えられる異常出血（肺出血，

鼻出血，性器出血，腎出血，前立腺手

術中・術後の異常出血）．③次記疾患

における紅斑・腫脹・そう痒等の症

状：湿疹及びその類症，蕁麻疹，薬

疹・中毒疹．④次記疾患における咽頭

痛・発赤・充血・腫脹等の症状：扁桃

炎，咽喉頭炎．⑤口内炎における口内

痛及び口内粘膜アフター

【用】（内） 次 記 1 日 量 を 3 ～ 4 回 に 分

割．（1 日 投 与 量） ～ 1 歳：75 ～ 200

㎎．2～3歳：150～350㎎．4～6歳：

250 ～ 650 ㎎．7 ～ 14 歳：400 ～ 1000

㎎．15歳～：750～2000㎎．症状によ

り適宜増減

……………………………………………

（トラネキサム酸）Tranexamic acid

トランサミンシロップ5%（院
外）

Transamin 50㎎1mL  〔第一三共〕

【効】①全身性線溶亢進が関与すると考

えられる出血傾向（白血病，再生不良

性貧血，紫斑病等，及び手術中・術後

の異常出血）．②局所線溶亢進が関与

すると考えられる異常出血（肺出血，

鼻出血，性器出血，腎出血，前立腺手

術中・術後の異常出血）．③次記疾患

における紅斑・腫脹・そう痒等の症

状：湿疹及びその類症，蕁麻疹，薬

疹・中毒疹．④次記疾患における咽頭

痛・発赤・充血・腫脹等の症状：扁桃

炎，咽喉頭炎．⑤口内炎における口内

痛及び口内粘膜アフター

【用】（内） 次 記 1 日 量 を 3 ～ 4 回 に 分

割．症状により適宜増減．（1日投与

量） ～ 1 歳：75 ～ 200 ㎎．2 ～ 3 歳：

150～350㎎．4～6歳：250～650㎎．

7～14歳：400～1000㎎．15歳～：750

～2000㎎

……………………………………………

（トラネキサム酸）Tranexamic acid

トランサミン注5%
Transamin 250㎎5mL1管  〔第一三共〕

トランサミン注10%
Transamin 1000㎎10mL1管
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の減弱による皮膚あるいは粘膜及び内

膜からの出血，眼底出血・腎出血・子

宮出血．③毛細血管抵抗性の減弱によ

る手術中・術後の異常出血

【用】（注）1日25～100㎎を静注又は点

滴静注．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

3322．ゼラチン製剤
 

（ゼラチン）Gelatin

スポンゼル
Spongel 5㎝×2.5㎝1枚  〔LTL〕

【効】①各種外科領域における止血．②

褥瘡潰瘍

【用】（外）適当量を乾燥状態のまま，

又は生理食塩液かトロンビン溶液に浸

し，皮膚或は臓器の傷創面に貼付し，

滲出する血液を吸収させ固着する．本

品は組織に容易に吸収されるので体内

に包埋しても差し支えない

……………………………………………

3323．臓器性止血製剤
 

（トロンビン）Thrombin

トロンビン液モチダソフトボ
トル5千 け

Thrombin 5,000単位5mL1キット 

 〔持田〕

【効】通常の結紮によって止血困難な小

血管，毛細血管及び実質臓器からの出

血（例えば，外傷に伴う出血，手術中

の出血，骨性出血，膀胱出血，抜歯後

の出血，鼻出血及び上部消化管からの

出血など）

【用】（外）出血局所に本剤をそのまま

噴霧もしくは灌注するか，又は撒布．

（内）上部消化管出血の場合，適当な

緩衝剤で希釈した液（トロンビンとし

て200 ～ 400単位/mL）．出血の部位及

び程度により適宜増減

……………………………………………

3325．セルロース系製剤（可吸収
性充止血ガーゼ類を含
む．）

 

（酸化セルロース）Cellulose, oxidized

サージセル・アブソーバブ
ル・ヘモスタットあ 

Surgicel absorbable hemostat 綿型

5.1㎝×2.5㎝1枚 

 〔ジョンソン・エンド・ジョンソン〕

サージセル・アブソーバブ
ル・ヘモスタットあ 

Surgicel absorbable hemostat ガー

ゼ型5.1㎝×7.6㎝1枚

サージセル・アブソーバブ
ル・ヘモスタットあ 

Surgicel absorbable hemostat ガー

ゼ型10.2㎝×20.3㎝1枚

サージセル・アブソーバブ
ル・ヘモスタットあ 

Surgicel absorbable hemostat ニュー

ニット15.2㎝×22.9㎝

【効】各種手術時の補助的な止血

【用】（外）出血部位に適当量をあてる

か充填する．止血の達成後，余剰分は

可能な限り取り除く

……………………………………………

3326．アルギン酸系製剤
 

（アルギン酸ナトリウム）Sodium 

alginate

アルト原末（処置）
Alto 原末1g1管  〔カイゲン〕

【効】出血部位が表面に限局され，局所

の処置で止血する場合，特に結紮困難

な細小血管出血，実質臓器出血など

【用】（外）必要に応じて所要量を創面

に撤布し，乾いたガーゼ又は生理食塩

水を浸したガーゼ又は脱脂綿にて短時
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……………………………………………

（モノエタノールアミンオレイン酸塩）

Monoethanolamine oleate

オルダミン注射用1g お
Oldamin 1g10g1瓶  〔あすか〕

【効】①食道静脈瘤出血の止血及び食道

静脈瘤の硬化退縮．②胃静脈瘤の退縮

【用】（注）①経内視鏡的食道静脈瘤硬

化療法に用いる．用時1バイアルあた

り10mLの注射用水又は血管造影用X線

造影剤を加え5%溶液に調製．静脈瘤1

条あたり5%1～5mLを食道静脈瘤内に

注入．注入量は静脈瘤の状態及び患者

の病態により適宜増減．1内視鏡治療

あたりの総注入量は20mL以内．②バ

ルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術に

用いる．用時1バイアルあたり10mLの

血管造影用X線造影剤を加え5%溶液に

調製．1治療あたり0.4mL/㎏以内を胃

静脈瘤内に注入．1治療あたりの総注

入量は30mL以内

……………………………………………

333．血液凝固阻止剤
3332．ジクマロール系製剤
 

（ワルファリンカリウム）Warfarin 

potassium

ワーファリン錠1㎎
Warfarin 1㎎1錠  〔エーザイ〕

【効】血栓塞栓症（静脈血栓症，心筋梗

塞症，肺塞栓症，脳塞栓症，緩徐に進

行する脳血栓症等）の治療及び予防

【用】（内）血液凝固能検査（プロトロ

ンビン時間及びトロンボテスト）の検

査値に基づいて，投与量を決定し，血

液凝固能管理を十分に行いつつ使用．

初回投与量を1日1回投与した後，数日

間かけて血液凝固能検査で目標治療域

に入るように用量調節し，維持投与量

を決定．ワルファリンに対する感受性

には個体差が大きく，同一個人でも変

化することがあるため，定期的に血液

凝固能検査を行い，維持投与量を必要

に応じて調節．抗凝固効果の発現を急

ぐ場合には，初回投与時ヘパリン等の

併用を考慮．初回投与量：1～5㎎1日

1回．小児における維持投与量（㎎/

㎏/日）の目安を次記に示す．12か月

未満：0.16㎎/㎏/日．1歳以上15歳未

満：0.04～0.10㎎/㎏/日

……………………………………………

3334．ヘパリン製剤
 

（エノキサパリンナトリウム）

Enoxaparin sodium

クレキサン皮下注キット
2000IU おけ

Clexane 2,000低分子ヘパリン国際単

位0.2mL1筒  〔サノフィ〕

【効】①次記の下肢整形外科手術施行患

者における静脈血栓塞栓症の発症抑

制：股関節全置換術，膝関節全置換

術，股関節骨折手術．②静脈血栓塞栓

症の発症リスクの高い，腹部手術施行

患者における静脈血栓塞栓症の発症抑

制

【用】（注）1回2000I.U.を12時間毎に1

日2回連日皮下注

……………………………………………

（ダルテパリンナトリウム）Daltepa-

rin sodium

フラグミン静注5000単位
/5mL け

Fragmin 5,000低分子ヘパリン国際単

位5mL1瓶  〔キッセイ〕

【効】①血液体外循環時の灌流血液の凝

固防止（血液透析）．②DIC

【用】（注）①直接又は生理食塩液によ

り希釈して投与．（1）出血性病変又は

出血傾向を有しない患者：体外循環開
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【効】①全身性線溶亢進が関与すると考

えられる出血傾向（白血病，再生不良

性貧血，紫斑病等，及び手術中・術後

の異常出血）．②局所線溶亢進が関与

すると考えられる異常出血（肺出血，

鼻出血，性器出血，腎出血，前立腺手

術中・術後の異常出血）．③次記疾患

における紅斑・腫脹・そう痒等の症

状：湿疹及びその類症，蕁麻疹，薬

疹・中毒疹．④次記疾患における咽頭

痛・発赤・充血・腫脹等の症状：扁桃

炎，咽喉頭炎．⑤口内炎における口内

痛及び口内粘膜アフター

【用】（注）1日250 ～ 500㎎を1 ～ 2回に

分割し静注又は筋注．術中・術後等に

は必要に応じ1回500 ～ 1000㎎を静注

するか，500～2500㎎を点滴静注．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

3329．その他の止血剤
 

（プロタミン硫酸塩）Protamine 

sulfate

プロタミン硫酸塩静注100㎎
「モチダ」

Protamine sulfate 100㎎10mLバイア

ル  〔持田〕

【効】ヘパリン過量投与時の中和，血液

透析・人工心肺・選択的脳灌流冷却法

等の血液体外循環後のヘパリン作用の

中和

【用】（注） ヘ パ リ ン 1000 単 位 に 対 し

て，10 ～ 15㎎（本剤1.0 ～ 1.5mL）．ヘ

パリンの中和に要するプロタミン硫酸

塩量は，投与したヘパリン量及びヘパ

リン投与後の時間経過により異なるの

で，本剤の投与量はプロタミンによる

中和試験により決める．1回につき50

㎎（本剤5mL）を超えない量を，生理

食塩液又は5%ブドウ糖注射液100 ～

200mLに希釈し，10分間以上をかけて

徐々に静注

……………………………………………

（ポリドカノール）Polidocanol

エトキシスクレロール1%注射
液 お

Aethoxysklerol 0.3g30mL1瓶 

 〔カイゲン〕

【効】食道静脈瘤出血の止血及び食道静

脈瘤の硬化退縮

【用】（注）経内視鏡的食道静脈瘤硬化

療法に用いるものである．1穿刺あた

り1 ～ 3mLを食道静脈瘤周囲に注入．

注入量は静脈瘤の状態及び患者の病態

により適宜増減するが，1内視鏡治療

あたりの総注入量は30mL以内

……………………………………………

（ポリドカノール）Polidocanol

ポリドカスクレロール3%注
2mL お

Polidocasklerol 60㎎2mL1管  〔ゼリア〕

【効】一次性下肢静脈瘤の硬化退縮

【用】（注）液状硬化療法で使用する場

合：直径3㎜以上8㎜以下の一次性下肢

静脈瘤を対象に，1穿刺あたり0.5 ～

1mLを基準として静脈瘤内に1箇所又

は2箇所以上投与．1回の総投与量は2

㎎/㎏以下．1回の処置で治療が終了

しない場合，次回の投与は1週間後．

フォーム硬化療法で使用する場合：中

型又は大型の一次性下肢静脈瘤を対象

に，静脈瘤内に1箇所又は2箇所以上投

与．1穿刺あたりの最大投与量は，対

象となる静脈瘤の大きさに応じて

フ ォー ム 硬化 剤と し て4 ～ 6mL． な

お，1回の総投与量はポリドカノール

として2㎎/㎏以下，かつ，フォーム

硬化剤として10mL以下．1回の処置で

治療が終了しない場合，次回の投与は

1週間後
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栓症，脳塞栓症，四肢動脈血栓塞栓

症，手術中・術後の血栓塞栓症等）の

治療及び予防

【用】（注）投与後，全血凝固時間（Lee-

White法）又は全血活性化部分トロン

ボプラスチン時間（WBAPTT）が正

常値の2～3倍になるよう用量をコン

トロール． 

静脈内点滴注射法：10000 ～ 30000単

位 を 5%ブ ド ウ 糖 注 射 液， 生 理 食 塩

液，リンゲル液1000mLで希釈し，最初

30滴/分前後の速度で，続いて全血凝

固時間又はWBAPTTが投与前の2～3

倍になれば20滴/分前後の速度で，点

滴静注． 

静脈内間歇注射法：1回5000 ～ 10000

単位を4～8時間毎に静注．注射開始3

時間後から，2 ～ 4時間毎に全血凝固

時間又はWBAPTTを測定し，投与前

の2 ～ 3倍になるようにコントロー

ル． 

皮下注・筋注法：1回5000単位を4時間

毎に皮下注又は筋注．筋注にあたって

は，組織・神経等への影響を避けるた

め，次記の点に配慮．1）神経走行部

位を避けるよう注意．2）繰り返し注

射する場合，注射部位を変え，例えば

左右交互に注射するなど行う．乳・

幼・小児には連用しないことが望まし

い．3）注射針を刺入したとき，激痛

を訴えたり，血液の逆流をみた場合

は，直ちに針を抜き，部位を変えて注

射． 

体外循環時（血液透析・人工心肺）に

おける使用法：1）人工腎では各患者

の適切な使用量を透析前に各々のヘパ

リン感受性試験の結果に基づいて算出

するが，全身ヘパリン化法の場合，透

析開始に先だって，1000 ～ 3000単位

を投与し，透析開始後は，500～1500

単位/時を持続的に，又は1時間毎に

500～1500単位を間歇的に追加．局所

ヘパリン化法の場合は，1500 ～ 2500

単位/時を持続注入し，体内灌流時に

プロタミン硫酸塩で中和．2）術式・

方法によって多少異なるが，人工心肺

灌流時には，150～300単位/㎏を投与

し，更に体外循環時間の延長とともに

必要に応じて追加．体外循環後は，術

後出血を防止し，ヘパリンの作用を中

和するためにプロタミン硫酸塩を用い

る． 

輸血及び血液検査の際の血液凝固防止

法：輸血の際の血液凝固の防止には，

血液100mLに対して400～500単位を用

いる．血液検査の際の血液凝固の防止

にもほぼ同様に，血液20 ～ 30mLに対

して100単位を用いる

……………………………………………

（ヘパリンナトリウム）Heparin 

sodium

ヘパリンNa透析用250単位/mL
シリンジ20mL「ニプロ」（血液
浄化センター）あ け

Heparin sodium 5,000単位20mL1筒 

 〔ニプロ〕

【効】血液透析の体外循環装置使用時の

血液凝固の防止

【用】（注）投与後，全血凝固時間（Lee-

White法）又は全血活性化部分トロン

ボプラスチン時間（WBAPTT）が正

常値の2～3倍になるように適宜用量

をコントロール．体外循環時（血液透

析）における使用法：人工腎では各患

者の適切な使用量を透析前に各々のヘ

パリン感受性試験の結果に基づいて算

出するが，全身へパリン化法の場合，

透析開始に先だって，1,000～3,000単

位を投与し，透析開始後は，500 ～

1,500単位/時を持続的に，又は1時間
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始時，15～20I.U./㎏を回路内に単回

投与，体外循環開始後は7.5～10I.U./

㎏/時を抗凝固薬注入ラインより持続

注入．（2）出血性病変又は出血傾向を

有する患者：体外循環開始時，10 ～

15I.U./㎏を回路内に単回投与，体外

循環開始後は7.5I.U./㎏/時を抗凝固

薬注入ラインより持続注入．②1日量

75I.U./㎏を24時間かけて静脈内持続

投与．症状に応じ適宜増減

……………………………………………

（パルナパリンナトリウム）Parnapa-

rin sodium

ローヘパ透析用200単位/mLシ
リンジ20mL（血液浄化セン
ター） け

Lowhepa 4,000低分子ヘパリン国際単

位20mL1筒  〔味の素〕

【効】血液体外循環時の灌流血液の凝固

防止（血液透析・血液透析ろ過・血液

ろ過）

【用】（注）①出血性病変又は出血傾向

を有しない患者：1）体外循環開始

時，治療1時間あたり7～13単位/㎏を

体外循環路内血液に単回投与．体外循

環路内の血液凝固状況に応じ適宜増

減．2）体外循環開始時，15～20単位

/㎏を体外循環路内血液に単回投与

し，体外循環開始後は毎時6～8単位/

㎏を抗凝固薬注入ラインより持続注

入．体外循環路内の血液凝固状況に応

じ適宜増減．②出血性病変又は出血傾

向を有する患者：体外循環開始時，10

～15単位/㎏を体外循環路内血液に単

回投与し，体外循環開始後は毎時6～

9単位/㎏を抗凝固薬注入ラインより

持続注入

……………………………………………

（ヘパリンカルシウム）Heparin 

calcium

ヘパリンCa皮下注2万単位
/0.8mL「サワイ」あ け

Heparin calcium 20,000単位0.8mL1瓶 

 〔沢井〕

ヘパリンカルシウム皮下注5千
単位/0.2mLシリンジ「モチダ」
あ け

Heparin calcium 5,000単位0.2mL1筒 

 〔持田〕

【効】①DICの治療．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，手術

中・術後の血栓塞栓症等）の治療及び

予防

【用】（注）投与後，全血凝固時間（Lee-

White法）又は全血活性化部分トロン

ボプラスチン時間（WBAPTT）が正

常値の2～3倍になるよう年齢・症状

に応じて適宜用量をコントロール．初

回に15,000～20,000単位，続いて維持

量として1回10,000～15,000単位を1日

2回，12時間間隔で皮下注．手術後又

は心筋梗塞等に続発する静脈血栓症の

予防には，5,000単位を12時間ごとに7

～10日間皮下注

……………………………………………

（ヘパリンナトリウム）Heparin 

sodium

ヘパリンNa注5千単位/5mL
「モチダ」 け

Heparin sodium 5,000単位5mL1瓶 

 〔持田〕

【効】①DICの治療．②血液透析・人工

心肺その他の体外循環装置使用時の血

液凝固の防止．③血管カテーテル挿入

時の血液凝固の防止．④輸血及び血液

検査の際の血液凝固の防止．⑤血栓塞

栓症（静脈血栓症，心筋梗塞症，肺塞
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（ダビガトランエテキシラートメタン

スルホン酸塩）Dabigatran etexilate 

methanesulfonate

プラザキサカプセル75㎎
Prazaxa 75㎎1カプセル 

 〔日本ベーリンガー〕

プラザキサカプセル110㎎
Prazaxa 110㎎1カプセル

【効】非弁膜症性心房細動患者における

虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症

抑制

【用】（内）1回150㎎（75㎎カプセルを2

カプセル）を1日2回，必要に応じて，

1回110㎎（110㎎カプセルを1カプセ

ル）を1日2回投与へ減量

……………………………………………

（トロンボモデュリンアルファ（遺伝

子組換え））Thrombomodulin alfa 

(genetical recombination)

リコモジュリン点滴静注用
12800 け

Recomodulin 12,800単位1瓶  〔旭化成〕

【効】汎発性血管内血液凝固症（DIC）

【用】（注）1日1回380U/㎏を約30分か

けて点滴静注．症状に応じ適宜減量

……………………………………………

（フォンダパリヌクスナトリウム）

Fondaparinux sodium

アリクストラ皮下注1.5㎎
Arixtra 1.5㎎0.3mL1筒 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】静脈血栓塞栓症の発現リスクの高

い次記患者における静脈血栓塞栓症の

発症抑制：下肢整形外科手術施行患

者・腹部手術施行患者

【用】（注）2.5㎎を1日1回皮下注．腎障

害のある患者に対しては，腎機能の程

度に応じて1.5㎎1日1回に減量

……………………………………………

（ヘパリン類似物質）Heparinoid

ヒルドイドクリーム0.3%（院
外）

Hirudoid 0.3%25g1本  〔マルホ〕

ヒルドイドソフト軟膏
0.3%（院外）

Hirudoid 0.3%25g1本

ヘパリン類似物質クリーム
0.3%「日医工」あ 

Besoften 0.3%25g1本  〔日医工〕

〔先発品〕ヒルドイドクリーム0.3%

ヘパリン類似物質油性クリー
ム0.3%「日医工」あ 

Heparinoid 0.3%25g1本  〔持田〕

〔先発品〕ヒルドイドソフト軟膏0.3%

【効】皮脂欠乏症，進行性指掌角皮症，

凍瘡，肥厚性瘢痕・ケロイドの治療と

予防，血行障害に基づく疼痛と炎症性

疾患（注射後の硬結並びに疼痛），血

栓性静脈炎（痔核を含む），外傷（打

撲，捻挫，挫傷）後の腫脹・血腫・腱

鞘炎・筋肉痛・関節炎，筋性斜頸（乳

児期）

【用】（外）1日1～数回適量を患部に塗

擦又はガーゼ等にのばして貼付

……………………………………………

（ヘパリン類似物質）Heparinoid

ヒルドイドローション
0.3%（院外）

Hirudoid 0.3%25g1本  〔マルホ〕

ヘパリン類似物質ローション
0.3%「日医工」あ 

Besoften 0.3%50g1本  〔日医工〕

〔先発品〕ヒルドイドローション0.3%

【効】皮脂欠乏症，進行性指掌角皮症，

凍瘡，肥厚性瘢痕・ケロイドの治療と

予防，血行障害に基づく疼痛と炎症性

疾患（注射後の硬結並びに疼痛），血

栓性静脈炎（痔核を含む），外傷（打

撲，捻挫，挫傷）後の腫脹・血腫・腱
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毎 に 500 ～ 1,500 単 位 を 間 歇 的 に 追

加．局所ヘパリン化法の場合，1,500

～2,500単位/時を持続注入し，体内灌

流時にプロタミン硫酸塩で中和

……………………………………………

（ヘパリンナトリウム）Heparin 

sodium

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

Heparin sodium 100単位10mL1筒 

 〔大塚製薬工場〕

〔先発品〕ヘパフラッシュ10単位/mLシ

リンジ10mL

ヘパリンNaロック用10単位/

mLシリンジ10mL「ニプロ」

ヘパリンNaロック用100単位
/mLシリンジ「オーツカ」10mL
（処置）あ け

Heparin Na lock 1,000単位10mL1筒

〔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」

【効】静脈内留置ルート内の血液凝固の

防止

【用】（注）静脈内留置ルート内を充填

するのに十分な量を注入

……………………………………………

3339．その他の血液凝固阻止剤
 

（アピキサバン）Apixaban

エリキュース錠2.5㎎
Eliquis 2.5㎎1錠  〔ファイザー〕

エリキュース錠5㎎
Eliquis 5㎎1錠

【効】①非弁膜症性心房細動患者におけ

る虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発

症抑制．②静脈血栓塞栓症（深部静脈

血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び

再発抑制

【用】（内）①1回5㎎を1日2回．年齢，

体重，腎機能に応じて，1回2.5㎎1日2

回投与へ減量．②1回10㎎を1日2回，7

日間投与後，1回5㎎を1日2回投与

……………………………………………

（エドキサバントシル酸塩水和物）

Edoxaban tosilate hydrate

リクシアナOD錠30㎎
Lixiana OD 30㎎1錠  〔第一三共〕

【効】①非弁膜症性心房細動患者におけ

る虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発

症抑制．②静脈血栓塞栓症（深部静脈

血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び

再発抑制．③次記の下肢整形外科手術

施行患者における静脈血栓塞栓症の発

症抑制：膝関節全置換術，股関節全置

換術，股関節骨折手術

【用】（内）①②以下の用量を1日1回．

体重60㎏以下：30㎎．体重60㎏超：60

㎎．腎機能，併用薬に応じて1日1回30

㎎に減量．③30㎎を1日1回

……………………………………………

（エドキサバントシル酸塩水和物）

Edoxaban tosilate hydrate

リクシアナOD錠60㎎
Lixiana OD 60㎎1錠  〔第一三共〕

【効】①非弁膜症性心房細動患者におけ

る虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発

症抑制．②静脈血栓塞栓症（深部静脈

血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び

再発抑制

【用】（内）①②以下の用量を1日1回．

体重60㎏以下：30㎎．体重60㎏超：60

㎎．腎機能，併用薬に応じて1日1回30

㎎に減量

……………………………………………
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（イコサペント酸エチル）Ethyl icosa-

pentate

エパデールS600（院外）
Epadel S 600㎎1包  〔持田〕

エパデールS900（院外）
Epadel S 900㎎1包

イコサペント酸エチル粒状カ
プセル900㎎「サワイ」あ 

Ethyl icosapentate 900㎎1包  〔沢井〕

〔先発品〕エパデールS900

【効】①閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍，

疼痛及び冷感の改善．②高脂血症

【用】（内）①1回600㎎を1日3回，毎食

直後．年齢，症状により適宜増減．②

1回900㎎を1日2回又は1回600㎎を1日3

回，食直後．トリグリセリドの異常を

呈する場合，その程度により，1回900

㎎，1日3回まで増量可

……………………………………………

（イダルシズマブ（遺伝子組換え））

Idarucizumab (genetical recombina-

tion)

プリズバインド静注液2.5g け
Prizbind 2.5g50mL1瓶 

 〔日本ベーリンガー〕

【効】以下の状況におけるダビガトラン

の抗凝固作用の中和：生命を脅かす出

血又は止血困難な出血の発現時，重大

な出血が予想される緊急を要する手術

又は処置の施行時

【用】（注）1回5g（1バイアル2.5g/50mL

を2バイアル）を点滴静注又は急速静

注．ただし，点滴静注の場合は1バイ

アルにつき5～10分かける

……………………………………………

（クロピドグレル硫酸塩）Clopidogrel 

sulfate

プラビックス錠25㎎（院外）
Plavix 25㎎1錠  〔サノフィ〕

プラビックス錠75㎎（院外）
Plavix 75㎎1錠

クロピドグレル錠75㎎「SAN-
IK」あ 

Clopidogrel 75㎎1錠  〔日医工〕

〔先発品〕プラビックス錠75㎎

【効】①虚血性脳血管障害（心原性脳塞

栓症を除く）後の再発抑制．②経皮的

冠動脈形成術（PCI）が適用される次

記の虚血性心疾患：急性冠症候群（不

安定狭心症，非ST上昇心筋梗塞，ST

上昇心筋梗塞），安定狭心症，陳旧性

心筋梗塞．③末梢動脈疾患における血

栓・塞栓形成の抑制

【用】（内）①75㎎を1日1回．年齢，体

重，症状により50㎎を1日1回．②投与

開始日に300㎎を1日1回，その後，維

持量として1日1回75㎎．③75㎎を1日1

回

……………………………………………

（サルポグレラート塩酸塩）Sarpo-

grelate hydrochloride

アンプラーグ錠100㎎
Anplag 100㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍，疼痛

及び冷感等の虚血性諸症状の改善

【用】（内）1回100㎎を1日3回食後．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（シロスタゾール）Cilostazol

プレタールOD錠100㎎（院外）
Pletaal OD 100㎎1錠  〔大塚〕

シロスタゾールOD錠100㎎
「タカタ」あ 

Cilostazol OD 100㎎1錠  〔高田〕

〔先発品〕プレタールOD錠100㎎

【効】①慢性動脈閉塞症に基づく潰瘍，

疼痛及び冷感等の虚血性諸症状の改

善．②脳梗塞（心原性脳塞栓症を除

く）発症後の再発抑制
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鞘炎・筋肉痛・関節炎，筋性斜頸（乳

児期）

【用】（外）1日1～数回適量を患部に塗

布

……………………………………………

（ヘパリン類似物質）Heparinoid

ヒルドイドフォーム0.3%（院
外）

Hirudoid 0.3%92g1本  〔マルホ〕

【効】血栓性静脈炎（痔核を含む），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），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】（外）1日1～数回適量を患部に塗

布

……………………………………………

（ヘパリン類似物質）Heparinoid

ヘパリン類似物質外用泡状ス
プレー 0.3%「日本臓器」（院外）
あ 

Heparinoid 0.3%100g1本  〔日本臓器〕

〔先発品〕ヒルドイドフォーム0.3%

【効】血栓性静脈炎（痔核を含む），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），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】（外）1日1～数回適量を患部に噴

霧

……………………………………………

（リバーロキサバン）Rivaroxaban

イグザレルトOD錠10㎎
Xarelto OD 10㎎1錠  〔バイエル〕

イグザレルトOD錠15㎎
Xarelto OD 15㎎1錠

【効】①非弁膜症性心房細動患者におけ

る虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発

症抑制．②成人：静脈血栓塞栓症（深

部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治

療及び再発抑制．小児：静脈血栓塞栓

症の治療及び再発抑制

【用】（内）①15㎎を1日1回食後．腎障

害のある患者に対しては，腎機能の程

度に応じて10㎎1日1回に減量．②成

人：発症後の初期3週間は15㎎を1日2

回食後，その後は15㎎を1日1回食後．

小児：体重30㎏以上の小児には15㎎を

1日1回食後

……………………………………………

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
 

（アスピリン）Aspirin

バイアスピリン錠100㎎あ 
Bayaspirin 100㎎1錠  〔バイエル〕

【効】①次記疾患における血栓・塞栓形

成の抑制：狭心症（慢性安定狭心症，

不安定狭心症），心筋梗塞，虚血性脳

血 管 障 害（一 過 性 脳 虚 血 発 作

（TIA），脳梗塞）．②冠動脈バイパス

術（CABG）あるいは経皮経管冠動脈

形成術（PTCA）施行後における血

栓・塞栓形成の抑制．③川崎病（川崎

病による心血管後遺症を含む）

【用】（内）①②100㎎を1日1回．1回300

㎎まで．③急性期有熱期間は，1日30

～ 50㎎/㎏を3回に分割．解熱後の回

復期から慢性期は，1日3～5㎎/㎏を1

回．症状に応じて適宜増減

……………………………………………
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50,000/以上に増加した場合は減

量．減量後，白血球数が75,000/に

達した場合は投与を中止．小児も同

様．（b）がん化学療法剤投与終了翌

日又はがん化学療法により好中球数が

最低値を経過後，400μg/㎡を1日1回

又は2回に分割し，末梢血幹細胞採取

終了時まで連日皮下投与．ただし，末

梢血幹細胞採取終了前に白血球数が

50,000/以上に増加した場合は減

量．減量後，白血球数が75,000/に

達した場合は投与を中止．小児も同

様．状態に応じて適宜減量．②造血幹

細胞移植施行翌日ないし5日後から300

μg/㎡を1日1回点滴静注．ただし，好

中球数が5,000/以上に増加した場合

は，症状を観察しながら投与を中止．

小児も同様．なお，本剤投与の中止時

期の指標である好中球数が緊急時等で

確認できない場合には，白血球数の半

数を好中球数として推定する．年齢・

症状により適宜増減．③（a）がん化

学療法剤投与終了後（翌日以降）で骨

髄中の芽球が十分減少し末梢血液中に

芽球が認められない時点から，200

μg/㎡を1日1回静脈内投与（点滴静注

を含む）．出血傾向等の問題がない場

合は100μg/㎡を1日1回皮下投与．小

児も同様．ただし，好中球数が最低値

を示す時期を経過後5,000/に達した

場合は投与を中止．なお，本剤投与の

開始時期及び中止時期の指標である好

中球数が緊急時等で確認できない場合

には，白血球数の半数を好中球数とし

て推定する．（b）がん化学療法剤投

与終了後（翌日以降）から，50μg/㎡

を1日1回皮下投与．出血傾向等により

皮下投与が困難な場合は100μg/㎡を1

日1回静脈内投与（点滴静注を含む）．

小児も同様．ただし，好中球数が最低

値を示す時期を経過後5,000/に達し

た場合は投与を中止．なお，本剤投与

の開始時期及び中止時期の指標である

好中球数が緊急時等で確認できない場

合には，白血球数の半数を好中球数と

して推定する．（c）がん化学療法によ

り好中球数1,000/未満で発熱（原則

として38℃以上）あるいは好中球数

500/未満が観察された時点から，

50μg/㎡を1日1回皮下投与．出血傾向

等により皮下投与が困難な場合は100

μg/㎡を1日1回静脈内投与（点滴静注

を含む）．また，がん化学療法により

好中球数1,000/未満で発熱（原則と

し て 38 ℃ 以 上） あ る い は 好 中 球 数

500/未満が観察され，引き続き同

一のがん化学療法を施行する症例に対

しては，次回以降のがん化学療法施行

時には好中球数1,000/未満が観察さ

れた時点から，50μg/㎡を1日1回皮下

投与．出血傾向等により皮下投与が困

難な場合は100μg/㎡を1日1回静脈内

投与（点滴静注を含む）．小児も同

様．ただし，好中球数が最低値を示す

時期を経過後5,000/に達した場合は

投与を中止．なお，本剤投与の開始時

期及び中止時期の指標である好中球数

が緊急時等で確認できない場合には，

白血球数の半数を好中球数として推定

する．年齢・症状により適宜増減．④

好中球数が1,000/未満のとき，200

μg/㎡を1日1回点滴静注．小児も同

様．ただし，投与期間は2週間を目安

とするが，好中球数が3,000/以上に

増加した場合は，症状を観察しながら

減量，あるいは投与を中止．年齢・症

状 に よ り 適 宜 増 減． ⑤ 好 中 球 数 が

1,000/未満のとき，100μg/㎡を1日1

回 点 滴 静 注． た だ し， 好 中 球 数 が

5,000/以上に増加した場合は，症状
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【用】（内）1回100㎎を1日2回．年齢・

症状により適宜増減

……………………………………………

（チカグレロル）Ticagrelor

ブリリンタ錠60㎎
Brilinta 60㎎1錠  〔アストラゼネカ〕

【効】次記のリスク因子を1つ以上有す

る陳旧性心筋梗塞のうち，アテローム

血栓症の発現リスクが特に高い場合．

65歳以上，薬物療法を必要とする糖尿

病，2回以上の心筋梗塞の既往，血管

造影で確認された多枝病変を有する冠

動脈疾患，末期でない慢性の腎機能障

害

【用】（内）1回60㎎を1日2回

……………………………………………

（チカグレロル）Ticagrelor

ブリリンタ錠90㎎
Brilinta 90㎎1錠  〔アストラゼネカ〕

【効】経皮的冠動脈形成術（PCI）が適

用される急性冠症候群（不安定狭心

症，非ST上昇心筋梗塞，ST上昇心筋

梗塞）（但し，アスピリンを含む抗血小

板剤2剤併用療法が適切である場合

で，かつ，アスピリンと併用する他の

抗血小板剤の投与が困難な場合に限

る）

【用】（内）初回用量を180㎎，2回目以

降の維持用量を90㎎，1日2回

……………………………………………

（チクロピジン塩酸塩）Ticlopidine 

hydrochloride

パナルジン細粒10%（院外） お
Panaldine 100㎎1g  〔サノフィ〕

パナルジン錠100㎎
Panaldine 100㎎1錠

【効】①血管手術及び血液体外循環に伴

う血栓・塞栓の治療ならびに血流障害

の改善．②慢性動脈閉塞症に伴う潰

瘍，疼痛及び冷感などの阻血性諸症状

の改善．③虚血性脳血管障害（一過性

脳虚血発作（TIA），脳梗塞）に伴う

血栓・塞栓の治療．④クモ膜下出血術

後の脳血管攣縮に伴う血流障害の改善

【用】（内）①1日200～300㎎を2～3回

に分割し食後．②1日300 ～ 600㎎を2

～3回に分割し食後．③1日200～300

㎎を2 ～ 3回に分割し食後．1日200㎎

の場合1回に投与も可．④1日300㎎を3

回に分割し食後．年齢，症状により適

宜増減

……………………………………………

（フィルグラスチム（遺伝子組換え））

Filgrastim (genetical recombination)

グランシリンジM300
Gran 300μg0.7mL1筒  〔協和キリン〕

【効】①造血幹細胞の末梢血中への動員

（a）同種及び自家末梢血幹細胞採取

時のフィルグラスチム（遺伝子組換

え）単独投与による動員．（b）自家

末梢血幹細胞採取時のがん化学療法剤

投与終了後のフィルグラスチム（遺伝

子組換え）投与による動員．②造血幹

細胞移植時の好中球数の増加促進．③

がん化学療法による好中球減少症

（a） 急 性 白 血 病．（b） 悪 性 リ ン パ

腫，小細胞肺癌，胚細胞腫瘍（睾丸腫

瘍，卵巣腫瘍など），神経芽細胞腫，

小児がん．（c）その他のがん腫．④ヒ

ト免疫不全ウイルス（HIV）感染症

の治療に支障を来す好中球減少症．⑤

骨髄異形成症候群に伴う好中球減少

症．⑥再生不良性貧血に伴う好中球減

少症．⑦先天性・特発性好中球減少症

【用】（注）①（a）400μg/㎡を1日1回

又は2回に分割し，5日間連日又は末梢

血幹細胞採取終了時まで連日皮下投

与．この場合，末梢血幹細胞採取は投

与開始後4 ～ 6日目に施行．ただし，

末梢血幹細胞採取終了前に白血球数が

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分290



－293－

33

33．血液・体液用薬

皮下投与が困難な場合は100μg/㎡を1

日1回静脈内投与（点滴静注を含む）．

小児も同様．ただし，好中球数が最低

値を示す時期を経過後5,000/に達し

た場合は投与を中止．なお，本剤投与

の開始時期及び中止時期の指標である

好中球数が緊急時等で確認できない場

合には，白血球数の半数を好中球数と

して推定する．（c）がん化学療法によ

り好中球数1,000/未満で発熱（原則

として38℃以上）あるいは好中球数

500/未満が観察された時点から，

50μg/㎡を1日1回皮下投与．出血傾向

等により皮下投与が困難な場合は100

μg/㎡を1日1回静脈内投与（点滴静注

を含む）．また，がん化学療法により

好中球数1,000/未満で発熱（原則と

し て 38 ℃ 以 上） あ る い は 好 中 球 数

500/未満が観察され，引き続き同

一のがん化学療法を施行する症例に対

しては，次回以降のがん化学療法施行

時には好中球数1,000/未満が観察さ

れた時点から，50μg/㎡を1日1回皮下

投与．出血傾向等により皮下投与が困

難な場合は100μg/㎡を1日1回静脈内

投与（点滴静注を含む）．小児も同

様．ただし，好中球数が最低値を示す

時期を経過後5,000/に達した場合は

投与を中止．なお，本剤投与の開始時

期及び中止時期の指標である好中球数

が緊急時等で確認できない場合には，

白血球数の半数を好中球数として推定

する．年齢・症状により適宜増減．④

好中球数が1,000/未満のとき，200

μg/㎡を1日1回点滴静注．小児も同

様．ただし，投与期間は2週間を目安

とするが，好中球数が3,000/以上に

増加した場合は，症状を観察しながら

減量，あるいは投与を中止．年齢・症

状 に よ り 適 宜 増 減． ⑤ 好 中 球 数 が

1,000/未満のとき，100μg/㎡を1日1

回 点 滴 静 注． た だ し， 好 中 球 数 が

5,000/以上に増加した場合は，症状

を観察しながら減量，あるいは投与を

中止．年齢・症状により適宜増減．⑥

好中球数が1,000/未満のとき，400

μg/㎡を1日1回点滴静注．小児も同

様．ただし，好中球数が5,000/以上

に増加した場合は，症状を観察しなが

ら減量，あるいは投与を中止．年齢・

症状により適宜増減．⑦好中球数が

1,000/未満のとき，50μg/㎡を1日1

回皮下投与．小児も同様．ただし，好

中球数が5,000/以上に増加した場合

は，症状を観察しながら減量，あるい

は投与を中止．年齢・症状により適宜

増減

……………………………………………

（プラスグレル塩酸塩）Prasugrel 

hydrochloride

エフィエント錠2.5㎎（院外）
Efient 2.5㎎1錠  〔第一三共〕

エフィエント錠3.75㎎
Efient 3.75㎎1錠

エフィエントOD錠20㎎
Efient OD 20㎎1錠

【効】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

【用】（内）投与開始日に20㎎を1日1

回，その後，維持用量として1日1回

3.75㎎

……………………………………………

（プレリキサホル）Plerixafor

モゾビル皮下注24㎎（要時） お
Mozobil 24㎎1.2mL1瓶  〔サノフィ〕

【効】自家末梢血幹細胞移植のための造

血幹細胞の末梢血中への動員促進
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を観察しながら減量，あるいは投与を

中止．年齢・症状により適宜増減．⑥

好中球数が1,000/未満のとき，400

μg/㎡を1日1回点滴静注．小児も同

様．ただし，好中球数が5,000/以上

に増加した場合は，症状を観察しなが

ら減量，あるいは投与を中止．年齢・

症状により適宜増減．⑦好中球数が

1,000/未満のとき，50μg/㎡を1日1

回皮下投与．小児も同様．ただし，好

中球数が5,000/以上に増加した場合

は，症状を観察しながら減量，あるい

は投与を中止．年齢・症状により適宜

増減

……………………………………………

（フィルグラスチム（遺伝子組換え））

Filgrastim (genetical recombination)

フィルグラスチムBS注75μgシ
リンジ「モチダ」あ 

Filgrastim BS 75μg0.3mL1筒  〔持田〕

【効】①造血幹細胞の末梢血中への動

員．（a）同種及び自家末梢血幹細胞

採取時の本剤単独投与による動員．

（b）自家末梢血幹細胞採取時のがん

化学療法剤投与終了後の本剤投与によ

る動員．②造血幹細胞移植時の好中球

数の増加促進．③がん化学療法による

好中球減少症．（a）急性白血病．（b）

悪性リンパ腫，小細胞肺癌，胚細胞腫

瘍（睾丸腫瘍，卵巣腫瘍など），神経

芽細胞腫，小児がん．（c）その他のが

ん 腫． ④ ヒ ト 免 疫 不 全 ウ イ ル ス

（HIV）感染症の治療に支障を来す好

中球減少症．⑤骨髄異形成症候群に伴

う好中球減少症．⑥再生不良性貧血に

伴う好中球減少症．⑦先天性・特発性

好中球減少症

【用】（注）①（a）400μg/㎡を1日1回

又は2回に分割し，5日間連日又は末梢

血幹細胞採取終了時まで連日皮下投

与．この場合，末梢血幹細胞採取は投

与開始後4 ～ 6日目に施行．ただし，

末梢血幹細胞採取終了前に白血球数が

50,000/以上に増加した場合は減

量．減量後，白血球数が75,000/に

達した場合は投与を中止．小児も同

様．（b）がん化学療法剤投与終了翌

日又はがん化学療法により好中球数が

最低値を経過後，400μg/㎡を1日1回

又は2回に分割し，末梢血幹細胞採取

終了時まで連日皮下投与．ただし，末

梢血幹細胞採取終了前に白血球数が

50,000/以上に増加した場合は減

量．減量後，白血球数が75,000/に

達した場合は投与を中止．小児も同

様．状態に応じて適宜減量．②造血幹

細胞移植施行翌日ないし5日後から300

μg/㎡を1日1回点滴静注．ただし，好

中球数が5,000/以上に増加した場合

は，症状を観察しながら投与を中止．

小児も同様．なお，本剤投与の中止時

期の指標である好中球数が緊急時等で

確認できない場合には，白血球数の半

数を好中球数として推定する．年齢・

症状により適宜増減．③（a）がん化

学療法剤投与終了後（翌日以降）で骨

髄中の芽球が十分減少し末梢血液中に

芽球が認められない時点から，200

μg/㎡を1日1回静脈内投与（点滴静注

を含む）．出血傾向等の問題がない場

合は100μg/㎡を1日1回皮下投与．小

児も同様．ただし，好中球数が最低値

を示す時期を経過後5,000/に達した

場合は投与を中止．なお，本剤投与の

開始時期及び中止時期の指標である好

中球数が緊急時等で確認できない場合

には，白血球数の半数を好中球数とし

て推定する．（b）がん化学療法剤投

与終了後（翌日以降）から，50μg/㎡

を1日1回皮下投与．出血傾向等により
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症．⑥先天性・特発性好中球減少症．

⑦ヒト免疫不全ウイルス（HIV）感

染症の治療に支障を来す好中球減少

症．⑧免疫抑制療法（腎移植）に伴う

好中球減少症

【用】（注） ①（a） 成 人， 小 児 と も

に，がん化学療法剤投与終了後（翌日

以降）から，1日量5μg/㎏を1日1回又

は2回に分けてアフェレーシスが終了

する時点まで皮下注．十分な動員効果

が期待できないと考えられる場合には

1日量の上限を10μg/㎏とする．状態

に応じて適宜減量．ただし，アフェ

レーシス終了前に白血球数が50,000/

以上に増加した場合は減量し，減量

後，白血球数が75,000/に達した場

合は投与を中止．（b）成人，小児と

もに，1日量10μg/㎏を1日1回又は2回

に分けて4～6日間，アフェレーシス

が終了する時点まで皮下注．状態に応

じて適宜減量．ただし，アフェレーシ

ス終了前に白血球数が50,000/以上

に増加した場合は減量し，減量後，白

血球数が75,000/に達した場合は投

与を中止．（c）1日量10μg/㎏を1日1

回又は2回に分けて4～6日間，アフェ

レーシスが終了する時点まで皮下注．

状態に応じて適宜減量．ただし，ア

フェレーシス終了前に白血球数が

50,000/以上に増加した場合は減量

し，減量後，白血球数が75,000/に

達した場合は投与を中止．②造血幹細

胞移植施行翌日ないし5日後より5μg/

㎏を1日1回点滴静注．小児も同じ．た

だし，好中球数が5,000/以上に増加

した場合は症状を観察しながら投与を

中止．なお，本剤投与の中止時期の指

標である好中球数が緊急時等で確認で

きない場合には，白血球数の半数を好

中球数として推定する．いずれの場合

も 年 齢， 症 状 に よ り 適 宜 増 減． ③

（a）成人，小児ともに，がん化学療

法剤投与終了後（翌日以降）で骨髄中

の芽球が十分減少し末梢血液中に芽球

が認められない時点から，5μg/㎏を1

日1回静注（点滴静注を含む）．出血傾

向等の問題がない場合は，2μg/㎏を1

日1回皮下注．ただし，好中球数が最

低値を示す時期を経過後5,000/に達

した場合は投与を中止．なお，本剤投

与の開始時期及び中止時期の指標であ

る好中球数が緊急時等で確認できない

場合には，白血球数の半数を好中球数

として推定する．いずれの場合も年

齢， 症 状 に よ り 適 宜 増 減．（b） 成

人，小児ともに，がん化学療法剤投与

終了後（翌日以降）から，2μg/㎏を1

日1回皮下注．出血傾向等により皮下

注が困難な場合は，5μg/㎏を1日1回

静注（点滴静注を含む）．ただし，好

中球数が最低値を示す時期を経過後

5,000/に達した場合は投与を中止．

なお，本剤投与の開始時期及び中止時

期の指標である好中球数が緊急時等で

確認できない場合には，白血球数の半

数を好中球数として推定する．いずれ

の場合も年齢，症状により適宜増減．

（c）成人，小児ともに，がん化学療法

により好中球数1,000/未満で発熱

（原則として38℃以上）あるいは好中

球数500/未満が観察された時点か

ら，2μg/㎏を1日1回皮下注．出血傾

向等により皮下注が困難な場合は，5

μg/㎏を1日1回静注（点滴静注を含

む）．また，がん化学療法により好中

球数1,000/未満で発熱（原則として

38℃以上）あるいは好中球数500/

未満が観察され，引き続き同一のがん

化学療法を施行する症例に対しては，

次回以降のがん化学療法施行時には好
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【用】（注）G-CSF製剤との併用におい

て，0.24㎎/㎏を1日1回，末梢血幹細

胞採取終了時まで連日皮下投与

……………………………………………

（ペグフィルグラスチム（遺伝子組換

え））Pegfilgrastim (genetical 

recombination)

ジーラスタ皮下注3.6㎎
G-lasta 3.6㎎0.36mL1筒  〔協和キリン〕

【効】がん化学療法による発熱性好中球

減少症の発症抑制

【用】（注）がん化学療法剤投与終了後

の翌日以降，3.6㎎を化学療法1サイク

ルあたり1回皮下注

……………………………………………

（ベラプロストナトリウム）Bera-

prost sodium

プロサイリン錠20（院外） お
Procylin 20μg1錠  〔科研〕

ベラプロストNa錠20μg「サワ
イ」あ お

Beraprost sodium 20μg1錠  〔沢井〕

〔先発品〕ドルナー錠20μg

プロサイリン錠20

【効】①慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍，疼

痛及び冷感の改善．②原発性肺高血圧

症

【用】（内）①1日120μgを3回に分割し

食後．②1日60μgを3回に分割し食後

から開始し，漸次増量．増量する場合

には，1日3～4回とし，1日180μgまで

……………………………………………

（リマプロストアルファデクス）

Limaprost alfadex

オパルモン錠5μg（院外）
Opalmon 5μg1錠  〔小野〕

リマプロストアルファデクス
錠5μg「F」あ 

Limaprost alfadex 5μg1錠  〔富士製薬〕

〔先発品〕オパルモン錠5μg

プロレナール錠5μg

【効】①閉塞性血栓血管炎に伴う潰瘍，

疼痛及び冷感などの虚血性諸症状の改

善．②後天性腰部脊柱管狭窄症（SLR

試験正常で，両側性の間欠跛行を呈す

る患者）に伴う自覚症状（下肢疼痛，

下肢しびれ）及び歩行能力の改善

【用】（内）①1日30μgを3回に分割．②

1日15μgを3回に分割

……………………………………………

（ルストロンボパグ）Lusutrombopag

ムルプレタ錠3㎎（要時）
Mulpleta 3㎎1錠  〔塩野義〕

【効】待機的な観血的手技を予定してい

る慢性肝疾患患者における血小板減少

症の改善

【用】（内）3㎎を1日1回，7日間

……………………………………………

（レノグラスチム（遺伝子組換え））

Lenograstim (genetical recombina-

tion)

ノイトロジン注100μg け
Neutrogin 100μg1瓶（溶解液1mL付） 

 〔中外〕

ノイトロジン注250μg け
Neutrogin 250μg1瓶（溶解液1mL付）

【効】①造血幹細胞の末梢血中への動員

（a）がん化学療法終了後の動員．（b）

自家末梢血幹細胞移植を目的とした本

剤単独による動員．（c）末梢血幹細胞

移植ドナーに対する本剤単独での動

員．②造血幹細胞移植時の好中球数の

増加促進．③がん化学療法による好中

球減少症（a）急性骨髄性白血病，急

性リンパ性白血病．（b）悪性リンパ

腫，小細胞肺癌，胚細胞腫瘍（睾丸腫

瘍，卵巣腫瘍など），神経芽細胞腫，

小児がん．（c）その他のがん腫．④骨

髄異形成症候群に伴う好中球減少症．

⑤再生不良性貧血に伴う好中球減少
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……………………………………………

アルスロマチック関節手術用
灌流液（手術部，要時）

Arthromatic 3L1袋  〔バクスター〕

1バッグ（3,000mL）中：

塩化ナトリウム 18.0g

塩化カリウム 0.9g

塩化カルシウム 0.6g

乳酸ナトリウム 9.3g

【効】関節鏡視下検査・手術時又は関節

切開による手術時の関節腔の拡張およ

び灌流・洗浄

【用】（外）目的に応じて3～12L．必要

に応じて適宜増減

……………………………………………

キャブピリン配合錠（院外）
Cabpirin 1錠  〔武田〕

1錠中：

アスピリン 100㎎

ボノプラザン 10㎎

（ボノプラザンフマル酸塩 13.36㎎）

【効】次記疾患又は術後における血栓・

塞栓形成の抑制（胃潰瘍又は十二指腸

潰瘍の既往がある患者に限る）：狭心

症（慢 性 安 定 狭 心 症， 不 安 定 狭 心

症），心筋梗塞，虚血性脳血管障害

（一 過 性 脳 虚 血 発 作（TIA）， 脳 梗

塞），冠動脈バイパス術（CABG）あ

る い は 経 皮 経 管 冠 動 脈 形 成 術

（PTCA）施行後

【用】（内）1日1回1錠（アスピリン/ボ

ノプラザンとして100㎎/10㎎）

……………………………………………

コンプラビン配合錠（院外）
Complavin 1錠  〔サノフィ〕

1錠中：

クロピドグレル 75㎎

（クロピドグレル硫酸塩として

97.88㎎）

アスピリン 100㎎

【効】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

【用】（内）1日1回1錠（クロピドグレル

として75㎎及びアスピリンとして100

㎎）

……………………………………………

サム点滴静注セット（要時）
Tham set 36.3%50mL1管（希釈液

450mL・補正液20mL付） 

 〔大塚製薬工場〕

1管（50mL）中：

トロメタモール（THAM） 18.17g

塩化ナトリウム 0.875g

塩化カリウム 0.185g

【効】代謝性アシドーシス（アシデミア

を認めるとき），体外循環，低体温に

よる手術及び保存血大量注入によるア

シドーシスの治療

【用】（注）投与量の半量から投与開

始，必要に応じ適宜追加補正．投与量

（mEq） ＝ 不 足 塩 基 量 × 0.3 × 体 重

（㎏），0.2mL/㎏/分以下で静注．投与

量，投与速度は年齢，症状，細胞外液

量等に応じて適宜増減．〔調製方法〕

添付の希釈液（注射用水）を用いて用

時希釈し，トロメタモールの0.3モル

溶液として使用．本剤（サム）50mLに

対 し， 添 付 希 釈 液（ サ ム 希 釈 液）

450mLの割合で希釈すると，0.3モル溶

液500mL（pH約10）ができる．pHを

修正する必要がある場合は，この0.3

モル溶液500mLに対し，添付の補正液

（サム補正液）20mLの割合で添加する

と，pH約8となる

……………………………………………

タケルダ配合錠（院外）
Takelda 1錠  〔武田テバ〕
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中球数1,000/未満が観察された時点

から，2μg/㎏を1日1回皮下注．出血

傾向等により皮下注が困難な場合は，

5μg/㎏を1日1回静注（点滴静注を含

む）．ただし，好中球数が最低値を示

す時期を経過後5,000/に達した場合

は投与を中止．なお，本剤投与の開始

時期及び中止時期の指標である好中球

数が緊急時等で確認できない場合に

は，白血球数の半数を好中球数として

推定する．いずれの場合も年齢，症状

により適宜増減．④好中球数1,000/

未満の状態を示した時点より5μg/㎏

を1日1回静注．ただし，好中球数が

5,000/以上に増加した場合は症状を

観察しながら減量，あるいは投与を中

止．いずれの場合も年齢，症状により

適宜増減．⑤好中球数1,000/未満の

状態を示した時点より5μg/㎏を1日1

回静注．小児には，好中球数1,000/

未満の状態を示した時点より5μg/㎏

を1日1回皮下注又は静注．ただし，好

中球数が5,000/以上に増加した場合

は症状を観察しながら減量，あるいは

投与を中止．いずれの場合も年齢，症

状により適宜増減．⑥好中球数1,000/

未満の状態を示した時点より2μg/

㎏を1日1回皮下注又は静注．小児も同

じ．ただし，好中球数が5,000/以上

に増加した場合は症状を観察しながら

減量，あるいは投与を中止．いずれの

場合も年齢，症状により適宜増減．⑦

好中球数1,000/未満の状態を示した

時点より5μg/㎏を1日1回静注．小児

も同じ．ただし，投与期間は2週間を

目安とするが，好中球数が3,000/以

上に増加した場合は症状を観察しなが

ら減量，あるいは投与を中止．いずれ

の場合も年齢，症状により適宜増減．

⑧好中球数1,500/（白血球数3,000/

）未満の状態を示した時点より2

μg/㎏を1日1回皮下注．小児も同じ．

ただし，好中球数が5,000/以上に増

加した場合は症状を観察しながら減

量，あるいは投与を中止．いずれの場

合も年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

アートセレブ脳脊髄手術用洗
浄灌流液（手術部）

Artcereb 500mL1キット 

 〔大塚製薬工場〕

上室液（糖・電解質液）成分

（150mL中）：

ブドウ糖 0.305g

塩化ナトリウム 1.200g

塩化カルシウム水和物 0.085g

塩化マグネシウム 0.110g

下室液（電解質液）成分（350mL

中）：

炭酸水素ナトリウム 0.970g

塩化ナトリウム 2.375g

塩化カリウム 0.065g

リン酸二水素カリウム 0.075g

混合時〈電解質〉：

Na＋ 145mEq/L

K＋ 2.8mEq/L

Mg2＋ 2.2mEq/L

Ca2＋ 2.3mEq/L

Cl－ 129mEq/L

HCO3
－ 23.1mEq/L

P 1.1mmol/L

【効】穿頭・開頭手術時の洗浄，脊髄疾

患手術時の洗浄及び神経内視鏡手術時

の灌流

【用】（注）用時に隔壁を開通して上室

液と下室液をよく混合．適量を使用

し，術式及び手術時間等により適宜増

減．上限量は次記を目安とする．穿

頭・開頭手術及び神経内視鏡手術：

4000mL，脊髄疾患手術：3000mL
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34．人工透析用薬
341．人工腎臓透析用剤
 

キンダリー透析剤AF3号（血
液浄化センター）

Kindaly AF3 6L1瓶（炭酸水素ナトリ

ウム液7.56L付）  〔扶桑〕

A液（6L）：

塩化ナトリウム 1313.4g

塩化カリウム 31.32g

塩化カルシウム水和物 38.58g

塩化マグネシウム 21.36g

無水酢酸ナトリウム 138.0g

ブドウ糖 315.0g

B液（7.56L）：

炭酸水素ナトリウム 441.0g

【効】慢性腎不全における透析型人工腎

臓の灌流液として，活性型ビタミン

D3製剤やカルシウム製剤の投与など

による高カルシウム血症の場合であっ

て，次の要因を持つものに用いる：①

重炭酸濃度の高い重炭酸型透析液で

は，過度のアルカローシスを起こすお

それのある場合．②糖濃度の低い透析

液では，糖尿病など血糖値管理が困難

な患者であって，透析開始時高い血糖

値（200㎎/dL程度）を示す場合．③カ

リウム，マグネシウムの高い透析液で

は，高カリウム血症，高マグネシウム

血症の改善が不十分な場合

【用】（注）A液：B液： 希 釈 水 ＝ 1：

1.26：32.74の希釈・調製比率の重炭

酸型透析液供給装置を用いて血液透析

を行う場合の灌流液として150～300L

を用いる

……………………………………………

キンダリー透析剤AF4号
Kindaly AF4 6L1瓶（炭酸水素ナトリ

ウム液付）  〔扶桑〕

A液（6L）中：

塩化ナトリウム 1306.8g

塩化カリウム 31.32g

塩化カルシウム水和物 42.42g

塩化マグネシウム 21.36g

無水酢酸ナトリウム 103.2g

ブドウ糖 262.5g

B液（7.56L）中：

炭酸水素ナトリウム 485.1g

【効】慢性腎不全における透析型人工腎

臓の灌流液として用いる．（無糖の透

析液では血糖値管理の困難な患者及び

他の重炭酸型透析液では高カリウム血

症，高マグネシウム血症の改善が不十

分な場合，又は高カルシウム血症を起

こすおそれのある場合に用いる．）

【用】（注）A液：B液：透析用希釈用

水＝1：1.26：32.74の希釈・調整比率

の重炭酸型透析液供給装置を用いて血

液透析を行う場合の灌流液として使

用．用量は透析時間により異なるが，

灌流液として150～300Lを用いる

……………………………………………

キンダリー透析剤AF4P号
Kindaly AF4P 10L1瓶（炭酸水素ナ

トリウム付）  〔扶桑〕

【効】慢性腎不全における透析型人工腎

臓の灌流液として用いる．（無糖の透

析液では血糖値管理の困難な患者及び

他の重炭酸型透析液では高カリウム血

症，高マグネシウム血症の改善が不十

分な場合，又は高カルシウム血症を起

こすおそれのある場合に用いる．）

【用】（注）A液：（B末水溶液＋透析用

希釈用水）＝1：34の希釈・調製比率

の重炭酸型透析液供給装置を用いて血

液透析を行う場合の灌流液として使

用．B末を透析用希釈用水に溶かし，

炭酸水素ナトリウム808.5gに対応する

容量をとり，これにA液10L及び透析

用希釈用水を加えて350Lとする．用
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1錠中：

アスピリン 100㎎

ランソプラゾール 15㎎

【効】次記疾患又は術後における血栓・

塞栓形成の抑制（胃潰瘍又は十二指腸

潰瘍の既往がある患者に限る）：狭心

症（慢 性 安 定 狭 心 症， 不 安 定 狭 心

症），心筋梗塞，虚血性脳血管障害

（一 過 性 脳 虚 血 発 作（TIA）， 脳 梗

塞），冠動脈バイパス術（CABG）あ

る い は 経 皮 経 管 冠 動 脈 形 成 術

（PTCA）施行後

【用】（内）1日1回1錠（アスピリン/ラ

ンソプラゾールとして100㎎/15㎎）

……………………………………………
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を腹腔内に注入し，8 ～ 12時間滞液

し，効果期待後に排液除去．本剤以外

の交換にはブドウ糖含有腹膜透析液を

用いる．注入量及び滞液時間は，症

状，血液生化学値，体液平衡，年齢，

体重等を考慮し適宜増減．注入・排液

速度300mL/分以下

……………………………………………

ミッドペリック135腹膜透析液
（血液浄化センター）

Midpeliq 1L1袋  〔テルモ〕

ミッドペリック135腹膜透析液
（血液浄化センター）

Midpeliq 1L1袋（排液用バッグ付）

ミッドペリック135腹膜透析液
（血液浄化センター）

Midpeliq 1.5L1袋（排液用バッグ付）

ミッドペリック135腹膜透析液
（血液浄化センター）

Midpeliq 1.5L1袋

ミッドペリック135腹膜透析液
（血液浄化センター）

Midpeliq 2L1袋（排液用バッグ付）

ミッドペリック135腹膜透析液
（血液浄化センター）

Midpeliq 2L1袋

ミッドペリック250腹膜透析液
（血液浄化センター）

Midpeliq 1L1袋（排液用バッグ付）

ミッドペリック250腹膜透析液
（血液浄化センター）

Midpeliq 1.5L1袋（排液用バッグ付）

ミッドペリック250腹膜透析液
（血液浄化センター）

Midpeliq 1.5L1袋

ミッドペリック250腹膜透析液
（血液浄化センター）

Midpeliq 2L1袋

ミッドペリック250腹膜透析液
（血液浄化センター）

Midpeliq 2L1袋（排液用バッグ付）

ミッドペリック400腹膜透析液
（血液浄化センター）

Midpeliq 2L1袋

ミッドペリック400腹膜透析液
（血液浄化センター）

Midpeliq 2L1袋（排液用バッグ付）

組成：付録50頁参照

【効】慢性腎不全患者における腹膜透析

【用】（注）1回1.5～2Lを腹腔内に注入

し4～8時間滞液，効果期待後に排液

除去．以上の操作を1回としミッドペ

リック135腹膜透析液，ミッドペリッ

ク250腹膜透析液，ミッドペリック400

腹膜透析液を組み合わせるか又は単独

使用し1日4回の連続操作を継続．注入

量，滞液時間，操作回数は症状，血液

生化学値及び体液異常，年齢，体重等

に よ り 適 宜 増 減． 注 入・ 排 液 速 度

300mL/分以下

……………………………………………

ミッドペリックL135腹膜透析
液

Midpeliq L 1L1袋（排液用バッグ付） 

 〔テルモ〕

ミッドペリックL135腹膜透析
液（血液浄化センター）

Midpeliq L 1L1袋

ミッドペリックL135腹膜透析
液（血液浄化センター）

Midpeliq L 1.5L1袋（排液用バッグ

付）

ミッドペリックL135腹膜透析
液（血液浄化センター）

Midpeliq L 1.5L1袋

ミッドペリックL135腹膜透析
液

Midpeliq L 2L1袋（排液用バッグ付）
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量は透析時間により異なるが，灌流液

として150～300L

……………………………………………

サブラッド血液ろ過用補充液
BSG

Sublood-BSG 2020mL1キット  〔扶桑〕

B液（大室）1414mL中：

塩化ナトリウム 11.30g

塩化カリウム 120㎎

塩化カルシウム水和物 519.8㎎

塩化マグネシウム 205.4㎎

無水酢酸ナトリウム 82.8㎎

ブドウ糖 2.02g

A液（小室）606mL中：

塩化ナトリウム 1.04g

塩化カリウム 180㎎

炭酸水素ナトリウム 5.94g

【効】透析型人工腎臓では治療の持続又

は管理の困難な慢性腎不全例に対する

ろ過型又はろ過透析型人工腎臓使用時

ならびに治療時間の短縮を目的とする

ろ過透析型人工腎臓使用時の補充液と

して用いる

【用】（注）使用時A液及びB液を混和

し，濾過型又は濾過透析型人工腎臓使

用時の体液量を保持する目的で点滴注

入．投与は濾過液量と体液量とのバラ

ンスを保つように十分注意して行う．

30 ～ 80mL/分で症状，血液生化学異

常，電解質・酸塩基平衡異常，体液バ

ランス異常等が是正されるまで行う．

1回の濾過型人工腎臓治療では15 ～

20Lを4～7時間で投与．透析型人工腎

臓と併用する場合，5～10Lを3～5時

間で投与．投与量は症状，血液生化学

値，体液異常，年齢，体重などにより

適宜増減

……………………………………………

342．腹膜透析用剤
 

エクストラニール腹膜透析液
（血液浄化センター）

Extraneal 1.5L1袋（排液用バッグ付）

（ツインバッグ）（UVツインバッグ） 

 〔バクスター〕

エクストラニール腹膜透析液
（血液浄化センター）

Extraneal 1.5L1袋（シングルバッグ）

エクストラニール腹膜透析液
（血液浄化センター）

Extraneal 2L1袋（シングルバッグ）

（システムIIシングルバッグ）

エクストラニール腹膜透析液
（血液浄化センター）

Extraneal 2L1袋（排液用バッグ付）

（ツインバッグ）（UVツインバッグ）

組成：付録55頁参照

ニコペリック腹膜透析液（要
時）あ 

Nicopeliq 1.5L1袋（廃液用バッグ付） 

 〔テルモ〕

〔先発品〕エクストラニール腹膜透析液

ニコペリック腹膜透析液（要
時）あ 

Nicopeliq 1.5L1袋

〔先発品〕エクストラニール腹膜透析液

ニコペリック腹膜透析液（要
時）あ 

Nicopeliq 2L1袋

〔先発品〕エクストラニール腹膜透析液

ニコペリック腹膜透析液（要
時）あ 

Nicopeliq 2L1袋（廃液用バッグ付）

〔先発品〕エクストラニール腹膜透析液

組成：付録54頁参照

【効】慢性腎不全患者における腹膜透析

【用】（注）1日1回のみ．1日3 ～ 5回交

換のうち1回の交換において1.5～2L
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レギュニールHCa1.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal HCa 2.5L1袋（シングル

バッグ・機器専用）

レギュニールHCa1.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal HCa 5L1袋（シングルバッ

グ・機器専用）

レギュニールHCa2.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal HCa 1L1袋（排液用バッグ

付）（ツインバッグ）（UVツインバッ

グ）

レギュニールHCa2.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal HCa 1.5L1袋（排液用バッ

グ付）（ツインバッグ）（UVツインバッ

グ）

レギュニールHCa2.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal HCa 2L1袋（排液用バッグ

付）（ツインバッグ）（UVツインバッ

グ）

レギュニールHCa2.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal HCa 2.5L1袋（シングル

バッグ・機器専用）

レギュニールHCa2.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal HCa 5L1袋（シングルバッ

グ・機器専用）

レギュニールHCa4.25腹膜透析
液（要時）

Reguneal HCa 2L1袋（シングルバッ

グ・機器専用）

組成：付録52頁参照

【効】慢性腎不全患者における腹膜透析

（高マグネシウム血症の改善が不十分

な場合）

【用】（注）腹腔内に注入し，透析治療

を目的とした液として使用する．1回

1.5～2Lを腹腔内に注入し，4～8時間

滞液し，効果期待後に排液除去する．

以上の操作を1回とし，体液の過剰が1

㎏/日以下の場合，通常1日あたりレ

ギュニール　HCa　1.5腹膜透析液の

み3 ～ 4回の連続操作を継続して行

う．体液の過剰が1㎏/日以上認めら

れる場合，通常レギュニール　HCa　

2.5腹膜透析液を1～4回，又はレギュ

ニール　HCa　4.25腹膜透析液を1～

2回処方し，レギュニール　HCa　1.5

腹膜透析液と組み合せて1日あたり3

～5回の連続操作を継続して行う．な

お，注入量，滞液時間，操作回数は症

状，血液生化学値及び体液の平衡異

常，年齢，体重などにより適宜増減す

る． 注 入 及 び 排 液 速 度 は， 通 常

300mL/分以下

……………………………………………

レギュニールLCa1.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal LCa 1L1袋（排液用バッグ

付）（ツインバッグ）（UVツインバッ

グ）  〔バクスター〕

レギュニールLCa1.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal LCa 1.5L1袋（排液用バッ

グ付）（ツインバッグ）（UVツインバッ

グ）

レギュニールLCa1.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal LCa 2L1袋（排液用バッグ

付）（ツインバッグ）（UVツインバッ

グ）

レギュニールLCa1.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal LCa 2.5L1袋（シングル

バッグ・機器専用）
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ミッドペリックL135腹膜透析
液（血液浄化センター）

Midpeliq L 2L1袋

ミッドペリックL135腹膜透析
液（血液浄化センター）

Midpeliq L 2.5L1袋

ミッドペリックL135腹膜透析
液（血液浄化センター）

Midpeliq L 2.5L1袋（排液用バッグ

付）

ミッドペリックL250腹膜透析
液

Midpeliq L 1L1袋（排液用バッグ付）

ミッドペリックL250腹膜透析
液

Midpeliq L 1L1袋

ミッドペリックL250腹膜透析
液（血液浄化センター）

Midpeliq L 1.5L1袋（排液用バッグ

付）

ミッドペリックL250腹膜透析
液（血液浄化センター）

Midpeliq L 1.5L1袋

ミッドペリックL250腹膜透析
液（血液浄化センター）

Midpeliq L 2L1袋（排液用バッグ付）

ミッドペリックL250腹膜透析
液

Midpeliq L 2L1袋

ミッドペリックL250腹膜透析
液（血液浄化センター）

Midpeliq L 2.5L1袋（排液用バッグ

付）

ミッドペリックL250腹膜透析
液（血液浄化センター）

Midpeliq L 2.5L1袋

ミッドペリックL400腹膜透析
液（血液浄化センター）

Midpeliq L 1L1袋（排液用バッグ付）

ミッドペリックL400腹膜透析
液

Midpeliq L 2L1袋

ミッドペリックL400腹膜透析
液（血液浄化センター）

Midpeliq L 2L1袋（排液用バッグ付）

組成：付録51頁参照

【効】慢性腎不全患者における腹膜透析

（高マグネシウム血症や代謝性アシ

ドーシス改善が不十分で，かつ炭酸カ

ルシウム製剤や活性型ビタミンD製剤

の投与により高カルシウム血症を来す

おそれのある場合に用いる）

【用】（注）1回1.5～2Lを腹腔内に注入

し4～8時間滞液，効果期待後に排液

除去．以上の操作を1回としミッドペ

リ ッ クL135 腹 膜 透 析 液， ミ ッ ド ペ

リ ッ クL250 腹 膜 透 析 液， ミ ッ ド ペ

リックL400腹膜透析液を組み合わせ

るか又は単独使用し1日4回の連続操作

を継続．注入量，滞液時間，操作回数

は，症状，血液生化学値及び体液の平

衡異常，年齢，体重等により適宜増

減．注入・排液速度300mL/分以下

……………………………………………

レギュニールHCa1.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal HCa 1L1袋（排液用バッグ

付）（ツインバッグ）（UVツインバッ

グ）  〔バクスター〕

レギュニールHCa1.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal HCa 1.5L1袋（排液用バッ

グ付）（ツインバッグ）（UVツインバッ

グ）

レギュニールHCa1.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal HCa 2L1袋（排液用バッグ

付）（ツインバッグ）（UVツインバッ

グ）
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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
391．肝臓疾患用剤
3919．その他の肝臓疾患用剤
 

（タウリン）Taurine

タウリン散98%「大正」（要時）
Taurine 1g1.02g1包  〔大正製薬〕

【効】①高ビリルビン血症（閉塞性黄疸

を除く）における肝機能の改善．②

うっ血性心不全．③ミトコンドリア脳

筋症・乳酸アシドーシス・脳卒中様発

作（MELAS）症候群における脳卒中

様発作の抑制

【用】（内）1回タウリンとして1g（本

剤として1包）1日3回食後．うっ血性

心不全には強心利尿剤で効果不十分な

ときに併用

……………………………………………

（チオプロニン）Tiopronin

チオラ錠100（院外）
Thiola 100㎎1錠  〔マイラン〕

【効】①慢性肝疾患における肝機能の改

善．②初期老人性皮質白内障．③水銀

中毒時の水銀排泄増加．④シスチン尿

症

【用】（内）①1回100㎎を1日3回．年

齢，症状により適宜増減．②1回100

～200㎎を1日1～2回．症状に応じて

適宜増減．③1回100 ～ 200㎎を1日3

回．症状に応じて適宜増減．④1回100

㎎から開始し，1日4回（食後および就

寝 前）．1 回 500 ㎎（1 日 2,000 ㎎） ま

で．小児：1日量として100㎎から開始

し，1日40㎎/㎏まで．ただし，成人

最大量（1日2,000㎎）を超えないもの

とする

……………………………………………

（デフィブロチドナトリウム）

Defibrotide sodium

デファイテリオ静注200㎎（要
時）

Defitelio 200㎎2.5mL1瓶  〔日本新薬〕

【効】肝類洞閉塞症候群（肝中心静脈閉

塞症）

【用】（注）1回6.25㎎/㎏を1日4回，2時

間かけて静注

……………………………………………

グリチロン配合錠
Glycyron 1錠  〔ミノファーゲン〕

1錠中：

グリチルリチン酸一アンモニウム

 35㎎

（グリチルリチン酸として25㎎）

グリシン 25㎎

DL-メチオニン 25㎎

【効】①慢性肝疾患における肝機能異常

の改善．②湿疹・皮膚炎，小児ストロ

フルス，円形脱毛症，口内炎

【用】（内）1回2 ～ 3錠を1日3回食後，

小児：1錠を1日3回食後．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

ネオファーゲン静注20mLあ 
Neophagen 20mL1管  〔大塚製薬工場〕

〔先発品〕強力ネオミノファーゲンシー

静注20mL

強力ネオミノファーゲンシー

P静注20mL

1管20mL中：

グリチルリチン酸一アンモニウム

（グリチルリチン酸として） 40㎎

グリシン 400㎎

L-システイン（L-システイン塩酸塩

相当量） 20㎎

ネオファーゲン静注100mLあ 
Neophagen 100mL1袋  〔大鵬〕

1袋100mL中：
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34．人工透析用薬

レギュニールLCa1.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal LCa 5L1袋（シングルバッ

グ・機器専用）

レギュニールLCa2.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal LCa 1L1袋（排液用バッグ

付）（ツインバッグ）（UVツインバッ

グ）

レギュニールLCa2.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal LCa 1.5L1袋（排液用バッ

グ付）（ツインバッグ）（UVツインバッ

グ）

レギュニールLCa2.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal LCa 2L1袋（排液用バッグ

付）（ツインバッグ）（UVツインバッ

グ）

レギュニールLCa2.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal LCa 2.5L1袋（シングル

バッグ・機器専用）

レギュニールLCa2.5腹膜透析
液（要時）

Reguneal LCa 5L1袋（シングルバッ

グ・機器専用）

レギュニールLCa4.25腹膜透析
液（要時）

Reguneal LCa 2L1袋（シングルバッ

グ・機器専用）

組成：付録53頁参照

【効】慢性腎不全患者における腹膜透析

（高マグネシウム血症の改善が不十分

な場合で，かつカルシウム製剤や活性

型ビタミンD製剤の投与により高カル

シウム血症をきたすおそれのある場

合）

【用】（注）腹腔内に注入し，透析治療

を目的とした液として使用する．1回

1.5～2Lを腹腔内に注入し，4～8時間

滞液し，効果期待後に排液除去する．

以上の操作を1回とし，体液の過剰が1

㎏/日以下の場合，通常1日あたりレ

ギュニール　LCa　1.5腹膜透析液の

み3 ～ 4回の連続操作を継続して行

う．体液の過剰が1㎏/日以上認めら

れる場合，通常レギュニール　LCa　

2.5腹膜透析液を1～4回，又はレギュ

ニール　LCa　4.25腹膜透析液を1～2

回処方し，レギュニール　LCa　1.5

腹膜透析液と組み合せて1日あたり3

～5回の連続操作を継続して行う．な

お，注入量，滞液時間，操作回数は症

状，血液生化学値及び体液の平衡異

常，年齢，体重などにより適宜増減す

る． 注 入 及 び 排 液 速 度 は， 通 常

300mL/分以下

……………………………………………
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（塩酸トリエンチン）Trientine 

hydrochloride

メタライト250カプセル（要
時） お

Metalite 250㎎1カプセル  〔ツムラ〕

【効】ウイルソン病（D-ペニシラミン

に不耐性である場合）

【用】（内）1日1500㎎を食前空腹時に2

～4回に分割．年齢，症状及び本剤に

対する反応等に応じて，1日量1000～

2500㎎の範囲で増減

……………………………………………

（球形吸着炭）Spherical carbona-

ceous adsorbent

クレメジン細粒分包2g（院外）
Kremezin 2g1包  〔田辺三菱〕

球形吸着炭細粒「マイラン」
あ 

Spherical carbonaceous adsorbent 

2g1包  〔マイランEPD合同〕

〔先発品〕クレメジン細粒分包2g

クレメジン速崩錠500㎎
Kremezin 500㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】慢性腎不全（進行性）における尿

毒症症状の改善及び透析導入の遅延

【用】（内）1日6gを3回に分割

……………………………………………

（酢酸亜鉛水和物）Zinc acetate 

hydrate

ノベルジン錠25㎎（院外） お
Nobelzin 25㎎1錠  〔ノーベル〕

ノベルジン錠50㎎ お
Nobelzin 50㎎1錠

【効】①ウィルソン病（肝レンズ核変性

症）．②低亜鉛血症

【用】（内）亜鉛として，1回50㎎を1日3

回．年齢，症状に応じて適宜増減．最

大1日250㎎（1回50㎎を1日5回投与）

まで．6歳以上の小児には，亜鉛とし

て，1回25㎎を1日3回．1歳以上6歳未

満の小児には，亜鉛として，1回25㎎

を1日2回．いずれの場合も，食前1時

間以上又は食後2時間以上あけて投与

……………………………………………

（スガマデクスナトリウム）Sugam-

madex sodium

ブリディオン静注200㎎
Bridion 200㎎2mL1瓶  〔MSD〕

【効】ロクロニウム臭化物又はベクロニ

ウム臭化物による筋弛緩状態からの回

復

【用】（注）浅い筋弛緩状態（筋弛緩モ

ニターにおいて四連（TOF）刺激に

よる2回目の収縮反応（T2）の再出現

を確認した後）では1回2㎎/㎏を，深

い筋弛緩状態（筋弛緩モニターにおい

て ポ ス ト・ テ タ ニ ッ ク・ カ ウ ン ト

（PTC）刺激による1～2回の単収縮反

応（1-2PTC）の出現を確認した後）

では1回4㎎/㎏を静注．ロクロニウム

臭化物の挿管用量投与直後に緊急に筋

弛緩状態からの回復を必要とする場

合，ロクロニウム臭化物投与3分後を

目安に1回16㎎/㎏を静注

……………………………………………

（炭酸水素ナトリウム）Sodium bicar-

bonate

メイロン静注8.4%
Meylon 1.68g20mL1管  〔大塚製薬工場〕

メイロン静注8.4%
Meylon 21g250mL1袋

【効】①アシドーシス．②薬物中毒の際

の排泄促進（pHの上昇により尿中排

泄の促進される薬物に限る）．③次記

疾患又は状態に伴う悪心・嘔吐及びめ

まい：動揺病，メニエール症候群，そ

の他の内耳障害．④急性蕁麻疹

【用】（注）①通常用量を次式により算

出し，静注．必要量（mL）＝不足塩基

量（Base Deficit mEq/L）×0.2×体

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分307

－306－

39

39．その他の代謝性医薬品

グリチルリチン酸一アンモニウム

（グリチルリチン酸として） 200㎎

グリシン 2000㎎

L-システイン（L-システイン塩酸塩

相当量） 100㎎

【効】①湿疹・皮膚炎，蕁麻疹，皮膚そ

う痒症，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

疾患における肝機能異常の改善

【用】（注）①1日1回5 ～ 20mLを静注．

年齢，症状により適宜増減．②1日1回

40 ～ 60mLを 静 注 又 は 点 滴 静 注． 年

齢，症状により適宜増減．1日100mLま

で

……………………………………………

392．解毒剤
3922．グルタチオン製剤
 

（グルタチオン）Glutathione

タチオン散20%
Tathion 200㎎1g  〔日本ジェネリック〕

タチオン錠100㎎
Tathion 100㎎1錠

【効】薬物中毒，アセトン血性嘔吐症

（自家中毒，周期性嘔吐症），金属中

毒，妊娠悪阻，妊娠高血圧症候群

【用】（内）1 回 50 ～ 100 ㎎ を 1 日 1 ～ 3

回．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

3923．メルカプト酢酸系製剤
（BALを含む．）

 

（ジメルカプロール）Dimercaprol

バル筋注100㎎「AFP」
Bal 100㎎1mL1管  〔アルフレッサ〕

【効】ヒ素・水銀・鉛・銅・金・ビスマ

ス・クロム・アンチモンの中毒

【用】（注）1回2.5㎎/㎏を第1日目は6時

間間隔で4回筋注し，第2日目以降6日

間は毎日1回2.5㎎/㎏を筋注．重症緊

急を要する中毒症状の場合は，1回2.5

㎎/㎏を最初の2日間は4時間ごとに1

日6回，3日目には1日4回，以降10日間

あるいは回復するまで毎日2回筋注．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

3925．チオ硫酸ナトリウム製剤
 

（チオ硫酸ナトリウム水和物）Sodium 

thiosulfate hydrate

デトキソール静注液2g
Detoxol 10%20mL1瓶  〔日医工〕

【効】①ヒ素剤による中毒．②シアン及

びシアン化合物による中毒

【用】（注）①1日1 ～ 2gを静注．②1回

12.5～25gを静注．年齢，症状により

適宜増減

……………………………………………

3929．その他の解毒剤
 

（アセチルシステイン）Acetylcyste-

ine

アセチルシステイン内用液
17.6%「あゆみ」

Acetylcysteine 17.6%20mL1本 

 〔あゆみ〕

【効】アセトアミノフェン過量摂取時の

解毒

【用】（内）本剤又は本剤を希釈した液

を，初回にアセチルシステインとして

140㎎/㎏，次いでその4時間後から70

㎎/㎏を4時間毎に17回，計18回経口

投与．経口投与が困難な場合は，胃管

又は十二指腸管により投与．投与後1

時間以内に嘔吐した場合は，再度同量

を投与

……………………………………………
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メタルカプターゼカプセル
100㎎

Metalcaptase 100㎎1カプセル

【効】①関節リウマチ．②ウイルソン病

（肝レンズ核変性症）．③鉛・水銀・銅

の中毒

【用】（内）①消炎鎮痛剤等で十分な効

果が得られない場合．1回100㎎1日1

～ 3回食間空腹時．年齢，体重，症

状，忍容性，本剤に対する反応等に応

じて適宜増減．初期量1日100㎎，4週

間以上あけて100㎎ずつ漸増，1日600

㎎まで．②1日1000㎎を1 ～数回に分

割し食前空腹時．年齢，症状，忍容

性，本剤に対する反応等に応じて，1

日600 ～ 1400㎎の範囲で増減．③1日

1000㎎を数回に分割し食前空腹時，1

日 600 ～ 1,400 ㎎ の 範 囲 で 増 減． 小

児：1日20 ～ 30㎎/㎏を数回に分割し

食前空腹時．年齢，症状，忍容性，本

剤に対する反応等に応じて適宜増減．

成人標準用量（1日1000㎎）まで

……………………………………………

（ホメピゾール）Fomepizole

ホメピゾール点滴静注1.5g「タ
ケダ」

Fomepizole 1.5g1瓶  〔武田〕

【効】エチレングリコール中毒，メタ

ノール中毒

【用】（注）初回15㎎/㎏，2回目から5

回目10㎎/㎏，6回目以降15㎎/㎏を，

12時間ごとに30分間以上かけて点滴静

注．血液透析を併用する場合以下に従

う．透析開始時：直前の本剤投与から

6時間未満の場合は透析直前には投与

しない．直前の本剤投与から6時間以

上経過している場合は透析直前に投与

する．透析中：透析開始時から4時間

ごとに投与する．透析終了時：直前の

本剤投与から1時間未満の場合は透析

終了時には投与しない．直前の本剤投

与から1時間以上3時間以内の場合は通

常用量の1/2量を透析終了直後に投与

する．直前の本剤投与から3時間超経

過している場合は透析終了直後に投与

する．透析終了後：直前の本剤投与か

ら12時間ごとに投与する

……………………………………………

（ホリナートカルシウム）Calcium 

folinate

ホリナート錠25㎎「タイホウ」
あ 

Folinate 25㎎1錠  〔岡山大鵬〕

〔先発品〕ユーゼル錠25㎎

ロイコボリン錠25㎎

【効】ホリナート・テガフール・ウラシ

ル療法：結腸・直腸癌に対するテガ

フール・ウラシルの抗腫瘍効果の増強

【用】（内）75 ㎎ を，1 日 3 回 に 分 割 し

（約8時間ごとに），テガフール・ウラ

シル配合剤と同時に投与．テガフー

ル・ウラシル配合剤は，1日量とし

て， テ ガ フ ー ル 300 ～ 600 ㎎ 相 当 量

（300㎎/㎡を基準）を1日3回に分割し

（約8時間ごとに），食事の前後1時間を

避ける．以上を28日間連日，その後7

日間休薬．これを1クールとして繰り

返す

……………………………………………

（ホリナートカルシウム）Calcium 

folinate

ロイコボリン錠5㎎
Leucovorin 5㎎1錠  〔ファイザー〕

【効】葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減

【用】（内）①メトトレキサート通常療

法，CMF療法，メトトレキサート関

節リウマチ療法又はM-VAC療法：メ

トトレキサートによると思われる副作

用が発現した場合，1回10㎎を6時間間

隔で4回．メトトレキサートを過剰投
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重（㎏）．②③④1回12～60mEq（1～

5g：本剤12 ～ 60mL）を静注．いずれ

の場合も年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（デクスラゾキサン）Dexrazoxane

サビーン点滴静注用500㎎（要
時） お

Savene 500㎎1瓶  〔キッセイ〕

【効】アントラサイクリン系抗悪性腫瘍

剤の血管外漏出

【用】（注）1日1回，投与1日目及び2日

目は1000㎎/㎡（体表面積），3日目は

500㎎/㎡を1～2時間かけて3日間連続

で静注．血管外漏出後6時間以内に可

能な限り速やかに投与を開始し，投与

2日目及び3日目は投与1日目と同時刻

に投与を開始．投与1日目及び2日目は

各2000㎎，3日目は1000㎎まで．中等

度及び高度の腎機能障害のある患者

（クレアチニンクリアランス：40mL/

min未満）では投与量を通常の半量

……………………………………………

（デフェラシロクス）Deferasirox

ジャドニュ顆粒分包360㎎ お
Jadenu 360㎎1包  〔ノバルティス〕

【効】輸血による慢性鉄過剰症（注射用

鉄キレート剤治療が不適当な場合）

【用】（内）12㎎/㎏を1日1回．1日量は

18㎎/㎏まで

……………………………………………

（デフェロキサミンメシル酸塩）

Deferoxamine mesilate

デスフェラール注射用500㎎ お
Desferal 500㎎1瓶  〔ノバルティス〕

【効】次記疾患における尿中への鉄排泄

増加：①原発性ヘモクロマトーシス．

②続発性ヘモクロマトーシス

【用】（注）500 ㎎（本 剤 1 バ イ ア ル ）

を，注射用水5mLに溶解して使用．慢

性鉄過剰症に対しては，1日量1000㎎

を1 ～ 2回に分割し筋注．維持量は，

効果発現の程度に応じて，適宜1日量

500㎎に減量．特に重篤であったり，

あるいはショックの状態にあるとき，

1回1000㎎を15㎎/㎏/時の速度で徐々

に点滴静注し，1日量が80㎎/㎏を超

えない範囲

……………………………………………

（ヒドロキソコバラミン）Hydroxoco-

balamin

シアノキット注射用5gセット
Cyanokit 5g1瓶（溶解液付） 

 〔メルクバイオ〕

【効】シアン及びシアン化合物による中

毒

【用】（注）〔初回投与〕5g（1バイアル）

を，生理食塩液200mLに溶解して，15

分間以上かけて点滴静注．小児：70㎎

/㎏（但し，5gを超えない）を，計15

分間以上かけて点滴静注．1バイアル

（5g）を生理食塩液200mLに溶解して

必要量を投与．〔追加投与〕症状によ

り1回追加投与可．追加投与する際に

は，15分間～2時間かけて点滴静注．

総投与量は10g，小児には140㎎/㎏

（但し，10gを超えない）まで

……………………………………………

（プラリドキシムヨウ化物）Pralidox-

ime iodide

パム静注500㎎
Pam 500㎎20mL1管  〔大日本住友〕

【効】有機リン剤の中毒

【用】（注）1 回 1gを 徐 々 に 静 注． 年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ペニシラミン）Penicillamine

メタルカプターゼカプセル
50㎎（院外）

Metalcaptase 50㎎1カプセル 

 〔大正製薬〕
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レボホリナート点滴静注用
100㎎「ヤクルト」あ 

Levofolinate 100㎎1瓶

〔先発品〕アイソボリン点滴静注用100

㎎

【効】①レボホリナート・フルオロウラ

シル療法：胃癌（手術不能又は再発）

及び結腸・直腸癌に対するフルオロウ

ラシルの抗腫瘍効果の増強．②レボホ

リナート・フルオロウラシル持続静注

併用療法：結腸・直腸癌，小腸癌及び

治癒切除不能な膵癌に対するフルオロ

ウラシルの抗腫瘍効果の増強

【用】（注）①1回250㎎/㎡を2時間かけ

て点滴静注．レボホリナートの点滴静

注開始1時間後にフルオロウラシルと

して1回600㎎/㎡を3分以内で緩徐に

静注．1週間ごとに6回繰り返した後2

週間休薬，これを1クールとする．②

〔結腸・直腸癌に対するレボホリナー

ト・フルオロウラシル持続静注併用療

法〕（1）1回100㎎/㎡を2時間かけて点

滴静注．レボホリナートの点滴静注終

了直後にフルオロウラシルとして400

㎎/㎡を静注するとともにフルオロウ

ラシルとして600㎎/㎡を22時間かけ

て持続静注．これを2日間連続，2週間

ごとに繰り返す．（2）1回250㎎/㎡を

2時間かけて点滴静注．レボホリナー

トの点滴静注終了直後にフルオロウラ

シルとして2600㎎/㎡を24時間かけて

持続静注．1週間ごとに6回繰り返した

後，2週間休薬．これを1クールとす

る．（3）1回200㎎/㎡を2時間かけて

点滴静注．レボホリナートの点滴静注

終了直後にフルオロウラシルとして

400㎎/㎡を静注するとともに，フル

オロウラシルとして2400～3000㎎/㎡

を46時間かけて持続静注．これを2週

間ごとに繰り返す．〔小腸癌及び治癒

切除不能な膵癌に対するレボホリナー

ト・フルオロウラシル持続静注併用療

法〕1回200㎎/㎡を2時間かけて点滴

静注．レボホリナートの点滴静注終了

直後にフルオロウラシルとして400㎎

/㎡を静注するとともに，フルオロウ

ラシルとして2400㎎/㎡を46時間かけ

て持続静注する．これを2週間ごとに

繰り返す 

レボホリナートを投与する際には，25

㎎製剤の場合は3～5mL，100㎎製剤の

場合は10～15mLの5%ブドウ糖液，生

理食塩液又は電解質維持液等の溶解液

を用いてレボホリナートの各バイアル

内容物を溶解・採取した後，同一の溶

解液を用いて全量を200 ～ 500mL（レ

ボホリナートとして約0.75㎎/mL）と

し点滴静注

……………………………………………

394．痛風治療剤
3941．コルヒチン製剤
 

（コルヒチン）Colchicine

コルヒチン錠0.5㎎「タカタ」 お
Colchicine 0.5㎎1錠  〔高田〕

【効】①痛風発作の緩解及び予防．②家

族性地中海熱

【用】（内）①1日3～4㎎を6～8回に分

割．年齢，症状により適宜増減．発病

予防には，1日0.5～1㎎，発作予感時

には1回0.5㎎．②成人：1日0.5㎎を1

回又は2回に分けて投与．患者の状態

により適宜増減．1日最大投与量は1.5

㎎まで．小児：1日0.01～0.02㎎/㎏を

1回又は2回に分けて投与．患者の状態

により適宜増減．1日最大投与量は

0.03㎎/㎏までとし，かつ成人の1日最

大投与量を超えない

……………………………………………
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与した場合，投与したメトトレキサー

トと同量を投与．②メトトレキサー

ト・フルオロウラシル交代療法：メト

トレキサート投与後24時間目より1回

15㎎を6時間間隔で2～6回（メトトレ

キサート投与後24，30，36，42，48，

54時間目）．メトトレキサートによる

と思われる重篤な副作用が現れた場

合，用量を増加し，投与期間を延長．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ホリナートカルシウム）Calcium 

folinate

ロイコボリン注3㎎
Leucovorin 3㎎1mL1管  〔ファイザー〕

【効】葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減

【用】（注）①メトトレキサート通常療

法，CMF療法，メトトレキサート関

節リウマチ療法又はM-VAC療法：メ

トトレキサートによると思われる副作

用が発現した場合，1回6～12㎎を6時

間間隔で4回筋注．メトトレキサート

を過剰投与した場合，投与したメトト

レキサートと同量を投与．②メトトレ

キサート・ロイコボリン救援療法：メ

トトレキサート投与終了3時間目より1

回15㎎を3時間間隔で9回静注，以後6

時間間隔で8回静注又は筋注．メトト

レキサートによると思われる重篤な副

作用が現れた場合，用量を増加し，投

与期間を延長．年齢，症状により適宜

増減．③メトトレキサート・フルオロ

ウラシル交代療法：メトトレキサート

投与後24時間目より1回15㎎を6時間間

隔で2～6回（メトトレキサート投与

後24，30，36，42，48，54時間目）静

注又は筋注．メトトレキサートによる

と思われる重篤な副作用が現れた場

合，用量を増加し，投与期間を延長．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（メスナ）Mesna

ウロミテキサン注400㎎
Uromitexan 400㎎4mL1管  〔塩野義〕

【効】①イホスファミド投与又は②シク

ロホスファミド（造血幹細胞移植の前

治療）投与に伴う泌尿器系障害（出血

性膀胱炎，排尿障害等）の発現抑制

【用】（注）①イホスファミド1日量の

20%相当量を1回量とし，1日3回（イ

ホスファミド投与時，4時間後，8時間

後）静注，イホスファミド1日量の最

大100%相当量まで投与可．②シクロ

ホスファミド1日量の40%相当量を1回

量とし，1日3回（シクロホスファミド

投与時，4時間後，8時間後）30分かけ

て点滴静注

……………………………………………

（メチルチオニニウム塩化物水和物）

Methylthioninium chloride hydrate

メチレンブルー静注50㎎「第
一三共」 お

Methylene blue 50㎎10mL1管 

 〔第一三共〕

【効】中毒性メトヘモグロビン血症

【用】（注）生後3か月を過ぎた乳幼児，

小児及び成人：1回1～2㎎/㎏を5分以

上かけて静注．投与1時間以内に症状

が改善しない場合は，必要に応じ同量

を繰り返し投与できるが，累積投与量

は最大7㎎/㎏まで

……………………………………………

（レボホリナートカルシウム）

Levofolinate calcium

レボホリナート点滴静注用
25㎎「ヤクルト」あ 

Levofolinate 25㎎1瓶  〔ヤクルト〕

〔先発品〕アイソボリン点滴静注用25㎎
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クエン酸ナトリウム水和物 195.0㎎

【効】①痛風ならびに高尿酸血症におけ

る酸性尿の改善．②アシドーシスの改

善

【用】（内）①1回2錠を1日3回，尿検査

でpH6.2から6.8の範囲に入るよう投与

量を調整．②1日量12錠を3～4回に分

割．年齢，体重，血液ガス分析結果な

どから患者の状況に応じ適宜増減

……………………………………………

395．酵素製剤
3954．ウロキナーゼ製剤
 

（ウロキナーゼ）Urokinase

ウロナーゼ静注用6万単位 け
Uronase 60,000単位1瓶  〔持田〕

【効】次の血栓・閉塞性疾患の治療：①

脳血栓症（発症後5日以内で，コン

ピューター断層撮影において出血の認

められないもの）．②末梢動・静脈閉

塞症（発症後10日以内）

【用】（注）10mLの生理食塩液に用時溶

解し，静注．なお，生理食塩液又はブ

ドウ糖注射液に混じて点滴注射するこ

とが望ましい．①1日1回6万単位約7日

間点滴静注．②初期1日6万～ 24万単

位，以後漸減し約7日間点滴静注

……………………………………………

3959．その他の酵素製剤
 

（アガルシダーゼアルファ（遺伝子組

換え））Agalsidase alfa (genetical 

recombination)

リプレガル点滴静注用3.5㎎
（要時） おけ

Replagal 3.5㎎3.5mL1瓶  〔大日本住友〕

【効】ファブリー病

【用】（注）1回0.2㎎/㎏を隔週，点滴静

注

……………………………………………

（アルテプラーゼ（遺伝子組換え））

Alteplase (genetical recombination)

グルトパ注1200万 け
Grtpa 1,200万国際単位1瓶（溶解液

20mL付）  〔田辺三菱〕

【効】①虚血性脳血管障害急性期に伴う

機能障害の改善（発症後4.5時間以

内）．②急性心筋梗塞における冠動脈

血栓の溶解（発症後6時間以内）

【用】（注）①34.8万I.U./㎏（0.6㎎/㎏）

静注，上限は3,480万I.U.（60㎎）ま

で．総量の10%は急速投与（1 ～ 2分

間）し，残りは1時間で．発症後でき

るだけ早期に投与．添付の溶解液に溶

解し，必要に応じて生理食塩液にて希

釈．②29万～ 43.5万I.U./㎏（0.5㎎/

㎏～ 0.75㎎/㎏）静注，総量の10%は

急速投与（1～2分間）し，残りは1時

間で．発症後できるだけ早期に投与．

添付の溶解液に溶解し，必要に応じて

生理食塩液にて希釈

……………………………………………

（イデュルスルファーゼ（遺伝子組換

え））Idursulfase (genetical recombi-

nation)

エラプレース点滴静注液6㎎
（要時） おけ

Elaprase 6㎎3mL1瓶  〔ジェンザイム〕

【効】ムコ多糖症II型

【用】（注）1回0.5㎎/㎏を週1回点滴静

注

……………………………………………

（ガルスルファーゼ（遺伝子組換え））

Galsulfase (genetical recombination)

ナグラザイム点滴静注液5㎎
（要時） おけ

Naglazyme 5㎎5mL1瓶 

 〔バイオマリン〕

【効】ムコ多糖症VI型

【用】（注）1回1㎎/㎏を週1回点滴静注
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3943．アロプリノール製剤
 

（アロプリノール）Allopurinol

ザイロリック錠100（院外）
Zyloric 100㎎1錠 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

アロプリノール錠100㎎
「DSP」あ 

Allopurinol 100㎎1錠  〔大日本住友〕

〔先発品〕ザイロリック錠100

【効】次記の場合における高尿酸血症の

是正：痛風，高尿酸血症を伴う高血圧

症

【用】（内）1日量200 ～ 300㎎を，2 ～ 3

回に分割し食後．年齢，症状により適

宜増減

……………………………………………

3949．その他の痛風治療剤
 

（ドチヌラド）Dotinurad

ユリス錠1㎎
Urece 1㎎1錠  〔持田〕

【効】痛風，高尿酸血症

【用】（内）1日0.5㎎より開始し，1日1

回．その後は血中尿酸値を確認しなが

ら必要に応じて徐々に増量．維持量は

通常1日1回2㎎で，患者の状態に応じ

て適宜増減，最大投与量は1日1回4㎎

……………………………………………

（トピロキソスタット）Topiroxostat

ウリアデック錠40㎎
Uriadec 40㎎1錠  〔三和化学〕

ウリアデック錠60㎎（院外）
Uriadec 60㎎1錠

【効】痛風，高尿酸血症

【用】（内）1回20㎎より開始し，1日2回

朝夕に投与．その後は血中尿酸値を確

認しながら徐々に増量．維持量は1回

60㎎を1日2回とし，状態に応じて適宜

増減．1回80㎎を1日2回まで

……………………………………………

（フェブキソスタット）Febuxostat

フェブリク錠10㎎（院外）
Feburic 10㎎1錠  〔帝人〕

【効】①痛風，高尿酸血症．②がん化学

療法に伴う高尿酸血症

【用】（内）①1日10㎎より開始し，1日1

回投与．その後は血中尿酸値を確認し

ながら徐々に増量．維持量は1日1回40

㎎で，患者の状態に応じて適宜増減，

1日1回60㎎まで．②60㎎を1日1回

……………………………………………

（フェブキソスタット）Febuxostat

フェブリク錠20㎎
Feburic 20㎎1錠  〔帝人〕

【効】①痛風，高尿酸血症．②がん化学

療法に伴う高尿酸血症

【用】（内）①1日10㎎より開始し，1日1

回投与．その後は血中尿酸値を確認し

ながら徐々に増量．維持量は1日1回40

㎎で，患者の状態に応じて適宜増減．

1日1回60㎎まで．②60㎎を1日1回

……………………………………………

（ベンズブロマロン）Benzbromarone

ユリノーム錠50㎎ お
Urinorm 50㎎1錠  〔トーアエイヨー〕

【効】次記の場合における高尿酸血症の

改善：①痛風．②高尿酸血症を伴う高

血圧症

【用】（内）①1日1回25㎎又は50㎎，そ

の後維持量として1回50㎎を1日1～3

回（50 ～ 150㎎）．年令，症状により

適宜増減．②1回50㎎を1日1 ～ 3回

（50～150㎎）．年令，症状により適宜

増減

……………………………………………

ウラリット配合錠
Uralyt 1錠  〔日本ケミファ〕

1錠中：

クエン酸カリウム 231.5㎎
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アマリール3㎎錠（院外） お
Amaryl 3㎎1錠

【効】2型糖尿病（但し，食事療法・運

動療法のみで十分な効果が得られない

場合に限る）

【用】（内）1日0.5～1㎎より開始し，1

日1 ～ 2回朝又は朝夕，食前又は食

後．維持量は1日1～4㎎．必要に応じ

て適宜増減．1日6㎎まで

……………………………………………

（グリメピリド）Glimepiride

グリメピリド錠1㎎「オーハ
ラ」あ お

Glimepiride 1㎎1錠 

 〔第一三共エスファ〕

〔先発品〕アマリール1㎎錠

【効】2型糖尿病（但し，食事療法・運

動療法のみで十分な効果が得られない

場合に限る）

【用】（内）1日0.5～1㎎より開始し，1

日1 ～ 2回朝又は朝夕，食前又は食

後．維持量は1日1～4㎎，必要に応じ

て適宜増減．1日6㎎まで

……………………………………………

3962．ビグアナイド系製剤
 

（メトホルミン塩酸塩）Metformin 

hydrochloride

メトグルコ錠500㎎（院外） お
Metgluco 500㎎1錠  〔大日本住友〕

メトグルコ錠250㎎（院外） お
Metgluco 250㎎1錠

【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

……………………………………………

（メトホルミン塩酸塩）Metformin 

hydrochloride

メトホルミン塩酸塩錠250㎎
MT「DSPB」 お

Metformin hydrochloride 250㎎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
 

（アカルボース）Acarbose

グルコバイOD錠50㎎
Glucobay OD 50㎎1錠  〔バイエル〕

グルコバイOD錠100㎎（院外）
Glucobay OD 100㎎1錠

【効】糖尿病の食後過血糖の改善（但

し，食事療法・運動療法によっても十

分な血糖コントロールが得られない場

合，又は食事療法・運動療法に加えて

経口血糖降下薬若しくはインスリン製
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……………………………………………

（ブロメライン）Bromelain

ブロメライン軟膏5万単位/g
（要時）

Bromelain 50,000単位1g（20g1本） 

 〔マルホ〕

【効】熱傷・褥瘡・表在性各種潰瘍・挫

傷・切開傷・切断傷・化膿創などの創

傷面の壊死組織の分解・除去・清浄化

及びそれに伴う治癒促進

【用】（外）ガーゼ，リント等に適量の

軟膏をのばし，潰瘍辺縁になるべく触

れないようにして塗布，1日1回交換．

創傷面が清浄化し，新生肉芽組織の再

生が認められた場合は使用を中止

……………………………………………

（モンテプラーゼ（遺伝子組換え））

Monteplase (genetical recombina-

tion)

クリアクター静注用80万 け
Cleactor 80万国際単位1瓶  〔エーザイ〕

【効】①急性心筋梗塞における冠動脈血

栓の溶解（発症後6時間以内）．②不安

定な血行動態を伴う急性肺塞栓症にお

ける肺動脈血栓の溶解

【用】（注）①27,500I.U./㎏を静注．②

13,750～27,500I.U./㎏を静注．1回最

大 投 与 量 は 27,500I.U./㎏ ま で．8 万

I.U./mLとなるように生理食塩液で溶

解し，約80万I.U.（10mL）/分の注入

速度で．発症後できるだけ早期に行う

……………………………………………

（ラスブリカーゼ（遺伝子組換え））

Rasburicase (genetical recombina-

tion)

ラスリテック点滴静注用1.5㎎
（要時） お

Rasuritek 1.5㎎1瓶（溶解液付） 

 〔サノフィ〕

ラスリテック点滴静注用
7.5㎎ お

Rasuritek 7.5㎎1瓶（溶解液付）

【効】がん化学療法に伴う高尿酸血症

【用】（注）0.2㎎/㎏を1日1回30分以上

かけて点滴静注．投与期間は最大7日

間

……………………………………………

396．糖尿病用剤
3961．スルフォニル尿素系製剤
 

（グリクラジド）Gliclazide

グリミクロン錠40㎎（要時） お
Glimicron 40㎎1錠  〔大日本住友〕

【効】インスリン非依存型糖尿病（成人

型糖尿病）（但し，食事療法・運動療法

のみで十分な効果が得られない場合に

限る）

【用】（内）1日40㎎より開始し，1日1

～2回（朝又は朝夕）食前又は食後．

維持量は1日40～120㎎であるが，160

㎎まで

……………………………………………

（グリベンクラミド）Glibenclamide

オイグルコン錠2.5㎎（院外） お
Euglucon 2.5㎎1錠  〔太陽ファルマ〕

【効】インスリン非依存型糖尿病（但

し，食事療法・運動療法のみで十分な

効果が得られない場合に限る）

【用】（内）1日量1.25 ～ 2.5㎎，適宜増

量して維持量を決定．1日10㎎まで．1

回投与の場合は朝食前又は後，2回投

与の場合は朝夕それぞれ食前又は後

……………………………………………

（グリメピリド）Glimepiride

アマリール0.5㎎錠（院外） お
Amaryl 0.5㎎1錠  〔サノフィ〕

アマリール1㎎錠（院外） お
Amaryl 1㎎1錠
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ジャヌビア錠25㎎
Januvia 25㎎1錠  〔MSD〕

ジャヌビア錠50㎎
Januvia 50㎎1錠

【効】2型糖尿病

【用】（内）50㎎を1日1回．100㎎1日1回

まで増量可

……………………………………………

（ダパグリフロジンプロピレングリ

コール）Dapagliflozin propylene 

glycolate

フォシーガ錠5㎎
Forxiga 5㎎1錠  〔小野〕

フォシーガ錠10㎎（院外（未
定））

Forxiga 10㎎1錠

【効】①2型糖尿病．②1型糖尿病．③慢

性心不全．ただし，慢性心不全の標準

的な治療を受けている患者に限る

【用】（内）①②5㎎を1日1回．効果不十

分な場合10㎎を1日1回に増量可．③10

㎎を1日1回

……………………………………………

（テネリグリプチン臭化水素酸塩水和

物）Teneligliptin hydrobromide 

hydrate

テネリア錠20㎎
Tenelia 20㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】2型糖尿病

【用】（内）20㎎を1日1回．40㎎1日1回

まで増量可

……………………………………………

（トホグリフロジン水和物）Tofogli-

flozin hydrate

デベルザ錠20㎎（院外）
Deberza 20㎎1錠  〔興和〕

【効】2型糖尿病

【用】（内）20㎎を1日1回朝食前又は朝

食後

……………………………………………

（トレラグリプチンコハク酸塩）

Trelagliptin succinate

ザファテック錠100㎎（院外）
Zafatek 100㎎1錠  〔武田〕

【効】2型糖尿病

【用】（内）100㎎を1週間に1回

……………………………………………

（ナテグリニド）Nateglinide

スターシス錠30㎎（院外）
Starsis 30㎎1錠  〔アステラス〕

スターシス錠90㎎（院外）
Starsis 90㎎1錠

【効】2型糖尿病における食後血糖推移

の改善．但し，次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α-グルコシ

ダーゼ阻害剤を使用．③食事療法・運

動療法に加えてビグアナイド系薬剤を

使用．④食事療法・運動療法に加えて

チアゾリジン系薬剤を使用

【用】（内）1回90㎎を1日3回毎食直前．

1回量120㎎まで増量可

……………………………………………

（ピオグリタゾン塩酸塩）Piogli-

tazone hydrochloride

アクトス錠15（院外）
Actos 15㎎1錠  〔武田テバ〕

アクトス錠30（院外）
Actos 30㎎1錠

ピオグリタゾン錠15㎎「武田
テバ」あ 

Pioglitazone 15㎎1錠

〔先発品〕アクトス錠15

【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
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剤を使用している患者で十分な血糖コ

ントロールが得られない場合に限る）

【用】（内）1 回 100 ㎎ を 1 日 3 回， 食 直

前．1回50㎎より投与を開始し，忍容

性を確認したうえ1回100㎎へ増量も

可．年齢，症状に応じ適宜増減

……………………………………………

（アナグリプチン）Anagliptin

スイニー錠100㎎（院外）
Suiny 100㎎1錠  〔三和化学〕

【効】2型糖尿病

【用】（内）1回100㎎を1日2回朝夕．1回

量を200㎎まで増量可

……………………………………………

（アログリプチン安息香酸塩）

Alogliptin benzoate

ネシーナ錠6.25㎎（院外）
Nesina 6.25㎎1錠  〔武田〕

ネシーナ錠25㎎
Nesina 25㎎1錠

【効】2型糖尿病

【用】（内）25㎎を1日1回

……………………………………………

（イプラグリフロジンL－プロリン）

Ipragliflozin L-proline

スーグラ錠50㎎
Suglat 50㎎1錠  〔アステラス〕

【効】①2型糖尿病．②1型糖尿病

【用】（内）①イプラグリフロジンとし

て50㎎を1日1回朝食前又は朝食後．効

果不十分な場合には，経過を十分に観

察しながら100㎎1日1回まで増量可．

②インスリン製剤との併用において，

50㎎を1日1回朝食前又は朝食後に投

与．効果不十分な場合には，100㎎1日

1回まで増量可

……………………………………………

（エンパグリフロジン）Empagliflozin

ジャディアンス錠10㎎
Jardiance 10㎎1錠 

 〔日本ベーリンガー〕

ジャディアンス錠25㎎（院外）
Jardiance 25㎎1錠

【効】2型糖尿病

【用】（内）10㎎を1日1回朝食前又は朝

食後．効果不十分な場合，25㎎1日1回

に増量可

……………………………………………

（オマリグリプチン）Omarigliptin

マリゼブ錠12.5㎎（院外）
Marizev 12.5㎎1錠  〔キッセイ〕

マリゼブ錠25㎎（院外）
Marizev 25㎎1錠

【効】2型糖尿病

【用】（内）25㎎を1週間に1回

……………………………………………

（カナグリフロジン水和物）Cana-

gliflozin hydrate

カナグル錠100㎎
Canaglu 100㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】2型糖尿病

【用】（内）100㎎を1日1回朝食前又は朝

食後

……………………………………………

（サキサグリプチン水和物）Saxa-

gliptin hydrate

オングリザ錠2.5㎎（院外）
Onglyza 2.5㎎1錠  〔協和キリン〕

オングリザ錠5㎎（院外）
Onglyza 5㎎1錠

【効】2型糖尿病

【用】（内）5㎎を1日1回．状態に応じて

2.5㎎を1日1回投与可

……………………………………………

（シタグリプチンリン酸塩水和物）

Sitagliptin phosphate hydrate

グラクティブ錠50㎎（院外）
Glactiv 50㎎1錠  〔小野〕

グラクティブ錠100㎎（院外）
Glactiv 100㎎1錠

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分316



－319－

39

39．その他の代謝性医薬品

（ルセオグリフロジン水和物）

Luseogliflozin hydrate

ルセフィ錠2.5㎎（院外）
Lusefi 2.5㎎1錠  〔大正製薬〕

【効】2型糖尿病

【用】（内）2.5㎎を1日1回朝食前又は朝

食後．効果不十分な場合5㎎を1日1回

に増量可

……………………………………………

（レパグリニド）Repaglinide

シュアポスト錠0.25㎎ お
Surepost 0.25㎎1錠  〔大日本住友〕

シュアポスト錠0.5㎎（院外） お
Surepost 0.5㎎1錠

【効】2型糖尿病

【用】（内）1回0.25㎎より開始し，1日3

回毎食直前．維持用量は1回0.25～0.5

㎎，必要に応じて適宜増減．1回量を1

㎎まで増量可

……………………………………………

イニシンク配合錠（院外） お
Inisync 1錠  〔武田〕

1錠中：

アログリプチン 25㎎

（アログリプチン安息香酸塩として

34㎎）

メトホルミン塩酸塩 500㎎

【効】2型糖尿病．但し，アログリプチ

ン安息香酸塩及びメトホルミン塩酸塩

の併用による治療が適切と判断される

場合に限る

【用】（内）1日1回1錠を食直前又は食後

……………………………………………

エクメット配合錠LD（院外）
 お

EquMet LD 1錠  〔大日本住友〕

1錠中：

ビルダグリプチン 50㎎

メトホルミン塩酸塩 250㎎

エクメット配合錠HD（院外）
 お

EquMet HD 1錠

1錠中：

ビルダグリプチン 50㎎

メトホルミン塩酸塩 500㎎

【効】2型糖尿病．但し，ビルダグリプ

チン及びメトホルミン塩酸塩の併用に

よる治療が適切と判断される場合に限

る

【用】（内）1回1錠（ビルダグリプチン

/メトホルミン塩酸塩として50㎎/250

㎎又は50㎎/500㎎）を1日2回朝，夕

……………………………………………

カナリア配合錠（院外）
Canalia 1錠  〔第一三共〕

1錠中：

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和

物 31㎎

（テネリグリプチンとして20㎎）

カナグリフロジン水和物 102㎎

（カナグリフロジンとして100㎎）

【効】2型糖尿病．但し，テネリグリプ

チン臭化水素酸塩水和物及びカナグリ

フロジン水和物の併用による治療が適

切と判断される場合に限る

【用】（内）1日1回1錠を朝食前又は朝食

後

……………………………………………

グルベス配合OD錠（院外）
Glubes OD 1錠  〔キッセイ〕

1錠中：

ミチグリニドカルシウム水和物 10㎎

ボグリボース 0.2㎎

【効】2型糖尿病．但し，ミチグリニド

カルシウム水和物及びボグリボースの

併用による治療が適切と判断される場

合に限る

【用】（内）1回1錠を1日3回毎食直前

……………………………………………

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分319

－318－

39

39．その他の代謝性医薬品

法，運動療法に加えてα-グルコシ

ダ ー ゼ 阻 害 剤 を 使 用．（d） 食 事 療

法，運動療法に加えてビグアナイド系

薬剤を使用．②食事療法，運動療法に

加えてインスリン製剤を使用

【用】（内）①15～30㎎を1日1回朝食前

又は朝食後．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

……………………………………………

（ビルダグリプチン）Vildagliptin

エクア錠50㎎
Equa 50㎎1錠  〔大日本住友〕

【効】2型糖尿病

【用】（内）50㎎を1日2回朝，夕．状態

に応じて50㎎を1日1回朝も可

……………………………………………

（ボグリボース）Voglibose

ベイスンOD錠0.2（院外）
Basen OD 0.2㎎1錠  〔武田テバ〕

ベイスンOD錠0.3（院外）
Basen OD 0.3㎎1錠

ボグリボースOD錠0.2㎎「武田
テバ」あ 

Voglibose OD 0.2㎎1錠

〔先発品〕ベイスンOD錠0.2

ボグリボースOD錠0.3㎎「武田
テバ」あ 

Voglibose OD 0.3㎎1錠

〔先発品〕ベイスンOD錠0.3

【効】①糖尿病の食後過血糖の改善（但

し，食事療法・運動療法を行っている

患者で十分な効果が得られない場合，

又は食事療法・運動療法に加えて経口

血糖降下剤若しくはインスリン製剤を

使用している患者で十分な効果が得ら

れない場合に限る）．②耐糖能異常に

おける2型糖尿病の発症抑制（OD錠

0.2，OD錠0.2㎎のみ）（但し，食事療

法・運動療法を十分に行っても改善さ

れない場合に限る）

【用】（内）①1回0.2㎎を1日3回毎食直

前．1回量0.3㎎まで増量可．②1回0.2

㎎を1日3回毎食直前

……………………………………………

（ミグリトール）Miglitol

セイブル錠50㎎（院外）
Seibule 50㎎1錠  〔三和化学〕

ミグリトールOD錠50㎎「サワ
イ」あ 

Miglitol OD 50㎎1錠  〔沢井〕

〔先発品〕セイブルOD錠50㎎

【効】糖尿病の食後過血糖の改善（但

し，食事療法・運動療法を行っている

患者で十分な効果が得られない場合，

又は食事療法・運動療法に加えてスル

ホニルウレア剤，ビグアナイド系薬剤

若しくはインスリン製剤を使用してい

る患者で十分な効果が得られない場合

に限る）

【用】（内）1回50㎎を1日3回毎食直前．

1回量を75㎎まで増量可

……………………………………………

（ミチグリニドカルシウム水和物）

Mitiglinide calcium hydrate

グルファスト錠10㎎
Glufast 10㎎1錠  〔キッセイ〕

【効】2型糖尿病

【用】（内）1回10㎎を1日3回毎食直前．

患者の状態に応じて適宜増減

……………………………………………

（リナグリプチン）Linagliptin

トラゼンタ錠5㎎
Trazenta 5㎎1錠  〔日本ベーリンガー〕

【効】2型糖尿病

【用】（内）5㎎を1日1回

……………………………………………
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ン安息香酸塩及びピオグリタゾン塩酸

塩の併用による治療が適切と判断され

る場合に限る

【用】（内）1日1回1錠を朝食前又は朝食

後

……………………………………………

399．他に分類されない代謝性医
薬品

3992．アデノシン製剤
 

（アデノシン三リン酸二ナトリウム水

和物）Adenosine triphosphate 

disodium hydrate

アデホス－Lコーワ注20㎎
Adetphos-L 20㎎2mL1管  〔興和〕

【効】①次記疾患に伴う諸症状の改善：

頭部外傷後遺症．②心不全，筋ジスト

ロフィー症及びその類縁疾患，急性灰

白髄炎，脳性小児麻痺（弛緩型），進

行性脊髄性筋萎縮症及びその類似疾

患，調節性眼精疲労における調節機能

の安定化，耳鳴・難聴，消化管機能低

下のみられる慢性胃炎，慢性肝疾患に

おける肝機能の改善

【用】（注）静注の場合：1回5～40㎎を

1日1～2回，等張ないし高張ブドウ糖

注射液に溶解して，徐々に静注．点滴

静注の場合：1回40～80㎎を1日1回，

5%ブドウ糖注射液200～500mLに溶解

し，30～60分かけて点滴静注

……………………………………………

（アデノシン三リン酸二ナトリウム水

和物）Adenosine triphosphate 

disodium hydrate

アデホスコーワ顆粒10%
Adetphos 100㎎1g1包  〔興和〕

【効】①次記疾患に伴う諸症状の改善：

頭部外傷後遺症．心不全．調節性眼精

疲労における調節機能の安定化．消化

管機能低下のみられる慢性胃炎．②メ

ニエール病及び内耳障害に基づくめま

い

【用】（内）①1回40 ～ 60㎎を1日3回．

症状により適宜増減．②1回100㎎を1

日3回．症状により適宜増減

……………………………………………

3999．他に分類されないその他の
代謝性医薬品

 

（アザチオプリン）Azathioprine

イムラン錠50㎎
Imuran 50㎎1錠 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】次記の臓器移植における拒絶反応

の抑制：①腎移植，②肝移植，心移

植，肺移植．③ステロイド依存性のク

ローン病の寛解導入及び寛解維持並び

にステロイド依存性の潰瘍性大腸炎の

寛解維持．④治療抵抗性の次記リウマ

チ性疾患：全身性血管炎（顕微鏡的多

発血管炎，多発血管炎性肉芽腫症，結

節性多発動脈炎，好酸球性多発血管炎

性肉芽腫症，高安動脈炎等），全身性

エリテマトーデス（SLE），多発性筋

炎，皮膚筋炎，強皮症，混合性結合組

織病，及び難治性リウマチ性疾患．⑤

自己免疫性肝炎

【用】（内）次記量を1日量として投与

（成人及び小児）：①初期量：2～3㎎/

㎏， 維 持 量：0.5 ～ 1 ㎎/㎏． ② 初 期

量：2 ～ 3 ㎎/㎏， 維 持 量：1 ～ 2 ㎎/

㎏．③1～2㎎/㎏（成人には50～100

㎎）．④成人及び小児：1日量として1

～2㎎/㎏．症状により適宜増減．1日

量として3㎎/㎏まで

……………………………………………
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スージャヌ配合錠（院外）
Sujanu 1錠  〔MSD・アステラス製薬〕

1錠中：

シタグリプチンとして 50㎎

イプラグリフロジンとして 50㎎

【効】2型糖尿病．但し，シタグリプチ

ンリン酸塩水和物及びイプラグリフロ

ジン　L-プロリンの併用による治療

が適切と判断される場合に限る

【用】（内）1日1回1錠（シタグリプチン

/イプラグリフロジンとして50㎎/50

㎎）を朝食前又は朝食後

……………………………………………

ゾルトファイ配合注フレック
スタッチ（要時） お

Xultophy 300ドーズ1キット 

 〔ノボノルディスク〕

1筒中：

インスリン　デグルデク（遺伝子組

換え） 300単位（1800nmol）

リラグルチド（遺伝子組換え）

 10.8㎎

【効】インスリン療法が適応となる2型

糖尿病

【用】（注）初期は1日1回10ドーズ（イ

ンスリン　デグルデク/リラグルチド

として10単位/0.36㎎）を皮下注．患

者の状態に応じて適宜増減，1日50

ドーズ（インスリン　デグルデク/リ

ラグルチドとして50単位/1.8㎎）ま

で．注射時刻は原則として毎日一定と

する．本剤の用量単位である1ドーズ

には，インスリン　デグルデク1単位

及びリラグルチド0.036㎎が含まれる

……………………………………………

トラディアンス配合錠AP（院
外）

Tradiance 1錠  〔日本ベーリンガー〕

1錠中：

エンパグリフロジン 10㎎

リナグリプチン 5㎎

【効】2型糖尿病．但し，エンパグリフ

ロジン及びリナグリプチンの併用によ

る治療が適切と判断される場合に限る

【用】（内）1日1回1錠（エンパグリフロ

ジン/リナグリプチンとして10㎎/5

㎎）を朝食前又は朝食後

……………………………………………

トラディアンス配合錠BP（院
外）

Tradiance 1錠  〔日本ベーリンガー〕

1錠中：

エンパグリフロジン 25㎎

リナグリプチン 5㎎

【効】2型糖尿病．但し，エンパグリフ

ロジン及びリナグリプチンの併用によ

る治療が適切と判断される場合に限る

【用】（内）1日1回1錠（エンパグリフロ

ジン/リナグリプチンとして25㎎/5

㎎）を朝食前又は朝食後

……………………………………………

メトアナ配合錠HD（院外） お
Metoana 1錠  〔三和化学〕

1錠中：

アナグリプチン 100㎎

メトホルミン塩酸塩 500㎎

【効】2型糖尿病．ただし，アナグリプ

チン及びメトホルミン塩酸塩の併用に

よる治療が適切と判断される場合に限

る

【用】（内）1回1錠を1日2回朝夕

……………………………………………

リオベル配合錠LD（院外）
Liovel 1錠  〔武田〕

1錠中：

アログリプチン安息香酸塩 34㎎

（アログリプチンとして25㎎）

ピオグリタゾン塩酸塩 16.53㎎

（ピオグリタゾンとして15㎎）

【効】2型糖尿病．但し，アログリプチ
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な場合に限る）

【用】（注）①40㎎を2週に1回皮下注．

効果不十分な場合，1回80㎎まで．②

初回に160㎎を，初回投与2週間後に80

㎎を皮下注，初回投与4週間後以降

は，40㎎を毎週1回又は80㎎を2週に1

回，皮下注．③初回に160㎎を，初回

投与2週間後に80㎎を皮下注．初回投

与4週間後以降は，40㎎を毎週1回，皮

下注．④初回に80㎎を皮下注，以後2

週に1回，40㎎を皮下注．効果不十分

な場合，1回80㎎まで．⑤40㎎を2週に

1回，皮下注．効果不十分な場合，1回

80㎎まで．⑥⑨初回に160㎎を，初回

投与2週間後に80㎎を皮下注．初回投

与4週間後以降は，40㎎を2週に1回，

皮下注．⑦初回に80㎎を，初回投与1

週間後に40㎎を皮下注．初回投与3週

間後以降は，40㎎を2週に1回，皮下

注．⑧初回に160㎎を，初回投与2週間

後に80㎎を皮下注．初回投与4週間後

以降は，40㎎を2週に1回，皮下注．効

果が減弱した場合には1回80㎎まで

……………………………………………

（アバタセプト（遺伝子組換え））

Abatacept (genetical recombination)

オレンシア点滴静注用
250㎎ おけ

Orencia 250㎎1瓶 

 〔ブリストル・マイヤーズ〕

【効】既存治療で効果不十分な次記疾

患：①関節リウマチ（関節の構造的損

傷の防止を含む）．②多関節に活動性

を有する若年性特発性関節炎

【用】（注）①次記の用量を1回の投与量

とし点滴静注．初回投与後，2週，4週

に投与し，以後4週間の間隔で投与．

体重60㎏未満：500㎎．体重60㎏以上

100㎏以下：750㎎．体重100㎏を超え

る：1g．②1回10㎎/㎏点滴静注．初

回投与後，2週，4週に投与，以後4週

間の間隔で投与．体重75㎏以上100㎏

以下の場合1回750㎎，体重100㎏を超

える場合は1回1g

……………………………………………

（アバタセプト（遺伝子組換え））

Abatacept (genetical recombination)

オレンシア皮下注125㎎オート
インジェクター 1mL おけ

Orencia 125㎎1mL1キット 

 〔ブリストル・マイヤーズ〕

オレンシア皮下注125㎎シリン
ジ1mL（院外） おけ

Orencia 125㎎1mL1筒

【効】既存治療で効果不十分な関節リウ

マチ（関節の構造的損傷の防止を含

む）

【用】（注）投与初日に負荷投与として

アバタセプト（遺伝子組換え）点滴静

注用製剤の点滴静注を行った後，同日

中に本剤125㎎の皮下注を行い，その

後，本剤125㎎を週1回，皮下注．本剤

125㎎の週1回皮下注から開始すること

も可

……………………………………………

（アプレミラスト）Apremilast

オテズラ錠10㎎（院外） お
Otezla 10㎎1錠  〔アステラス〕

オテズラ錠20㎎（院外） お
Otezla 20㎎1錠

オテズラ錠30㎎（院外） お
Otezla 30㎎1錠

【効】局所療法で効果不十分な尋常性乾

癬，関節症性乾癬，局所療法で効果不

十分なベーチェット病による口腔潰瘍

【用】（内）1日目：朝10㎎．2日目：朝

夕10㎎．3日目：朝10㎎，夕20㎎．4日

目：朝夕20㎎．5日目：朝20㎎，夕30

㎎．6日目以降1回30㎎を1日2回，朝夕

……………………………………………
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（アダリムマブ（遺伝子組換え））

Adalimumab (genetical recombina-

tion)

ヒュミラ皮下注20㎎シリンジ
0.2mL（要時） おけ

Humira 20㎎0.2mL1筒  〔エーザイ〕

【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)

ヒュミラ皮下注40㎎シリンジ
0.4mL（院外） おけ

Humira 40㎎0.4mL1筒  〔エーザイ〕

ヒュミラ皮下注40㎎ペン
0.4mL おけ

Humira 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）．②化膿性汗腺炎．

③壊疽性膿皮症．既存治療で効果不十

分な次記疾患（④～⑧）：④尋常性乾

癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬，⑤強

直性脊椎炎，⑥多関節に活動性を有す

る若年性特発性関節炎，⑦腸管型ベー

チェット病，⑧非感染性の中間部，後

部又は汎ぶどう膜炎．⑨中等症又は重

症の活動期にあるクローン病の寛解導

入及び維持療法（既存治療で効果不十

分な場合に限る）．⑩中等症又は重症

の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効

果不十分な場合に限る）

【用】（注）①40㎎を2週に1回皮下注．

効果不十分な場合，1回80㎎まで．②

初回に160㎎を，初回投与2週間後に80

㎎を皮下注，初回投与4週間後以降

は，40㎎を毎週1回又は80㎎を2週に1

回，皮下注．③初回に160㎎を，初回

投与2週間後に80㎎を皮下注．初回投

与4週間後以降は，40㎎を毎週1回，皮

下注．④初回に80㎎を皮下注，以後2

週に1回，40㎎を皮下注．効果不十分

な場合，1回80㎎まで．⑤40㎎を2週に

1回，皮下注．効果不十分な場合，1回

80㎎まで．⑥体重15㎏以上30㎏未満の

場合は20㎎を，体重30㎏以上の場合は

40㎎を2週に1回，皮下注．⑦⑩初回に

160㎎を，初回投与2週間後に80㎎を皮

下注．初回投与4週間後以降は，40㎎

を2週に1回，皮下注．⑧初回に80㎎

を，初回投与1週間後に40㎎を皮下

注．初回投与3週間後以降は，40㎎を2

週に1回，皮下注．⑨初回に160㎎を，

初回投与2週間後に80㎎を皮下注．初

回投与4週間後以降は，40㎎を2週に1

回，皮下注．効果が減弱した場合には

1回80㎎まで

……………………………………………

（アダリムマブ（遺伝子組換え））

Adalimumab (genetical recombina-

tion)

ヒュミラ皮下注80㎎ペン
0.8mL おけ

Humira 80㎎0.8mL1キット  〔エーザイ〕

【効】①関節リウマチ（関節の構造的損

傷の防止を含む）．②化膿性汗腺炎．

③壊疽性膿皮症．既存治療で効果不十

分な次記疾患（④～⑦）：④尋常性乾

癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬，⑤強

直性脊椎炎，⑥腸管型ベーチェット

病，⑦非感染性の中間部，後部又は汎

ぶどう膜炎．⑧中等症又は重症の活動

期にあるクローン病の寛解導入及び維

持療法（既存治療で効果不十分な場合

に限る）．⑨中等症又は重症の潰瘍性

大腸炎の治療（既存治療で効果不十分
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下：260㎎，体重55㎏を超える85㎏以

下：390㎎，体重85㎏を超える：520㎎

……………………………………………

（ウステキヌマブ（遺伝子組換え））

Ustekinumab (genetical recombina-

tion)

ステラーラ皮下注45㎎シリン
ジ おけ

Stelara 45㎎0.5mL1筒  〔田辺三菱〕

【効】既存治療で効果不十分な次記疾

患：尋常性乾癬，関節症性乾癬，中等

症から重症の活動期クローン病の維持

療法（既存治療で効果不十分な場合に

限る），中等症から重症の潰瘍性大腸

炎の維持療法（既存治療で効果不十分

な場合に限る）

【用】（注）尋常性乾癬及び関節症性乾

癬：1回45㎎を皮下注．初回投与及び

その4週後に投与し，以降12週間隔で

投与．効果不十分な場合には1回90㎎

を投与可．クローン病・潰瘍性大腸

炎：ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

の点滴静注製剤を投与8週後，90㎎を

皮下注，以降は12週間隔で90㎎を投

与．効果が減弱した場合，投与間隔を

8週間に短縮できる

……………………………………………

（ウパダシチニブ水和物）Upadaci-

tinib hydrate

リンヴォック錠7.5㎎（院外） お
Rinvoq 7.5㎎1錠  〔アッヴィ〕

リンヴォック錠15㎎（院外） お
Rinvoq 15㎎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）15㎎を1日1回．患者の状態

に応じて7.5㎎を1日1回投与すること

ができる

……………………………………………

（ウリナスタチン）Ulinastatin

ミラクリッド注射液5万単位 け
Miraclid 50,000単位1mL1管  〔持田〕

【効】①急性膵炎（外傷性，術後及び

ERCP後の急性膵炎を含む）．慢性再

発性膵炎の急性増悪期．②急性循環不

全（出血性ショック，細菌性ショッ

ク，外傷性ショック，熱傷性ショッ

ク）

【用】（注）①初期1回2.5万～5万単位を

500mLの輸液で希釈し，1回1 ～ 2時間

かけて1日1～3回点滴静注．以後は症

状の消退に応じ減量．年齢，症状によ

り適宜増減．②1回10万単位を500mLの

輸液で希釈し，1回1～2時間かけて1

日1～3回点滴静注，又は1回10万単位

を1日1～3回緩徐に静注．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

（エタネルセプト（遺伝子組換え））

Etanercept (genetical recombina-

tion)

エタネルセプトBS皮下注10㎎
シリンジ1.0mL「TY」（要時）
あ おけ

Etanercept BS 10㎎1mL1筒  〔帝人〕

エタネルセプトBS皮下注25㎎
シリンジ0.5mL「TY」（院外）
あ おけ

Etanercept BS 25㎎0.5mL1筒

【効】既存治療で効果不十分な次記疾

患：①関節リウマチ（関節の構造的損

傷の防止を含む），②多関節に活動性

を有する若年性特発性関節炎

【用】（注）①10～25㎎を1日1回，週に

2回，又は25～50㎎を1日1回，週に1

回，皮下注．②小児には0.2～0.4㎎/

㎏を1日1回，週に2回，皮下注．（小児

の1回投与量は成人の標準用量（1回25

㎎）を上限とする）
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（アレンドロン酸ナトリウム水和物）

Alendronate sodium hydrate

フォサマック錠35㎎ お
Fosamac 35㎎1錠  〔MSD〕

ボナロン錠35㎎（院外） お
Bonalon 35㎎1錠  〔帝人〕

ボナロン経口ゼリー 35㎎（院
外） お

Bonalon 35㎎2g1包

【効】骨粗鬆症

【用】（内）35㎎を1週間に1回，朝起床

時に水約180mLとともに．服用後少な

くとも30分は横にならず，飲食（水を

除く）並びに他の薬剤の経口摂取も避

ける

……………………………………………

（アレンドロン酸ナトリウム水和物）

Alendronate sodium hydrate

ボナロン点滴静注バッグ
900μg お

Bonalon 900μg100mL1袋  〔帝人〕

【効】骨粗鬆症

【用】（注）4週に1回900μgを30分以上

かけて点滴静注

……………………………………………

（イキセキズマブ（遺伝子組換え））

Ixekizumab (genetical recombina-

tion)

トルツ皮下注80㎎オートイン
ジェクター（要時） おけ

Taltz 80㎎1mL1キット 

 〔日本イーライリリー〕

【効】既存治療で効果不十分な次記疾

患：①尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿

疱性乾癬，乾癬性紅皮症．②強直性脊

椎炎，X線基準を満たさない体軸性脊

椎関節炎

【用】（注）①初回に160㎎，2週後から

12週後までは1回80㎎を2週間隔，以降

は1回80㎎を4週間隔で皮下注．12週時

点で効果不十分な場合には，1回80㎎

を2週間隔で皮下注できる．②1回80㎎

を4週間隔で皮下注

……………………………………………

（イグラチモド）Iguratimod

ケアラム錠25㎎ お
Careram 25㎎1錠  〔エーザイ〕

【効】関節リウマチ

【用】（内）1回25㎎を1日1回朝食後に4

週間以上投与し，それ以降，1回25㎎

を1日2回（朝食後，夕食後）に増量

……………………………………………

（イバンドロン酸ナトリウム水和物）

Ibandronate sodium hydrate

ボンビバ静注1㎎シリンジ お
Bonviva 1㎎1mL1筒  〔中外〕

【効】骨粗鬆症

【用】（注）イバンドロン酸として1㎎を

1か月に1回，静注

……………………………………………

（イプリフラボン）Ipriflavone

オステン錠200㎎（院外）
Osten 200㎎1錠  〔武田テバ〕

【効】骨粗鬆症における骨量減少の改善

【用】（内）1 回 200 ㎎ 1 日 3 回 食 後． 年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ウステキヌマブ（遺伝子組換え））

Ustekinumab (genetical recombina-

tion)

ステラーラ点滴静注130㎎（要
時） おけ

Stelara 130㎎26mL1瓶  〔田辺三菱〕

【効】中等症から重症の活動期クローン

病の導入療法（既存治療で効果不十分

な場合に限る），中等症から重症の潰

瘍性大腸炎の寛解導入療法（既存治療

で効果不十分な場合に限る）

【用】（注）導入療法の初回に，次記に

示す用量を単回点滴静注．体重55㎏以
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サーティカン錠0.5㎎（要時） お
Certican 0.5㎎1錠

【効】次記の臓器移植における拒絶反応

の抑制．①心移植，②腎移植，③肝移

植

【用】（内）①1.5㎎を，1日2回に分割．

開始用量は1日量として3㎎まで．患者

の状態やトラフ濃度によって適宜増

減．②1.5㎎を，1日2回に分割．患者

の状態やトラフ濃度によって適宜増

減．③2.0㎎を，1日2回に分割．患者

の状態やトラフ濃度によって適宜増

減．投与開始は移植後4週以降

……………………………………………

（エポエチンアルファ（遺伝子組換

え））Epoetin alfa (genetical recom-

bination)

エスポー皮下用24000シリンジ
 おけ

Espo 24,000国際単位0.5mL1筒 

 〔協和キリン〕

【効】①腎性貧血．②貯血量が800mL以

上で1週間以上の貯血期間を予定する

手術施行患者の自己血貯血

【用】（注） ① 投 与 初 期 は，1 回 6000I.

U.を週1回皮下注．貧血改善効果が得

られたら，維持量として，1回6000～

12000I.U.を2週に1回皮下注．小児に

は1回100I.U./㎏を週1回皮下注．貧血

改善効果の目標値は，ヘモグロビン濃

度 で 10g/dL（ ヘ マ ト ク リ ッ ト 値 で

30%）前後．患者の貧血症状の程度，

年齢等により適宜増減．②ヘモグロビ

ン濃度が13g/dL未満の患者には初回

採血1週間前から，ヘモグロビン濃度

が13 ～ 14g/dLの患者には初回採血後

より，1回24000I.U.を最終採血まで週

1回皮下注．初回採血は，800mL貯血の

場合は手術2週間前，1200mL貯血の場

合は手術3週間前を目安．患者のヘモ

グロビン濃度や予定貯血量等に応じて

投与回数や投与期間を適宜増減

……………………………………………

（エポエチンカッパ（遺伝子組換え））

Epoetin kappa (genetical recombina-

tion)

エポエチンアルファBS注750
「JCR」 おけ

Epoetin alfa BS 750国際単位0.5mL1瓶 

 〔キッセイ〕

エポエチンアルファBS注1500
シリンジ「JCR」（要時）
あ おけ

Epoetin alfa BS 1,500国際単位1mL1筒

エポエチンアルファBS注3000
シリンジ「JCR」あ おけ

Epoetin alfa BS 3,000国際単位1mL1筒

【効】①透析施行中の腎性貧血．②未熟

児貧血

【用】（注） ① 投 与 初 期 は，1 回 3000I.

U.を週3回，できるだけ緩徐に静注．

貧血改善効果が得られたら，維持量と

して，1回1500I.U.を週2～3回，ある

いは1回3000I.U.を週2回投与．貧血改

善効果の目標値はヘモグロビン濃度で

10g/dL（ヘマトクリット値で30%）前

後．貧血症状の程度，年齢等により適

宜増減するが，維持量での最高投与量

は，1回3000I.U.，週3回投与．②1回

200I.U./㎏を週2回皮下注．但し，未

熟児早期貧血期を脱し，ヘモグロビン

濃度が10g/dL（ヘマトクリット値で

30%）前後で臨床症状が安定したと考

えられる場合は投与を中止．貧血症状

の程度により適宜増減

……………………………………………
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……………………………………………

（エタネルセプト（遺伝子組換え））

Etanercept (genetical recombina-

tion)

エタネルセプトBS皮下注50㎎
ペン1.0mL「TY」あ おけ

Etanercept BS 50㎎1mL1キット 

 〔帝人〕

【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）10 ～ 25㎎を1日1回，週に2

回，又は25 ～ 50㎎を1日1回，週に1

回，皮下注

……………………………………………

（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㎎ペン
0.5mL（院外） おけ

Enbrel 25㎎0.5mL1キット 

 〔ファイザー〕

【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

……………………………………………

（エチドロン酸二ナトリウム）

Etidronate disodium

ダイドロネル錠200（院外） お
Didronel 200㎎1錠  〔大日本住友〕

【効】①骨粗鬆症．②次記状態における

初期及び進行期の異所性骨化の抑制：

脊髄損傷後，股関節形成術後．③骨

ページェット病

【用】（内）吸収をよくするため，服薬

前後2時間は食物の摂取を避ける．①

200㎎を1日1回（重症の場合400㎎）食

間．投与期間は2週間．再投与までの

期間は10～12週間とし，これを1クー

ルとし周期的間欠投与を行う．年齢，

症状により適宜増減．1日400㎎まで．

②800～1000㎎を1日1回食間．年齢，

症状により適宜増減．③200㎎を1日1

回食間．年齢，症状により適宜増減．

1日1000㎎まで

……………………………………………

（エテルカルセチド塩酸塩）Etelcalce-

tide hydrochloride

パーサビブ静注透析用2.5㎎ お
Parsabiv 2.5㎎2mL1瓶  〔小野〕

パーサビブ静注透析用5㎎ お
Parsabiv 5㎎2mL1瓶

【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

……………………………………………

（エパルレスタット）Epalrestat

キネダック錠50㎎
Kinedak 50㎎1錠  〔小野〕

【効】糖尿病性末梢神経障害に伴う自覚

症状（しびれ感，疼痛），振動覚異

常，心拍変動異常の改善（糖化ヘモグ

ロビンが高値を示す場合）

【用】（内）1回50㎎を1日3回毎食前．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（エベロリムス）Everolimus

サーティカン錠0.25㎎（要時）
 お

Certican 0.25㎎1錠  〔ノバルティス〕
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量：1回100μg又は150μgを4週に1回皮

下又は静注．（3）維持用量：貧血改善

効果が得られたら，1回25～250μgを4

週に1回皮下又は静注．いずれの場合

も貧血症状の程度，年齢等により適宜

増減．1回250μgまで

……………………………………………

（エボカルセト）Evocalcet

オルケディア錠1㎎ お
Orkedia 1㎎1錠  〔協和キリン〕

【効】①維持透析下の二次性副甲状腺機

能亢進症．②次記疾患における高カル

シウム血症：副甲状腺癌，副甲状腺摘

出術不能又は術後再発の原発性副甲状

腺機能亢進症

【用】（内）①1日1回1㎎を開始用量と

し，1日1回．患者の状態に応じて開始

用量として1日1回2㎎可能．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日1回1　～　8㎎の間で適宜用

量を調整し，効果不十分な場合には適

宜用量を調整し，1日1回12㎎まで．②

1回2㎎を開始用量とし，1日1回経口投

与．患者の血清カルシウム濃度に応じ

て開始用量として1回2㎎を1日2回経口

投与することができる．以後は，患者

の血清カルシウム濃度により投与量及

び投与回数を適宜増減するが，投与量

は1回6㎎まで，投与回数は1日4回まで

……………………………………………

（エボカルセト）Evocalcet

オルケディア錠2㎎（院外） お
Orkedia 2㎎1錠  〔協和キリン〕

【効】①維持透析下の二次性副甲状腺機

能亢進症．②次記疾患における高カル

シウム血症：副甲状腺癌，副甲状腺摘

出術不能又は術後再発の原発性副甲状

腺機能亢進症

【用】（内）①1回1㎎を開始用量とし，1

日1回．患者の状態に応じて開始用量

として1日1回2㎎可能．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日1回1～8㎎の間で適宜用量を

調整し，効果不十分な場合には適宜用

量を調整し，1日1回12㎎まで．②1回2

㎎を開始用量とし，1日1回経口投与．

患者の血清カルシウム濃度に応じて開

始用量として1回2㎎を1日2回経口投与

することができる．以後は，患者の血

清カルシウム濃度により投与量及び投

与回数を適宜増減するが，投与量は1

回6㎎まで，投与回数は1日4回まで

……………………………………………

（エルカトニン）Elcatonin

エルシトニン注40単位 お
Elcitonin 40エルカトニン単位1mL1管 

 〔旭化成〕

【効】①高カルシウム血症．②骨ペー

ジェット病

【用】（注）①1回40エルカトニン単位を

1日2回朝晩に筋注又は点滴静注．点滴

静注においては希釈後速やかに使用

し，1 ～ 2時間かけて注入．年齢およ

び血中カルシウムの変動により適宜増

減．②1回40エルカトニン単位を1日1

回筋注

……………………………………………

（L－グルタミン酸L－アルギニン）

L-arginine L-glutamate

アルギメート点滴静注10%
Argimate 20g200mL1袋  〔EA〕

【効】高アンモニア血症

【用】（注）1日2～20gを1～数回に分け

て点滴静注．年齢，症状により適宜増

減

……………………………………………
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（エポエチンベータ（遺伝子組換え））

Epoetin beta (genetical recombina-

tion)

エポジン注シリンジ6000 おけ
Epogin 6,000国際単位0.5mL1筒  〔中外〕

【効】①連続携行式腹膜灌流（CAPD）

施行中の腎性貧血．②透析導入前の腎

性貧血．③貯血量が800mL以上で1週間

以上の貯血期間を予定する手術施行患

者の自己血貯血

【用】（注）①皮下注：投与初期は，1回

6000I.U.を週1回．貧血改善効果が得

られた後は，維持量として，1回6000

～12000I.U.を2週に1回．小児：投与

初期は，1回50 ～ 100I.U./㎏を週1回

皮下注．貧血改善効果が得られた後

は， 維 持 量 と し て，1 回 100 ～ 200I.

U./㎏を2週に1回．いずれの場合も貧

血の程度等により適宜増減．貧血改善

効果の目標値はヘモグロビン濃度で

10g/dL（ヘマトクリット値で30%）前

後．②静注：投与初期は，1回6000I.

U.を週1回，できるだけ緩徐に．貧血

改善効果が得られた後は，維持量とし

て，患者の貧血の程度，年齢等によ

り，1週あたり6000I.U.以下の範囲で

適宜調整．皮下注：投与初期は，1回

6000I.U.を週1回．貧血改善効果が得

られた後は，維持量として，1回6000

～12000I.U.を2週に1回．小児：投与

初 期 は，1 回 50 ～ 100I.U./㎏ を 週 1

回．貧血改善効果が得られた後は，維

持量として，1回100～200I.U./㎏を2

週に1回．いずれの場合も貧血の程度

等により適宜増減．静注・皮下注とも

貧血改善効果の目標値はヘモグロビン

濃度で10g/dL（ヘマトクリット値で

30%）前後．③体重を考慮に入れヘモ

グロビン濃度が13 ～ 14g/dL以下の患

者を対象に，手術前の自己血貯血時期

に，1回6000I.U.を隔日週3回，できる

だけ緩徐に静注．投与期間は，予定貯

血 量 が 800mLの 場 合 は 術 前 2 週 間，

1200mLの場合は術前3週間を目安．自

己血採血日の投与は採血終了後に行

い，患者のヘモグロビン濃度や予定貯

血量等に応じて投与回数や投与期間を

適宜増減

……………………………………………

（エポエチンベータペゴル（遺伝子組

換え））Epoetin beta pegol (genetical 

recombination)

ミルセラ注シリンジ25μg おけ
Mircera 25μg0.3mL1筒  〔中外〕

ミルセラ注シリンジ50μg おけ
Mircera 50μg0.3mL1筒

ミルセラ注シリンジ100μg おけ
Mircera 100μg0.3mL1筒

ミルセラ注シリンジ150μg おけ
Mircera 150μg0.3mL1筒

ミルセラ注シリンジ250μg おけ
Mircera 250μg0.3mL1筒

【効】腎性貧血

【用】（注）〈血液透析患者〉（1）初回用

量：1回50μgを2週に1回静注．（2）エ

リスロポエチン（エポエチンアルファ

（遺伝子組換え），エポエチン　ベータ

（遺伝子組換え）等）製剤からの切替

え初回用量：1回100μg又は150μgを4

週に1回静注．（3）維持用量：貧血改

善効果が得られたら，1回25 ～ 250μg

を4週に1回静注．いずれの場合も貧血

症状の程度，年齢等により適宜増減．

1回250μgまで 

〈腹膜透析患者及び保存期慢性腎臓病

患者〉（1）初回用量：1回25μgを2週に

1回皮下又は静注．（2）エリスロポエ

チン（エポエチンアルファ（遺伝子組

換え），エポエチン　ベータ（遺伝子

組換え）等）製剤からの切替え初回用

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分328



－331－

39

39．その他の代謝性医薬品

（ガベキサートメシル酸塩）Gabexate 

mesilate

ガベキサートメシル酸塩注射
用100㎎「タカタ」あ お

Gabexate mesilate 100㎎1瓶  〔高田〕

〔先発品〕注射用エフオーワイ100

【効】①蛋白分解酵素（トリプシン，カ

リクレイン，プラスミン等）逸脱を伴

う次記諸疾患：急性膵炎，慢性再発性

膵炎の急性増悪期，術後の急性膵炎．

②汎発性血管内血液凝固症

【用】（注）①1回100㎎を5%ブドウ糖注

射液又はリンゲル液を用いて溶かし，

全量500mLとするか，もしくはあらか

じめ注射用水5mLを用いて溶かし，こ

の溶液を5%ブドウ糖注射液又はリン

ゲル液500mLに混和して，8mL/分以下

で点滴静注．初期投与量は1日量100

～ 300 ㎎（溶 解 液 500 ～ 1500mL） と

し，以後は症状の消退に応じ減量する

が，症状によっては同日中に更に100

～ 300㎎（溶解液500 ～ 1500mL）を追

加して，点滴静注できる．症状に応じ

適宜増減．②1日量20～39㎎/㎏の範

囲内で24時間かけて持続静注

……………………………………………

（ガベキサートメシル酸塩）Gabexate 

mesilate

ガベキサートメシル酸塩注射
用500㎎「タカタ」あ お

Gabexate mesilate 500㎎1瓶  〔高田〕

〔先発品〕注射用エフオーワイ500

【効】汎発性血管内血液凝固症

【用】（注）1日量20～39㎎/㎏の範囲内

で24時間かけて持続静注

……………………………………………

（カモスタットメシル酸塩）Camostat 

mesilate

フオイパン錠100㎎（院外）
Foipan 100㎎1錠  〔小野〕

カモスタットメシル酸塩錠
100㎎「日医工」あ 

Camostat mesilate 100㎎1錠  〔日医工〕

〔先発品〕フオイパン錠100㎎

【効】①慢性膵炎における急性症状の緩

解．②術後逆流性食道炎

【用】（内）①1日量600㎎を3回に分割．

症状により適宜増減．②1日量300㎎を

3回に分割し食後

……………………………………………

（グセルクマブ（遺伝子組換え））

Guselkumab (genetical recombina-

tion)

トレムフィア皮下注100㎎シリ
ンジ（要時） おけ

Tremfya 100㎎1mL1筒  〔大鵬〕

【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，掌蹠膿疱症

【用】（注）1回100㎎を初回，4週後，以

降8週間隔で皮下投与

……………………………………………

（グラチラマー酢酸塩）Glatiramer 

acetate

コパキソン皮下注20㎎シリン
ジ（要時）

Copaxone 20㎎1mL1筒  〔武田〕

【効】多発性硬化症の再発予防

【用】（注）20㎎を1日1回皮下注

……………………………………………

（ゴリムマブ（遺伝子組換え））

Golimumab (genetical recombina-

tion)

シンポニー皮下注50㎎オート
インジェクター おけ

Simponi 50㎎0.5mL1キット  〔田辺三菱〕

【効】①既存治療で効果不十分な関節リ

ウマチ（関節の構造的損傷の防止を含

む）．②中等症から重症の潰瘍性大腸

炎の改善及び維持療法（既存治療で効
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（エルトロンボパグオラミン）

Eltrombopag olamine

レボレード錠12.5㎎（要時） お
Revolade 12.5㎎1錠  〔ノバルティス〕

【効】①慢性特発性血小板減少性紫斑

病．②再生不良性貧血

【用】（内）①初回投与量12.5㎎を1日1

回，食事の前後2時間を避けて空腹時

に．血小板数，症状に応じて適宜増

減．1日50㎎まで．②抗胸腺細胞免疫

グロブリンで未治療の場合：抗胸腺細

胞免疫グロブリンとの併用において75

㎎を1日1回，食事の前後2時間を避け

て空腹時に．患者の状態に応じて適宜

減量．既存治療で効果不十分な場合：

初回投与量25㎎を1日1回，食事の前後

2時間を避けて空腹時に．患者の状態

に応じて適宜増減．1日100㎎まで

……………………………………………

（オザグレルナトリウム）Ozagrel 

sodium

オザグレルNa点滴静注80㎎
バッグ「テルモ」あ 

Ozagrel sodium 80㎎200mL1袋 

 〔テルモ〕

【効】①クモ膜下出血術後の脳血管攣縮

およびこれに伴う脳虚血症状の改善．

②脳血栓症（急性期）に伴う運動障害

の改善

【用】（注）①1日量80㎎を24時間かけて

持続静注．クモ膜下出血術後早期に開

始し，2週間持続投与することが望ま

しい．年齢，症状により適宜増減．②

1回量80㎎を2時間かけて1日朝夕2回の

持続静注を約2週間．年齢，症状によ

り適宜増減

……………………………………………

（カナキヌマブ（遺伝子組換え））

Canakinumab (genetical recombina-

tion)

イラリス皮下注射液150㎎（要
時） おけ

Ilaris 150㎎1mL1瓶  〔ノバルティス〕

【効】①次記のクリオピリン関連周期性

症候群：家族性寒冷自己炎症症候群，

マックル・ウェルズ症候群，新生児期

発症多臓器系炎症性疾患．②既存治療

で効果不十分な家族性地中海熱．③

TNF受容体関連周期性症候群．④高

IgD症候群（メバロン酸キナーゼ欠損

症）．⑤既存治療で効果不十分な全身

型若年性特発性関節炎

【用】（注）①体重40㎏以下：カナキヌ

マブ（遺伝子組換え）として1回2㎎/

㎏を8週毎に皮下注．1回最高用量は8

㎎/㎏，体重40㎏を超える：1回150㎎

を8週毎に皮下注．1回最高用量は600

㎎．最高用量まで増量し，8週以内に

再燃がみられた場合には，投与間隔を

4週間まで短縮可．症状に応じて1回投

与量の増減を検討する．②③体重40㎏

以下：カナキヌマブ（遺伝子組換え）

として1回2㎎/㎏．体重40㎏を超え

る：1回150㎎を，4週毎に皮下注．1回

最 高 用 量 は， 体 重 40 ㎏ 以 下：4 ㎎/

㎏，体重40㎏を超える：300㎎．④体

重40㎏以下：カナキヌマブ（遺伝子組

換え）として1回2㎎/㎏．体重40㎏を

超える：1回150㎎を，4週毎に皮下

注．1回最高用量は体重40㎏以下：6㎎

/㎏，体重40㎏を超える：450㎎．⑤1

回4㎎/㎏を，4週毎に皮下投与．1回

最高用量は300㎎

……………………………………………
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し，維持量は1日量5～10㎎/㎏．症状

により適宜増減．③移植1日前から1日

量10～15㎎/㎏を1日2回に分割．以後

徐々に減量し，維持量は1日量2～6㎎

/㎏．症状により適宜増減．④移植1

日前から1日量6～12㎎/㎏を1日1回又

は2回に分割．3～6か月間継続し，そ

の後徐々に減量し中止．⑤1日量5㎎/

㎏を1日1回又は2回に分割し投与を開

始．以後1か月毎に1日1～2㎎/㎏ずつ

減量又は増量し，維持量は1日量3～5

㎎/㎏．症状により適宜増減．⑥1日

量5㎎/㎏を2回に分割．効果がみられ

た場合は1か月毎に1日1㎎/㎏ずつ減

量し，維持量は1日量3㎎/㎏．症状に

より適宜増減．⑦1日量6㎎/㎏を1日2

回に分割．症状により適宜増減．罹病

期間が短い患者の方が良好な治療効果

が得られる可能性があることから，目

安として罹病期間が6か月未満の患者

を対象とすることが望ましい．⑧次記

の用量を1日2回に分割．症状により適

宜増減．（1）頻回再発型の症例：1日

量1.5㎎/㎏．小児：1日量2.5㎎/㎏．

（2）ステロイドに抵抗性を示す症例：

1日量3㎎/㎏．小児：1日量5㎎/㎏

……………………………………………

（シクロスポリン）Ciclosporin

サンディミュン点滴静注用
250㎎ お

Sandimmun 250㎎5mL1管 

 〔ノバルティス〕

【効】次の臓器移植における拒絶反応の

抑制：①腎移植，②肝移植，③心移

植・肺移植・膵移植，④小腸移植．⑤

骨髄移植における拒絶反応及び移植片

対宿主病の抑制

【用】（注）生食液又はブドウ糖注射液

で100倍に希釈して点滴静注．内服可

能となった後はできるだけ速やかに経

口投与に切り換える．①③⑤移植1日

前から1日量3～5㎎/㎏．②④移植1日

前から1日量4～6㎎/㎏

……………………………………………

（シクロスポリン）Ciclosporin

ネオーラル10㎎カプセル お
Neoral 10㎎1カプセル  〔ノバルティス〕

ネオーラル25㎎カプセル お
Neoral 25㎎1カプセル

ネオーラル50㎎カプセル お
Neoral 50㎎1カプセル

【効】次記の臓器移植における拒絶反応

の抑制：①腎移植，②肝移植，③心移

植・肺移植・膵移植，④小腸移植．⑤

骨髄移植における拒絶反応及び移植片

対宿主病の抑制．⑥ベーチェット病

（眼症状のある場合），及びその他の非

感染性ぶどう膜炎（既存治療で効果不

十分であり，視力低下のおそれのある

活動性の中間部又は後部の非感染性ぶ

どう膜炎に限る）．⑦尋常性乾癬（皮

疹が全身の30%以上に及ぶものあるい

は難治性の場合），膿疱性乾癬，乾癬

性紅皮症，関節症性乾癬．⑧再生不良

性貧血，赤芽球癆．⑨ネフローゼ症候

群（頻回再発型あるいはステロイドに

抵抗性を示す場合）．⑩全身型重症筋

無力症（胸腺摘出後の治療において，

ステロイド剤の投与が効果不十分，又

は副作用により困難な場合）．⑪アト

ピー性皮膚炎（既存治療で十分な効果

が得られない患者）

【用】（内）①移植1日前から1日量9 ～

12㎎/㎏を1日2回に分割し，以後1日2

㎎/㎏ずつ減量．維持量は1日量4～6

㎎/㎏を標準．症状により適宜増減．

②移植1日前から1日量14～16㎎/㎏を

1日2回に分割．以後徐々に減量し，維

持量は1日量5～10㎎/㎏を標準．症状

により適宜増減．③移植1日前から1日
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果不十分な場合に限る）

【用】（注）①メトトレキサートを併用

する場合：50㎎を4週に1回，皮下注，

状態に応じて1回100㎎を使用可．メト

トレキサートを併用しない場合：100

㎎を4週に1回，皮下注．②初回投与時

に200㎎，初回投与2週後に100㎎を皮

下注．初回投与6週目以降は100㎎を4

週に1回，皮下注

……………………………………………

（コンドリアーゼ）Condoliase

ヘルニコア椎間板注用1.25単位
（要時）

Hernicore 1.25単位1瓶  〔科研〕

【効】保存療法で十分な改善が得られな

い後縦靱帯下脱出型の腰椎椎間板ヘル

ニア

【用】（注）1.25単位を症状の原因であ

る高位の椎間板内に単回投与

……………………………………………

（サプロプテリン塩酸塩）Sapropterin 

hydrochloride

ビオプテン顆粒2.5%（院外）
Biopten 10㎎0.4g1包  〔第一三共〕

【効】①ジヒドロビオプテリン合成酵素

欠損，ジヒドロプテリジン還元酵素欠

損に基づく高フェニルアラニン血症

（異型高フェニルアラニン血症）にお

ける血清フェニルアラニン値の低下．

②テトラヒドロビオプテリン反応性

フェニルアラニン水酸化酵素欠損に基

づく高フェニルアラニン血症（テトラ

ヒドロビオプテリン反応性高フェニル

アラニン血症）における血清フェニル

アラニン値の低下

【用】（内）①1日2 ～ 5㎎/㎏を1 ～ 3回

に分割．血清フェニルアラニン値が正

常域に維持される用量をもって，有効

維持量とする．②1日10㎎/㎏（1 ～ 3

回に分割）から開始し，臨床症状等の

観察を行いながら，年齢に相応した血

清フェニルアラニン値の目標値に維持

される用量をもって，有効維持量とす

る

……………………………………………

（サリルマブ（遺伝子組換え））

Sarilumab (genetical recombination)

ケブザラ皮下注150㎎オートイ
ンジェクター おけ

Kevzara 150㎎1.14mL1キット  〔旭化成〕

ケブザラ皮下注200㎎オートイ
ンジェクター おけ

Kevzara 200㎎1.14mL1キット

【効】既存治療で効果不十分な関節リウ

マチ

【用】（注）1回200㎎を2週間隔で皮下

注．患者の状態により1回150㎎に減量

……………………………………………

（シクロスポリン）Ciclosporin

サンディミュン内用液10%（院
外） お

Sandimmun 100㎎1mL  〔ノバルティス〕

【効】次記の臓器移植における拒絶反応

の抑制：①腎移植，②肝移植，③心移

植，肺移植，膵移植．④骨髄移植にお

ける拒絶反応及び移植片対宿主病の抑

制．⑤ベーチェット病（眼症状のある

場合）．⑥尋常性乾癬（皮疹が全身の

30%以上に及ぶものあるいは難治性の

場合），膿疱性乾癬，乾癬性紅皮症，

関節症性乾癬．⑦再生不良性貧血（重

症），赤芽球癆．⑧ネフローゼ症候群

（頻回再発型あるいはステロイドに抵

抗性を示す場合）

【用】（内）①移植1日前から1日量9 ～

12㎎/㎏を1日1回又は2回に分割．以

後1日2㎎/㎏ずつ減量し，維持量は1

日量4 ～ 6㎎/㎏．症状により適宜増

減．②移植1日前から1日量14～16㎎/

㎏を1日2回に分割．以後徐々に減量
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切り換える．⑤移植1日前から1日量6

～12㎎/㎏を1日2回に分割し，3～6か

月間継続し，その後徐々に減量し中

止．⑥1日量5㎎/㎏を1日2回に分割開

始し，以後1か月毎に1日1～2㎎/㎏ず

つ減量又は増量．維持量は1日量3～5

㎎/㎏を標準．症状により適宜増減．

⑦1日量5㎎/㎏を2回に分割．効果が

みられた場合は1か月毎に1日1㎎/㎏

ずつ減量し，維持量は1日量3㎎/㎏を

標準．症状により適宜増減．⑧1日量6

㎎/㎏を1日2回に分割．症状により適

宜増減．罹病期間が短い患者の方が良

好な治療効果が得られる可能性がある

ことから，目安として罹病期間が6か

月未満の患者を対象とすることが望ま

しい．⑨次記の用量を1日2回に分割．

症状により適宜増減．1）頻回再発型

の症例：1日量1.5㎎/㎏．小児の場合

には1日量2.5㎎/㎏．2）ステロイドに

抵抗性を示す症例：1日量3㎎/㎏．小

児の場合には1日量5㎎/㎏．⑩1日量5

㎎/㎏を1日2回に分割．効果がみられ

た場合は徐々に減量し，維持量は3㎎

/㎏を標準．症状により適宜増減．⑪

1日量3㎎/㎏を1日2回に分割．症状に

より適宜増減．1日量5㎎/㎏まで．⑫

1日量5㎎/㎏を1日2回に分けて原則5

日間経口投与

……………………………………………

（シナカルセト塩酸塩）Cinacalcet 

hydrochloride

レグパラ錠25㎎
Regpara 25㎎1錠  〔協和キリン〕

【効】①維持透析下の二次性副甲状腺機

能亢進症．②次記疾患における高カル

シウム血症：副甲状腺癌，副甲状腺摘

出術不能又は術後再発の原発性副甲状

腺機能亢進症

【用】（内）①1日1回25㎎．以後は，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

日1回25 ～ 75㎎の間で用量を調整．

PTHの改善が認められない場合に

は，1回100㎎まで．増量を行う場合は

増量幅を25㎎とし，3週間以上の間隔

をあけて行う．②開始用量としては，

1回25㎎を1日2回．以後は，患者の血

清カルシウム濃度の十分な観察のも

と，1回25 ～ 75㎎の間で用量を調整

し，1日2回．増量を行う場合は1回の

増量幅を25㎎とし，2週間以上の間隔

をあけて行う．血清カルシウム濃度の

改善が認められない場合は，1回75㎎

を1日3回又は4回まで投与可

……………………………………………

（シベレスタットナトリウム水和物）

Sivelestat sodium hydrate

注射用エラスポール100
Elaspol 100㎎1瓶  〔丸石〕

【効】全身性炎症反応症候群に伴う急性

肺障害の改善

【用】（注）本剤を生食液に溶解した

後，1日量4.8㎎/㎏を250～500mLの輸

液で希釈し，24時間（0.2㎎/㎏/時）

かけて持続静注．投与期間は14日以内

……………………………………………

（ダプロデュスタット）Daprodustat

ダーブロック錠1㎎ お
Duvroq 1㎎1錠  〔協和キリン〕

ダーブロック錠2㎎（院外） お
Duvroq 2㎎1錠

ダーブロック錠4㎎ お
Duvroq 4㎎1錠

ダーブロック錠6㎎（院外） お
Duvroq 6㎎1錠

【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2㎎又は4㎎を開始用量とし，1
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量10～15㎎/㎏を1日2回に分割．以後

徐々に減量し，維持量は1日量2～6㎎

/㎏を標準．症状により適宜増減．④

1日量14～16㎎/㎏を1日2回に分割．

以後徐々に減量し，維持量は1日量5

～10㎎/㎏を標準．症状により適宜増

減．移植1日前からシクロスポリン注

射剤で投与を開始し，内服可能となっ

た後はできるだけ速やかに経口投与に

切り換える．⑤移植1日前から1日量6

～12㎎/㎏を1日2回に分割し，3～6か

月間継続し，その後徐々に減量し中

止．⑥1日量5㎎/㎏を1日2回に分割開

始し，以後1か月毎に1日1～2㎎/㎏ず

つ減量又は増量．維持量は1日量3～5

㎎/㎏を標準．症状により適宜増減．

⑦1日量5㎎/㎏を2回に分割．効果が

みられた場合は1か月毎に1日1㎎/㎏

ずつ減量し，維持量は1日量3㎎/㎏を

標準．症状により適宜増減．⑧1日量6

㎎/㎏を1日2回に分割．症状により適

宜増減．罹病期間が短い患者の方が良

好な治療効果が得られる可能性がある

ことから，目安として罹病期間が6か

月未満の患者を対象とすることが望ま

しい．⑨次記の用量を1日2回に分割．

症状により適宜増減．1）頻回再発型

の症例：1日量1.5㎎/㎏．小児の場合

には1日量2.5㎎/㎏．2）ステロイドに

抵抗性を示す症例：1日量3㎎/㎏．小

児の場合には1日量5㎎/㎏．⑩1日量5

㎎/㎏を1日2回に分割．効果がみられ

た場合は徐々に減量し，維持量は3㎎

/㎏を標準．症状により適宜増減．⑪

1日量3㎎/㎏を1日2回に分割．症状に

より適宜増減．1日量5㎎/㎏まで

……………………………………………

（シクロスポリン）Ciclosporin

ネオーラル内用液10% お
Neoral 100㎎1mL  〔ノバルティス〕

【効】次記の臓器移植における拒絶反応

の抑制：①腎移植，②肝移植，③心移

植・肺移植・膵移植，④小腸移植．⑤

骨髄移植における拒絶反応及び移植片

対宿主病の抑制．⑥ベーチェット病

（眼症状のある場合），及びその他の非

感染性ぶどう膜炎（既存治療で効果不

十分であり，視力低下のおそれのある

活動性の中間部又は後部の非感染性ぶ

どう膜炎に限る）．⑦尋常性乾癬（皮

疹が全身の30%以上に及ぶものあるい

は難治性の場合），膿疱性乾癬，乾癬

性紅皮症，関節症性乾癬．⑧再生不良

性貧血，赤芽球癆．⑨ネフローゼ症候

群（頻回再発型あるいはステロイドに

抵抗性を示す場合）．⑩全身型重症筋

無力症（胸腺摘出後の治療において，

ステロイド剤の投与が効果不十分，又

は副作用により困難な場合）．⑪アト

ピー性皮膚炎（既存治療で十分な効果

が得られない患者）．⑫川崎病の急性

期（重症であり，冠動脈障害の発生の

危険がある場合）

【用】（内）①移植1日前から1日量9 ～

12㎎/㎏を1日2回に分割し，以後1日2

㎎/㎏ずつ減量．維持量は1日量4～6

㎎/㎏を標準．症状により適宜増減．

②移植1日前から1日量14～16㎎/㎏を

1日2回に分割．以後徐々に減量し，維

持量は1日量5～10㎎/㎏を標準．症状

により適宜増減．③移植1日前から1日

量10～15㎎/㎏を1日2回に分割．以後

徐々に減量し，維持量は1日量2～6㎎

/㎏を標準．症状により適宜増減．④

1日量14～16㎎/㎏を1日2回に分割．

以後徐々に減量し，維持量は1日量5

～10㎎/㎏を標準．症状により適宜増

減．移植1日前からシクロスポリン注

射剤で投与を開始し，内服可能となっ

た後はできるだけ速やかに経口投与に
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す場合に限る）（1）抗リウマチ薬等に

よる治療で全身の病勢がコントロール

できていても膝関節痛のある場合．

（2）全身の炎症症状がCRP値として

10㎎/dL以下の場合．（3）膝関節の症

状が軽症から中等症の場合．（4）膝関

節 のLarsen X線 分 類 がGradeIか ら

GradeIIIの場合

【用】（注）①1回25㎎を1週間ごとに連

続5回膝関節腔内又は肩関節（肩関節

腔，肩峰下滑液包又は上腕二頭筋長頭

腱腱鞘）内に投与．症状により投与回

数を適宜増減．②1回25㎎を1週間毎に

連続5回膝関節腔内に投与．関節内に

投与するので，厳重な無菌的操作のも

とに行うこと

……………………………………………

（精製ヒアルロン酸ナトリウム）

Purified sodium hyaluronate

スベニールディスポ関節注
25㎎

Suvenyl 25㎎2.5mL1筒  〔中外〕

【効】①変形性膝関節症．②肩関節周囲

炎．③関節リウマチにおける膝関節痛

（次記1）～4）の基準を全て満たす場

合に限る）．1）抗リウマチ薬等による

治療で全身の病勢がコントロールでき

ていても膝関節痛のある場合．2）全

身の炎症症状がCRP値として10㎎/dL

以下の場合．3）膝関節の症状が軽症

か ら 中 等 症 の 場 合．4） 膝 関 節 の

Larsen X線 分 類 がGradeIか らGra-

deIIIの場合

【用】（注）①1回25㎎を1週間毎に連続5

回膝関節腔内に投与．その後，症状の

維持を目的とする場合は，2 ～ 4週間

隔で．②1回25㎎を1週間毎に連続5回

肩関節（肩関節腔，肩峰下滑液包又は

上腕二頭筋長頭腱腱鞘）内に投与．③

1回25㎎を1週間毎に連続5回膝関節腔

内に投与

……………………………………………

（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150㎎ペ
ン（要時） おけ

Cosentyx 150㎎1mL1キット  〔マルホ〕

【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．

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

……………………………………………

（セルトリズマブペゴル（遺伝子組換

え））Certolizumab pegol (genetical 

recombination)

シムジア皮下注200㎎オートク
リックス お

Cimzia 200㎎1mL1キット 

 〔アステラス〕

【効】①関節リウマチ（関節の構造的損

傷の防止を含む）．②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）①1回400㎎を初回，2週後，

4週後に皮下注，以後1回200㎎を2週間

の間隔で皮下注．症状安定後には，1

回400㎎を4週間の間隔で皮下注可．②

1回400㎎を2週間の間隔で皮下注．症

状安定後には，1回200㎎を2週間の間

隔，又は1回400㎎を4週間の間隔で皮

下注可

……………………………………………

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分337

－336－

39

39．その他の代謝性医薬品

日1回．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日1回

24㎎まで．赤血球造血刺激因子製剤か

ら切り替える場合，1回4㎎を開始用量

とし，1日1回．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日1回24㎎まで．透析患者：1回4㎎を

開始用量とし，1日1回．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日1回24㎎まで

……………………………………………

（チルドラキズマブ（遺伝子組換え））

Tildrakizumab (genetical recombi-

nation)

イルミア皮下注100㎎シリンジ
 おけ

Ilumya 100㎎1mL1筒  〔サンファーマ〕

【効】既存治療で効果不十分な尋常性乾

癬

【用】（注）1回100㎎を初回，4週後，以

降12週間隔で皮下注

……………………………………………

（バダデュスタット）Vadadustat

バフセオ錠150㎎ お
Vafseo 150㎎1錠  〔田辺三菱〕

バフセオ錠300㎎ お
Vafseo 300㎎1錠

【効】腎性貧血

【用】（内）1回300㎎を開始用量とし，1

日1回．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日1回

600㎎まで

……………………………………………

（ブロスマブ（遺伝子組換え））

Burosumab (genetical recombina-

tion)

クリースビータ皮下注10㎎
（要時） おけ

Crysvita 10㎎1mL1瓶  〔協和キリン〕

クリースビータ皮下注20㎎
（要時） おけ

Crysvita 20㎎1mL1瓶

クリースビータ皮下注30㎎
（要時） おけ

Crysvita 30㎎1mL1瓶

【効】FGF23 関 連 低 リ ン 血 症 性 く る

病・骨軟化症

【用】（注）〈FGF23関連低リン血症性く

る病・骨軟化症（腫瘍性骨軟化症を除

く）〉成人：4週に1回1㎎/㎏を皮下

注．1回投与量は90㎎を超えない．血

清リン濃度，症状等に応じて適宜減

量．小児：2週に1回0.8㎎/㎏を皮下

注．最高用量は1回2㎎/㎏．1回投与

量は90㎎を超えない． 

〈腫瘍性骨軟化症〉4週に1回0.3㎎/㎏

を皮下注．血清リン濃度，症状等に応

じて適宜増減，最高用量は1回2㎎/㎏

……………………………………………

メーゼント錠0.25㎎（要時） お
Mayzent 0.25㎎1錠  〔ノバルティス〕

メーゼント錠2㎎（要時） お
Mayzent 2㎎1錠

【効】二次性進行型多発性硬化症の再発

予防及び身体的障害の進行抑制

【用】（内）1日0.25㎎から開始し，2日

目に0.25㎎，3日目に0.5㎎，4日目に

0.75㎎，5日目に1.25㎎，6日目に2㎎

を1日1回朝，7日目以降は維持用量で

ある2㎎を1日1回，患者の状態により

適宜減量

……………………………………………

（精製ヒアルロン酸ナトリウム）

Purified sodium hyaluronate

アルツディスポ関節注25㎎
Artz 25㎎2.5mL1筒  〔科研〕

【効】①変形性膝関節症，肩関節周囲

炎．②関節リウマチにおける膝関節痛

（次記（1）～（4）の基準を全て満た
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【用】（内）①移植2日前より1回0.15㎎/

㎏1日2回，術後初期には1回0.15㎎/㎏

1日2回，以後，徐々に減量，維持量1

回0.06㎎/㎏1日2回．症状に応じて適

宜増減．②初期1回0.15㎎/㎏1日2回，

以後，徐々に減量，維持量1日0.10㎎/

㎏．症状に応じて適宜増減．③初期1

回0.03～0.15㎎/㎏1日2回．拒絶反応

発現後に投与開始する場合，1回0.075

～0.15㎎/㎏1日2回．以後，症状に応

じて適宜増減．安定した状態が得られ

た後には，徐々に減量，有効最小量で

維持．④初期1回0.05～0.15㎎/㎏1日2

回．症状に応じて適宜増減．安定した

状態が得られた後には，徐々に減量，

有効最小量で維持．⑤⑥初期1回0.15

㎎/㎏1日2回．以後，徐々に減量，有

効最少量で維持．⑦移植1日前より1回

0.06㎎/㎏1日2回，移植初期には1回

0.06㎎/㎏1日2回，以後，徐々に減

量．移植片対宿主病発現後に投与開始

する場合には1回0.15㎎/㎏1日2回．症

状に応じて適宜増減．⑧3㎎を1日1回

夕食後．⑨3㎎を1日1回夕食後．高齢

者は1.5㎎を1日1回夕食後から開始

し，症状により3㎎まで増量可．⑩3㎎

を1日1回夕食後．⑪初期には1回0.025

㎎/㎏，1 日 2 回 朝 夕 食 後． 以 後 2 週

間，目標血中トラフ値を10 ～ 15ng/

mLとして調節．2週以降は，目標トラ

フ値を5～10ng/mLとして調節．⑫初

期には1回0.0375㎎/㎏を1日2回朝食後

及び夕食後．以後，目標血中トラフ濃

度を5～10ng/mLとし，血中トラフ濃

度をモニタリングしながら投与量を調

節

……………………………………………

（タクロリムス水和物）Tacrolimus 

hydrate

プログラフ注射液2㎎ お
Prograf 2㎎0.4mL1管  〔アステラス〕

【効】次の臓器移植における拒絶反応の

抑制：①腎移植．②肝移植．③心移

植．④肺移植．⑤膵移植．⑥小腸移

植．⑦骨髄移植における拒絶反応及び

移植片対宿主病の抑制

【用】（注）生食液又はブドウ糖注射液

で希釈し，24時間かけて点滴静注．内

服可能となった後はできるだけ速やか

に経口投与に切りかえる．①②⑤⑥1

回0.10㎎/㎏．③④1回0.05㎎/㎏．⑦

移植1日前より1回0.03㎎/㎏．移植片

対宿主病発現後に投与開始する場合に

は1回0.10㎎/㎏

……………………………………………

（ダルベポエチンアルファ（遺伝子組

換え））Darbepoetin alfa (genetical 

recombination)

ダルベポエチンアルファ注
10μgシリンジ「KKF」あ おけ

Darbepoetin alfa 10μg0.5mL1筒 

 〔協和キリンフロンティア〕

〔先発品〕ネスプ注射液10μgプラシリ

ンジ

ダルベポエチンアルファ注
20μgシリンジ「KKF」あ おけ

Darbepoetin alfa 20μg0.5mL1筒

〔先発品〕ネスプ注射液20μgプラシリ

ンジ

ダルベポエチンアルファ注
40μgシリンジ「KKF」あ おけ

Darbepoetin alfa 40μg0.5mL1筒

〔先発品〕ネスプ注射液40μgプラシリ

ンジ

ダルベポエチンアルファ注
60μgシリンジ「KKF」あ おけ

Darbepoetin alfa 60μg0.5mL1筒
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（ゾレドロン酸水和物）Zoledronic 

acid hydrate

ゾレドロン酸点滴静注4㎎/5mL
「NK」あ お

Zoledronic acid 4㎎5mL1瓶  〔日本化薬〕

〔先発品〕ゾメタ点滴静注4㎎/5mL

【効】①悪性腫瘍による高カルシウム血

症．②多発性骨髄腫による骨病変及び

固形癌骨転移による骨病変

【用】（注）①4㎎を生食液又はブドウ糖

注射液（5%）100mLに希釈し，15分以

上かけて点滴静注．再投与が必要な場

合，初回投与による反応を確認するた

めに少なくとも1週間の投与間隔をお

く．②4㎎を生食液又はブドウ糖注射

液（5%）100mLに希釈し，15分以上か

けて3～4週間間隔で点滴静注

……………………………………………

（ゾレドロン酸水和物）Zoledronic 

acid hydrate

リクラスト点滴静注液5㎎ お
Reclast 5㎎100mL1瓶  〔旭化成〕

【効】骨粗鬆症

【用】（注）1年に1回ゾレドロン酸とし

て5㎎を15分以上かけて点滴静注

……………………………………………

（タクロリムス水和物）Tacrolimus 

hydrate

グラセプターカプセル0.5㎎ お
Graceptor 0.5㎎1カプセル 

 〔アステラス〕

グラセプターカプセル1㎎ お
Graceptor 1㎎1カプセル

グラセプターカプセル5㎎ お
Graceptor 5㎎1カプセル

【効】①次の臓器移植における拒絶反応

の抑制（腎移植，肝移植，心移植，肺

移植，膵移植，小腸移植）．②骨髄移

植における拒絶反応及び移植片対宿主

病の抑制

【用】（内）腎移植：移植2日前より0.15

～0.20㎎/㎏を1日1回朝．以後，症状

に応じて適宜増減．肝移植：術後初期

には0.10～0.15㎎/㎏を1日1回朝．以

後，症状に応じて適宜増減．プログラ

フ経口製剤から切り換える場合（①

②）：同一1日用量を1日1回朝．なお，

本剤の経口投与時の吸収は一定してお

らず，患者により個人差があるので，

血中濃度の高い場合の副作用並びに血

中濃度が低い場合の拒絶反応及び移植

片対宿主病の発現を防ぐため，患者の

状況に応じて血中濃度を測定し，トラ

フレベル（trough level）の血中濃度

を参考にして投与量を調節すること．

特に移植直後あるいは投与開始直後は

頻回に血中濃度測定を行うこと．な

お，血中トラフ濃度が20ng/mLを超え

る期間が長い場合，副作用が発現しや

すくなるので注意すること

……………………………………………

（タクロリムス水和物）Tacrolimus 

hydrate

プログラフカプセル0.5㎎ お
Prograf 0.5㎎1カプセル  〔アステラス〕

プログラフカプセル1㎎ お
Prograf 1㎎1カプセル

【効】次の臓器移植における拒絶反応の

抑制：①腎移植．②肝移植．③心移

植．④肺移植．⑤膵移植．⑥小腸移

植．⑦骨髄移植における拒絶反応及び

移植片対宿主病の抑制．⑧重症筋無力

症．⑨関節リウマチ（既存治療で効果

不十分な場合に限る）．⑩ループス腎

炎（ステロイド剤投与が効果不十分，

又は副作用により困難な場合）．⑪難

治性（ステロイド抵抗性，ステロイド

依存性）の活動期潰瘍性大腸炎（中等

症～重症に限る）．⑫多発性筋炎・皮

膚筋炎に合併する間質性肺炎

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分338



－341－

39

39．その他の代謝性医薬品

の切替え初回用量：週1回15～60μgを

静注． 

維持用量：貧血改善効果が得られた

ら，週1回15 ～ 60μgを静注．週1回投

与で貧血改善が維持されている場合に

は，その時点での1回の投与量の2倍量

を開始用量として，2週に1回投与に変

更し，2週に1回30～120μgを静注可．

小児：貧血改善効果が得られたら，週

1回5～60μgを静注．週1回投与で貧血

改善が維持されている場合には，その

時点での1回の投与量の2倍量を開始用

量として，2週に1回投与に変更し，2

週に1回10 ～ 120μgを静注可．いずれ

の場合も貧血症状の程度，年齢等によ

り適宜増減．1回180μgまで． 

〈腹膜透析患者及び保存期慢性腎臓病

患者〉初回用量：2週に1回30μgを皮

下注又は静注．小児：2週に1回0.5μg/

㎏（最高30μg）を皮下注又は静注． 

エリスロポエチン〔エポエチン　アル

ファ（遺伝子組換え），エポエチン　

ベータ（遺伝子組換え）等〕製剤から

の切替え初回用量：2週に1回30～120

μgを皮下注又は静注．小児：2週に1

回10～60μgを皮下注又は静注． 

維持用量：貧血改善効果が得られた

ら，2週に1回30～120μgを皮下注又は

静注．2週に1回投与で貧血改善が維持

されている場合には，その時点での1

回の投与量の2倍量を開始用量とし

て，4週に1回投与に変更し，4週に1回

60 ～ 180μgを皮下注又は静注可．小

児：貧血改善効果が得られたら，2週

に1回5 ～ 120μgを皮下注又は静注．2

週に1回投与で貧血改善が維持されて

いる場合には，その時点での1回の投

与量の2倍量を開始用量として，4週に

1回投与に変更し，4週に1回10 ～ 180

μgを皮下注又は静注可．いずれの場

合も貧血症状の程度，年齢等により適

宜増減．1回180μgまで②週1回240μg

を皮下投与

……………………………………………

（デノスマブ（遺伝子組換え））

Denosumab (genetical recombina-

tion)

プラリア皮下注60㎎シリンジ
 おけ

Pralia 60㎎1mL1筒  〔第一三共〕

【効】①骨粗鬆症．②関節リウマチに伴

う骨びらんの進行抑制

【用】（注）①60㎎を6か月に1回，皮下

注．②60㎎を6か月に1回，皮下注．6

か月に1回の投与においても，骨びら

んの進行が認められる場合には，3か

月に1回，皮下注

……………………………………………

（デノスマブ（遺伝子組換え））

Denosumab (genetical recombina-

tion)

ランマーク皮下注120㎎ おけ
Ranmark 120㎎1.7mL1瓶  〔第一三共〕

【効】①多発性骨髄腫による骨病変及び

固形癌骨転移による骨病変．②骨巨細

胞腫

【用】（注）①120㎎を4週間に1回，皮下

注．②120㎎を第1日，第8日，第15

日，第29日，その後は4週間に1回，皮

下注

……………………………………………

（トファシチニブクエン酸塩）

Tofacitinib citrate

ゼルヤンツ錠5㎎ お
Xeljanz 5㎎1錠  〔武田〕

【効】①既存治療で効果不十分な関節リ

ウマチ．②中等症から重症の潰瘍性大

腸炎の寛解導入及び維持療法（既存治

療で効果不十分な場合に限る）

【用】（内）①1回5㎎を1日2回．②導入

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分341

－340－

39

39．その他の代謝性医薬品

〔先発品〕ネスプ注射液60μgプラシリ

ンジ

ダルベポエチンアルファ注
120μgシリンジ「KKF」あ おけ

Darbepoetin alfa 120μg0.5mL1筒

〔先発品〕ネスプ注射液120μgプラシリ

ンジ

ダルベポエチンアルファ注
180μgシリンジ「KKF」あ おけ

Darbepoetin alfa 180μg0.5mL1筒

〔先発品〕ネスプ注射液180μgプラシリ

ンジ

【効】腎性貧血

【用】（注）①〈血液透析患者〉初回用

量：週1回20μgを静注．小児：週1回

0.33μg/㎏（最高20μg）を静注． 

エリスロポエチン〔エポエチン　アル

ファ（遺伝子組換え），エポエチン　

ベータ（遺伝子組換え）等〕製剤から

の切替え初回用量：週1回15～60μgを

静注． 

維持用量：貧血改善効果が得られた

ら，週1回15 ～ 60μgを静注．週1回投

与で貧血改善が維持されている場合に

は，その時点での1回の投与量の2倍量

を開始用量として，2週に1回投与に変

更し，2週に1回30～120μgを静注可．

小児：貧血改善効果が得られたら，週

1回5～60μgを静注．週1回投与で貧血

改善が維持されている場合には，その

時点での1回の投与量の2倍量を開始用

量として，2週に1回投与に変更し，2

週に1回10 ～ 120μgを静注可．いずれ

の場合も貧血症状の程度，年齢等によ

り適宜増減するが，1回180μgまで． 

〈腹膜透析患者及び保存期慢性腎臓病

患者〉初回用量：2週に1回30μgを皮

下注又は静注．小児：2週に1回0.5μg/

㎏（最高30μg）を皮下注又は静注． 

エリスロポエチン〔エポエチン　アル

ファ（遺伝子組換え），エポエチン　

ベータ（遺伝子組換え）等〕製剤から

の切替え初回用量：2週に1回30～120

μgを皮下注又は静注．小児：2週に1

回10～60μgを皮下注又は静注． 

維持用量：貧血改善効果が得られた

ら，2週に1回30～120μgを皮下注又は

静注．2週に1回投与で貧血改善が維持

されている場合には，その時点での1

回の投与量の2倍量を開始用量とし

て，4週に1回投与に変更し，4週に1回

60 ～ 180μgを皮下注又は静注可．小

児：貧血改善効果が得られたら，2週

に1回5 ～ 120μgを皮下注又は静注．2

週に1回投与で貧血改善が維持されて

いる場合には，その時点での1回の投

与量の2倍量を開始用量として，4週に

1回投与に変更し，4週に1回10 ～ 180

μgを皮下注又は静注可．いずれの場

合も貧血症状の程度，年齢等により適

宜増減するが，1回180μgまで．②週1

回240μgを皮下投与

……………………………………………

（ダルベポエチンアルファ（遺伝子組

換え））Darbepoetin alfa (genetical 

recombination)

ネスプ注射液120μgプラシリン
ジ（血液内科） おけ

Nesp 120μg0.5mL1筒  〔協和キリン〕

ネスプ注射液180μgプラシリン
ジ（血液内科） おけ

Nesp 180μg0.5mL1筒

【効】①腎性貧血②骨髄異形成症候群に

伴う貧血

【用】（注）①〈血液透析患者〉初回用

量：週1回20μgを静注．小児：週1回

0.33μg/㎏（最高20μg）を静注． 

エリスロポエチン〔エポエチン　アル

ファ（遺伝子組換え），エポエチン　

ベータ（遺伝子組換え）等〕製剤から
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……………………………………………

（バリシチニブ）Baricitinib

オルミエント錠2㎎（院外） お
Olumiant 2㎎1錠 

 〔日本イーライリリー〕

オルミエント錠4㎎（院外） お
Olumiant 4㎎1錠

【効】既存治療で効果不十分な関節リウ

マチ

【用】（内）1回4㎎を1日1回．患者の状

態に応じて2㎎に減量

……………………………………………

（ヒドロキシクロロキン硫酸塩）

Hydroxychloroquine sulfate

プラケニル錠200㎎ え
Plaqueni 200㎎1錠  〔サノフィ〕

【効】皮膚エリテマトーデス，全身性エ

リテマトーデス

【用】（内）200㎎又は400㎎を1日1回食

後．但し，1日の投与量はブローカ式

桂変法により求められる以下の理想体

重に基づく用量とする．女性患者の理

想 体 重（㎏） ＝（身 長（㎝） － 100）

×0.85，男性患者の理想体重（㎏）＝

（身長（㎝）－100）×0.9．理想体重

が31㎏以上46㎏未満：1日1回1錠（200

㎎），46㎏以上62㎏未満：1日1回1錠

（200㎎）と1日1回2錠（400㎎）を1日

おきに，62㎏以上：1日1回2錠（400

㎎）

……………………………………………

（ピルフェニドン）Pirfenidone

ピレスパ錠200㎎（院外） お
Pirespa 200㎎1錠  〔塩野義〕

【効】特発性肺線維症

【用】（内）初期用量1回200㎎を1日3回

（1日600㎎）食後．患者の状態を観察

しながら1回量を200㎎ずつ漸増し，1

回600㎎（1日1800㎎）まで．症状によ

り適宜増減

……………………………………………

（フィンゴリモド塩酸塩）Fingolimod 

hydrochloride

イムセラカプセル0.5㎎（要時）
 お

Imusera 0.5㎎1カプセル  〔田辺三菱〕

【効】多発性硬化症の再発予防及び身体

的障害の進行抑制

【用】（内）1日1回0.5㎎

……………………………………………

（ブロダルマブ（遺伝子組換え））

Brodalumab (genetical recombina-

tion)

ルミセフ皮下注210㎎シリンジ
（要時） おけ

Lumicef 210㎎1.5mL1筒  〔協和キリン〕

【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，強直性脊椎

炎，X線基準を満たさない体軸性脊椎

関節炎

【用】（注）1回210㎎を，初回，1週後，

2週後に皮下投与し，以降2週間の間隔

で皮下投与

……………………………………………

（ペフィシチニブ臭化水素酸塩）

Peficitinib hydrobromide

スマイラフ錠50㎎（院外） お
Smyraf 50㎎1錠  〔アステラス〕

スマイラフ錠100㎎（院外） お
Smyraf 100㎎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）150㎎を1日1回食後．患者の

状態に応じて100㎎を1日1回投与可

……………………………………………
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療法では，1回10㎎を1日2回8週間．効

果不十分な場合はさらに8週間投与で

きる．維持療法では，1回5㎎を1日2

回．維持療法中に効果が減弱した患者

では，1回10㎎の1日2回投与に増量で

きる．過去の薬物治療において難治性

の 患 者（TNF阻 害 剤 無 効 例 等） で

は，1回10㎎を1日2回投与できる

……………………………………………

（ナファモスタットメシル酸塩）

Nafamostat mesilate

コアヒビター注射用10㎎あ お
Coahibitor 10㎎1瓶  〔味の素〕

〔先発品〕注射用フサン10

【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に溶解して1日1～2回約2時

間かけて点滴静注．症状に応じ適宜増

減． ② 1 日 量 を 5%ブ ド ウ 糖 注 射 液

1000mLに溶解して0.06～0.20㎎/㎏/時

を24時間かけて静脈内に持続注入．③

体外循環開始前に20㎎を生食液500mL

に溶解した液で血液回路内の洗浄・充

填を行い，開始後は20～50㎎/時を5%

ブドウ糖注射液に溶解して抗凝固剤注

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

注射用フサン50（ICU・血液浄
化センター） お

Futhan 50㎎1瓶  〔日医工〕

ナファモスタットメシル酸塩
注射用50㎎「AY」（旧名称：コ
アヒビター注射用50㎎）あ お

Coahibitor 50㎎1瓶  〔味の素〕

〔先発品〕注射用フサン50

【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1000mL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㎎を生食

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

……………………………………………

（ニンテダニブエタンスルホン酸塩）

Nintedanib ethanesulfonate

オフェブカプセル100㎎ お
Ofev 100㎎1カプセル 

 〔日本ベーリンガー〕

オフェブカプセル150㎎ お
Ofev 150㎎1カプセル

【効】①特発性肺線維症．②全身性強皮

症に伴う間質性肺疾患．③進行性線維

化を伴う間質性肺疾患

【用】（内）1回150㎎を1日2回，朝・夕

食後．患者の状態により1回100㎎の1

日2回投与へ減量

……………………………………………

（バゼドキシフェン酢酸塩）Bazedoxi-

fene acetate

ビビアント錠20㎎（院外）
Viviant 20㎎1錠  〔ファイザー〕

【効】閉経後骨粗鬆症

【用】（内）1日1回20㎎
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用以前に副腎皮質ホルモン剤が維持投

与されている場合，その維持用量に本

剤を上乗せして用いる．症状により副

腎皮質ホルモン剤の用量は適宜減量．

④1回50㎎を1日3回．症状により適宜

増減．腎機能の程度により減量等を考

慮

……………………………………………

（ミノドロン酸水和物）Minodronic 

acid hydrate

ボノテオ錠50㎎（院外） お
Bonoteo 50㎎1錠  〔アステラス〕

【効】骨粗鬆症

【用】（内）50㎎を4週に1回，起床時に

十分量（約180mL）の水（又はぬるま

湯）とともに投与．服用後少なくとも

30分は横にならず，飲食（水を除く）

並びに他の薬剤の経口摂取も避けるこ

と

……………………………………………

（メトトレキサート）Methotrexate

メトトレキサート錠2㎎「あゆ
み」あ お

Methotrexate 2㎎1錠  〔あゆみ〕

【効】①関節リウマチ．②関節症状を伴

う若年性特発性関節炎．③局所療法で

効果不十分な尋常性乾癬．④関節症性

乾癬，膿疱性乾癬，乾癬性紅皮症

【用】（内）①③④1週間単位の投与量を

6㎎とし，1回又は2 ～ 3回に分割．分

割して投与する場合，初日から2日目

にかけて12時間間隔で投与．1回又は2

回分割投与の場合は残りの6日間，3回

分割投与の場合は残りの5日間は休

薬．これを1週間ごとに繰り返す．患

者の年齢，症状，忍容性及び本剤に対

する反応等に応じて適宜増減，1週間

単位の投与量として16㎎まで．②1週

間単位の投与量を4～10㎎/㎡とし，1

回又は2～3回に分割．分割して投与

する場合，初日から2日目にかけて12

時間間隔で投与．1回又は2回分割投与

の場合は残りの6日間，3回分割投与の

場合は残りの5日間は休薬する．これ

を1週間ごとに繰り返す．患者の年

齢，症状，忍容性及び本剤に対する反

応等に応じて適宜増減

……………………………………………

（メトトレキサート）Methotrexate

リウマトレックスカプセル
2㎎ お

Rheumatrex 2㎎1カプセル 

 〔ファイザー〕

【効】①関節リウマチ．②関節症状を伴

う若年性特発性関節炎．③局所療法で

効果不十分な尋常性乾癬．④関節症性

乾癬，膿疱性乾癬，乾癬性紅皮症

【用】（内）①1週間単位の投与量を6㎎

とし，1回又は2～3回に分割．分割し

て投与する場合，初日から2日目にか

けて12時間間隔で投与．1回又は2回分

割投与の場合は残りの6日間，3回分割

投与の場合は残りの5日間は休薬．こ

れを1週間ごとに繰り返す．年齢，症

状，忍容性及び本剤に対する反応等に

応じて適宜増減．1週間単位の投与量

として16㎎まで．②1週間単位の投与

量を4 ～ 10㎎/㎡とし，1回又は2 ～ 3

回に分割．分割して投与する場合，初

日から2日目にかけて12時間間隔で投

与．1回又は2回分割投与の場合は残り

の6日間，3回分割投与の場合は残りの

5日間は休薬する．これを1週間ごとに

繰り返す．年齢，症状，忍容性及び本

剤に対する反応等に応じて適宜増減

……………………………………………

（ラクチトール水和物）Lactitol 

hydrate

ポルトラック原末
Portolac 原末6g1包  〔日本新薬〕
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（ベリムマブ（遺伝子組換え））Belim-

umab (genetical recombination)

ベンリスタ点滴静注用
120㎎ おけ

Benlysta 120㎎1瓶 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

ベンリスタ点滴静注用
400㎎ おけ

Benlysta 400㎎1瓶

【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）成人及び5歳以上の小児に1

回10㎎/㎏を初回，2週後，4週後点滴

静注，以後4週間隔で投与

……………………………………………

（ベリムマブ（遺伝子組換え））Belim-

umab (genetical recombination)

ベンリスタ皮下注200㎎オート
インジェクター おけ

Benlysta 200㎎1mL1キット 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【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）1回200㎎を1週間隔で皮下注

……………………………………………

（ミコフェノール酸モフェチル）

Mycophenolate mofetil

セルセプトカプセル250（要
時） お

Cellcept 250㎎1カプセル  〔中外〕

ミコフェノール酸モフェチル
カプセル250㎎「ファイザー」
あ お

Mycophenolate mofetil 250㎎1カプセ

ル  〔ファイザー〕

〔先発品〕セルセプトカプセル250

セルセプト懸濁用散31.8%（要
時） お

Cellcept 110g1瓶  〔中外〕

【効】①腎移植後の難治性拒絶反応の治

療（既存の治療薬が無効又は副作用等

のため投与できず，難治性拒絶反応と

診断された場合）．次の臓器移植にお

ける拒絶反応の抑制：②腎移植③心移

植，肝移植，肺移植，膵移植．④ルー

プス腎炎

【用】（内）次の1回量を1日2回12時間毎

に食後．①1500㎎．年齢，症状により

適宜増減．②1000㎎．年齢，症状によ

り適宜増減，1日3000㎎まで．小児：

300～600㎎/㎡，年齢，症状により適

宜 増 減，1 日 2,000 ㎎ ま で． ③ 500 ～

1500㎎．④250～1000㎎．年齢，症状

により適宜増減，1日3000㎎まで．小

児：150～600㎎/㎡，年齢，症状によ

り適宜増減，1日2,000㎎まで

……………………………………………

（ミゾリビン）Mizoribine

ブレディニン錠50
Bredinin 50㎎1錠  〔旭化成〕

【効】①腎移植における拒否反応の抑

制．②原発性糸球体疾患を原因とする

ネフローゼ症候群（副腎皮質ホルモン

剤のみでは治療困難な場合に限る．ま

た，頻回再発型のネフローゼ症候群を

除く）．③ループス腎炎（持続性蛋白

尿，ネフローゼ症候群又は腎機能低下

が認められ，副腎皮質ホルモン剤のみ

では治療困難な場合に限る）．④関節

リウマチ（過去の治療において，非ス

テロイド性抗炎症剤更に他の抗リウマ

チ薬の少なくとも1剤により十分な効

果の得られない場合に限る）

【用】（内）①初期量として2 ～ 3㎎/㎏

相当量，維持量として1～3㎎/㎏相当

量を1日量として，1日1 ～ 3回に分

割．本剤の耐薬量および有効量は患者

によって異なるので，最適の治療効果

を得るために用量の注意深い増減が必

要．②③1回50㎎を1日3回．本剤の使
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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

……………………………………………

（リセドロン酸ナトリウム水和物）

Sodium risedronate hydrate

アクトネル錠2.5㎎（院外） お
Actonel 2.5㎎1錠  〔エーザイ〕

【効】骨粗鬆症

【用】（内）2.5㎎を1日1回，起床時に十

分量（約180mL）の水とともに．服用

後少なくとも30分は横にならず，水以

外の飲食並びに他の薬剤の経口摂取も

避ける

……………………………………………

（リセドロン酸ナトリウム水和物）

Sodium risedronate hydrate

アクトネル錠17.5㎎ お
Actonel 17.5㎎1錠  〔エーザイ〕

ベネット錠17.5㎎（院外） お
Benet 17.5㎎1錠  〔武田〕

【効】①骨粗鬆症，②骨ページェット病

【用】（内）①17.5㎎を1週間に1回，起

床時に十分量（約180mL）の水ととも

に．服用後少なくとも30分は横になら

ず，水以外の飲食並びに他の薬剤の経

口摂取も避ける．②17.5㎎を1日1回，

起床時に十分量（約180mL）の水とと

もに8週間連日経口投与．服用後少な

くとも30分は横にならず，水以外の飲

食並びに他の薬剤の経口摂取も避ける

……………………………………………

（リセドロン酸ナトリウム水和物）

Sodium risedronate hydrate

アクトネル錠75㎎（院外） お
Actonel 75㎎1錠  〔エーザイ〕

【効】骨粗鬆症

【用】（内）75㎎を月1回，起床時に十分

量（約180mL）の水とともに．服用後

少なくとも30分は横にならず，水以外

の飲食並びに他の薬剤の経口摂取も避

ける

……………………………………………

（レボカルニチン）Levocarnitine

エルカルチンFF錠100㎎
L-Cartin FF 100㎎1錠  〔大塚〕

エルカルチンFF錠250㎎
L-Cartin FF 250㎎1錠

【効】カルニチン欠乏症

【用】（内）1日1.5 ～ 3g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㎎/㎏を3回に分割．患者

の状態に応じて適宜増減

……………………………………………

（レボカルニチン）Levocarnitine

エルカルチンFF静注1000㎎シ
リンジ

L-Cartin FF 1000㎎5mL1筒  〔大塚〕

【効】カルニチン欠乏症

【用】（注）1回50㎎/㎏を3～6時間ごと

に，緩徐に静注（2 ～ 3分）又は点滴

静注．1日300㎎/㎏まで．血液透析に

伴うカルニチン欠乏症に対しては，10

～20㎎/㎏を透析終了時に，透析回路

静脈側に注入（静注）

……………………………………………

（ロキサデュスタット）Roxadustat

エベレンゾ錠20㎎（透析患者）
 お

Evrenzo 20㎎1錠  〔アステラス〕

エベレンゾ錠50㎎（透析患者）
 お

Evrenzo 50㎎1錠

エベレンゾ錠100㎎（透析患
者） お

Evrenzo 100㎎1錠

【効】腎性貧血

【用】（内）赤血球造血刺激因子製剤で
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【効】非代償性肝硬変に伴う高アンモニ

ア血症

【用】（内）1日量18 ～ 36gを3回に分割

し，用時水に溶解後投与．本剤の投与

により下痢が惹起されることがあるの

で，初回投与量は1日量18gとして漸

増し，便通状態として1日2～3回程度

の軟便がみられる量を投与．1日量

36gまで

……………………………………………

（ラクツロース）Lactulose

モニラック・シロップ65%（院
外）

Monilac 650㎎1mL  〔中外〕

【効】①高アンモニア血症に伴う次記症

候の改善：精神神経障害，手指振戦，

脳波異常．②産婦人科術後の排ガス・

排便の促進．③小児における便秘の改

善

【用】（内）①1日量ラクツロースとして

19.5 ～ 39g（本剤30 ～ 60mL）を3回に

分割．年齢，症状により適宜増減．②

1日量ラクツロースとして19.5 ～ 39g

（本剤30 ～ 60mL）を朝夕2回に分割．

年齢，症状により適宜増減．③1日ラ

ク ツ ロ ー ス と し て 325 ～ 1300 ㎎/㎏

（本剤0.5～2mL/㎏）を3回に分割．便

性状により適宜増減

……………………………………………

（ラクツロース）Lactulose

ラクツロースシロップ65%「武
田テバ」あ 

Lactulose 650㎎1mL  〔武田テバ〕

〔先発品〕モニラック・シロップ65%

【効】①高アンモニア血症に伴う次記症

候の改善：精神神経障害，手指振戦，

脳波異常．②産婦人科術後の排ガス・

排便の促進．③小児における便秘の改

善

【用】（内）①1日量19.5～39g（本剤30

～60mL）を3回に分割．年齢，症状に

よ り 適 宜 増 減． ② 1 日 量 19.5 ～ 39g

（本剤30 ～ 60mL）を朝夕2回に分割．

年齢，症状により適宜増減．③1日325

～1300㎎/㎏（本剤0.5～2mL/㎏）を3

回に分割．投与量は便性状により適宜

増減

……………………………………………

（ラクツロース）Lactulose

ラグノスNF経口ゼリー分包
12gあ 

Lagnos 54.167%12g1包  〔三和化学〕

【効】①慢性便秘症（器質的疾患による

便秘を除く）．②高アンモニア血症に

伴う次記症候の改善：精神神経障害，

手指振戦，脳波異常．③産婦人科術後

の排ガス・排便の促進

【用】（内） ① 24g（本 剤 2 包） を 1 日 2

回．症状により適宜増減，1日最高用

量は72g（本剤6包）まで．②12～24g

（本剤1 ～ 2包）を1日3回（1日量とし

て本剤3～6包）．年齢，症状により適

宜 増 減． ③ 12 ～ 36g（本 剤 1 ～ 3 包）

を 1 日 2 回（1 日 量 と し て 本 剤 3 ～ 6

包）．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ラロキシフェン塩酸塩）Raloxifene 

hydrochloride

エビスタ錠60㎎
Evista 60㎎1錠  〔日本イーライリリー〕

【効】閉経後骨粗鬆症

【用】（内）1日1回60㎎

……………………………………………

（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75㎎シリン
ジ0.83mL（要時） おけ

Skyrizi 75㎎0.83mL1筒  〔アッヴィ〕

【効】既存治療で効果不十分な次記疾
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41．細胞賦活用薬

4．組織細胞機能用医薬品

41．細胞賦活用薬
419．その他の細胞賦活用薬
4191．アデニン製剤
 

（アデニン）Adenine

ロイコン錠10㎎
Leucon 10㎎1錠  〔大原〕

【効】放射線曝射ないし薬物による白血

球減少症

【用】（内）1日20 ～ 60㎎．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………
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未治療の場合：1回50㎎を開始用量と

し，週3回．以後，患者の状態に応じ

て投与量を適宜増減，最高用量は1回

3.0㎎/㎏まで 

赤血球造血刺激因子製剤から切り替え

る場合：1回70㎎又は100㎎を開始用量

とし，週3回．以後，患者の状態に応

じて投与量を適宜増減，最高用量は1

回3.0㎎/㎏まで

……………………………………………

（ロミプロスチム（遺伝子組換え））

Romiplostim (genetical recombina-

tion)

ロミプレート皮下注250μg調製
用（要時）

Romiplate 250μg1瓶  〔協和キリン〕

【効】①慢性特発性血小板減少性紫斑

病．②既存治療で効果不十分な再生不

良性貧血

【用】（注）①初回投与量1μg/㎏を皮下

注．血小板数，症状に応じて投与量を

適宜増減．週1回皮下注．週1回10μg/

㎏まで．②初回投与量10μg/㎏を皮下

注．患者の状態に応じて投与量を適宜

増減，週1回皮下注．週1回20μg/㎏ま

で

……………………………………………

（ロモソズマブ（遺伝子組換え））

Romosozumab (genetical recombina-

tion)

イベニティ皮下注105㎎シリン
ジ け

Evenity 105㎎1.17mL1筒  〔アステラス〕

【効】骨折の危険性の高い骨粗鬆症

【用】（注）210㎎を1か月に1回，12か月

皮下注

……………………………………………

アルギU配合顆粒
Argi-U 1g  〔EA〕

1.3g中：

L-アルギニン塩酸塩 605㎎

L-アルギニン 500㎎

（L-アルギニンとして計1000㎎）

【効】次の疾患における血中アンモニア

濃度の上昇抑制：先天性尿素サイクル

異常症［カルバミルリン酸合成酵素欠

損症，オルニチントランスカルバミ

ラーゼ欠損症，アルギニノコハク酸合

成酵素欠損症（シトルリン血症），ア

ルギニノコハク酸分解酵素欠損症（ア

ルギニノコハク酸尿症）］又はリジン

尿性蛋白不耐症（但し，アルギニンの

吸収阻害が強い患者を除く）

【用】（内）1日量として，L-アルギニ

ンとして0.12～0.38g/㎏（顆粒として

0.15 ～ 0.50g/㎏）を3 ～ 6回に分割．

年齢，症状に応じて適宜増減．少量よ

り開始し，血中アンモニア濃度，自他

覚症状等を参考に十分な効果が得られ

るまで漸増．食事管理（低蛋白食）及

び必須アミノ酸補給等の十分な栄養管

理の下に投与

……………………………………………
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よる適切な治療を行っても十分な効果

がみられない場合に限る．）

【用】（内）①（1）単独で使用する場

合：1日100～200㎎．年齢，症状によ

り適宜増減．（2）他の抗腫瘍剤と併用

する場合：単独で使用する場合に準じ

適宜減量．②1日50 ～ 100㎎．年齢，

症状により適宜増減．③1日50 ～ 100

㎎を8～12週間．年齢，症状により適

宜増減．小児：1日2 ～ 3㎎/㎏を8 ～

12週間．年齢，症状により適宜増減す

るが，1日100㎎まで．総投与量は300

㎎/㎏まで

……………………………………………

（シクロホスファミド水和物）

Cyclophosphamide hydrate

注射用エンドキサン100㎎ お
Endoxan 100㎎1瓶  〔塩野義〕

注射用エンドキサン500㎎ お
Endoxan 500㎎1瓶

【効】①次記疾患の自覚的並びに他覚的

症状の緩解：多発性骨髄腫，悪性リン

パ腫，肺癌，乳癌，急性白血病，真性

多血症，子宮頸癌，子宮体癌，卵巣

癌， 神 経 腫 瘍（神 経 芽 腫， 網 膜 芽

腫），骨腫瘍．但し，次記の疾患につ

いては，他の抗悪性腫瘍剤と併用する

ことが必要である．慢性リンパ性白血

病，慢性骨髄性白血病，咽頭癌，胃

癌，膵癌，肝癌，結腸癌，睾丸腫瘍，

絨毛性疾患（絨毛癌，破壊胞状奇胎，

胞状奇胎），横紋筋肉腫，悪性黒色

腫．②次の悪性腫瘍に対する他の抗悪

性腫瘍剤との併用療法：乳癌（手術可

能例における術前，あるいは術後化学

療法）．③褐色細胞腫．④次記疾患に

おける造血幹細胞移植の前治療：急性

白血病，慢性骨髄性白血病，骨髄異形

成症候群，重症再生不良性貧血，悪性

リンパ腫，遺伝性疾患（免疫不全，先

天性代謝障害及び先天性血液疾患：

Fanconi貧血，Wiskott-Aldrich症候

群，Hunter病等）．⑤腫瘍特異的T細

胞輸注療法の前処置．⑥治療抵抗性の

次記リウマチ性疾患：全身性エリテマ

トーデス，全身性血管炎（顕微鏡的多

発血管炎，多発血管炎性肉芽腫症，結

節性多発動脈炎，好酸球性多発血管炎

性肉芽腫症，高安動脈炎等），多発性

筋炎/皮膚筋炎，強皮症，混合性結合

組織病，及び血管炎を伴う難治性リウ

マチ性疾患

【用】（注）①（1）単独で使用する場

合：1日1回100㎎を連日静注し，患者

が耐えられる場合は1日量を200㎎に増

量． 総 量 3000 ～ 8000 ㎎ を 投 与 す る

が，効果が認められたときは，できる

限り長期間持続する．白血球数が減少

してきた場合は，2 ～ 3日おきに投与

し，正常の1/2以下に減少したとき

は，一時休薬し，回復を待って再び継

続投与．間欠的には，300 ～ 500㎎を

週1 ～ 2回静注．必要に応じて筋肉

内，胸腔内，腹腔内又は腫瘍内に注射

又は注入．また，病巣部を灌流する主

幹動脈内に1日量200 ～ 1000㎎を急速

に，あるいは，持続的に点滴注入する

か，体外循環を利用して1回1000 ～

2000㎎を局所灌流により投与してもよ

い．年齢，症状により適宜増減．（2）

他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合：単

独で使用する場合に準じ，適宜減量す

る．悪性リンパ腫に用いる場合，シク

ロホスファミド（無水物換算）として

1日1回750㎎/㎡（体表面積）を間欠

的に静脈内投与する．年齢，症状によ

り適宜増減．②（1）ドキソルビシン

塩酸塩との併用において，1日1回600

㎎/㎡を静注後，20日間休薬．これを

1クールとし，4クール繰り返す．年
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42．腫瘍用薬
421．アルキル化剤
4211．クロルエチルアミン系製剤
 

（イホスファミド）Ifosfamide

注射用イホマイド1g お
Ifomide 1g1瓶  〔塩野義〕

【効】次記疾患の自覚的並びに他覚的症

状の寛解：①肺小細胞癌，前立腺癌，

子宮頸癌，骨肉腫．②再発又は難治性

の胚細胞腫瘍（精巣腫瘍，卵巣腫瘍，

性腺外腫瘍）．③悪性リンパ腫．次の

悪性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤と

の併用療法：④悪性骨・軟部腫瘍．⑤

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）

【用】（注）①1日1.5 ～ 3g（30 ～ 60㎎/

㎏）を3～5日間連日点滴静注又は静

注．これを1コースとし，末梢白血球

の回復を待って3～4週間ごとに反復

投与．年齢，症状により適宜増減．②

確立された標準的な他の抗悪性腫瘍剤

との併用療法を行い，1日1.2g/㎡を5

日間連日点滴静注．これを1コースと

し，末梢白血球の回復を待って3～4

週間ごとに反復投与．患者の状態によ

り適宜減量．③（1）他の抗悪性腫瘍

剤との併用において，1日0.8～3g/㎡

を3 ～ 5日間連日点滴静注．これを1

コースとし，末梢白血球の回復を待っ

て3 ～ 4週間ごとに反復投与．年齢，

併用薬，患者の状態により適宜減量．

（2）総投与量は1コース10g/㎡以下，

小児では全治療コース80g/㎡以下と

する．④（1）ドキソルビシン塩酸塩

との併用において，1コースは，1日

1.5～3g/㎡を3～5日間連日点滴静注

又は静注．末梢白血球の回復を待って

3～4週間ごとに反復投与．総投与量

は，1コース10g/㎡以下とする．年

齢，患者の状態により適宜減量．（2）

本剤の単独投与において，1コース

は，総投与量14g/㎡までを点滴静注

又は静注．末梢白血球の回復を待って

反復投与．⑤（1）他の抗悪性腫瘍剤

との併用において，1日1.5～3g/㎡を

3～5日間連日点滴静注．これを1コー

スとし，末梢白血球の回復を待って3

～4週間ごとに反復投与．年齢，併用

薬，患者の状態により適宜減量．（2）

総投与量は1コース10g/㎡以下，全治

療コース80g/㎡以下

……………………………………………

（シクロホスファミド水和物）

Cyclophosphamide hydrate

エンドキサン錠50㎎ お
Endoxan 50㎎1錠  〔塩野義〕

【効】①次記疾患の自覚的並びに他覚的

症状の緩解：多発性骨髄腫，悪性リン

パ腫（ホジキン病，リンパ肉腫，細網

肉腫），乳癌，急性白血病，真性多血

症，肺癌，神経腫瘍（神経芽腫，網膜

芽腫），骨腫瘍．但し，次記の疾患に

ついては，他の抗腫瘍剤と併用するこ

とが必要である．慢性リンパ性白血

病，慢性骨髄性白血病，咽頭癌，胃

癌，膵癌，肝癌，結腸癌，子宮頸癌，

子宮体癌，卵巣癌，睾丸腫瘍，絨毛性

疾患（絨毛癌，破壊胞状奇胎，胞状奇

胎），横紋筋肉腫，悪性黒色腫．②治

療抵抗性の次記リウマチ性疾患：全身

性エリテマトーデス，全身性血管炎

（顕微鏡的多発血管炎，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）， 多 発 性 筋 炎/皮 膚 筋 炎， 強 皮

症，混合性結合組織病，及び血管炎を

伴う難治性リウマチ性疾患．③ネフ

ローゼ症候群（副腎皮質ホルモン剤に
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回，4日間投与．B法：1回3.2㎎/㎏を

3時間かけて点滴静注．本剤は1日1

回，4日間投与．小児：C法として，

次の体重別の投与量を2時間かけて点

滴静注．6時間毎に1日4回，4日間投

与．9㎏未満1.0㎎/㎏，9㎏以上16㎏未

満1.2㎎/㎏，16㎏以上23㎏以下1.1㎎/

㎏，23㎏超34㎏以下0.95㎎/㎏，34㎏

超0.8㎎/㎏．患者の状態により適宜減

量

……………………………………………

（ブスルファン）Busulfan

マブリン散1%（要時） お
Mablin 10㎎1g  〔大原〕

【効】次の疾患の自覚的並びに他覚的症

状の緩解：①慢性骨髄性白血病，②真

性多血症

【用】（内）①投与法1：初期1日4～6㎎

を脾臓の縮小をみながら投与，白血球

数が15,000/前後に減少すれば1日2

㎎又はそれ以下に減量，維持療法とし

ては，週1回又は2週に1回1日2㎎．投

与法2：最初から1日2㎎又はそれ以下

を投与，白血球数並びに脾臓の縮小を

みながら白血球数が15,000/前後に

なるまで投与．維持療法としては，週

1回又は2週に1回1日2㎎．いずれの方

法でも，年齢，症状により適宜増減．

②1日2～4㎎，血液所見をみながら1

日6㎎まで漸増，緩解後減量維持．血

液所見，年齢，症状等により適宜増減

……………………………………………

4219．その他のアルキル化剤
 

（エストラムスチンリン酸エステルナ

トリウム水和物）Estramustine 

phosphate sodium hydrate

エストラサイトカプセル
156.7㎎（院外） お

Estracyt 156.7㎎1カプセル 

 〔日本新薬〕

【効】前立腺癌

【用】（内）1 回 313.4 ㎎（本 剤 2 カ プ セ

ル）を1日2回．症状により適宜増減

……………………………………………

（カルムスチン）Carmustine

ギリアデル脳内留置用剤7.7㎎
（手術部，要時） お

Gliadel 7.7㎎1枚（8枚1包装） 

 〔エーザイ〕

【効】悪性神経膠腫

【用】（外）腫瘍切除腔の大きさや形状

に応じて，61.6㎎（8枚）又は適宜減

じた枚数を脳腫瘍切除術時の切除面を

被覆するように留置

……………………………………………

（ストレプトゾシン）Streptozocin

ザノサー点滴静注用1g（要時）
 お

Zanosar 1g1瓶  〔ノーベル〕

【効】膵・消化管神経内分泌腫瘍

【用】（注）①5日間連日投与法：1回500

㎎/㎡（体表面積）を1日1回5日間連

日点滴静注，37日間休薬する．これを

1サイクルとして投与を繰り返す．②1

週間間隔投与法：1回1,000㎎/㎡（体

表面積）を1週間ごとに1日1回点滴静

注．患者の状態により適宜増減．1回

の投与量は1,500㎎/㎡（体表面積）ま

で

……………………………………………

（ダカルバジン）Dacarbazine

ダカルバジン注用100 お
Dacarbazine 100㎎1瓶  〔アスペン〕

【効】①悪性黒色腫．②ホジキン病（ホ

ジキンリンパ腫）．③褐色細胞腫

【用】（注）①1日量100～200㎎を5日間

連日静注し，以後約4週間休薬．これ

を1コースとし繰り返し投与．年齢・

症状により適宜増減．②成人・小児と
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齢，症状により適宜減量．（2）エピル

ビシン塩酸塩との併用において，1日1

回600㎎/㎡を静注後，20日間休薬．

これを1クールとし，4～6クール繰り

返す．年齢，症状により適宜減量．

（3）エピルビシン塩酸塩，フルオロウ

ラシルとの併用において，1日1回500

㎎/㎡を静注後，20日間休薬．これを

1クールとし，4～6クール繰り返す．

年齢，症状により適宜減量．③ビンク

リスチン硫酸塩，ダカルバジンとの併

用において，1日1回750㎎/㎡を静注

後，少なくとも20日間休薬．これを1

クールとし，繰り返す．患者の状態に

より適宜減量．④（1）急性白血病，

慢性骨髄性白血病，骨髄異形成症候群

の場合：1日1回60㎎/㎏を2～3時間か

けて点滴静注し，連日2日間投与．（2）

重症再生不良性貧血の場合：1日1回50

㎎/㎏を2～3時間かけて点滴静注し，

連日4日間投与．（3）悪性リンパ腫の

場合：1日1回50㎎/㎏を2～3時間かけ

て点滴静注し，連日4日間投与．患者

の状態，併用する薬剤により適宜減

量．（4）遺伝性疾患（免疫不全，先天

性 代 謝 障 害 及 び 先 天 性 血 液 疾 患：

Wiskott-Aldrich症 候 群，Hunter病

等）の場合：1日1回50㎎/㎏を2～3時

間かけて点滴静注し，連日4日間又は1

日1回60㎎/㎏を2～3時間かけて点滴

静注し，連日2日間投与．疾患及び患

者の状態により適宜減量．Fanconi貧

血に投与する場合には，細胞の脆弱性

により，移植関連毒性の程度が高くな

るとの報告があるので，総投与量40㎎

/㎏（5～10㎎/㎏を4日間）まで．⑤1

日1回500～1000㎎/㎡を静注．投与間

隔を4週間とする．年齢，症状により

適宜増減．小児：1回500㎎/㎡静注．

投与間隔を4週間とする．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

4212．エチレンイミン系製剤
 

（チオテパ）Thiotepa

リサイオ点滴静注液100㎎（要
時） お

Rethio 100㎎2.5mL1瓶  〔大日本住友〕

【効】次記疾患における自家造血幹細胞

移植の前治療：悪性リンパ腫，小児悪

性固形腫瘍

【用】（注）〈悪性リンパ腫〉ブスルファ

ンとの併用において，1日1回5㎎/㎏

を2時間かけて点滴静注，2日間連続で

行う．患者の状態により適宜減量．

〈小児悪性固形腫瘍〉メルファランと

の併用において，1日1回200㎎/㎡を

24時間かけて点滴静注．2日間連続で

行い，5日間休薬した後，同用量を2日

間連続で行う．患者の状態により適宜

減量

……………………………………………

4213．スルホン酸エステル系製剤
 

（ブスルファン）Busulfan

ブスルフェクス点滴静注用
60㎎（要時） お

Busulfex 60㎎10mL1瓶  〔大塚〕

【効】①同種造血幹細胞移植の前治療．

②ユーイング肉腫ファミリー腫瘍，神

経芽細胞腫における自家造血幹細胞移

植の前治療．③悪性リンパ腫における

自家造血幹細胞移植の前治療

【用】（注）①②他の抗悪性腫瘍剤との

併用において，成人にはA法又はB

法，小児にはC法を使用．患者の状態

により適宜減量．③他の抗悪性腫瘍剤

との併用において，成人にはA法又は

B法．A法：1回0.8㎎/㎏を2時間かけ

て点滴静注．本剤は6時間毎に1日4
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薬する．これを1サイクルとして，繰

り返す．患者の状態により適宜減量

……………………………………………

（メルファラン）Melphalan

アルケラン錠2㎎ え
Alkeran 2㎎1錠 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】次記疾患の自覚的並びに他覚的症

状の寛解：多発性骨髄腫

【用】（内）①1日1回2～4㎎を連日．又

は②1日1回6～10㎎を4～10日間（総

量40～60㎎），休薬して骨髄機能の回

復を待ち（2～6週間），1日2㎎の維持

量を投与．又は③1日1回6～12㎎を4

～10日間（総量40～60㎎），休薬して

骨髄機能の回復を待ち（2～6週間），

同様の投与法を反復．投与中は頻回に

血液検査を行い，特に白血球数，血小

板数を指標として適宜用量を増減又は

休薬

……………………………………………

（メルファラン）Melphalan

アルケラン静注用50㎎（要時）
 え

Alkeran 50㎎1瓶（溶解液10mL付） 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】次の疾患における造血幹細胞移植

時の前処置：白血病，悪性リンパ腫，

多発性骨髄腫，小児固形腫瘍

【用】（注）造血幹細胞移植時の前処置

として次記のとおり静注．移植は本剤

の投与終了から24時間以上あけて行

う．白血病・悪性リンパ腫・多発性骨

髄腫：1日1回60㎎/㎡を3日間，多発

性骨髄腫：1日1回100㎎/㎡を2日間投

与 可． 小 児（白 血 病， 小 児 固 形 腫

瘍）：1日1回70㎎/㎡を3日間．総量及

び1日投与量は，患者の状態，併用す

る薬剤，全身放射線照射併用により適

宜減量

……………………………………………

（ラニムスチン）Ranimustine

注射用サイメリン50㎎（要時）
 お

Cymerin 50㎎1瓶  〔田辺三菱〕

【効】膠芽腫，骨髄腫，悪性リンパ腫，

慢性骨髄性白血病，真性多血症，本態

性血小板増多症

【用】（注）次記用量を生食液又は5%ブ

ドウ糖注射液100 ～ 250mLに溶解し，

30 ～ 90分で点滴静注するか，又は10

～ 20mLに溶解し，ゆっくり（30 ～ 60

秒）静脈内に．1回量は50 ～ 90㎎/㎡

とし，次回の投与は血液所見の推移に

したがって6～8週後に行う．悪性リ

ンパ腫のうち成人T細胞白血病リンパ

腫に対して他の抗悪性腫瘍剤と本剤を

併用する場合は，投与間隔は4週間以

上とする．患者の状態により適宜増減

……………………………………………

422．代謝拮抗剤
4221．メルカプトプリン系製剤
 

（メルカプトプリン水和物）Mercap-

topurine hydrate

ロイケリン散10% お
Leukerin 100㎎1g  〔大原〕

【効】次記疾患の自覚的並びに他覚的症

状の緩解：急性白血病，慢性骨髄性白

血病

【用】（内）緩解導入量としては，1日2

～3㎎/㎏を単独又は他の抗腫瘍剤と

併用．緩解後は緩解導入量を下回る量

を単独又は他の抗腫瘍剤と併用．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………
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もに，他の抗悪性腫瘍剤との併用にお

いて，1日1回375㎎/㎡を静注し，13

日間休薬．これを2回繰り返すことを1

コースとし，繰り返し投与．年齢・症

状により適宜減量．③シクロホスファ

ミド水和物とビンクリスチン硫酸塩と

の併用において，1日1回600㎎/㎡を2

日間連日静注，少なくとも19日間休

薬．これを1コースとし，繰り返し投

与．患者の状態により適宜減量

……………………………………………

（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．②再発

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

……………………………………………

（ニムスチン塩酸塩）Nimustine 

hydrochloride

ニドラン注射用25㎎（要時） お
Nidran 25㎎1瓶  〔第一三共〕

【効】次の疾患の自覚的並びに他覚的症

状の寛解：脳腫瘍，消化器癌（胃癌，

肝臓癌，結腸・直腸癌），肺癌，悪性

リンパ腫，慢性白血病

【用】（注）次記用量を5㎎当たり注射用

水1mLに溶解し静注又は動注．①2～3

㎎/㎏を1回．投与後末梢血液所見に

より4～6週間休薬．又は②1回2㎎/㎏

を1週間隔で2～3週投与．投与後末梢

血液所見により4 ～ 6週間休薬．年

齢・症状により適宜増減

……………………………………………

（ベンダムスチン塩酸塩）Bendamus-

tine hydrochloride

トレアキシン点滴静注用
100㎎ お

Treakisym 100㎎1瓶  〔エーザイ〕

【効】①低悪性度B細胞性非ホジキンリ

ンパ腫及びマントル細胞リンパ腫．②

慢性リンパ性白血病．③腫瘍特異的T

細胞輸注療法の前処置

【用】（注）①1．低悪性度B細胞性非ホ

ジキンリンパ腫：抗CD20抗体併用の

場合：90㎎/㎡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

日間休薬する．これを1サイクルとし

て，繰り返す．単独投与の場合（再発

又は難治性の場合に限る）：120㎎/㎡

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日間休薬する．

これを1サイクルとして，繰り返す．

2．マントル細胞リンパ腫：未治療：

リツキシマブ（遺伝子組換え）との併

用において，90㎎/㎡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日間休薬する．これを1サイク

ルとして，繰り返す．患者の状態によ

り適宜減量．再発又は難治性：120㎎

/㎡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日間休薬す

る．これを1サイクルとして，繰り返

す．患者の状態により適宜減量．②

100㎎/㎡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
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（メトトレキサート）Methotrexate

注射用メソトレキセート
50㎎ お

Methotrexate 50㎎1瓶  〔ファイザー〕

【効】①〔メトトレキサート通常療法〕

次記疾患の自覚的並びに他覚的症状の

緩解：急性白血病，慢性リンパ性白血

病，慢性骨髄性白血病，絨毛性疾患

（絨毛癌，破壊胞状奇胎，胞状奇胎）．

②〔CMF療法〕乳癌．③〔メトトレ

キサート・ロイコボリン救援療法〕肉

腫（骨肉腫，軟部肉腫等），急性白血

病の中枢神経系及び睾丸への浸潤に対

する緩解，悪性リンパ腫の中枢神経系

への浸潤に対する緩解．④〔メトトレ

キサート・フルオロウラシル交代療

法〕胃癌に対するフルオロウラシルの

抗 腫 瘍 効 果 の 増 強． ⑤〔M-VAC療

法〕尿路上皮癌

【用】（注）①本剤は静脈内，髄腔内又

は筋肉内に注射．必要に応じて動脈内

又は腫瘍内に注射．〔急性白血病，慢

性リンパ性白血病，慢性骨髄性白血

病〕次の量を1日量として，1週間に3

～ 6回注射．幼児：1.25 ～ 2.5㎎．小

児：2.5～5㎎．成人：5～10㎎．白血

病の髄膜浸潤による髄膜症状（髄膜白

血病）には，1回の注射量を0.2 ～ 0.4

㎎/㎏として，髄腔内に2～7日ごとに

1回注射．年齢，症状により適宜増

減．〔絨毛性疾患〕1クールを5日間と

し，1日10～30㎎を注射．休薬期間は

通常，7～12日間であるが，前回の投

与によって副作用があらわれた場合

は，副作用が消失するまで休薬．年

齢，症状により適宜増減．〔注射液の

調製法〕本剤に生食液20mLを加えて溶

解し，1mL中メトトレキサートとして

2.5㎎になるように調製．高濃度溶液

が必要な場合には，注射用蒸留水2mL

を加えて溶解し，1mL中メトトレキ

サートとして25㎎になるように調製．

本剤は防腐剤を含有しないので，調製

にあたっては細菌汚染に注意するこ

と．調製後は速やかに使用すること．

②シクロホスファミド及びフルオロウ

ラシルとの併用において，メトトレキ

サートとして1回40㎎/㎡を静注．前

回の投与によって副作用があらわれた

場合は，減量するか又は副作用が消失

するまで休薬．標準的な投与量及び投

与方法は，シクロホスファミドを1日

量として65㎎/㎡を14日間連日経口投

与，メトトレキサートを1日量として

40㎎/㎡を第1日目と第8日目に静注，

及びフルオロウラシルを1日量として

500㎎/㎡を第1日目と第8日目に静注

する．これを1クールとして4週ごとに

繰り返す．〔注射液の調製法〕メトト

レキサートを生食液又は5%ブドウ糖

液20mLに溶解して用いる．本剤は防腐

剤を含有しないので，調製にあたって

は細菌汚染に注意すること．調製後は

速やかに使用すること．③〔肉腫〕1

週間に1回100～300㎎/㎏を約6時間で

点滴静注．その後，ロイコボリンの投

与を行う（ロイコボリンの投与は，メ

トトレキサート投与終了3時間目より

ロイコボリンとして1回15㎎を3時間間

隔で9回静注，以後6時間間隔で8回静

注又は筋注．メトトレキサートによる

と思われる重篤な副作用があらわれた

場合には，用量を増加し，投与期間を

延長する．年齢，症状により適宜増

減）．メトトレキサートの投与間隔

は，1 ～ 4週間とする．年齢，症状に

より適宜増減．〔急性白血病，悪性リ

ン パ 腫〕1 週 間 に 1 回 30 ～ 100 ㎎/㎏

（有効なメトトレキサート脳脊髄液濃

度を得るには，1回メトトレキサート
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4222．メトトレキサート製剤
 

（メトトレキサート）Methotrexate

注射用メソトレキセート5㎎ お
Methotrexate 5㎎1瓶  〔ファイザー〕

【効】①〔メトトレキサート通常療法〕

次記疾患の自覚的並びに他覚的症状の

緩解：急性白血病，慢性リンパ性白血

病，慢性骨髄性白血病，絨毛性疾患

（絨毛癌，破壊胞状奇胎，胞状奇胎）．

②〔CMF療 法〕 乳 癌． ③〔M-VAC

療法〕尿路上皮癌

【用】（注）①本剤は静脈内，髄腔内又

は筋肉内に注射する．必要に応じて動

脈内又は腫瘍内に注射する．〔急性白

血病・慢性リンパ性白血病・慢性骨髄

性白血病〕次の量を1日量として，1週

間に3～6回．幼児：1.25～2.5㎎．小

児：2.5～5㎎．成人：5～10㎎．白血

病の髄膜浸潤による髄膜症状（髄膜白

血病）には，1回0.2 ～ 0.4㎎/㎏とし

て，髄腔内に2～7日ごとに1回注射．

年齢，症状により適宜増減．〔絨毛性

疾患〕1クールを5日間とし，1日10～

30㎎．休薬期間は通常，7～12日間で

あるが，前回の投与によって副作用が

あらわれた場合は，副作用が消失する

まで休薬．年齢，症状により適宜増

減．〔注射液の調製法〕本剤に注射用

蒸留水2mLを加えて溶解し，1mL中メ

トトレキサートとして2.5㎎になるよ

うに調製．本剤は防腐剤を含有しない

ので，調製にあたっては細菌汚染に注

意すること．調製後は速やかに使用す

ること．②シクロホスファミド及びフ

ルオロウラシルとの併用において，メ

トトレキサートとして1回40㎎/㎡を

静注．前回の投与によって副作用があ

らわれた場合は，減量するか又は副作

用が消失するまで休薬．年齢，症状に

より適宜増減．標準的な投与量及び投

与方法は，シクロホスファミドを1日

量として65㎎/㎡を14日間連日経口投

与，メトトレキサートを1日量として

40㎎/㎡を第1日目と第8日目に静注，

及びフルオロウラシルを1日量として

500㎎/㎡を第1日目と第8日目に静

注．これを1クールとして4週ごとに繰

り返す．〔注射液の調製法〕本剤に注

射用蒸留水2mLを加えて溶解し用いる

か，あるいは生食液又は5%ブドウ糖

液20mLを加え溶解して用いる．本剤は

防腐剤を含有しないので，調製にあ

たっては細菌汚染に注意すること．調

製後は速やかに使用すること．③ビン

ブラスチン硫酸塩，ドキソルビシン塩

酸塩及びシスプラチンとの併用におい

て，メトトレキサートとして1回30㎎

/㎡を静注．前回の投与によって副作

用があらわれた場合は，減量するか又

は副作用が消失するまで休薬する．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，治療1，15及び

22日目にメトトレキサート30㎎/㎡，

治療2，15及び22日目にビンブラスチ

ン硫酸塩3㎎/㎡，治療2日目にドキソ

ルビシン塩酸塩30㎎/㎡及びシスプラ

チ ン 70 ㎎/㎡ を 静 注 す る． こ れ を 1

クールとして4週ごとに繰り返す．〔注

射液の調製法〕本剤に注射用蒸留水

2mLを加えて溶解し用いるか，あるい

は生食液又は5%ブドウ糖液20mLを加

え溶解して用いる．本剤は防腐剤を含

有しないので，調製にあたっては細菌

汚染に注意すること．調製後は速やか

に使用すること

……………………………………………
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（メトトレキサート）Methotrexate

メソトレキセート点滴静注液
200㎎ お

Methotrexate 200㎎8mL1瓶 

 〔ファイザー〕

メソトレキセート点滴静注液
1000㎎ お

Methotrexate 1,000㎎40mL1瓶

【効】メトトレキサート・ロイコボリン

救援療法：①肉腫（骨肉腫，軟部肉腫

等）．②急性白血病の中枢神経系及び

睾丸への浸潤に対する寛解．悪性リン

パ腫の中枢神経系への浸潤に対する寛

解

【用】（注）①メトトレキサートとして1

週間に1回100～300㎎/㎏を約6時間で

点滴静注．その後，ロイコボリンの投

与を行う（ロイコボリンの投与は，メ

トトレキサート投与終了後，3時間後

よりロイコボリンとして15㎎を3時間

ごとに9回静注，以後6時間ごとに8回

静注又は筋注．メトトレキサートによ

ると思われる重篤な副作用が現れた場

合には，ロイコボリンの用量を増加

し，投与期間を延長．年齢，症状によ

り適宜増減．）．メトトレキサートの投

与間隔は，1 ～ 4週間とする．年齢，

症状により適宜増減．②メトトレキ

サートとして1週間に1回30～100㎎/

㎏（有効なメトトレキサート脳脊髄液

濃度を得るには，1回30㎎/㎏以上の

静注が必要）を約6時間で点滴静注．

その後，ロイコボリンの投与を行う

（ロイコボリンの投与は，メトトレキ

サート投与終了後，3時間後よりロイ

コボリンとして15㎎を3時間ごとに9回

静注，以後6時間ごとに8回静注又は筋

注．メトトレキサートによると思われ

る重篤な副作用が現れた場合には，ロ

イコボリンの用量を増加し，投与期間

を 延 長． 年 齢， 症 状 に よ り 適 宜 増

減．）．メトトレキサートの投与間隔

は，1 ～ 4週間とする．年齢，症状に

より適宜増減．（注射液の調製法）希

釈して用いる場合には，本剤を生食液

又は5%ブドウ糖液等に加えて250 ～

500mLとなるように調製．本剤は防腐

剤を含有しないので，調製にあたって

は細菌汚染に注意．調製後は速やかに

使用すること

……………………………………………

4223．フルオロウラシル系製剤
 

（カペシタビン）Capecitabine

カペシタビン錠300㎎「ヤクル
ト」あ お

Capecitabine 300㎎1錠  〔ヤクルト〕

〔先発品〕ゼローダ錠300

【効】①手術不能又は再発乳癌．②結

腸・直腸癌における補助化学療法．③

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直

腸癌．④胃癌

【用】（内）①A法又はB法．②B法．直

腸癌における補助化学療法で放射線照

射と併用する場合にはD法．③他の抗

悪性腫瘍剤との併用でC法．④白金製

剤との併用でC法 

A法：体表面積にあわせて次の投与量

を朝食後と夕食後30分以内に1日2回，

21日間連日投与し，その後7日間休

薬．これを1コースとして繰り返す．

（体 表 面 積 1.31 ㎡ 未 満：1 回 用 量 900

㎎，体表面積1.31㎡以上1.64㎡未満：

1回用量1200㎎，体表面積1.64㎡以

上：1回用量1500㎎）． 

B法：体表面積にあわせて次の投与量

を朝食後と夕食後30分以内に1日2回，

14日間連日投与し，その後7日間休

薬．これを1コースとして繰り返す．

患者の状態により適宜減量．（体表面
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として30㎎/㎏以上の静注が必要）を

約6時間で点滴静注する．その後ロイ

コボリンの投与を行う（ロイコボリン

の投与は，メトトレキサート投与終了

3時間目よりロイコボリンとして1回15

㎎を3時間間隔で9回静注，以後6時間

間隔で8回静注又は筋注．メトトレキ

サートによると思われる重篤な副作用

があらわれた場合には，用量を増加

し，投与期間を延長する．年齢，症状

により適宜増減．）．メトトレキサート

の投与間隔は，1 ～ 4週間とする．年

齢，症状により適宜増減．〔注射液の

調製法〕メトトレキサートを生食液又

は5%ブドウ糖液250～500mLに溶解し

て用いる．本剤は防腐剤を含有しない

ので，調製にあたっては細菌汚染に注

意すること．調製後は速やかに使用す

ること．④メトトレキサートとして1

回 100 ㎎/㎡（3 ㎎/㎏） を 静 注 し た

後，1 ～ 3時間後にフルオロウラシル

として1回600㎎/㎡（18㎎/㎏）を静

注又は点滴静注．その後，ロイコボリ

ンの投与を行う（ロイコボリンの投与

は，メトトレキサート投与後24時間目

よりロイコボリンとして1回15㎎を6時

間間隔で2～6回（メトトレキサート

投 与 後 24，30，36，42，48，54 時 間

目）静注又は筋注あるいは経口投与す

る．メトトレキサートによると思われ

る重篤な副作用があらわれた場合に

は，用量を増加し，投与期間を延長す

る．年齢，症状により適宜増減．）．本

療法の間隔は，1週間とする．年齢，

症状により適宜増減．〔注射液の調製

法〕メトトレキサートを生食液又は

5%ブ ド ウ 糖 液 20mLに 溶 解 し て 用 い

る．本剤は防腐剤を含有しないので，

調製にあたっては細菌汚染に注意する

こと．調製後は速やかに使用するこ

と．⑤ビンブラスチン硫酸塩，ドキソ

ルビシン塩酸塩及びシスプラチンとの

併用において，メトトレキサートとし

て，1回30㎎/㎡を静注．前回の投与

によって副作用があらわれた場合は，

減量するか又は副作用が消失するまで

休薬．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，治療

1，15及び22日目にメトトレキサート

30㎎/㎡，治療2，15及び22日目にビ

ンブラスチン硫酸塩3㎎/㎡，治療2日

目にドキソルビシン塩酸塩30㎎/㎡及

びシスプラチン70㎎/㎡を静注する．

これを1クールとして4週ごとに繰り返

す．〔注射液の調製法〕メトトレキ

サートを生食液又は5%ブドウ糖液

20mLに溶解して用いる．本剤は防腐剤

を含有しないので，調製にあたっては

細菌汚染に注意すること．調製後は速

やかに使用すること

……………………………………………

（メトトレキサート）Methotrexate

メソトレキセート錠2.5㎎ お
Methotrexate 2.5㎎1錠  〔ファイザー〕

【効】次記疾患の自覚的並びに他覚的症

状の緩解：①急性白血病，慢性リンパ

性白血病，慢性骨髄性白血病．②絨毛

性疾患（絨毛癌，破壊胞状奇胎，胞状

奇胎）

【用】（内）①次の量を1日量として1週

間に3 ～ 6日：5 ～ 10㎎，小児2.5 ～ 5

㎎，幼児1.25～2.5㎎．②1クールを5

日間とし，1日10 ～ 30㎎．休薬期間

は，7～12日間であるが，前回の投与

によって副作用が現れた場合，副作用

が消失するまで休薬．いずれの場合で

も年齢，症状により適宜増減

……………………………………………
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（体 表 面 積 1.31 ㎡ 未 満：1 回 用 量 900

㎎，体表面積1.31㎡以上1.69㎡未満：

1回用量1200㎎，体表面積1.69㎡以上

2.07㎡未満：1回用量1500㎎，2.07㎡

以上：1800㎎）

……………………………………………

（ドキシフルリジン）Doxifluridine

フルツロンカプセル200（院
外） お

Furtulon 200㎎1カプセル  〔中外〕

【効】胃癌，結腸・直腸癌，乳癌，子宮

頸癌，膀胱癌

【用】（内）1日量として800～1200㎎を

3 ～ 4回に分割．年齢，症状により適

宜増減

……………………………………………

（フルオロウラシル）Fluorouracil

フルオロウラシル注1000㎎
「トーワ」あ お

Fluorouracil 1,000㎎1瓶  〔東和薬品〕

〔先発品〕5－FU注1000㎎

【効】①次記疾患の自覚的並びに他覚的

症状の緩解：胃癌，肝癌，結腸・直腸

癌，乳癌，膵癌，子宮頸癌，子宮体

癌，卵巣癌．②次記の疾患について

は，他の抗悪性腫瘍剤又は放射線と併

用することが必要である：食道癌，肺

癌，頭頸部腫瘍．③次の悪性腫瘍に対

する他の抗悪性腫瘍剤との併用療法：

頭頸部癌．④レボホリナート・フルオ

ロウラシル持続静注併用療法：結腸・

直腸癌．⑤レボホリナート・フルオロ

ウラシル持続静注併用療法：小腸癌，

治癒切除不能な膵癌

【用】（注）①1）1日5～15㎎/㎏を最初

の5日間連日1日1回静注又は点滴静

注．以後5～7.5㎎/㎏を隔日に1日1回

静注又は点滴静注．2）1日5 ～ 15㎎/

㎏を隔日に1日1回静注又は点滴静注．

3）1日5㎎/㎏を10～20日間連日1日1

回静注又は点滴静注．4）1日10 ～ 20

㎎/㎏を週1回静注又は点滴静注．5）

必要に応じて1日5㎎/㎏を適宜動注．

年齢，症状により適宜増減．②1日5

～10㎎/㎏を他の抗悪性腫瘍剤又は放

射線と併用し，単独で使用する場合に

準じ，又は間歇的に週1 ～ 2回用い

る．③他の抗悪性腫瘍剤との併用療法

において，1日1,000㎎/㎡までを，4～

5日間連日で持続点滴．投与を繰り返

す場合には少なくとも3週間以上の間

隔をあけて投与．本剤単独投与の場合

には併用投与時に準じる．年齢，患者

の状態などにより適宜減量．④1）レ

ボホリナートとして1回100㎎/㎡を2

時間かけて点滴静注し，直後にフルオ

ロウラシルとして400㎎/㎡を静注，

さらにフルオロウラシルとして600㎎

/㎡を22時間かけて持続静注．これを

2日間連続して行い，2週間ごとに繰り

返す．2）レボホリナートとして1回

250㎎/㎡を2時間かけて点滴静注し，

直後にフルオロウラシルとして2,600

㎎/㎡を24時間持続静注．1週間ごと

に6回繰り返した後，2週間休薬．これ

を1クールとする．3）レボホリナート

として1回200㎎/㎡を2時間かけて点

滴静注．レボホリナートの点滴静注終

了直後にフルオロウラシルとして400

㎎/㎡を静注，さらにフルオロウラシ

ルとして2,400～3,000㎎/㎡を46時間

持続静注．これを2週間ごとに繰り返

す．年齢，患者の状態などにより適宜

減量．⑤レボホリナートとして1回200

㎎/㎡を2時間かけて点滴静注．レボ

ホリナートの点滴静注終了直後にフル

オ ロ ウ ラ シ ル と し て 400 ㎎/㎡ を 静

注，さらにフルオロウラシルとして

2,400㎎/㎡を46時間持続静注．これを

2週間ごとに繰り返す．年齢，患者の
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積1.33㎡未満：1回用量1500㎎，体表

面積1.33㎡以上1.57㎡未満：1回用量

1800㎎，体表面積1.57㎡以上1.81㎡未

満：1回用量2100㎎，体表面積1.81㎡

以上：1回用量2400㎎） 

C法：体表面積にあわせて次の投与量

を朝食後と夕食後30分以内に1日2回，

14日間連日投与し，その後7日間休

薬．これを1コースとして繰り返す．

患者の状態により適宜減量．（体表面

積1.36㎡未満：1回用量1200㎎，体表

面積1.36㎡以上1.66㎡未満：1回用量

1500㎎，体表面積1.66㎡以上1.96㎡未

満：1回用量1800㎎，体表面積1.96㎡

以上：1回用量2100㎎） 

D法：体表面積にあわせて次の投与量

を朝食後と夕食後30分以内に1日2回，

5日間連日投与し，その後2日間休薬．

これを繰り返す．患者の状態により適

宜減量．（体表面積1.31㎡未満：1回用

量900㎎，体表面積1.31㎡以上1.64㎡

未満：1回用量1200㎎，体表面積1.64

㎡以上：1回用量1500㎎）

……………………………………………

（カペシタビン）Capecitabine

ゼローダ錠300（要時） お
Xeloda 300㎎1錠  〔中外〕

【効】①手術不能又は再発乳癌．②結

腸・直腸癌における補助化学療法．③

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直

腸癌．④胃癌

【用】（内）①A法又はB法，ラパチニ

ブトシル酸塩水和物と併用する場合に

はC法．②B法．オキサリプラチンと

併用する場合にはC法．直腸癌におけ

る補助化学療法で放射線照射と併用す

る場合にはD法．③他の抗悪性腫瘍剤

との併用でC法又はE法．④白金製剤

との併用でC法 

A法：体表面積にあわせて次の投与量

を朝食後と夕食後30分以内に1日2回，

21日間連日投与し，その後7日間休

薬．これを1コースとして繰り返す．

（体 表 面 積 1.31 ㎡ 未 満：1 回 用 量 900

㎎，体表面積1.31㎡以上1.64㎡未満：

1回用量1200㎎，体表面積1.64㎡以

上：1回用量1500㎎）． 

B法：体表面積にあわせて次の投与量

を朝食後と夕食後30分以内に1日2回，

14日間連日投与し，その後7日間休

薬．これを1コースとして繰り返す．

患者の状態により適宜減量．（体表面

積1.33㎡未満：1回用量1500㎎，体表

面積1.33㎡以上1.57㎡未満：1回用量

1800㎎，体表面積1.57㎡以上1.81㎡未

満：1回用量2100㎎，体表面積1.81㎡

以上：1回用量2400㎎） 

C法：体表面積にあわせて次の投与量

を朝食後と夕食後30分以内に1日2回，

14日間連日投与し，その後7日間休

薬．これを1コースとして繰り返す．

患者の状態により適宜減量．（体表面

積1.36㎡未満：1回用量1200㎎，体表

面積1.36㎡以上1.66㎡未満：1回用量

1500㎎，体表面積1.66㎡以上1.96㎡未

満：1回用量1800㎎，体表面積1.96㎡

以上：1回用量2100㎎） 

D法：体表面積にあわせて次の投与量

を朝食後と夕食後30分以内に1日2回，

5日間連日投与し，その後2日間休薬．

これを繰り返す．患者の状態により適

宜減量．（体表面積1.31㎡未満：1回用

量900㎎，体表面積1.31㎡以上1.64㎡

未満：1回用量1200㎎，体表面積1.64

㎡以上：1回用量1500㎎） 

E法：体表面積にあわせて次の投与量

を朝食後と夕食後30分以内に1日2回，

14日間連日投与し，その後7日間休

薬．これを1コースとして投与を繰り

返す．患者の状態により適宜減量．
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脈内注射：1日0.2～0.4㎎/㎏を他の抗

腫瘍剤（フルオロウラシル，マイトマ

イシンC，シクロホスファミド水和

物，ビンクリスチン硫酸塩，ビンブラ

スチン硫酸塩等）と併用して持続注入

ポンプで投与．年齢，症状により適宜

増減．③単独膀胱内注入を行う場合，

200 ～ 400㎎を，また，他の抗腫瘍剤

（マイトマイシンC等）と併用し，膀

胱内注入を行う場合は，100 ～ 300㎎

を10 ～ 40mLの生食液又は注射用蒸留

水に混合して1日1回又は週2～3回膀

胱内に注入．年齢，症状により適宜増

減．併用する薬剤の組合せ，併用量等

は医師の判断による

……………………………………………

（シタラビン）Cytarabine

キロサイドN注400㎎ お
Cylocide N 400㎎20mL1管  〔日本新薬〕

キロサイドN注1g お
Cylocide N 1g50mL1瓶

【効】シタラビン大量療法：再発又は難

治性の次記疾患．急性白血病（①急性

骨髄性白血病，②急性リンパ性白血

病）．③悪性リンパ腫．但し，②③に

ついては他の抗腫瘍剤と併用する場合

に限る．④腫瘍特異的T細胞輸注療法

の前処置

【用】（注）①1回2g/㎡を5%ブドウ糖液

あるいは生食液に混合し300 ～ 500mL

とし，12時間毎に3時間かけて最大6日

間連日点滴静注．小児：1回3g/㎡を

12時間毎に3時間かけて3日間連日点滴

静注．②他の抗腫瘍剤と併用し，1回

2g/㎡を5%ブドウ糖液あるいは生食液

に混合し300 ～ 500mLとし，12時間毎

に3時間かけて最大6日間連日点滴静

注．小児：他の抗腫瘍剤と併用し，1

回2g/㎡を12時間毎に3時間かけて3日

間連日点滴静注．③他の抗腫瘍剤と併

用し，1回2g/㎡を5%ブドウ糖液ある

い は 生 食 液 に 混 合 し 300 ～ 500mLと

し，1日1～2回3時間かけて1～2日間

（最大2回）連日点滴静注．小児：他の

抗腫瘍剤と併用し，1回2g/㎡を12時

間毎に3時間かけて3日間連日点滴静

注．患者の年齢，末梢血及び骨髄の状

態等により適宜減量

……………………………………………

（シタラビンオクホスファート水和物）

Cytarabine ocphosphate hydrate

スタラシドカプセル50 お
Starasid 50㎎1カプセル  〔日本化薬〕

【効】①成人急性非リンパ性白血病（強

力な化学療法が対象となる症例にはそ

の療法を優先する）．②骨髄異形成症

候群（Myelodysplastic Syndrome）

【用】（内）次の1日量を1 ～ 3回に分割

し食後，2～3週間連続，2～3週間休

薬．これを繰り返す．疾患，症状等に

より適宜増減．①100～300㎎．②100

～200㎎

……………………………………………

4229．その他の代謝拮抗剤
 

（クロファラビン）Clofarabine

エボルトラ点滴静注20㎎（要
時） お

Evoltra 20㎎20mL1瓶  〔サノフィ〕

【効】再発又は難治性の急性リンパ性白

血病

【用】（注）52㎎/㎡を1日1回2時間以上

かけて点滴静注．これを5日間連日投

与し，少なくとも9日間休薬．これを1

クールとして繰り返す．患者の状態に

より適宜減量

……………………………………………
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状態などにより適宜減量

……………………………………………

4224．シトシン系製剤
 

（ゲムシタビン塩酸塩）Gemcitabine 

hydrochloride

ゲムシタビン点滴静注用200㎎
「ヤクルト」あ お

Gemcitabine 200㎎1瓶  〔高田〕

〔先発品〕ジェムザール注射用200㎎

ゲムシタビン点滴静注用1g
「ヤクルト」あ お

Gemcitabine 1g1瓶

〔先発品〕ジェムザール注射用1g

【効】①膵癌，胆道癌，尿路上皮癌，が

ん化学療法後に増悪した卵巣癌，再発

又は難治性の悪性リンパ腫．②手術不

能又は再発乳癌．③非小細胞肺癌

【用】（注）①1回1000㎎/㎡を30分かけ

て点滴静注し，週1回投与を3週連続

し，4週目は休薬．これを1コースとし

て繰り返す．患者の状態により適宜減

量．②1回1250㎎/㎡を30分かけて点

滴静注し，週1回投与を2週連続し，3

週目は休薬．これを1コースとして繰

り返す．患者の状態により適宜減量．

③1回1000㎎/㎡を30分かけて点滴静

注し，週1回投与を3週連続し，4週目

は休薬する．これを1コースとして投

与を繰り返す．シスプラチンと併用す

る場合は，ゲムシタビンとして1回

1250㎎/㎡を30分かけて点滴静注し，

週1回投与を2週連続し，3週目は休薬

を1コースとすることもできる．患者

の状態により適宜減量

……………………………………………

（シタラビン）Cytarabine

キロサイド注20㎎ お
Cylocide 20㎎1mL1管  〔日本新薬〕

キロサイド注100㎎ お
Cylocide 100㎎5mL1管

【効】①急性白血病（赤白血病，慢性骨

髄性白血病の急性転化例を含む）．②

消化器癌（胃癌，膵癌，肝癌，結腸癌

等），肺癌，乳癌，女性性器癌（子宮

癌等）等．但し他の抗腫瘍剤（フルオ

ロウラシル，マイトマイシンC，シク

ロホスファミド水和物，メトトレキ

サート，ビンクリスチン硫酸塩，ビン

ブラスチン硫酸塩等）と併用する場合

に限る．③膀胱腫瘍

【用】（注）①1）寛解導入：1日0.8 ～

1.6㎎/㎏，小児0.6～2.3㎎/㎏，を250

～500mLの5%ブドウ糖液あるいは生食

液に混合し，点滴静注するか，又は

20mLの20%ブドウ糖液あるいは生食液

に混合し，ワンショットで静注．2～

3週間連続投与を行う．2）維持療法：

寛解が得られた場合，維持療法として

前記用量を1週1回そのまま皮下注，筋

注するか，あるいは前記用法に従い静

注．3）シタラビン少量療法：次記の

用量を10～14日間皮下又は静注，1回

10～20㎎を1日2回か1回20㎎/㎡を1日

1回．4）髄腔内化学療法：1回25～40

㎎を1週間に1～2回髄腔内に投与．1

歳：15 ～ 20㎎．2歳：20 ～ 30㎎．3歳

以上：25 ～ 40㎎．併用する他の抗腫

瘍剤及び患者の状態により投与間隔は

適宜延長する．髄液に異常所見を認め

る場合は，正常化するまで投与を継続

する．年齢，症状により適宜増減．②

1）静注：他の抗腫瘍剤（フルオロウ

ラシル，マイトマイシンC，シクロホ

スファミド水和物，メトトレキサー

ト，ビンクリスチン硫酸塩等）と併用

するときは，1回0.2～0.8㎎/㎏を1週

間に1～2回点滴静注するか，又はワ

ンショットで静脈内投与．2）局所動
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投与量及び投与日数は適宜減ずる

……………………………………………

（ペメトレキセドナトリウム水和物）

Pemetrexed sodium hydrate

アリムタ注射用500㎎ お
Alimta 500㎎1瓶 

 〔日本イーライリリー〕

【効】①悪性胸膜中皮腫．②切除不能な

進行・再発の非小細胞肺癌

【用】（注）①シスプラチンとの併用に

おいて，ペメトレキセドとして1日1回

500 ㎎/㎡ を 10 分 間 か け て 点 滴 静 注

し，少なくとも20日間休薬．これを1

コースとし，投与を繰り返す．状態に

より適宜減量．②1日1回500㎎/㎡を

10分間かけて点滴静注し，少なくとも

20日間休薬．これを1コースとし，投

与を繰り返す．状態により適宜減量

……………………………………………

エスワンタイホウ配合OD錠
T20あ お

S-1TAIHO OD 20㎎1錠（テガフール

相当量）  〔岡山大鵬〕

〔先発品〕ティーエスワン配合OD錠

T20

1錠中：

テガフール 20㎎

ギメラシル 5.8㎎

オテラシルカリウム 19.6㎎

エスワンタイホウ配合OD錠
T25あ お

S-1TAIHO OD 25㎎1錠（テガフール

相当量）

〔先発品〕ティーエスワン配合OD錠

T25

1錠中：

テガフール 25㎎

ギメラシル 7.25㎎

オテラシルカリウム 24.5㎎

【効】胃癌，結腸・直腸癌，頭頸部癌，

非小細胞肺癌，手術不能又は再発乳

癌，膵癌，胆道癌

【用】（内）初回投与量（1回量）を体表

面積に合せて次の基準量とし，朝食後

及び夕食後の1日2回，28日間連日，そ

の後14日間休薬．これを1クールとし

て投与を繰り返す．体表面積1.25㎡未

満：初回基準量（テガフール相当量）

40㎎/回．1.25㎡以上～1.5㎡未満：50

㎎/回．1.5㎡以上：60㎎/回．患者の

状態により適宜増減．増減量の段階を

40㎎，50㎎，60㎎，75㎎/回とする．

増量は本剤の投与によると判断される

臨床検査値異常（血液検査，肝・腎機

能検査）及び消化器症状が発現せず，

安全性に問題がなく，増量できると判

断される場合に初回基準量から一段階

までとし，75㎎/回を限度．減量は，

一段階ずつ行い，最低投与量は40㎎/

回

……………………………………………

ユーエフティ配合カプセル
T100 お

UFT 100㎎1カプセル（テガフール相

当量）  〔大鵬〕

1カプセル中：

テガフール 100㎎

ウラシル 224㎎

ユーエフティ E配合顆粒T100
（院外） お

UFT E 100㎎0.5g1包（テガフール相

当量）

0.5g中：

テガフール 100㎎

ウラシル 224㎎

【効】①テガフール・ウラシル通常療

法：次の疾患の自覚的並びに他覚的症

状の寛解：頭頸部癌，胃癌，結腸・直

腸癌，肝臓癌，胆嚢・胆管癌，膵臓

癌，肺癌，乳癌，膀胱癌，前立腺癌，
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（ネララビン）Nelarabine

アラノンジー静注用250㎎（要
時） お

Arranon G 250㎎50mL1瓶 

 〔ノバルティス〕

【効】再発又は難治性の次記疾患：T細

胞急性リンパ性白血病，T細胞リンパ

芽球性リンパ腫

【用】（注）1500㎎/㎡を1日1回2時間以

上かけて点滴静注．これを1，3，5日

目に投与し，その後16日間休薬．21日

間を1クールとして繰り返す．小児：

650㎎/㎡を1日1回1時間以上かけて点

滴静注．これを5日間連日投与し，そ

の後16日間休薬．21日間を1クールと

して繰り返す

……………………………………………

（ヒドロキシカルバミド）Hydroxy-

carbamide

ハイドレアカプセル500㎎ お
Hydrea 500㎎1カプセル 

 〔ブリストル・マイヤーズ〕

【効】慢性骨髄性白血病，本態性血小板

血症，真性多血症

【用】（内）1日500㎎～2000㎎を1～3回

に分割．寛解後の維持には1日500㎎～

1000㎎を1 ～ 2回に分割．血液所見，

症状，年齢，体重により初回量，維持

量を適宜増減

……………………………………………

（プララトレキサート）Pralatrexate

ジフォルタ注射液20㎎（要時）
 お

Difolta 20㎎1mL1瓶  〔ムンディ〕

【効】再発又は難治性の末梢性T細胞リ

ンパ腫

【用】（注）1日1回30㎎/㎡（体表面積）

を3～5分間かけて週1回静注．これを

6週連続で行い，7週目は休薬．これを

1サイクルとして繰り返す．患者の状

態により適宜減量

……………………………………………

（フルダラビンリン酸エステル）

Fludarabine phosphate

フルダラ錠10㎎（要時） お
Fludara 10㎎1錠  〔サノフィ〕

【効】①再発又は難治性の次の疾患：低

悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫，

マントル細胞リンパ腫．②貧血又は血

小板減少症を伴う慢性リンパ性白血病

【用】（内）40㎎/㎡を1日1回5日間連日

経口投与，23日間休薬．これを1クー

ルとし，投与を繰り返す．体表面積に

より，次の投与量を1日用量とする．

〔体 表 面 積〕0.89 － 1.13 ㎡：40 ㎎（4

錠）．1.14－1.38㎡：50㎎（5錠）．1.39

－ 1.63 ㎡：60 ㎎（6 錠）．1.64 － 1.88

㎡：70㎎（7錠）．1.89－2.13㎡：80㎎

（8錠）．2.14－2.38㎡：90㎎（9錠）

……………………………………………

（フルダラビンリン酸エステル）

Fludarabine phosphate

フルダラ静注用50㎎ お
Fludara 50㎎1瓶  〔サノフィ〕

【効】①貧血又は血小板減少症を伴う慢

性リンパ性白血病．②再発又は難治性

の次記疾患：低悪性度B細胞性非ホジ

キンリンパ腫，マントル細胞リンパ

腫．③次記疾患における同種造血幹細

胞移植の前治療：急性骨髄性白血病，

骨髄異形成症候群，慢性骨髄性白血

病，慢性リンパ性白血病，悪性リンパ

腫，多発性骨髄腫．④腫瘍特異的T細

胞輸注療法の前処置

【用】（注）①②1日量20㎎/㎡を5日間

連日点滴静注（約30分）し，23日間休

薬．これを1クールとし，投薬を繰り

返す．患者の状態により適宜増減．③

1日量30㎎/㎡を6日間連日点滴静注

（約30分）する．患者の状態により，
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4234．ブレオマイシン系製剤
 

（ブレオマイシン塩酸塩）Bleomycin 

hydrochloride

ブレオ注射用15㎎ お
Bleo 15㎎1瓶  〔日本化薬〕

【効】皮膚癌，頭頸部癌（上顎癌，舌

癌，口唇癌，咽頭癌，喉頭癌，口腔癌

等），肺癌（特に原発性及び転移性扁

平上皮癌），食道癌，悪性リンパ腫，

子宮頸癌，神経膠腫，甲状腺癌，胚細

胞腫瘍（精巣腫瘍，卵巣腫瘍，性腺外

腫瘍）

【用】（注）①静注：15㎎～30㎎を生理

食塩液又は，ブドウ糖液等の適当な静

脈用注射液約5～20mLに溶解し，緩徐

に．発熱の著しい場合は1回量を5㎎又

はそれ以下とする．②筋注・皮下注：

15㎎～ 30㎎を生理食塩液等の適当な

溶解液約5mLに溶解．患部の周辺に皮

下注する場合は1㎎/1mL以下の濃度．

③動注：5㎎～15㎎を生理食塩液又は

ブドウ糖液等の適当な注射液に溶解

し，シングルショット又は連続的に．

④注射の頻度：1週2回を原則とし，症

状に応じて1日1回（連日）ないし1週

間1回に適宜増減．⑤総投与量：総投

与量は腫瘍の消失を目標とし，300㎎

以下．胚細胞腫瘍に対し，確立された

標準的な他の抗癌剤との併用療法に

あっては360㎎以下．⑥小児への投

与：小児の胚細胞腫瘍，悪性リンパ腫

に対しては，次記の用法・用量で投

与；1回10㎎～20㎎/㎡を1～4週間ご

とに静脈内投与．1回量として成人の

最大用量（30㎎）まで

……………………………………………

（ブレオマイシン硫酸塩）Bleomycin 

sulfate

ブレオS軟膏5㎎/g（院外） お
Bleo S 0.5%5g1本  〔日本化薬〕

【効】皮膚悪性腫瘍

【用】（外）1 日 1 回ODT（閉 鎖 密 封 療

法），ODTが困難な場合には1日2～3

回単純塗布，100につき5 ～ 12.5㎎

（本剤として1～2.5g）

……………………………………………

（ペプロマイシン硫酸塩）Peplomycin 

sulfate

ペプレオ注射用5㎎（要時） お
Pepleo 5㎎1瓶  〔日本化薬〕

【効】皮膚癌，頭頸部悪性腫瘍（上顎

癌，舌癌・その他の口腔癌，咽頭癌，

喉頭癌），肺癌（扁平上皮癌），前立腺

癌，悪性リンパ腫

【用】（注）1週2～3回，症状に応じ1日

1回連日～週1回まで，週間投与量20

～30㎎，総投与量150㎎以下，静注：

5～10㎎を生理食塩液又はブドウ糖液

等の静脈用注射液約5～20mLに溶解，

緩徐に．筋注：5～10㎎を生理食塩液

等の適当な溶解液約5mLに溶解．動

注：5～10㎎をヘパリン等の血液凝固

阻止剤を加えた生理食塩液等の適当な

動脈用注射液3 ～ 25mLに溶解，ワン

ショット動注又は持続動注

……………………………………………

4235．アントラサイクリン系抗生
物質製剤

 

（アクラルビシン塩酸塩）Aclarubicin 

hydrochloride

アクラシノン注射用20㎎ お
Aclacinon 20㎎1瓶  〔アステラス〕

【効】次の疾患の自覚的並びに他覚的症

状の寛解及び改善：①胃癌，肺癌，乳

癌，卵巣癌，悪性リンパ腫．②急性白
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子宮頸癌．②ホリナート・テガフー

ル・ウラシル療法：結腸・直腸癌

【用】（内）①1日量として，テガフール

300 ～ 600㎎相当量を1日2 ～ 3回に分

割．子宮頚癌については，1日量とし

て，テガフール600㎎相当量を1日2～

3回に分割．他の抗悪性腫瘍剤との併

用の場合は前記に準じて投与．②結

腸・直腸癌に対して，1日量として，

テガフール300～600㎎相当量（300㎎

/㎡を基準）を1日3回に分割し（約8

時間ごと），食事の前後1時間を避け

て．ホリナートの投与量は，75㎎を1

日3回に分割し（約8時間ごと），テガ

フール・ウラシル配合剤と同時に経口

投与．以上を28日間連日，その後7日

間休薬．これを1クールとして投与を

繰り返す

……………………………………………

423．抗腫瘍性抗生物質製剤
4231．マイトマイシンC製剤
 

（マイトマイシンC）Mitomycin C

マイトマイシン注用2㎎ お
Mitomycin 2㎎1瓶  〔協和キリン〕

【効】次記疾患の自覚的並びに他覚的症

状の緩解：慢性リンパ性白血病，慢性

骨髄性白血病，胃癌，結腸・直腸癌，

肺癌，膵癌，肝癌，子宮頸癌，子宮体

癌，乳癌，頭頸部腫瘍，膀胱腫瘍

【用】（注）①間歇投与法：1日4 ～ 6㎎

を週1 ～ 2回静注．年齢，症状により

適宜増減．②連日投与法：1日2㎎を連

日静注．年齢，症状により適宜増減．

③大量間歇投与法：1日10 ～ 30㎎を1

～3週間以上の間隔で静注．年齢，症

状により適宜増減．④他の抗悪性腫瘍

剤との併用：1日2～4㎎を週1～2回他

の抗悪性腫瘍剤と併用して投与．年

齢，症状により適宜増減・①～④必要

に応じて動脈内，髄腔内又は胸・腹腔

内に1日2～10㎎を適宜注入．注射液

の調製法：2㎎当り，5mLの割合に注射

用水を加えて溶解．⑤膀胱腫瘍の場

合：再発予防には1日1回あるいは隔日

に4～10㎎を膀胱内に注入．治療には

1日1回10～40㎎を膀胱内に注入．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

4233．アクチノマイシンD製剤
 

（アクチノマイシンD）Actinomycin 

D

コスメゲン静注用0.5㎎（要時）
 お

Cosmegen 0.5㎎1瓶  〔ノーベル〕

【効】①ウイルムス腫瘍，絨毛上皮腫，

破壊性胞状奇胎．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：

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，腎芽腫

その他腎原発悪性腫瘍）

【用】（注）①1日量0.010㎎/㎏5日間の

静注を1クール．小児：1日量0.015㎎/

㎏5日間の静注を1クール．休薬期間は

2週間であるが，前回の投与によって

中毒症状が現れた場合，中毒症状が消

失するまで休薬．②1回投与法：1日1

回1.25～1.35㎎/㎡（体重30㎏以上：1

日最大投与量2.3㎎）又は0.045㎎/㎏

（体重30㎏未満）を静注又は点滴静注

とする．分割投与法：1日1回0.015㎎/

㎏（1日最大投与量0.5㎎）を静注又は

点滴静注，5日間連続投与とする．休

薬期間は2週間であるが，前回の投与

によって中毒症状が現れた場合，中毒

症状が消失するまで休薬．年齢，併用

薬，患者の状態に応じて適宜減量

……………………………………………
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に膀胱腔内を空にした後，同カテーテ

ルよりエピルビシン塩酸塩溶液を注入

し，1 ～ 2時間膀胱腔内に把持する．

年齢，症状，副作用により，適宜増

減．⑥1）シクロホスファミド水和物

との併用：100㎎/㎡を約20mLの注射

用水に溶解し，1日1回静注，20日間休

薬，これを1クールとし，4～6クール

反復．2）シクロホスファミド水和

物，フルオロウラシル併用：100㎎/

㎡を約20mLの注射用水に溶解し，1日

1回静注，20日間休薬．これを1クール

とし，4 ～ 6クール反復．年齢，症状

により適宜減量．⑦10㎎に対し，ヨー

ド化ケシ油脂肪酸エチルエステルを

0.5 ～ 2mLの割合で加え，肝動脈内に

挿入されたカテーテルより肝動脈内に

投与．1日60㎎/㎡とするが，状態に

より適宜増減し，腫瘍血管に乳濁液が

充満した時点で終了

……………………………………………

（ダウノルビシン塩酸塩）Daunorubi-

cin hydrochloride

ダウノマイシン静注用20㎎ お
Daunomycin 20㎎1瓶  〔Meiji Seika〕

【効】急性白血病（慢性骨髄性白血病の

急性転化を含む）

【用】（注）1日量0.4 ～ 1.0㎎/㎏を，小

児は1日量1.0㎎/㎏を連日あるいは隔

日に3～5回静注又は点滴静注．約1週

間の観察期間をおき，反復．使用に際

しては，1バイアル20㎎に10mLの生理

食塩液を加え軽く振盪して完全に溶か

してから静注

……………………………………………

（ドキソルビシン塩酸塩）Doxorubi-

cin hydrochloride

アドリアシン注用10（要時） お
Adriacin 10㎎1瓶  〔アスペン〕

【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
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血病

【用】（注）1バイアルを生食液又は5%

ブドウ糖液10mLに溶解して，①1）1日

40 ～ 50㎎（0.8 ～ 1.0㎎/㎏）を1週間

に2回．1，2日連日又は1，4日静脈内

へワンショットまたは点滴投与する．

2）1日20㎎（0.4㎎/㎏）を7日間連日

静脈内へワンショット投与又は点滴投

与後，7日間休薬しこれを反復．②1日

20㎎（0.4㎎/㎏）を10 ～ 15日間連日

静脈内へワンショットまたは点滴投与

する

……………………………………………

（アムルビシン塩酸塩）Amrubicin 

hydrochloride

カルセド注射用20㎎ お
Calsed 20㎎1瓶  〔日本化薬〕

カルセド注射用50㎎ お
Calsed 50㎎1瓶

【効】非小細胞肺癌，小細胞肺癌

【用】（注）45㎎/㎡を約20mLの生理食

塩液あるいは5%ブドウ糖注射液に溶

解し，1日1回3日間連日静脈内に投与

し，3～4週間休薬．これを1クールと

し，繰り返す．状態により適宜減量

……………………………………………

（イダルビシン塩酸塩）Idarubicin 

hydrochloride

イダマイシン静注用5㎎ え
Idamycin 5㎎1瓶  〔ファイザー〕

【効】急性骨髄性白血病（慢性骨髄性白

血病の急性転化を含む）

【用】（注）1バイアル5㎎に5mLの注射用

水を加え溶解する．12㎎/㎡を1日1

回，3日間連日静脈内投与．骨髄機能

が回復するまで休薬し，繰り返す

……………………………………………

（エピルビシン塩酸塩）Epirubicin 

hydrochloride

エピルビシン塩酸塩注射用
10㎎「NK」あ お

Epirubicin hydrochloride 10㎎1瓶 

 〔日本化薬〕

〔先発品〕ファルモルビシン注射用10㎎

エピルビシン塩酸塩注射用
50㎎「NK」あ お

Epirubicin hydrochloride 50㎎1瓶

〔先発品〕ファルモルビシン注射用50㎎

【効】次記疾患の自覚的並びに他覚的症

状の緩解：①急性白血病．②悪性リン

パ腫．③乳癌，卵巣癌，胃癌，尿路上

皮癌（膀胱癌，腎盂・尿管腫瘍）．④

肝癌．⑤膀胱癌（表在性膀胱癌に限

る）．⑥次の悪性腫瘍に対する他の抗

悪性腫瘍剤との併用療法：乳癌（手術

可能例における術前，あるいは術後化

学療法）．⑦肝癌に対する肝動脈化学

塞栓療法（TACE）

【用】（注）①15㎎/㎡を約20mLの注射

用水に溶解し，1日1回5～7日間連日

静注，3週間休薬，これを1クールと

し，必要に応じて2 ～ 3クール反復．

②40～60㎎/㎡を約20mLの注射用水に

溶解し，1日1回静注，3 ～ 4週休薬，

これを1クールとし，3 ～ 4クール反

復．③60㎎/㎡を約20mLの注射用水に

溶解し，1日1回静注，3 ～ 4週休薬，

これを1クールとし，3 ～ 4クール反

復．④60㎎/㎡を約20mLの注射用水に

溶解し，肝動脈内に挿入されたカテー

テルより，1日1回肝動脈内に投与し3

～4週休薬，これを1クールとし，3～

4クール反復．⑤60㎎を30mLの生理食

塩液に溶解し，1日1回3日間連日膀胱

内注入，4日間休薬，これを1クールと

し，2 ～ 4クール反復．注入に際して

は，ネラトンカテーテルで導尿し十分
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……………………………………………

（ドキソルビシン塩酸塩）Doxorubi-

cin hydrochloride

ドキシル注20㎎ お
Doxil 20㎎10mL1瓶  〔持田〕

【効】①がん化学療法後に増悪した卵巣

癌．②エイズ関連カポジ肉腫

【用】（注）①1日1回50㎎/㎡を1㎎/分

で静注，その後4週間休薬．これを1

コースとして繰り返す．状態により適

宜減量．②1日1回20㎎/㎡を1㎎/分で

静注，その後2～3週間休薬．これを1

コースとして繰り返す．状態により適

宜減量

……………………………………………

（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
10㎎「サンド」あ お

Doxorubicin hydrochloride 10㎎5mL1

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，注射用水または生理食塩

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

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
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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，注射用水または生理食塩

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

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．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．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
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はI法を，尿路上皮癌はI法又はII法

を，急性白血病はV法を，悪性リンパ

腫はI法又はIV法を標準的用法・用量

として選択． 

I法（3 ～ 4週1回法）〔乳癌，胃癌，卵

巣癌，子宮癌，尿路上皮癌，悪性リン

パ腫〕：1日1回，40～60㎎（25～40㎎

/㎡），3～4週間休薬．これを1クール

とし，繰り返す． 

II法（3～4週2回法）〔尿路上皮癌〕：1

日1回，30 ～ 40㎎（20 ～ 25㎎/㎡）を

2日間連日投与し，3～4週間休薬．こ

れを1クールとし，投与を繰り返す． 

III法（週1回法）〔頭頸部癌，乳癌，胃

癌〕：1日1回，20 ～ 40㎎（14 ～ 25㎎/

㎡）を1週間間隔で2 ～ 3回投与し，3

～ 4週間休薬．これを1クールとし，

繰り返す． 

IV法（連日法）〔頭頸部癌，悪性リン

パ腫〕：1日1回，10 ～ 20㎎（7 ～ 14㎎

/㎡）を3 ～ 5日間連日投与し，3 ～ 4

週間休薬．これを1クールとし，繰り

返す． 

V法（連 日 法）〔急 性 白 血 病〕：1 日 1

回，10 ～ 30㎎（7 ～ 20㎎/㎡）を5日

間連日投与．骨髄機能が回復するまで

休薬し，繰り返す． 

（2）動脈内注射による頭頸部癌，膀胱

癌の場合：1日1回，10～20㎎（7～14

㎎/㎡）を連日又は隔日に5～10回投

与． 

（3）膀胱内注入による膀胱癌：カテー

テルを用いて導尿した後，1日1回，15

～ 30㎎を500 ～ 1000μg/mLの溶液とし

て週3回，各1 ～ 2時間膀胱内把持す

る．これを1クールとし，2～3クール

繰り返す．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

4239．その他の抗腫瘍性抗生物質
製剤

 

（ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝

子組換え））Gemtuzumab ozogami-

cin (genetical recombination)

マイロターグ点滴静注用5㎎
（要時） えけ

Mylotarg 5㎎1瓶  〔ファイザー〕

【効】再発又は難治性のCD33陽性の急

性骨髄性白血病

【用】（注）1回量9㎎/㎡（たん白質量

として表記）を2時間かけて点滴静

注．回数は，少なくとも14日間の投与

間隔をおいて，2回とする

……………………………………………

424．抗腫瘍性植物成分製剤
 

（イリノテカン塩酸塩水和物）Irinote-

can hydrochloride hydrate

イリノテカン塩酸塩点滴静注
液40㎎「SUN」（旧名称：イリ
ノテカン塩酸塩点滴静注液
40㎎「タイホウ」）あ お

Irinotecan hydrochloride 40㎎2mL1瓶 

 〔サンファーマ〕

〔先発品〕カンプト点滴静注40㎎

トポテシン点滴静注40㎎

イリノテカン塩酸塩点滴静注
液40㎎「SUN」あ お

Irinotecan hydrochloride 40㎎2mL1瓶

〔先発品〕カンプト点滴静注40㎎

トポテシン点滴静注40㎎

イリノテカン塩酸塩点滴静注
液100㎎「SUN」（旧名称：イリ
ノテカン塩酸塩点滴静注液
100㎎「タイホウ」）あ お

Irinotecan hydrochloride 100㎎5mL1

瓶

〔先発品〕カンプト点滴静注100㎎
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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．疾患，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

……………………………………………

（ピラルビシン塩酸塩）Pirarubicin 

hydrochloride

テラルビシン注射用10㎎ お
Therarubicin 10㎎1瓶  〔Meiji Seika〕

【効】次記疾患の自覚的・他覚的症状の

寛解並びに改善：頭頸部癌，乳癌，胃

癌，尿路上皮癌（膀胱癌，腎盂・尿管

腫瘍），卵巣癌，子宮癌，急性白血

病，悪性リンパ腫

【用】（注）1．注射液の調製：本剤のバ

イアルに5%ブドウ糖注射液，注射用

水又は生理食塩液10mLを加えて溶解．

 

2．投与方法（1）静注の場合：頭頸部

癌はIII法又はIV法を，乳癌及び胃癌

はI法又はIII法を，卵巣癌及び子宮癌
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静注し，3週間休薬．これを1クールと

し，繰り返す．投与量及び投与日数は

疾患，症状，併用する他の抗悪性腫瘍

剤により適宜減ずる

……………………………………………

（エトポシド）Etoposide

ラステットSカプセル25㎎ お
Lastet S 25㎎1カプセル  〔日本化薬〕

【効】①肺小細胞癌．②悪性リンパ腫．

③子宮頸癌．④がん化学療法後に増悪

した卵巣癌

【用】（内）①1日175～200㎎を5日間連

続投与し，3週間休薬．これを1クール

とし，繰り返す．疾患，症状により適

宜増減．②患者の状態に応じA法又は

B法を選択する．A法：1日175 ～ 200

㎎を5日間連続投与し，3週間休薬．こ

れを1クールとし，繰り返す．疾患，

症状により適宜増減．B法：1日50㎎

を 21 日 間 連 続 投 与 し，1 ～ 2 週 間 休

薬．これを1クールとし，繰り返す．

疾患，症状により適宜増減．③1日50

㎎を21日間連続投与し，1 ～ 2週間休

薬．これを1クールとし，繰り返す．

疾患，症状により適宜増減．④1日50

㎎/㎡を21日間連続投与し，1週間休

薬．これを1クールとし，繰り返す．

患者の状態により適宜減量

……………………………………………

（カバジタキセルアセトン）Cabazi-

taxel acetonate

ジェブタナ点滴静注60㎎（要
時） え

Jevtana 60㎎1.5mL1瓶  〔サノフィ〕

【効】前立腺癌

【用】（注）プレドニゾロンとの併用に

おいて，1日1回カバジタキセルとして

25㎎/㎡（体表面積）を1時間かけて3

週間間隔で点滴静注．患者の状態によ

り適宜減量

……………………………………………

（ドセタキセル水和物）Docetaxel 

hydrate

ドセタキセル点滴静注20㎎
/1mL「ヤクルト」あ え

Docetaxel 20㎎1mL1瓶  〔ヤクルト〕

〔先発品〕ワンタキソテール点滴静注20

㎎/1mL

ドセタキセル点滴静注80㎎
/4mL「ヤクルト」あ え

Docetaxel 80㎎4mL1瓶

〔先発品〕ワンタキソテール点滴静注80

㎎/4mL

【効】①乳癌，非小細胞肺癌，胃癌，頭

頸部癌．②卵巣癌．③食道癌，子宮体

癌．④前立腺癌

【用】（注）①1日1回，60㎎/㎡を1時間

以上かけて3 ～ 4週間間隔で点滴静

注．患者の状態により適宜増減．1回

75㎎/㎡まで．②1日1回，70㎎/㎡を1

時間以上かけて3～4週間間隔で点滴

静注．患者の状態により適宜増減．1

回75㎎/㎡まで．③1日1回，70㎎/㎡

を1時間以上かけて3～4週間間隔で点

滴静注．患者の状態により適宜増減．

④1日1回，75㎎/㎡を1時間以上かけ

て3週間間隔で点滴静注．患者の状態

により適宜増減

……………………………………………

（ノギテカン塩酸塩）Nogitecan 

hydrochloride

ハイカムチン注射用1.1㎎ お
Hycamtin 1.1㎎1瓶  〔日本化薬〕

【効】①小細胞肺癌．②がん化学療法後

に増悪した卵巣癌．③小児悪性固形腫

瘍．④進行又は再発の子宮頸癌

【用】（注）①1日1回，1.0㎎/㎡を5日間

連日点滴静注し，少なくとも16日間休

薬．これを1コースとして，繰り返

す．状態により適宜増減．②1日1回，
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トポテシン点滴静注100㎎

イリノテカン塩酸塩点滴静注
液100㎎「SUN」あ お

Irinotecan hydrochloride 100㎎5mL1

瓶

〔先発品〕カンプト点滴静注100㎎

トポテシン点滴静注100㎎

【効】①小細胞肺癌，非小細胞肺癌．②

子宮頸癌，卵巣癌，胃癌（手術不能又

は再発），結腸・直腸癌（手術不能又

は再発）．③乳癌（手術不能又は再

発），有棘細胞癌．④悪性リンパ腫

（非ホジキンリンパ腫）．⑤小児悪性固

形腫瘍．⑥治癒切除不能な膵癌

【用】（注）①③はA法を，②はA法又

はB法を，④はC法を，⑤はD法を，

⑥はE法を1クールとして繰り返す．A

法：1日1回，100㎎/㎡を1週間間隔で

3～4回点滴静注し，少なくとも2週間

休薬．B法：1日1回，150㎎/㎡を2週

間間隔で2～3回点滴静注し，少なく

とも3週間休薬．C法：1日1回，40㎎/

㎡を3日間連日点滴静注．これを1週毎

に2～3回繰り返し，少なくとも2週間

休薬．A ～ C法の投与量は，年齢，症

状により適宜増減．D法：1日1回，20

㎎/㎡を5日間連日点滴静注．これを1

週毎に2回繰り返し，少なくとも1週間

休薬．E法：1日1回，180㎎/㎡を点滴

静注し，少なくとも2週間休薬．D法

及びE法の投与量は，患者の状態によ

り 適 宜 減 量．A法，B法 及 びE法 で

は，投与量に応じて500mL以上の生理

食塩液，ブドウ糖液又は電解質維持液

に混和し，90分以上かけて点滴静注．

C法では，投与量に応じて250mL以上

の生理食塩液，ブドウ糖液又は電解質

維持液に混和し，60分以上かけて点滴

静 注．D法 で は， 投 与 量 に 応 じ て

100mL以上の生理食塩液，ブドウ糖液

又は電解質維持液に混和し，60分以上

かけて点滴静注

……………………………………………

（イリノテカン塩酸塩水和物）Irinote-

can hydrochloride hydrate

オニバイド点滴静注43㎎ お
Onivyde 43㎎10mL1瓶  〔ヤクルト〕

【効】がん化学療法後に増悪した治癒切

除不能な膵癌

【用】（注）フルオロウラシル及びレボ

ホリナートとの併用において，1回70

㎎/m2（体表面積）を90分かけて2週

間間隔で点滴静注．患者の状態により

適宜減量

……………………………………………

（エトポシド）Etoposide

ベプシド注100㎎ お
Vepesid 100㎎5mL1瓶 

 〔ブリストル・マイヤーズ〕

【効】①肺小細胞癌，悪性リンパ腫，急

性白血病，睾丸腫瘍，膀胱癌，絨毛性

疾患．②胚細胞腫瘍（精巣腫瘍，卵巣

腫瘍，性腺外腫瘍）．③次の悪性腫瘍

に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療

法：小児悪性固形腫瘍（ユーイング肉

腫ファミリー腫瘍，横紋筋肉腫，神経

芽腫，網膜芽腫，肝芽腫その他肝原発

悪性腫瘍，腎芽腫その他腎原発悪性腫

瘍等）．④腫瘍特異的T細胞輸注療法

の前処置

【用】（注）①1日量60～100㎎/㎡を5日

間連続点滴静注し，3週間休薬．これ

を1クールとし，繰り返す．投与量は

疾患，症状により適宜増減．②確立さ

れた標準的な他の抗悪性腫瘍剤との併

用療法を行い，1日量100㎎/㎡を5日

間連続点滴静注し，16日間休薬．これ

を1クールとし，繰り返す．③他の抗

悪性腫瘍剤との併用において，1日量

100 ～ 150㎎/㎡を3 ～ 5日間連続点滴
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これを1クールとして繰り返す． 

B法：1日1回100㎎/㎡を1時間かけて

点滴静注し，週1回投与を6週連続し，

少なくとも2週間休薬．これを1クール

として繰り返す． 

C法：1日1回80㎎/㎡を1時間かけて点

滴静注し，週1回投与を3週連続する．

これを1クールとして，繰り返す． 

D法：1日1回135㎎/㎡を24時間かけて

点滴静注し，少なくとも3週間休薬．

これを1クールとして，繰り返す． 

E法：1日1回80㎎/㎡を1時間かけて点

滴静注し，週1回投与を3週連続し，少

なくとも2週間休薬．これを1クールと

して，繰り返す．状態により適宜減量

……………………………………………

（ビノレルビン酒石酸塩）Vinorelbine 

ditartrate

ナベルビン注10 え
Navelbine 10㎎1mL1瓶  〔協和キリン〕

ナベルビン注40 え
Navelbine 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，

3週目は休薬．年齢，症状により適宜

減量

……………………………………………

（ビンクリスチン硫酸塩）Vincristine 

sulfate

オンコビン注射用1㎎ お
Oncovin 1㎎1瓶  〔日本化薬〕

【効】①白血病（急性白血病，慢性白血

病の急性転化時を含む），悪性リンパ

腫（細網肉腫，リンパ肉腫，ホジキン

病），小児腫瘍（神経芽腫，ウイルム

ス腫瘍，横紋筋肉腫，睾丸胎児性癌，

血管肉腫等）．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多

発性骨髄腫．③悪性星細胞腫，乏突起

膠腫成分を有する神経膠腫．④褐色細

胞腫

【用】（注） ① 0.02 ～ 0.05 ㎎/㎏， 小 児

0.05～0.1㎎/㎏を週1回静注．副作用

を避けるため，1回量2㎎まで．②ドキ

ソルビシン塩酸塩，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0.4㎎を24時間持続静注．

これを4日間連続で行い，その後17～

24日間休薬．これを1クールとし，繰

り返す．③1.4㎎/㎡を，2回静注．1回

目の投与の3週間後に2回目の投与を行

い，6 ～ 8週を1クールとし，繰り返

す．副作用を避けるため，1回量2㎎ま

で．④シクロホスファミド水和物，ダ

カルバジンとの併用において，1日1回

1.4㎎/㎡を静注し，少なくとも20日間

休薬．これを1クールとし，繰り返

す．ただし，副作用を避けるため，1

回量2㎎まで．状態により適宜減量

……………………………………………

（ビンデシン硫酸塩）Vindesine 

sulfate

注射用フィルデシン1㎎（要
時） お

Fildesin 1㎎1瓶  〔日医工〕

【効】次記疾患の自覚的並びに他覚的症

状の寛解：①急性白血病（慢性骨髄性

白血病の急性転化を含む），悪性リン

パ腫．②肺癌，食道癌

【用】（注）①1回3㎎（0.06㎎/㎏），小

児：1回0.07～0.1㎎/㎏，を1週間間隔

で静注．年齢，症状により，適宜増

減．②1回3 ～ 4.5㎎（0.06 ～ 0.09㎎/

㎏）を1週間間隔で静注．年齢，症状

により，適宜増減

……………………………………………
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1.5㎎/㎡を5日間連日点滴静注し，少

なくとも16日間休薬．これを1コース

として，繰り返す．状態により適宜減

量．③他の抗悪性腫瘍剤との併用で，

1日1回，0.75㎎/㎡を5日間連日点滴静

注し，少なくとも16日間休薬．これを

1コースとして，繰り返す．状態によ

り適宜減量 

投与時，100mLの生理食塩液に混和

し，30分かけて点滴静注．④シスプラ

チンとの併用で，成人に1日1回，0.75

㎎/㎡を3日間連日点滴静注し，少な

くとも18日間休薬．これを1コースと

して，投与を繰り返す

……………………………………………

（パクリタキセル）Paclitaxel

アブラキサン点滴静注用
100㎎ えく

Abraxane 100㎎1瓶  〔大鵬〕

【効】①乳癌，胃癌．②非小細胞肺癌．

③治癒切除不能な膵癌

【用】（注）①乳癌にはA法又はE法，胃

癌にはA法又はD法を使用し，②には

B法を使用，③にはC法 

①A法：1日1回260㎎/㎡を30分かけて

点滴静注し，少なくとも20日間休薬．

これを1コースとして，繰り返す．患

者の状態により適宜減量．D法：1日1

回 100 ㎎/㎡ を 30 分 か け て 点 滴 静 注

し，少なくとも6日間休薬．週1回投与

を3週間連続し，4週目は休薬．これを

1コースとして，繰り返す．患者の状

態により適宜減量．E法：アテゾリズ

マブ（遺伝子組換え）との併用におい

て，1日1回100㎎/㎡（体表面積）を

30分かけて点滴静注し，少なくとも6

日間休薬．週1回投与を3週間連続し，

4週目は休薬．これを1コースとして，

投与を繰り返す．患者の状態により適

宜減量．②B法：1日1回100㎎/㎡を30

分かけて点滴静注し，少なくとも6日

間休薬．週1回投与を3週間連続し，こ

れを1コースとして，繰り返す．患者

の状態により適宜減量．③C法：ゲム

シタビンとの併用において，1日1回

125㎎/㎡（体表面積）を30分かけて

点滴静注し，少なくとも6日間休薬．

週1回投与を3週間連続し，4週目は休

薬する．これを1コースとして，繰り

返す．患者の状態により適宜減量

……………………………………………

（パクリタキセル）Paclitaxel

パクリタキセル注30㎎/5mL
「NK」あ え

Paclitaxel 30㎎5mL1瓶  〔日本化薬〕

〔先発品〕タキソール注射液30㎎

パクリタキセル注100㎎
/16.7mL「NK」あ え

Paclitaxel 100㎎16.7mL1瓶

〔先発品〕タキソール注射液100㎎

【効】卵巣癌，非小細胞肺癌，乳癌，胃

癌，子宮体癌，再発又は遠隔転移を有

する頭頸部癌，再発又は遠隔転移を有

する食道癌，血管肉腫，進行又は再発

の子宮頸癌，再発又は難治性の胚細胞

腫瘍（精巣腫瘍，卵巣腫瘍，性腺外腫

瘍）

【用】（注）非小細胞肺癌，胃癌及び子

宮体癌にはA法を，乳癌にはA法又は

B法を，卵巣癌にはA法又はカルボプ

ラチンとの併用でC法を，胃癌にはA

法又はE法を，再発又は難治性の胚細

胞腫瘍には他の抗悪性腫瘍剤と併用で

A法を，再発又は遠隔転移を有する頭

頸部癌，再発又は遠隔転移を有する食

道癌，血管肉腫にはB法を，進行又は

再発の子宮頸癌にはシスプラチンとの

併用において，D法を使用． 

A法：1日1回210㎎/㎡を3時間かけて

点滴静注し，少なくとも3週間休薬．
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（アテゾリズマブ（遺伝子組換え））

Atezolizumab (genetical recombina-

tion)

テセントリク点滴静注
1200㎎ おけ

Tecentriq 1,200㎎20mL1瓶  〔中外〕

【効】①切除不能な進行・再発の非小細

胞肺癌．②進展型小細胞肺癌．③切除

不能な肝細胞癌

【用】（注）①化学療法未治療の扁平上

皮癌を除く切除不能な進行・再発の非

小細胞肺癌：他の抗悪性腫瘍剤との併

用において，1回1200㎎を60分かけて3

週間間隔で点滴静注．初回投与の忍容

性が良好であれば，2回目以降の投与

時間は30分間まで短縮可．化学療法既

治療の切除不能な進行・再発の非小細

胞肺癌：1回1200㎎を60分かけて3週間

間隔で点滴静注．初回投与の忍容性が

良好であれば，2回目以降の投与時間

は30分間まで短縮可．②カルボプラチ

ン及びエトポシドとの併用において，

1回1200㎎を60分かけて3週間間隔で点

滴静注．初回投与の忍容性が良好であ

れば，2回目以降の投与時間は30分間

まで短縮できる．③ベバシズマブ（遺

伝子組換え）との併用において，1回

1200㎎を60分かけて3週間間隔で点滴

静注する．初回投与の忍容性が良好で

あれば，2回目以降の投与時間は30分

間まで短縮できる

……………………………………………

（アナストロゾール）Anastrozole

アリミデックス錠1㎎ お
Arimidex 1㎎1錠  〔アストラゼネカ〕

【効】閉経後乳癌

【用】（内）1㎎を1日1回

……………………………………………

（アパルタミド）Apalutamide

アーリーダ錠60㎎（院外） お
Erleada 60㎎1錠  〔ヤンセン〕

【効】①遠隔転移を有しない去勢抵抗性

前立腺癌．②遠隔転移を有する前立腺

癌

【用】（内）1日1回240㎎．患者の状態に

より適宜減量

……………………………………………

（アビラテロン酢酸エステル）

Abiraterone acetate

ザイティガ錠250㎎（要時） お
Zytiga 250㎎1錠  〔ヤンセン〕

【効】去勢抵抗性前立腺癌，内分泌療法

未治療のハイリスクの予後因子を有す

る前立腺癌

【用】（内）1日1回1,000㎎を空腹時に

……………………………………………

（アファチニブマレイン酸塩）

Afatinib maleate

ジオトリフ錠20㎎（要時） お
Giotrif 20㎎1錠  〔日本ベーリンガー〕

ジオトリフ錠30㎎（要時） お
Giotrif 30㎎1錠

ジオトリフ錠40㎎（要時） お
Giotrif 40㎎1錠

【効】EGFR遺伝子変異陽性の手術不能

又は再発非小細胞肺癌

【用】（内）アファチニブとして1日1回

40㎎を空腹時．患者の状態により適宜

増減．1日1回50㎎まで増量可

……………………………………………

（アフリベルセプトベータ（遺伝子組

換え））Aflibercept beta (genetical 

recombination)

ザルトラップ点滴静注100㎎
（要時） おけ

Zaltrap 100㎎4mL1瓶  〔サノフィ〕
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（ビンブラスチン硫酸塩）Vinblastine 

sulfate

エクザール注射用10㎎ お
Exal 10㎎1瓶  〔日本化薬〕

【効】◇ビンブラスチン硫酸塩通常療

法：次記疾患の自覚的並びに他覚的症

状の緩解：①悪性リンパ腫，絨毛性疾

患（絨毛癌，破壊胞状奇胎，胞状奇

胎）．②再発又は難治性の胚細胞腫瘍

（精巣腫瘍，卵巣腫瘍，性腺外腫瘍）．

③ランゲルハンス細胞組織球症．◇

M-VAC療法：④尿路上皮癌

【用】（注）①白血球数を指標とし，初

め週1回0.1㎎/㎏を静注．次いで0.05

㎎/㎏ずつ増量して，週1回0.3㎎/㎏を

静注．年齢，症状により適宜増減．②

確立された標準的な他の抗悪性腫瘍剤

との併用療法を行い，1日量0.11㎎/㎏

を1日1回2日間静注し，19～26日間休

薬．これを1コースとし，繰り返す．

③1回6㎎/㎡を，導入療法においては

週1回，維持療法においては2～3週に

1回，静注．状態により適宜減量．④

メトトレキサート，ドキソルビシン塩

酸塩及びシスプラチンとの併用におい

て，1回3㎎/㎡を静注．前回の投与に

よって副作用が現れた場合，減量する

か又は副作用が消失するまで休薬．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㎎/㎡，

ドキソルビシン塩酸塩30㎎/㎡及びシ

スプラチン70㎎/㎡を静注．15日目及

び22日目に，メトトレキサート30㎎/

㎡及びビンブラスチン硫酸塩3㎎/㎡

を静注．これを1コースとし4週ごとに

繰り返す

……………………………………………

429．その他の腫瘍用薬
4291．その他の抗悪性腫瘍用剤
 

（アキシチニブ）Axitinib

インライタ錠1㎎（要時） お
Inlyta 1㎎1錠  〔ファイザー〕

インライタ錠5㎎（要時） お
Inlyta 5㎎1錠

【効】根治切除不能又は転移性の腎細胞

癌

【用】（内）1回5㎎を1日2回．状態によ

り適宜増減．1回10㎎1日2回まで増量

可

……………………………………………

（アザシチジン）Azacitidine

ビダーザ注射用100㎎ お
Vidaza 100㎎1瓶  〔日本新薬〕

【効】骨髄異形成症候群

【用】（注）75㎎/㎡を1日1回7日間皮下

注又は10分かけて点滴静注し，3週間

休薬．これを1サイクルとし，繰り返

す．状態により適宜減量

……………………………………………

（アテゾリズマブ（遺伝子組換え））

Atezolizumab (genetical recombina-

tion)

テセントリク点滴静注840㎎
（要時） おけ

Tecentriq 840㎎14mL1瓶  〔中外〕

【効】PD-L1陽性のホルモン受容体陰性

かつHER2陰性の手術不能又は再発乳

癌

【用】（注）パクリタキセル（アルブミ

ン懸濁型）との併用において，アテゾ

リズマブ（遺伝子組換え）として1回

840㎎を60分かけて2週間間隔で点滴静

注．初回投与の忍容性が良好であれ

ば，2回目以降の投与時間は30分間ま

で短縮できる

……………………………………………
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（イサツキシマブ（遺伝子組換え））

Isatuximab (genetical recombina-

tion)

サークリサ点滴静注100㎎（要
時） おけ

Sarclisa 100㎎5mL1瓶  〔サノフィ〕

サークリサ点滴静注500㎎（要
時） おけ

Sarclisa 500㎎25mL1瓶

【効】再発又は難治性の多発性骨髄腫

【用】（注）ポマリドミド及びデキサメ

タゾンとの併用において，1回10㎎/

㎏を点滴静注．28日間を1サイクルと

し，最初のサイクルは1週間間隔で4回

（1，8，15，22日目），2サイクル以降

は2週間間隔で2回（1，15日目）点滴

静注

……………………………………………

（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50㎎ おけ
Yervoy 50㎎10mL1瓶 

 〔ブリストル・マイヤーズ〕

【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

【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

……………………………………………

（イブリツモマブチウキセタン（遺伝

子組み換え）塩化イットリウム

（90Y））Ibritumomab tiuxetan 

(genetical recombination)

ゼヴァリンイットリウム
（90Y）静注用セット（放射線
科） おけ

Zevalin yttrium 1セット  〔バイエル〕

【効】CD20陽性の再発又は難治性の次

記疾患：低悪性度B細胞性非ホジキン

リンパ腫，マントル細胞リンパ腫

【用】（注）本セットの注射液調製用無

菌バイアルに適量の注射液調製用酢酸

ナトリウム溶液と塩化イットリウム

（90Y）溶液1500MBqを入れ，これに

イブリツモマブ　チウキセタン溶液

1.3mLを加えて混和し，適量の注射液

調製用緩衝液を加えてイットリウム

（90Y）イブリツモマブ　チウキセタ

ン（遺伝子組換え）注射液とする．リ

ツキシマブ（遺伝子組換え）を点滴静

注 後， 速 や か に， イ ッ ト リ ウ ム

（90Y）イブリツモマブ　チウキセタ

ン（遺伝子組換え）として14.8MBq/

㎏（最大1184MBq）を10分間かけて

静 脈 内 投 与． 患 者 の 状 態 に 応 じ て

11.1MBq/㎏に減量．なお，イットリ

ウム（90Y）イブリツモマブ　チウキ

セタン（遺伝子組換え）注射液の投与

に先立ち，イブリツモマブ　チウキセ

タン（遺伝子組換え）の集積部位の確

認を行い，異常な生体内分布の有無を

確認すること

……………………………………………

（イブルチニブ）Ibrutinib

イムブルビカカプセル140㎎
（要時） お

Imbruvica 140㎎1カプセル 

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分381

－380－

42

42．腫瘍用薬

ザルトラップ点滴静注200㎎
（要時） おけ

Zaltrap 200㎎8mL1瓶

【効】治癒切除不能な進行・再発の結

腸・直腸癌

【用】（注）イリノテカン塩酸塩水和

物，レボホリナート及びフルオロウラ

シルとの併用において，2週間に1回，

アフリベルセプト　ベータ（遺伝子組

換え）として1回4㎎/㎏（体重）を60

分かけて点滴静注．患者の状態により

適宜減量

……………………………………………

（アベマシクリブ）Abemaciclib

ベージニオ錠50㎎（院外） お
Verzenio 50㎎1錠 

 〔日本イーライリリー〕

ベージニオ錠100㎎（院外） お
Verzenio 100㎎1錠

ベージニオ錠150㎎（院外） お
Verzenio 150㎎1錠

【効】ホルモン受容体陽性かつHER2陰

性の手術不能又は再発乳癌

【用】（内）内分泌療法剤との併用にお

いて，1回150㎎を1日2回．患者の状態

により適宜減量

……………………………………………

（アベルマブ（遺伝子組換え））

Avelumab (genetical recombination)

バベンチオ点滴静注200㎎（要
時） おけ

Bavencio 200㎎10mL1瓶 

 〔メルクバイオ〕

【効】①根治切除不能なメルケル細胞

癌．②根治切除不能又は転移性の腎細

胞癌

【用】（注）①1回10㎎/㎏（体重）を2

週間間隔で1時間以上かけて点滴静

注．②アキシチニブとの併用におい

て，1回10㎎/㎏（体重）を2週間間隔

で1時間以上かけて点滴静注

……………………………………………

（アレクチニブ塩酸塩）Alectinib 

hydrochloride

アレセンサカプセル150㎎（要
時） お

Alecensa 150㎎1カプセル  〔中外〕

【効】①ALK融合遺伝子陽性の切除不

能な進行・再発の非小細胞肺癌．②再

発又は難治性のALK融合遺伝子陽性

の未分化大細胞リンパ腫

【用】（内）①1回300㎎を1日2回．②1回

300㎎を1日2回経口投与する．体重35

㎏未満の場合の1回投与量は150㎎

……………………………………………

（イキサゾミブクエン酸エステル）

Ixazomib citrate

ニンラーロカプセル3㎎（要
時） え

Ninlaro 3㎎1カプセル  〔武田〕

ニンラーロカプセル4㎎（要
時） え

Ninlaro 4㎎1カプセル

【効】①再発又は難治性の多発性骨髄

腫．②多発性骨髄腫における自家造血

幹細胞移植後の維持療法

【用】（内）①レナリドミド及びデキサ

メタゾンとの併用において，1日1回4

㎎を空腹時に週1回，3週間（1，8及び

15日目）投与した後，13日間休薬（16

～28日目）．4週間を1サイクルとし，

投与を繰り返す．患者の状態により適

宜減量．②成人には1日1回，空腹時に

週1回，3週間（1，8及び15日目）経口

投与後，13日間休薬（16～28日目）．

この4週間を1サイクルとし，投与を繰

り返す．4サイクルまでは3㎎，5サイ

クル以降は4㎎とする．患者の状態に

より適宜減量

……………………………………………
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（1日1回）600㎎．②1日1回600㎎．患

者の状態により適宜減量

……………………………………………

（エベロリムス）Everolimus

アフィニトール錠5㎎（要時）
 お

Afinitor 5㎎1錠  〔ノバルティス〕

【効】①根治切除不能又は転移性の腎細

胞癌．②神経内分泌腫瘍．③手術不能

又は再発乳癌．④結節性硬化症

【用】（内）①②1日1回10㎎．患者の状

態により適宜減量．③内分泌療法剤と

の併用において，1日1回10㎎．患者の

状態により適宜減量．④成人の結節性

硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫：1日1回

10㎎．患者の状態やトラフ濃度により

適宜増減．前記以外：3.0㎎/㎡を1日1

回．患者の状態やトラフ濃度により適

宜増減

……………………………………………

（エリブリンメシル酸塩）Eribulin 

mesilate

ハラヴェン静注1㎎ え
Halaven 1㎎2mL1瓶  〔エーザイ〕

【効】手術不能又は再発乳癌，悪性軟部

腫瘍

【用】（注）1日1回1.4㎎/㎡を2～5分間

かけて，週1回，静注．これを2週連続

で行い，3週目は休薬．これを1サイク

ルとして，繰り返す．状態により適宜

減量

……………………………………………

（L－アスパラギナーゼ）L-asparagi-

nase

ロイナーゼ注用5000 お
Leunase 5,000K単位1瓶  〔協和キリン〕

【効】①急性白血病（慢性白血病の急性

転化例を含む）．②悪性リンパ腫

【用】（注）（静脈内投与）1日50～200K.

U./㎏を連日又は隔日に点滴静注．年

令，全身状態により適宜増減．（筋肉

内投与）1日1回10000K.U./㎡を週3

回，または1日1回25000K.U./㎡を週1

回，筋注．状態により適宜減する

……………………………………………

（エルロチニブ塩酸塩）Erlotinib 

hydrochloride

タルセバ錠25㎎（要時） お
Tarceva 25㎎1錠  〔中外〕

タルセバ錠100㎎（要時） お
Tarceva 100㎎1錠

【効】①切除不能な再発・進行性で，が

ん化学療法施行後に増悪した非小細胞

肺癌．②EGFR遺伝子変異陽性の切除

不能な再発・進行性で，がん化学療法

未治療の非小細胞肺癌．③治癒切除不

能な膵癌

【用】（内）①②150㎎を食事の1時間以

上前又は食後2時間以降に1日1回．状

態により適宜減量．③ゲムシタビンと

の併用において，100㎎を食事の1時間

以上前又は食後2時間以降に1日1回．

状態により適宜減量

……………………………………………

（エルロチニブ塩酸塩）Erlotinib 

hydrochloride

タルセバ錠150㎎（院外） お
Tarceva 150㎎1錠  〔中外〕

【効】①切除不能な再発・進行性で，が

ん化学療法施行後に増悪した非小細胞

肺癌．②EGFR遺伝子変異陽性の切除

不能な再発・進行性で，がん化学療法

未治療の非小細胞肺癌

【用】（内）150㎎を食事の1時間以上前

又は食後2時間以降に1日1回．患者の

状態により適宜減量

……………………………………………
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 〔ヤンセン〕

【効】①慢性リンパ性白血病（小リンパ

球性リンパ腫を含む）．②再発又は難

治性のマントル細胞リンパ腫

【用】（内）①420㎎を1日1回．患者の状

態により適宜減量．②560㎎を1日1回

経口投与する．患者の状態により適宜

減量

……………………………………………

（イマチニブメシル酸塩）Imatinib 

mesilate

イマチニブ錠200㎎「明治」（要
時）あ お

Imatinib 200㎎1錠  〔Meiji Seika〕

【効】①慢性骨髄性白血病．②フィラデ

ルフィア染色体陽性急性リンパ性白血

病

【用】（内）①1）慢性期：1日1回400㎎

を食後．血液所見，年齢・症状により

適宜増減．1日1回600㎎まで増量可．

2）移行期又は急性期：1日1回600㎎を

食後．血液所見，年齢・症状により適

宜増減．1日800㎎（400㎎を1日2回）

まで増量可．②1日1回600㎎を食後．

血液所見，年齢・症状により適宜減量

……………………………………………

（イマチニブメシル酸塩）Imatinib 

mesilate

グリベック錠100㎎ お
Glivec 100㎎1錠  〔ノバルティス〕

【効】① 慢 性 骨 髄 性 白 血 病． ②KIT

（CD117） 陽 性 消 化 管 間 質 腫 瘍． ③

フィラデルフィア染色体陽性急性リン

パ性白血病．④FIP1L1-PDGFRα陽

性の次記疾患：好酸球増多症候群，慢

性好酸球性白血病

【用】（内）①1）慢性期：1日1回400㎎

を食後．血液所見，年齢・症状により

適宜増減．1日1回600㎎まで増量可．

2）移行期又は急性期：1日1回600㎎を

食後．血液所見，年齢・症状により適

宜増減．1日800㎎（400㎎を1日2回）

まで増量可．②1日1回400㎎を食後．

年齢・症状により適宜減量．③1日1回

600㎎を食後．血液所見，年齢・症状

により適宜減量．④1日1回100㎎を食

後．状態により，適宜増減．1日1回

400㎎まで増量可

……………………………………………

（エキセメスタン）Exemestane

アロマシン錠25㎎（要時）
Aromasin 25㎎1錠  〔ファイザー〕

【効】閉経後乳癌

【用】（内）1日1回25㎎を食後

……………………………………………

（エヌトレクチニブ）Entrectinib

ロズリートレクカプセル100㎎
（要時） お

Rozlytrek 100㎎1カプセル  〔中外〕

ロズリートレクカプセル200㎎
（要時） お

Rozlytrek 200㎎1カプセル

【効】①NTRK融 合 遺 伝 子 陽 性 の 進

行・再発の固形癌．②ROS1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成人：1日1回600㎎．患者

の状態により適宜減量 

小児：1日1回300㎎/㎡（体表面積）．

600㎎を超えないこと．患者の状態に

より適宜減量 

体表面積0.43～0.50㎡の場合，投与量

（1日1回）100㎎ 

体表面積0.51～0.80㎡の場合，投与量

（1日1回）200㎎ 

体表面積0.81～1.10㎡の場合，投与量

（1日1回）300㎎ 

体表面積1.11～1.50㎡の場合，投与量

（1日1回）400㎎ 

体表面積1.51㎡以上の場合，投与量
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【効】①治癒切除不能な進行・再発の結

腸・直腸癌．②結腸癌における術後補

助化学療法．③治癒切除不能な膵癌．

④胃癌．⑤小腸癌

【用】（注）①②にはA法又はB法を．

③⑤にはA法を．④にはB法を使用．

患者の状態により適宜減量．A法：他

の抗悪性腫瘍剤との併用において，85

㎎/㎡を1日1回2時間で点滴静注し，

少なくとも13日間休薬．これを1サイ

クルとして繰り返す．B法：他の抗悪

性腫瘍剤との併用において，130㎎/

㎡を1日1回2時間で点滴静注し，少な

くとも20日間休薬．これを1サイクル

として繰り返す． 

本剤を5%ブドウ糖注射液に注入し，

250～500mLとして，点滴静注

……………………………………………

（オシメルチニブメシル酸塩）

Osimertinib mesilate

タグリッソ錠40㎎（要時） お
Tagrisso 40㎎1錠  〔アストラゼネカ〕

タグリッソ錠80㎎ お
Tagrisso 80㎎1錠

【効】EGFR遺伝子変異陽性の手術不能

又は再発非小細胞肺癌

【用】（内）80㎎を1日1回．患者の状態

により適宜減量

……………………………………………

（オビヌツズマブ（遺伝子組換え））

Obinutuzumab (genetical recombi-

nation)

ガザイバ点滴静注1000㎎（要
時） おけ

Gazyva 1000㎎40mL1瓶  〔日本新薬〕

【効】CD20陽性の濾胞性リンパ腫

【用】（注）1日1回1000㎎を点滴静注．

導入療法は，次記のサイクル期間及び

投与サイクル数とし，1サイクル目は

1，8，15日目，2サイクル目以降は1日

目に投与．維持療法では，単独投与に

より2か月に1回，最長2年間，投与を

繰り返す．シクロホスファミド水和

物，ドキソルビシン塩酸塩，ビンクリ

スチン硫酸塩及びプレドニゾロン又は

メチルプレドニゾロン併用の場合：3

週間を1サイクルとし，8サイクル．シ

クロホスファミド水和物，ビンクリス

チン硫酸塩及びプレドニゾロン又はメ

チルプレドニゾロン併用の場合：3週

間を1サイクルとし，8サイクル．ベン

ダムスチン塩酸塩併用の場合：4週間

を1サイクルとし，6サイクル

……………………………………………

（オラパリブ）Olaparib

リムパーザ錠100㎎（院外） お
Lynparza 100㎎1錠  〔アストラゼネカ〕

リムパーザ錠150㎎（院外） お
Lynparza 150㎎1錠

【効】白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発

卵巣癌における維持療法．がん化学療

法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性かつ

HER2陰性の手術不能又は再発乳癌．

BRCA遺伝子変異陽性の卵巣癌におけ

る初回化学療法後の維持療法

【用】（内）300㎎を1日2回．患者の状態

により適宜減量

……………………………………………

（カプマチニブ塩酸塩水和物）Capma-

tinib hydrochloride hydrate

タブレクタ錠150㎎（要時） お
Tabrecta 150㎎1錠  〔ノバルティス〕

タブレクタ錠200㎎（要時） お
Tabrecta 200㎎1錠

【効】MET遺伝子エクソン14スキッピ

ング変異陽性の切除不能な進行・再発

の非小細胞肺癌

【用】（内）1回400㎎を1日2回．患者の

状態により適宜減量

……………………………………………
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（エロツズマブ（遺伝子組換え））

Elotuzumab (genetical recombina-

tion)

エムプリシティ点滴静注用
300㎎（要時） おけ

Empliciti 300㎎1瓶 

 〔ブリストル・マイヤーズ〕

エムプリシティ点滴静注用
400㎎（要時） おけ

Empliciti 400㎎1瓶

【効】再発又は難治性の多発性骨髄腫

【用】（注）〈レナリドミド及びデキサメ

タゾンとの併用〉1回10㎎/㎏を点滴

静注．28日間を1サイクルとし，最初

の2サイクルは1週間間隔で4回（1，

8，15，22日目），3サイクル以降は2週

間間隔で2回（1，15日目）点滴静注．

〈ポマリドミド及びデキサメタゾン併

用〉28日間を1サイクルとし，最初の2

サイクルは1回10㎎/㎏を1週間間隔で

4回（1，8，15，22日目），3サイクル

以降は1回20㎎/㎏を4週間間隔（1日

目）で点滴静注

……………………………………………

（塩化ラジウム）Radium chloride

ゾーフィゴ静注（要時） お
Xofigo 1回分  〔バイエル〕

【効】骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌

【用】（注）1回55kBq/㎏を4週間間隔で

最大6回まで，緩徐に静注

……………………………………………

（エンコラフェニブ）Encorafenib

ビラフトビカプセル50㎎（要
時） お

Braftovi 50㎎1カプセル  〔小野〕

ビラフトビカプセル75㎎（院
外） お

Braftovi 75㎎1カプセル

【効】①BRAF遺伝子変異を有する根治

切除不能な悪性黒色腫．②がん化学療

法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有

する治癒切除不能な進行・再発の結

腸・直腸癌

【用】（内）①ビニメチニブとの併用に

おいて，450㎎を1日1回．患者の状態

により適宜減量．②セツキシマブとの

併用，又はビニメチニブ及びセツキシ

マブとの併用において，300㎎を1日1

回．患者の状態により適宜減量

……………………………………………

（エンザルタミド）Enzalutamide

イクスタンジ錠40㎎（要時） お
Xtandi 40㎎1錠  〔アステラス〕

イクスタンジ錠80㎎（要時） お
Xtandi 80㎎1錠

【効】①去勢抵抗性前立腺癌．②遠隔転

移を有する前立腺癌

【用】（内）160㎎を1日1回

……………………………………………

（オキサリプラチン）Oxaliplatin

エルプラット点滴静注液50㎎
（要時） え

Elplat 50㎎10mL1瓶  〔ヤクルト〕

エルプラット点滴静注液100㎎
（要時） え

Elplat 100㎎20mL1瓶

オキサリプラチン点滴静注液
50㎎「NK」あ え

Oxaliplatin 50㎎10mL1瓶  〔日本化薬〕

〔先発品〕エルプラット点滴静注液50㎎

オキサリプラチン点滴静注液
100㎎「NK」あ え

Oxaliplatin 100㎎20mL1瓶

〔先発品〕エルプラット点滴静注液100

㎎

オキサリプラチン点滴静注液
200㎎「NK」あ え

Oxaliplatin 200㎎40mL1瓶

〔先発品〕エルプラット点滴静注液200

㎎

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分384



－387－

42

42．腫瘍用薬

り返す．年齢，疾患，症状により適宜

増減．②トラスツズマブ（遺伝子組換

え）及びタキサン系抗悪性腫瘍剤との

併用において，1日1回300～400㎎/㎡

を投与し，少なくとも3週間休薬．こ

れを1クールとし，繰り返す．状態に

より適宜減ずる．③イホスファミドと

エトポシドとの併用療法において，

635㎎/㎡を1日間点滴静注又は400㎎/

㎡を2日間点滴静注し，少なくとも3

～ 4週間休薬．これを1クールとし，

繰り返す．投与量及び投与日数は疾

患，症状，併用する他の抗悪性腫瘍剤

により適宜減ずる．1歳未満もしくは

体重10㎏未満の小児に対して，投与量

には十分配慮．④ビンクリスチン硫酸

塩とエトポシドとの併用療法におい

て，560㎎/㎡を1日間点滴静注し，少

なくとも3～4週間休薬．これを1クー

ルとし，繰り返す．36か月齢以下の患

児には18.6㎎/㎏とする．投与量及び

投与日数は疾患，症状，併用する他の

抗悪性腫瘍剤により適宜減ずる

……………………………………………

（キザルチニブ塩酸塩）Quizartinib 

hydrochloride

ヴァンフリタ錠17.7㎎（要時）
 お

Vanflyta 17.7㎎1錠  〔第一三共〕

ヴァンフリタ錠26.5㎎（要時）
 お

Vanflyta 26.5㎎1錠

【効】再発又は難治性のFLT3-ITD変異

陽性の急性骨髄性白血病

【用】（内）1日1回26.5㎎を2週間，それ

以降は1日1回53㎎．患者の状態により

適宜減量

……………………………………………

（ギルテリチニブフマル酸塩）

Gilteritinib fumarate

ゾスパタ錠40㎎（要時） お
Xospata 40㎎1錠  〔アステラス〕

【効】再発又は難治性のFLT3遺伝子変

異陽性の急性骨髄性白血病

【用】（内）120㎎を1日1回．患者の状態

により適宜増減，1日1回200㎎まで

……………………………………………

（クリゾチニブ）Crizotinib

ザーコリカプセル200㎎（要
時） お

Xalkori 200㎎1カプセル  〔ファイザー〕

ザーコリカプセル250㎎（要
時） お

Xalkori 250㎎1カプセル

【効】ALK融合遺伝子陽性の切除不能

な進行・再発の非小細胞肺癌．ROS1

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250㎎を1日2回．状態に

より適宜減量

……………………………………………

（ゲフィチニブ）Gefitinib

イレッサ錠250（要時） お
Iressa 250㎎1錠  〔アストラゼネカ〕

【効】EGFR遺伝子変異陽性の手術不能

又は再発非小細胞肺癌

【用】（内）250㎎を1日1回

……………………………………………

（サリドマイド）Thalidomide

サレドカプセル50 え
Thaled 50㎎1カプセル  〔藤本〕

サレドカプセル100 え
Thaled 100㎎1カプセル

【効】①再発又は難治性の多発性骨髄

腫．②らい性結節性紅斑

【用】（内）①1日1回100㎎を就寝前．状

態により適宜増減．1日400㎎まで．②

1日1回就寝前．50～100㎎より投与を
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（カボザンチニブリンゴ酸塩）

Cabozantinib malate

カボメティクス錠20㎎（要時）
 お

Cabometyx 20㎎1錠  〔武田〕

カボメティクス錠60㎎（要時）
 お

Cabometyx 60㎎1錠

【効】根治切除不能又は転移性の腎細胞

癌，がん化学療法後に増悪した切除不

能な肝細胞癌

【用】（内）1日1回60㎎を空腹時．患者

の状態により適宜減量

……………………………………………

（カルフィルゾミブ）Carfilzomib

カイプロリス点滴静注用
10㎎ え

Kyprolis 10㎎1瓶  〔小野〕

カイプロリス点滴静注用
40㎎ え

Kyprolis 40㎎1瓶

【効】再発又は難治性の多発性骨髄腫

【用】（注）レナリドミド及びデキサメ

タゾンとの併用の場合：1日1回，本剤

を1，2，8，9，15及び16日目に点滴静

注し，12日間休薬．この28日間を1サ

イクルとし，12サイクルまで投与を繰

り返す．13サイクル以降は，1日1回，

1，2，15及び16日目に本剤を点滴静注

し，12日間休薬する．本剤の投与量

は，1サイクル目の1及び2日目のみ20

㎎/㎡（体表面積），それ以降は27㎎/

㎡（体表面積）とし，10分かけて点滴

静注．なお，患者の状態により適宜減

量．デキサメタゾン併用の場合：〈週2

回投与の場合〉1日1回，本剤を1，2，

8，9，15及び16日目に点滴静注し，12

日間休薬．この28日間を1サイクルと

し，投与を繰り返す．本剤の投与量

は，1サイクル目の1及び2日目のみ20

㎎/㎡（体表面積），それ以降は56㎎/

㎡（体表面積）とし，30分かけて点滴

静注．なお，患者の状態により適宜減

量．〈週1回投与の場合〉1日1回，本剤

を1，8及び15日目に点滴静注し，13日

間休薬．この28日間を1サイクルと

し，投与を繰り返す．本剤の投与量

は，1サイクル目の1日目のみ20㎎/㎡

（体表面積），それ以降は70㎎/㎡（体

表面積）とし，30分かけて点滴静注．

なお，患者の状態により適宜減量

……………………………………………

（カルボプラチン）Carboplatin

カルボプラチン点滴静注液
50㎎「NK」あ え

Carboplatin 50㎎5mL1瓶  〔日本化薬〕

〔先発品〕パラプラチン注射液50㎎

カルボプラチン点滴静注液
150㎎「NK」あ え

Carboplatin 150㎎15mL1瓶

〔先発品〕パラプラチン注射液150㎎

カルボプラチン点滴静注液
450㎎「NK」あ え

Carboplatin 450㎎45mL1瓶

〔先発品〕パラプラチン注射液450㎎

【効】①頭頸部癌，肺小細胞癌，睾丸腫

瘍，卵巣癌，子宮頸癌，悪性リンパ

腫，非小細胞肺癌．②乳癌．③次の悪

性腫瘍に対する他の抗悪性腫瘍剤との

併用療法：小児悪性固形腫瘍（神経芽

腫・肝芽腫・中枢神経系胚細胞腫瘍，

再発又は難治性ユーイング肉腫ファミ

リー腫瘍・腎芽腫）．④次の悪性腫瘍

に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療

法：小児悪性固形腫瘍（網膜芽腫）

【用】（注）投与量に応じて250mL以上の

ブドウ糖注射液又は生理食塩液に混和

し，30分以上かけて点滴静注．①1日1

回300～400㎎/㎡を投与し，少なくと

も4週間休薬．これを1クールとし，繰
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を2週連続し，3週目は休薬．I法の投

与量は患者の状態により適宜減量 

2）次の悪性腫瘍に対する他の抗悪性

腫瘍剤との併用療法の場合：（ア）悪

性骨腫瘍：ドキソルビシン塩酸塩との

併用において，1日1回100㎎/㎡投与

し，少なくとも3週間休薬．これを1

クールとし，投与を繰り返す．本剤単

剤では，G法を選択．症状により適宜

減量．（イ）子宮体癌：ドキソルビシ

ン塩酸塩との併用において，1日1回50

㎎/㎡ 投 与 し， 少 な く と も 3 週 間 休

薬．これを1クールとし，投与を繰り

返す．症状により適宜減量．（ウ）再

発・難治性悪性リンパ腫：他の抗悪性

腫瘍剤との併用において，1日量100㎎

/㎡を1日間持続静注し，少なくとも

20日間休薬し，これを1クールとして

投与を繰り返す．又は1日量25㎎/㎡

を4日間連続持続静注し，少なくとも

17日間休薬し，これを1クールとして

投与を繰り返す．投与量及び投与日数

は症状，併用する他の抗悪性腫瘍剤に

より適宜減ずる．（エ）小児悪性固形

腫瘍（横紋筋肉腫，神経芽腫，肝芽腫

その他肝原発悪性腫瘍，髄芽腫等）に

対する他の抗悪性腫瘍剤との併用療

法：他の抗悪性腫瘍剤との併用におい

て，1日1回60 ～ 100㎎/㎡投与し，少

なくとも3週間休薬．これを1クールと

し，投与を繰り返す．もしくは，他の

抗悪性腫瘍剤との併用において，1日1

回20㎎/㎡投与，5日間連続し，少な

くとも2週間休薬．これを1クールと

し，投与を繰り返す．投与量及び投与

日数は疾患，症状，併用する他の抗悪

性腫瘍剤により適宜減ずる 

3）本剤の投与時には腎毒性を軽減す

るために次の処置を行う．（ア）投与

前1,000 ～ 2,000mL（小児300 ～ 900mL/

㎡）の適当な輸液を4時間以上（小児2

時間以上）かけて投与する．（イ）投

与時，投与量に応じて500 ～ 1,000mL

（小児300 ～ 900mL/㎡）の生理食塩液

又はブドウ糖-食塩液に混和し，2時間

以上かけて点滴静注する．なお，点滴

時間が長時間に及ぶ場合には遮光して

投与する．（ウ）投与終了後，1,000～

2,000mL（小児600mL/㎡以上）の適当

な輸液を4時間以上（小児3時間以上）

かけて投与する．（エ）投与中は，尿

量確保に注意し，必要に応じてマンニ

トール及びフロセミド等の利尿剤を投

与する 

②M-VAC療法 

1）メトトレキサート，ビンブラスチ

ン硫酸塩及びドキソルビシン塩酸塩と

の併用において，シスプラチンとして

1回70㎎/㎡を静注．標準的な投与量

及び投与方法：メトトレキサート30㎎

/㎡を1日目に投与した後に，2日目に

ビンブラスチン硫酸塩3㎎/㎡，ドキ

ソルビシン塩酸塩30㎎/㎡及びシスプ

ラチン70㎎/㎡を静注．15日目及び22

日目にメトトレキサート30㎎/㎡及び

ビンブラスチン硫酸塩3㎎/㎡を静

注．これを1コースとし，4週ごとに繰

り返す． 

2）シスプラチンの投与時には腎毒性

を軽減するために，用法の①のシスプ

ラチン通常療法の3）に準じた処置を

行う

……………………………………………

（シスプラチン）Cisplatin

動注用アイエーコール50㎎ え
IA call 50㎎1瓶  〔日本化薬〕

動注用アイエーコール100㎎ え
IA call 100㎎1瓶

【効】肝細胞癌

【用】（注）①シスプラチン100㎎あたり
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開始し，症状が緩和するまで必要に応

じて漸増．1日400㎎まで．症状の改善

に伴い漸減し，より低い維持用量で症

状をコントロールする

……………………………………………

（三酸化ヒ素）Arsenic trioxide

トリセノックス注10㎎（要時）
 え

Trisenox 10㎎10mL1管  〔日本新薬〕

【効】再発又は難治性の急性前骨髄球性

白血病

【用】（注）0.15㎎/㎏を5%ブドウ糖液あ

るいは生理食塩液に混合して100 ～

250mLとし，1 ～ 2時間かけて投与．

（1）寛解導入療法：骨髄寛解が得られ

るまで1日1回静脈内投与．合計の投与

回数は60回まで．（2）寛解後療法：寛

解が得られた場合には，寛解導入終了

後3～6週間後に開始．5週間の間に1

日1回，計25回静脈内投与

……………………………………………

（シスプラチン）Cisplatin

シスプラチン点滴静注10㎎
「マルコ」あ え

Cisplatin 10㎎20mL1瓶  〔ヤクルト〕

〔先発品〕ランダ注10㎎/20mL

シスプラチン点滴静注50㎎
「マルコ」あ え

Cisplatin 50㎎100mL1瓶

〔先発品〕ランダ注50㎎/100mL

【効】①シスプラチン通常療法 

1）睾丸腫瘍，膀胱癌，腎盂・尿管腫

瘍，前立腺癌，卵巣癌，頭頸部癌，非

小細胞肺癌，食道癌，子宮頸癌，神経

芽細胞腫，胃癌，小細胞肺癌，骨肉

腫，胚細胞腫瘍（精巣腫瘍，卵巣腫

瘍，性腺外腫瘍），悪性胸膜中皮腫，

胆道癌．2）次の悪性腫瘍に対する他

の抗悪性腫瘍剤との併用療法：悪性骨

腫瘍，子宮体癌（術後化学療法，転

移・再発時化学療法），再発・難治性

悪性リンパ腫，小児悪性固形腫瘍（横

紋筋肉腫，神経芽腫，肝芽腫その他肝

原発悪性腫瘍，髄芽腫等） 

②M-VAC療法 

尿路上皮癌

【用】（注）①シスプラチン通常療法 

1）次の標準的用法・用量による療法

を行い，患者の状態により内の療法

を選択し1クール内容を繰り返す． 

睾丸腫瘍，膀胱癌，腎盂・尿管腫瘍，

前立腺癌にはA法（C法），卵巣癌には

B法（A法，C法），頭頸部癌にはD法

（B法）， 非 小 細 胞 肺 癌 に はE法（F

法），食道癌にはB法（A法），子宮頸

癌にはA法（E法），神経芽細胞腫，胃

癌，小細胞肺癌にはE法，骨肉腫には

G法，胚細胞腫瘍には確立された標準

的な他の抗悪性腫瘍剤との併用療法と

してF法，悪性胸膜中皮腫にはペメト

レキセドとの併用療法としてH法，胆

道癌にはゲムシタビン塩酸塩との併用

療法としてI法を選択する． 

A法：1日1回15 ～ 20㎎/㎡投与，5日

間連続し，少なくとも2週間休薬．B

法：1日1回50～70㎎/㎡投与し，少な

くとも3週間休薬．C法：1日1回25 ～

35㎎/㎡投与し，少なくとも1週間休

薬．D法：1日1回10～20㎎/㎡投与，

5日間連続し，少なくとも2週間休薬．

E法：1日1回70～90㎎/㎡投与し，少

なくとも3週間休薬．F法：1日1回20

㎎/㎡投与，5日間連続し，少なくと

も2週間休薬．G法：1日1回100㎎/㎡

投与し，少なくとも3週間休薬．A ～

G法の投与量は疾患，症状により適宜

増減．H法：1日1回75㎎/㎡投与し，

少なくとも20日間休薬．H法の投与量

は症状により適宜減量．I法：25㎎/㎡

を60分かけて点滴静注し，週1回投与
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（ソラフェニブトシル酸塩）Sorafenib 

tosilate

ネクサバール錠200㎎ お
Nexavar 200㎎1錠  〔バイエル〕

【効】根治切除不能又は転移性の腎細胞

癌，切除不能な肝細胞癌，根治切除不

能な甲状腺癌

【用】（内）1回400㎎を1日2回．状態に

より適宜減量

……………………………………………

（ダサチニブ水和物）Dasatinib 

hydrate

スプリセル錠20㎎（要時） お
Sprycel 20㎎1錠 

 〔ブリストル・マイヤーズ〕

スプリセル錠50㎎（要時） お
Sprycel 50㎎1錠

【効】①慢性骨髄性白血病．②再発又は

難治性のフィラデルフィア染色体陽性

急性リンパ性白血病

【用】（内）①（1）慢性期：1日1回100

㎎．状態により適宜増減．1日1回140

㎎まで．（2）移行期又は急性期：1回

70㎎を1日2回．状態により適宜増減．

1回90㎎を1日2回まで．②1回70㎎を1

日2回．状態により適宜増減．1回90㎎

を1日2回まで

……………………………………………

（ダブラフェニブメシル酸塩）

Dabrafenib mesilate

タフィンラーカプセル50㎎
（要時） お

Tafinlar 50㎎1カプセル 

 〔ノバルティス〕

タフィンラーカプセル75㎎
（要時） お

Tafinlar 75㎎1カプセル

【効】①BRAF遺伝子変異を有する悪性

黒色腫．②BRAF遺伝子変異を有する

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

【用】（内）①1回150㎎を1日2回，空腹

時．術後補助療法の場合，トラメチニ

ブと併用し，投与期間は12か月間ま

で．患者の状態により適宜減量．②ト

ラメチニブとの併用において，1回150

㎎を1日2回，空腹時．患者の状態によ

り適宜減量

……………………………………………

（タミバロテン）Tamibarotene

アムノレイク錠2㎎（要時） お
Amnolake 2㎎1錠  〔東光〕

【効】再発又は難治性の急性前骨髄球性

白血病

【用】（内）寛解導入療法：1日6㎎/㎡

を2回に分割して朝，夕食後．骨髄寛

解が得られるまで投与．投与期間は本

剤の投与開始日から8週間まで

……………………………………………

（タモキシフェンクエン酸塩）

Tamoxifen citrate

ノルバデックス錠10㎎（院外）
Nolvadex 10㎎1錠  〔アストラゼネカ〕

タモキシフェン錠20㎎「MYL」
あ 

Tamoxifen 20㎎1錠  〔マイランEPD〕

〔先発品〕ノルバデックス錠20㎎

【効】乳癌

【用】（内）1日20㎎を1 ～ 2回に分割．

症状により適宜増量．1日40㎎まで

……………………………………………

（ダラツムマブ（遺伝子組換え））

Daratumumab (genetical recombi-

nation)

ダラザレックス点滴静注
100㎎ おけ

Darzalex 100㎎5mL1瓶  〔ヤンセン〕

ダラザレックス点滴静注
400㎎ おけ

Darzalex 400㎎20mL1瓶

【効】多発性骨髄腫
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70mLの生理食塩液を加えて溶解し，65

㎎/㎡を肝動脈内に挿入されたカテー

テルから，1日1回肝動脈内に20 ～ 40

分間で投与し，4 ～ 6週間休薬．これ

を1クールとし，繰り返す．症状等に

より適宜減量．②本剤の投与時には腎

毒性を軽減するために次記の処置を行

う．1）本剤投与前，1000～2000mLの

適当な輸液を4時間以上かけて投与．

2）本剤投与時から投与終了後，1500

～3000mLの適当な輸液を6時間以上か

けて投与．3）投与中は，尿量確保に

注意し，マンニトール及びフロセミド

等の利尿剤を投与

……………………………………………

（シロリムス）Sirolimus

ラパリムス錠1㎎（院外） お
Rapalimus 1㎎1錠  〔ノーベル〕

【効】リンパ脈管筋腫症

【用】（内）2㎎を1日1回．状態により適

宜増減．1日1回4㎎まで

……………………………………………

（シロリムス）Sirolimus

ラパリムスゲル0.2%（院外） お
Rapalimus 0.2%10g1本  〔ノーベル〕

【効】結節性硬化症に伴う皮膚病変

【用】（外）1日2回，適量を塗布

……………………………………………

（スニチニブリンゴ酸塩）Sunitinib 

malate

スーテントカプセル12.5㎎（要
時） お

Sutent 12.5㎎1カプセル  〔ファイザー〕

【効】①イマチニブ抵抗性の消化管間質

腫瘍，根治切除不能又は転移性の腎細

胞癌．②膵神経内分泌腫瘍

【用】（内）①1日1回50㎎を4週間連日，

その後2週間休薬．これを1コースとし

て繰り返す．状態により適宜減量．②

1日1回37.5㎎．状態により，適宜増

減．1日1回50㎎まで

……………………………………………

（セツキシマブ（遺伝子組換え））

Cetuximab (genetical recombina-

tion)

アービタックス注射液
100㎎ おけ

Erbitux 100㎎20mL1瓶 

 〔メルクバイオ〕

【効】RAS遺伝子野生型の治癒切除不

能な進行・再発の結腸・直腸癌，頭頸

部癌

【用】（注）週1回，初回は400㎎/㎡を2

時間かけて，2回目以降は250㎎/㎡を

1時間かけて点滴静注．状態により適

宜減量

……………………………………………

（セリチニブ）Ceritinib

ジカディア錠150㎎（要時） お
Zykadia 150㎎1錠  〔ノバルティス〕

【効】ALK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）450㎎を1日1回，食後．患者

の状態により適宜減量

……………………………………………

（ソブゾキサン）Sobuzoxane

ペラゾリン細粒400㎎ お
Perazolin 400㎎0.5g1包  〔全薬〕

【効】次の疾患の自覚的並びに他覚的症

状の緩解：悪性リンパ腫，成人T細胞

白血病リンパ腫

【用】（内）1日1600㎎を1回又は2回に分

割，5日間連続投与し，2 ～ 3週間休

薬．これを1クールとして繰り返す．

年齢，症状により適宜増減．病期によ

り1日2400㎎まで

……………………………………………
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（トラスツズマブエムタンシン（遺伝

子組換え））Trastuzumab emtansine 

(genetical recombination)

カドサイラ点滴静注用
100㎎ おけ

Kadcyla 100㎎1バイアル（溶解液5mL

付）  〔中外〕

カドサイラ点滴静注用
160㎎ おけ

Kadcyla 160㎎1バイアル（溶解液8mL

付）

【効】HER2陽性の手術不能又は再発乳

癌，HER2陽性の乳癌における術後薬

物療法

【用】（注）1回3.6㎎/㎏（体重）を3週

間間隔で点滴静注．術後薬物療法の場

合には，投与回数は14回まで

……………………………………………

（トラスツズマブデルクステカン（遺

伝子組換え））Trastuzumab deruxte-

can (genetical recombination)

エンハーツ点滴静注用
100㎎ おけ

Enhertu 100㎎1瓶  〔第一三共〕

【効】①化学療法歴のあるHER2陽性の

手術不能又は再発乳癌（標準的な治療

が困難な場合に限る）注）条件付き早

期承認対象．②がん化学療法後に増悪

したHER2陽性の治癒切除不能な進

行・再発の胃癌

【用】（注）①1回5.4㎎/㎏（体重）を90

分かけて3週間間隔で点滴静注．初回

投与の忍容性が良好であれば2回目以

降の投与時間は30分間まで短縮でき

る．②1回6.4㎎/㎏（体重）を90分か

けて3週間間隔で点滴静注．初回投与

の忍容性が良好であれば2回目以降の

投与時間は30分間まで短縮できる

……………………………………………

（トラベクテジン）Trabectedin

ヨンデリス点滴静注用0.25㎎
（要時） え

Yondelis 0.25㎎1瓶  〔大鵬〕

【効】悪性軟部腫瘍

【用】（注）1回1.2㎎/㎡（体表面積）を

24時間かけて点滴静注，少なくとも20

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

……………………………………………

（トラメチニブジメチルスルホキシド

付加物）Trametinib dimethyl 

sulfoxide

メキニスト錠0.5㎎（要時） お
Mekinist 0.5㎎1錠  〔ノバルティス〕

メキニスト錠2㎎（要時） お
Mekinist 2㎎1錠

【効】①BRAF遺伝子変異を有する悪性

黒色腫．②BRAF遺伝子変異を有する

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

【用】（内）ダブラフェニブとの併用に

おいて2㎎を1日1回，空腹時．術後補

助療法の場合，投与期間は12か月間ま

で．患者の状態により適宜減量

……………………………………………

（トレチノイン）Tretinoin

ベサノイドカプセル10㎎（要
時） お

Vesanoid 10㎎1カプセル  〔富士製薬〕

【効】急性前骨髄球性白血病

【用】（内）寛解導入療法：1日60 ～ 80

㎎（45㎎/㎡）を3回に分割し食後．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（トレミフェンクエン酸塩）Toremi-

fene citrate

フェアストン錠40（要時） お
Fareston 40㎎1錠  〔日本化薬〕

【効】閉経後乳癌
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【用】（注）他の抗悪性腫瘍剤との併用

において，1回16㎎/㎏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

点滴静注．初回は分割投与として，1

回8㎎/㎏を1日目及び2日目に投与す

ることもできる．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

……………………………………………

（チラブルチニブ塩酸塩）Tirabruti-

nib hydrochloride

ベレキシブル錠80㎎（要時） お
Velexbru 80㎎1錠  〔小野〕

【効】再発又は難治性の中枢神経系原発

リンパ腫，原発性マクログロブリン血

症及びリンパ形質細胞リンパ腫

【用】（内）1日1回480㎎を空腹時．患者

の状態により適宜減量

……………………………………………

（テポチニブ塩酸塩水和物）Tepotinib 

hydrochloride hydrate

テプミトコ錠250㎎（要時） お
Tepmetko 250㎎1錠  〔メルクバイオ〕

【効】MET遺伝子エクソン14スキッピ

ング変異陽性の切除不能な進行・再発

の非小細胞肺癌

【用】（内）1回500㎎を1日1回食後．患

者の状態により適宜減量

……………………………………………

（デュルバルマブ（遺伝子組換え））

Durvalumab (genetical recombina-

tion)

イミフィンジ点滴静注
120㎎ おけ

Imfinzi injection 120㎎2.4mL1瓶 

 〔アストラゼネカ〕

イミフィンジ点滴静注
500㎎ おけ

Imfinzi injection 500㎎10mL1瓶

【効】①切除不能な局所進行の非小細胞

肺癌における根治的化学放射線療法後

の維持療法．②　進展型小細胞肺癌

【用】（注）①1回10㎎/㎏（体重）を2

週間間隔で60分間以上かけて点滴静

注．投与期間は12か月間まで．②白金

系抗悪性腫瘍剤及びエトポシドとの併

用において，1回1500㎎を3週間間隔で

4回，60分間以上かけて点滴静注．そ

の後，1回1500㎎を4週間間隔で60分間

以上かけて点滴静注．体重30㎏以下の

場合の1回投与量は20㎎/㎏（体重）

……………………………………………

（トラスツズマブ（遺伝子組換え））

Trastuzumab (genetical recombina-

tion)

トラスツズマブBS点滴静注用
60㎎「NK」あ け

Trastuzumab BS 60㎎1瓶  〔日本化薬〕

トラスツズマブBS点滴静注用
150㎎「NK」あ け

Trastuzumab BS 150㎎1瓶

【効】①HER2過剰発現が確認された乳

癌．②HER2過剰発現が確認された治

癒切除不能な進行・再発の胃癌

【用】（注）①A法又はB法．②他の抗

悪性腫瘍剤との併用においてB法．A

法：1日1回，初回投与時には4㎎/㎏

を，2回目以降は2㎎/㎏を90分以上か

けて1週間間隔で点滴静注．B法：1日

1回，初回投与時には8㎎/㎏を，2回

目以降は6㎎/㎏を90分以上かけて3週

間間隔で点滴静注．初回投与の忍容性

が良好であれば，2回目以降の投与時

間は30分間まで短縮可

……………………………………………
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タシグナカプセル200㎎（要
時） お

Tasigna 200㎎1カプセル

【効】慢性期又は移行期の慢性骨髄性白

血病

【用】（内）成人：1回400㎎を食事の1時

間以上前又は食後2時間以降に1日2

回，12時間毎を目安に．初発の慢性期

の慢性骨髄性白血病の場合には，1回

投与量は300㎎とする．状態により適

宜減量．小児：体表面積に合わせて1

回約230㎎/㎡を食事の1時間以上前又

は食後2時間以降に1日2回，12時間毎

を目安に経口投与．体表面積：0.32㎡

以下　1回投与量：50㎎．体表面積：

0.33～0.54㎡　1回投与量：100㎎．体

表面積：0.55 ～ 0.76㎡　1回投与量：

150㎎．体表面積：0.77～0.97㎡　1回

投 与 量：200 ㎎． 体 表 面 積：0.98 ～

1.19㎡　1回投与量：250㎎．体表面

積：1.20 ～ 1.41 ㎡　 1 回 投 与 量：300

㎎．体表面積：1.42 ～ 1.63㎡　1回投

与量：350㎎．体表面積：1.64㎡以上　

1回投与量：400㎎．状態により適宜減

量

……………………………………………

（ネシツムマブ（遺伝子組換え））

Necitumumab (genetical recombina-

tion)

ポートラーザ点滴静注液800㎎
（要時） おけ

Portrazza 800㎎50mL1瓶  〔日本化薬〕

【効】切除不能な進行・再発の扁平上皮

非小細胞肺癌

【用】（注）ゲムシタビン及びシスプラ

チンとの併用において，1回800㎎をお

よそ60分かけて点滴静注し，週1回投

与を2週連続し，3週目は休薬．これを

1コースとして投与を繰り返す．患者

の状態により適宜減量

……………………………………………

（ネダプラチン）Nedaplatin

アクプラ静注用10㎎（要時） え
Aqupla 10㎎1瓶  〔日医工〕

アクプラ静注用50㎎（要時） え
Aqupla 50㎎1瓶

【効】頭頸部癌，肺小細胞癌，肺非小細

胞癌，食道癌，膀胱癌，精巣（睾丸）

腫瘍，卵巣癌，子宮頸癌

【用】（注）①1日1回80～100㎎/㎡を投

与し，少なくとも4週間休薬．これを1

コースとし，繰り返す．年齢，疾患，

症状により適宜増減．②本剤投与時，

投与量に応じて300mL以上の生理食塩

液又は5%キシリトール注射液に溶解

し，60分以上かけて点滴静注．③本剤

の投与に引き続き1000mL以上の輸液

を点滴静注

……………………………………………

（パゾパニブ塩酸塩）Pazopanib 

hydrochloride

ヴォトリエント錠200㎎（要
時） お

Votrient 200㎎1錠  〔ノバルティス〕

【効】①悪性軟部腫瘍．②根治切除不能

又は転移性の腎細胞癌

【用】（内）1日1回800㎎を食事の1時間

以上前又は食後2時間以降に投与．患

者の状態により適宜減量

……………………………………………

（パニツムマブ（遺伝子組換え））

Panitumumab (genetical recombina-

tion)

ベクティビックス点滴静注
100㎎ おけ

Vectibix 100㎎5mL1瓶  〔武田〕

【効】KRAS遺伝子野生型の治癒切除不

能な進行・再発の結腸・直腸癌

【用】（注）2週間に1回，1回6㎎/㎏を

60分以上かけて点滴静注．状態に応じ
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【用】（内）40 ㎎ を 1 日 1 回． 既 治 療 例

（薬物療法及び放射線療法などに無効

例）に対しては，120㎎を1日1回．症

状により適宜増減

……………………………………………

（ニボルマブ（遺伝子組換え））

Nivolumab (genetical recombina-

tion)

オプジーボ点滴静注20㎎（要
時） おけ

Opdivo 20㎎2mL1瓶  〔小野〕

オプジーボ点滴静注100㎎（要
時） おけ

Opdivo 100㎎10mL1瓶

オプジーボ点滴静注240㎎ おけ
Opdivo 240㎎24mL1瓶

【効】①悪性黒色腫．②切除不能な進

行・再発の非小細胞肺癌．③根治切除

不能又は転移性の腎細胞癌．④再発又

は難治性の古典的ホジキンリンパ腫．

⑤再発又は遠隔転移を有する頭頸部

癌．⑥がん化学療法後に増悪した治癒

切除不能な進行・再発の胃癌．⑦がん

化学療法後に増悪した切除不能な進

行・再発の悪性胸膜中皮腫．⑧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．⑨がん化学療法後に増悪

した根治切除不能な進行・再発の食道

癌

【用】（注）①1回240㎎を2週間間隔又は

1回480㎎を4週間間隔で点滴静注．悪

性黒色腫における術後補助療法の場合

は，投与期間は12か月間まで．根治切

除不能な悪性黒色腫に対してイピリム

マブと併用する場合は，1回80㎎を3週

間間隔で4回点滴静注．その後，1回

240㎎を2週間間隔又は1回480㎎を4週

間間隔で点滴静注．②1回240㎎を2週

間間隔又は1回480㎎を4週間間隔で点

滴静注．他の抗悪性腫瘍剤と併用する

場合は，1回240㎎を2週間間隔又は1回

360㎎を3週間間隔で点滴静注．③1回

240㎎を2週間間隔又は1回480㎎を4週

間間隔で点滴静注．化学療法未治療：

イピリムマブとの併用において，1回

240㎎を3週間間隔で4回点滴静注．そ

の後，1回240㎎を2週間間隔又は1回

480㎎を4週間間隔で点滴静注．⑧1回

240㎎を2週間間隔又は1回480㎎を4週

間間隔で点滴静注．イピリムマブと併

用する場合は，1回240㎎を3週間間隔

で4回点滴静注する．その後，1回240

㎎を2週間間隔又は1回480㎎を4週間間

隔で点滴静注．④⑤⑥⑦⑨1回240㎎を

2週間間隔又は1回480㎎を4週間間隔で

点滴静注

……………………………………………

（ニラパリブトシル酸塩水和物）

Niraparib tosilate hydrate

ゼジューラカプセル100㎎（院
外） お

Zejula 100㎎1カプセル  〔武田〕

【効】卵巣癌における初回化学療法後の

維持療法，白金系抗悪性腫瘍剤感受性

の再発卵巣癌における維持療法，白金

系抗悪性腫瘍剤感受性の相同組換え修

復欠損を有する再発卵巣癌

【用】（内）1日1回200㎎．ただし，本剤

初回投与前の体重が77㎏以上かつ血小

板数が150,000/μL以上の成人には1日1

回300㎎．患者の状態により適宜減量

……………………………………………

（ニロチニブ塩酸塩水和物）Nilotinib 

hydrochloride hydrate

タシグナカプセル150㎎（要
時） お

Tasigna 150㎎1カプセル 

 〔ノバルティス〕
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1サイクルとし，最大5サイクル繰り返

す．その後，次記の投与量を28日間持

続点滴静注した後，56日間休薬．これ

を1サイクルとし，最大4サイクル繰り

返す．患者の状態により適宜減量． 

体重が45㎏以上の場合：1サイクル目

の1～7日目は1日9μg，それ以降は1日

28μg． 

体重が45㎏未満の場合：1サイクル目

の1～7日目は1日5μg/㎡，それ以降は

1日15μg/㎡．体重が45㎏以上の場合

の投与量を超えないこと

……………………………………………

（フルタミド）Flutamide

オダイン錠125㎎（院外） お
Odyne 125㎎1錠  〔日本化薬〕

【効】前立腺癌

【用】（内）1回125㎎を1日3回，食後．

症状により適宜増減

……………………………………………

（フルベストラント）Fulvestrant

フェソロデックス筋注250㎎ お
Faslodex 250㎎5mL1筒 

 〔アストラゼネカ〕

【効】乳癌

【用】（注）500 ㎎（本 剤 2 筒） を， 初

回，2週後，4週後，その後4週ごとに1

回，左右の臀部に250㎎（本剤1筒）ず

つ 筋 注． 閉 経 前 乳 癌 に 対 し て は，

LH-RHアゴニスト投与下でCDK4/6

阻害剤と併用する

……………………………………………

（ブレンツキシマブベドチン（遺伝子

組換え））Brentuximab vedotin 

(genetical recombination)

アドセトリス点滴静注用50㎎
（要時） おけ

Adcetris 50㎎1瓶  〔武田〕

【効】CD30陽性の次記疾患：ホジキン

リンパ腫，末梢性T細胞リンパ腫

【用】（注）未治療のCD30陽性のホジキ

ンリンパ腫：ドキソルビシン塩酸塩，

ビンブラスチン硫酸塩及びダカルバジ

ンとの併用において，2週間に1回1.2

㎎/㎏（体重）を最大12回点滴静注．

患者の状態に応じて適宜減量．未治療

のCD30 陽 性 の 末 梢 性T細 胞 リ ン パ

腫：シクロホスファミド水和物，ドキ

ソルビシン塩酸塩及びプレドニゾロン

との併用において，3週間に1回1.8㎎/

㎏（体重）を最大8回点滴静注．患者

の状態に応じて適宜減量．再発又は難

治性のCD30陽性のホジキンリンパ腫

及び末梢性T細胞リンパ腫：3週間に1

回1.8㎎/㎏（体重）を点滴静注．患者

の状態に応じて適宜減量

……………………………………………

（ベキサロテン）Bexarotene

タルグレチンカプセル75㎎
（要時） お

Targretin 75㎎1カプセル 

 〔ミノファーゲン〕

【効】皮膚T細胞性リンパ腫

【用】（内）300㎎/㎡（体表面積）を1

日1回，食後．患者の状態により適宜

減量

……………………………………………

（ベネトクラクス）Venetoclax

ベネクレクスタ錠10㎎（要時）
 お

Venclexta 10㎎1錠  〔アッヴィ〕

ベネクレクスタ錠50㎎（要時）
 お

Venclexta 50㎎1錠

ベネクレクスタ錠100㎎（要
時） お

Venclexta 100㎎1錠

【効】再発又は難治性の慢性リンパ性白

血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）

【用】（内）用量漸増期は第1週目に20
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て適宜減量

……………………………………………

（パノビノスタット乳酸塩）Panobi-

nostat lactate

ファリーダックカプセル10㎎
（要時） お

Farydak 10㎎1カプセル 

 〔ノバルティス〕

ファリーダックカプセル15㎎
（要時） お

Farydak 15㎎1カプセル

【効】再発又は難治性の多発性骨髄腫

【用】（内）ボルテゾミブ及びデキサメ

タゾンとの併用において，1日1回20㎎

を週3回，2週間（1，3，5，8，10及び

12日目）経口投与した後，9日間休薬

（13～21日目）する．この3週間を1サ

イクルとし，投与を繰り返す．患者の

状態により適宜減量する

……………………………………………

（パルボシクリブ）Palbociclib

イブランス錠25㎎（院外） お
Ibrance 25㎎1錠  〔ファイザー〕

イブランス錠125㎎（院外） お
Ibrance 125㎎1錠

【効】ホルモン受容体陽性かつHER2陰

性の手術不能又は再発乳癌

【用】（内）内分泌療法剤との併用にお

いて，1日1回125㎎を3週間連続して投

与し，その後1週間休薬．これを1サイ

クルとして投与を繰り返す．患者の状

態により適宜減量

……………………………………………

（ビカルタミド）Bicalutamide

カソデックスOD錠80㎎（院
外） お

Casodex 80㎎1錠  〔アストラゼネカ〕

ビカルタミドOD錠80㎎「NK」
あ お

Bicalutamide OD 80㎎1錠  〔日本化薬〕

〔先発品〕カソデックスOD錠80㎎

【効】前立腺癌

【用】（内）1日1回80㎎

……………………………………………

（ビニメチニブ）Binimetinib

メクトビ錠15㎎（要時） お
Mektovi 15㎎1錠  〔小野〕

【効】①BRAF遺伝子変異を有する根治

切除不能な悪性黒色腫．②がん化学療

法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有

する治癒切除不能な進行・再発の結

腸・直腸癌

【用】（内）①エンコラフェニブとの併

用において，1回45㎎を1日2回．患者

の状態により適宜減量．②エンコラ

フェニブとの併用において，1回45㎎

を1日2回．患者の状態により適宜減量

……………………………………………

（フォロデシン塩酸塩）Forodesine 

hydrochloride

ムンデシンカプセル100㎎（要
時） お

Mundesine 100㎎1カプセル 

 〔ムンディ〕

【効】再発又は難治性の末梢性T細胞リ

ンパ腫

【用】（内）1回300㎎を1日2回．状態に

より適宜減量

……………………………………………

（ブリナツモマブ（遺伝子組換え））

Blinatumomab (genetical recombi-

nation)

ビーリンサイト点滴静注用
35μg（要時） おけ

Blincyto 35μg1瓶（輸液安定化液付） 

 〔アステラス〕

【効】再発又は難治性のB細胞性急性リ

ンパ性白血病

【用】（注）次記の投与量を28日間持続

点滴静注した後，14日間休薬．これを
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【用】（注）①1回200㎎を3週間間隔で30

分間かけて点滴静注．術後補助療法の

場合は，投与期間は12か月間まで．②

③④⑤⑦⑧1回200㎎を3週間間隔で30

分間かけて点滴静注．⑥アキシチニブ

との併用において，1回200㎎を3週間

間隔で30分間かけて点滴静注

……………………………………………

（ペルツズマブ（遺伝子組換え））

Pertuzumab (genetical recombina-

tion)

パージェタ点滴静注420㎎
/14mL おけ

Perjeta 420㎎14mL1瓶  〔中外〕

【効】HER2陽性の乳癌

【用】（注）他の抗悪性腫瘍剤との併用

において，1日1回，初回投与時には

840㎎を，2回目以降は420㎎を60分か

けて3週間間隔で点滴静注．術前・術

後薬物療法の場合，投与期間は12か月

間まで．初回投与の忍容性が良好であ

れば，2回目以降の投与時間は30分間

まで短縮可

……………………………………………

（ペントスタチン）Pentostatin

コホリン静注用7.5㎎（要時） お
Coforin 7.5㎎1瓶（溶解液7.5mL付） 

 〔KMバイオロジクス〕

【効】次記疾患の自覚的並びに他覚的症

状の緩解：①成人T細胞白血病リンパ

腫．②ヘアリーセル白血病

【用】（注）①4～5㎎/㎡を1週間間隔で

4回静注．この方法を1クールとし，2

～3クール繰り返す．②4～5㎎/㎡を1

～ 2週間に1回静注．いずれも，腎障

害がある場合，クレアチニンクリアラ

ンスを測定し，59 ～ 40mL/分の場合2

～4㎎/㎡に，39～25mL/分の場合1～

3㎎/㎡に減量し，それぞれ低用量か

ら始めて安全性を確認しながら慎重に

投与

……………………………………………

（ボスチニブ水和物）Bosutinib 

hydrate

ボシュリフ錠100㎎（要時） お
Bosulif 100㎎1錠  〔ファイザー〕

【効】慢性骨髄性白血病

【用】（内）1日1回500㎎を食後．ただ

し，初発の慢性期の慢性骨髄性白血病

の場合，1回投与量は400㎎．状態によ

り適宜増減．1日1回600㎎まで増量可

……………………………………………

（ポナチニブ塩酸塩）Ponatinib 

hydrochloride

アイクルシグ錠15㎎（要時） お
Iclusig 15㎎1錠  〔大塚〕

【効】①前治療薬に抵抗性又は不耐容の

慢性骨髄性白血病．②再発又は難治性

のフィラデルフィア染色体陽性急性リ

ンパ性白血病

【用】（内）45㎎を1日1回．患者の状態

により適宜減量

……………………………………………

（ポマリドミド）Pomalidomid

ポマリストカプセル1㎎（要
時） え

Pomalyst 1㎎1カプセル  〔セルジーン〕

ポマリストカプセル2㎎ え
Pomalyst 2㎎1カプセル

ポマリストカプセル3㎎（要
時） え

Pomalyst 3㎎1カプセル

ポマリストカプセル4㎎（要
時） え

Pomalyst 4㎎1カプセル

【効】再発又は難治性の多発性骨髄腫

【用】（内）デキサメタゾン併用の場

合：1日1回4㎎を21日間連日投与後，7

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
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㎎，第2週目に50㎎，第3週目に100

㎎，第4週目に200㎎，第5週目に400㎎

をそれぞれ1日1回，7日間食後．その

後の維持投与期は，400㎎を1日1回，

食後．患者の状態により適宜減量

……………………………………………

（ベバシズマブ（遺伝子組換え））

Bevacizumab (genetical recombina-

tion)

アバスチン点滴静注用100㎎
/4mL おけ

Avastin 100㎎4mL1瓶  〔中外〕

アバスチン点滴静注用400㎎
/16mL おけ

Avastin 400㎎16mL1瓶

【効】①治癒切除不能な進行・再発の結

腸・直腸癌．②扁平上皮癌を除く切除

不能な進行・再発の非小細胞肺癌．③

卵巣癌．④進行又は再発の子宮頸癌．

⑤手術不能又は再発乳癌．⑥悪性神経

膠腫．⑦切除不能な肝細胞癌

【用】（注）①（1）他の抗悪性腫瘍剤と

の併用において，1回5㎎/㎏又は10㎎

/㎏を点滴静注，投与間隔は2週間以

上．（2）他の抗悪性腫瘍剤との併用に

おいて，1回7.5㎎/㎏を点滴静注，投

与間隔は3週間以上．②③④他の抗悪

性腫瘍剤との併用において，1回15㎎

/㎏を点滴静注，投与間隔は3週間以

上．⑤パクリタキセルとの併用におい

て，1回10㎎/㎏を点滴静注．投与間

隔は2週間以上．⑥1回10㎎/㎏を2週

間間隔又は1回15㎎/㎏を3週間間隔で

点滴静注．状態により投与間隔は適宜

延長．⑦アテゾリズマブ（遺伝子組換

え）との併用において，1回15㎎/㎏

（体重）を点滴静注射．投与間隔は3週

間以上

……………………………………………

（ベバシズマブ（遺伝子組換え））

Bevacizumab (genetical recombina-

tion)

ベバシズマブBS点滴静注100㎎
「第一三共」あ おけ

Bevacizumab 100㎎4mL1瓶  〔第一三共〕

ベバシズマブBS点滴静注400㎎
「第一三共」あ おけ

Bevacizumab 400㎎16mL1瓶

【効】①治癒切除不能な進行・再発の結

腸・直腸癌．②扁平上皮癌を除く切除

不能な進行・再発の非小細胞肺癌

【用】（注）①他の抗悪性腫瘍剤との併

用において，1回5㎎/㎏又は10㎎/㎏

を点滴静注．投与間隔は2週間以上．

他の抗悪性腫瘍剤との併用において，

1回7.5㎎/㎏を点滴静注，投与間隔は3

週間以上．②他の抗悪性腫瘍剤との併

用 に お い て，1 回 15 ㎎/㎏ を 点 滴 静

注．投与間隔は3週間以上

……………………………………………

（ペムブロリズマブ（遺伝子組換え））

Pembrolizumab (genetical recombi-

nation)

キイトルーダ点滴静注
100㎎ おけ

Keytruda 100㎎4mL1瓶  〔MSD〕

【効】①悪性黒色腫．②切除不能な進

行・再発の非小細胞肺癌．③再発又は

難治性の古典的ホジキンリンパ腫．④

がん化学療法後に増悪した根治切除不

能な尿路上皮癌．⑤がん化学療法後に

増悪した進行・再発の高頻度マイクロ

サテライト不安定性（MSI-High）を

有する固形癌（標準的な治療が困難な

場合に限る）．⑥根治切除不能又は転

移性の腎細胞癌．⑦再発又は遠隔転移

を有する頭頸部癌．⑧がん化学療法後

に増悪したPD-L1陽性の根治切除不能

な進行・再発の食道扁平上皮癌
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る場合，数日に分けて治療を行うが，

週2回の注入手技を限度とする

……………………………………………

（モガムリズマブ（遺伝子組換え））

Mogamulizumab (genetical recombi-

nation)

ポテリジオ点滴静注20㎎（要
時） おけ

Poteligeo 20㎎5mL1瓶  〔協和キリン〕

【効】①CCR4陽性の成人T細胞白血病

リンパ腫．②再発又は難治性のCCR4

陽性の末梢性T細胞リンパ腫．③再発

又は難治性の皮膚T細胞性リンパ腫

【用】（注）①1回量1㎎/㎏を1週間間隔

で8回点滴静注．他の抗悪性腫瘍剤と

併用する場合は，1回量1㎎/㎏を2週

間間隔で8回点滴静注する．化学療法

未治療例に対しては他の抗悪性腫瘍剤

と併用する．②1回量1㎎/㎏を1週間

間隔で8回点滴静注．③1回量1㎎/㎏

を1週間間隔で5回点滴静注し，その後

は2週間間隔で点滴静注

……………………………………………

（ラパチニブトシル酸塩水和物）

Lapatinib tosilate hydrate

タイケルブ錠250㎎（要時） お
Tykerb 250㎎1錠  〔ノバルティス〕

【効】HER2過剰発現が確認された手術

不能又は再発乳癌

【用】（内）カペシタビンとの併用にお

いて，1250㎎を1日1回，食事の1時間

以上前又は食後1時間以降．状態によ

り適宜減量．カペシタビンとの併用：

1250㎎．アロマターゼ阻害剤との併

用：1500㎎

……………………………………………

（ラムシルマブ（遺伝子組換え））

Ramucirumab (genetical recombina-

tion)

サイラムザ点滴静注液
100㎎ おけ

Cyramza 100㎎10mL1瓶 

 〔日本イーライリリー〕

サイラムザ点滴静注液
500㎎ おけ

Cyramza 500㎎50mL1瓶

【効】①治癒切除不能な進行・再発の胃

癌．②治癒切除不能な進行・再発の結

腸・直腸癌．③切除不能な進行・再発

の非小細胞肺癌．④がん化学療法後に

増悪した血清AFP値が400ng/mL以上

の切除不能な肝細胞癌

【用】（注）①④2週間に1回8㎎/㎏（体

重）をおよそ60分かけて点滴静注．初

回投与の忍容性が良好であれば，2回

目以降の投与時間は30分間まで短縮で

きる．患者の状態により適宜減量．②

イリノテカン塩酸塩水和物，レボホリ

ナート及びフルオロウラシルとの併用

において，2週間に1回，1回8㎎/㎏

（体重）をおよそ60分かけて点滴静

注．初回投与の忍容性が良好であれ

ば，2回目以降の投与時間は30分間ま

で短縮できる．患者の状態により適宜

減量．③化学療法既治療の切除不能な

進行・再発の非小細胞肺癌患者の場

合：ドセタキセルとの併用において3

週間に1回10㎎/㎏（体重）をおよそ

60分かけて点滴静注．初回投与の忍容

性が良好であれば，2回目以降の投与

時間は30分間まで短縮できる．患者の

状態により適宜減量．EGFR遺伝子変

異陽性の切除不能な進行・再発の非小

細胞肺癌患者の場合：エルロチニブ塩

酸塩又はゲフィチニブとの併用におい

て，2週間に1回，1回10㎎/㎏（体重）
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減量．ボルテゾミブ及びデキサメタゾ

ン併用の場合：1日1回4㎎を14日間連

日投与後，7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

……………………………………………

（ボルテゾミブ）Bortezomib

ベルケイド注射用3㎎ え
Velcade 3㎎1瓶  〔ヤンセン〕

【効】①多発性骨髄腫．②マントル細胞

リンパ腫．③原発性マクログロブリン

血症及びリンパ形質細胞リンパ腫

【用】（注）①1日1回，1.3㎎/㎡（体表

面積）を次記のA法又はB法で静注又

は皮下注．最低72時間空けて投与する

こと．A法：他の抗悪性腫瘍剤との併

用において，週2回，2週間（1，4，

8，11日目）投与後，10日間休薬（12

～21日目）．この3週間を1サイクルと

し，2又は8サイクルまで投与を繰り返

す．3又は9サイクル以降は，週1回，2

週間（1，8日目）投与し，13日間休薬

（9～21日目）．この3週間を1サイクル

とし，18サイクルまで投与を繰り返

す．週1回投与への移行時期は併用す

る抗悪性腫瘍剤を考慮して選択する．

B法（再 発 又 は 難 治 性 の 場 合 に 限

る）： 週 2 回，2 週 間（1，4，8，11 日

目）投与後，10日間休薬（12 ～ 21日

目）．この3週間を1サイクルとし，投

与を繰り返す．8サイクルを超えて継

続投与する場合には前記の用法・用量

で投与を継続するか，又は維持療法と

して週1回，4週間（1，8，15，22日

目）投与後，13日間休薬（23 ～ 35日

目）．この5週間を1サイクルとし，投

与を繰り返す．②他の抗悪性腫瘍剤と

の併用において，1日1回，1.3㎎/㎡を

1，4，8，11日目に静注後，10日間休

薬（12～21日目）．この3週間を1サイ

クルとし，6サイクルまで（6サイクル

目に初めて奏効が認められた場合は8

サイクルまで）繰り返す．最低72時間

空けて投与すること．静注が困難な場

合には，皮下注もできる．③1日1回，

1.3㎎/㎡を1，4，8，11日目に静脈内

投与又は皮下投与後，10日間休薬（12

～21日目）．この3週間を1サイクルと

し，投与を繰り返す．最低72時間空け

て投与

……………………………………………

（ミトキサントロン塩酸塩）Mitoxan-

trone hydrochloride

ノバントロン注10㎎ え
Novantron 10㎎5mL1瓶  〔あすか〕

【効】①急性白血病（慢性骨髄性白血病

の急性転化を含む）．②悪性リンパ

腫，乳癌．③肝細胞癌

【用】（注）①1日1回2 ～ 5㎎/㎡（本剤

として1～2.5mL/㎡）を5日間連日，3

～4週間隔で静脈内にゆっくり投与．

②1日1回2～4㎎/㎡（本剤として1～

2mL/㎡）を5日間連日あるいは1回8～

14 ㎎/㎡（本 剤 と し て 4 ～ 7mL/㎡）

を，3 ～ 4週間隔で静脈内にゆっくり

投与．③1日1回6 ～ 12㎎/㎡（本剤と

して3 ～ 6mL/㎡）を，3 ～ 4週間隔で

静脈内にゆっくり投与．いずれの場合

も年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（無水エタノール）Anhydrous 

ethanol

無水エタノール注「フソー」
Anhydrous ethanol 5mL1管  〔扶桑〕

【効】肝細胞癌における経皮的エタノー

ル注入療法

【用】（注）腫瘍病変ごとに対して，総

注入量は腫瘍体積により決定．患者当

たり1日注入量は最大10mL以内を原

則．総注入量が1日最大注入量を超え
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滴静注

……………………………………………

（ルキソリチニブリン酸塩）Ruxoli-

tinib phosphate

ジャカビ錠5㎎（要時） お
Jakavi 5㎎1錠  〔ノバルティス〕

【効】①骨髄線維症．②真性多血症（既

存治療が効果不十分又は不適当な場合

に限る）

【用】（内）1日2回，12時間毎に1回5㎎

～25㎎の範囲とし適宜増減

……………………………………………

（レゴラフェニブ水和物）Rego-

rafenib hydrate

スチバーガ錠40㎎（要時） お
Stivarga 40㎎1錠  〔バイエル〕

【効】①治癒切除不能な進行・再発の結

腸・直腸癌．②がん化学療法後に増悪

した消化管間質腫瘍．③がん化学療法

後に増悪した切除不能な肝細胞癌

【用】（内）1日1回160㎎を食後に3週間

連日投与し，その後1週間休薬．これ

を1サイクルとして繰り返す．状態に

より適宜減量

……………………………………………

（レトロゾール）Letrozole

フェマーラ錠2.5㎎（院外） お
Femara 2.5㎎1錠  〔中外〕

【効】閉経後乳癌

【用】（内）1日1回2.5㎎

……………………………………………

（レナリドミド水和物）Lenalidomide 

hydrate

レブラミドカプセル5㎎ え
Revlimid 5㎎1カプセル  〔セルジーン〕

【効】①多発性骨髄腫．②5番染色体長

腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群．③

再発又は難治性の成人T細胞白血病リ

ンパ腫．④再発又は難治性の濾胞性リ

ンパ腫及び辺縁帯リンパ腫

【用】（内）①デキサメタゾンとの併用

において，1日1回25㎎を21日間連日投

与した後，7日間休薬．これを1サイク

ルとして繰り返す．状態により適宜減

量．②1日1回10㎎を21日間連日投与し

た後，7日間休薬する．これを1サイク

ルとして繰り返す．状態により適宜減

量．③1日1回25㎎を連日経口投与．状

態により適宜減量．④リツキシマブ

（遺伝子組換え）との併用において，1

日1回20㎎を21日間連日経口投与した

後，7日間休薬．これを1サイクルとし

て最大12サイクルまで投与を繰り返

す．患者の状態により適宜減量

……………………………………………

（レンバチニブメシル酸塩）Lenva-

tinib mesilate

レンビマカプセル4㎎ お
Lenvima 4㎎1カプセル  〔エーザイ〕

【効】①根治切除不能な甲状腺癌．②切

除不能な肝細胞癌

【用】（内）①1日1回24㎎．患者の状態

により適宜減量．②体重60㎏以上：12

㎎を1日1回，体重60㎏未満：8㎎を1日

1回．患者の状態により適宜減量

……………………………………………

（レンバチニブメシル酸塩）Lenva-

tinib mesilate

レンビマカプセル10㎎（要時）
 お

Lenvima 10㎎1カプセル  〔エーザイ〕

【効】根治切除不能な甲状腺癌

【用】（内）1日1回24㎎．患者の状態に

より適宜減量

……………………………………………

（ロミデプシン）Romidepsin

イストダックス点滴静注用
10㎎（要時） お

Istodax 10㎎1瓶（溶解液付） 

 〔セルジーン〕

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分403

－402－

42

42．腫瘍用薬

をおよそ60分かけて点滴静注．初回投

与の忍容性が良好であれば，2回目以

降の投与時間は30分間まで短縮でき

る．患者の状態により適宜減量

……………………………………………

（リツキシマブ（遺伝子組換え））

Rituximab (genetical recombination)

リツキサン点滴静注100㎎ け
Rituxan 100㎎10mL1瓶  〔中外〕

リツキサン点滴静注500㎎ け
Rituxan 500㎎50mL1瓶

【効】①CD20陽性のB細胞性非ホジキ

ンリンパ腫．②CD20陽性の慢性リン

パ 性 白 血 病． ③ 免 疫 抑 制 状 態 下 の

CD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾

患．④多発血管炎性肉芽腫症，顕微鏡

的多発血管炎．⑤難治性のネフローゼ

症候群（頻回再発型あるいはステロイ

ド依存性を示す場合）．⑥次記のABO

血液型不適合移植における抗体関連型

拒絶反応の抑制，腎移植，肝移植．⑦

インジウム（111In）イブリツモマブ　

チウキセタン（遺伝子組換え）注射液

及びイットリウム（90Y）イブリツモ

マブ　チウキセタン（遺伝子組換え）

注射液投与の前投与．⑧慢性特発性血

小板減少性紫斑病．⑨後天性血栓性血

小板減少性紫斑病

【用】（注）生理食塩液又は5%ブドウ糖

注射液にて10倍に希釈調製．①1回量

375㎎/㎡を1週間間隔で点滴静注．最

大投与回数は8回．他の抗悪性腫瘍剤

と併用する場合は，併用する抗悪性腫

瘍剤の投与間隔に合わせて，1サイク

ルあたり1回投与．維持療法に用いる

場合は，1回量375㎎/㎡を点滴静注．

投与間隔は8週間を目安とし，最大投

与回数は12回．②1回量375㎎/㎡を1

週間間隔で点滴静注．最大投与回数は

8回．③⑦1回量375㎎/㎡を1週間間隔

で4回点滴静注．④⑧⑨1回量375㎎/

㎡を1週間間隔で4回点滴静注．1回あ

たり500㎎まで．⑤1回量375㎎/㎡を

点滴静注．患者の状態により適宜増

減．⑥250㎎/㎡を1回点滴静注

……………………………………………

（リツキシマブ（遺伝子組換え））

Rituximab (genetical recombination)

リツキシマブBS点滴静注100㎎
「KHK」あ け

Rituximab BS 100㎎10mL1瓶 

 〔協和キリン〕

リツキシマブBS点滴静注500㎎
「KHK」あ け

Rituximab BS 500㎎50mL1瓶

【効】①CD20陽性のB細胞性非ホジキ

ン リ ン パ 腫． ② 免 疫 抑 制 状 態 下 の

CD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾

患．③多発血管炎性肉芽腫症，顕微鏡

的多発血管炎．④慢性特発性血小板減

少性紫斑病．⑤後天性血栓性血小板減

少性紫斑病．⑥インジウム（111In）

イブリツモマブ　チウキセタン（遺伝

子組換え）注射液及びイットリウム

（90Y）イブリツモマブ　チウキセタ

ン（遺伝子組換え）注射液投与の前投

与

【用】（注）生理食塩液又は5%ブドウ糖

注射液にて10倍に希釈調製．①1回量

375㎎/㎡を1週間間隔で点滴静注．最

大投与回数は8回．他の抗悪性腫瘍剤

と併用する場合は，併用する抗悪性腫

瘍剤の投与間隔に合わせて，1サイク

ルあたり1回投与．維持療法に用いる

場合は，1回量375㎎/㎡を点滴静注．

投与間隔は8週間を目安とし，最大投

与回数は12回．②1回量375㎎/㎡を1

週間間隔で点滴静注．最大投与回数は

8回．③④1回量375㎎/㎡を1週間間隔

で4回点滴静注．⑤250㎎/㎡を1回点
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が不可能な場合，あるいは，肺機能温

存が必要な患者に他の治療法が使用で

きない場合で，かつ，内視鏡的に病巣

全容が観察でき，レーザ光照射が可能

な次記疾患：早期肺癌（病期0期又はI

期肺癌）．②原発性悪性脳腫瘍（腫瘍

摘出手術を施行する場合に限る）．③

化学放射線療法又は放射線療法後の局

所遺残再発食道癌

【用】（注）①③40㎎/㎡を1回静注．静

注4～6時間後にレーザ光を病巣部位

に照射．②40㎎/㎡を1回静注．静注

22～26時間後にレーザ光を病巣部位

に照射． 

注射液の調製法：1バイアルに生理食

塩液4mLを加え，よく攪拌して溶解

……………………………………………

（タルク）Talc

ユニタルク胸膜腔内注入用懸
濁剤4g

Unitalc 4g1瓶  〔ノーベル〕

【効】悪性胸水の再貯留抑制

【用】（注）4g/Vを生理食塩液50mLで懸

濁して，胸膜腔内に注入

……………………………………………

ロンサーフ配合錠T15（要時）
 お

Lonsurf 15㎎1錠（トリフルリジン相

当量）  〔大鵬〕

1錠中

トリフルリジン 15㎎

チピラシル塩酸塩 7.065㎎

ロンサーフ配合錠T20（要時）
 お

Lonsurf 20㎎1錠（トリフルリジン相

当量）

1錠中

トリフルリジン 20㎎

チピラシル塩酸塩 9.42㎎

【効】治癒切除不能な進行・再発の結

腸・直腸癌，がん化学療法後に増悪し

た治癒切除不能な進行・再発の胃癌

【用】（内）初回投与量（1回量）を体表

面積に合わせて次の基準量とし（トリ

フルリジンとして約35㎎/㎡/回），朝

食後及び夕食後の1日2回，5日間連続

経口投与したのち2日間休薬する．こ

れを2回繰り返したのち14日間休薬す

る．これを1コースとして投与を繰り

返す．患者の状態により適宜減量． 

初回基準量（トリフルリジン相当量）

体 表 面 積（㎡）1.07 未 満：35 ㎎/回

（70㎎/日）．体表面積（㎡）1.07以上

～ 1.23㎡未満：40㎎/回（80㎎/日）．

体表面積（㎡）1.23以上～1.38未満：

45㎎/回（90㎎/日）．体表面積（㎡）

1.38以上～1.53未満：50㎎/回（100㎎

/日）．体表面積（㎡）1.53以上～1.69

未満：55㎎/回（110㎎/日）．体表面

積（㎡）1.69以上～ 1.84未満：60㎎/

回（120㎎/日）．体表面積（㎡）1.84

以 上 ～ 1.99 未 満：65 ㎎/回（130 ㎎/

日）．体表面積（㎡）1.99以上～ 2.15

未満：70㎎/回（140㎎/日）．体表面

積（㎡）2.15以上：75㎎/回（150㎎/

日）

……………………………………………
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42．腫瘍用薬

【効】再発又は難治性の末梢性T細胞リ

ンパ腫

【用】（注）14㎎/㎡（体表面積）を1，

8，15日目に4時間かけて点滴静注後，

休薬（16 ～ 28日目）．この28日間を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

……………………………………………

（ロルラチニブ）Lorlatinib

ローブレナ錠25㎎（要時） お
Lorbrena 25㎎1錠  〔ファイザー〕

ローブレナ錠100㎎（要時） お
Lorbrena 100㎎1錠

【効】ALKチロシンキナーゼ阻害剤に

抵抗性又は不耐容のALK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日1回100㎎．患者の状態に

より適宜減量

……………………………………………

4299．他に分類されない腫瘍用薬
 

（アナグレリド塩酸塩水和物）

Anagrelide hydrochloride hydrate

アグリリンカプセル0.5㎎（要
時） お

Agrylin 0.5㎎1カプセル  〔武田〕

【効】本態性血小板血症

【用】（内）1 回 0.5 ㎎ を 1 日 2 回 よ り 開

始．患者の状態により適宜増減，増量

は1週間以上の間隔をあけて1日用量と

して0.5㎎ずつ行い，1日4回を超えな

い範囲で分割投与．1回用量として2.5

㎎かつ1日用量として10㎎まで

……………………………………………

（ストレプトコックス・ピオゲネス

（A群3型）Su株ペニシリン処理凍結

乾燥粉末）Streptococcus

ピシバニール注射用5KE おけ
Picibanil 5KE1瓶（溶解液2mL付） 

 〔中外〕

1KE中：

ストレプトコックス・ピオゲネス

（A群3型）Su株ペニシリン処理凍結

乾燥粉末 2.8㎎

（乾燥菌体として0.1㎎）

【効】①胃癌（手術例）患者及び原発性

肺癌患者における化学療法との併用に

よる生存期間の延長．②消化器癌患者

及び肺癌患者における癌性胸・腹水の

減少．③他剤無効の，頭頸部癌（上顎

癌，喉頭癌，咽頭癌，舌癌）及び甲状

腺癌．④リンパ管腫

【用】（注）①化学療法に併用し，各投

与量（KE）を添付の生理食塩液で適

宜懸濁溶解して，筋注，皮下又は皮内

注．初回0.2 ～ 0.5KEより開始し，患

者の状態を観察しつつ，連日又は隔日

1回の投与で2～3週間かけて2～5KE

まで漸増．維持量は1回2～5KE，週1

～2回とする．②1回5～10KEを添付

の生理食塩液で適宜懸濁溶解して，週

に1 ～ 2回漿膜腔内投与．③1回5 ～

10KEを添付の生理食塩液で適宜懸濁

溶解して，毎日又は数日に1回，腫瘍

内又は腫瘍辺縁部に注入．①～③同日

内に同一患者に対し，2経路による投

与は行わない．④生理食塩液で適宜懸

濁溶解して，0.05 ～ 0.1KE/mL濃度の

懸濁溶解液を調製．吸引リンパ管腫液

量と同量の懸濁溶解液を局所に注入．

1回総投与量2KEを上限．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

（タラポルフィンナトリウム）

Talaporfin sodium

注射用レザフィリン100㎎（要
時） お

Laserphyrin 100㎎1瓶  〔Meiji Seika〕

【効】①外科的切除等の他の根治的治療
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44．アレルギー用薬

44．アレルギー用薬
441．抗ヒスタミン剤
4413．フェノチアジン系製剤
 

（アリメマジン酒石酸塩）Alimema-

zine tartrate

アリメジンシロップ0.05%
Alimezine 0.5㎎1mL  〔第一三共〕

【効】皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹，皮

膚そう痒症，小児ストロフルス，中毒

疹，咬刺症），蕁麻疹，感冒等上気道

炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽，アレ

ルギー性鼻炎

【用】（内）1回2.5㎎（本剤として5mL）

1日3～4回．年齢，症状により適宜増

減．就寝時の頓用には5㎎（本剤とし

て10mL）．小児：次の1回量1日3 ～ 4

回．1歳0.5㎎（本剤として1mL），2 ～

3歳0.75㎎（本剤として1.5mL），4 ～ 6

歳1㎎（本剤として2mL），7 ～ 9歳1.5

㎎（本剤として3mL），10 ～ 12歳1.75

㎎（本剤として3.5mL）

……………………………………………

（プロメタジン塩酸塩）Promethazine

ヒベルナ糖衣錠5㎎
Hiberna 5㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】①振戦麻痺，パーキンソニズム．

②麻酔前投薬，人工（薬物）冬眠．③

感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻

汁・咳嗽，枯草熱，アレルギー性鼻

炎．④皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・

皮膚炎，皮膚そう痒症，薬疹，中毒

疹），蕁麻疹，血管運動性浮腫．⑤動

揺病

【用】（内）1 回 5 ～ 25 ㎎ を，1 日 1 ～ 3

回．振戦麻痺，パーキンソニズムには

1 日 25 ～ 200 ㎎ を 適 宜 分 割 投 与． 年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（プロメタジン塩酸塩）Promethazine

ヒベルナ注25㎎
Hiberna 25㎎1mL1管  〔田辺三菱〕

【効】①振せん麻痺，パーキンソニス

ム．②麻酔前投薬，人工（薬物）冬

眠．③感冒等上気道炎に伴うくしゃ

み・鼻汁・咳嗽，枯草熱，アレルギー

性鼻炎．④皮膚疾患に伴うそう痒（湿

疹・皮膚炎，皮膚そう痒症，薬疹，中

毒疹），蕁麻疹，血管運動性浮腫．⑤

動揺病

【用】（注）1回5～50㎎を，皮下注又は

筋注．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（プロメタジンメチレンジサリチル酸

塩）Promethazine methylenedis-

alicylate

ピレチア細粒10% お
Pyrethia 100㎎1g  〔高田〕

【効】①振戦麻痺，パーキンソニスム．

②麻酔前投薬，人工（薬物）冬眠．③

感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻

汁・咳嗽．④アレルギー性鼻炎，枯草

熱，血管運動性浮腫．⑤皮膚疾患に伴

うそう痒（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒

症，薬疹，中毒疹），蕁麻疹．⑥動揺

病

【用】（内）①1日25～200㎎を適宜分割

投与．②～⑥1回5 ～ 25㎎を1日1 ～ 3

回．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（メキタジン）Mequitazine

ニポラジン錠3㎎（院外）
Nipolazin 3㎎1錠  〔アルフレッサ〕

【効】①気管支喘息．②アレルギー性鼻

炎，蕁麻疹，皮膚疾患に伴うそう痒

（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）

【用】（内）①1回6㎎を1日2回．年齢，

症状に応じて適宜増減．②1回3㎎を1

日2回．年齢，症状に応じて適宜増減
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43．放射性医薬品

43．放射性医薬品
 

（イオフルパン（123I））Ioflupane 

(123I)

ダットスキャン静注（放射線
科）

Datscan 167MBq1筒 

 〔日本メジフィジックス〕

【効】次記の疾患の診断におけるドパミ

ントランスポーターシンチグラフィ：

パーキンソン症候群，レビー小体型認

知症

【用】（注）1バイアル（111～185MBq）

を静注．投与後3～6時間に頭部のシ

ンチグラムを得る

……………………………………………

（イブリツモマブチウキセタン（遺伝

子組み換え）塩化インジウム

（111In））Indium (111In) ibritu-

momab tiuxetan (genetical recombi-

nation)

ゼヴァリンインジウム（111In）
静注用セット（放射線科） おけ

Zevalin indium 1セット  〔バイエル〕

【効】イブリツモマブ　チウキセタン

（遺伝子組換え）の集積部位の確認

【用】（注）本セットの注射液調製用無

菌バイアルに適量の注射液調製用酢酸

ナトリウム溶液と塩化インジウム

（111In）溶液145MBqを入れ，これに

イブリツモマブ　チウキセタン溶液

1.0mLを加えて混和し，適量の注射液

調製用緩衝液を加えてインジウム

（111In）イブリツモマブ　チウキセタ

ン（遺伝子組換え）注射液とする．リ

ツキシマブ（遺伝子組換え）を点滴静

注後，速やかに，インジウム（111In）

イブリツモマブ　チウキセタン（遺伝

子組換え）として130MBqを，静脈内

に10分間かけて投与

……………………………………………

（インジウム（111In）ペンテトレオチ

ド）Indium (111In) pentetoreotide

オクトレオスキャン静注用
セット（要時）

Octreoscan 1セット 

 〔富士フイルム富山化学〕

バイアルA：放射性医薬品基準塩化

インジウム（111In）溶液（ペンテ

トレオチド用）容量1.1mL：

塩化インジウム（111In） 122MBq

バイアルB：注射用ペンテトレオチ

ド：

ペンテトレオチド 10μg

【効】神経内分泌腫瘍の診断におけるソ

マトスタチン受容体シンチグラフィ

【用】（注）1．インジウムペンテトレオ

チド（111In）注射液の調製：バイア

ルAの全量をバイアルBに加えて振り

混ぜた後，常温で30分間放置． 

2．ソマトスタチン受容体シンチグラ

フィ：111MBqを静脈内投与し，4時

間後及び24時間後にガンマカメラを用

いてシンチグラムを得る．必要に応じ

て48時間後にもシンチグラムを得る．

投与量は患者の状態により適宜増減す

る．必要に応じて断層像を追加する

……………………………………………
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44．アレルギー用薬

（d－クロルフェニラミンマレイン酸

塩）d-Chlorpheniramine maleate

d－クロルフェニラミンマレイ
ン酸塩徐放錠6㎎「武田テバ」
あ 

d-Chlorpheniramine Maleate”

TAKEDA TEVA” 6㎎1錠  〔武田テバ〕

【効】①感冒等上気道炎に伴うくしゃ

み・鼻汁・咳嗽，アレルギー性鼻炎，

血管運動性鼻炎，枯草熱．②皮膚疾患

に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎，皮膚そ

う痒症），蕁麻疹

【用】（内）1回6㎎を1日2回．年齢・症

状により適宜増減

……………………………………………

442．刺激療法剤
 

（金チオリンゴ酸ナトリウム）Sodium 

aurothiomalate

シオゾール注25㎎（要時） お
Shiosol 25㎎1mL1管  〔高田〕

【効】関節リウマチ

【用】（注）次記の方法により，本剤を

10㎎から増量，毎週若しくは隔週に1

回筋注，この間に効果発現をみた場合

には適当な最低維持量の投与を継続．

①徐々に増量する方式：第1～4週1回

10㎎，第5～8週1回25㎎，第9～12週1

回50㎎，第13週以降1回50㎎場合に

よっては100㎎．②比較的急速に増量

する方式：初期量1回10㎎，2週間目1

回25㎎，3週間目以降1回50㎎場合に

よっては100㎎．年齢，体重，体質及

び症状に応じて適宜増減

……………………………………………

（ブシラミン）Bucillamine

リマチル錠50㎎ お
Rimatil 50㎎1錠  〔あゆみ〕

リマチル錠100㎎（院外） お
Rimatil 100㎎1錠

【効】関節リウマチ

【用】（内）本剤は消炎鎮痛剤などで十

分な効果が得られない場合に使用．1

回100㎎を1日3回食後．年齢，症状，

忍容性，本剤に対する反応等に応じ，

また，効果の得られた後には1日量100

～300㎎の範囲で投与．1日300㎎まで

……………………………………………

449．その他のアレルギー用薬
 

（アゼラスチン塩酸塩）Azelastine 

hydrochloride

アゼプチン錠1㎎（院外）
Azeptin 1㎎1錠  〔エーザイ〕

【効】①気管支喘息．②アレルギー性鼻

炎及び蕁麻疹，湿疹・皮膚炎，アト

ピー性皮膚炎，皮膚そう痒症，痒疹

【用】（内）①1回2㎎を，朝食後及び就

寝前の1日2回．年齢，症状により適宜

増減．②1回1㎎を，朝食後及び就寝前

の1日2回．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（アレルゲンエキス）Allergen 

extract

診断用アレルゲン皮内エキス
治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」ハウスダスト1：
1,000（処置）

Allergen 2mL1瓶  〔鳥居〕

【効】①診断：アレルギー性疾患のアレ

ルゲンの確認．②治療：気管支喘息

（減感作療法）

【用】（注）①0.02mLを皮内に注射し，

15～30分後に発赤径20㎜以上または

膨疹径9㎜以上を陽性と判定．②皮内

反応で陽性を示し，原因アレルゲンが

確認された場合，減感作療法を行う．

皮内反応に応じ，初回の液の濃度及び

量又は増量，投与間隔ならびに維持量

は患者のその時々の症状に応じ，適宜
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……………………………………………

（メキタジン）Mequitazine

ニポラジン小児用シロップ
0.03%（院外）

Nipolazin 0.3㎎1mL  〔アルフレッサ〕

【効】①気管支喘息．②アレルギー性鼻

炎，蕁麻疹，皮膚疾患に伴うそう痒

（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）

【用】（内）①小児：1回0.12㎎/㎏1日2

回．年齢，症状に応じて適宜増減・

〔年齢別の標準投与量は，次記の用量

を1回量とする：1歳以上2歳未満/8㎏

以 上 12 ㎏ 未 満/1.2 ㎎（本 剤 と し て

4mL）．2歳以上4歳未満/12㎏以上17㎏

未満/1.8㎎（6mL）．4歳以上7歳未満

/17㎏以上25㎏未満/2.4㎎（8mL）．7歳

以上11歳未満/25㎏以上40㎏未満/3.6

㎎（12mL）．11歳以上16歳未満/40㎏

以 上/6.0 ㎎（20mL）．〕 ② 小 児：1 回

0.06㎎/㎏1日2回．年齢，症状に応じ

て適宜増減．〔年齢別の標準投与量

は，次記の用量を1回量とする：1歳以

上2歳未満/8㎏以上12㎏未満/0.6㎎

（本剤として2mL）．2歳以上4歳未満

/12㎏以上17㎏未満/0.9㎎（3mL）．4歳

以上7歳未満/17㎏以上25㎏未満/1.2㎎

（4mL）．7歳以上11歳未満/25㎏以上40

㎏未満/1.8㎎（6mL）．11歳以上16歳未

満/40㎏以上/3.0㎎（10mL）．〕

……………………………………………

4419．その他の抗ヒスタミン剤
 

（クロルフェニラミンマレイン酸塩）

Chlorpheniramine maleate

ポララミン注5㎎
Polaramine 5㎎1mL1管  〔MSD〕

【効】蕁麻疹，枯草熱，皮膚疾患に伴う

そう痒（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒

症，薬疹，咬刺症），アレルギー性鼻

炎，血管運動性鼻炎

【用】（注）1回5㎎を1日1回皮下注，筋

注又は静注．年齢，症状により適宜増

減

……………………………………………

（シプロヘプタジン塩酸塩水和物）

Cyproheptadine hydrochloride 

hydrate

ペリアクチン錠4㎎（院外）
Periactin 4㎎1錠  〔日医工〕

【効】皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮

膚炎，皮膚そう痒症，薬疹），蕁麻

疹，血管運動性浮腫，枯草熱，アレル

ギー性鼻炎，血管運動性鼻炎，感冒等

上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽

【用】（内）1 回 4 ㎎ を 1 日 1 ～ 3 回． 年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（シプロヘプタジン塩酸塩水和物）

Cyproheptadine hydrochloride 

hydrate

ペリアクチンシロップ0.04%
Periactin 0.4㎎10mL  〔日医工〕

【効】皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮

膚炎，皮膚そう痒症，薬疹），蕁麻

疹，血管運動性浮腫，枯草熱，アレル

ギー性鼻炎，血管運動性鼻炎，感冒等

上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽

【用】（内）1回4㎎（本剤として10mL）

を1日1～3回．年令，症状により適宜

増 減．（参 考）Augsberger式 に よ る

小児の1回投与量例：次記用量を1日1

～ 3回．2 ～ 3歳：1.2㎎（本剤として

3mL），4 ～ 6 歳：1.6 ㎎（本 剤 と し て

4mL），7 ～ 9 歳：2.0 ㎎（本 剤 と し て

5mL），10 ～ 12歳：2.6㎎（本剤として

6.5mL）

……………………………………………
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1．閾値の求め方：本剤を診断用アレ

ルゲン皮内エキス対照液「トリイ」

で，1,000，100，10，1，0.1 及 び

0.01JAU/mLに用時希釈し，さらに患

者の症状に応じて低濃度に順次希釈す

る．最も低濃度の液から0.02mLずつ皮

内に注射し，その反応を皮内反応判定

基準に従って判定する．陽性反応を呈

した最低濃度（最大希釈度）をもって

その患者のアレルゲンに対する閾値と

する． 

2．初回投与濃度：患者のアレルゲン

に対する閾値の濃度，若しくは患者の

症状の程度によってさらにこの濃度の

1/10又は1/100の濃度を初回投与濃度

とする． 

3．投与法：通常，初回投与量として

0.02～0.05mLを皮下に注射する．初回

後の投与量は1週1～2回約50%ずつ増

量 し，0.5mLに 至 れ ば 10 倍 濃 度 の 液

0.05mLにかえて同様に増量しながら投

与を続け次第に高濃度の液に移り，維

持量に達したら2週に1回の注射を数回

行い，その後は1か月に1回とする． 

4．増量及び投与回数：各回の投与後

の患者の状態を問診し，その結果に応

じて次回投与量を増減する．例えば前

回の注射により，喘息発作，全身性蕁

麻疹及び鼻症状・眼症状を主とした臨

床症状の増悪を起こし，また過大な局

所反応を生じたときには増量を見合わ

せる．また，増量期間中の投与間隔は

通常1週1～2回であるが，間隔が長引

いた場合には増量せずに直前の投与濃

度の1/10又は1/100の濃度の液を投与

する． 

5．維持量：患者において投与可能な

最高用量をもって維持量とするが，患

者のその時々の症状に応じて減量する

等適宜投与量を定める

……………………………………………

（アレルゲンエキス）Allergen 

extract

治療用ダニアレルゲンエキス
皮下注「トリイ」
10,000JAU/mL（要時）

Allergen 2mL1瓶  〔鳥居〕

2mL中：

コナヒョウヒダニエキス

 10,000AU/mL，0.1mL

ヤケヒョウヒダニエキス

 10,000AU/mL，0.1mL

治療用ダニアレルゲンエキス
皮下注「トリイ」
100,000JAU/mL（要時）

Allergen 2mL1瓶

2mL中：

コナヒョウヒダニエキス

 10,000AU/mL，1mL

ヤケヒョウヒダニエキス

 10,000AU/mL，1mL

【効】ダニ抗原による次記アレルギー性

疾患に対する減感作療法：アレルギー

性鼻炎，気管支喘息

【用】（注）減感作療法の実施に際し，

ダニアレルゲンに陽性の患者に皮内反

応テストを行い，皮内反応閾値を求め

る．その閾値及びその時々の患者の症

状に応じ，初回投与濃度及び量，初回

後の投与濃度又は量，投与回数，投与

間隔並びに維持量は適宜定める． 

1．閾値の求め方：本剤を診断用アレ

ルゲン皮内エキス対照液「トリイ」

で，1,000,100，10，1，0.1 及 び

0.01JAU/mLに用時希釈し，さらに患

者の症状に応じて低濃度に順次希釈す

る．最も低濃度の液から0.02mLずつ皮

内に注射し，その反応を皮内反応判定

基準に従って判定する．陽性反応を呈

した最低濃度（最大希釈度）をもって
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に定めうる．（1）初回投与濃度：1：

1000液を初回投与濃度とする．特に過

敏症の患者では，患者のアレルゲンに

対する過敏度（閾値）を求め，この濃

度もしくは，その濃度の10倍希釈され

た液をもって初回投与濃度とする．

（2）投与法：初回投与濃度のエキス

0.02～0.05mLを皮下注，1週2回約50%

ずつ増量し0.5mLに至れば次の濃度の

エキス0.05mLにかえて同様に増量しな

がら注射を続け次第に高濃度の液にう

つり，ついには最も高い濃度のエキス

0.3～0.5mLの維持量に至らしめる．維

持量に達したら2週に1回の注射を数回

行い，その後は1か月に1回注射とす

る．（3）閾値の求め方：ハウスダスト

1：1000液に対照液（0.5%フェノール

含有生理食塩溶液）を加えて10倍ずつ

希釈し，1万，10万，100万倍液を調製

し，最も希釈された液から0.02mLずつ

皮内注射し，皮内反応判定基準にした

がい，反応を判定する．陽性反応を呈

した最低濃度（最大希釈度）をもって

その患者のアレルゲンに対する過敏度

（閾値）とする．（4）増量及び投与回

数：各回の投与後の患者の状態につい

て問診し，その結果に応じ次回投与量

を加減する．例えば注射により発作を

起こし，または過大な局所反応を生じ

た時は増量を見合わせる．また増量期

間中の投与間隔は通常1週2回である

が，間隔が長びいた場合には増量せず

に減量した方がよい．（5）維持量：患

者の臨床症状が著明に改善されたら，

その濃度をもって維持量とし，投与を

継続する．症状の改善を認めて，直ち

に治療を中断すると再発することもあ

る故，療法の持続は是非行うべきであ

る

……………………………………………

（アレルゲンエキス）Allergen 

extract

治療用アレルゲンエキス皮下
注「トリイ」ブタクサ花粉1：
100（処置）

Allergen 2mL1瓶  〔鳥居〕

【効】気管支喘息（減感作療法），アレ

ルギー性鼻炎

【用】（注）皮膚反応で陽性の場合，通

常1：100,000液0.02mLを初回量として

皮下注し，1週2回約50%ずつ増量し，

0.5mLに至れば1：10,000液0.05mLにか

え，同様に増量しながら注射を続け，

次第に高濃度の液とし，1：20液0.5mL

の維持量までに至らしめる．皮膚反応

に応じ，初回の液の濃度及び量又は増

量，投与間隔並びに維持量は適宜に定

めうる

……………………………………………

（アレルゲンエキス）Allergen 

extract

治療用ダニアレルゲンエキス
皮下注「トリイ」
1,000JAU/mL（要時）

Allergen 2mL1瓶  〔鳥居〕

2mL中：

コナヒョウヒダニエキス

 10,000AU/mL，0.01mL

ヤケヒョウヒダニエキス

 10,000AU/mL，0.01mL

【効】ダニ抗原による次記アレルギー性

疾患に対する減感作療法：アレルギー

性鼻炎，気管支喘息

【用】（注）減感作療法の実施に際し，

ダニアレルゲンに陽性の患者に皮内反

応テストを行い，皮内反応閾値を求め

る．その閾値及びその時々の患者の症

状に応じ，初回投与濃度及び量，初回

後の投与濃度又は量，投与回数，投与

間隔並びに維持量は適宜定める． 
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部又は腹部のいずれかに貼付し，24時

間毎に貼り替え．症状に応じて1回8㎎

に増量可

……………………………………………

（オロパタジン塩酸塩）Olopatadine 

hydrochloride

アレロック顆粒0.5%（院外）
Allelock 5㎎1g  〔協和キリン〕

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎，痒

疹，皮膚そう痒症，尋常性乾癬，多形

滲出性紅斑）．小児：アレルギー性鼻

炎，蕁麻疹，皮膚疾患（湿疹・皮膚

炎，皮膚そう痒症）に伴うそう痒

【用】（内）1回5㎎（本剤として1g）を

朝及び就寝前の1日2回．年齢，症状に

より適宜増減．小児：7歳以上の小児

には1回5㎎（本剤として1g）を朝及

び就寝前の1日2回．2歳以上7歳未満の

小児には1回2.5㎎（本剤として0.5g）

を朝及び就寝前の1日2回

……………………………………………

（オロパタジン塩酸塩）Olopatadine 

hydrochloride

アレロックOD錠5（院外）
Allelock OD 5㎎1錠  〔協和キリン〕

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎，痒

疹，皮膚そう痒症，尋常性乾癬，多形

滲出性紅斑）．小児：アレルギー性鼻

炎，蕁麻疹，皮膚疾患（湿疹・皮膚

炎，皮膚そう痒症）に伴うそう痒

【用】（内）1回5㎎を朝及び就寝前の1日

2回，年齢，症状により適宜増減．小

児：7歳以上の小児には1回5㎎を朝及

び就寝前の1日2回

……………………………………………

（ケトチフェンフマル酸塩）Ketotifen 

fumarate

ザジテンカプセル1㎎（院外）
Zaditen 1㎎1カプセル  〔田辺三菱〕

【効】①気管支喘息．②アレルギー性鼻

炎．③蕁麻疹，湿疹・皮膚炎，皮膚そ

う痒症

【用】（内）1回1㎎を1日2回，朝食後及

び就寝前．年齢・症状により適宜増減

……………………………………………

（ケトチフェンフマル酸塩）Ketotifen 

fumarate

ザジテンシロップ0.02%（院
外）

Zaditen 0.2㎎1mL  〔田辺三菱〕

【効】①気管支喘息．②アレルギー性鼻

炎．③湿疹・皮膚炎，蕁麻疹，皮膚そ

う痒症

【用】（内）小児：1日量0.06㎎（本剤と

して0.3mL）/㎏を2回，朝食後及び就

寝前に分割．年齢，症状により適宜増

減．年齢別の標準投与量は，次記の用

量を1日量とし，1日2回，朝食後及び

就寝前に分割．6か月以上3歳未満：

0.8㎎（本剤として4mL），3歳以上7歳

未満：1.2㎎（本剤として6mL），7歳以

上：2.0㎎（本剤として10mL）．1歳未

満の乳児に使用する場合には体重，症

状などを考慮して適宜投与量を決める

……………………………………………

（ケトチフェンフマル酸塩）Ketotifen 

fumarate

ザジテンドライシロップ0.1%
Zaditen 1㎎1g  〔田辺三菱〕

【効】①気管支喘息．②アレルギー性鼻

炎．③湿疹・皮膚炎，蕁麻疹，皮膚そ

う痒症

【用】（内）小児：1日量0.06㎎（本剤と

して0.06g）/㎏を2回，朝食後及び就

寝前に分割．用時溶解．年齢・症状に
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その患者のアレルゲンに対する閾値と

する． 

2．初回投与濃度：患者のアレルゲン

に対する閾値の濃度，若しくは患者の

症状の程度によってさらにこの濃度の

1/10又は1/100の濃度を初回投与濃度

とする． 

3．投与法：通常，初回投与量として

0.02～0.05mLを皮下に注射する．初回

後の投与量は1週1～2回約50%ずつ増

量 し，0.5mLに 至 れ ば 10 倍 濃 度 の 液

0.05mLにかえて同様に増量しながら投

与を続け次第に高濃度の液に移り，維

持量に達したら2週に1回の注射を数回

行い，その後は1か月に1回とする． 

4．増量及び投与回数：各回の投与後

の患者の状態を問診し，その結果に応

じて次回投与量を増減する．例えば前

回の注射により，喘息発作，全身性蕁

麻疹及び鼻症状・眼症状を主とした臨

床症状の増悪を起こし，また過大な局

所反応を生じたときには増量を見合わ

せる．また，増量期間中の投与間隔は

通常1週1～2回であるが，間隔が長引

いた場合には増量せずに直前の投与濃

度の1/10又は1/100の濃度の液を投与

する． 

5．維持量：患者において投与可能な

最高用量をもって維持量とするが，患

者のその時々の症状に応じて減量する

等適宜投与量を定める

……………………………………………

（イカチバント酢酸塩）Icatibant 

acetate

フィラジル皮下注30㎎シリン
ジ（要時）

Firazyr 30㎎3mL1筒  〔武田〕

【効】遺伝性血管性浮腫の急性発作

【用】（注）1回30㎎を皮下注．効果が不

十分な場合又は症状が再発した場合

は，6時間以上の間隔をおいて1回30㎎

を追加投与可．24時間あたりの投与回

数は3回まで

……………………………………………

（イブジラスト）Ibudilast

ケタスカプセル10㎎
Ketas 10㎎1カプセル  〔杏林〕

【効】①気管支喘息．②脳梗塞後遺症に

伴う慢性脳循環障害によるめまいの改

善

【用】（内）①1回10㎎を1日2回．②1回

10㎎を1日3回．症状により適宜増減

……………………………………………

（エバスチン）Ebastine

エバステルOD錠10㎎（院外）
Ebastel OD 10㎎1錠  〔大日本住友〕

【効】蕁麻疹，湿疹・皮膚炎，痒疹，皮

膚そう痒症，アレルギー性鼻炎

【用】（内）1回5 ～ 10㎎を1日1回．年

齢・症状により適宜増減

……………………………………………

（エピナスチン塩酸塩）Epinastine 

hydrochloride

アレジオン錠20（院外）
Alesion 20㎎1錠  〔日本ベーリンガー〕

【効】①気管支喘息，蕁麻疹，湿疹・皮

膚炎，皮膚そう痒症，痒疹，そう痒を

伴う尋常性乾癬．②アレルギー性鼻炎

【用】（内）①1回20㎎を1日1回．年齢，

症状により適宜増減．②1回10～20㎎

を1日1回．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（エメダスチンフマル酸塩）Emedas-

tine difumarate

アレサガテープ4㎎（院外）
Allesaga 4㎎1枚  〔久光〕

アレサガテープ8㎎（院外）
Allesaga 8㎎1枚

【効】アレルギー性鼻炎

【用】（外）1回4㎎を胸部，上腕部，背
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に伴うそう痒

【用】（内）1回10㎎（本剤として0.8g）

を1日1回，用時溶解して就寝前．年

齢，症状により適宜増減．1日20㎎

（本剤として1.6g）まで．小児：2歳以

上7歳未満の小児には1回2.5㎎（本剤

として0.2g）を1日2回，用時溶解して

朝食後及び就寝前．7歳以上15歳未満

の小児には1回5㎎（本剤として0.4g）

を1日2回，用時溶解して朝食後及び就

寝前

……………………………………………

（デスロラタジン）Desloratadine

デザレックス錠5㎎（院外）
Desalex 5㎎1錠  〔杏林〕

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）

に伴うそう痒

【用】（内）1回5㎎を1日1回

……………………………………………

（デュピルマブ（遺伝子組換え））

Dupilumab (genetical recombina-

tion)

デュピクセント皮下注300㎎ペ
ン おけ

Dupixent 300㎎2mL1筒  〔サノフィ〕

【効】①既存治療で効果不十分なアト

ピー性皮膚炎，②気管支喘息（既存治

療によっても喘息症状をコントロール

できない重症又は難治の患者に限

る），③鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎（既

存治療で効果不十分な患者に限る）

【用】（注）①初回に600㎎を皮下注，そ

の後は1回300㎎を2週間隔で皮下注．

②成人及び12歳以上の小児には初回に

600㎎を皮下注，その後は1回300㎎を2

週間隔で皮下注．③1回300㎎を2週間

隔で皮下注．症状安定後には，1回300

㎎を4週間隔で皮下注可

……………………………………………

（トラニラスト）Tranilast

リザベン細粒10%（院外）
Rizaben 100㎎1g  〔キッセイ〕

【効】気管支喘息，アレルギー性鼻炎，

アトピー性皮膚炎，ケロイド・肥厚性

瘢痕

【用】（内）1回100㎎（本剤として1g）

を1日3回．年齢，症状により適宜増

減． 小 児：1 日 量 5 ㎎（本 剤 と し て

0.05g）/㎏を3回に分割．年齢，症状

により適宜増減

……………………………………………

（トラニラスト）Tranilast

リザベンカプセル100㎎
Rizaben 100㎎1カプセル  〔キッセイ〕

【効】気管支喘息，アレルギー性鼻炎，

アトピー性皮膚炎，ケロイド・肥厚性

瘢痕

【用】（内）1回100㎎を1日3回．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

（トラニラスト）Tranilast

リザベンドライシロップ5%
Rizaben 50㎎1g  〔キッセイ〕

【効】気管支喘息，アレルギー性鼻炎，

アトピー性皮膚炎，ケロイド・肥厚性

瘢痕

【用】（内）小児：1日量5㎎（本剤とし

て0.1g）/㎏を3回に分割し，用時懸

濁．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ビラスチン）Bilastine

ビラノア錠20㎎
Bilanoa 20㎎1錠  〔大鵬〕

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）

に伴うそう痒

【用】（内）1回20㎎を1日1回空腹時

……………………………………………
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より適宜増減．年齢別の標準投与量

は，次記の用量を1日量とし，1日2

回，朝食後及び就寝前に分割．6か月

以 上 3 歳 未 満：0.8 ㎎（本 剤 と し て

0.8g），3歳以上7歳未満：1.2㎎（本剤

として1.2g），7歳以上：2.0㎎（本剤

として2.0g）．1歳未満の乳児に使用す

る場合には体重，症状などを考慮して

適宜投与量を決める

……………………………………………

（スギ花粉エキス）

シダキュアスギ花粉舌下錠
2,000JAU（院外）

Cedarcure 2,000JAU1錠  〔鳥居〕

シダキュアスギ花粉舌下錠
5,000JAU（院外）

Cedarcure 5,000JAU1錠

【効】スギ花粉症（減感作療法）

【用】（内）投与開始後1週間は，シダ

キュアスギ花粉舌下錠2,000JAUを1

日1回1錠，投与2週目以降は，シダ

キュアスギ花粉舌下錠5,000JAUを1

日1回1錠，舌下にて1分間保持した

後，飲み込む．その後5分間は，うが

いや飲食を控える

……………………………………………

（スプラタストトシル酸塩）Suplatast 

tosilate

アイピーディカプセル100
IPD 100㎎1カプセル  〔大鵬〕

【効】気管支喘息，アトピー性皮膚炎，

アレルギー性鼻炎

【用】（内）1回100㎎を1日3回毎食後．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（スプラタストトシル酸塩）Suplatast 

tosilate

アイピーディドライシロップ
5%（院外）

IPD 50㎎1g  〔大鵬〕

【効】気管支喘息

【用】（内）小児：用時溶解し，1回3㎎

（本剤として60㎎）/㎏1日2回朝・夕

食後．年齢，症状により適宜増減．1

日300㎎（本剤として6g）まで．年齢

別の標準投与量は，次記の用量を1回

量とし，1日2回朝食後及び夕食後に，

用時溶解：3歳以上　5歳未満37.5㎎

（本剤として0.75g），5歳以上　11歳未

満75㎎（本剤として1.5g），11歳以上

100㎎（本剤として2.0g）

……………………………………………

（セチリジン塩酸塩）Cetirizine 

hydrochloride

ジルテック錠10（院外）
Zyrtec 10㎎1錠 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，湿

疹・皮膚炎，痒疹，皮膚そう痒症．小

児：アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）

に伴うそう痒

【用】（内）〔10㎎錠〕1回10㎎を1日1回，

就寝前．年齢，症状により適宜増減．

1日20㎎まで．〔5㎎錠〕1回10㎎を1日1

回，就寝前．年齢，症状により適宜増

減．1日20㎎まで．小児（7歳以上15歳

未満）：1回5㎎を1日2回，朝食後及び

就寝前

……………………………………………

（セチリジン塩酸塩）Cetirizine 

hydrochloride

ジルテックドライシロップ
1.25%（院外）

Zyrtec 12.5㎎1g 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，湿

疹・皮膚炎，痒疹，皮膚そう痒症．小

児：アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）
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（ベポタスチンベシル酸塩）Bepotast-

ine besilate

タリオン錠10㎎（院外）
Talion 10㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】①アレルギー性鼻炎．②蕁麻疹，

皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚

炎，痒疹，皮膚そう痒症）

【用】（内）〈成人〉1回10㎎を1日2回年

齢，症状により適宜増減．〈小児〉7歳

以上の小児に1回10㎎を1日2回

……………………………………………

（ベポタスチンベシル酸塩）Bepotast-

ine besilate

ベポタスチンベシル酸塩錠
10㎎「タナベ」あ 

Bepotastine besilate 10㎎1錠 

 〔ニプロES〕

〔先発品〕タリオン錠10㎎

【効】〈成人〉アレルギー性鼻炎，蕁麻

疹，皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮

膚炎，痒疹，皮膚そう痒症）．〈小児〉

アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚疾患

（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）に伴

うそう痒

【用】（内）〈成人〉1回10㎎を1日2回．年

齢，症状により適宜増減．〈小児〉7歳

以上の小児に1回10㎎を1日2回

……………………………………………

（モンテルカストナトリウム）

Montelukast sodium

キプレス錠5㎎（院外）
Kipres 5㎎1錠  〔杏林〕

モンテルカスト錠10㎎「KM」
あ 

Montelukast 10㎎1錠

〔先発品〕キプレス錠10㎎

シングレア錠10㎎

【効】①気管支喘息．②アレルギー性鼻

炎

【用】（内）①10㎎を1日1回就寝前．②5

～10㎎を1日1回就寝前

……………………………………………

（モンテルカストナトリウム）

Montelukast sodium

キプレスチュアブル錠5㎎
Kipres 5㎎1錠  〔杏林〕

【効】気管支喘息

【用】（内）6歳以上の小児：5㎎を1日1

回就寝前

……………………………………………

（モンテルカストナトリウム）

Montelukast sodium

シングレア細粒4㎎
Singulair 4㎎1包  〔MSD〕

【効】気管支喘息

【用】（内）1歳以上6歳未満の小児：4㎎

（本剤1包）を1日1回就寝前

……………………………………………

（ルパタジンフマル酸塩）Rupatadine 

fumarate

ルパフィン錠10㎎
Rupafin 10㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）

に伴うそう痒

【用】（内）1回10㎎を1日1回，1回20㎎

に増量

……………………………………………

（レボセチリジン塩酸塩）Levocetiri-

zine hydrochloride

ザイザル錠5㎎（院外）
Xyzal 5㎎1錠 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，湿

疹・皮膚炎，痒疹，皮膚そう痒症．小

児：アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）

に伴うそう痒

【用】（内）1回5㎎を1日1回，就寝前．

年齢，症状により適宜増減．1日10㎎
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（フェキソフェナジン塩酸塩）

Fexofenadine hydrochloride

アレグラ錠30㎎（院外）
Allegra 30㎎1錠  〔サノフィ〕

アレグラ錠60㎎（院外）
Allegra 60㎎1錠

フェキソフェナジン塩酸塩錠
30㎎「SANIK」あ 

Fexofenadine hydrochloride 30㎎1錠 

 〔日医工〕

〔先発品〕アレグラ錠30㎎

フェキソフェナジン塩酸塩錠
60㎎「SANIK」あ 

Fexofenadine hydrochloride 60㎎1錠

〔先発品〕アレグラ錠60㎎

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症，

アトピー性皮膚炎）に伴うそう痒

【用】（内）1回60㎎を1日2回．7歳以上

12歳未満の小児：1回30㎎を1日2回．

12歳以上の小児：1回60㎎を1日2回．

症状により適宜増減

……………………………………………

（フェキソフェナジン塩酸塩）

Fexofenadine hydrochloride

アレグラドライシロップ
5%（院外）

Allegra 30㎎0.6g1包  〔サノフィ〕

アレグラドライシロップ
5%（院外）

Allegra 15㎎0.3g1包

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症，

アトピー性皮膚炎）に伴うそう痒

【用】（内）1回60㎎（ドライシロップと

して1.2g）を1日2回，用時懸濁して経

口投与．症状により適宜増減．小児：

12歳以上：1回60㎎（ドライシロップ

として1.2g），症状により適宜増減．7

歳以上12歳未満：1回30㎎（ドライシ

ロップとして0.6g）を1日2回，2歳以

上7歳未満：1回30㎎（ドライシロップ

として0.6g），6か月以上2歳未満：1回

15㎎（ドライシロップとして0.3g）を

1日2回，用時懸濁して経口投与

……………………………………………

（プランルカスト水和物）Pranlukast 

hydrate

オノンカプセル112.5㎎（院外）
Onon 112.5㎎1カプセル  〔小野〕

プランルカストカプセル
112.5㎎「サワイ」あ 

Pranlukast 112.5㎎1カプセル  〔沢井〕

〔先発品〕オノンカプセル112.5㎎

【効】気管支喘息，アレルギー性鼻炎

【用】（内）1日量450㎎を朝食後及び夕

食後の2回に分割．年齢，症状により

適宜増減

……………………………………………

（プランルカスト水和物）Pranlukast 

hydrate

オノンドライシロップ10%
Onon 100㎎1g  〔小野〕

【効】気管支喘息，アレルギー性鼻炎

【用】（内）小児：1日量7㎎（本剤とし

て70㎎）/㎏を朝食後及び夕食後の2

回に分割し，用時懸濁して．年齢，症

状により適宜増減．1日10㎎（本剤と

して100㎎）/㎏まで．成人の通常の

用量である450㎎（本剤として4.5g）/

日まで．体重別の標準投与量は，次記

の用量を1回量とし，1日2回，朝食後

及び夕食後．体重12㎏以上18㎏未満：

50㎎（本剤として0.5g）．体重18㎏以

上 25 ㎏ 未 満：70 ㎎（本 剤 と し て

0.7g）．体重25㎏以上35㎏未満：100㎎

（本剤として1.0g）．体重35㎏以上45㎏

未満：140㎎（本剤として1.4g）

……………………………………………
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位（IR）

【効】ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎

に対する減感作療法

【用】（内）1回100　単位（IR）を1日1

回舌下投与から開始し，1回投与量は

100 　 単 位（IR） ず つ，300 　 単 位

（IR）まで増量．漸増期間は，原則と

して3日間とするが，患者の状態に応

じて適宜延長．舌下投与後は完全に溶

解するまで保持した後，飲み込む．そ

の後5分間はうがいや飲食を控える

……………………………………………

ディレグラ配合錠（院外） お
Dellegra 1錠  〔LTL〕

1錠中：

フェキソフェナジン塩酸塩 30㎎

塩酸プソイドエフェドリン 60㎎

【効】アレルギー性鼻炎

【用】（内）成人及び12歳以上の小児：1

回2錠を1日2回，朝及び夕の空腹時

……………………………………………

ミティキュアダニ舌下錠
3,300JAU（院外）

Miticure 3,300JAU1錠  〔鳥居〕

1錠中：コナヒョウヒダニ抽出エキ

ス 1DU（1,650JAU）

ヤケヒョウヒダニ抽出エキス 1DU

（1,650JAU）

ミティキュアダニ舌下錠
10,000JAU（院外）

Miticure 10,000JAU1錠

1錠中：コナヒョウヒダニ抽出エキ

ス 3DU（5,000JAU）

ヤケヒョウヒダニ抽出エキス 3DU

（5,000JAU）

【効】ダニ抗原によるアレルギー性鼻炎

に対する減感作療法

【用】（内）投与開始後1週間はミティ

キュアダニ舌下錠3,300JAUを1日1回

1錠，投与2週目以降はミティキュアダ

ニ舌下錠10,000JAUを1日1回1錠，舌

下にて1分間保持した後，飲み込む．

その後5分間はうがいや飲食を控える

……………………………………………
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まで．小児（7歳以上15歳未満）：1回

2.5㎎を1日2回，朝食後及び就寝前

……………………………………………

（レボセチリジン塩酸塩）Levocetiri-

zine hydrochloride

ザイザルシロップ0.05%
Xyzal 0.5㎎1mL 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，湿

疹・皮膚炎，痒疹，皮膚そう痒症．小

児：アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）

に伴うそう痒

【用】（内）1回5㎎を1日1回，就寝前．

年齢，症状により適宜増減．1日10㎎

まで．小児：6か月以上1歳未満は1回

1.25㎎を1日1回．1歳以上7歳未満は1

回1.25㎎を1日2回，朝食後及び就寝

前．7歳以上15歳未満は2.5㎎を1日2

回，朝食後及び就寝前

……………………………………………

（レボセチリジン塩酸塩）Levocetiri-

zine hydrochloride

レボセチリジン塩酸塩錠5㎎
「武田テバ」あ 

Levocetirizine hydrochloride 5㎎1錠 

 〔武田テバ〕

〔先発品〕ザイザル錠5㎎

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，湿

疹・皮膚炎，痒疹，皮膚そう痒症．小

児：アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）

に伴うそう痒

【用】（内）1回5㎎を1日1回，就寝前．

年齢，症状により適宜増減，最高投与

量は1日10㎎．小児（7歳以上15歳未

満）：1回2.5㎎を1日2回，朝食後及び

就寝前

……………………………………………

（ロラタジン）Loratadine

クラリチンドライシロップ
1%（院外）

Claritin 10㎎1g  〔塩野義〕

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）

に伴うそう痒

【用】（内）1 日 1 回 10 ㎎（本 剤 と し て

1g）食後．用時溶解．年齢・症状に

より適宜増減．3歳以上7歳未満の小

児：1日1回5㎎（本剤として0.5g）食

後．用時溶解．7歳以上の小児：1日1

回10㎎（本剤として1g）食後．用時

溶解

……………………………………………

（ロラタジン）Loratadine

クラリチンレディタブ錠10㎎
Claritin 10㎎1錠  〔塩野義〕

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚

疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症）

に伴うそう痒

【用】（内）1日1回10㎎食後．年齢・症

状により適宜増減．7歳以上の小児：1

日1回10㎎食後

……………………………………………

アシテアダニ舌下錠100単位
（IR）（院外）

Actair 100IR1錠  〔塩野義〕

1錠中：

ヤケヒョウヒダニエキス原末 50単位

（IR）

コナヒョウヒダニエキス原末 50単位

（IR）

アシテアダニ舌下錠300単位
（IR）（院外）

Actair 300IR1錠

1錠中：

ヤケヒョウヒダニエキス原末 150単

位（IR）

コナヒョウヒダニエキス原末 150単
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（葛根湯）

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医
療用）〔TJ－1〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.75g：

カッコン4　タイソウ3　マオウ3　

カンゾウ2　ケイヒ2　シャクヤク2　

ショウキョウ2

【効】自然発汗がなく頭痛，発熱，悪

寒，肩こり等を伴う比較的体力のある

ものの次の諸症：感冒，鼻かぜ，熱性

疾患の初期，炎症性疾患（結膜炎，角

膜炎，中耳炎，扁桃腺炎，乳腺炎，リ

ンパ腺炎），肩こり，上半身の神経

痛，蕁麻疹

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（葛根湯加川きゅう辛夷）

ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷
エキス顆粒（医療用）〔TJ－2〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.0g：

カッコン4　タイソウ3　マオウ3　

カンゾウ2　ケイヒ2　シャクヤク2　

シンイ2　センキュウ2　ショウキョ

ウ1

【効】鼻づまり，蓄膿症，慢性鼻炎

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（乙字湯）

ツムラ乙字湯エキス顆粒（医
療用）〔TJ－3〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.0g：

トウキ6　サイコ5　オウゴン3　カ

ンゾウ2　ショウマ1　ダイオウ0.5

【効】病状がそれほど激しくなく，体力

が中位で衰弱していないものの次の諸

症：キレ痔，イボ痔

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（安中散）

ツムラ安中散エキス顆粒（医
療用）〔TJ－5〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

1.5g：

ケイヒ4　エンゴサク3　ボレイ3　

ウイキョウ1.5　カンゾウ1　シュク

シャ1　リョウキョウ0.5

【効】やせ型で腹部筋肉が弛緩する傾向

にあり，胃痛又は腹痛があって，とき

に胸やけ，げっぷ，食欲不振，はきけ

などを伴う次の諸症：神経性胃炎，慢

性胃炎，胃アトニー

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（十味敗毒湯）

ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－6〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.5g：

キキョウ3　サイコ3　センキュウ3　
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5．生薬及び漢方処方に基づく医薬品

51．生薬
 

（コウジン）Red ginseng

ツムラの生薬コウジン末（調
剤用）

Red ginseng 原末  〔ツムラ〕

【効】漢方処方の調剤に用いる

……………………………………………

（シテイ）Shidi (kaki calyx)

トチモトのシテイ
Shidi (kaki calyx) 原末  〔栃本天海堂〕

【効】主として漢方処方の調剤に用いる

……………………………………………

（ショウキョウ）Ginger (zingiberis 

rhizoma)

トチモトのショウキョウ
Ginger 原末  〔栃本天海堂〕

【効】漢方処方の調剤に用いる

……………………………………………

（ダイオウ）Rhubarb (rhei rhizoma)

トチモトのダイオウ末
Rhubarb 原末  〔井藤漢方〕

【効】漢方処方の調剤に用いる

……………………………………………

（チョウジ）Clove (caryophylli flos)

トチモトのチョウジ
Clove 原末  〔栃本天海堂〕

【効】漢方処方の調剤に用いる

……………………………………………
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（小柴胡湯）

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－9〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.5g：

サイコ7　ハンゲ5　オウゴン3　タ

イソウ3　ニンジン3　カンゾウ2　

ショウキョウ1

【効】①体力中等度で上腹部がはって苦

しく，舌苔を生じ，口中不快，食欲不

振，時により微熱，悪心などのあるも

のの次の諸症：諸種の急性熱性病，肺

炎，気管支炎，気管支喘息，感冒，リ

ンパ腺炎，慢性胃腸障害，産後回復不

全．②慢性肝炎における肝機能障害の

改善

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（柴胡桂枝湯）

クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠
〔EKT－10〕（院外）

3錠1包  〔クラシエ〕

18錠中，次記割合の乾燥エキス

3800㎎：

サイコ5　ハンゲ4　オウゴン2　カ

ンゾウ1.5　ケイヒ2.5　シャクヤク2　

タイソウ2　ニンジン2　ショウキョ

ウ0.5

【効】多くは腹痛を伴う胃腸炎，微熱・

寒け・頭痛・はき気などのある感冒，

風邪の後期の症状

【用】（内）1 日 18 錠 を 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

……………………………………………

（柴胡桂枝湯）

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－10〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.0g：

サイコ5　ハンゲ4　オウゴン2　カ

ンゾウ2　ケイヒ2　シャクヤク2　

タイソウ2　ニンジン2　ショウキョ

ウ1

【効】発熱汗出て，悪寒し，身体痛み，

頭痛，はきけのあるものの次の諸症：

感冒・流感・肺炎・肺結核などの熱性

疾患，胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胆嚢

炎・胆石・肝機能障害・膵臓炎などの

心下部緊張疼痛

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（柴胡桂枝乾姜湯）

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス
顆粒（医療用）〔TJ－11〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.5g：

サイコ6　オウゴン3　カロコン3　

ケイヒ3　ボレイ3　カンキョウ2　

カンゾウ2

【効】体力が弱く，冷え症，貧血気味

で，動悸，息切れがあり，神経過敏の

ものの次の諸症：更年期障害，血の道

症，神経症，不眠症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分423

－422－

52

52．漢方製剤

ブクリョウ3　ボクソク3　ドクカツ

1.5　ボウフウ1.5　カンゾウ1　ケイ

ガイ1　ショウキョウ1

【効】化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の

初期，蕁麻疹，急性湿疹，水虫

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（八味地黄丸）

クラシエ八味地黄丸料エキス
錠〔EKT－7〕（院外）

3錠1包  〔クラシエ〕

18錠中，次記割合の乾燥エキス

5.2g：

ジオウ5　サンシュユ3　サンヤク3　

タクシャ3　ブクリョウ3　ボタンピ

3　ケイヒ1　ブシ末1

【効】疲れやすくて，四肢が冷えやす

く，尿量減少又は多尿で，ときに口渇

がある次の諸症：下肢痛，腰痛，しび

れ，老人のかすみ目，かゆみ，排尿困

難，頻尿，むくみ

【用】（内）1 日 18 錠 を 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

……………………………………………

（八味地黄丸）

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒
（医療用）〔TJ－7〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.0g：

ジオウ6　サンシュユ3　サンヤク3　

タクシャ3　ブクリョウ3　ボタンピ

2.5　ケイヒ1　ブシ末0.5

【効】疲労，倦怠感著しく，尿利減少又

は頻数，口渇し，手足に交互的に冷感

と熱感のあるものの次の諸症：腎炎，

糖尿病，陰萎，坐骨神経痛，腰痛，脚

気，膀胱カタル，前立腺肥大，高血圧

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（大柴胡湯）

ツムラ大柴胡湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－8〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.5g：

サイコ6　ハンゲ4　オウゴン3　

シャクヤク3　タイソウ3　キジツ2　

ショウキョウ1　ダイオウ1

【効】比較的体力のある人で，便秘がち

で，上腹部が張って苦しく，耳鳴り，

肩こりなど伴うものの次の諸症：胆石

症，胆嚢炎，黄疸，肝機能障害，高血

圧症，脳溢血，蕁麻疹，胃酸過多症，

急性胃腸カタル，悪心，嘔吐，食欲不

振，痔疾，糖尿病，ノイローゼ，不眠

症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（小柴胡湯）

クラシエ小柴胡湯エキス錠
〔EKT－9〕（院外）

3錠1包  〔クラシエ〕

1日量（18錠）中，次記割合の乾燥

エキス4,800㎎：

サイコ7　ハンゲ5　オウゴン3　タ

イソウ3　ニンジン3　カンゾウ2　

ショウキョウ1

【効】①吐き気，食欲不振，胃炎，胃腸

虚弱，疲労感及び風邪の後期の症状．

②慢性肝炎における肝機能障害の改善

【用】（内）1 日 18 錠 を 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

……………………………………………
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（黄連解毒湯）

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－15〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

1.5g：

オウゴン3　オウレン2　サンシシ2　

オウバク1.5

【効】比較的体力があり，のぼせぎみで

顔色赤く，いらいらする傾向のある次

の諸症：鼻出血，高血圧，不眠症，ノ

イローゼ，胃炎，二日酔，血の道症，

めまい，動悸，湿疹・皮膚炎，皮膚そ

う痒症

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（半夏厚朴湯）

クラシエ半夏厚朴湯エキス錠
〔EKT－16〕（要時）

4錠1包  〔クラシエ〕

12錠中，次記割合の乾燥エキス

1500㎎：

ハンゲ6　ブクリョウ5　コウボク3　

ソヨウ2　ショウキョウ1.3

【効】気分がふさいで，咽喉・食道部に

異物感があり，時に動悸，めまい，嘔

気などを伴う次の諸症：不安神経症，

神経性胃炎，つわり，せき，しわがれ

声

【用】（内）1 日 12 錠 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

……………………………………………

（半夏厚朴湯）

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－16〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

2.5g：

ハンゲ6　ブクリョウ5　コウボク3　

ソヨウ2　ショウキョウ1

【効】気分がふさいで，咽喉・食道部に

異物感があり，ときに動悸，めまい，

嘔気などを伴う次の諸症：不安神経

症，神経性胃炎，つわり，咳，しわが

れ声，神経性食道狭窄症，不眠症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（五苓散）

クラシエ五苓散料エキス錠
〔EKT－17〕（要時）

3錠1包  〔クラシエ〕

1日量（18錠）中，次記割合の抽出

エキス粉末2.3g：

タクシャ5　チョレイ3　ブクリョウ

3　ケイヒ2　ビャクジュツ3

【効】のどが渇いて，尿量が少なく，は

き気，嘔吐，腹痛，頭痛，むくみなど

のいずれかを伴う次の諸症：水瀉性下

痢，急性胃腸炎（しぶり腹のものには

使用しないこと），暑気あたり，頭

痛，むくみ

【用】（内）1 日 18 錠 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

……………………………………………

（五苓散）

ツムラ五苓散エキス顆粒（医
療用）〔TJ－17〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

2.0g：

タクシャ4　ソウジュツ3　チョレイ

3　ブクリョウ3　ケイヒ1.5

【効】口渇，尿量減少するものの次の諸

症：浮腫，ネフローゼ，二日酔，急性
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（柴胡加竜骨牡蛎湯）

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキ
ス顆粒（医療用）〔TJ－12〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.5g：

サイコ5　ハンゲ4　ケイヒ3　ブク

リョウ3　オウゴン2.5　タイソウ2.5　

ニンジン2.5　ボレイ2.5　リュウコ

ツ2.5　ショウキョウ1

【効】比較的体力があり，心悸亢進，不

眠，いらだち等の精神症状のあるもの

の次の諸症：高血圧症，動脈硬化症，

慢性腎臓病，神経衰弱症，神経性心悸

亢進症，てんかん，ヒステリー，小児

夜啼症，陰萎

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（半夏瀉心湯）

クラシエ半夏瀉心湯エキス錠
〔EKT－14〕（院外）

3錠1包  〔クラシエ〕

18錠中，次記割合の乾燥エキス

3.8g：

ハンゲ5　オウゴン2.5　ショウキョ

ウ2.5g　ニンジン2.5　カンゾウ2.5　

タイソウ2.5　オウレン1.0

【効】みぞおちがつかえ，ときに悪心，

嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便

又は下痢の傾向のあるものの次の諸

症：急・慢性胃腸カタル，醗酵性下

痢，消化不良，胃下垂，神経性胃炎，

胃弱，二日酔，げっぷ，胸やけ，口内

炎，神経症

【用】（内）1 日 18 錠 を 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

……………………………………………

（半夏瀉心湯）

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－14〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.5g：

ハンゲ5　オウゴン2.5　カンキョウ

2.5　カンゾウ2.5　タイソウ2.5　ニ

ンジン2.5　オウレン1

【効】みぞおちがつかえ，ときに悪心，

嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便

又は下痢の傾向のあるものの次の諸

症：急・慢性胃腸カタル，はっ酵性下

痢，消化不良，胃下垂，神経性胃炎，

胃弱，二日酔，げっぷ，胸やけ，口内

炎，神経症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（黄連解毒湯）

クラシエ黄連解毒湯エキス錠
〔EKT－15〕（院外）

3錠1包  〔クラシエ〕

18錠中，次記割合の乾燥エキス

1600㎎：

オウレン1.5　オウバク1.5　オウゴ

ン3　サンシシ2

【効】比較的体力があり，のぼせぎみで

顔色赤く，いらいらする傾向のある次

の諸症：鼻出血，高血圧，不眠症，ノ

イローゼ，胃炎，二日酔，血の道症，

めまい，動悸，湿疹・皮膚炎，皮膚そ

う痒症

【用】（内）1 日 18 錠 を 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

……………………………………………
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により適宜増減

……………………………………………

（当帰芍薬散）

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒
（医療用）〔TJ－23〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.0g：

シャクヤク4　ソウジュツ4　タク

シャ4　ブクリョウ4　センキュウ3　

トウキ3

【効】筋肉が一体に軟弱で疲労しやす

く，腰脚の冷えやすいものの次の諸

症：貧血，倦怠感，更年期障害（頭

重，頭痛，めまい，肩こり等），月経

不順，月経困難，不妊症，動悸，慢性

腎炎，妊娠中の諸病（浮腫，習慣性流

産，痔，腹痛），脚気，半身不随，心

臓弁膜症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（加味逍遙散）

クラシエ加味逍遙散料エキス
細粒〔KB－24〕（院外）

3g1包  〔クラシエ〕

6.0g中，次記割合の乾燥エキス

4.1g：

トウキ3　シャクヤク3　ビャクジュ

ツ3　ブクリョウ3　サイコ3　ボタ

ンピ2　サンシシ2　カンゾウ1.5　

ショウキョウ0.5　ハッカ1

【効】体質虚弱な婦人で，肩がこり，疲

れやすく，精神不安などの精神神経症

状，ときに便秘の傾向のある次の諸

症：冷え症，虚弱体質，月経不順，月

経困難，更年期障害，血の道症

【用】（内）1 日 6.0g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

……………………………………………

（加味逍遙散）

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒
（医療用）〔TJ－24〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.0g：

サイコ3　シャクヤク3　ソウジュツ

3　トウキ3　ブクリョウ3　サンシ

シ2　ボタンピ2　カンゾウ1.5　

ショウキョウ1　ハッカ1

【効】体質虚弱な婦人で肩がこり，疲れ

やすく，精神不安などの精神神経症

状，ときに便秘の傾向のある次の諸

症：冷え症，虚弱体質，月経不順，月

経困難，更年期障害，血の道症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（桂枝茯苓丸）

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス
細粒〔KB－25〕（院外）

3g1包  〔クラシエ〕

6.0g中，次記割合の乾燥エキス

2.3g：

ケイヒ4　ブクリョウ4　ボタンピ4　

トウニン4　シャクヤク4

【効】比較的体力があり，ときに下腹部

痛，肩こり，頭重，めまい，のぼせて

足冷えなどを訴える次の諸症：月経不

順，月経異常，月経痛，更年期障害，

血の道症，肩こり，めまい，頭重，打

ち身（打撲症），しもやけ，しみ

【用】（内）1 日 6.0g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

……………………………………………
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胃腸カタル，下痢，悪心，嘔吐，めま

い，胃内停水，頭痛，尿毒症，暑気あ

たり，糖尿病

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（桂枝加朮附湯）

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆
粒（医療用）〔TJ－18〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.75g：

ケイヒ4　シャクヤク4　ソウジュツ

4　タイソウ4　カンゾウ2　ショウ

キョウ1　ブシ末0.5

【効】関節痛，神経痛

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（小青竜湯）

ツムラ小青竜湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－19〕

3g1包  〔ツムラ〕

9.0g中，次記割合の乾燥エキス

5.0g：

ハンゲ6　カンキョウ3　カンゾウ3　

ケイヒ3　ゴミシ3　サイシン3　

シャクヤク3　マオウ3

【効】次記疾患における水様の痰，水様

鼻汁，鼻閉，くしゃみ，喘鳴，咳嗽，

流涙：気管支炎，気管支喘息，鼻炎，

アレルギー性鼻炎，アレルギー性結膜

炎，感冒

【用】（内）1 日 9.0gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（防已黄耆湯）

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－20〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.75g：

オウギ5　ボウイ5　ソウジュツ3　

タイソウ3　カンゾウ1.5　ショウ

キョウ1

【効】色白で筋肉軟らかく水ぶとりの体

質で疲れやすく，汗が多く，小便不利

で下肢に浮腫をきたし，膝関節の腫痛

するものの次の諸症：腎炎，ネフロー

ゼ，妊娠腎，陰嚢水腫，肥満症，関節

炎，癰，せつ，筋炎，浮腫，皮膚病，

多汗症，月経不順

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（当帰芍薬散）

クラシエ当帰芍薬散料エキス
細粒〔KB－23〕（院外）

3g1包  〔クラシエ〕

6.0g中，次記割合で乾燥エキス5g：

トウキ3　センキュウ3　シャクヤク

6　ブクリョウ4　ビャクジュツ4　

タクシャ4

【効】比較的体力が乏しく，冷え症で貧

血の傾向があり，疲労しやすく，とき

に下腹部痛，頭重，めまい，肩こり，

耳鳴り，動悸などを訴える次の諸症：

月経不順，月経異常，月経痛，更年期

障害，産前産後による障害あるいは流

産による障害（貧血，疲労倦怠，めま

い， む く み）， め ま い， 頭 重， 肩 こ

り，腰痛，足腰の冷え症，しもやけ，

むくみ，しみ

【用】（内）1 日 6.0gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状
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3.25g：

セッコウ8　マオウ6　ソウジュツ4　

タイソウ3　カンゾウ2　ショウキョ

ウ1

【効】浮腫と汗が出て小便不利のあるも

のの次の諸症：腎炎，ネフローゼ，脚

気，関節リウマチ，夜尿症，湿疹

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（麦門冬湯）

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－29〕

3g1包  〔ツムラ〕

9.0g中，次記割合の乾燥エキス

6.0g：

バクモンドウ10　コウベイ5　ハン

ゲ5　タイソウ3　カンゾウ2　ニン

ジン2

【効】痰の切れにくい咳，気管支炎，気

管支喘息

【用】（内）1 日 9.0gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（真武湯）

ツムラ真武湯エキス顆粒（医
療用）〔TJ－30〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

2.0g：

ブクリョウ4　シャクヤク3　ソウ

ジュツ3　ショウキョウ1.5　ブシ末

0.5

【効】新陳代謝の沈衰しているものの次

の諸症：胃腸疾患，胃腸虚弱症，慢性

腸炎，消化不良，胃アトニー症，胃下

垂症，ネフローゼ，腹膜炎，脳溢血，

脊髄疾患による運動ならびに知覚麻

痺，神経衰弱，高血圧症，心臓弁膜

症，心不全で心悸亢進，半身不随，リ

ウマチ，老人性そう痒症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（呉茱萸湯）

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－31〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

2.25g：

タイソウ4　ゴシュユ3　ニンジン2　

ショウキョウ1.5

【効】手足の冷えやすい中等度以下の体

力のものの次の諸症：習慣性偏頭痛，

習慣性頭痛，嘔吐，脚気衝心

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（人参湯）

ツムラ人参湯エキス顆粒（医
療用）〔TJ－32〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

2.5g：

カンキョウ3　カンゾウ3　ソウジュ

ツ3　ニンジン3

【効】体質虚弱の人，あるいは虚弱によ

り体力低下した人の次の諸症：急性・

慢性胃腸カタル，胃アトニー症，胃拡

張，悪阻（つわり），萎縮腎

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………
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（桂枝茯苓丸）

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス
錠〔EKT－25〕（院外）

3錠1包  〔クラシエ〕

18錠中，次記割合の乾燥エキス

2200㎎：

ケイヒ4　ブクリョウ4　ボタンピ4　

トウニン4　シャクヤク4

【効】比較的体力があり，ときに下腹部

痛，肩こり，頭重，めまい，のぼせて

足冷えなどを訴える次の諸症：月経不

順，月経異常，月経痛，更年期障害，

血の道症，肩こり，めまい，頭重，打

ち身（打撲症），しもやけ，しみ

【用】（内）1 日 18 錠 を 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

……………………………………………

（桂枝茯苓丸）

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒
（医療用）〔TJ－25〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

1.75g：

ケイヒ3　シャクヤク3　トウニン3　

ブクリョウ3　ボタンピ3

【効】体格はしっかりしていて赤ら顔が

多く，腹部は大体充実，下腹部に抵抗

のあるものの次の諸症：子宮並びにそ

の付属器の炎症，子宮内膜炎，月経不

順，月経困難，帯下，更年期障害（頭

痛，めまい，のぼせ，肩こり等），冷

え症，腹膜炎，打撲症，痔疾患，睾丸

炎

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（桂枝加竜骨牡蛎湯）

ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキ
ス顆粒（医療用）〔TJ－26〕（院
外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.25g：

ケイヒ4　シャクヤク4　タイソウ4　

ボレイ3　リュウコツ3　カンゾウ2　

ショウキョウ1.5

【効】下腹直腹筋に緊張のある比較的体

力の衰えているものの次の諸症：小児

夜尿症，神経衰弱，性的神経衰弱，遺

精，陰萎

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（麻黄湯）

ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医
療用）〔TJ－27〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

1.75g：

キョウニン5　マオウ5　ケイヒ4　

カンゾウ1.5

【効】悪寒，発熱，頭痛，腰痛，自然に

汗の出ないものの次の諸症：感冒，イ

ンフルエンザ（初期のもの），関節リ

ウマチ，喘息，乳児の鼻閉塞，哺乳困

難

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（越婢加朮湯）

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－28〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス
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……………………………………………

（苓桂朮甘湯）

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－39〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

1.5g：

ブクリョウ6　ケイヒ4　ソウジュツ

3　カンゾウ2

【効】めまい，ふらつきがあり，又は動

悸があり尿量が減少するものの次の諸

症：神経質，ノイローゼ，めまい，動

悸，息切れ，頭痛

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（猪苓湯）

ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医
療用）〔TJ－40〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

2.5g：

カッセキ3　タクシャ3　チョレイ3　

ブクリョウ3　アキョウ3

【効】尿量減少，小便難，口渇を訴える

ものの次の諸症：尿道炎，腎臓炎，腎

石症，淋炎，排尿痛，血尿，腰以下の

浮腫，残尿感，下痢

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（補中益気湯）

クラシエ補中益気湯エキス細
粒〔EK－41〕（院外）

3.75g1包  〔クラシエ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

6.4g：

ニンジン4　ビャクジュツ4　オウギ

4　トウキ3　タイソウ2　サイコ2　

カンゾウ1.5　ショウキョウ0.5　

ショウマ1　チンピ2

【効】元気がなく胃腸のはたらきが衰え

て疲れやすいものの次の諸症：虚弱体

質，疲労倦怠，病後の衰弱，食欲不

振，ねあせ

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（補中益気湯）

ツムラ補中益気湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－41〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

5.0g：

オウギ4　ソウジュツ4　ニンジン4　

トウキ3　サイコ2　タイソウ2　チ

ンピ2　カンゾウ1.5　ショウマ1　

ショウキョウ0.5

【効】消化機能が衰え，四肢倦怠感著し

い虚弱体質者の次の諸症：夏やせ，病

後の体力増強，結核症，食欲不振，胃

下垂，感冒，痔，脱肛，子宮下垂，陰

萎，半身不随，多汗症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（六君子湯）

ツムラ六君子湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－43〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.0g：

ソウジュツ4　ニンジン4　ハンゲ4　

ブクリョウ4　タイソウ2　チンピ2　

カンゾウ1　ショウキョウ0.5

【効】胃腸の弱いもので，食欲がなく，
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（大黄牡丹皮湯）

ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆
粒（医療用）〔TJ－33〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.5g：

トウガシ6　トウニン4　ボタンピ4　

ダイオウ2　無水ボウショウ1.8

【効】比較的体力があり，下腹部痛が

あって，便秘しがちなものの次の諸

症：月経不順，月経困難，便秘，痔疾

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（白虎加人参湯）

ツムラ白虎加人参湯エキス顆
粒（医療用）〔TJ－34〕（院外）

3g1包  〔ツムラ〕

9.0g中，次記割合の乾燥エキス

5.0g：

セッコウ15　コウベイ8　チモ5　カ

ンゾウ2　ニンジン1.5

【効】のどの渇きとほてりのあるもの

【用】（内）1 日 9.0g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

……………………………………………

（四逆散）

ツムラ四逆散エキス顆粒（医
療用）〔TJ－35〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

2.25g：

サイコ5　シャクヤク4　キジツ2　

カンゾウ1.5

【効】比較的体力のあるもので，大柴胡

湯証と小柴胡湯証との中間証を表すも

のの次の諸症：胆嚢炎，胆石症，胃

炎，胃酸過多，胃潰瘍，鼻カタル，気

管支炎，神経質，ヒステリー

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（半夏白朮天麻湯）

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス
顆粒（医療用）〔TJ－37〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.0g：

チンピ3　ハンゲ3　ビャクジュツ3　

ブクリョウ3　テンマ2　オウギ1.5　

タクシャ1.5　ニンジン1.5　オウバ

ク1　カンキョウ1　ショウキョウ

0.5　バクガ2

【効】胃腸虚弱で下肢が冷え，めまい，

頭痛などがある者

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（当帰四逆加呉茱萸生姜湯）

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜
湯エキス顆粒（医療用）〔TJ
－38〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.0g：

タイソウ5　ケイヒ3　シャクヤク3　

トウキ3　モクツウ3　カンゾウ2　

ゴシュユ2　サイシン2　ショウキョ

ウ1

【効】手足の冷えを感じ，下肢が冷える

と下肢又は下腹部が痛くなり易いもの

の次の諸症：しもやけ，頭痛，下腹部

痛，腰痛

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減
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オウゴン1.5　オウバク1.5　オウレ

ン1.5　キキョウ1.5　キジツ1.5　ケ

イガイ1.5　サイコ1.5　サンシシ1.5　

ジオウ1.5　シャクヤク1.5　セン

キュウ1.5　トウキ1.5　ハッカ1.5　

ビャクシ1.5　ボウフウ1.5　レン

ギョウ1.5　カンゾウ1

【効】蓄膿症，慢性鼻炎，慢性扁桃炎，

にきび

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

……………………………………………

（潤腸湯）

ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医
療用）〔TJ－51〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

5.0g：

ジオウ6　トウキ3　オウゴン2　キ

ジツ2　キョウニン2　コウボク2　

ダイオウ2　トウニン2　マシニン2　

カンゾウ1.5

【効】便秘

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（よく苡仁湯）

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－52〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

5.0g：

ヨクイニン8　ソウジュツ4　トウキ

4　マオウ4　ケイヒ3　シャクヤク3　

カンゾウ2

【効】関節痛，筋肉痛

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（疎経活血湯）

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－53〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

5.0g：

シャクヤク2.5　ジオウ2　センキュ

ウ2　ソウジュツ2　トウキ2　トウ

ニン2　ブクリョウ2　イレイセン

1.5　キョウカツ1.5　ゴシツ1.5　チ

ンピ1.5　ボウイ1.5　ボウフウ1.5　

リュウタン1.5　カンゾウ1　ビャク

シ1　ショウキョウ0.5

【効】関節痛，神経痛，腰痛，筋肉痛

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（抑肝散）

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医
療用）〔TJ－54〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.25g：

ソウジュツ4　ブクリョウ4　セン

キュウ3　チョウトウコウ3　トウキ

3　サイコ2　カンゾウ1.5

【効】虚弱な体質で神経がたかぶるもの

の次の諸症：神経症，不眠症，小児夜

なき，小児疳症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（麻杏甘石湯）

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－55〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス
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みぞおちがつかえ，疲れやすく，貧血

性で手足が冷えやすいものの次の諸

症：胃炎，胃アトニー，胃下垂，消化

不良，食欲不振，胃痛，嘔吐

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（桂枝湯）

ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医
療用）〔TJ－45〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.0g：

ケイヒ4　シャクヤク4　タイソウ4　

カンゾウ2　ショウキョウ1.5

【効】体力が衰えたときの風邪の初期

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（釣藤散）

ツムラ釣藤散エキス顆粒（医
療用）〔TJ－47〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.5g：

セッコウ5　チョウトウコウ3　チン

ピ3　バクモンドウ3　ハンゲ3　ブ

クリョウ3　キクカ2　ニンジン2　

ボウフウ2　カンゾウ1　ショウキョ

ウ1

【効】慢性に続く頭痛で中年以降，又は

高血圧の傾向のあるもの

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（十全大補湯）

ツムラ十全大補湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－48〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

5.0g：

オウギ3　ケイヒ3　ジオウ3　シャ

クヤク3　センキュウ3　ソウジュツ

3　トウキ3　ニンジン3　ブクリョ

ウ3　カンゾウ1.5

【効】病後の体力低下，疲労倦怠，食欲

不振，ねあせ，手足の冷え，貧血

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（加味帰脾湯）

クラシエ加味帰脾湯エキス細
粒〔EK－49〕（院外）

3.75g1包  〔クラシエ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

5.6g：

ニンジン3　ビャクジュツ3　ブク

リョウ3　オウギ2　トウキ2　オン

ジ1.5　サイコ3　サンシシ2　カン

ゾウ1　モッコウ1　タイソウ1.5　

ショウキョウ0.5　サンソウニン3　

リュウガンニク3

【効】虚弱体質で血色の悪い人の次の諸

症：貧血，不眠症，精神不安，神経症

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（けい芥連翹湯）

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－50〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.5g：
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（頭痛，めまい，肩こり）

【用】（内）1 日 18 錠 を 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

……………………………………………

（桃核承気湯）

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－61〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.0g：

トウニン5　ケイヒ4　ダイオウ3　

カンゾウ1.5　無水ボウショウ0.9

【効】比較的体力があり，のぼせて便秘

しがちなものの次の諸症：月経不順，

月経困難症，月経時や産後の精神不

安，腰痛，便秘，高血圧の随伴症状

（頭痛，めまい，肩こり）

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（防風通聖散）

ツムラ防風通聖散エキス顆粒
（医療用）〔TJ－62〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.5g：

カッセキ3　オウゴン2　カンゾウ2　

キキョウ2　セッコウ2　ビャクジュ

ツ2　ダイオウ1.5　ケイガイ1.2　サ

ンシシ1.2　シャクヤク1.2　セン

キュウ1.2　トウキ1.2　ハッカ1.2　

ボウフウ1.2　マオウ1.2　レンギョ

ウ1.2　ショウキョウ0.3　無水ボウ

ショウ0.7

【効】腹部に皮下脂肪が多く，便秘がち

なものの次の諸症：高血圧の随伴症状

（どうき，肩こり，のぼせ），肥満症，

むくみ，便秘

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（五積散）

ツムラ五積散エキス顆粒（医
療用）〔TJ－63〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.0g：

ソウジュツ3　チンピ2　トウキ2　

ハンゲ2　ブクリョウ2　カンゾウ1　

キキョウ1　キジツ1　ケイヒ1　コ

ウボク1　シャクヤク1　ショウキョ

ウ1　センキュウ1　タイソウ1　

ビャクシ1　マオウ1

【効】慢性に経過し，症状の激しくない

次の諸症：胃腸炎，腰痛，神経痛，関

節痛，月経痛，頭痛，冷え症，更年期

障害，感冒

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（女神散）

ツムラ女神散エキス顆粒（医
療用）〔TJ－67〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.5g：

コウブシ3　センキュウ3　ソウジュ

ツ3　トウキ3　オウゴン2　ケイヒ2　

ニンジン2　ビンロウジ2　オウレン

1　カンゾウ1　チョウジ1　モッコ

ウ1

【効】のぼせとめまいのあるものの次の

諸症：産前産後の神経症，月経不順，

血の道症

【用】（内）1 日 7.5g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
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1.75g：

セッコウ10　キョウニン4　マオウ4　

カンゾウ2

【効】小児ぜんそく，気管支ぜんそく

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（温清飲）

ツムラ温清飲エキス顆粒（医
療用）〔TJ－57〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.75g：

ジオウ3　シャクヤク3　センキュウ

3　トウキ3　オウゴン1.5　オウバ

ク1.5　オウレン1.5　サンシシ1.5

【効】皮膚の色つやが悪く，のぼせるも

のに用いる． 

月経不順，月経困難，血の道症，更年

期障害，神経症

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（清上防風湯）

ツムラ清上防風湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－58〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.75g：

オウゴン2.5　キキョウ2.5　サンシ

シ2.5　センキュウ2.5　ハマボウフ

ウ2.5　ビャクシ2.5　レンギョウ2.5　

オウレン1　カンゾウ1　キジツ1　

ケイガイ1　ハッカ1

【効】にきび

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（桂枝加芍薬湯）

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス
錠〔EKT－60〕（院外）

3錠1包  〔クラシエ〕

18錠中，次記割合の乾燥エキス

3200㎎：

ケイヒ4　シャクヤク6　タイソウ4　

ショウキョウ1　カンゾウ2

【効】腹部膨満感のある次の諸症：しぶ

り腹，腹痛

【用】（内）1 日 18 錠 を 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

……………………………………………

（桂枝加芍薬湯）

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆
粒（医療用）〔TJ－60〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.75g：

シャクヤク6　ケイヒ4　タイソウ4　

カンゾウ2　ショウキョウ1

【効】腹部膨満感のある次の諸症：しぶ

り腹，腹痛

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（桃核承気湯）

クラシエ桃核承気湯エキス錠
〔EKT－61〕（院外）

3錠1包  〔クラシエ〕

1日量（18錠）中，次記割合の乾燥

エキス2.2g：

トウニン5　ケイヒ4　ダイオウ3　

カンゾウ1.5　無水ボウショウ1.0

【効】比較的体力があり，のぼせて便秘

しがちなものの次の諸症：月経不順，

月経困難症，月経時や産後の精神不

安，腰痛，便秘，高血圧の随伴症状
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ガイヨウ3　カンゾウ3　センキュウ

3　アキョウ3

【効】痔出血

【用】（内）1 日 9.0g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

……………………………………………

（麻杏よく甘湯）

ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆
粒（医療用）〔TJ－78〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.0g：

ヨクイニン10　マオウ4　キョウニ

ン3　カンゾウ2

【効】関節痛，神経痛，筋肉痛

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（平胃散）

ツムラ平胃散エキス顆粒（医
療用）〔TJ－79〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.25g：

ソウジュツ4　コウボク3　チンピ3　

タイソウ2　カンゾウ1　ショウキョ

ウ0.5

【効】胃がもたれて消化不良の傾向のあ

る次の諸症：急・慢性胃カタル，胃ア

トニー，消化不良，食欲不振

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（柴胡清肝湯）

ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－80〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.75g：

サイコ2　オウゴン1.5　オウバク1.5　

オウレン1.5　カロコン1.5　カンゾ

ウ1.5　キキョウ1.5　ゴボウシ1.5　

サンシシ1.5　ジオウ1.5　シャクヤ

ク1.5　センキュウ1.5　トウキ1.5　

ハッカ1.5　レンギョウ1.5

【効】かんの強い傾向のある小児の次の

諸症：神経症，慢性扁桃腺炎，湿疹

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

……………………………………………

（抑肝散加陳皮半夏）

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキ
ス顆粒（医療用）〔TJ－83〕（院
外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.5g：

ハンゲ5　ソウジュツ4　ブクリョウ

4　センキュウ3　チョウトウコウ3　

チンピ3　トウキ3　サイコ2　カン

ゾウ1.5

【効】虚弱な体質で神経がたかぶるもの

の次の諸症：神経症，不眠症，小児夜

なき，小児疳症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

……………………………………………

（大黄甘草湯）

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－84〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

1.5g：

ダイオウ4　カンゾウ2

【効】便秘症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状
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……………………………………………

（芍薬甘草湯）

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－68〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

2.5g：

カンゾウ6　シャクヤク6

【効】急激におこる筋肉の痙攣を伴う疼

痛，筋肉・関節痛，胃痛，腹痛

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（香蘇散）

ツムラ香蘇散エキス顆粒（医
療用）〔TJ－70〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

2.0g：

コウブシ4　ソヨウ2　チンピ2　カ

ンゾウ1.5　ショウキョウ1

【効】胃腸虚弱で神経質の人の風邪の初

期

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（四物湯）

クラシエ四物湯エキス錠
〔EKT－71〕（院外）

3錠1包  〔クラシエ〕

18錠中，次記割合の乾燥エキス

3300㎎：

トウキ3　シャクヤク3　センキュウ

3　ジオウ3

【効】皮膚が枯燥し，色つやの悪い体質

で胃腸障害のない人の次の諸症：産後

あるいは流産後の疲労回復，月経不

順，冷え症，しもやけ，しみ，血の道

症

【用】（内）1 日 18 錠 を 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

……………………………………………

（四物湯）

ツムラ四物湯エキス顆粒（医
療用）〔TJ－71〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

2.75g：

ジオウ3　シャクヤク3　センキュウ

3　トウキ3

【効】皮膚が枯燥し，色つやの悪い体質

で胃腸障害のない人の次の諸症：産後

あるいは流産後の疲労回復，月経不

順，冷え症，しもやけ，しみ，血の道

症

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

……………………………………………

（甘麦大棗湯）

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－72〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.25g：

タイソウ6　カンゾウ5　ショウバク

20

【効】夜泣き，ひきつけ

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（きゅう帰膠艾湯）

ツムラきゅう帰膠艾湯エキス
顆粒（医療用）〔TJ－77〕

3g1包  〔ツムラ〕

9.0g中，次記割合の乾燥エキス

6.0g：

ジオウ5　シャクヤク4　トウキ4　
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【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（小建中湯）

ツムラ小建中湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－99〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

15.0g中，次記割合の乾燥エキス

3.75gとコウイ10.0g：

シャクヤク6　ケイヒ4　タイソウ4　

カンゾウ2　ショウキョウ1

【効】体質虚弱で疲労しやすく，血色が

すぐれず，腹痛，動悸，手足のほて

り，冷え，頻尿および多尿などのいず

れかを伴う次の諸症：小児虚弱体質，

疲労倦怠，神経質，慢性胃腸炎，小児

夜尿症，夜なき

【用】（内）1 日 15.0g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

……………………………………………

（大建中湯）

ツムラ大建中湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－100〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

15.0g中，次記割合の乾燥エキス

1.25gとコウイ10.0g：

カンキョウ5　ニンジン3　サンショ

ウ2

【効】腹が冷えて痛み，腹部膨満感のあ

るもの

【用】（内）1 日 15.0gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（当帰湯）

ツムラ当帰湯エキス顆粒（医
療用）〔TJ－102〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.75g：

トウキ5　ハンゲ5　ケイヒ3　コウ

ボク3　シャクヤク3　ニンジン3　

オウギ1.5　カンキョウ1.5　サン

ショウ1.5　カンゾウ1

【効】背中に寒冷を覚え，腹部膨満感や

腹痛のあるもの

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（酸棗仁湯）

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－103〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.25g：

サンソウニン10　ブクリョウ5　セ

ンキュウ3　チモ3　カンゾウ1

【効】心身がつかれ弱って眠れないもの

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（温経湯）

ツムラ温経湯エキス顆粒（医
療用）〔TJ－106〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

5.0g：

バクモンドウ4　ハンゲ4　トウキ3　

カンゾウ2　ケイヒ2　シャクヤク2　

センキュウ2　ニンジン2　ボタンピ

2　ゴシュユ1　ショウキョウ1　ア

キョウ2

【効】手足がほてり，唇がかわくものの

次の諸症：月経不順，月経困難，こし

け，更年期障害，不眠，神経症，湿

疹，足腰の冷え，しもやけ
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により適宜増減

……………………………………………

（当帰飲子）

ツムラ当帰飲子エキス顆粒
（医療用）〔TJ－86〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

5.0g：

トウキ5　ジオウ4　シツリシ3　

シャクヤク3　センキュウ3　ボウフ

ウ3　カシュウ2　オウギ1.5　ケイ

ガイ1.5　カンゾウ1

【効】冷え症のものの次の諸症：慢性湿

疹（分泌物の少ないもの），かゆみ

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（六味丸）

ツムラ六味丸エキス顆粒（医
療用）〔TJ－87〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

3.75g：

ジオウ5　サンシュユ3　サンヤク3　

タクシャ3　ブクリョウ3　ボタンピ

3

【効】疲れやすくて尿量減少又は多尿

で，時に口渇があるものの次の諸症：

排尿困難，頻尿，むくみ，かゆみ

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（二朮湯）

ツムラ二朮湯エキス顆粒（医
療用）〔TJ－88〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

5.0g：

ハンゲ4　ソウジュツ3　イレイセン

2.5　オウゴン2.5　コウブシ2.5　チ

ンピ2.5　ビャクジュツ2.5　ブク

リョウ2.5　カンゾウ1　ショウキョ

ウ1　テンナンショウ2.5　ワキョウ

カツ2.5

【効】五十肩

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（治打撲一方）

ツムラ治打撲一方エキス顆粒
（医療用）〔TJ－89〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

2.25g：

ケイヒ3　センキュウ3　センコツ3　

ボクソク3　カンゾウ1.5　ダイオウ

1　チョウジ1

【効】打撲によるはれ及び痛み

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（柴朴湯）

ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医
療用）〔TJ－96〕（院外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

5.0g：

サイコ7　ハンゲ5　ブクリョウ5　

オウゴン3　コウボク3　タイソウ3　

ニンジン3　カンゾウ2　ソヨウ2　

ショウキョウ1

【効】気分がふさいで，咽喉，食道部に

異物感があり，ときに動悸，めまい，

嘔気などを伴う次の諸症：小児喘息，

気管支喘息，気管支炎，咳，不安神経

症
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6.0g：

サイコ7　タクシャ5　ハンゲ5　オ

ウゴン3　ソウジュツ3　タイソウ3　

チョレイ3　ニンジン3　ブクリョウ

3　カンゾウ2　ケイヒ2　ショウ

キョウ1

【効】吐き気，食欲不振，のどのかわ

き，排尿が少ないなどの次の諸症：水

瀉性下痢，急性胃腸炎，暑気あたり，

むくみ

【用】（内）1 日 9.0gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（苓甘姜味辛夏仁湯）

ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキ
ス顆粒（医療用）〔TJ－119〕（院
外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.0g：

キョウニン4　ハンゲ4　ブクリョウ

4　ゴミシ3　カンキョウ2　カンゾ

ウ2　サイシン2

【効】貧血，冷え症で喘鳴を伴う喀痰の

多い咳嗽があるもの．気管支炎，気管

支喘息，心臓衰弱，腎臓病

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（麻子仁丸）

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒
（医療用）〔TJ－126〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

2.25g：

マシニン5　ダイオウ4　キジツ2　

キョウニン2　コウボク2　シャクヤ

ク2

【効】便秘

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（麻黄附子細辛湯）

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス
顆粒（医療用）〔TJ－127〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

1.5g：

マオウ4　サイシン3　ブシ末1

【効】悪寒，微熱，全身倦怠，低血圧で

頭痛，めまいあり，四肢にとう痛冷感

あるものの次の諸症：感冒，気管支炎

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（桂枝加芍薬大黄湯）

ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキ
ス顆粒（医療用）〔TJ－134〕（院
外）

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.0g：

シャクヤク6　ケイヒ4　タイソウ4　

カンゾウ2　ダイオウ2　ショウキョ

ウ1

【効】比較的体力のない人で，腹部膨満

し，腸内の停滞感あるいは腹痛などを

伴なうものの次の諸症：（1）急性腸

炎，大腸カタル．（2）常習便秘，宿

便，しぶり腹

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間

……………………………………………
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【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（牛車腎気丸）

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒
（医療用）〔TJ－107〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

4.5g：

ジオウ5　ゴシツ3　サンシュユ3　

サンヤク3　シャゼンシ3　タクシャ

3　ブクリョウ3　ボタンピ3　ケイ

ヒ1　ブシ末1

【効】疲れやすくて，四肢が冷えやすく

尿量減少又は多尿で時に口渇がある次

の諸症：下肢痛，腰痛，しびれ，老人

のかすみ目，かゆみ，排尿困難，頻

尿，むくみ

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（人参養栄湯）

クラシエ人参養栄湯エキス細
粒〔EK－108〕（要時）

3.75g1包  〔クラシエ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

6.7g：

ニンジン3　トウキ4　シャクヤク2　

ジオウ4　ビャクジュツ4　ブクリョ

ウ4　ケイヒ2.5　オウギ1.5　チンピ

2　オンジ2　ゴミシ1　カンゾウ1

【効】病後の体力低下，疲労倦怠，食欲

不振，ねあせ，手足の冷え，貧血

【用】（内）1 日 7.5gを 2 ～ 3 回 に 分 割

し，食前又は食間．年齢，体重，症状

により適宜増減

……………………………………………

（人参養栄湯）

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－108〕

3.0g/包  〔ツムラ〕

9.0g中，次記割合の乾燥エキス

6.0g：

ジオウ4　トウキ4　ビャクジュツ4　

ブクリョウ4　ニンジン3　ケイヒ

2.5　オンジ2　シャクヤク2　チン

ピ2　オウギ1.5　カンゾウ1　ゴミ

シ1

【効】病後の体力低下，疲労倦怠，食欲

不振，ねあせ，手足の冷え，貧血

【用】（内）1 日 9.0g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

……………………………………………

（柴苓湯）

クラシエ柴苓湯エキス細粒
〔EK－114〕

4.05g1包  〔大峰堂〕

8.1g中，次記割合のエキス7.0g：

タイソウ3　サイコ7　オウゴン3　

ブクリョウ4.5　ケイヒ3　チョレイ

4.5　カンゾウ2　ショウキョウ1　

ニンジン3　ハンゲ5　タクシャ6　

ビャクジュツ4.5

【効】吐き気，食欲不振，喉のかわき，

排尿が少ないなどの次の諸症：水瀉性

下痢，急性胃腸炎，暑気あたり，むく

み

【用】（内）1 日 8.1g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

……………………………………………

（柴苓湯）

ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医
療用）〔TJ－114〕（院外）

3g1包  〔ツムラ〕

9.0g中，次記割合の乾燥エキス
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（八味地黄丸）

ウチダの八味丸M（院外）
20丸1包  〔ウチダ〕

6.0g中，次記割合の乾燥エキス

5.128g：

ジオウ8　サンシュユ4　サンヤク4　

タクシャ3　ブクリョウ3　ボタンピ

3　ケイヒ1　ブシ1

【効】疲れやすくて，四肢が冷えやす

く，尿量減少又は多尿で口渇がある次

の諸症：下肢痛，腰痛，しびれ，老人

のかすみ目，かゆみ，排尿困難，頻

尿，むくみ

【用】（内）1回2g（20丸）を1日3回食

前又は食間

……………………………………………
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（茵ちん蒿湯）

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－135〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

1.5g：

インチンコウ4　サンシシ3　ダイオ

ウ1

【効】尿量減少，やゝ便秘がちで比較的

体力のあるものの次の諸症：黄疸，肝

硬変症，ネフローゼ，じんましん，口

内炎

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（清暑益気湯）

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－136〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

5.0g：

ソウジュツ3.5　ニンジン3.5　バク

モンドウ3.5　オウギ3　チンピ3　

トウキ3　オウバク1　カンゾウ1　

ゴミシ1

【効】暑気あたり，暑さによる食欲不

振・下痢・全身倦怠，夏やせ

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（加味帰脾湯）

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒
（医療用）〔TJ－137〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

5.0g：

オウギ3　サイコ3　サンソウニン3　

ソウジュツ3　ニンジン3　ブクリョ

ウ3　リュウガンニク3　オンジ2　

サンシシ2　タイソウ2　トウキ2　

カンゾウ1　ショウキョウ1　モッコ

ウ1

【効】虚弱体質で血色の悪い人の次の諸

症：貧血，不眠症，精神不安，神経症

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（桔梗湯）

ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医
療用）〔TJ－138〕

2.5g1包  〔ツムラ〕

7.5g中，次記割合の乾燥エキス

1.25g：

カンゾウ3　キキョウ2

【効】咽喉がはれて痛む次の諸症：扁桃

炎，扁桃周囲炎

【用】（内）1 日 7.5g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

……………………………………………

（きゅう帰調血飲）

太虎堂のきゅう帰調血飲エキ
ス顆粒〔TM－230〕（院外）

2g1包  〔クラシエ〕

6.0g中，次記割合の乾燥エキス

4.58g：

トウキ2　センキュウ2　ジオウ2　

ビャクジュツ2　ブクリョウ2　チン

ピ2　コウブシ2　ボタンピ2　タイ

ソウ1.5　ショウキョウ1　カンゾウ

1　ウヤク2　ヤクモソウ1.5

【効】産後の神経症，体力低下，月経不

順

【用】（内）1日6.0gを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

……………………………………………
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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
6111．ペニシリン系抗生物質製剤
 

（ベンジルペニシリンカリウム）

Benzylpenicillin potassium

注射用ペニシリンGカリウム
100万単位

Penicillin G potassium 100万単位1瓶 

 〔Meiji Seika〕

【効】敗血症，感染性心内膜炎，表在性

皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リン

パ管・リンパ節炎，乳腺炎，咽頭・喉

頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，

肺膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の二次

感染，淋菌感染症，化膿性髄膜炎，中

耳炎，副鼻腔炎，猩紅熱，炭疽，ジフ

テリア（抗毒素併用），鼠咬症，破傷

風（抗毒素併用），ガス壊疽（抗毒素

併用），放線菌症，回帰熱，ワイル

病，梅毒．〈適応菌種〉付録16～17頁

参照

【用】（注）①化膿性髄膜炎・感染性心

内膜炎・梅毒を除く感染症：1回30～

60万単位を1日2～4回筋注．年齢，症

状により適宜増減．②化膿性髄膜炎：

1回400万単位を1日6回，点滴静注．年

齢，症状により適宜減量．③感染性心

内膜炎：1回400万単位を1日6回，点滴

静注．年齢，症状により適宜増減．1

回500万単位，1日3000万単位まで．④

梅毒：1回300～400万単位を1日6回，

点滴静注．年齢，症状により適宜減量

……………………………………………

6112．リンコマイシン系抗生物質
製剤

 

（クリンダマイシン塩酸塩）

Clindamycin hydrochloride

ダラシンカプセル150㎎
Dalacin 150㎎1カプセル  〔ファイザー〕

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，慢性膿皮症，咽頭・喉頭炎，扁

桃炎，急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸

器病変の二次感染，涙嚢炎，麦粒腫，

外耳炎，中耳炎，副鼻腔炎，顎骨周辺

の蜂巣炎，顎炎，猩紅熱．〈適応菌種〉

付録28～29頁参照

【用】（内）1回150㎎を6時間ごと．重症

感染症には1回300㎎を8時間ごと．小

児：1日量15㎎/㎏を3 ～ 4回に分割．

重症感染症には1日量20㎎/㎏を3～4

回に分割．年齢，体重，症状等に応じ

て適宜増減

……………………………………………

（クリンダマイシンリン酸エステル）

Clindamycin phosphate

ダラシンS注射液600㎎
Dalacin S 600㎎4mL1管  〔ファイザー〕

【効】敗血症，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，

急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変

の二次感染，中耳炎，副鼻腔炎，顎骨

周辺の蜂巣炎，顎炎．〈適応菌種〉付

録28～29頁参照

【用】（注）①点滴静注：1日600～1200

㎎を2～4回に分割．小児：1日15～25

㎎/㎏を3～4回に分割．難治性又は重

症感染症には症状に応じて，1日2400

㎎ ま で 増 量 し，2 ～ 4 回 に 分 割． 小

児：1日40㎎/㎏まで増量し，3 ～ 4回

に分割．点滴静注に際しては，本剤
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59．その他の生薬及び漢方処
方に基づく医薬品

 

（加工ブシ）Processed powdered 

aconite

アコニンサン錠（院外）
Aconinsun 166.67㎎1錠  〔化研〕

【効】鎮痛，強心，利尿

【用】（内）1日量9錠を1日3回に分服

……………………………………………

（修治ブシ）Shujibushi (aconite root)

ブシ末（調剤用）「ツムラ」 お
Shujibushi (aconite root) 原末 

 〔ツムラ〕

【効】漢方処方の調剤に用いる

……………………………………………

（ヨクイニン）Coix extract

ヨクイニンエキス錠「コタ
ロー」

Yokuinin 1錠  〔小太郎漢方〕

18錠中：

ヨクイニン乾燥エキス 2.0g

【効】青年性扁平疣贅，尋常性疣贅

【用】（内）1日1.0～2.0g（本剤として9

～18錠）を3回に分割．年齢，症状に

より適宜増減

……………………………………………
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【効】敗血症，肺炎．〈適応菌種〉付録

26～27頁参照

【用】（注）1日1回150～200㎎を30分～

2時間かけて点滴静注．1日150 ～ 200

㎎を2回に分割し点滴静注も可．静脈

内投与が困難な場合，1日150～200㎎

を1回又は2回に分割し筋注も可．年

齢，体重，症状により適宜増減．小

児：1日1回4～6㎎/㎏を30分かけて点

滴静注．1日4～6㎎/㎏を2回に分割し

点滴静注も可．年齢，体重，症状によ

り適宜増減

……………………………………………

（ダプトマイシン）Daptomycin

キュビシン静注用350㎎
Cubicin 350㎎1瓶  〔MSD〕

【効】①敗血症，感染性心内膜炎．②深

在性皮膚感染症，外傷・熱傷及び手術

創等の二次感染，びらん・潰瘍の二次

感染．〈適応菌種〉付録30～31頁参照

【用】（注）①1日1回6㎎/㎏を24時間ご

とに30分かけて点滴静注又は緩徐に静

注．②1日1回4㎎/㎏を24時間ごとに

30分かけて点滴静注又は緩徐に静注

……………………………………………

（テイコプラニン）Teicoplanin

テイコプラニン点滴静注用
400㎎「明治」あ お

Teicoplanin 400㎎1瓶  〔Meiji Seika〕

【効】敗血症，深在性皮膚感染症，慢性

膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二

次感染，肺炎，膿胸，慢性呼吸器病変

の二次感染．〈適応菌種〉付録30～31

頁参照

【用】（注）初日400㎎又は800㎎を2回に

分割し，以後1日1回200㎎又は400㎎を

30分以上かけて点滴静注．敗血症に

は，初日800㎎を2回に分割し，以後1

日1回400㎎を30分以上かけて点滴静

注．乳児・幼児・小児：10㎎/㎏を12

時間間隔で3回，以後6～10㎎/㎏（敗

血症などの重症感染症では10㎎/㎏）

を24時間ごとに30分以上かけて点滴静

注．新生児（低出生体重児を含む）：

初回のみ16㎎/㎏を，以後8㎎/㎏を24

時間ごとに30分以上かけて点滴静注．

年齢，体重，症状により適宜増減

……………………………………………

（フィダキソマイシン）Fidaxomicin

ダフクリア錠200㎎（要時）
Dafclir 200㎎1錠  〔アステラス〕

【効】感染性腸炎（偽膜性大腸炎を含

む）．〈適応菌種〉付録28～29頁参照

【用】（内）1回200㎎を1日2回

……………………………………………

（ムピロシンカルシウム水和物）

Mupirocin calcium hydrate

バクトロバン鼻腔用軟膏2%
Bactroban 2%3g1本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】次の患者及び個人の保菌する鼻腔

内のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌

（MRSA）の除菌：①MRSA感染症発

症の危険性の高い免疫機能の低下状態

にある患者（易感染患者）．②易感染

患者から隔離することが困難な入院患

者．③易感染患者に接する医療従事

者．〈適応菌種〉ムピロシンに感性の

メ チ シ リ ン 耐 性 黄 色 ブ ド ウ 球 菌

（MRSA）

【用】（外）適量を1日3回鼻腔内に塗布

……………………………………………

612．主としてグラム陰性菌に作
用するもの

6122．モノバクタム系抗生物質製
剤

 

（アズトレオナム）Aztreonam

アザクタム注射用1g
Azactam 1g1瓶  〔エーザイ〕

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分447

－446－

61

61．抗生物質製剤

300～600㎎あたり100～250mLの5%ブ

ドウ糖注射液，生理食塩液又はアミノ

酸製剤等の補液に溶解し，30分～1時

間かけて．②筋注：1日600 ～ 1200㎎

を2～4回に分割．症状により適宜増

減

……………………………………………

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 

 〔塩野義〕

【効】①感染性腸炎（偽膜性大腸炎を含

む）．〈適 応 菌 種〉 付 録 30 ～ 31 頁 参

照．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

……………………………………………

（バンコマイシン塩酸塩）Vancomy-

cin hydrochloride

バンコマイシン塩酸塩点滴静
注用0.5g「ファイザー」あ 

Vancomycin hydrochloride 0.5g1瓶 

 〔マイラン〕

〔先発品〕塩酸バンコマイシン点滴静注

用0.5g

【効】①敗血症，感染性心内膜炎，外

傷・熱傷及び手術創等の二次感染，骨

髄炎，関節炎，肺炎，肺膿瘍，膿胸，

腹膜炎，化膿性髄膜炎．〈適応菌種〉

付録30 ～ 31頁参照．②敗血症，感染

性心内膜炎，外傷・熱傷及び手術創等

の二次感染，骨髄炎，関節炎，腹膜

炎，化膿性髄膜炎．〈適応菌種〉付録

30 ～ 31頁参照．③敗血症，肺炎，化

膿性髄膜炎．〈適応菌種〉付録30～31

頁参照．④MRSA又はMRCNS感染

が疑われる発熱性好中球減少症

【用】（注）1日2gを1回0.5g6時間ごと又

は1回1g12時間ごとに分割して，それ

ぞれ60分以上かけて点滴静注．年齢，

体重，症状により適宜増減．高齢者：

1回0.5g12時間ごと又は1回1g24時間ご

とに，それぞれ60分以上かけて点滴静

注．年齢，体重，症状により適宜増

減．小児・乳児：1日40㎎/㎏を2 ～ 4

回に分割して，それぞれ60分以上かけ

て点滴静注．新生児：1回投与量を10

～ 15㎎/㎏とし，生後1週までの新生

児に対しては12時間ごと，生後1か月

までの新生児に対しては8時間ごと

に，それぞれ60分以上かけて点滴静注

……………………………………………

（バンコマイシン塩酸塩）Vancomy-

cin hydrochloride

バンコマイシン眼軟膏1%（要
時）

Vancomycin hydrochloride 50㎎5g1

本  〔東亜薬品〕

【効】既存治療で効果不十分な次記疾

患：結膜炎，眼瞼炎，瞼板腺炎，涙嚢

炎．〈適応菌種〉本剤に感性のメチシ

リン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA），

メ チ シ リ ン 耐 性 表 皮 ブ ド ウ 球 菌

（MRSE）

【用】（外）適量を1日4回塗布

……………………………………………

6119．その他の主としてグラム陽
性菌に作用するもの

 

（アルベカシン硫酸塩）Arbekacin 

sulfate

ハベカシン注射液200㎎ お
Habekacin 200㎎4mL1管  〔Meiji Seika〕
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2時間かけて．年齢，体重，症状によ

り適宜増減

……………………………………………

6125．コリスチン製剤
 

（コリスチンメタンスルホン酸ナトリ

ウム）Colistin sodium methanesul-

fonate

オルドレブ点滴静注用150㎎
（要時） お

Aldreb 150㎎1瓶 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】各種感染症．〈適応菌種〉付録30

～31頁参照

【用】（注）コリスチンとして1回1.25～

2.5㎎/㎏を1日2回，30分以上かけて点

滴静注

……………………………………………

6126．ポリミキシンB製剤
 

（ポリミキシンB硫酸塩）Polymixin 

B sulfate

硫酸ポリミキシンB錠25万単位
「ファイザー」（院外）

Polymyxin B sulfate 25万単位1錠 

 〔ファイザー〕

【効】白血病治療時の腸管内殺菌．〈適

応菌種〉付録30～31頁参照

【用】（内）1日量300万単位を3回に分割

……………………………………………

6129．その他の主としてグラム陰
性菌に作用するもの

 

（チゲサイクリン）Tigecycline

タイガシル点滴静注用50㎎
（ICT，要時） お

Tygacil 50㎎1瓶  〔ファイザー〕

【効】深在性皮膚感染症，慢性膿皮症，

外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，

びらん・潰瘍の二次感染，腹膜炎，腹

腔内膿瘍，胆嚢炎．〈適応菌種〉付録

28～29頁参照

【用】（注）初回用量100㎎を30 ～ 60分

かけて点滴静注，以後12時間ごとに50

㎎を30～60分かけて点滴静注

……………………………………………

613．主としてグラム陽性・陰性
菌に作用するもの

6131．ペニシリン系抗生物質製剤
 

（アモキシシリン水和物）Amoxicillin 

hydrate

アモキシシリンカプセル250㎎
「日医工」あ 

Amoxicillin 250㎎1カプセル  〔日医工〕

〔先発品〕サワシリンカプセル250

パセトシンカプセル250

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次

感染，びらん・潰瘍の二次感染，乳腺

炎，骨髄炎，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，

急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変

の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，前立

腺炎（急性症，慢性症），精巣上体炎

（副睾丸炎），淋菌感染症，梅毒，子宮

内感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織

炎，涙嚢炎，麦粒腫，中耳炎，歯周組

織炎，歯冠周囲炎，顎炎，猩紅熱，胃

潰瘍・十二指腸潰瘍・胃MALTリン

パ腫・特発性血小板減少性紫斑病・早

期胃癌に対する内視鏡的治療後胃にお

けるヘリコバクター・ピロリ感染症，

ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎．

〈適応菌種〉付録16～17頁参照

【用】（内）①ヘリコバクター・ピロリ

感染を除く感染症：アモキシシリン水

和物として1回250㎎を1日3～4回．年

齢，症状により適宜増減．小児：1日

20 ～ 40 ㎎/㎏ を 3 ～ 4 回 に 分 割． 年
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【効】敗血症，肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸

器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎

炎，前立腺炎（急性症，慢性症），尿

道炎，子宮頸管炎，腹膜炎，腹腔内膿

瘍，胆嚢炎，胆管炎，バルトリン腺

炎，子宮内感染，子宮付属器炎，子宮

旁結合織炎，化膿性髄膜炎，角膜炎

（角膜潰瘍を含む），中耳炎，副鼻腔

炎．〈適応菌種〉付録24～25頁参照

【用】（注）1日1 ～ 2gを2回に分割し静

注，点滴静注又は筋注．淋菌感染症及

び子宮頚管炎には，1日1回1～2gを筋

注又は静注．小児：1日40 ～ 80㎎/㎏

を2 ～ 4回に分割し静注又は点滴静

注．年齢，症状に応じて適宜増減．難

治性又は重症感染症には，1日量4gま

で増量し2～4回に分割し，小児では1

日量150㎎/㎏まで増量し3～4回に分

割．未熟児，新生児には，1回20㎎/

㎏を生後3日までは1日2回，4日以降は

1日2～3回静注又は点滴静注

……………………………………………

6123．アミノ糖系抗生物質製剤
 

（アミカシン硫酸塩）Amikacin 

sulfate

アミカシン硫酸塩注射液100㎎
「日医工」

Amikacin sulfate 100㎎1mL1管 

 〔日医工〕

アミカシン硫酸塩注射液200㎎
「日医工」

Amikacin sulfate 200㎎2mL1管

【効】敗血症，外傷・熱傷及び手術創等

の二次感染，肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸

器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎

炎，腹膜炎．〈適応菌種〉付録24～25

頁参照

【用】（注）①筋注：1回100～200㎎を1

日1 ～ 2回．小児：1日4 ～ 8㎎/㎏と

し，1日1～2回．年齢及び症状により

適宜増減．②点滴静注：1回100～200

㎎を，1日2回．小児：1日4 ～ 8㎎/㎏

とし，1日2回．新生児（未熟児を含

む）：1回6㎎/㎏を，1日2回．年齢，

体重及び症状により適宜増減．100～

500mLの補液中に100～200㎎の割合で

溶解し，30分～1時間かけて

……………………………………………

（カナマイシン一硫酸塩）Kanamycin 

sulfate

カナマイシンカプセル250㎎
「明治」

Kanamycin 250㎎1カプセル 

 〔Meiji Seika〕

【効】感染性腸炎．〈適応菌種〉付録24

～25頁参照

【用】（内）1日2 ～ 4gを4回に分割．小

児：1日50 ～ 100㎎/㎏を4回に分割．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（トブラマイシン）Tobramycin

トブラシン注小児用10㎎ お
Tobracin 10㎎1mL1管  〔ジェイドルフ〕

【効】敗血症，深在性皮膚感染症，慢性

膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二

次感染，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．〈適応菌種〉付録24～25

頁参照

【用】（注）膀胱炎及び腎盂腎炎には，1

日120㎎を2回に，その他の感染症に

は，1日180㎎を2 ～ 3回に，それぞれ

分割して，筋注又は点滴静注．点滴静

注においては30分～ 2時間かけて．1

回90㎎投与の場合，1時間以上かけて

注入することが望ましい．年齢，体

重，症状により適宜増減．小児：1日3

㎎/㎏を2～3回に分割して，筋注又は

点滴静注．点滴静注においては30分～
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炎，骨髄炎，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，

急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変

の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，前立

腺炎（急性症，慢性症），精巣上体炎

（副睾丸炎），淋菌感染症，梅毒，子宮

内感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織

炎，涙嚢炎，麦粒腫，中耳炎，歯周組

織炎，歯冠周囲炎，顎炎，猩紅熱，胃

潰瘍・十二指腸潰瘍・胃MALTリン

パ腫・特発性血小板減少性紫斑病・早

期胃癌に対する内視鏡的治療後胃にお

けるヘリコバクター・ピロリ感染症，

ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎．

〈適応菌種〉付録16～17頁参照

【用】（内）①ヘリコバクター・ピロリ

感染を除く感染症：アモキシシリン水

和物として1回250㎎を1日3～4回．年

齢，症状により適宜増減．小児：1日

20 ～ 40 ㎎/㎏ を 3 ～ 4 回 に 分 割． 年

齢，症状により適宜増減．1日量とし

て90㎎/㎏まで．②ヘリコバクター・

ピロリ感染症，ヘリコバクター・ピロ

リ感染胃炎：1）アモキシシリン水和

物，クラリスロマイシン及びプロトン

ポンプインヒビター併用の場合：アモ

キシシリン水和物として1回750㎎，ク

ラリスロマイシンとして1回200㎎及び

プロトンポンプインヒビターの3剤を

同時に1日2回，7日間．クラリスロマ

イシンは必要に応じて適宜増量可．1

回400㎎1日2回を上限．2）アモキシシ

リン水和物，クラリスロマイシン及び

プロトンポンプインヒビター併用によ

るヘリコバクター・ピロリの除菌治療

が不成功の場合：アモキシシリン水和

物として1回750㎎，メトロニダゾール

として1回250㎎及びプロトンポンプイ

ンヒビターの3剤を同時に1日2回，7日

間 

（プロトンポンプインヒビターはラン

ソプラゾールとして1回30㎎，オメプ

ラゾールとして1回20㎎，ラベプラ

ゾールナトリウムとして1回10㎎又は

エソメプラゾールとして1回20㎎のい

ずれか1剤を選択）

……………………………………………

（アンピシリンナトリウム）Ampicil-

lin sodium

ビクシリン注射用0.5g
Viccillin 500㎎1瓶  〔Meiji Seika〕

ビクシリン注射用1g
Viccillin 1g1瓶

【効】敗血症，感染性心内膜炎，表在性

皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リン

パ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，外

傷・熱傷及び手術創等の二次感染，乳

腺炎，骨髄炎，咽頭・喉頭炎，扁桃

炎，急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，膿

胸，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱

炎，腎盂腎炎，淋菌感染症，腹膜炎，

肝膿瘍，感染性腸炎，子宮内感染，化

膿性髄膜炎，眼瞼膿瘍，角膜炎（角膜

潰瘍を含む），中耳炎，副鼻腔炎，歯

周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎，抜歯

創・口腔手術創の二次感染，猩紅熱，

炭疽，放線菌症．〈適応菌種〉付録16

～17頁参照

【用】（注）〔筋注〕1回250 ～ 1000㎎を1

日 2 ～ 4 回． 敗 血 症， 感 染 性 心 内 膜

炎，化膿性髄膜炎については，通常用

量より大量を使用．年齢，症状により

適宜増減．〔静注〕1日量1～2gを1～

2回に分割し生理食塩液又はブドウ糖

注射液に溶解し静注し，点滴静注によ

る場合は，1日量1～4gを1～2回に分

割し輸液100～500mLに溶解し1～2時

間かけて．敗血症，感染性心内膜炎，

化膿性髄膜炎については，通常用量よ

り大量を使用．年齢，症状により適宜

増減 
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齢，症状により適宜増減．1日量とし

て90㎎/㎏まで．②ヘリコバクター・

ピロリ感染症，ヘリコバクター・ピロ

リ感染胃炎：1）アモキシシリン水和

物，クラリスロマイシン及びプロトン

ポンプインヒビター併用の場合：アモ

キシシリン水和物として1回750㎎，ク

ラリスロマイシンとして1回200㎎及び

プロトンポンプインヒビターの3剤を

同時に1日2回，7日間．クラリスロマ

イシンは1回400㎎1日2回を上限．2）

アモキシシリン水和物，クラリスロマ

イシン及びプロトンポンプインヒビ

ター併用によるヘリコバクター・ピロ

リの除菌治療が不成功の場合：アモキ

シシリン水和物として1回750㎎，メト

ロニダゾールとして1回250㎎及びプロ

トンポンプインヒビターの3剤を同時

に1日2回，7日間．適宜増量 

（プロトンポンプインヒビターはラン

ソプラゾールとして1回30㎎，オメプ

ラゾールとして1回20㎎，ラベプラ

ゾールナトリウムとして1回10㎎又は

エソメプラゾールとして1回20㎎のい

ずれか1剤を選択）

……………………………………………

（アモキシシリン水和物）Amoxicillin 

hydrate

サワシリン細粒10%
Sawacillin 100㎎1g  〔LTL〕

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次

感染，びらん・潰瘍の二次感染，乳腺

炎，骨髄炎，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，

急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変

の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，前立

腺炎（急性症，慢性症），精巣上体炎

（副睾丸炎），淋菌感染症，梅毒，子宮

内感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織

炎，涙嚢炎，麦粒腫，中耳炎，歯周組

織炎，歯冠周囲炎，顎炎，猩紅熱，胃

潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバ

クター・ピロリ感染症．〈適応菌種〉

付録16～17頁参照

【用】（内）①ヘリコバクター・ピロリ

感染を除く感染症：1回250㎎を1日3

～4回．年齢，症状により適宜増減．

小児：1日20～40㎎/㎏を3～4回に分

割．年齢，症状により適宜増減．1日

量として90㎎/㎏まで．②胃潰瘍・

十二指腸潰瘍におけるヘリコバク

ター・ピロリ感染症：1）アモキシシ

リン水和物，クラリスロマイシン及び

ランソプラゾール併用の場合：アモキ

シシリン水和物として1回750㎎，クラ

リスロマイシンとして1回200㎎及びラ

ンソプラゾールとして1回30㎎の3剤を

同時に1日2回，7日間．クラリスロマ

イシンは必要に応じて適宜増量可．1

回400㎎1日2回を上限．2）アモキシシ

リン水和物，クラリスロマイシン及び

ラベプラゾールナトリウム併用の場

合：アモキシシリン水和物として1回

750㎎，クラリスロマイシンとして1回

200㎎及びラベプラゾールナトリウム

として1回10㎎の3剤を同時に1日2回，

7日間．クラリスロマイシンは必要に

応じて適宜増量可．1回400㎎1日2回を

上限

……………………………………………

（アモキシシリン水和物）Amoxicillin 

hydrate

サワシリンカプセル250（院
外）

Sawacillin 250㎎1カプセル  〔LTL〕

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次

感染，びらん・潰瘍の二次感染，乳腺
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セファゾリンナトリウム注射
用1g「日医工」あ 

Cefazolin sodium 1g1瓶

〔先発品〕セファメジンα注射用1g

【効】敗血症，感染性心内膜炎，表在性

皮膚感染症，深在性皮膚感染症，リン

パ管・リンパ節炎，慢性膿皮症，外

傷・熱傷及び手術創等の二次感染，び

らん・潰瘍の二次感染，乳腺炎，骨髄

炎，関節炎，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，

急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，膿胸，

慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱炎，

腎盂腎炎，腹膜炎，胆嚢炎，胆管炎，

バルトリン腺炎，子宮内感染，子宮付

属器炎，子宮旁結合織炎，眼内炎（全

眼球炎を含む），中耳炎，副鼻腔炎，

化膿性唾液腺炎．〈適応菌種〉付録18

～19頁参照

【用】（注）1日量1g，小児：20～40㎎/

㎏を2回に分割して緩徐に静注する

が，筋注もできる．症状及び感染菌の

感受性から効果不十分と判断される場

合，1日量1.5～3gを，小児：50㎎/㎏

を3回に分割．症状が特に重篤な場

合，1日量5g，小児：100㎎/㎏までを

分割投与できる．輸液に加え，点滴静

注もできる

……………………………………………

（セファレキシン）Cefalexin

L－ケフレックス顆粒（院外）
L-keflex 500㎎1g1包  〔塩野義〕

1包（1g）中：

セファレキシン 500㎎

（胃溶性粒：セファレキシン 150㎎

腸溶性粒：セファレキシン 350㎎）

セファレキシン顆粒500㎎
「JG」

Cefalexin 500㎎1g1包 

 〔日本ジェネリック〕

1包（1g）中：

セファレキシン 500㎎

胃溶性顆粒 150㎎

腸溶性顆粒 350㎎

【効】①表在性皮膚感染症，深在性皮膚

感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性

膿皮症．②外傷・熱傷及び手術創等の

二次感染，乳腺炎．③咽頭・喉頭炎，

扁桃炎（扁桃周囲炎を含む），急性気

管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次

感染．④膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎

（急性症，慢性症）．⑤バルトリン腺

炎．⑥涙嚢炎，麦粒腫．⑦外耳炎，中

耳炎，副鼻腔炎．⑧歯周組織炎，歯冠

周囲炎，顎炎，抜歯創・口腔手術創の

二次感染．〈適応菌種〉付録18～19頁

参照

【用】（内）成人及び体重20㎏以上の小

児：1日1gを2回に分割して，朝，夕

食後．重症の場合や分離菌の感受性が

比較的低い症例には1日2gを2回に分

割して，朝，夕食後．年齢，体重，症

状により適宜増減

……………………………………………

（セフェピム塩酸塩水和物）Cefepime 

dihydrochloride hydrate

注射用マキシピーム1g
Maxipime 1g1瓶 

 〔ブリストル・マイヤーズ〕

【効】①一般感染症：敗血症，深在性皮

膚感染症，外傷・熱傷及び手術創等の

二次感染，肛門周囲膿瘍，扁桃炎（扁

桃周囲膿瘍を含む），肺炎，肺膿瘍，

慢性呼吸器病変の二次感染，複雑性膀

胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性症，

慢性症），腹膜炎，腹腔内膿瘍，胆嚢

炎，胆管炎，子宮内感染，子宮旁結合

織炎，中耳炎，副鼻腔炎．〈適応菌種〉

付録22 ～ 23頁参照．②発熱性好中球

減少症

【用】（注）投与開始後3日を目安とし継
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小児：1日100～200㎎/㎏を3～4回に

分割し生理食塩液又はブドウ糖注射液

に溶解し静注し，点滴静注による場合

は，輸液に溶解して用いる．症状・病

態に応じて適宜増量．1日400㎎/㎏ま

で 

新生児：1日50 ～ 200㎎/㎏を2 ～ 4回

に分割し生理食塩液又はブドウ糖注射

液に溶解し静注し，点滴静注による場

合は，輸液に溶解して用いる

……………………………………………

（スルタミシリントシル酸塩水和物）

Sultamicillin tosilate hydrate

ユナシン細粒小児用10%
Unasyn 100㎎1g  〔ファイザー〕

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮症，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気

管支炎，肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸器病

変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，中

耳炎，副鼻腔炎．〈適応菌種〉付録16

～17頁参照

【用】（内） 小 児：1 日 15 ～ 30 ㎎/㎏ と

し，3回に分割．年齢，症状により適

宜増減

……………………………………………

（スルタミシリントシル酸塩水和物）

Sultamicillin tosilate hydrate

ユナシン錠375㎎
Unasyn 375㎎1錠  〔ファイザー〕

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮症，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気

管支炎，肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸器病

変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，淋

菌感染症，子宮内感染，涙嚢炎，角膜

炎（角膜潰瘍を含む），中耳炎，副鼻

腔炎．〈適応菌種〉付録16～17頁参照

【用】（内）1回375㎎を1日2 ～ 3回．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（ピペラシリンナトリウム）Piperacil-

lin sodium

ペントシリン注射用1g
Pentcillin 1g1瓶 

 〔富士フイルム富山化学〕

ペントシリン注射用2g
Pentcillin 2g1瓶

【効】①敗血症．②急性気管支炎，肺

炎，肺膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の

二次感染．③膀胱炎，腎盂腎炎．④胆

嚢炎，胆管炎．⑤バルトリン腺炎，子

宮内感染，子宮付属器炎，子宮旁結合

織炎．⑥化膿性髄膜炎．〈適応菌種〉

付録16～17頁参照

【用】（注）1日2 ～ 4gを2 ～ 4回に分割

し静注，筋注もできる．小児：1日50

～125㎎/㎏を2～4回に分割し静注．

難治性又は重症感染症：症状に応じ

て，1回4g（力価）を1日4回まで増

量．小児：1日300㎎/㎏まで増量して

3回に分けて静注．1回投与量の上限は

成人の1回4g（力価）を超えない．そ

の際，静注は注射用水，生理食塩液又

はブドウ糖注射液に溶解し緩徐に．点

滴 静 注 は，1 ～ 4g（力 価） を 100 ～

500mLの補液に溶解．筋注は，1g（力

価）を日局リドカイン注射液（0.5w/

v%）3mLに溶解し注射．点滴静注時の

溶解にあたっての注意：注射用水を使

用しない（溶液が等張にならないため

……………………………………………

6132．セフェム系抗生物質製剤
 

（セファゾリンナトリウム水和物）

Cefazolin sodium hydrate

セファゾリンナトリウム注射
用0.5g「日医工」あ 

Cefazolin sodium 0.5g1瓶  〔日医工〕

〔先発品〕セファメジンα注射用0.5g
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性・重症感染症は1日4gまで増量し，

2～4回に分割．小児：1日40～80㎎/

㎏を3～4回に分割し点滴静注．難治

性・重症感染症は1日160㎎/㎏まで増

量し，3 ～ 4回に分割．化膿性髄膜炎

は1日200㎎/㎏まで増量可．1日4gま

で．新生児（低出生体重児を含む）：1

回20㎎/㎏を0日齢（生後24時間未満）

は1日1 ～ 2回，1（生後24時間以降）

～7日齢は1日2～3回，8日齢以降は1

日3 ～ 4回点滴静注．重症・難治性感

染症は1回40㎎/㎏まで増量可．バッ

グS：生理食塩液側を，手で圧し，隔

壁を開通させ，セフォゾプラン塩酸塩

を溶解した後，30分～2時間かけて点

滴静注

……………………………………………

（セフォタキシムナトリウム）

Cefotaxime sodium

セフォタックス注射用0.5g
Cefotax 500㎎1瓶  〔日医工〕

セフォタックス注射用1g
Cefotax 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，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，化膿性髄膜炎．

〈適応菌種〉付録22～23頁参照

【用】（注）1日1 ～ 2gを2回に分割し静

注又は筋注．小児：1日50～100㎎/㎏

を3～4回に分割し静注．難治性又は

重症感染症には症状に応じて，1日量

を4gまで増量し，2～4回に分割．小

児：150㎎/㎏まで増量し，3 ～ 4回に

分割．小児の化膿性髄膜炎では300㎎

/㎏まで増量可．静注に際しては，注

射用水，生理食塩液又はブドウ糖注射

液に溶解し，緩徐に．補液に加えて点

滴静注も可．筋注に際しては，0.5%リ

ドカイン注射液に溶解

……………………………………………

（セフォチアム塩酸塩）Cefotiam 

hydrochloride

セフォチアム塩酸塩静注用1g
「NP」あ 

Cefotiam hydrochloride 1g1瓶 

 〔日医工〕

〔先発品〕ハロスポア静注用1g

パンスポリン静注用1g

【効】①敗血症．②深在性皮膚感染症，

慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等

の二次感染．③骨髄炎，関節炎．④扁

桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含

む），急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，

膿胸，慢性呼吸器病変の二次感染．⑤

膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性

症，慢性症）．⑥腹膜炎．⑦胆嚢炎，

胆管炎．⑧バルトリン腺炎，子宮内感

染，子宮付属器炎，子宮旁結合織炎．

⑨化膿性髄膜炎．⑩中耳炎，副鼻腔

炎．〈適応菌種〉付録18～19頁参照

【用】（注）1日0.5～2gを2～4回に分割

し静注，小児：1日40～80㎎/㎏を3～

4回に分割し静注．年齢，症状に応じ

適宜増減．敗血症には1日4gまで，小

児の敗血症，化膿性髄膜炎等の重症・

難治性感染症には1日160㎎/㎏まで．

静注に際しては，注射用水，生理食塩

液又はブドウ糖注射液に溶解して用い

る．1回用量0.25～2gを糖液，電解質

液又はアミノ酸製剤等の補液に加え

て，30分～ 2時間で点滴静注もでき

る．小児の場合は前記投与量を考慮

し，補液に加えて，30分～1時間で点

滴静注もできる．〈点滴静注時の注意〉

点滴静注を行う場合，注射用水を用い

ると溶液が等張にならないため用いな
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続投与が必要か判定し，投与中止又は

適切な他剤に切り替えるか検討．投与

期間は，原則14日以内．①1日1～2g

を2回に分割し静注又は点滴静注．難

治性・重症感染症は，1日量を4gまで

増量し分割投与．②1日4gを2回に分

割し，静注又は点滴静注．静注：注射

用水，生理食塩液又はブドウ糖注射液

に溶解し，緩徐に．点滴静注：糖液，

電解質液又はアミノ酸製剤などの補液

に加えて30分～1時間かけて

……………………………………………

（セフォゾプラン塩酸塩）Cefozopran 

hydrochloride

ファーストシン静注用0.5g
Firstcin 500㎎1瓶  〔武田テバ〕

ファーストシン静注用1g
Firstcin 1g1瓶

【効】①敗血症．②外傷・熱傷及び手術

創等の二次感染．③咽頭・喉頭炎，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．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子宮内感染，子宮付属器

炎，子宮旁結合織炎．⑧化膿性髄膜

炎．⑨眼窩感染，角膜炎（角膜潰瘍を

含む），眼内炎（全眼球炎を含む）．⑩

中耳炎，副鼻腔炎，化膿性唾液腺炎．

〈適応菌種〉付録22～23頁参照

【用】（注）投与開始後3日を目安とし継

続投与が必要か判定し，投与中止又は

適切な他剤に切り替えるか検討を行

う．投与期間は，原則14日以内．1日1

～ 2gを2回に分割し静注又は点滴静

注．年齢，症状に応じて適宜増減．難

治性・重症感染症は1日4gまで増量

し，2～4回に分割．小児：1日40～80

㎎/㎏を3～4回に分割し静注又は点滴

静注．難治性・重症感染症は1日160㎎

/㎏まで増量し，3～4回に分割．化膿

性髄膜炎は1日200㎎/㎏まで増量可．

1日4gまで．新生児（低出生体重児を

含む）：1回20㎎/㎏を0日齢（生後24

時間未満）は1日1 ～ 2回，1（生後24

時間以降）～7日齢は1日2～3回，8日

齢以降は1日3 ～ 4回静注又は点滴静

注．重症・難治性感染症は1回40㎎/

㎏まで増量可．静注：注射用水，生理

食塩液又はブドウ糖注射液に溶解し，

緩徐に静注．点滴静注：糖液，電解質

液又はアミノ酸製剤などの輸液に加え

て，30分～2時間かけて点滴静注

……………………………………………

（セフォゾプラン塩酸塩）Cefozopran 

hydrochloride

ファーストシン静注用1gバッ
グS

Firstcin 1g1キット（生理食塩液

100mL付）  〔武田テバ〕

【効】①敗血症．②外傷・熱傷及び手術

創等の二次感染．③咽頭・喉頭炎，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．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子宮内感染，子宮付属器

炎，子宮旁結合織炎．⑧化膿性髄膜

炎．⑨眼窩感染，角膜炎（角膜潰瘍を

含む），眼内炎（全眼球炎を含む）．⑩

中耳炎，副鼻腔炎，化膿性唾液腺炎．

〈適応菌種〉付録22～23頁参照

【用】（注）投与開始後3日を目安とし継

続投与が必要か判定し，投与中止又は

適切な他剤に切り替えるか検討を行

う．投与期間は，原則14日以内．1日1

～2gを2回に分割し点滴静注．年齢，

症状に応じて適宜増減するが，難治
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感染，乳腺炎，肛門周囲膿瘍，咽頭・

喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周

囲膿瘍を含む），急性気管支炎，肺

炎，肺膿瘍，慢性呼吸器病変の二次感

染，膀胱炎，腎盂腎炎，胆嚢炎，胆管

炎，バルトリン腺炎，子宮内感染，子

宮付属器炎，眼瞼膿瘍，涙嚢炎，麦粒

腫，瞼板腺炎，中耳炎，副鼻腔炎，歯

周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎．〈適応

菌種〉付録20～21頁参照

【用】（内）1回100㎎を1日3回食後．年

齢及び症状に応じて適宜増減．重症又

は効果不十分と思われる場合は，1回

200㎎を1日3回食後

……………………………………………

（セフジトレンピボキシル）Cefdi-

toren pivoxil

メイアクトMS小児用細粒10%
Meiact MS 100㎎1g  〔Meiji Seika〕

【効】①小児：表在性皮膚感染症，深在

性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節

炎，慢性膿皮症，外傷・熱傷及び手術

創等の二次感染，肛門周囲膿瘍，咽

頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁

桃周囲膿瘍を含む），急性気管支炎，

肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸器病変の二次

感染，膀胱炎，腎盂腎炎，中耳炎，副

鼻腔炎，歯周組織炎，顎炎，猩紅熱，

百日咳．〈適応菌種〉付録20～21頁参

照．②成人（嚥下困難等により錠剤の

使用が困難な場合）：表在性皮膚感染

症，深在性皮膚感染症，リンパ管・リ

ンパ節炎，慢性膿皮症，外傷・熱傷及

び手術創等の二次感染，乳腺炎，肛門

周囲膿瘍，咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁

桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急

性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸

器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎

炎，胆嚢炎，胆管炎，バルトリン腺

炎，子宮内感染，子宮付属器炎，眼瞼

膿瘍，涙嚢炎，麦粒腫，瞼板腺炎，中

耳炎，副鼻腔炎，歯周組織炎，歯冠周

囲炎，顎炎．〈適応菌種〉付録20～21

頁参照

【用】（内）①小児：〈肺炎，中耳炎，副

鼻腔炎の場合〉1回3㎎/㎏を1日3回食

後．1回6㎎/㎏まで．1回200㎎1日3回

（1日600㎎）まで．〈前記以外の疾患の

場合〉1回3㎎/㎏を1日3回食後．年齢

及び症状に応じて適宜増減．1回200㎎

1日3回（1日600㎎）まで．②成人（嚥

下困難等により錠剤の使用が困難な場

合）：1回100㎎を1日3回食後，年齢及

び症状に応じて適宜増減．重症又は効

果不十分と思われる場合は，1回200㎎

を1日3回食後

……………………………………………

（セフジニル）Cefdinir

セフゾンカプセル100㎎（院
外）

Cefzon 100㎎1カプセル  〔LTL〕

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次

感染，乳腺炎，肛門周囲膿瘍，咽頭・

喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺

炎，膀胱炎，腎盂腎炎，尿道炎，バル

トリン腺炎，子宮内感染，子宮付属器

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．〈適応菌種〉付録20～21頁

参照

【用】（内）1回100㎎を1日3回．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

（セフジニル）Cefdinir

セフゾン細粒小児用10%
Cefzon 100㎎1g  〔LTL〕

【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
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いこと

……………………………………………

（セフカペンピボキシル塩酸塩水和物）

Cefcapene pivoxil hydrochloride 

hydrate

フロモックス小児用細粒100㎎
Flomox 100㎎1g  〔塩野義〕

【効】小児：①表在性皮膚感染症，深在

性皮膚感染症，リンパ管・リンパ節

炎，慢性膿皮症．②咽頭・喉頭炎，扁

桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含

む），急性気管支炎，肺炎．③膀胱

炎，腎盂腎炎．④中耳炎，副鼻腔炎．

⑤猩紅熱．〈適応菌種〉付録20～21頁

参照． 

成人（嚥下困難等により錠剤の使用が

困難な場合）：①表在性皮膚感染症，

深在性皮膚感染症，リンパ管・リンパ

節炎，慢性膿皮症．②外傷・熱傷及び

手術創等の二次感染，乳腺炎，肛門周

囲膿瘍．③咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁

桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急

性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の

二次感染．④膀胱炎，腎盂腎炎．⑤尿

道炎，子宮頸管炎．⑥胆嚢炎，胆管

炎．⑦バルトリン腺炎，子宮内感染，

子宮付属器炎．⑧涙嚢炎，麦粒腫，瞼

板腺炎．⑨外耳炎，中耳炎，副鼻腔

炎．⑩歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎

炎．〈適応菌種〉付録20～21頁参照

【用】（内）小児：1回3㎎/㎏を1日3回

食後．年齢，体重及び症状に応じて適

宜増減．成人（嚥下困難等により錠剤

の使用が困難な場合）：1回100㎎を1日

3回食後．年齢及び症状に応じて適宜

増減．難治性又は効果不十分と思われ

る症例には1回150㎎を1日3回食後

……………………………………………

（セフカペンピボキシル塩酸塩水和物）

Cefcapene pivoxil hydrochloride 

hydrate

フロモックス錠100㎎（院外）
Flomox 100㎎1錠  〔塩野義〕

セフカペンピボキシル塩酸塩
錠100㎎「日医工」あ 

Cefcapene pivoxil hydrochloride 100

㎎1錠  〔日医工〕

〔先発品〕フロモックス錠100㎎

【効】①表在性皮膚感染症，深在性皮膚

感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性

膿皮症．②外傷・熱傷及び手術創等の

二次感染，乳腺炎，肛門周囲膿瘍．③

咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，

扁桃周囲膿瘍を含む），急性気管支

炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次感

染．④膀胱炎，腎盂腎炎．⑤尿道炎，

子宮頸管炎．⑥胆嚢炎，胆管炎．⑦バ

ルトリン腺炎，子宮内感染，子宮付属

器炎．⑧涙嚢炎，麦粒腫，瞼板腺炎．

⑨外耳炎，中耳炎，副鼻腔炎．⑩歯周

組織炎，歯冠周囲炎，顎炎．〈適応菌

種〉付録20～21頁参照

【用】（内）1回100㎎を1日3回食後．年

齢及び症状に応じて適宜増減．難治性

又は効果不十分と思われる症例には1

回150㎎を1日3回食後

……………………………………………

（セフジトレンピボキシル）Cefdi-

toren pivoxil

セフジトレンピボキシル錠
100㎎「OK」

Cefditoren pivoxil 100㎎1錠 

 〔Meiji Seika〕

メイアクトMS錠100㎎（院外）
Meiact MS 100㎎1錠

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次
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割して食後．②1日300 ～ 600㎎を3回

に分割して食後．年齢及び症状に応じ

て適宜増減

……………………………………………

（セフトリアキソンナトリウム水和物）

Ceftriaxone sodium hydrate

セフトリアキソンナトリウム
静注用0.5g「日医工」あ 

Ceftriaxone sodium 500㎎1瓶 

 〔日医工〕

〔先発品〕ロセフィン静注用0.5g

セフトリアキソンナトリウム
静注用1g「日医工」あ 

Ceftriaxone sodium 1g1瓶

〔先発品〕ロセフィン静注用1g

セフトリアキソンNa静注用1g
「ファイザー」あ 

Ceftriaxone sodium 1g1瓶 

 〔ファイザー〕

〔先発品〕ロセフィン静注用1g

【効】敗血症，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，

急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，膿胸，

慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱炎，

腎盂腎炎，精巣上体炎（副睾丸炎），

尿道炎，子宮頸管炎，骨盤内炎症性疾

患，直腸炎，腹膜炎，腹腔内膿瘍，胆

嚢炎，胆管炎，バルトリン腺炎，子宮

内感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織

炎，化膿性髄膜炎，角膜炎（角膜潰瘍

を含む），中耳炎，副鼻腔炎，顎骨周

辺の蜂巣炎，顎炎．〈適応菌種〉付録

22～23頁参照

【用】（注）1日1～2gを1回又は2回に分

割し静注又は点滴静注．難治性又は重

症感染症には1日量を4gまで増量し，

2回に分割し静注又は点滴静注．淋菌

感染症については，次記の通り．（1）

咽頭・喉頭炎，尿道炎，子宮頸管炎，

直腸炎：1gを単回静注又は単回点滴

静注．（2）精巣上体炎（副睾丸炎），

骨盤内炎症性疾患：1日1回1gを静注

又は点滴静注． 

小児：1日20～60㎎/㎏を1回又は2回

に分割し静注又は点滴静注．難治性又

は重症感染症には1日量を120㎎/㎏ま

で，2回に分割し静注又は点滴静注．

未熟児・新生児の生後0～3日齢には1

回20㎎/㎏を1日1回，生後4日齢以降

には1回20㎎/㎏を1日2回静注又は点

滴静注．難治性又は重症感染症には1

回量を40㎎/㎏まで増量し，1日2回静

注又は点滴静注．生後2週間以内の未

熟児・新生児には1日50㎎/㎏まで．

静注に際しては，注射用水，生理食塩

液又はブドウ糖注射液に溶解し，緩徐

に．点滴静注に際しては補液に溶解し

て用いる．注）点滴静注を行う場合，

注射用水を用いない（溶液が等張にな

らないため）．点滴静注は30分以上か

けて

……………………………………………

（セフメタゾールナトリウム）

Cefmetazole sodium

セフメタゾールナトリウム静
注用1g「日医工」

Cefmetazole sodium 1g1瓶  〔日医工〕

【効】敗血症，急性気管支炎，肺炎，肺

膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の二次感

染，膀胱炎，腎盂腎炎，腹膜炎，胆嚢

炎，胆管炎，バルトリン腺炎，子宮内

感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織

炎，顎骨周辺の蜂巣炎，顎炎．〈適応

菌種〉付録18～19頁参照

【用】（注）1日1 ～ 2gを2回に分割し静

注又は点滴静注．小児：1日25 ～ 100

㎎/㎏を2～4回に分割し静注又は点滴

静注．難治性・重症感染症は1日4g，

小児では150㎎/㎏まで増量し2～4回

分割．1g当たり注射用水，生食液又

はブドウ糖液10mLに溶解して緩徐に
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皮症，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気

管支炎，肺炎，膀胱炎，腎盂腎炎，中

耳炎，副鼻腔炎，猩紅熱．〈適応菌種〉

付録20～21頁参照

【用】（内）小児：1日量9～18㎎/㎏を3

回に分割．年齢及び症状に応じて適宜

増減

……………………………………………

（セフタジジム水和物）Ceftazidime 

hydrate

セフタジジム静注用0.5g「マイ
ラン」あ 

Ceftazidime 0.5g1瓶  〔ファイザー〕

〔先発品〕モダシン静注用0.5g

セフタジジム静注用1g「マイ
ラン」あ 

Ceftazidime 1g1瓶

〔先発品〕モダシン静注用1g

【効】敗血症，感染性心内膜炎，外傷・

熱傷及び手術創等の二次感染，咽頭・

喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周

囲膿瘍を含む），急性気管支炎，肺

炎，肺膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の

二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺

炎（急性症，慢性症），腹膜炎，胆嚢

炎，胆管炎，肝膿瘍，バルトリン腺

炎，子宮内感染，子宮付属器炎，子宮

旁結合織炎，化膿性髄膜炎，中耳炎，

副鼻腔炎．〈適応菌種〉付録22～23頁

参照

【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

……………………………………………

（セフチゾキシムナトリウム）

Ceftizoxime sodium

エポセリン坐剤250（院外）
Epocelin 250㎎1個  〔長生堂〕

【効】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．

〈適応菌種〉セフチゾキシムに感性の

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，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・メラニ

ノジェニカ

【用】（外）小児：1日20～70㎎/㎏を，

3～4回に分割して肛門内に挿入．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

（セフテラムピボキシル）Cefteram 

pivoxil

トミロン錠100（院外）
Tomiron 100㎎1錠 

 〔富士フイルム富山化学〕

【効】①咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周

囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急性気

管支炎，膀胱炎，腎盂腎炎，バルトリ

ン腺炎，子宮内感染，子宮付属器炎．

②肺炎，慢性呼吸器病変の二次感染，

尿道炎，中耳炎，副鼻腔炎，歯周組織

炎，歯冠周囲炎，顎炎．〈適応菌種〉

付録20～21頁参照

【用】（内）①1日150～300㎎を3回に分
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（ホスホマイシンナトリウム）

Fosfomycin sodium

ホスホマイシンNa静注用1g
「タカタ」

Fosfomycin sodium 1g1瓶  〔高田〕

【効】敗血症，急性気管支炎，肺炎，肺

膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の二次感

染，膀胱炎，腎盂腎炎，腹膜炎，バル

トリン腺炎，子宮内感染，子宮付属器

炎，子宮旁結合織炎．〈適応菌種〉付

録30～31頁参照

【用】（注）①点滴静注：1日2～4g，小

児：1日100 ～ 200㎎/㎏を2回に分割

し，補液100～500mLに溶解して，1～

2時間かけて点滴静注．②静注：1日2

～ 4g，小児：1日100 ～ 200㎎/㎏を2

～ 4回に分割し，5分以上かけてゆっ

くり静注．溶解には，注射用水又はブ

ドウ糖注射液を用い，本剤1 ～ 2gを

20mLに溶解．いずれの場合も年齢，症

状により適宜増減

……………………………………………

6139．その他の主としてグラム陽
性・陰性菌に作用するもの

 

（テビペネムピボキシル）Tebipenem 

pivoxil

オラペネム小児用細粒10%（院
外）

Orapenem 100㎎1g  〔Meiji Seika〕

【効】肺炎，中耳炎，副鼻腔炎．〈適応

菌種〉付録22～23頁参照

【用】（内）小児：1回4㎎/㎏を1日2回

食後．1回6㎎/㎏まで

……………………………………………

（ドリペネム水和物）Doripenem 

hydrate

フィニバックス点滴静注用0.5g
Finibax 500㎎1瓶  〔塩野義〕

【効】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

膿瘍を含む）．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

膜潰瘍を含む），眼内炎（全眼球炎を

含む）．⑬中耳炎．⑭顎骨周辺の蜂巣

炎，顎炎．〈適応菌種〉付録24～25頁

参照

【用】（注）1回0.25gを1日2回又は3回，

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0.5gを1日3回，増量が必

要と判断される場合に限り1回量とし

て 1.0g，1 日 量 と し て 3.0gま で 投 与

可．小児：1回20㎎/㎏を1日3回，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40㎎/㎏まで増量可．1回

1.0gまで

……………………………………………

（ファロペネムナトリウム水和物）

Faropenem sodium hydrate

ファロム錠200㎎（院外）
Farom 200㎎1錠  〔マルホ〕

【効】①表在性皮膚感染症，深在性皮膚

感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性

膿皮症，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，急性気管支炎，膀胱

炎（単純性に限る），バルトリン腺

炎，子宮内感染，子宮付属器炎，涙嚢
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静注，補液に加えて点滴静注も可

……………………………………………

6133．オキサセフェム系抗生物質
製剤

 

（フロモキセフナトリウム）Flomoxef 

sodium

フルマリン静注用1g
Flumarin 1g1瓶  〔塩野義〕

【効】①敗血症，感染性心内膜炎．②外

傷・熱傷及び手術創等の二次感染．③

咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支

炎，慢性呼吸器病変の二次感染．④膀

胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性症，

慢性症）．⑤尿道炎．⑥腹膜炎，腹腔

内膿瘍．⑦胆嚢炎，胆管炎．⑧バルト

リン腺炎，子宮内感染，子宮付属器

炎，子宮旁結合織炎．⑨中耳炎，副鼻

腔炎．〈適応菌種〉付録20～21頁参照

【用】（注）1日1 ～ 2gを2回に分割し静

注又は点滴静注．小児：1日60～80㎎

/㎏を3～4回に分割して静注又は点滴

静注．未熟児・新生児：1回20㎎/㎏

を生後3日までは1日2～3回，4日以降

は，1日3～4回静注又は点滴静注．年

齢，症状に応じて適宜増減．難治性・

重症感染症には1日4gまで増量し，2

～ 4回に分割．未熟児，新生児，小

児：1日150㎎/㎏まで増量し，3～4回

に分割

……………………………………………

6134．アミノ糖系抗生物質製剤
 

（ゲンタマイシン硫酸塩）Gentamicin 

sulfate

ゲンタシン注40 お
Gentacin 40㎎1mL1管  〔高田〕

【効】敗血症，外傷・熱傷及び手術創等

の二次感染，肺炎，膀胱炎，腎盂腎

炎，腹膜炎，中耳炎．〈適応菌種〉付

録24～25頁参照

【用】（注）1日3㎎/㎏を3回に分割して

筋注または点滴静注．増量する場合

は，1日5㎎/㎏を限度とし，3～4回に

分割．小児：1回2.0～2.5㎎/㎏を1日2

～3回筋注または点滴静注．点滴静注

においては30分～ 2時間かけて．年

齢，症状により適宜減量

……………………………………………

6135．ホスホマイシン製剤
 

（ホスホマイシンカルシウム水和物）

Fosfomycin calcium hydrate

ホスミシン錠500
Fosmicin 500㎎1錠  〔Meiji Seika〕

【効】深在性皮膚感染症，膀胱炎，腎盂

腎炎，感染性腸炎，涙嚢炎，麦粒腫，

瞼板腺炎，中耳炎，副鼻腔炎．〈適応

菌種〉付録30～31頁参照

【用】（内）1日量2 ～ 3gを3 ～ 4回に分

割．小児：1日量40～120㎎/㎏を3～

4回に分割．年齢，症状に応じて適宜

増減

……………………………………………

（ホスホマイシンカルシウム水和物）

Fosfomycin calcium hydrate

ホスミシンドライシロップ400
Fosmicin 400㎎1g  〔Meiji Seika〕

【効】深在性皮膚感染症，膀胱炎，腎盂

腎炎，感染性腸炎，涙嚢炎，麦粒腫，

瞼板腺炎，中耳炎，副鼻腔炎．〈適応

菌種〉付録30～31頁参照

【用】（内）小児：1日量40 ～ 120㎎/㎏

を3 ～ 4回に分割．年齢，症状に応じ

て適宜増減

……………………………………………
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1錠中：

クラブラン酸カリウム 125㎎

アモキシシリン水和物 250㎎

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮症，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気

管支炎，慢性呼吸器病変の二次感染，

膀胱炎，腎盂腎炎，淋菌感染症，子宮

内感染，子宮付属器炎，中耳炎．〈適

応菌種〉付録18～19頁参照

【用】（内）1回1錠，1日3～4回を6～8

時間毎．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

クラバモックス小児用配合ド
ライシロップ（院外）

Clavamox （642.9㎎）1.01g 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

1.01g中（懸濁液5mLに相当する．）：

クラブラン酸カリウム 42.9㎎

アモキシシリン水和物 600㎎

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮症，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気

管支炎，膀胱炎，腎盂腎炎，中耳炎，

副鼻腔炎．〈適応菌種〉付録18～19頁

参照

【用】（内）小児：1日量96.4㎎/㎏（ク

ラブラン酸カリウムとして6.4㎎/㎏，

アモキシシリン水和物として90㎎/

㎏）を2回に分割し12時間ごとに食直

前

……………………………………………

ザバクサ配合点滴静注用
Zerbaxa （1.5g）1瓶  〔MSD〕

1バイアル中：

タゾバクタムナトリウム 537㎎

（タゾバクタムとして500㎎）

セフトロザン硫酸塩 1,147㎎

（セフトロザンとして1,000㎎）

【効】敗血症，肺炎，膀胱炎，腎盂腎

炎，腹膜炎，腹腔内膿瘍，胆嚢炎，肝

膿瘍．〈適応菌種〉付録18～19頁参照

【用】（注）〈膀 胱 炎， 腎 盂 腎 炎， 腹 膜

炎，腹腔内膿瘍，胆嚢炎，肝膿瘍〉1

回1.5g（タゾバクタムとして0.5g/セ

フトロザンとして1g）を1日3回60分

かけて点滴静注．腹膜炎，腹腔内膿

瘍，胆嚢炎，肝膿瘍に対しては，メト

ロニダゾール注射液と併用．〈敗血

症，肺炎〉1回3g（タゾバクタムとし

て1g/セフトロザンとして2g）を1日3

回60分かけて点滴静注

……………………………………………

スルバシリン静注用0.75gあ 
Sulbacillin （0.75g）1瓶  〔Meiji Seika〕

〔先発品〕ユナシン－S静注用0.75g

1バイアル中：

スルバクタムナトリウム 0.25g

アンピシリンナトリウム 0.5g

スルバシリン静注用1.5gあ 
Sulbacillin （1.5g）1瓶

〔先発品〕ユナシン－S静注用1.5g

1バイアル中：

スルバクタムナトリウム 0.5g

アンピシリンナトリウム 1g

【効】①肺炎，肺膿瘍，腹膜炎．②膀胱

炎．〈適応菌種〉付録16～17頁参照

【用】（注）①1日6gを2回に分割し静注

又は点滴静注．重症感染症の場合の適

宜増量は，1回3g1日4回（1日量とし

て12g）を上限．②1日3gを2回に分割

し静注又は点滴静注．小児：1日60～

150㎎/㎏を3～4回に分割し静注又は

点滴静注．静注に際しては，注射用

水，生理食塩液又はブドウ糖注射液に

溶解し，緩徐に．点滴静注に際して

は，補液に溶解

……………………………………………
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炎，麦粒腫，瞼板腺炎，角膜炎（角膜

潰瘍を含む），外耳炎，歯周組織炎，

歯冠周囲炎，顎炎．②肺炎，肺膿瘍，

膀胱炎（単純性を除く），腎盂腎炎，

前立腺炎（急性症，慢性症），精巣上

体 炎（副 睾 丸 炎）， 中 耳 炎， 副 鼻 腔

炎．〈適応菌種〉付録24～25頁参照

【用】（内）①1回150㎎～ 200㎎を1日3

回．②1回200㎎～300㎎を1日3回．年

齢及び症状に応じて適宜増減

……………………………………………

（ファロペネムナトリウム水和物）

Faropenem sodium hydrate

ファロムドライシロップ小児
用10%

Farom 100㎎1g  〔マルホ〕

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮症，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気

管支炎，肺炎，膀胱炎，腎盂腎炎，中

耳炎，副鼻腔炎，歯周組織炎，猩紅

熱，百日咳．〈適応菌種〉付録24～25

頁参照

【用】（内） 小 児：1 回 5 ㎎/㎏ を 1 日 3

回，用時溶解．年齢，体重及び症状に

応じて適宜増減．1回10㎎/㎏まで

……………………………………………

（メロペネム水和物）Meropenem 

hydrate

メロペネム点滴静注用0.25g
「ファイザー」あ 

Meropenem 250㎎1瓶  〔ファイザー〕

〔先発品〕メロペン点滴用バイアル

0.25g

メロペネム点滴静注用0.5g
「ファイザー」あ 

Meropenem 500㎎1瓶

〔先発品〕メロペン点滴用バイアル0.5g

【効】①一般感染症：敗血症，深在性皮

膚感染症，リンパ管・リンパ節炎，外

傷・熱傷及び手術創等の二次感染，肛

門周囲膿瘍，骨髄炎，関節炎，扁桃炎

（扁桃周囲膿瘍を含む），肺炎，肺膿

瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の二次感

染，複雑性膀胱炎，腎盂腎炎，腹膜

炎，胆嚢炎，胆管炎，肝膿瘍，子宮内

感染，子宮付属器炎，子宮旁結合織

炎，化膿性髄膜炎，眼内炎（全眼球炎

を含む），中耳炎，副鼻腔炎，顎骨周

辺の蜂巣炎，顎炎．〈適応菌種〉付録

22 ～ 23頁参照．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㎎（力価）/㎏まで増量可．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．②1日3gを3回に

分割し，30分以上かけて点滴静注．小

児：1日120㎎/㎏を3回に分割し，30

分以上かけて点滴静注．1日用量3gま

で

……………………………………………

オーグメンチン配合錠250RS
Augmentin （375㎎）1錠 

 〔グラクソ・スミスクライン〕
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注，小児：1日40～80㎎/㎏を2～4回

に分割し静注．難治性・重症感染症は

1日4gまで増量し2回に分割，小児：1

日160㎎/㎏まで増量し2 ～ 4回に分

割．注射用水，生食液又はブドウ糖液

に溶解して緩徐に静注又は補液（注射

用水不可）に溶解して点滴静注

……………………………………………

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

6141．エリスロマイシン製剤
 

（エリスロマイシンエチルコハク酸エ

ステル）Erythromycin ethylsuc-

cinate

エリスロシンドライシロップ
10%

Erythrocin 100㎎1g  〔マイランEPD〕

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，外傷・

熱傷及び手術創等の二次感染，乳腺

炎，骨髄炎，咽頭・喉頭炎，扁桃炎，

急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，膿胸，

慢性呼吸器病変の二次感染，腎盂腎

炎，尿道炎，淋菌感染症，梅毒，子宮

内感染，中耳炎，猩紅熱，ジフテリ

ア，百日咳．〈適応菌種〉付録26～27

頁参照

【用】（内）1日800～1200㎎を4～6回に

分割．小児：1日25～50㎎/㎏を4～6

回に分割．年齢，症状により適宜増

減．小児用量は成人量を上限．懸濁液

調製法：本剤10gに20mLの水を加え，

よくふりまぜると25mLの懸濁液にな

る．この懸濁液1mLはエリスロマイシ

ン40㎎に相当する

……………………………………………

（エリスロマイシンステアリン酸塩）

Erythromycin stearate

エリスロシン錠200㎎
Erythrocin 200㎎1錠  〔マイランEPD〕

【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，乳腺

炎，骨髄炎，扁桃炎，肺炎，肺膿瘍，

膿胸，腎盂腎炎，尿道炎，淋菌感染

症，軟性下疳，梅毒，子宮内感染，中

耳炎，歯冠周囲炎，猩紅熱，ジフテリ

ア，百日咳，破傷風．〈適応菌種〉付

録26～27頁参照

【用】（内）1日800～1200㎎を4～6回に

分割．小児：1日25～50㎎/㎏を4～6

回に分割．年齢，症状により適宜増

減．小児用量は成人量を上限

……………………………………………

（エリスロマイシンラクトビオン酸塩）

Erythromycin lactobionate

エリスロシン点滴静注用500㎎
Erythrocin 500㎎1瓶  〔マイランEPD〕

【効】外傷・熱傷及び手術創等の二次感

染，肺炎，ジフテリア．〈適応菌種〉

付録26～27頁参照

【用】（注）1日600～1500㎎を2～3回に

分割し1回2時間以上かけて点滴静注．

年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

6142．スピラマイシン系抗生物質
製剤

 

（スピラマイシン酢酸エステル）

Spiramycin acetate

アセチルスピラマイシン錠200
（院外）

Acetylspiramycin 200㎎1錠 

 〔アスペン〕

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次
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タゾピペ配合静注用2.25「明
治」あ 

Tazopipe （2.25g）1瓶  〔Meiji Seika〕

〔先発品〕ゾシン静注用2.25

1バイアル中：

タゾバクタム 0.25g

ピペラシリン水和物 2.0g

タゾピペ配合静注用4.5「明治」
あ 

Tazopipe （4.5g）1瓶

〔先発品〕ゾシン静注用4.5

1バイアル中：

タゾバクタム 0.5g

ピペラシリン水和物 4.0g

【効】①敗血症，肺炎．②腎盂腎炎，複

雑性膀胱炎，③腹膜炎，腹腔内膿瘍，

胆嚢炎，胆管炎．④深在性皮膚感染

症，びらん・潰瘍の二次感染．〈適応

菌種〉付録18 ～ 19頁参照．⑤発熱性

好中球減少症

【用】（注）①③1回4.5gを1日3回点滴静

注．肺炎の場合1日4回に増量可．緩徐

に静注も可．小児：1回112.5㎎/㎏を1

日3回点滴静注．緩徐に静注も可．症

状，病態に応じて1回投与量を適宜減

量．1回投与量は4.5gまで．②1回4.5g

を1日2回点滴静注．1日3回に増量可．

緩徐に静注も可．小児：1回112.5㎎/

㎏を1日2回点滴静注．緩徐に静注も

可．症状，病態に応じて1回投与量を

適宜減量．1日3回に増量可．1回投与

量は4.5gまで．④1回4.5gを1日3回点

滴静注．緩徐に静注も可．⑤1回4.5g

を1日4回点滴静注．緩徐に静注も可．

小 児：1 回 90 ㎎/㎏ を 1 日 4 回 点 滴 静

注．緩徐に静注も可．1回投与量は

4.5gまで

……………………………………………

チエナム点滴静注用0.5g
Tienam 500㎎1瓶  〔MSD〕

1バイアル中：

イミペネム水和物（イミペネムとし

て） 0.5g

シラスタチンナトリウム（シラスタ

チンとして） 0.5g

【効】敗血症，感染性心内膜炎，外傷・

熱傷及び手術創等の二次感染，骨髄

炎，関節炎，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，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，角膜炎（角膜潰瘍を含む），眼内

炎（全眼球炎を含む）．〈適応菌種〉付

録22～23頁参照

【用】（注）イミペネムとして1日0.5～

1.0gを2 ～ 3回に分割し，30分以上か

けて点滴静注．小児：1日30 ～ 80㎎/

㎏を3 ～ 4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

2gまで，小児：1日100㎎/㎏まで

……………………………………………

ワイスタール配合静注用1gあ 
Wystal （1g）1瓶  〔ニプロ〕

〔先発品〕スルペラゾン静注用1g

1バイアル中：

スルバクタムナトリウム 0.5g

セフォペラゾンナトリウム 0.5g

【効】敗血症，感染性心内膜炎，外傷・

熱傷及び手術創等の二次感染，咽頭・

喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺

炎，肺膿瘍，膿胸，慢性呼吸器病変の

二次感染，膀胱炎，腎盂腎炎，腹膜

炎，腹腔内膿瘍，胆嚢炎，胆管炎，肝

膿瘍，バルトリン腺炎，子宮内感染，

子宮付属器炎，子宮旁結合織炎．〈適

応菌種〉付録18～19頁参照

【用】（注）1日1 ～ 2gを2回に分割し静
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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

クラリシッド錠200㎎（院外）
Klaricid 200㎎1錠  〔日本ケミファ〕

クラリスロマイシン錠200
「MEEK」あ 

Clarithromycin 200㎎1錠 

 〔Meiji Seika〕

〔先発品〕クラリシッド錠200㎎

クラリス錠200

【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〉

付録26 ～ 27頁参照．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〉付録26

～ 27頁参照．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〉付録26～27

頁参照

【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

宜増量可．1回400㎎1日2回を上限．プ

ロトンポンプインヒビターはランソプ

ラゾールとして1回30㎎，オメプラ

ゾールとして1回20㎎，ラベプラゾー

ルナトリウムとして1回10㎎又はエソ

メプラゾールとして1回20㎎のいずれ

か1剤を選択

……………………………………………

（クラリスロマイシン）Clarithromy-

cin

クラリスドライシロップ10%小
児用

Clarith 100㎎1g  〔大正製薬〕

【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〉付録26～27

頁参照．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〉付録26～27頁参照

【用】（内）①用時懸濁し，小児：1日10

～15㎎/㎏を2～3回に分割．レジオネ

ラ肺炎に対しては，1日15㎎/㎏を2～

3回に分割．年齢，症状により適宜増

減．②用時懸濁し，小児：1日15㎎/

㎏を2回に分割．年齢，症状により適

宜増減

……………………………………………

（ロキシスロマイシン）Roxithromy-

cin

ルリッド錠150
Rulid 150㎎1錠  〔サノフィ〕
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感染，乳腺炎，骨髄炎，咽頭・喉頭

炎，扁桃炎，急性気管支炎，肺炎，肺

膿瘍，慢性呼吸器病変の二次感染，梅

毒，子宮付属器炎，涙嚢炎，麦粒腫，

中耳炎，猩紅熱．〈適応菌種〉付録28

～29頁参照

【用】（内）1回200㎎を1日4 ～ 6回．年

齢，症状により適宜増減

……………………………………………

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

 

（アジスロマイシン水和物）Azithro-

mycin hydrate

ジスロマック細粒小児用10%
Zithromac 100㎎1g  〔ファイザー〕

ジスロマックカプセル小児用
100㎎（院外）

Zithromac 100㎎1カプセル

【効】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，中耳炎．〈適応

菌種〉付録26～27頁参照

【用】（内）小児：10㎎/㎏を1日1回，3

日間．1日量は成人の最大投与量500㎎

まで

……………………………………………

（アジスロマイシン水和物）Azithro-

mycin hydrate

ジスロマック錠250㎎
Zithromac 250㎎1錠  〔ファイザー〕

【効】①深在性皮膚感染症，リンパ管・

リンパ節炎，咽頭・喉頭炎，扁桃炎

（扁桃周囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む），

急性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，慢性呼

吸器病変の二次感染，副鼻腔炎，歯周

組織炎，歯冠周囲炎，顎炎．②尿道

炎，子宮頸管炎．③骨盤内炎症性疾

患．〈適応菌種〉付録26～27頁参照

【用】（内）①500㎎を1日1回，3日間合

計1.5g．②1000㎎を1回．③アジスロ

マイシン注射剤による治療を行った

後，250㎎を1日1回

……………………………………………

（アジスロマイシン水和物）Azithro-

mycin hydrate

ジスロマック点滴静注用500㎎
Zithromac 500㎎1瓶  〔ファイザー〕

【効】肺炎，骨盤内炎症性疾患．〈適応

菌種〉付録28～29頁参照

【用】（注）500㎎を1日1回，2時間かけ

て点滴静注

……………………………………………

（クラリスロマイシン）Clarithromy-

cin

クラリシッド錠50㎎小児用
（院外）

Klaricid 50㎎1錠  〔日本ケミファ〕

クラリスロマイシン錠50小児
用「MEEK」あ 

Clarithromycin 50㎎1錠 

 〔Meiji Seika〕

〔先発品〕クラリシッド錠50㎎小児用

クラリス錠50小児用

【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〉付録26～27

頁参照．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〉付録26～27頁参照

【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
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皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二次

感染，乳腺炎，骨髄炎，咽頭・喉頭

炎，扁桃炎（扁桃周囲炎を含む），急

性気管支炎，肺炎，肺膿瘍，慢性呼吸

器病変の二次感染，膀胱炎，腎盂腎

炎，前立腺炎（急性症，慢性症），精

巣上体炎（副睾丸炎），尿道炎，淋菌

感染症，梅毒，腹膜炎，感染性腸炎，

外陰炎，細菌性腟炎，子宮内感染，涙

嚢炎，麦粒腫，外耳炎，中耳炎，副鼻

腔炎，化膿性唾液腺炎，歯周組織炎，

歯冠周囲炎，上顎洞炎，顎炎，炭疽，

つつが虫病，オウム病．〈適応菌種〉

付録28～29頁参照

【用】（内）初回量を100～200㎎とし，

以後12時間ごとあるいは24時間ごとに

100㎎．年齢，体重，症状などに応じ

て適宜増減

……………………………………………

616．主として抗酸菌に作用する
もの

6161．ストレプトマイシン系抗生
物質製剤

 

（ストレプトマイシン硫酸塩）

Streptomycin sulfate

硫酸ストレプトマイシン注射
用1g「明治」

Streptomycin sulfate 1g1瓶 

 〔Meiji Seika〕

【効】①肺結核及びその他の結核症．②

マイコバクテリウム・アビウムコンプ

レックス（MAC）症を含む非結核性

抗酸菌症．③感染性心内膜炎（ベンジ

ルペニシリン又はアンピシリンと併用

の場合に限る），ペスト，野兎病，ワ

イル病．〈適応菌種〉付録24～25頁参

照

【用】（注） ① 1 日 1gを 筋 注． 週 2 ～ 3

日，あるいははじめの1～3か月は毎

日，その後週2日．必要に応じて局所

に投与．高齢者（60歳以上）には1回

0.5～0.75gとし，小児あるいは体重の

著しく少ないものにあっては，適宜減

量．他の抗結核薬と併用．②1日0.75

～ 1gを週2回または週3回筋注．年

齢，体重，症状により適宜減量．③1

日1 ～ 2gを1 ～ 2回に分割し筋注．年

齢，症状により適宜増減．〈注射液の

調製法〉1バイアルに注射用水又は生

理食塩液3 ～ 5mLを加える．本剤は用

時溶解し，溶解後は速やかに使用

……………………………………………

6164．リファンピシン製剤
 

（リファンピシン）Rifampicin

リファンピシンカプセル150㎎
「サンド」あ 

Rifampicin 150㎎1カプセル  〔サンド〕

〔先発品〕リファジンカプセル150㎎

【効】①肺結核及びその他の結核症．②

マイコバクテリウム・アビウムコンプ

レックス（MAC）症を含む非結核性

抗酸菌症．③ハンセン病．〈適応菌種〉

本剤に感性のマイコバクテリウム属

【用】（内）①1回450㎎を1日1回毎日．

感性併用剤のある場合は週2日投与で

もよい．朝食前空腹時．年齢，症状に

より適宜増減．他の抗結核剤との併用

が望ましい．②1回450㎎を1日1回毎

日．朝食前空腹時．年齢，症状，体重

により適宜増減．1日600㎎まで．③1

回600㎎を1か月に1～2回又は1回450

㎎を1日1回毎日．朝食前空腹時．年

齢，症状により適宜増減．他の抗ハン

セン病剤と併用すること

……………………………………………
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【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮 症， ざ 瘡（化 膿 性 炎 症 を 伴 う も

の），咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気

管支炎，肺炎，中耳炎，副鼻腔炎，歯

周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎．〈適応

菌種〉付録26～27頁参照

【用】（内）1日量300㎎を2回に分割

……………………………………………

615．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

6152．テトラサイクリン系抗生物
質製剤

 

（ミノサイクリン塩酸塩）Minocy-

cline hydrochloride

ミノサイクリン塩酸塩点滴静
注用100㎎「日医工」あ 

Minocycline 100㎎1瓶  〔日医工〕

〔先発品〕ミノマイシン点滴静注用100

㎎

【効】敗血症，深在性皮膚感染症，慢性

膿皮症，扁桃炎，急性気管支炎，肺

炎，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱

炎，腎盂腎炎，腹膜炎，炭疽，つつが

虫病，オウム病．〈適応菌種〉付録28

～29頁参照

【用】（注）点滴静注は，経口投与不能

の患者及び救急の場合に行い，経口投

与が可能になれば経口用剤に切り替え

る．初回100 ～ 200㎎，以後12時間な

いし24時間ごとに100㎎を補液に溶か

し，30分～ 2時間かけて点滴静注．

〔注射液調製法〕本剤100㎎及び200㎎

当たり100 ～ 500mLの糖液，電解質液

又はアミノ酸製剤などに溶解．注射用

水は等張とならないので使用しないこ

と

……………………………………………

（ミノサイクリン塩酸塩）Minocy-

cline hydrochloride

ミノマイシン顆粒2%
Minomycin 20㎎1g  〔ファイザー〕

【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，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，涙嚢炎，麦粒腫，中

耳炎，副鼻腔炎，化膿性唾液腺炎，歯

周組織炎，感染性口内炎，猩紅熱，炭

疽，つつが虫病，オウム病．〈適応菌

種〉付録28～29頁参照

【用】（内）小児：2 ～ 4㎎（本剤0.1 ～

0.2g）/㎏を1日量として，12あるいは

24時間ごとに粉末のまま．年齢，症状

などに応じて適宜増減．用時水を加え

てシロップ状にして用いることもでき

る

……………………………………………

（ミノサイクリン塩酸塩）Minocy-

cline hydrochloride

ミノマイシンカプセル
100㎎（院外）

Minomycin 100㎎1カプセル 

 〔ファイザー〕

ミノサイクリン塩酸塩錠50㎎
「サワイ」あ 

Minocycline hydrochloride 50㎎1錠 

 〔沢井〕

〔先発品〕ミノマイシン錠50㎎

ミノサイクリン塩酸塩錠100㎎
「サワイ」あ 

Minocycline hydrochloride 100㎎1錠

ミノマイシンカプセル
50㎎（院外）

Minomycin 50㎎1カプセル 

 〔ファイザー〕

【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
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スペルギルス，カンジダ，ムコール，

クリプトコッカス，ブラストマイセ

ス，ヒストプラズマ，コクシジオイデ

ス，ホルモデンドラム，ヒアロホー

ラ，ホルミシチウム

【用】（注）（静注）調製法：50㎎（1バイ

アル）中に注射用水又は5%ブドウ糖

液10mLを加えて溶かし，溶液が透明に

なるまでゆっくりと振盪する．この溶

解液を更に5%ブドウ糖液で500mL以上

に希釈して使用． 

1日0.25㎎/㎏から開始，次回から漸増

し1日0.5㎎/㎏を点滴静注，1日1㎎/㎏

又は隔日1.5㎎/㎏まで．副作用発現の

ため投与困難な場合1日1㎎から開始，

1日総量50㎎までを連日又は隔日1回点

滴 静 注，3 ～ 6 時 間 以 上 か け て． 症

状，状態に応じて適宜用量を調節 

（気管内注入）50㎎（1バイアル）を注

射用水10mLに溶解し，その0.2 ～ 4mL

（1 ～ 20㎎）を更に注射用水約10mLに

希釈して使用．1日1㎎又は5～10㎎か

ら開始，1日10～20㎎を隔日1回． 

（胸膜内注入）50㎎（1バイアル）を注

射用水10mLに溶解し，その0.2 ～ 4mL

（1 ～ 20㎎）を更に注射用水約10mLに

希釈して使用．1日1㎎から開始，5～

20㎎週1 ～ 3回，胸水排除後，胸膜内

に注入． 

（髄腔内注入）50㎎（1バイアル）を注

射用水10mLに溶解し，その0.2 ～ 4mL

（1～20㎎）を更に注射用水20～30mL

に希釈して使用．1回0.25 ～ 1㎎を採

取髄液量を超えない液量で漸増法によ

り1日1回隔日又は3日毎に徐々に． 

（膀胱内注入）膀胱内の尿を排除し，

15～20㎎を注射用水100mLに溶解し，

1日1～2回尿道カテーテルをとおして

直接注入．注入後薬剤は1時間以上

（出来れば2～3時間）膀胱内にとどめ

ておく． 

（皮内注）50㎎（1バイアル）を2%プ

ロカイン10mLに溶かし，その0.1 ～

0.4mL（0.5 ～ 2㎎）を病巣皮内及び皮

下に分注，1回の総量50㎎まで，10～

30日間隔で． 

（吸入）50㎎（1バイアル）を注射用水

10～20mLで溶解し，1回2.5～5㎎/mL1

日2～5回，1～2か月継続

……………………………………………

6179．その他の主としてカビに作
用するもの

 

（カスポファンギン酢酸塩）Caspo-

fungin acetate

カンサイダス点滴静注用
50㎎ お

Cancidas 50㎎1瓶  〔MSD〕

【効】①真菌感染が疑われる発熱性好中

球減少症．②カンジダ属又はアスペル

ギルス属による次記の真菌感染症：食

道カンジダ症，侵襲性カンジダ症，ア

スペルギルス症（侵襲性アスペルギル

ス症，慢性壊死性肺アスペルギルス

症，肺アスペルギローマ）

【用】（注）①投与初日に70㎎を，投与2

日目以降は50㎎を1日1回．約1時間か

けて緩徐に点滴静注．②〔食道カンジ

ダ症〕50㎎を1日1回．約1時間かけて

緩徐に点滴静注．〔侵襲性カンジダ

症，アスペルギルス症〕投与初日に70

㎎を，投与2日目以降は50㎎を1日1

回．約1時間かけて緩徐に点滴静注．

小児：投与初日に70㎎/㎡を，2日目

以降は50㎎/㎡を1日1回．約1時間か

けて緩徐に点滴静注．効果不十分の場

合，1日1回70㎎/㎡（体表面積）まで

増量可．1日用量として70㎎まで

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

 

（カナマイシン硫酸塩）Kanamycin 

sulfate

硫酸カナマイシン注射液
1000㎎「明治」（要時）

Kanamycin sulfate 1g4mL1管 

 〔Meiji Seika〕

【効】①表在性皮膚感染症，深在性皮膚

感染症，リンパ管・リンパ節炎，外

傷・熱傷及び手術創等の二次感染，乳

腺炎，骨髄炎，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，淋菌感染症，

子宮付属器炎，中耳炎，百日咳．②肺

結核及びその他の結核症．〈適応菌種〉

付録24～25頁参照

【用】（注）①1日1 ～ 2g．小児：1日30

～50㎎/㎏を1～2回に分割し筋注．必

要に応じて局所に．年齢，症状により

適宜増減．②1日2gを朝夕1gずつ2回

筋注し，週2日使用するか，1日1gず

つ週3日使用．必要に応じて局所に．

高齢者（60歳以上）：1回0.5～0.75g．

小児あるいは体重の著しく少ないもの

にあっては適宜減量．他の抗結核薬と

併用

……………………………………………

617．主としてカビに作用するも
の

6173．アムホテリシンB製剤
 

（アムホテリシンB）Amphotericin B

アムビゾーム点滴静注用
50㎎ え

Ambisome 50㎎1瓶  〔大日本住友〕

【効】①真菌感染症：アスペルギルス

属，カンジダ属，クリプトコッカス

属，ムーコル属，アブシジア属，リゾ

プス属，リゾムーコル属，クラドスポ

リウム属，クラドヒアロホーラ属，ホ

ンセカエア属，ヒアロホーラ属，エク

ソフィアラ属，コクシジオイデス属，

ヒストプラズマ属及びブラストミセス

属による次記感染症：真菌血症，呼吸

器真菌症，真菌髄膜炎，播種性真菌

症．②真菌感染が疑われる発熱性好中

球減少症．③リーシュマニア症

【用】（注）①2.5㎎/㎏を1日1回，1～2

時間以上かけて点滴静注．症状に応じ

て適宜増減できるが，1日総投与量は5

㎎/㎏まで．クリプトコッカス髄膜炎

では，1日総投与量は6㎎/㎏まで．②

2.5㎎/㎏を1日1回，1 ～ 2時間以上か

けて点滴静注．③免疫能の正常な患

者：投与1 ～ 5日目の連日，14日目及

び21日目にそれぞれ2.5㎎/㎏を1日1

回，1 ～ 2時間以上かけて点滴静注．

免疫不全状態の患者：投与1～5日目

の連日，10日目，17日目，24日目，31

日目及び38日目に4.0㎎/㎏を1日1回，

1～2時間以上かけて点滴静注

……………………………………………

（アムホテリシンB）Amphotericin B

ファンギゾンシロップ
100㎎/mL（院外） お

Fungizone 100㎎1mL 

 〔ブリストル・マイヤーズ〕

ハリゾンシロップ100㎎/mL お
Halizon 100㎎1mL  〔富士製薬〕

【効】消化管におけるカンジダ異常増殖

【用】（内）小児：1回50～100㎎（本剤

として0.5～1mL）を1日2～4回食後

……………………………………………

（アムホテリシンB）Amphotericin B

ファンギゾン注射用50㎎ え
Fungizone 50㎎1瓶 

 〔ブリストル・マイヤーズ〕

【効】次記真菌による深在性感染症：ア
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ペルギローマ，慢性壊死性肺アスペル

ギルス症，カンジダ血症，食道カンジ

ダ症，カンジダ腹膜炎，気管支・肺カ

ンジダ症，クリプトコックス髄膜炎，

肺クリプトコックス症，フサリウム

症，スケドスポリウム症．②造血幹細

胞移植患者における深在性真菌症の予

防

【用】（内）体重40㎏以上：初日に1回

300㎎を1日2回，2日目以降は1回150㎎

又は1回200㎎を1日2回食間．初日投与

量の上限は1回400㎎1日2回，2日目以

降投与量の上限は1回300㎎1日2回ま

で．体重40㎏未満：初日は1回150㎎を

1日2回，2日目以降は1回100㎎を1日2

回食間．2日目以降の投与量を1回150

㎎1日2回まで増量可

……………………………………………

（ミカファンギンナトリウム）

Micafungin sodium

ファンガード点滴用50㎎ お
Funguard 50㎎1瓶  〔アステラス〕

ファンガード点滴用75㎎ お
Funguard 75㎎1瓶

【効】①アスペルギルス属及びカンジダ

属による次記感染症：真菌血症，呼吸

器真菌症，消化管真菌症．②造血幹細

胞移植患者におけるアスペルギルス症

及びカンジダ症の予防

【用】（注）①アスペルギルス症：50～

150㎎を1日1回点滴静注．重症又は難

治性アスペルギルス症には，1日300㎎

まで．小児：1～3㎎/㎏を1日1回点滴

静注．重症又は難治性アスペルギルス

症には，1日6㎎/㎏まで．カンジダ

症：50㎎を1日1回点滴静注．重症又は

難治性カンジダ症には，1日300㎎ま

で． 小 児：1 ㎎/㎏ を 1 日 1 回 点 滴 静

注．重症又は難治性カンジダ症には，

1日6㎎/㎏まで．②50㎎を1日1回点滴

静注．小児：1㎎/㎏を1日1回点滴静

注． 

①②点滴静注に際して，生理食塩液，

ブドウ糖注射液又は補液に溶解．溶解

にあたっては，注射用水を使用しない

（溶液が等張とならないため）．成人：

75㎎以下では30分以上，75㎎を超えて

投与する場合は1時間以上かけて．小

児：1時間以上かけて

……………………………………………

619．その他の抗生物質製剤（複
合抗生物質製剤を含む．）

6199．他に分類されない抗生物質
製剤

 

（リファキシミン）Rifaximin

リフキシマ錠200㎎
Rifxima 200㎎1錠  〔あすか〕

【効】肝性脳症における高アンモニア血

症の改善

【用】（内）1回400㎎を1日3回食後

……………………………………………

ボノサップパック400（院外）
Vonosap 1シート  〔武田〕

1シート（1日分）中：

タケキャブ錠20㎎ 2錠

アモリンカプセル250 6カプセル

クラリス錠200 2錠

ボノサップパック800（院外）
Vonosap 1シート

1シート（1日分）中：

タケキャブ錠20㎎ 2錠

アモリンカプセル250 6カプセル

クラリス錠200 4錠

【効】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〉アモキシシリ

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分473

－472－

61

61．抗生物質製剤

（ボリコナゾール）Voriconazole

ブイフェンド錠50㎎（院外） お
Vfend 50㎎1錠  〔ファイザー〕

ブイフェンド錠200㎎（院外）
 お

Vfend 200㎎1錠

【効】①次記の重症又は難治性真菌感染

症：侵襲性アスペルギルス症，肺アス

ペルギローマ，慢性壊死性肺アスペル

ギルス症，カンジダ血症，食道カンジ

ダ症，カンジダ腹膜炎，気管支・肺カ

ンジダ症，クリプトコックス髄膜炎，

肺クリプトコックス症，フサリウム

症，スケドスポリウム症．②造血幹細

胞移植患者における深在性真菌症の予

防

【用】（内）体重40㎏以上：初日に1回

300㎎を1日2回，2日目以降は1回150㎎

又は1回200㎎を1日2回食間．初日投与

量の上限は1回400㎎1日2回，2日目以

降投与量の上限は1回300㎎1日2回ま

で．体重40㎏未満：初日は1回150㎎を

1日2回，2日目以降は1回100㎎を1日2

回食間．2日目以降の投与量を1回150

㎎1日2回まで増量可．小児（2歳以上

12歳未満及び12歳以上で体重50㎏未

満）：ボリコナゾール注射剤による治

療を行った後，1回9㎎/㎏を1日2回食

間に．効果不十分の場合1㎎/㎏ずつ

増量，忍容性が不十分の場合1㎎/㎏

ずつ減量（最大投与量として350㎎を

用いた場合50㎎ずつ減量）．1回350㎎1

日2回まで．小児（12歳以上で体重50

㎏以上）：ボリコナゾール注射剤によ

る治療を行った後，1回200㎎を1日2回

食間に．効果不十分の場合1回300㎎1

日2回まで

……………………………………………

（ボリコナゾール）Voriconazole

ブイフェンド200㎎静注用 お
Vfend 200㎎1瓶  〔ファイザー〕

【効】①次記の重症又は難治性真菌感染

症：侵襲性アスペルギルス症，肺アス

ペルギローマ，慢性壊死性肺アスペル

ギルス症，カンジダ血症，カンジダ腹

膜炎，気管支・肺カンジダ症，クリプ

トコックス髄膜炎，肺クリプトコック

ス症，フサリウム症，スケドスポリウ

ム症．②造血幹細胞移植患者における

深在性真菌症の予防

【用】（注） 初 日 は 1 回 6 ㎎/㎏ を 1 日 2

回，2日目以降は1回3㎎/㎏又は1回4

㎎/㎏を1日2回点滴静注．〈点滴静注

溶液の調製法〉注射用水19mLに溶解

し，必要量の溶解液を配合変化がない

ことが確認されている輸液に加えて希

釈して用いる．小児（2歳以上12歳未

満及び12歳以上で体重50㎏未満）：初

日は1回9㎎/㎏を1日2回，2日目以降

は1回8㎎/㎏を1日2回点滴静注．効果

不十分の場合1㎎/㎏ずつ増量，忍容

性が不十分の場合1㎎/㎏ずつ減量．

小児（12歳以上で体重50㎏以上）：初

日は1回6㎎/㎏を1日2回，2日目以降

は1回4㎎/㎏を1日2回点滴静注

……………………………………………

（ボリコナゾール）Voriconazole

ボリコナゾール錠50㎎
「DSEP」あ お

Voriconazole 50㎎1錠 

 〔第一三共エスファ〕

〔先発品〕ブイフェンド錠50㎎

ボリコナゾール錠200㎎
「DSEP」あ お

Voriconazole 200㎎1錠

〔先発品〕ブイフェンド錠200㎎

【効】①次記の重症又は難治性真菌感染

症：侵襲性アスペルギルス症，肺アス
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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

アザルフィジンEN錠500㎎（院
外）

Azulfidine EN 500㎎1錠  〔あゆみ〕

サラゾスルファピリジン腸溶
錠500㎎「日医工」あ 

Salazosulfapyridine 500㎎1錠 

 〔日医工〕

〔先発品〕アザルフィジンEN錠500㎎

【効】関節リウマチ

【用】（内）消炎鎮痛剤などで十分な効

果が得られない場合に使用．1日投与

量1gを朝食及び夕食後の2回に分割

……………………………………………

（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㎎「タイヨー」（要時）あ 

Salazosulfapyridine 500㎎1錠 

 〔武田テバ〕

〔先発品〕サラゾピリン錠500㎎

【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

……………………………………………

（サラゾスルファピリジン）Salazo-

sulfapyridine

サラゾピリン錠500㎎（院外）
Salazopyrin 500㎎1錠  〔ファイザー〕

【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．症状により初回毎日8gを用いて

も差しつかえない．この場合3週間を

過ぎれば次第に減量し，1日1.5 ～ 2g

を用いる．ステロイド療法を長期間継

続した症例については，サラゾピリン

2gを併用しながら，徐々にステロイ

ドを減量することが必要

……………………………………………

（サラゾスルファピリジン）Salazo-

sulfapyridine

サラゾピリン坐剤500㎎（院
外）

Salazopyrin 500㎎1個  〔ファイザー〕

【効】潰瘍性大腸炎

【用】（外）1 回 500 ㎎ ～ 1000 ㎎ を 1 日 2

回，朝排便後と就寝前に，肛門内に挿

入．年齢，症状により適宜増減

……………………………………………

622．抗結核剤
6222．イソニアジド系製剤
 

（イソニアジド）Isoniazid

イスコチン錠100㎎
Iscotin 100㎎1錠  〔アルフレッサ〕

【効】肺結核及びその他の結核症．〈適

応菌種〉本剤に感性の結核菌

【用】（内）1日量200～500㎎（4～10㎎

/㎏）を1～3回に分割し，毎日又は週

2日．1日量1gまで，13歳未満は20㎎/

㎏まで増量可．年齢，症状により適宜

増減．他の抗結核薬と併用することが

望ましい

……………………………………………
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ン，クラリスロマイシンに感性のヘリ

コバクター・ピロリ

【用】（内）ボノプラザンとして1回20

㎎，アモキシシリン水和物として1回

750㎎及びクラリスロマイシンとして1

回200㎎の3剤を同時に1日2回，7日間

投与．クラリスロマイシンは適宜増量

可．1回400㎎，1日2回まで

……………………………………………

ボノピオンパック（院外）
Vonopion 1シート  〔武田〕

1シート（1日分）中：

タケキャブ錠20㎎ 2錠

アモリンカプセル250 6カプセル

フラジール内服錠250㎎ 2錠

【効】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〉アモキシシリ

ン，メトロニダゾールに感性のヘリコ

バクター・ピロリ

【用】（内）プロトンポンプインヒビ

ター，アモキシシリン水和物及びクラ

リスロマイシンの3剤投与によるヘリ

コバクター・ピロリの除菌治療が不成

功の場合，ボノプラザンとして1回20

㎎，アモキシシリン水和物として1回

750㎎及びメトロニダゾールとして1回

250㎎の3剤を同時に1日2回，7日間投

与

……………………………………………
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（シプロフロキサシン）Ciprofloxacin

シプロフロキサシン点滴静注
400㎎/200mL「明治」あ 

Ciprofloxacin 400㎎200mL1袋 

 〔Meiji Seika〕

〔先発品〕シプロキサン注400㎎

【効】敗血症，外傷・熱傷及び手術創等

の二次感染，肺炎，腹膜炎，胆嚢炎，

胆管炎，炭疽．〈適応菌種〉付録32～

33頁参照．小児：①一般感染症：複雑

性膀胱炎，腎盂腎炎，炭疽．〈適応菌

種〉付録32 ～ 33頁参照．②嚢胞性線

維症における緑膿菌による呼吸器感染

に伴う症状の改善

【用】（注）1回400㎎を1日2回，1時間か

けて点滴静注．1日3回に増量できる．

小児：①複雑性膀胱炎，腎盂腎炎：1

回6～10㎎/㎏を1日3回，1時間かけて

点滴静注．成人における1回量400㎎を

超えない．炭疽：1回10㎎/㎏を1日2

回，1時間かけて点滴静注．成人にお

ける1回量400㎎を超えない．②1回10

㎎/㎏を1日3回，1時間かけて点滴静

注．成人における1回量400㎎を超えな

い

……………………………………………

（トスフロキサシントシル酸塩水和物）

Tosufloxacin tosilate hydrate

オゼックス細粒小児用15%
Ozex 150㎎1g 

 〔富士フイルム富山化学〕

【効】肺炎，コレラ，中耳炎，炭疽．

〈適応菌種〉付録32～33頁参照

【用】（内）小児：1回6㎎/㎏（トスフ

ロキサシンとして4.1㎎/㎏）を1日2

回．1回180㎎，1日360㎎（トスフロキ

サシンとして1回122.4㎎，1日244.8

㎎）まで

……………………………………………

（トスフロキサシントシル酸塩水和物）

Tosufloxacin tosilate hydrate

オゼックス錠150（院外）
Ozex 150㎎1錠 

 〔富士フイルム富山化学〕

トスフロキサシントシル酸塩
錠150㎎「日医工」あ 

Tosufloxacin tosilate hydrate 150㎎

1錠  〔日医工〕

〔先発品〕オゼックス錠150

トスキサシン錠150㎎

【効】①表在性皮膚感染症，深在性皮膚

感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性

膿皮症，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（扁桃周囲膿瘍を含

む），急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸

器病変の二次感染．膀胱炎，腎盂腎

炎，前立腺炎（急性症，慢性症），精

巣上体炎（副睾丸炎），尿道炎．胆嚢

炎，胆管炎．感染性腸炎，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．②骨髄炎，関節炎．③腸チ

フス，パラチフス．〈適応菌種〉付録

32～33頁参照

【用】（内）①1日300～450㎎を2～3回

に分割して．②1日450㎎を3回に分割

して．③1日600㎎を4回に分割して14

日間．③を除く症例においては，感染

症の種類及び症状により適宜増減，重

症又は効果不十分と思われる症例には

1日600㎎

……………………………………………
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（イソニアジド）Isoniazid

イスコチン注100㎎
Iscotin 100㎎2mL1管  〔アルフレッサ〕

【効】肺結核及びその他の結核症．〈適

応菌種〉本剤に感性の結核菌

【用】（注）1日量200～500㎎（4～10㎎

/㎏）を筋注又は静注．髄腔内，胸腔

内注入又は局所分注の場合には1回50

～ 200㎎．年齢，症状により適宜増

減．他の抗結核薬と併用することが望

ましい

……………………………………………

6223．ピラジナミド製剤
 

（ピラジナミド）Pyrazinamide

ピラマイド原末
Pyramide 原末  〔アルフレッサ〕

【効】肺結核及びその他の結核症．〈適

応菌種〉本剤に感性の結核菌

【用】（内）1日量1.5～2.0gを1～3回に

分割．年齢，症状により適宜増減．他

の抗結核薬と併用

……………………………………………

6225．エタンブトール製剤
 

（エタンブトール塩酸塩）Ethambutol 

hydrochloride

エサンブトール錠250㎎ お
Esanbutol 250㎎1錠  〔サンド〕

【効】①肺結核及びその他の結核症．②

マイコバクテリウム・アビウムコンプ

レックス（MAC）症を含む非結核性

抗酸菌症．〈適応菌種〉本剤に感性の

マイコバクテリウム属

【用】（内）①1日量0.75 ～ 1gを1 ～ 2回

に分割．年齢，体重により適宜減量．

他の抗結核薬と併用することが望まし

い．②0.5～0.75gを1日1回．年齢，体

重，症状により適宜増減．1日量とし

て1gまで

……………………………………………

624．合成抗菌剤
6241．ピリドンカルボン酸系製剤
 

（塩酸シプロフロキサシン）Cipro-

floxacin hydrochloride

シプロキサン錠200㎎
Ciproxan 200㎎1錠  〔バイエル〕

【効】①表在性皮膚感染症，深在性皮膚

感染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性

膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の二

次感染，乳腺炎，肛門周囲膿瘍，咽

頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支炎，

肺炎，慢性呼吸器病変の二次感染，膀

胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性症，

慢性症），精巣上体炎（副睾丸炎），尿

道炎，胆嚢炎，胆管炎，感染性腸炎，

バルトリン腺炎，子宮内感染，子宮付

属器炎，涙嚢炎，麦粒腫，瞼板腺炎，

中耳炎，副鼻腔炎．②炭疽．〈適応菌

種〉付録32～33頁参照

【用】（内）①1回100～200㎎を1日2～3

回．感染症の種類及び症状に応じ適宜

増減．②1回400㎎を1日2回

……………………………………………

（シタフロキサシン水和物）Sita-

floxacin hydrate

グレースビット錠50㎎
Gracevit 50㎎1錠  〔第一三共〕

【効】①咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周

囲炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急性気

管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次

感染．②膀胱炎，腎盂腎炎，尿道炎．

③子宮頸管炎．④中耳炎，副鼻腔炎．

⑤歯周組織炎，歯冠周囲炎，顎炎．

〈適応菌種〉付録34～35頁参照

【用】（内）1回50㎎を1日2回又は1回100

㎎を1日1回．効果不十分と思われる症

例には，1回100㎎を1日2回まで

……………………………………………
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クラビット錠500㎎（院外）
Cravit 500㎎1錠

レボフロキサシン錠500㎎
「DSEP」あ 

Levofloxacin 500㎎1錠 

 〔第一三共エスファ〕

〔先発品〕クラビット錠500㎎

【効】表在性皮膚感染症，深在性皮膚感

染症，リンパ管・リンパ節炎，慢性膿

皮 症， ざ 瘡（化 膿 性 炎 症 を 伴 う も

の），外傷・熱傷及び手術創等の二次

感染，乳腺炎，肛門周囲膿瘍，咽頭・

喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲炎，扁桃周

囲膿瘍を含む），急性気管支炎，肺

炎，慢性呼吸器病変の二次感染，膀胱

炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急性症，慢

性症），精巣上体炎（副睾丸炎），尿道

炎，子宮頸管炎，胆嚢炎，胆管炎，感

染性腸炎，腸チフス，パラチフス，コ

レラ，バルトリン腺炎，子宮内感染，

子宮付属器炎，涙嚢炎，麦粒腫，瞼板

腺炎，外耳炎，中耳炎，副鼻腔炎，化

膿性唾液腺炎，歯周組織炎，歯冠周囲

炎，顎炎，炭疽，ブルセラ症，ペス

ト，野兎病，肺結核及びその他の結核

症，Q熱．〈適応菌種〉付録30 ～ 31頁

参照

【用】（内）1回500㎎1日1回．疾患・症

状に応じて適宜減量．肺結核及びその

他の結核症は，原則として他の抗結核

薬と併用．腸チフス，パラチフス：1

回500㎎1日1回，14日間

……………………………………………

（レボフロキサシン水和物）Levo-

floxacin hydrate

レボフロキサシン点滴静注
バッグ500㎎/100mL「DSEP」
あ 

Levofloxacin 500㎎100mL1キット 

 〔第一三共エスファ〕

〔先発品〕クラビット点滴静注バッグ

500㎎/100mL

【効】外傷・熱傷及び手術創等の二次感

染，肺炎，慢性呼吸器病変の二次感

染，膀胱炎，腎盂腎炎，前立腺炎（急

性症，慢性症），精巣上体炎（副睾丸

炎），腹膜炎，胆嚢炎，胆管炎，腸チ

フス，パラチフス，子宮内感染，子宮

付属器炎，炭疽，ブルセラ症，ペス

ト，野兎病，Q熱．〈適応菌種〉付録

32～33頁参照

【用】（注）1回500㎎を1日1回，約60分

間かけて点滴静注

……………………………………………

6249．その他の合成抗菌剤
 

（テジゾリドリン酸エステル）

Tedizolid phosphate

シベクトロ錠200㎎（要時）
Sivextro 200㎎1錠  〔MSD〕

【効】深在性皮膚感染症，慢性膿皮症，

外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，

びらん・潰瘍の二次感染．〈適応菌種〉

付録34～35頁参照

【用】（内）200㎎を1日1回

……………………………………………

（テジゾリドリン酸エステル）

Tedizolid phosphate

シベクトロ点滴静注用200㎎
（要時）

Sivextro 200㎎1瓶  〔MSD〕

【効】深在性皮膚感染症，慢性膿皮症，

外傷・熱傷及び手術創等の二次感染，

びらん・潰瘍の二次感染．〈適応菌種〉

付録34～35頁参照

【用】（注）200㎎を1日1回，1時間かけ

て点滴静注

……………………………………………
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（ノルフロキサシン）Norfloxacin

小児用バクシダール錠
50㎎（院外）

Baccidal 50㎎1錠  〔杏林〕

【効】表在性皮膚感染症，慢性膿皮症，

咽頭・喉頭炎，扁桃炎，急性気管支

炎，膀胱炎，腎盂腎炎，感染性腸炎，

腸チフス，パラチフス，炭疽，野兎

病．〈適応菌種〉付録30～31頁参照

【用】（内）他の抗菌剤が無効と判断さ

れる症例に対してのみ投与．1日6 ～

12㎎/㎏を3回に分割．症状により適

宜増減．投与期間はできるだけ短期間

（原則として7日以内）にとどめる．腸

チフス・パラチフスの場合：1日15～

18㎎/㎏を3回に分けて，14日間投与

……………………………………………

（パズフロキサシンメシル酸塩）

Pazufloxacin mesilate

パシル点滴静注液500㎎
Pasil 500㎎100mL1袋 

 〔富士フイルム富山化学〕

【効】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．〈適応菌種〉

付録32～33頁参照

【用】（注）1日1000㎎を2回に分割し点

滴静注．年齢・症状に応じ1日600㎎を

2回に分割し点滴静注するなど減量す

る．点滴に際しては，30分～1時間か

けて投与する．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に

限る）の場合：1日2000㎎を2回に分割

し点滴静注．点滴静注に際しては，1

時間かけて投与

……………………………………………

（メシル酸ガレノキサシン水和物）

Garenoxacin mesilate hydrate

ジェニナック錠200㎎
Geninax 200㎎1錠  〔アステラス〕

【効】咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲

炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急性気管

支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次感

染，中耳炎，副鼻腔炎．肺炎球菌には

多剤耐性肺炎球菌を含む．〈適応菌種〉

付録32～33頁参照

【用】（内）1回400㎎を1日1回

……………………………………………

（モキシフロキサシン塩酸塩）

Moxifloxacin hydrochloride

アベロックス錠400㎎ お
Avelox 400㎎1錠  〔バイエル〕

【効】①表在性皮膚感染症，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咽頭・喉頭炎，扁桃炎，

急性気管支炎，肺炎，慢性呼吸器病変

の二次感染．④副鼻腔炎．〈適応菌種〉

付録32～33頁参照

【用】（内）1回400㎎を1日1回

……………………………………………

（ラスクフロキサシン塩酸塩）

Lascufloxacin hydrochloride

ラスビック錠75㎎（院外）
Lasvic 75㎎1錠  〔杏林〕

【効】咽頭・喉頭炎，扁桃炎（扁桃周囲

炎，扁桃周囲膿瘍を含む），急性気管

支炎，肺炎，慢性呼吸器病変の二次感

染，中耳炎，副鼻腔炎．〈適応菌種〉

付録34～35頁参照

【用】（内）1回75㎎を1日1回

……………………………………………

（レボフロキサシン水和物）Levo-

floxacin hydrate

クラビット細粒10%（院外）
Cravit 100㎎1g  〔第一三共〕
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（アメナメビル）Amenamevir

アメナリーフ錠200㎎
Amenalief 200㎎1錠  〔マルホ〕

【効】帯状疱疹

【用】（内）1回400㎎を1日1回食後

……………………………………………

（エルバスビル）Elbasvir

エレルサ錠50㎎（院外）
Erelsa 50㎎1錠  〔MSD〕

【効】セログループ1（ジェノタイプ1）

のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変

におけるウイルス血症の改善

【用】（内）50㎎を1日1回．本剤はグラ

ゾプレビルと併用し，投与期間は12週

間

……………………………………………

（エンテカビル水和物）Entecavir 

hydrate

バラクルード錠0.5㎎（院外） お
Baraclude 0.5㎎1錠 

 〔ブリストル・マイヤーズ〕

エンテカビル錠0.5㎎「DSEP」
あ お

Entecavir 0.5㎎1錠 

 〔第一三共エスファ〕

〔先発品〕バラクルード錠0.5㎎

【効】B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝

機能の異常が確認されたB型慢性肝疾

患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑

制

【用】（内）空腹時（食後2時間以降かつ

次の食事の2時間以上前）に0.5㎎を1

日1回．ラミブジン不応（ラミブジン

投与中にB型肝炎ウイルス血症が認め

られる又はラミブジン耐性変異ウイル

スを有するなど）患者には1㎎を1日1

回

……………………………………………

（オセルタミビルリン酸塩）Oseltami-

vir phosphate

オセルタミビルカプセル75㎎
「サワイ」あ 

Oseltamivir 75㎎1カプセル  〔沢井〕

〔先発品〕タミフルカプセル75

【効】A型又はB型インフルエンザウイ

ルス感染症及びその予防

【用】（内）①治療に用いる場合：成人

及び体重37.5㎏以上の小児には1回75

㎎を1日2回，5日間．②予防に用いる

場合：（1）成人：1回75㎎を1日1回，7

～ 10日間．（2）体重37.5㎏以上の小

児：1回75㎎を1日1回，10日間

……………………………………………

（オセルタミビルリン酸塩）Oseltami-

vir phosphate

タミフルドライシロップ3%
Tamiflu 30㎎1g  〔中外〕

【効】A型又はB型インフルエンザウイ

ルス感染症及びその予防

【用】（内）①治療に用いる場合：（1）

成人：1回75㎎を1日2回，5日間，用時

懸濁して．（2）幼小児：1回2㎎/㎏

（ドライシロップ剤として66.7㎎/㎏）

を1日2回，5日間，用時懸濁して，1回

75㎎まで．新生児，乳児：1回3㎎/㎏

（ドライシロップ剤として100㎎/㎏）

を1日2回，5日間，用時懸濁して，1回

75㎎まで．②予防に用いる場合：（1）

成 人：1 回 75 ㎎ を 1 日 1 回，7 ～ 10 日

間，用時懸濁して．（2）幼小児：1回2

㎎/㎏（ドライシロップ剤として66.7

㎎/㎏）を1日1回，10日間，用時懸濁

して．1回75㎎まで

……………………………………………

（ガンシクロビル）Ganciclovir

デノシン点滴静注用500㎎ え
Denosine 500㎎1瓶  〔田辺三菱〕

【効】次記におけるサイトメガロウイル
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（リネゾリド）Linezolid

リネゾリド錠600㎎「明治」あ 
Linezolid 600㎎1錠  〔Meiji Seika〕

〔先発品〕ザイボックス錠600㎎

【効】①敗血症，深在性皮膚感染症，慢

性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の

二次感染，肺炎．〈適応菌種〉付録34

～35頁参照．②各種感染症．〈適応菌

種〉付録34～35頁参照

【用】（内）成人及び12歳以上の小児：1

日1200㎎を2回に分割し，1回600㎎を

12時間ごと．12歳未満の小児：1回10

㎎/㎏を8時間ごと．1回600㎎まで

……………………………………………

（リネゾリド）Linezolid

リネゾリド点滴静注液600㎎
「明治」あ 

Linezolid 600㎎300mL1袋 

 〔Meiji Seika〕

〔先発品〕ザイボックス注射液600㎎

【効】①敗血症，深在性皮膚感染症，慢

性膿皮症，外傷・熱傷及び手術創等の

二次感染，肺炎．〈適応菌種〉付録34

～35頁参照．②各種感染症．〈適応菌

種〉付録34～35頁参照

【用】（注）成人及び12歳以上の小児：1

日1200㎎を2回に分割し，1回600㎎を

12時間ごとに，それぞれ30分～2時間

かけて点滴静注．12歳未満の小児：1

回10㎎/㎏を8時間ごとに，それぞれ

30分～2時間かけて点滴静注．1回600

㎎まで

……………………………………………

625．抗ウイルス剤
 

（アシクロビル）Aciclovir

ゾビラックス軟膏5%
Zovirax 5%5g1本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】単純疱疹

【用】（外）適量を1日数回塗布

……………………………………………

（アシクロビル）Aciclovir

アシクロビル点滴静注250㎎
「MEEK」（旧名称：ビクロック
ス点滴静注250㎎）あ 

Vicclox 250㎎10mL1管  〔Meiji Seika〕

【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

……………………………………………

（アデホビルピボキシル）Adefovir 

pivoxil

ヘプセラ錠10（院外） お
Hepsera 10㎎1錠 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝

機能の異常が確認されたB型慢性肝疾

患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑

制

【用】（内）1回10㎎を1日1回

……………………………………………
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 〔ギリアド・サイエンシズ〕

【効】B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝

機能の異常が確認されたB型慢性肝疾

患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑

制

【用】（内）1回25㎎を1日1回

……………………………………………

（テノホビルジソプロキシルフマル酸

塩）Tenofovir disoproxil fumarate

テノゼット錠300㎎（要時） お
Tenozet 300㎎1錠 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝

機能の異常が確認されたB型慢性肝疾

患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑

制

【用】（内）1回300㎎を1日1回

……………………………………………

（テノホビルジソプロキシルフマル酸

塩）Tenofovir disoproxil fumarate

ビリアード錠300㎎（要時） お
Viread 300㎎1錠 

 〔ギリアド・サイエンシズ〕

【効】HIV-1感染症

【用】（内）1日1回300㎎，必ず他の抗

HIV薬と併用

……………………………………………

（バラシクロビル塩酸塩）Valaciclovir 

hydrochloride

バラシクロビル錠500㎎「EE」
あ 

Valaciclovir 500㎎1錠  〔日医工〕

〔先発品〕バルトレックス錠500

【効】①単純疱疹．②帯状疱疹．③性器

ヘルペスの再発抑制．④水痘．⑤造血

幹細胞移植における単純ヘルペスウイ

ルス感染症（単純疱疹）の発症抑制

【用】（内）①1回バラシクロビルとして

成人および体重40㎏以上の小児には

500㎎を1日2回．②成人および体重40

㎏以上の小児には1回1000㎎を1日3

回．③成人および体重40㎏以上の小児

には1回500㎎を1日1回．HIV感染症

の患者（CD4リンパ球数100/以上）

には1回500㎎を1日2回．④成人および

体重40㎏以上の小児には1回1000㎎を1

日3回．⑤成人および体重40㎏以上の

小児には1回500㎎を1日2回造血幹細胞

移植施行7日前より施行後35日まで

……………………………………………

（バラシクロビル塩酸塩）Valaciclovir 

hydrochloride

バルトレックス顆粒50%
Valtrex 500㎎1g 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】①単純疱疹．②造血幹細胞移植に

おける単純ヘルペスウイルス感染症

（単純疱疹）の発症抑制．③帯状疱

疹．④性器ヘルペスの再発抑制．⑤水

痘

【用】（内）①1回500㎎を1日2回．②1回

500㎎を1日2回．造血幹細胞移植施行7

日前より施行後35日まで．③1回1000

㎎を1日3回．④1回500㎎を1日1回．

HIV感染症の成人（CD4リンパ球数

100/ 以 上） に は 1 回 500 ㎎ を 1 日 2

回．⑤1回1000㎎を1日3回．小児：①

10㎏未満は1回25㎎/㎏を1日3回，10

㎏以上は1回25㎎/㎏を1日2回．1回

500㎎まで②10㎏未満は1回25㎎/㎏を

1日3回，10㎏以上は1回25㎎/㎏を1日

2回造血幹細胞移植施行7日前より施行

後35日まで．1回500㎎まで．③⑤1回

25㎎/㎏を1日3回．1回1000㎎まで④

40㎏以上は1回500㎎を1日1回，HIV

感染症の患者（CD4リンパ球数100/

以上）には1回500㎎を1日2回

……………………………………………
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ス感染症：①後天性免疫不全症候群．

② 臓 器 移 植（造 血 幹 細 胞 移 植 も 含

む）．③悪性腫瘍

【用】（注）初期治療は，1回5㎎/㎏を1

日2回，12時間毎に1時間以上かけて点

滴静注．維持治療は，後天性免疫不全

症候群の患者又は免疫抑制剤投与中の

患者で，再発の可能性が高い場合は必

要に応じ維持治療に移行することと

し，1日6㎎/㎏を週に5日又は1日5㎎

を週に7日，1時間以上かけて点滴静

注．維持治療中又は投与終了後，サイ

トメガロウイルス感染症の再発が認め

られる患者においては再投与として初

期治療の用法・用量にて投与可．腎機

能障害のある患者に対しては，腎機能

障害の程度に応じて減量． 

〈注射液の調製法〉1バイアル（ガンシ

クロビル500㎎を含有）を注射用水

10mLに溶解し，投与量に相当する量を

1バイアル当たり100mLの補液で希釈．

希釈後の補液のガンシクロビル濃度は

10㎎/mLを超えない

……………………………………………

（グラゾプレビル水和物）Grazopre-

vir hydrate

グラジナ錠50㎎（院外）
Grazyna 50㎎1錠  〔MSD〕

【効】セログループ1（ジェノタイプ1）

のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変

におけるウイルス血症の改善

【用】（内）100㎎を1日1回．本剤はエル

バスビルと併用し，投与期間は12週間

……………………………………………

（ザナミビル水和物）Zanamivir 

hydrate

リレンザ
Relenza 5㎎1ブリスター（4ブリス

ター×5枚） 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】A型又はB型インフルエンザウイ

ルス感染症の治療及びその予防

【用】（外）①治療に用いる場合：成人

及び小児には，1回10㎎（5㎎ブリス

ターを2ブリスター）を1日2回，5日

間，専用の吸入器を用いて吸入．②予

防に用いる場合：成人及び小児には，

1回10㎎（5㎎ブリスターを2ブリス

ター）を1日1回，10日間，専用の吸入

器を用いて吸入

……………………………………………

（ジドブジン）Zidovudine

レトロビルカプセル100㎎ お
Retrovir 100㎎1カプセル 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】HIV感染症

【用】（内）他の抗HIV薬と併用して，

1日量500～600㎎を2～6回に分割．症

状により適宜減量

……………………………………………

（ソホスブビル）Sofosbuvir

ソバルディ錠400㎎（要時）
Sovaldi 400㎎1錠  〔ギリアド〕

【効】次のいずれかのC型慢性肝炎又は

C型代償性肝硬変におけるウイルス血

症の改善：（1）セログループ2（ジェ

ノタイプ2）の患者．（2）セログルー

プ1（ジェノタイプ1）又はセログルー

プ2（ジェノタイプ2）のいずれにも該

当しない患者

【用】（内）（1）リバビリンとの併用にお

いて，400㎎を1日1回，12週間．（2）

リバビリンとの併用において，400㎎

を1日1回，24週間

……………………………………………

（テノホビルアラフェナミドフマル酸

塩）Tenofovir alafenamide fuma-

rate

ベムリディ錠25㎎ お
Vemlidy 25㎎1錠 
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ルエンザウイルス感染症の予防

【用】（内）①成人及び12歳以上の小児

には，20㎎錠2錠又は顆粒4包を単回投

与．ただし，体重80㎏以上の患者には

20㎎錠4錠又は顆粒8包を単回投与．12

歳未満の小児には，次記の用量を単回

投与．40㎏以上：20㎎錠2錠又は顆粒4

包，20㎏以上40㎏未満：20㎎錠1錠又

は顆粒2包，10㎏以上20㎏未満：10㎎

錠1錠．②成人及び12歳以上の小児に

は，20㎎錠2錠又は顆粒4包を単回投

与．ただし，体重80㎏以上の患者には

20㎎錠4錠又は顆粒8包を単回投与．12

歳未満の小児には，次記の用量を単回

投与．40㎏以上：20㎎錠2錠又は顆粒4

包，20㎏以上40㎏未満：20㎎錠1錠又

は顆粒2包

……………………………………………

（ビダラビン）Vidarabine

アラセナ－A軟膏3%
Arasena-A 3%5g1本  〔持田〕

【効】帯状疱疹，単純疱疹

【用】（外）適量を1日1 ～ 4回，塗布又

は貼布

……………………………………………

（ファムシクロビル）Famciclovir

ファムビル錠250㎎
Famvir 250㎎1錠  〔マルホ〕

【効】①単純疱疹．②帯状疱疹

【用】（内）①1回250㎎を1日3回．②1回

500㎎を1日3回

……………………………………………

（ペラミビル水和物）Peramivir 

hydrate

ラピアクタ点滴静注液バイア
ル150㎎

Rapiacta 150㎎15mL1瓶  〔塩野義〕

【効】A型又はB型インフルエンザウイ

ルス感染症

【用】（注）300㎎を15分以上かけて単回

点滴静注．合併症等により重症化する

おそれのある患者には，1日1回600㎎

を15分以上かけて単回点滴静注，症状

に応じて連日反復投与可．年齢，症状

に応じて適宜減量．小児：1日1回10㎎

/㎏を15分以上かけて単回点滴静注．

症状に応じて連日反復投与可．1回量

として600㎎まで

……………………………………………

（ホスカルネットナトリウム水和物）

Foscarnet sodium hydrate

点滴静注用ホスカビル注
24㎎/mL え

Foscavir 6g250mL1瓶  〔クリニジェン〕

【効】①後天性免疫不全症候群（エイ

ズ）患者におけるサイトメガロウイル

ス網膜炎．②造血幹細胞移植患者にお

けるサイトメガロウイルス感染症．③

造血幹細胞移植患者におけるサイトメ

ガロウイルス血症．④造血幹細胞移植

後のヒトヘルペスウイルス6脳炎

【用】（注）①②初期療法：1回60㎎/㎏

を，1時間以上かけて8時間ごとに1日3

回，又は1回90㎎/㎏を，2時間以上か

けて12時間ごとに1日2回，それぞれ点

滴静注．初期療法は2～3週間以上行

う．維持療法：初期療法に続く維持療

法には，1回90 ～ 120㎎/㎏を2時間以

上かけて1日1回点滴静注．維持療法中

に再発が認められた場合は，初期療法

の用法・用量により再投与可．③初期

療法：1回60㎎/㎏を，1時間以上かけ

て12時間ごとに1日2回点滴静注．初期

療法は1 ～ 2週間以上行う．維持療

法：1回90 ～ 120㎎/㎏を2時間以上か

けて1日1回点滴静注．維持療法中に再

発が認められた場合は，初期療法の用

法・用量により再投与可．初期療法，

維持療法のいずれの場合も，本剤によ

る腎障害を軽減するため，治療中には
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（バラシクロビル塩酸塩）Valaciclovir 

hydrochloride

バルトレックス錠500（院外）
Valtrex 500㎎1錠 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】①単純疱疹．②造血幹細胞移植に

おける単純ヘルペスウイルス感染症

（単純疱疹）の発症抑制．③帯状疱

疹．④性器ヘルペスの再発抑制．⑤水

痘

【用】（内）①1回500㎎を1日2回．②1回

500㎎を1日2回．造血幹細胞移植施行7

日前より施行後35日まで．③1回1000

㎎を1日3回．④1回500㎎を1日1回．

HIV感染症の成人（CD4リンパ球数

100/ 以 上） に は 1 回 500 ㎎ を 1 日 2

回．⑤1回1000㎎を1日3回．小児：い

ずれも体重40㎏以上①1回500㎎を1日2

回．②1回500㎎を1日2回．造血幹細胞

移植施行7日前より施行後35日まで．

③⑤1回1000㎎を1日3回．④1回500㎎

を1日1回．HIV感染症の患者（CD4リ

ンパ球数100/以上）には1回500㎎

を1日2回

……………………………………………

（パリビズマブ（遺伝子組換え））

Palivizumab (genetical recombina-

tion)

シナジス筋注液50㎎ け
Synagis 50㎎0.5mL1瓶  〔アッヴィ〕

シナジス筋注液100㎎ け
Synagis 100㎎1mL1瓶

【効】次記の新生児，乳児及び幼児にお

けるRSウイルス（Respiratory Syn-

cytial Virus）感染による重篤な下気

道疾患の発症抑制．RSウイルス感染

流行初期において，①在胎期間28週以

下の早産で，12か月齢以下の新生児及

び乳児．②在胎期間29週～ 35週の早

産で，6か月齢以下の新生児及び乳

児．③過去6か月以内に気管支肺異形

成症（BPD）の治療を受けた24か月

齢以下の新生児，乳児及び幼児．④24

か月齢以下の血行動態に異常のある先

天性心疾患（CHD）の新生児，乳児

及び幼児．⑤24か月齢以下の免疫不全

を伴う新生児，乳児および幼児．⑥24

か月齢以下のダウン症候群の新生児，

乳児および幼児

【用】（注）15㎎/㎏をRSウイルス流行

期を通して月1回筋注．注射量が1mLを

超える場合分割して投与

……………………………………………

（バルガンシクロビル塩酸塩）

Valganciclovir hydrochloride

バリキサ錠450㎎ え
Valixa 450㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】①次記におけるサイトメガロウイ

ルス感染症：後天性免疫不全症候群，

臓器移植（造血幹細胞移植も含む），

悪性腫瘍．②臓器移植（造血幹細胞移

植を除く）におけるサイトメガロウイ

ルス感染症の発症抑制

【用】（内）①初期治療：1回900㎎1日2

回，食後．維持療法：1回900㎎1日1

回，食後．②成人：1回900㎎1日1回，

食後．小児：次式により算出した投与

量を1日1回，食後．1日用量として900

㎎を超えない．推定糸球体ろ過量が

150より高値の場合は150を用いるこ

と．投与量（㎎）＝7×体表面積（㎡）

×推定糸球体ろ過量（mL/min/1.73

㎡）

……………………………………………

（バロキサビルマルボキシル）Baloxa-

vir marboxil

ゾフルーザ錠20㎎
Xofluza 20㎎1錠  〔塩野義〕

【効】①A型又はB型インフルエンザウ

イルス感染症．②A型又はB型インフ
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2（ジェノタイプ2）の患者．（2）セロ

グループ1（ジェノタイプ1）又はセロ

グループ2（ジェノタイプ2）のいずれ

にも該当しない患者．④ソホスブビ

ル・ベルパタスビル配合剤との併用に

よる，前治療歴を有するC型慢性肝炎

又はC型代償性肝硬変におけるウイル

ス血症の改善

【用】（内）①ペグインターフェロン　

アルファ -2b（遺伝子組換え）又はイ

ンターフェロン　ベータと併用による

C型慢性肝炎におけるウイルス血症の

場合．体重60㎏以下の場合：1日600㎎

（朝食後200㎎，夕食後400㎎）．体重60

㎏を超え80㎏以下の場合：1日800㎎

（朝食後400㎎，夕食後400㎎）．体重80

㎏を超える場合：1日1000㎎（朝食後

400㎎，夕食後600㎎）．②ペグイン

ターフェロン　アルファ -2b（遺伝子

組換え）と併用によるC型代償性肝硬

変におけるウイルス血症の場合．（1）

投与開始前のヘモグロビン濃度が

14g/dL以上の患者．体重60㎏以下の

場合：1日600㎎（朝食後200㎎，夕食

後400㎎）．体重60㎏を超え80㎏以下の

場合：1日800㎎（朝食後400㎎，夕食

後400㎎）．体重80㎏を超える場合：1

日1000㎎（朝食後400㎎，夕食後600

㎎）．（2）投与開始前のヘモグロビン

濃度が14g/dL未満の患者．体重60㎏

以 下 の 場 合：1 日 400 ㎎（朝 食 後 200

㎎，夕食後200㎎）．体重60㎏を超え80

㎏以下の場合：1日600㎎（朝食後200

㎎，夕食後400㎎）．体重80㎏を超える

場合：1日800㎎（朝食後400㎎，夕食

後400㎎），③ソホスブビルとの併用．

体重60㎏以下の場合：1日600㎎（朝食

後200㎎，夕食後400㎎）．体重60㎏を

超え80㎏以下の場合：1日800㎎（朝食

後400㎎，夕食後400㎎）．体重80㎏を

超える場合：1日1000㎎（朝食後400

㎎，夕食後600㎎）．④インターフェロ

ン　ベータ，ソホスブビル又はソホス

ブビル・ベルパタスビル配合剤との併

用．体重60㎏以下の場合：1日600㎎

（朝食後200㎎，夕食後400㎎）．体重60

㎏を超え80㎏以下の場合：1日800㎎

（朝食後400㎎，夕食後400㎎）．体重80

㎏を超える場合：1日1000㎎（朝食後

400㎎，夕食後600㎎）

……………………………………………

（レムデシビル注射液）Remdesivir

ベクルリー点滴静注液100㎎
Veklury 100㎎20mL1瓶 

 〔ギリアド・サイエンシズ〕

ベクルリー点滴静注用100㎎
Veklury 100㎎1瓶

【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

……………………………………………

エプクルーサ配合錠（院外）
Epclusa 1錠 

 〔ギリアド・サイエンシズ〕

1錠中：

ソホスブビル 400㎎

ベルパタスビル 100㎎

【効】①前治療歴を有するC型慢性肝炎

又はC型代償性肝硬変におけるウイル

ス血症の改善．②C型非代償性肝硬変

におけるウイルス血症の改善

【用】（内）①リバビリンとの併用にお

いて，1日1回1錠を24週間．②1日1回1

錠を12週間

……………………………………………
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水分補給を十分に行い，利尿を確保す

る

……………………………………………

（ラニナミビルオクタン酸エステル水

和物）Laninamivir octanoate 

hydrate

イナビル吸入粉末剤20㎎
Inavir 20㎎1キット  〔第一三共〕

【効】A型又はB型インフルエンザウイ

ルス感染症の治療及びその予防

【用】（外）〔治療に用いる場合〕40㎎を

単回吸入．小児：10歳未満の場合20㎎

を単回吸入，10歳以上40㎎を単回吸

入．〔予防に用いる場合〕成人：40㎎

を単回吸入．また，20㎎を1日1回，2

日間吸入．小児：10歳未満の場合20㎎

を単回吸入，10歳以上40㎎を単回吸

入．また，20㎎を1日1回，2日間吸入

……………………………………………

（ラニナミビルオクタン酸エステル水

和物）Laninamivir octanoate 

hydrate

イナビル吸入懸濁用160㎎セッ
ト

Inavir 160㎎1瓶  〔第一三共〕

【効】A型又はB型インフルエンザウイ

ルス感染症の治療

【用】（外）成人及び小児には，160㎎を

生理食塩液2mLで懸濁し，ネブライザ

を用いて単回吸入投与

……………………………………………

（ラミブジン）Lamivudine

エピビル錠150（要時） お
Epivir 150㎎1錠 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】次記疾患における他の抗HIV薬

との併用療法：HIV感染症

【用】（内）他の抗HIV薬と併用して，

1日量300㎎を1日1回又は2回（150㎎×

2）に分割．年齢，体重，症状により

適宜増減

……………………………………………

（ラミブジン）Lamivudine

ゼフィックス錠100（院外） お
Zefix 100㎎1錠 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝

機能の異常が確認されたB型慢性肝疾

患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑

制

【用】（内）1回100㎎を1日1回

……………………………………………

（ラルテグラビルカリウム）Raltegra-

vir potassium

アイセントレス錠400㎎ お
Isentress 400㎎1錠  〔MSD〕

【効】HIV感染症

【用】（内）400㎎を1日2回．食事の有無

にかかわらず投与可．必ず他の抗HIV

薬と併用すること

……………………………………………

（リバビリン）Ribavirin

レベトールカプセル200㎎（要
時） お

Rebetol 200㎎1カプセル  〔MSD〕

【効】①ペグインターフェロン　アル

ファ -2b（遺伝子組換え）又はイン

ターフェロン　ベータとの併用による

次のいずれかのC型慢性肝炎における

ウイルス血症の改善：（1）血中HCV 

RNA量が高値の患者．（2）インター

フェロン製剤単独療法で無効の患者又

はインターフェロン製剤単独療法後再

燃した患者．②ペグインターフェロン　

アルファ -2b（遺伝子組換え）との併

用によるC型代償性肝硬変におけるウ

イルス血症の改善．③ソホスブビルと

の併用による次のいずれかのC型慢性

肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウ

イルス血症の改善：（1）セログループ
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膜カンジダ症），癜風，マラセチア毛

包炎．④爪白癬．〈適応菌種〉皮膚糸

状菌（トリコフィトン属，ミクロスポ

ルム属，エピデルモフィトン属），カ

ンジダ属，マラセチア属，アスペルギ

ルス属，クリプトコックス属，スポロ

トリックス属，ホンセカエア属

【用】（内）①100～200㎎を1日1回食直

後．年齢，症状により適宜増減．イト

ラコナゾール注射剤からの切り替えの

場合，1回200㎎を1日2回（1日用量400

㎎）食直後．②100 ～ 200㎎を1日1回

食直後．年齢，症状により適宜増減．

1日200㎎まで．③50～100㎎を1日1回

食直後．爪カンジダ症及びカンジダ性

爪囲爪炎に対しては，100㎎を1日1回

食直後．年齢，症状により適宜増減．

1日200㎎まで．④1回200㎎を1日2回

（1日量400㎎）食直後に1週間，その後

3週間休薬．これを1サイクルとし，3

サイクル繰り返す．必要に応じ適宜減

量

……………………………………………

（イトラコナゾール）Itraconazole

イトリゾール内用液1%（院外）
Itrizole 10㎎1mL  〔ヤンセン〕

イトラコナゾール内用液1%
「ファイザー」あ 

Itraconazole 10㎎1mL  〔ファイザー〕

〔先発品〕イトリゾール内用液1%

【効】①真菌感染症：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，口腔咽頭カンジダ症，食

道カンジダ症，ブラストミセス症，ヒ

ストプラスマ症．〈適応菌種〉アスペ

ルギルス属，カンジダ属，クリプト

コックス属，ブラストミセス属，ヒス

トプラスマ属．②真菌感染が疑われる

発熱性好中球減少症．③好中球減少が

予測される血液悪性腫瘍又は造血幹細

胞移植患者における深在性真菌症の予

防

【用】（内） ① 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，ブラストミセス症，ヒストプ

ラスマ症：200㎎（本剤として20mL）

を1日1回空腹時．年齢，症状により適

宜増減．1回200㎎（本剤として20mL）

まで，1日400㎎（本剤として40mL）ま

で．口腔咽頭カンジダ症，食道カンジ

ダ症：200㎎（本剤として20mL）を1日

1回空腹時．②イトラコナゾール注射

剤からの切り替え投与として，200㎎

（本剤として20mL）を1日1回空腹時．

年齢，症状により適宜増減．1回200㎎

（本 剤 と し て 20mL） ま で，1 日 400 ㎎

（本剤として40mL）まで．③200㎎（本

剤として20mL）を1日1回空腹時．患者

の状態などにより適宜増減．1回200㎎

（本 剤 と し て 20mL） ま で，1 日 400 ㎎

（本剤として40mL）まで

……………………………………………

（イミキモド）Imiquimod

ベセルナクリーム5%（院外）
Beselna 5%250㎎1包  〔持田〕

【効】①尖圭コンジローマ（外性器又は

肛門周囲に限る）．②日光角化症（顔

面又は禿頭部に限る）

【用】（外）①疣贅部位に適量を1日1

回，週3回，就寝前に塗布．塗布後は

そのままの状態を保ち，起床後に塗布

した薬剤を石鹸を用い，水又は温水で

洗い流す．②治療部位に適量を1日1

回，週3回，就寝前に塗布．塗布後は

そのままの状態を保ち，起床後に塗布

した薬剤を石鹸を用い，水又は温水で

洗い流す．4週間塗布後，4週間休薬

し，病変が消失した場合は終了とし，

効果不十分の場合はさらに4週間塗布

……………………………………………
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ツルバダ配合錠 お
Truvada 1錠 

 〔ギリアド・サイエンシズ〕

1錠中：

エムトリシタビン 200㎎

テノホビルジソプロキシルフマル酸

塩 300㎎

（テノホビルジソプロキシルとして

245㎎）

【効】HIV-1感染症

【用】（内）1回1錠（エムトリシタビン

として200㎎及びテノホビルジソプロ

キシルフマル酸塩として300㎎を含有）

を1日1回，他の抗HIV薬と併用

……………………………………………

ハーボニー配合錠（要時）
Harvoni 1錠  〔ギリアド〕

1錠中：

レジパスビル 90㎎

ソホスブビル 400㎎

【効】セログループ1（ジェノタイプ1）

又はセログループ2（ジェノタイプ2）

のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変

におけるウイルス血症の改善

【用】（内）1日1回1錠（レジパスビルと

して90㎎及びソホスブビルとして400

㎎）を12週間

……………………………………………

マヴィレット配合錠（院外）
Maviret 1錠  〔アッヴィ〕

1錠中：

グレカプレビル水和物 100㎎

ピブレンタスビル 40㎎

【効】C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬

変におけるウイルス血症の改善

【用】（内）①セログループ1（ジェノタ

イプ1）又はセログループ2（ジェノタ

イプ2）のC型慢性肝炎の場合：成人

及び12歳以上の小児に1回3錠を1日1回

食後．投与期間は8週間．C型慢性肝

炎に対する前治療歴に応じて投与期間

は12週間とすることができる．②セロ

グループ1（ジェノタイプ1）又はセロ

グループ2（ジェノタイプ2）のC型代

償性肝硬変，セログループ1（ジェノ

タイプ1）又はセログループ2（ジェノ

タイプ2）のいずれにも該当しないC

型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変の場

合：成人及び12歳以上の小児に1回3錠

を1日1回食後．投与期間は12週間

……………………………………………

629．その他の化学療法剤
 

（アトバコン）Atovaquone

サムチレール内用懸濁液15%
Samtirel 750㎎5mL1包 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】① ニ ュ ー モ シ ス チ ス 肺 炎． ②

ニューモシスチス肺炎の発症抑制．

〈適応菌種〉ニューモシスチス・イロ

ベチー

【用】（内） ① 1 回 750 ㎎（本 剤 と し て

5mL）を1日2回21日間，食後．②1回

1500㎎（本剤として10mL）を1日1回，

食後

……………………………………………

（イトラコナゾール）Itraconazole

イトリゾールカプセル50
Itrizole 50㎎1カプセル  〔ヤンセン〕

【効】①内臓真菌症（深在性真菌症）：

真菌血症，呼吸器真菌症，消化器真菌

症，尿路真菌症，真菌髄膜炎．②深在

性皮膚真菌症：スポロトリコーシス，

クロモミコーシス．③表在性皮膚真菌

症（爪白癬以外）：白癬（体部白癬，

股部白癬，手白癬，足白癬，頭部白

癬，ケルスス禿瘡，白癬性毛瘡），カ

ンジダ症（口腔カンジダ症，皮膚カン

ジダ症，爪カンジダ症，カンジダ性爪

囲爪炎，カンジダ性毛瘡，慢性皮膚粘
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属による次記感染症：真菌血症，呼吸

器真菌症，真菌腹膜炎，消化管真菌

症，尿路真菌症，真菌髄膜炎

【用】（注）①カンジダ症：ホスフルコ

ナ ゾ ー ル 63.1 ～ 126.1 ㎎（ フ ル コ ナ

ゾールとして50～100㎎）を維持用量

として1日1回静注．初日，2日目は維

持用量の倍量として，ホスフルコナ

ゾール126.1～252.3㎎（フルコナゾー

ルとして100 ～ 200㎎）．②クリプト

コッカス症：ホスフルコナゾール63.1

～252.3㎎（フルコナゾールとして50

～200㎎）を維持用量として1日1回静

注．初日，2日目は維持用量の倍量と

して，ホスフルコナゾール126.1 ～

504.5㎎（フルコナゾールとして100～

400㎎）．重症又は難治性真菌感染症の

場合，ホスフルコナゾール504.5㎎

（フルコナゾールとして400㎎）まで維

持用量を増量可．初日，2日目は維持

用量の倍量として，ホスフルコナゾー

ル1009㎎（フルコナゾールとして800

㎎）まで投与可

……………………………………………

（ホスラブコナゾールL－リシンエタ

ノール付加物）Fosravuconazole 

L-lysine ethanolate

ネイリンカプセル100㎎（院
外）

Nailin 100㎎1カプセル  〔エーザイ〕

【効】爪白癬．〈適応菌種〉皮膚糸状菌

（トリコフィトン属）

【用】（内）1日1回1カプセルを12週間

……………………………………………

（ミコナゾール）Miconazole nitrate

オラビ錠口腔用50㎎
Oravi 50㎎1錠 

 〔富士フイルム富山化学〕

【効】カンジダ属による口腔咽頭カンジ

ダ症

【用】（内）1回1錠（ミコナゾールとし

て50㎎）を1日1回，上顎歯肉（犬歯

窩）に付着して用いる

……………………………………………

（ミコナゾール）Miconazole

フロリードゲル経口用2%
Florid 2%5g1本  〔持田〕

【効】①カンジダ属による次の感染症：

口腔カンジダ症．②カンジダ属による

次の感染症：食道カンジダ症

【用】（内）①1日200 ～ 400㎎（本剤と

して10 ～ 20g）を4回（毎食後及び就

寝前）に分割し，口腔内にまんべんな

く塗布．病巣が広範囲に存在する場

合，口腔内にできるだけ長く含んだ

後，嚥下する．②1日200～400㎎（本

剤として10 ～ 20g）を4回（毎食後及

び就寝前）に分割し，口腔内に含んだ

後，少量ずつ嚥下する

……………………………………………

（ルリコナゾール）Luliconazole

ルコナック爪外用液5%
Luconac 5%1g  〔佐藤製薬〕

【効】爪白癬〈適応菌種〉皮膚糸状菌

（トリコフィトン属）

【用】（外）1日1回罹患爪全体に塗布

……………………………………………

ダイフェン配合顆粒
Daiphen 1g1包，1g  〔鶴原〕

1g中：

スルファメトキサゾール 400㎎

トリメトプリム 80㎎

ダイフェン配合錠
Daiphen 1錠

1錠中：

スルファメトキサゾール 400㎎

トリメトプリム 80㎎

バクタ配合顆粒（院外）
Baktar 1g1包，1g  〔塩野義〕

1g中：
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（エフィナコナゾール）Efinaconazole

クレナフィン爪外用液10%（院
外）

Clenafin 10%3.56g（4mL）1本  〔科研〕

【効】爪白癬〈適応菌種〉皮膚糸状菌

（トリコフィトン属）

【用】（外）1日1回罹患爪全体に塗布

……………………………………………

（テルビナフィン塩酸塩）Terbinafine 

hydrochloride

ラミシール錠125㎎
Lamisil 125㎎1錠  〔田辺三菱〕

【効】皮膚糸状菌（トリコフィトン属，

ミクロスポルム属，エピデルモフィト

ン属），カンジダ属，スポロトリック

ス属，ホンセカエア属による次記感染

症，但し外用抗真菌剤では治療困難な

患者に限る．①深在性皮膚真菌症：白

癬性肉芽腫，スポロトリコーシス，ク

ロモミコーシス．②表在性皮膚真菌

症：1） 白 癬： 爪 白 癬， 手・ 足 白 癬

（角質増殖型の患者及び趾間型で角

化・浸軟の強い患者），生毛部白癬

（感染の部位及び範囲より外用抗真菌

剤を適用できない患者），頭部白癬，

ケルスス禿瘡，白癬性毛瘡，生毛部急

性深在性白癬，硬毛部急性深在性白

癬．2）カンジダ症：爪カンジダ症

【用】（内）125㎎を1日1回食後．年齢，

症状により適宜増減

……………………………………………

（フルコナゾール）Fluconazole

ジフルカンカプセル100㎎（院
外）

Diflucan 100㎎1カプセル 

 〔ファイザー〕

フルコナゾールカプセル100㎎
「サワイ」あ 

Fluconazole 100㎎1カプセル  〔沢井〕

〔先発品〕ジフルカンカプセル100㎎

【効】①カンジダ属及びクリプトコッカ

ス属による次記感染症：真菌血症，呼

吸器真菌症，消化管真菌症，尿路真菌

症，真菌髄膜炎．②造血幹細胞移植患

者における深在性真菌症の予防．③カ

ンジダ属に起因する腟炎及び外陰腟炎

【用】（内）①カンジダ症：50 ～ 100㎎

を1日1回，小児：3㎎/㎏を1日1回．

クリプトコッカス症：50 ～ 200㎎を1

日1回．重症又は難治性真菌感染症の

場合，1日400㎎まで，小児：3～6㎎/

㎏を1日1回，重症又は難治性真菌感染

症の場合には，1日量として12㎎/㎏

まで．②400㎎を1日1回．小児：12㎎

/㎏を1日1回．患者の状態に応じて適

宜減量．1日量として400㎎まで 

新生児：生後14日まで；小児と同じ用

量を72時間毎．生後15日以降；小児と

同じ用量を48時間毎．③150㎎を1回

……………………………………………

（フルシトシン）Flucytosine

アンコチル錠500㎎（要時） お
Ancotil 500㎎1錠  〔共和〕

【効】①真菌血症，真菌性髄膜炎，真菌

性呼吸器感染症，黒色真菌症．②尿路

真菌症，消化管真菌症．〈有効菌種〉

クリプトコックス，カンジダ，アスペ

ルギルス，ヒアロホーラ，ホンセカエ

ア

【用】（内）①1日100 ～ 200㎎/㎏を4回

に分割．②1日50～100㎎/㎏を4回に

分割．症状に応じて適宜増減

……………………………………………

（ホスフルコナゾール）Fosflucon-

azole

プロジフ静注液100
Prodif 100㎎1.25mL1瓶  〔ファイザー〕

プロジフ静注液400
Prodif 400㎎5mL1瓶

【効】カンジダ属及びクリプトコッカス
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63．生物学的製剤
631．ワクチン類
6311．細菌ワクチン類
 

（乾燥BCGワクチン）Freeze-dried 

BCG vaccine (for percutaneous use)

乾燥BCGワクチン（経皮用・1
人用）（要時） おけ

Freeze-dried BCG vaccine 12㎎1管

（溶解液0.15mL付）  〔日本ビーシージー〕

【効】結核予防

【用】（注）溶剤を加え上腕外側のほぼ

中央部に滴下塗布，経皮用接種針（管

針）を使用．添付の溶剤を加えて80㎎

/mLの濃度の均一な懸濁液とし，接種

部位の皮膚を緊張させ，懸濁液を塗っ

た後，9本針植付けの管針を接種皮膚

面に対してほぼ垂直に保ち，これを強

く圧して行う．接種数は2箇とし，管

針の円跡は相互に接するものとする

……………………………………………

（乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（破

傷風トキソイド結合体））Haemophi-

lus influenzae type b conjugate 

vaccine

アクトヒブ（要時） おけ
ActHIB 10μg1瓶（溶解液0.5mL付） 

 〔サノフィ〕

【効】インフルエンザ菌b型による感染

症の予防

【用】（注）本剤を添付溶剤0.5mLで溶解

し，その全量を1回分とする．初回免

疫：4～8週間の間隔で3回皮下注．医

師が必要と認めた場合3週間の間隔で

接種可能．追加免疫：初回免疫後1年

の間隔をおいて1回皮下注

……………………………………………

（沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン

（無毒性変異ジフテリア毒素結合体））

Pneumococcal polysaccharide 

conjugate vaccine (adsorbed)

プレベナー 13水性懸濁注（要
時） おけ

Prevenar 0.5mL1筒  〔ファイザー〕

1シリンジ（0.5mL）中：

ポリサッカライド血清型1 2.2μg

ポリサッカライド血清型3 2.2μg

ポリサッカライド血清型4 2.2μg

ポリサッカライド血清型5 2.2μg

ポリサッカライド血清型6A 2.2μg

ポリサッカライド血清型6B 4.4μg

ポリサッカライド血清型7F 2.2μg

ポリサッカライド血清型9V 2.2μg

ポリサッカライド血清型14 2.2μg

ポリサッカライド血清型18C 2.2μg

ポリサッカライド血清型19A 2.2μg

ポリサッカライド血清型19F 2.2μg

ポリサッカライド血清型23F 2.2μg

CRM197 約34μg（たん白質量とし

て）

【効】①高齢者又は肺炎球菌による疾患

に罹患するリスクが高いと考えられる

者：肺炎球菌（血清型1，3，4，5，

6A，6B，7F，9V，14，18C，19A，

19F及び23F）による感染症の予防．

②小児：肺炎球菌（血清型1，3，4，

5，6A，6B，7F，9V，14，18C，

19A，19F及び23F）による侵襲性感

染症の予防

【用】（注）①高齢者又は肺炎球菌によ

る疾患に罹患するリスクが高いと考え

られる者：1回0.5mLを筋注．②小児：

初回免疫：1回0.5mLずつを3回，いず

れも27日間以上の間隔で皮下注．追加

免 疫：1 回 0.5mLを 1 回， 皮 下 注． 但

し，3回目接種から60日間以上の間隔

をおく
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スルファメトキサゾール 400㎎

トリメトプリム 80㎎

バクタ配合錠（院外）
Baktar 1錠

1錠中：

スルファメトキサゾール 400㎎

トリメトプリム 80㎎

【効】〔一般感染症〕①肺炎，慢性呼吸

器病変の二次感染．②複雑性膀胱炎，

腎盂腎炎．③感染性腸炎，腸チフス，

パラチフス．〈適応菌種〉付録34～35

頁参照 

〔ニューモシスチス肺炎の治療及び発

症抑制〕④ニューモシスチス肺炎，

ニューモシスチス肺炎の発症抑制．

〈適応菌種〉付録34～35頁参照

【用】（内）〔一般感染症〕①～③1日量4

錠（顆粒の場合は4g）を2回に分割．

年 齢， 症 状 に 応 じ て 適 宜 増 減．

〔ニューモシスチス肺炎の治療及び発

症抑制〕④治療に用いる場合：1日量9

～ 12錠（顆粒の場合は9 ～ 12g）を3

～4回に分割．小児：トリメトプリム

として1日量15～20㎎/㎏を3～4回に

分割．年齢，症状に応じて適宜増減．

発症抑制に用いる場合：1日1回1～2

錠（顆粒の場合は1～2g）を連日又は

週3日．小児：トリメトプリムとして1

日量4～8㎎/㎏を2回に分割し，連日

又は週3日

……………………………………………
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B型株

B/プーケット/3073/2013（山形系

統）

B/ビクトリア/705/2018（ビクトリ

ア系統）

各株のHA含量（相当値）は，1株当

たり30μg以上

【効】インフルエンザの予防

【用】（注）6か月以上3歳未満のものに

は0.25mLを皮下に，3歳以上13歳未満

のものには0.5mLを皮下におよそ2～4

週間の間隔をおいて2回注射．13歳以

上 の も の に つ い て は，0.5mLを 皮 下

に，1回又はおよそ1～4週間の間隔を

おいて2回注射

……………………………………………

（乾燥組換え帯状疱疹ワクチン（チャ

イニーズハムスター卵巣細胞由来））

Freeze-dried recombinant herpes 

zoster vaccine (prepared from 

chinese hamster ovary cells)

シングリックス筋注用 おけ
Shingrix 0.5mL1筒 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】帯状疱疹の予防

【用】（注）抗原製剤を専用溶解用液全

量で溶解し，50歳以上の成人に0.5mL

を2か月間隔で2回，筋注

……………………………………………

（乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン）

Freeze-dried live attenuated mumps 

vaccine

乾燥弱毒生おたふくかぜワク
チン「タケダ」 おけ

Freeze-dried live attenuated mumps 

vaccine 1瓶（溶解液0.7mL付）  〔武田〕

【効】おたふくかぜの予防

【用】（注）添付溶剤0.7mLで溶解し，1

回0.5mL皮下注

……………………………………………

（乾燥弱毒生水痘ワクチン）Freeze-

dried live attenuated varicella 

vaccine

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビ
ケン」 おけ

Freeze-dried live attenuated varicella 

vaccine 1瓶（溶解液0.7mL付） 

 〔田辺三菱〕

【効】水痘及び50歳以上の者に対する帯

状疱疹の予防

【用】（注）添付溶剤0.7mLで溶解し，1

回0.5mL皮下注

……………………………………………

（乾燥弱毒生風しんワクチン）

Freeze-dried live attenuated rubella 

vaccine

乾燥弱毒生風しんワクチン
「タケダ」（要時） おけ

Freeze-dried live attenuated rubella 

vaccine 1瓶（溶解液0.7mL付）  〔武田〕

【効】風しんの予防

【用】（注）添付の溶剤0.7mLで溶解し，

その0.5mLを1回皮下注

……………………………………………

（乾燥弱毒生麻しんワクチン）

Freeze-dried live attenuated measles 

vaccine

乾燥弱毒生麻しんワクチン
「タケダ」（要時） おけ

Dried live attenuated measles 

vaccine 1瓶（溶解液0.7mL付）  〔武田〕

【効】麻しんの予防

【用】（注）添付の溶剤0.7mLで溶解し，

その0.5mLを1回皮下注

……………………………………………

（乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチ

ン）Freeze-dried inactivated tissue 

culture hepatitis A vaccine

エイムゲン（要時） おけ
Aimmugen 1瓶（溶解液0.65mL付） 
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……………………………………………

（肺炎球菌ワクチン）Pneumococcus 

vaccine

ニューモバックスNP（要時）
 おけ

Pneumovax NP 0.5mL1瓶  〔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

……………………………………………

（4価髄膜炎菌ワクチン（ジフテリアト

キソイド結合体））Tetravalent 

meningococcal vaccine (diphtheria 

toxoid conjugate)

メナクトラ筋注（要時） おけ
Menactra 0.5mL1瓶  〔サノフィ〕

1バイアル（0.5mL）中：

髄膜炎菌（血清型A）多糖体ジフテ

リアトキソイド結合体 4μg

髄膜炎菌（血清型C）多糖体ジフテ

リアトキソイド結合体 4μg

髄膜炎菌（血清型Y）多糖体ジフテ

リアトキソイド結合体 4μg

髄膜炎菌（血清型W-135）多糖体ジ

フテリアトキソイド結合体 4μg

（多糖体としての量．ジフテリアト

キソイドタンパク質量は，全血清型

の結合体の合計で約48μgであるが，

用いる原薬の多糖体/タンパク質比

によって変動する．）

【効】髄膜炎菌（血清型A，C，Y及び

W-135）による侵襲性髄膜炎菌感染症

の予防

【用】（注）1回，0.5mLを筋注

……………………………………………

6313．ウイルスワクチン類
 

（インフルエンザHAワクチン）

Influenza HA vaccine

インフルエンザHAワクチン
「第一三共」1mL（旧名称：イ
ンフルエンザHAワクチン「北
里第一三共」1mL）（要時） おけ

Influenza HA vaccine 1mL1瓶 

 〔第一三共〕

A型株

A/カリフォルニア/7/2009（H1N1）

pdm09

A/ニューヨーク/39/2012（H3N2）

B型株

B/マサチュセッツ/2/2012

各株のHA含量（相当値）は，1株当

たり30μg以上

【効】インフルエンザの予防

【用】（注）1歳以上3歳未満は0.25mLを

皮下に，3歳以上13歳未満は0.5mLを皮

下におよそ2～4週間の間隔をおいて2

回注射．13歳以上は0.5mLを皮下に，1

回又はおよそ1～4週間の間隔をおい

て2回注射

……………………………………………

（インフルエンザHAワクチン）

Influenza HA vaccine

ビケンHA（要時） おけ
Biken HA 1mL1瓶  〔田辺三菱〕

A型株

A/広東-茂南/SWL1536/2019

（H1N1）

A/香港/2671/2019（H3N2）
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回，同様の用法で注射．10歳未満の者

には，0.25mLずつを同様の投与間隔で

皮下注．①②③但し，能動的HBs抗体

が獲得されていない場合には追加注射

……………………………………………

（経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチ

ン）Live attenuated human rotavi-

rus vaccine, oral

ロタリックス内用液（要時）
 おけ

Rotarix 1.5mL1本 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

【効】ロタウイルスによる胃腸炎の予防

【用】（内）乳児に，4週間以上の間隔を

おいて2回経口接種し，接種量は毎回

1.5mL

……………………………………………

（日本脳炎ワクチン）Japanese 

encephalitis vaccine

エンセバック皮下注用 おけ
Encevac 不活化日本脳炎ウイルス北京

株 参照品と同等以上/本 

 〔KMバイオロジクス〓MeijiSeika〕

ジェービックV（要時） おけ
Jebik V 1瓶（溶解液0.7mL付）  〔武田〕

【効】日本脳炎の予防

【用】（注） 添 付 の 溶 剤（注 射 用 水）

0.7mLで溶解．初回免疫：0.5mLずつを

2回，1 ～ 4週間の間隔で皮下注．3歳

未満の者には，0.25mLずつを同様の用

法で注射．追加免疫：初回免疫後おお

むね1年を経過した時期に，0.5mLを1

回皮下注．3歳未満の者には，0.25mL

を同様の用法で注射

……………………………………………

（不活化ポリオワクチン）Inactivated 

polio vaccine

イモバックスポリオ皮下注
（要時） おけ

Imovax polio 0.5mL1筒  〔サノフィ〕

1シリンジ中：

不活化ポリオウイルス1型 40DU

不活化ポリオウイルス2型 8DU

不活化ポリオウイルス3型 32DU

（DU：D抗原単位）

【効】急性灰白髄炎の予防

【用】（注）接種免疫：1回0.5mLずつを3

回，いずれも3週間以上の間隔で皮下

注．追加免疫：初回免疫後6か月以上

の間隔をおいて，1回0.5mLを皮下注

……………………………………………

632．毒素及びトキソイド類
6322．トキソイド類
 

（成人用沈降ジフテリアトキソイド）

Adsorbed diphtheria toxoid for 

adult use

ジフトキ「ビケンF」 おけ
Diphtheria toxioid 0.5mL1瓶 

 〔田辺三菱〕

【効】ジフテリアの予防

【用】（注）10歳以上の者に用い，1回

0.5mL以下を皮下注

……………………………………………

（沈降破傷風トキソイド）Adsorbed 

tetanus toxoid

沈降破傷風トキソイドキット
「タケダ」 おけ

Adsorbed tetanus toxoid 0.5mL1筒 

 〔武田〕

【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
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 〔Meiji Seika〕

【効】A型肝炎の予防

【用】（注）添付溶剤0.65mLで溶解して

使用．0.5mLずつを2 ～ 4週間間隔で2

回，筋肉内又は皮下に接種．初回接種

後24週経過後に0.5mLを追加接種．免

疫の賦与を急ぐ場合には，0.5mLずつ

を2週間隔で2回，筋肉内又は皮下に接

種．長期に抗体価を維持するためには

3回目の追加接種をすることが望まし

い

……………………………………………

（乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン）

Freeze-dried inactivated tissue 

culture rabies vaccine

組織培養不活化狂犬病ワクチ
ン（要時） おけ

Inactivated tissue culture rabies 

vaccine 1瓶（溶解液1mL付） 

 〔Meiji Seika〕

【効】狂犬病の感染予防及び発病阻止に

使用

【用】（注）添付溶剤全量で溶解して使

用．1.0mLを1回量．暴露前免疫：4週

間隔で2回皮下注，更に6～12か月後

に1回追加．暴露後免疫：第1回目を0

日とし，以降3，7，14，30及び90日の

計6回皮下注

……………………………………………

（組換え沈降2価ヒトパピローマウイル

ス様粒子ワクチン）Recombinant 

adsorbed bivalent human papilloma-

virus-likeparticle vaccine

サーバリックス（要時） おけ
Cervarix 0.5mL1筒 

 〔グラクソ・スミスクライン〕

0.5mL中：

ヒトパピローマウイルス16型L1た

ん白質ウイルス様粒子 20μg

ヒトパピローマウイルス18型L1た

ん白質ウイルス様粒子 20μg

【効】ヒトパピローマウイルス（HPV）

16型及び18型感染に起因する子宮頸癌

（扁平上皮細胞癌，腺癌）及びその前

駆病変（子宮頸部上皮内腫瘍（CIN）

2及び3）の予防

【用】（注）10 歳 以 上 の 女 性 に，1 回

0.5mLを0・1・6か月後に3回，上腕の

三角筋部に筋肉内接種

……………………………………………

（組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母

由来））Adsorbed hepatitis B vaccine

ビームゲン注0.25mL お
Bimmugen 5μg0.25mL1瓶 

 〔Meiji Seika〕

ビームゲン注0.5mL お
Bimmugen 0.5mL1瓶

ヘプタバックス－II水性懸濁注
シリンジ0.25mL お

Heptavax 0.25mL1筒  〔MSD〕

ヘプタバックス－II水性懸濁注
シリンジ0.5mL お

Heptavax 0.5mL1筒

【効】①B型肝炎の予防．②B型肝炎ウ

イルス母子感染の予防（抗HBs人免疫

グロブリンとの併用）．③HBs抗原陽

性でかつHBe抗原陽性の血液による汚

染事故後のB型肝炎発症予防（抗HBs

人免疫グロブリンとの併用）

【用】（注）①0.5mLずつを4週間隔で2

回，更に，20～24週を経過した後に1

回0.5mLを皮下注又は筋注．10歳未満

の者には，0.25mLずつを同様の投与間

隔で皮下注．②0.25mLを1回，生後12

時 間 以 内 を 目 安 に 皮 下 注． 更 に，

0.25mLずつを初回注射の1か月後及び6

か月後の2回，同様の用法で注射．③

0.5mLを1回，事故発生後7日以内に皮

下注又は筋注．更に0.5mLずつを初回

注射の1か月後及び3 ～ 6か月後の2
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力症患者の出血傾向の抑制

【用】（注）①添付された溶解液を全量

用いて溶解し，2 ～ 5分かけて静注．

初回投与量は90μg/㎏（4.5KIU/㎏）

とする．その後は1回投与量として60

～120μg/㎏（3～6KIU/㎏）を，出血

の種類及び程度に応じて適宜増減．初

期は，止血が得られ，臨床的改善が観

察 さ れ る ま で，2 ～ 3 時 間 ご と に 投

与．その後も治療が必要と判断される

期間は，投与間隔を適宜延長．軽度か

ら中等度の出血に対しては270μg/㎏

（13.5KIU/㎏）を単回投与可．②添付

された溶解液を全量用いて溶解し，2

～ 5分かけて静注．初回投与量は90

μg/㎏（4.5KIU/㎏）とする．その後

は1回投与量として60 ～ 120μg/㎏（3

～ 6KIU/㎏）を，出血の種類及び程

度に応じて適宜増減．初期は，止血が

得られ，臨床的改善が観察されるま

で，2 ～ 3時間ごとに投与．その後も

治療が必要と判断される期間は，投与

間隔を適宜延長．③添付された溶解液

を全量用いて溶解し，2 ～ 5分かけて

静注．15 ～ 30μg/㎏（0.75 ～ 1.5KIU/

㎏）を止血が得られるまで4～6時間

ごとに投与．出血の種類及び程度に応

じて投与量は適宜増減可．投与間隔も

適宜調整可．④添付された溶解液を全

量 用 い て 溶 解 し，2 ～ 5 分 か け て 静

注．80 ～ 120μg/ ㎏（4.0 ～ 6.0KIU/

㎏）を止血が得られ，臨床的改善が観

察されるまで，1.5～2.5時間ごとに投

与

……………………………………………

（エミシズマブ（遺伝子組換え））

Emicizumab (genetical recombina-

tion)

ヘムライブラ皮下注60㎎（要
時） け

Hemlibra 60㎎0.4mL1瓶  〔中外〕

ヘムライブラ皮下注90㎎（要
時） け

Hemlibra 90㎎0.6mL1瓶

ヘムライブラ皮下注105㎎（要
時） け

Hemlibra 105㎎0.7mL1瓶

ヘムライブラ皮下注150㎎（要
時） け

Hemlibra 150㎎1mL1瓶

【効】先天性血液凝固第VIII因子欠乏患

者における出血傾向の抑制

【用】（注）1回3㎎/㎏（体重）を1週間

の間隔で4回皮下注，以降は次記のい

ずれかの用法・用量で皮下注：1回1.5

㎎/㎏（体重）を1週間の間隔．1回3

㎎/㎏（体重）を2週間の間隔．1回6

㎎/㎏（体重）を4週間の間隔

……………………………………………

（オクトコグベータ（遺伝子組換え））

Octocog beta (genetical recombina-

tion)

コバールトリイ静注用250（要
時） け

Kovaltry 250国際単位1瓶（溶解液付） 

 〔バイエル〕

コバールトリイ静注用500 け
Kovaltry 500国際単位1瓶（溶解液付）

コバールトリイ静注用1000
（要時） け

Kovaltry 1000国際単位1瓶（溶解液

付）

コバールトリイ静注用2000
（要時） け

Kovaltry 2000国際単位1瓶（溶解液
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に準ずる

……………………………………………

633．抗毒素類及び抗レプトスピ
ラ血清類

6331．抗毒素類
 

（乾燥ガスえそウマ抗毒素）Freeze-

dried gas gangrene antitoxin, 

equine

乾燥ガスえそ抗毒素「KMB」
（要時） おけ

Freeze-dried gas gangrene antitoxin 

equine 各5,000単位入1瓶（溶解液付） 

 〔KMバイオロジクス〕

【効】ガスえその治療及び予防

【用】（注）1バイアルを注射用水20mLで

完全に溶解して使用．治療：なるべく

早 期 に 10,000 ～ 20,000 単 位（40 ～

80mL）を患部周辺を避け筋注（皮下）

又は静注，あるいは生理食塩液等で希

釈して点滴静注．症状が軽減しない時

は3 ～ 4時間ごとに5,000単位（20mL）

ず つ 追 加． 予 防： な る べ く 早 期 に

5,000 ～ 10,000単位（20 ～ 40mL）を筋

注（皮下）又は静注

……………………………………………

（乾燥まむしウマ抗毒素）Freeze-

dried mamushi antivenom, equine

乾燥まむし抗毒素「KMB」
 おけ

Freeze-dried mamushi antivenom 1

瓶（溶解液20mL付）  〔Meiji Seika〕

【効】まむし咬傷の治療

【用】（注） 添 付 の 溶 剤（注 射 用 水）

20mLで完全に溶解して使用．なるべく

早期に約6,000単位（約20mL）を咬傷

局所を避けた筋肉内（皮下注）又は静

注するか，あるいは生理食塩液で希釈

して点滴静注．症状が軽減しないとき

は 2 ～ 3 時 間 後 に 3,000 ～ 6,000 単 位

（10～20mL）を追加注射

……………………………………………

634．血液製剤類
6343．血漿分画製剤
 

（アンチトロンビンガンマ（遺伝子組

換え））Antithrombin gamma 

(genetical recombination)

アコアラン静注用600 け
Acoalan 600国際単位1瓶（溶解液付） 

 〔日本血液製剤〕

アコアラン静注用1800 け
Acoalan 1,800国際単位1瓶（溶解液

付）

【効】①先天性アンチトロンビン欠乏に

基づく血栓形成傾向．②アンチトロン

ビン低下を伴う播種性血管内凝固症候

群（DIC）

【用】（注）本剤を添付の注射用水で溶

解し，緩徐に静注もしくは点滴静注．

①1日1回24～72国際単位/㎏．②1日1

回36国際単位/㎏．患者の状態に応じ

て適宜増減．1日量として72国際単位

/㎏まで

……………………………………………

（エプタコグアルファ（活性型）（遺伝

子組換え））Eptacog alfa (activated) 

(genetical recombination)

ノボセブンHI静注用5㎎シリン
ジ（要時） け

NovoSeven HI 5㎎5mL1瓶（溶解液付） 

 〔ノボノルディスク〕

【効】①血液凝固第VIII因子又は第IX

因子に対するインヒビターを保有する

先天性血友病患者の出血抑制．②後天

性血友病患者の出血抑制．③先天性第

VII因子欠乏症患者における出血傾向

の抑制．④血小板に対する同種抗体を

保有し，血小板輸血不応状態が過去又

は現在みられるグランツマン血小板無
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ロイド剤が効果不十分な場合に限

る）．⑦慢性炎症性脱髄性多発根神経

炎（多巣性運動ニューロパチーを含

む）の筋力低下の改善．⑧視神経炎の

急性期（ステロイド剤が効果不十分な

場合）

【用】（注）添付の注射用水に溶解し，

直接静注する場合，極めて緩徐に．①

1回200～600㎎/㎏を3～4週間隔で点

滴静注又は直接静注．状態に応じて適

宜増減．②1回2500 ～ 5000㎎を，小

児：1回50～150㎎/㎏を点滴静注又は

直接静注．年齢及び症状に応じて適宜

増減．③1日200 ～ 400㎎/㎏を点滴静

注又は直接静注．5日間投与しても症

状の改善が認められない場合は以降の

投与を中止．年齢及び症状に応じて適

宜増減．④1日200㎎/㎏を5日間点滴

静注又は直接静注，若しくは2000㎎/

㎏を1回点滴静注．年齢及び症状に応

じて5日間投与の場合は適宜増減，1回

投与の場合は適宜減量．⑤1日400㎎/

㎏を5日間点滴静注又は直接静注．⑥1

日400㎎/㎏を5日間点滴静注．⑦1日

400㎎/㎏を5日間連日点滴静注．年齢

及び症状に応じて適宜減量．⑧1日400

㎎/㎏を5日間連日点滴静注

……………………………………………

（乾燥濃縮人アンチトロンビンIII）

Human anti-thrombin III, freeze-

dried concentrated

献血ノンスロン500注射用 く
Kenketu nonthron 500単位1瓶（溶解

液10mL付）  〔日本製薬〕

献血ノンスロン1500注射用
 く

Kenketu nonthron 1,500単位1瓶（溶

解液30mL付）

【効】①先天性アンチトロンビンIII欠

乏に基づく血栓形成傾向．②アンチト

ロンビンIII低下を伴う汎発性血管内

凝固症候群（DIC）．③アンチトロン

ビンIII低下を伴う門脈血栓症

【用】（注）添付の注射用水で溶解し，

緩徐に静注もしくは点滴静注．①1日

1000 ～ 3000 単 位 又 は 20 ～ 60 単 位/

㎏．年齢，症状により適宜減量．②ア

ンチトロンビンIIIが正常の70%以下に

低下した場合は，ヘパリンの持続点滴

静注のもとに1日1500単位又は30単位

/㎏．産科的，外科的DICなどで緊急

処置の場合は1日1回40～60単位/㎏．

年齢，体重，症状により適宜増減．③

アンチトロンビンIIIが正常の70%以下

に低下した場合，1日1,500国際単位

（又は30国際単位/㎏）を5日間投与．

血栓縮小傾向が認められた場合には，

1日1,500国際単位（又は30国際単位/

㎏）の5日間投与を最大2回まで追加が

可

……………………………………………

（乾燥濃縮人C1－インアクチベー

ター）Human C1 inactivator

ベリナートP静注用500 く
Berinert 正常人血漿1mL中含有量の

500倍1瓶（溶解液10mL付） 

 〔CSLベーリング〕

【効】①遺伝性血管性浮腫の急性発作．

②侵襲を伴う処置による遺伝性血管性

浮腫の急性発作の発症抑制

【用】（注）添付の注射用水全量で徐々

に溶解，直接静注又は，点滴静注．直

接静注の場合は，緩徐に．①1000 ～

1500I.U.を投与．数時間以内に効果の

発現が認められないか，不十分な場合

に500～1000I.U.を追加投与．24時間

後でも改善が不十分な場合は症状に応

じ繰り返す．②侵襲を伴う処置前の6

時間以内に1,000～1,500国際単位を投

与
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付）

コバールトリイ静注用3000
（要時） け

Kovaltry 3000国際単位1瓶（溶解液

付）

【効】血液凝固第VIII因子欠乏患者にお

ける出血傾向の抑制

【用】（注）添付の溶解液全量で溶解

し，緩徐に静注．5mL/分まで．1回10

～30国際単位/㎏，患者の状態に応じ

て適宜増減．定期的に投与する場合，

20 ～ 40国際単位/㎏を週2回又は週3

回，12歳以下の小児：25 ～ 50国際単

位/㎏を週2回，週3回又は隔日

……………………………………………

（乾燥抗HBs人免疫グロブリン）

Human anti-HBs immunoglobulin

ヘブスブリン筋注用200単位
 く

Hebsbulin 200単位1瓶（溶解液1mL付） 

 〔田辺三菱〕

【効】①HBs抗原陽性血液の汚染事故後

のB型肝炎発症予防．②新生児のB型

肝炎予防（原則として，沈降B型肝炎

ワクチンとの併用）

【用】（注）①添付の溶剤（注射用水）

で溶解し，1回1000 ～ 2000単位（5 ～

10mL）を筋注．必要に応じて増量する

か又は同量を繰り返す．小児：32 ～

48 単 位（0.16 ～ 0.24mL）/㎏ を 用 い

る．事故発生後7日以内．48時間以内

が望ましい．②添付の溶剤（注射用

水）で溶解し，初回注射量は100 ～

200単位（0.5 ～ 1.0mL）を筋注．初回

注射の時期は生後5日以内．生後12時

間が望ましい．追加注射には，32 ～

48単位（0.16～0.24mL）/㎏を投与

……………………………………………

（乾燥抗D（Rho）人免疫グロブリン）

Freeze-dried human anti-D (Rho) 

immunoglobulin

抗D人免疫グロブリン筋注用
1000倍「JB」 く

Anti-D human immunoglobulin 

1,000倍1瓶（溶解液2mL付） 

 〔日本血液製剤〕

【効】D（Rho）陰性で以前にD（Rho）

因子で感作を受けていない女性に対

し，次記の場合に投与することによ

り，D（Rho）因子による感作を抑制

する．①分娩後，流産後，人工妊娠中

絶後，異所性妊娠後，妊娠中の検査・

処置後（羊水穿刺，胎位外回転術等）

又は腹部打撲後等のD（Rho）感作の

可能性がある場合．②妊娠28週前後

【用】（注）本剤は，1瓶を添付の溶解液

（注射用水）2mLに溶解し，次記のとお

り投与．①72時間以内に本剤1瓶を筋

注．②本剤1瓶を筋注

……………………………………………

（乾燥スルホ化人免疫グロブリン）

Freeze-dried sulfonated human 

normal immunoglobulin

献血ベニロン－I静注用
5000㎎ く

Venilon-I 5g1瓶（溶解液100mL付） 

 〔帝人〕

【効】①低又は無ガンマグロブリン血

症．②重症感染症における抗生物質と

の併用．③特発性血小板減少性紫斑病

（他剤が無効で著明な出血傾向があ

り，外科的処置又は出産等一時的止血

管理を必要とする場合）．④川崎病の

急性期（重症であり，冠動脈障害の発

生の危険がある場合）．⑤ギラン・バ

レー症候群（急性増悪期で歩行困難な

重症例）．⑥好酸球性多発血管炎性肉

芽腫症における神経障害の改善（ステ
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炎（多巣性運動ニューロパチーを含

む）の運動機能低下の進行抑制（筋力

低下の改善が認められた場合）．⑦天

疱瘡（ステロイド剤の効果不十分な場

合）．⑧スティーブンス・ジョンソン

症候群及び中毒性表皮壊死症（ステロ

イド剤の効果不十分な場合）．⑨水疱

性類天疱瘡（ステロイド剤の効果不十

分な場合）．⑩ギラン・バレー症候群

（急性増悪期で歩行困難な重症例）．⑪

血清IgG2値の低下を伴う，肺炎球菌

又はインフルエンザ菌を起炎菌とする

急性中耳炎，急性気管支炎又は肺炎の

発症抑制（ワクチン接種による予防及

び他の適切な治療を行っても十分な効

果が得られず，発症を繰り返す場合に

限る）

【用】（注）添付の注射用水（500㎎製剤

は10mL，2500㎎製剤は50mL，5000㎎

製剤は100mL）で溶解．直接静注する

場合，極めて緩徐に［溶解方法を参

照］．①1回200 ～ 600㎎（4 ～ 12mL）/

㎏を3～4週間隔で点滴静注又は直接

静注．患者の状態により適宜増減．②

1 回 2500 ～ 5000 ㎎（50 ～ 100mL）， 小

児：1回100 ～ 150㎎（2 ～ 3mL）/㎏を

点滴静注又は直接静注．症状により適

宜増減．③1日200～400㎎（4～8mL）

/㎏を点滴静注又は直接静注．5日間

使用しても症状に改善が認められない

場合，以降の投与を中止．年齢及び症

状 に 応 じ て 適 宜 増 減． ④ 1 日 200 ㎎

（4mL）/㎏を5日間点滴静注又は直接

静注．年齢及び症状に応じて適宜増

減，若しくは2000㎎（40mL）/㎏を1

回点滴静注．1回投与の場合は適宜減

量．⑤1日400㎎（8mL）/㎏を5日間連

日点滴静注又は直接静注．年齢及び症

状 に 応 じ て 適 宜 減 量． ⑥「1,000 ㎎

（20mL）/ ㎏ を 1 日」 又 は「500 ㎎

（10mL）/㎏を2日間連日」を3週間隔

で点滴静注．⑦⑧⑨⑩1日400㎎（8mL）

/㎏を5日間連日点滴静注．⑪初回は

300㎎（6mL）/㎏，2回目以降は200㎎

（4mL）/㎏を点滴静注．投与間隔は通

常4週間

……………………………………………

（抗破傷風人免疫グロブリン）Human 

anti-tetanus immunoglobulin

テタガムP筋注シリンジ250
 く

Tetagam P 250国際単位1mL1筒 

 〔CSLベーリング〕

【効】①破傷風の発症予防．②破傷風の

発症後の症状軽減

【用】（注）①250I.U.を筋注．②5,000I.

U.以上を筋注

……………………………………………

（pH4処理人免疫グロブリン）pH4 

treated human normal immuno-

globulin

ハイゼントラ20%皮下注
2g/10mL（要時） く

Hizentra 2g10mL1瓶 

 〔CSLベーリング〕

【効】①無又は低ガンマグロブリン血

症．②慢性炎症性脱髄性多発根神経炎

の運動機能低下の進行抑制（筋力低下

の改善が認められた場合）

【用】（注）①人免疫グロブリンGとし

て50～200㎎（0.25～1mL）/㎏体重を

週1回皮下注．患者の状態に応じて，1

週あたりの投与量及び投与回数は適宜

増減．②1週あたり200㎎（1mL）/㎏

体重を1日又は連続する2日で分割して

皮下注，患者の状態に応じて，最大

400㎎（2mL）/㎏体重から投与を開始

することもできる．維持用量は200～

400㎎/㎏体重で適宜増減

……………………………………………
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……………………………………………

（乾燥濃縮人プロトロンビン複合体）

Freeze-dried human prothrombin 

complex concentrate

ケイセントラ静注用500 く
Kcentra 500国際単位1瓶（溶解液付） 

 〔CSLベーリング〕

ケイセントラ静注用1000 く
Kcentra 1000国際単位1瓶（溶解液付）

【効】ビタミンK拮抗薬投与中の患者に

おける，急性重篤出血時，又は重大な

出血が予想される緊急を要する手術・

処置の施行時の出血傾向の抑制

【用】（注）血液凝固第IX因子として，

次記の投与量を単回静脈内投与．投与

前のプロトロンビン時間-国際標準比

（PT-INR）が2～4までの場合，体重

100㎏以下で25IU/㎏，体重100㎏以上

で2500IU．投与前のプロトロンビン

時間-国際標準比（PT-INR）が4 ～ 6

までの場合，体重100㎏以下で35IU/

㎏，体重100㎏以上で3500IU．投与前

のプロトロンビン時間-国際標準比

（PT-INR）が6以上の場合，体重100

㎏以下で50IU/㎏，体重100㎏以上で

5000IU

……………………………………………

（乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複

合体）Human blood-coagulation 

factor eight inhibitor bypassing 

activity

ファイバ静注用500（要時）
 く

Feiba 500単位1瓶（溶解液10mL付） 

 〔武田〕

ファイバ静注用1000（要時）
 く

Feiba 1,000単位1瓶（溶解液20mL付）

【効】血液凝固第VIII因子又は第IX因

子インヒビターを保有する患者に対

し，血漿中の血液凝固活性を補いその

出血傾向を抑制

【用】（注）本品1瓶を添付の溶剤で溶解

し，緩徐に静注又は点滴静注（注射速

度 は 2 単 位/㎏/分 ま で）． 出 血 時 投

与：50 ～ 100単位/㎏を8 ～ 12時間間

隔で．年齢・症状に応じて適宜増減．

1日200単位/㎏まで．定期的投与：70

～100単位/㎏を1日おきに

……………………………………………

（乾燥人フィブリノゲン）Freeze-

dried human fibrinogen

フィブリノゲンHT静注用1g
「JB」 く

Fibrinogen HT 1g1瓶（溶解液50mL

付）  〔日本血液製剤〕

【効】先天性低フィブリノゲン血症の出

血傾向

【用】（注）1回3g注射用水に溶解し，

静注．年齢・症状により適宜増減

……………………………………………

（乾燥ポリエチレングリコール処理人

免疫グロブリン）Polyethylene 

glycol treated human normal immu-

noglobulin

献血グロベニン－I静注用
5000㎎ く

Glovenin-I 5g1瓶（溶解液100mL付） 

 〔日本製薬〕

【効】①無又は低ガンマグロブリン血

症．②重症感染症における抗生物質と

の併用．③特発性血小板減少性紫斑病

（他剤が無効で，著明な出血傾向があ

り，外科的処置又は出産等一時的止血

管理を必要とする場合）．④川崎病の

急性期（重症であり，冠動脈障害の発

生の危険がある場合）．⑤慢性炎症性

脱 髄 性 多 発 根 神 経 炎（多 巣 性 運 動

ニューロパチーを含む）の筋力低下の

改善．⑥慢性炎症性脱髄性多発根神経
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減

……………………………………………

（人血清アルブミン）Human serum 

albumin

アルブミン－ベーリング20%静
注10.0g/50mL く

Albumin 10.0g50mL  〔CSLベーリング〕

献血アルブミン20%静注
4g/20mL「JB」 く

Albumin 20%20mL1瓶  〔日本血液製剤〕

【効】①アルブミンの喪失（熱傷，ネフ

ローゼ症候群等）及びアルブミン合成

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】（注）1回4 ～ 10g（本剤として20

～ 50mL） を 緩 徐 に 静 注 又 は 点 滴 静

注．年齢，症状，体重により適宜増減

……………………………………………

（人ハプトグロビン）Human 

haptoglobin

ハプトグロビン静注2000単位
「JB」 く

Haptoglobin 2,000単位100mL1瓶 

 〔日本血液製剤〕

【効】熱傷・火傷，輸血，体外循環下開

心術などの溶血反応に伴うヘモグロビ

ン血症，ヘモグロビン尿症の治療

【用】（注）1回4000単位を緩徐に点滴静

注するか，体外循環時に使用する場合

は灌流液中に投与．症状により適宜反

復投与．年齢，体重により適宜増減．

（参考）小児：1回2000単位を目安とす

る

……………………………………………

（ポリエチレングリコール処理抗HBs

人免疫グロブリン）Polyethylene 

glycol treated human anti-HBs 

immunoglobulin

ヘブスブリンIH静注1000単位
 く

Hebsbulin IH 1,000単位5mL1瓶 

 〔田辺三菱〕

【効】①HBs抗原陽性血液の汚染事故後

のB型肝炎発症予防．②HBs抗原陽性

のレシピエントにおける肝移植後のB

型肝炎再発抑制．③HBc抗体陽性ド

ナーからの肝移植後のレシピエントに

おけるB型肝炎発症抑制

【用】（注）直接静注又は生理食塩液な

ど中性に近い補液に混じて点滴静注．

直接静注する場合は，きわめて徐々に

行うこと．①1回1,000～2,000単位（5

～ 10mL）． 小 児：1 回 32 ～ 48 単 位

（0.16～0.24mL）/㎏．投与時期は事故

発生後7日以内，48時間以内が望まし

い． ② 無 肝 期 に 5,000 ～ 10,000 単 位

（25 ～ 50mL），術後初期に1日当たり

2,000 ～ 10,000 単 位（10 ～ 50mL）． 小

児： 無 肝 期 に 100 ～ 200 単 位（0.5 ～

1mL）/㎏，術後初期に1日当たり40～

200単位（0.2 ～ 1mL）/㎏．術後初期

の投与は7日間以内．その後，患者の

状態に応じ血中HBs抗体価200～1,000

単位/L以上を維持するように投与．

③無肝期に10,000単位（50mL），術後

初期に1日当たり10,000単位（50mL）．

小児：無肝期に200単位（1mL）/㎏，

術後初期に1日当たり200単位（1mL）

/㎏．術後初期の投与は7日間以内．

その後，患者の状態に応じ血中HBs抗

体価200単位/L以上を維持するように

投与

……………………………………………
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（pH4処理人免疫グロブリン）pH4 

treated human normal immuno-

globulin

ハイゼントラ20%皮下注
4g/20mL（要時） く

Hizentra 4g20mL1瓶 

 〔CSLベーリング〕

【効】①無又は低ガンマグロブリン血

症．②慢性炎症性脱髄性多発根神経炎

の運動機能低下の進行抑制（筋力低下

の改善が認められた場合）

【用】（注）人免疫グロブリンGとして

50～200㎎（0.25～1mL）/㎏体重を週

1回皮下注

……………………………………………

（pH4処理人免疫グロブリン）pH4 

treated human normal immuno-

globulin

ピリヴィジェン10%静注
5g/50mL く

Privigen 5g50mL1瓶  〔CSLベーリング〕

【効】①無又は低ガンマグロブリン血

症．②慢性炎症性脱髄性多発根神経炎

の筋力低下の改善．③慢性炎症性脱髄

性多発根神経炎の運動機能低下の進行

抑制（筋力低下の改善が認められた場

合）

【用】（注）①1回200～600㎎（2～6mL）

/㎏体重を3～4週間隔で点滴静注又は

緩徐に静注．患者の状態によって適宜

増減．②1日に400㎎（4mL）/㎏体重

を5日間連日点滴静注．③「1,000㎎

（10mL）/㎏体重を1日」又は「500㎎

（5mL）/㎏体重を2日間連日」を3週間

隔で点滴静注

……………………………………………

（人血液凝固第XIII因子）Human 

blood-coagulation factor XIII 

fraction, dried

フィブロガミンP静注用 く
Fibrogammin P 正常人血漿1mL中含

有量の240倍1瓶（溶解液4mL付） 

 〔CSLベーリング〕

【効】①先天性及び後天性血液凝固第

XIII因子欠乏による出血傾向．②血液

凝固第XIII因子低下に伴う縫合不全及

び瘻孔．③IgA血管炎における次記症

状の改善：腹部症状，関節症状

【用】（注）添付の注射用水に溶解す

る．①1日量4 ～ 20mLを緩徐に静注．

年齢，症状などにより適宜増減．②1

日量12 ～ 24mLを緩徐に静注．急性炎

症，急性感染の消褪した後で，血清総

蛋白，血清アルブミン等に異常が無

く，縫合不全，瘻孔が存続し，血液凝

固第XIII因子が70%以下に低下してい

る患者に投与．5日間投与しても症状

に改善が認められない場合，投与を中

止． ③ 1 日 1 回 12 ～ 20mLを 緩 徐 に 静

注．年齢，症状により適宜増減．血液

凝固第XIII因子が90%以下に低下して

いる患者に投与．3日間の投与とする

……………………………………………

（人血清アルブミン）Human serum 

albumin

アルブミナー 5%静注
12.5g/250mL く

Albuminar 12.5g250mL 

 〔CSLベーリング〕

【効】アルブミンの喪失（熱傷，ネフ

ローゼ症候群など）及びアルブミン合

成低下（肝硬変症など）による低アル

ブミン血症，出血性ショック

【用】（注）1回5 ～ 12.5g（本剤として

100 ～ 250mL）を緩徐に静注又は点滴

静注，年齢，症状，体重により適宜増
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（4mL）/㎏を5日間点滴静注又は直接

静注，若しくは人免疫グロブリンGと

して2,000㎎（20mL）/㎏を1回点滴静

注．年齢及び症状に応じて適宜減量．

⑤1日400㎎（4mL）/㎏を5日間点滴静

注．⑥1日400㎎（4mL）/㎏を5日間連

日点滴静注又は直接静注．年齢及び症

状 に 応 じ て 適 宜 減 量． ⑦「1,000 ㎎

（10mL）/ ㎏ を 1 日」 又 は「500 ㎎

（5mL）/㎏を2日間連日」を3週間隔で

点滴静注．⑧1日400㎎（4mL）/㎏を5

日間点滴静注．⑨1日400㎎（4mL）/

㎏を5日間連日点滴静注．年齢及び症

状に応じて適宜減量．⑩初回は300㎎

（3mL）/㎏，2回目以降は200㎎（2mL）

/㎏を投与．投与間隔は，通常，4週

間．⑪⑫1日400㎎（4mL）/㎏を5日間

連日点滴静注．⑬1日あたり1,000㎎

（10mL）/㎏を点滴静注．年齢及び状

態 に 応 じ て 適 宜 減 量． 総 投 与 量 は

4,000㎎（40mL）/㎏を超えない

……………………………………………

（ルリオクトコグアルファペゴル（遺

伝子組換え））Rurioctocog alfa pegol 

(genetical recombination)

アディノベイト静注用キット
250（要時） け

Adynovate 250国際単位1キット（溶

解液付）  〔武田〕

アディノベイト静注用キット
500 け

Adynovate 250国際単位1キット（溶

解液付）

アディノベイト静注用キット
1000（要時） け

Adynovate 1,000国際単位1キット

（溶解液付）

アディノベイト静注用キット
2000（要時） け

Adynovate 2,000国際単位1キット

（溶解液付）

アディノベイト静注用キット
3000（要時） け

Adynovate 3,000国際単位1キット

（溶解液付）

【効】血液凝固第VIII因子欠乏患者にお

ける出血傾向の抑制

【用】（注）添付の溶解液5mLで溶解し，

緩徐に静注．10mL/分まで．1回10 ～

30国際単位/㎏，患者の状態に応じて

適宜増減．定期的に投与する場合，40

～50国際単位/㎏を週2回，1回60国際

単位/㎏まで増量可．12歳未満の小児

は，1回40～60国際単位/㎏を週2回投

与，1回80国際単位/㎏を超えない範

囲で増量可

……………………………………………

6349．その他の血液製剤類
 

タコシール組織接着用シート
（手術部） く

Tachosil 4.8㎝×4.8㎝1枚 

 〔CSLベーリング〕

タコシール組織接着用シート
（手術部） く

Tachosil 9.5㎝×4.8㎝1枚

1中：

ヒトフィブリノゲン 5.5㎎

トロンビン画分 2.0I.U.

【効】肝臓外科，肺外科，心臓血管外

科，産婦人科及び泌尿器外科領域にお

ける手術時の組織の接着・閉鎖（但

し，縫合あるいは接合した組織から血

液，体液又は体内ガスの漏出をきた

し，他に適切な処置法のない場合に限

る．）

【用】（外）接着・閉鎖部位の血液，体

液をできるだけ取り除き，本剤を適切

な大きさにし，乾燥状態のままあるい

は生理食塩液でわずかに濡らし，その
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（ポリエチレングリコール処理抗破傷

風人免疫グロブリン）Polyethylene 

glycol treated human anti-tetanus 

immunoglobulin

テタノブリンIH静注250単位
 く

Tetanobulin IH 250国際単位3.4mL1瓶 

 〔田辺三菱〕

テタノブリンIH静注1500単位
 く

Tetanobulin IH 1,500国際単位20mL1

瓶

【効】破傷風の発症予防並びに発症後の

症状軽減のための治療に用いる

【用】（注）点滴注射するか，又は直接

静注．直接静注する場合，極めて徐々

に行う．破傷風の発症を予防：250I.

U.を投与．重症の外傷例には1500I.

U.を投与．広汎な第II度熱傷などの場

合は適宜反復投与．破傷風の治療：軽

～中等症例は，1500 ～ 3000I.U.，重

症例では3000 ～ 4500I.U.を投与．症

状により適宜増量

……………………………………………

（ポリエチレングリコール処理人免疫

グロブリン）Polyethylene glycol 

treated human normal immuno-

globulin

献血ヴェノグロブリンIH10%
静注0.5g/5mL く

Kenketsu venoglobulin IH 500㎎5mL1

瓶  〔日本血液製剤〕

献血ヴェノグロブリンIH10%
静注5g/50mL く

Kenketsu venoglobulin IH 5g50mL1

瓶

【効】①低並びに無ガンマグロブリン血

症．②重症感染症における抗生物質と

の併用．③特発性血小板減少性紫斑病

（他剤が無効で，著明な出血傾向があ

り，外科的処置又は出産等一時的止血

管理を必要とする場合）．④川崎病の

急性期（重症であり，冠動脈障害の発

生の危険がある場合）．⑤多発性筋

炎・皮膚筋炎における筋力低下の改善

（ステロイド剤が効果不十分な場合に

限る）．⑥慢性炎症性脱髄性多発根神

経炎（多巣性運動ニューロパチーを含

む）の筋力低下の改善．⑦慢性炎症性

脱 髄 性 多 発 根 神 経 炎（多 巣 性 運 動

ニューロパチーを含む）の運動機能低

下の進行抑制（筋力低下の改善が認め

られた場合）．⑧全身型重症筋無力症

（ステロイド剤又はステロイド剤以外

の免疫抑制剤が十分に奏効しない場合

に限る）．⑨天疱瘡（ステロイド剤の

効果不十分な場合）．⑩血清IgG2値の

低下を伴う，肺炎球菌又はインフルエ

ンザ菌を起炎菌とする急性中耳炎，急

性気管支炎又は肺炎の発症抑制（ワク

チン接種による予防及び他の適切な治

療を行っても十分な効果が得られず，

発症を繰り返す場合に限る）．⑪水疱

性類天疱瘡（ステロイド剤の効果不十

分な場合）．⑫ギラン・バレー症候群

（急性増悪期で歩行困難な重症例）．⑬

抗ドナー抗体陽性腎移植における術前

脱感作

【用】（注）①1回200～600㎎（2～6mL）

/㎏を3～4週間隔で点滴静注又は直接

静注．患者の状態によって適宜増減．

②成人に対しては，1回2,500 ～ 5,000

㎎（25 ～ 50mL），小児に対しては，1

回100～150㎎（1～1.5mL）/㎏を点滴

静注又は直接静注．症状によって適宜

増量．③1日200～400㎎（2～4mL）/

㎏を点滴静注又は直接静注．なお，5

日間使用しても症状に改善が認められ

ない場合，以降の投与中止．年齢及び

症状に応じて適宜増減．④1日400㎎
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るいは接合した組織から血液，体液又

は体内ガスの漏出を来し，他に適切な

処置法のない場合に限る）

【用】（外）フィブリノゲン凍結乾燥粉

末（バイアル1）をフィブリノゲン溶

解液（バイアル2）全量で溶解し，A

液とする．トロンビン凍結乾燥粉末

（バイアル3）をトロンビン溶解液（バ

イ ア ル 4） 全 量 で 溶 解 し，B液 と す

る．溶解した両液の等容量を接着・閉

鎖部位に重層又は混合して適用．10

あ た りA液B液 各 々 1mLを 適 用． 接

着・閉鎖部位の状態，大きさなどに応

じて適宜増減

……………………………………………

636．混合生物学的製剤
6361．ワクチン・トキソイド混合

製剤
 

（沈降ジフテリア破傷風混合トキソイ

ド）Adsorbed diphtheria-tetanus 

combined toxoid

DTビック（要時） おけ
  〔田辺三菱〕

0.1mL中：

ジフテリアトキソイド 5Lf以下（7I.

U.以上）

破傷風トキソイド 1Lf以下（4I.U.以

上）

【効】ジフテリア及び破傷風の予防

【用】（注）①初回免疫：1回0.5mLずつ

を2回，3～8週間隔で皮下注．10歳以

上には，第1回量0.1mL皮下注．副反応

の少ないときは，第2回以後適宜増

量．②追加免疫：初回免疫後6か月以

上の間隔で（標準：初回免疫終了後12

～18か月の間）0.5mLを1回皮下注．初

回免疫のとき副反応の強かった者には

適宜減量し，以後の追加免疫のときの

接 種 量 も こ れ に 準 ず る．10 歳 以 上

0.1mL以下を皮下注

……………………………………………

（沈降精製百日せきジフテリア破傷風

不活化ポリオ混合ワクチン）Ad-

sorbed diphtheria-purified pertussis-

tetanus inactivated polio combined 

vaccine

クアトロバック皮下注シリン
ジ（要時） おけ

Quattrovac 0.5mL1筒  〔Meiji Seika〕

0.5mL中：

百日せき菌防御抗原 4単位以上

ジフテリアトキソイド 16.7Lf以下

破傷風トキソイド 6.7Lf以下

不活化ポリオウイルス1型（Sabin

株） 1.5DU

不活化ポリオウイルス2型（Sabin

株） 50DU

不活化ポリオウイルス3型（Sabin

株） 50DU

DU：D抗原単位

テトラビック皮下注シリンジ
（要時） おけ

Tetrabik 0.5mL1本  〔田辺三菱〕

0.5mL中：

百日せき菌の防御抗原 4単位以上

ジフテリアトキソイド 15Lf以下

破傷風トキソイド 2.5Lf以下

不活化ポリオウイルス1型（Sabin

株） 1.5DU

不活化ポリオウイルス2型（Sabin

株） 50DU

不活化ポリオウイルス3型（Sabin

株） 50DU

DU：D抗原単位

【効】百日せき，ジフテリア，破傷風及

び急性灰白髄炎の予防

【用】（注） 初 回 免 疫： 小 児 に，1 回

0.5mLずつを3回，いずれも3週間以上

の間隔で皮下注．追加免疫：小児に，
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活性成分固着面を接着・閉鎖部位に貼

付し，3～5分間圧迫

……………………………………………

ベリプラストPコンビセット組
織接着用（手術部） く

Beriplast P 1mL2キット1組 

 〔CSLベーリング〕

バイアル1（フィブリノゲン末）

フィブリノゲン 80㎎/V

ヒト血液凝固第XIII因子 60倍/V

バイアル2（アプロチニン液）

アプロチニン液 1000KIE/V

バイアル3（トロンビン末）

トロンビン 300単位/V

バイアル4（塩化カルシウム液）

塩化カルシウム水和物 5.88㎎/V

【効】組織の接着・閉鎖（但し，縫合あ

るいは接合した組織から血液，体液又

は体内ガスの漏出を来し，他に適切な

処置法のない場合に限る）

【用】（外） 用 法： フ ィ ブ リ ノ ゲ ン 末

（バイアル1）をアプロチニン液（バイ

アル2）全量で溶解し，A液とする．

トロンビン末（バイアル3）を，アプ

ロチニン液量と同量の塩化カルシウム

液（バイアル4）で溶解し，B液とす

る．接着・閉鎖部位にA液，B液を重

層又は混合して適用．用量：10あた

りA液B液各々 1mLを適用．接着・閉

鎖部位の状態，大きさに応じ適宜増減

……………………………………………

ボルヒール組織接着用 く
Bolheal 1mL4瓶1組  〔日本血液製剤〕

1mL製剤中：

バイアル1（フィブリノゲン凍結乾

燥粉末）：

人フィブリノゲン 80㎎

人血液凝固第XIII因子 75単位

バイアル2（フィブリノゲン溶解

液）：

局外規アプロチニン液

 1000KIE/1.0mL

バイアル3（トロンビン凍結乾燥粉

末）：

トロンビン 250単位

バイアル4（トロンビン溶解液）：

塩化カルシウム水和物 5.9㎎/1.0mL

ボルヒール組織接着用 く
Bolheal 3mL4瓶1組

3mL製剤中：

バイアル1（フィブリノゲン凍結乾

燥粉末）：

人フィブリノゲン 240㎎

人血液凝固第XIII因子 225単位

バイアル2（フィブリノゲン溶解

液）：

局外規アプロチニン液

 3000KIE/3.0mL

バイアル3（トロンビン凍結乾燥粉

末）：

トロンビン 750単位

バイアル4（トロンビン溶解液）：

塩化カルシウム水和物 17.7㎎/3.0mL

ボルヒール組織接着用 く
Bolheal 5mL4瓶1組

5mL製剤中：

バイアル1（フィブリノゲン凍結乾

燥粉末）：

人フィブリノゲン 400㎎

人血液凝固第XIII因子 375単位

バイアル2（フィブリノゲン溶解

液）：

局外規アプロチニン液

 5000KIE/5.0mL

バイアル3（トロンビン凍結乾燥粉

末）：

トロンビン 1250単位

バイアル4（トロンビン溶解液）：

塩化カルシウム水和物 29.5㎎/5.0mL

【効】組織の接着・閉鎖（但し，縫合あ
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液0.5mL）  〔日本ビーシージー〕

【効】結核の診断に用いる

【用】（注）①添付の溶解液の全量を吸

い上げ，標準品0.25μg相当量入りの本

剤に注入して溶解し，0.5μg相当量/mL

の精製ツベルクリン溶液をつくる．②

精製ツベルクリン溶液0.1mLを前膊

（前腕）屈側のほぼ中央部又は上膊

（上腕）屈側の中央からやや下部の皮

内に注射し，注射後およそ48時間後に

判読する

……………………………………………

6399．他に分類されない生物学的
製剤

 

（インターフェロンアルファ（NA-

MALWA））Interferon alfa

スミフェロン注DS300万IU
 おけ

Sumiferon 300万国際単位1mL1筒 

 〔大日本住友〕

スミフェロン注DS600万IU
（要時） おけ

Sumiferon 600万国際単位（IU）1mL1

筒

【効】①腎癌，多発性骨髄腫，ヘアリー

細胞白血病．②慢性骨髄性白血病．③

HBe抗原陽性でかつDNAポリメラー

ゼ陽性のB型慢性活動性肝炎のウイル

ス血症の改善．④C型慢性肝炎におけ

る ウ イ ル ス 血 症 の 改 善（血 中HCV 

RNA量が高い場合を除く）．⑤C型代

償性肝硬変におけるウイルス血症の改

善（セログループ1の血中HCV RNA

量が高い場合を除く）．⑥（スミフェ

ロン注バイアル300万IU・注DS300万

IUのみ）亜急性硬化性全脳炎におけ

るイノシン　プラノベクスとの併用に

よる臨床症状の進展抑制．⑦（スミ

フ ェ ロ ン 注 バ イ ア ル 300 万IU・ 注

DS300 万 IU の み）HTLV-I 脊 髄 症

（HAM）

【用】（注）①②1日1回300万～ 600万

I.U.を皮下注又は筋注．年齢，症状に

より適宜増減又は隔日投与．③1日1回

300万～600万I.U.を皮下注又は筋注．

④HCV RNAが陽性であることを確認

したうえで，1日1回300万～ 900万I.

U.を連日又は週3回皮下注又は筋注．

⑤HCV RNAが陽性であることを確認

し た う え で，1 日 1 回 600 万I.U.で 開

始．2週間まで連日，その後1日1回300

万～600万I.U.を週3回皮下又は筋注．

状態により適宜減量．⑥イノシン　プ

ラノベクスと併用し，1日1回100万～

300万I.U.を週1～3回髄腔内（脳室内

を 含 む） に 投 与． ⑦ 1 日 1 回 300 万

I.U.を皮下注又は筋注

……………………………………………

（インターフェロンガンマ－1a（遺伝

子組換え））Interferon gamma-1a 

(genetical recombination)

イムノマックス－γ注100 お
Imunomax-γ 100万国内標準単位1瓶

（溶解液1mL付）  〔共和〕

【効】①腎癌．②慢性肉芽腫症に伴う重

症感染の頻度と重篤度の軽減．③菌状

息肉症，セザリー症候群

【用】（注）①生食液又は5%ブドウ糖液

等に溶解して1法又は2法により点滴静

注．1法（連日投与）：1日1回200万～

300万国内標準単位/㎡を連日投与．2

法（間欠投与）：1日1回1000万国内標

準単位/㎡を5日間連日投与，9日間休

薬，これを2回．その後，1日1回1000

万国内標準単位/㎡を隔日3回投与，9

日間休薬．これを2回以上繰り返す．

年齢，症状により適宜増減．②1日1回

25万国内標準単位/㎡を週1～3回皮下

注．安全性からみて上記投与量の継続
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初回免疫後6か月以上の間隔をおい

て，0.5mLを1回皮下注

……………………………………………

6369．その他の混合生物学的製剤
 

（乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチ

ン）Freeze-dried live attenuated 

measles and rubella combined 

vaccine

乾燥弱毒生麻しん風しん混合
ワクチン「タケダ」（要時） おけ

Freeze-dried live attenuated measles 

and rubella combined vaccine 1瓶

（溶解液0.7mL付）  〔武田〕

0.5mL中：

弱毒生麻しんウイルス（シュワルツ

FF-8株） 5000FFU以上

弱毒生風しんウイルス（TO-336株）

 1000FFU以上

【効】麻しん及び風しんの予防

【用】（注）添付の溶剤0.7mLで溶解し，

0.5mLを1回皮下注

……………………………………………

639．その他の生物学的製剤
6391．結核菌含有及び抗アレル

ギー的物質製剤
 

（乾燥BCG膀胱内用（日本株））

Freeze-dried BCG intravesical 

(Japan)

イムノブラダー膀注用
40㎎ おけ

Immunobladder 40㎎1瓶（溶解液1mL

付）  〔日本ビーシージー〕

【効】表在性膀胱癌，膀胱上皮内癌

【用】（外）①薬剤の調製：本品1本（40

㎎）に添付の溶剤（生理食塩液）1mL

を加え40㎎/mLの懸濁液とする．これ

に生理食塩液19.5mLを更に加え均等な

BCG希 釈 液 を 調 製 す る． ② 投 与 方

法：尿道カテーテルを膀胱内に無菌条

件下で挿入し，残尿を排出した後，80

㎎のBCGを含有している希釈液を同

カテーテルより膀胱内にできるだけ

ゆっくりと注入し，原則として2時間

膀胱内に保持するようにつとめる．こ

れを週1回8週間繰り返す．用量及び回

数は症状に応じ適宜増減し，投与間隔

も必要に応じ延長できることとする

……………………………………………

（乾燥BCG膀胱内用（日本株））

Freeze-dried BCG intravesical 

(Japan)

イムノブラダー膀注用
80㎎ おけ

Immunobladder 80㎎1瓶（溶解液2mL

付）  〔日本ビーシージー〕

【効】表在性膀胱癌，膀胱上皮内癌

【用】（外）①薬剤の調製：本品1本（80

㎎）に添付の溶剤（生理食塩液）2mL

を加え40㎎/mLの懸濁液とする．これ

に生理食塩液39mLを更に加え均等な

BCG希 釈 液 を 調 製 す る． ② 投 与 方

法：尿道カテーテルを膀胱内に無菌条

件下で挿入し，残尿を排出した後，80

㎎のBCGを含有している希釈液を同

カテーテルより膀胱内にできるだけ

ゆっくりと注入し，原則として2時間

膀胱内に保持するようにつとめる．こ

れを週1回8週間繰り返す．用量及び回

数は症状に応じ適宜増減し，投与間隔

も必要に応じ延長できることとする

……………………………………………

6393．精製ツベルクリン
 

（精製ツベルクリン）Purified 

tuberculin

一般診断用精製ツベルクリン
（PPD）1人用 おけ

Purified tuberculin 0.25μg1瓶（溶解
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（インターフェロンベータ－1b（遺伝

子組換え））Interferon beta-1b 

(genetical recombination)

ベタフェロン皮下注用960万国
際単位（要時） おく

Betaferon 960万国際単位1瓶（溶解液

1.2mL付）  〔バイエル〕

【効】多発性硬化症の再発予防及び進行

抑制

【用】（注）800万I.U.を隔日皮下注

……………………………………………

（エクリズマブ（遺伝子組換え））Ecu-

lizumab (genetical recombination)

ソリリス点滴静注300㎎（要
時） おけ

Soliris 300㎎30mL1瓶  〔アレクシオン〕

【効】①発作性夜間ヘモグロビン尿症に

おける溶血抑制．②非典型溶血性尿毒

症症候群における血栓性微小血管障害

の抑制．③全身型重症筋無力症（免疫

グロブリン大量静注療法又は血液浄化

療法による症状の管理が困難な場合に

限る）．④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）①1回600㎎から開始．初回

投与後，週1回の間隔で初回投与を含

め合計4回点滴静注し，その1週間後

（初回投与から4週間後）から1回900㎎

を2週に1回の間隔で点滴静注．②次記

の用法・用量で点滴静注． 

〔18歳以上〕導入期：1回900㎎を週1回

で計4回．維持期：初回投与4週間後か

ら1回1200㎎を2週に1回． 

〔18歳未満〕 

（40㎏以上）導入期：1回900㎎を週1回

で計4回．維持期：初回投与4週間後か

ら1回1200㎎を2週に1回． 

（30㎏以上40㎏未満）導入期：1回600

㎎を週1回で計2回．維持期：初回投与

2週間後から1回900㎎を2週に1回． 

（20㎏以上30㎏未満）導入期：1回600

㎎を週1回で計2回．維持期：初回投与

2週間後から1回600㎎を2週に1回． 

（10㎏以上20㎏未満）導入期：1回600

㎎を週1回で計1回．維持期：初回投与

1週間後から1回300㎎を2週に1回． 

（5㎏以上10㎏未満）導入期：1回300㎎

を週1回で計1回．維持期：初回投与1

週間後から1回300㎎を3週に1回．③④

1回900㎎から投与を開始．初回投与

後，週1回の間隔で初回投与を含め合

計4回点滴静注し，その1週間後（初回

投与から4週間後）から1回1200㎎を2

週に1回の間隔で点滴静注

……………………………………………

（抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリ

ン）Anti-human thymocyte 

immunoglobulin, rabbit

サイモグロブリン点滴静注用
25㎎（要時） おけ

Thymoglobuline 25㎎1瓶  〔サノフィ〕

【効】①中等症以上の再生不良性貧血．

②造血幹細胞移植の前治療．③造血幹

細胞移植後の急性移植片対宿主病．④

次記の臓器移植後の急性拒絶反応の治

療：腎移植，肝移植，心移植，肺移

植，膵移植，小腸移植

【用】（注） ① 1 日 1 回 2.5 ～ 3.75 ㎎/㎏

を，生理食塩液又は5%ブドウ糖注射

液500mLで希釈して，6時間以上かけ緩

徐に点滴静注．投与期間は5日間．②1

日1回2.5㎎/㎏を，生理食塩液又は5%

ブドウ糖注射液500mLで希釈して，6時

間以上かけ緩徐に点滴静注．投与期間

は造血幹細胞移植5日前より4日間．③

1日1回2.5～3.75㎎/㎏を，生理食塩液

又は5%ブドウ糖注射液500mLで希釈し

て，6時間以上かけ緩徐に点滴静注．

投与期間は5日間．④腎移植の場合：1
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が困難と判断されたときは適宜減量又

は中止．1回25万国内標準単位/㎡を

超える高用量の投与は望ましくない．

③1日1回200万国内標準単位を生理食

塩液又は5%ブドウ糖注射液等に溶解

し，週5回点滴静注．効果が不十分な

場合，1日1回400万国内標準単位ま

で．患者の状態により適宜減量

……………………………………………

（インターフェロンベータ）Inter-

feron beta

フエロン注射用300万 おけ
Feron 300万国際単位1瓶（溶解液2mL

付）  〔第一三共〕

【効】①膠芽腫，髄芽腫，星細胞腫．②

皮膚悪性黒色腫．③HBe抗原陽性でか

つDNAポリメラーゼ陽性のB型慢性

活動性肝炎のウイルス血症の改善．④

C型慢性肝炎におけるウイルス血症の

改善．⑤リバビリンとの併用による次

記のいずれかのC型慢性肝炎における

ウイルス血症の改善．（1）血中HCV-

RNA量が高値の患者．（2）インター

フェロン製剤単独療法で無効の患者又

はインターフェロン製剤単独療法後再

燃した患者．⑥C型代償性肝硬変にお

けるウイルス血症の改善（HCVセロ

グループ1の血中HCV-RNA量が高い

場合を除く）

【用】（注）①局所投与：添付溶解液の

適 量 に 溶 解 し，1 日 100 万 ～ 600 万I.

U.を 髄 腔 内（腫 瘍 内 を 含 む） に 投

与．年齢，症状により適宜増減．点滴

静注：生理食塩液又は5%ブドウ糖注

射液等に溶解し，1日100万～ 600万

I.U.を点滴静注．年齢，症状により適

宜増減．②添付溶解液の適量に溶解

し，病巣あたり1日1回40万～ 80万I.

U.を腫瘍内又はその周辺部に投与．1

日総投与量は100万～300万I.U.．腫瘍

の大きさ，状態および年齢，症状によ

り適宜増減．③静注又は点滴静注：生

理食塩液又は5%ブドウ糖注射液等に

溶解し，1回300万I.U.を初日1回，以

後6日間1日1～2回，2週目より1日1回

静注又は点滴静注．④静注又は点滴静

注：使用にあたっては，HCV-RNA

が陽性であることを確認したうえで行

う．生理食塩液又は5%ブドウ糖注射

液 等 に 溶 解 し，1 回 300 万 ～ 600 万I.

U.を1日1回連日静注又は点滴静注．

⑤静注又は点滴静注：使用にあたって

は，HCV-RNAが陽性であることを

確認したうえで行う．生理食塩液又は

5%ブドウ糖注射液等に溶解し，1日

600万I.U.で投与を開始し，投与後4週

間までは連日，以後週3回静注又は点

滴静注．⑥静注又は点滴静注：使用に

あたっては，HCV-RNAが陽性であ

ることを確認したうえで行う．生理食

塩液又は5%ブドウ糖注射液等に溶解

し，1日600万I.U.で投与を開始し，投

与後6週間までは1日300万～ 600万I.

U.を連日，以後1日300万I.U.を週3回

静注又は点滴静注

……………………………………………

（インターフェロンベータ－1a（遺伝

子組換え））Interferon beta-1a 

(genetical recombination)

アボネックス筋注30μgペン
（要時） おけ

Avonex 30μg0.5mL1本  〔バイオジェン〕

【効】多発性硬化症の再発予防

【用】（注）1回30μgを週1回筋注

……………………………………………
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解液（注射用水）5mLで溶解し全量を

投与

……………………………………………

（ペグインターフェロンアルファ－2a

（遺伝子組換え））Peginterferon 

alfa-2a (genetical recombination)

ペガシス皮下注90μg（要時） お
Pegasys 90μg1mL1瓶  〔中外〕

【効】①C型慢性肝炎におけるウイルス

血症の改善．②リバビリンとの併用に

よる次のいずれかのC型慢性肝炎にお

けるウイルス血症の改善．1）セログ

ループ1（ジェノタイプI（1a）又はII

（1b）でHCV-RNA量が高値の患者．

2）インターフェロン単独療法で無効

又はインターフェロン単独療法後再燃

した患者．③リバビリンとの併用によ

るC型代償性肝硬変におけるウイルス

血症の改善．④B型慢性活動性肝炎に

おけるウイルス血症の改善

【用】（注） ① ② 使 用 に あ た っ て は，

HCV-RNAが陽性であることを確認

したうえで行う．1回180μgを週1回，

皮下注．患者の状態を考慮し，減量，

中止等の適切な処置を行うこと．③使

用にあたっては，HCV-RNAが陽性

であることを確認したうえで行う．1

回90μgを週1回，皮下注．患者の状態

を考慮し，減量，中止等の適切な処置

を行うこと．④使用にあたっては，

HBV-DNA量の測定等によりウイル

スの増殖を確認したうえで行う．1回

90μgを週1回，皮下注．年齢，HBV-

DNA量等に応じて，1回の投与量を

180μgとすることができる．患者の状

態を考慮し，減量，中止等の適切な処

置を行うこと

……………………………………………

（ペグインターフェロンアルファ－2a

（遺伝子組換え））Peginterferon 

alfa-2a (genetical recombination)

ペガシス皮下注180μg（要時）
 お

Pegasys 180μg1mL1瓶  〔中外〕

【効】①C型慢性肝炎におけるウイルス

血症の改善．②リバビリンとの併用に

よる次のいずれかのC型慢性肝炎にお

けるウイルス血症の改善．1）セログ

ループ1（ジェノタイプI（1a）又はII

（1b）でHCV-RNA量が高値の患者．

2）インターフェロン単独療法で無効

又はインターフェロン単独療法後再燃

した患者．③B型慢性活動性肝炎にお

けるウイルス血症の改善

【用】（注） ① ② 使 用 に あ た っ て は，

HCV-RNAが陽性であることを確認

したうえで行う．1回180μgを週1回，

皮下注．患者の状態を考慮し，減量，

中止等の適切な処置を行うこと．③使

用にあたっては，HBV-DNA量の測

定等によりウイルスの増殖を確認した

うえで行う．1回90μgを週1回，皮下

注． 年 齢，HBV-DNA量 等 に 応 じ

て，1回の投与量を180μgとすること

ができる．患者の状態を考慮し，減

量，中止等の適切な処置を行うこと

……………………………………………

（ベズロトクスマブ（遺伝子組換え））

Bezlotoxumab (genetical recombina-

tion)

ジーンプラバ点滴静注625㎎
（要時） け

Zinplava 625㎎25mL1瓶  〔MSD〕

【効】クロストリジウム・ディフィシル

感染症の再発抑制

【用】（注）10㎎/㎏を60分かけて単回

点滴静注

…………………………………………… 
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日1回1.5㎎/㎏を，1バイアル（25㎎）

あたり，生理食塩液又は5%ブドウ糖

注射液50mLで希釈して，6時間以上か

け緩徐に点滴静注．投与期間は7～14

日間．肝移植，肺移植，膵移植及び小

腸移植の場合：1日1回1.5㎎/㎏を，1

バイアル（25㎎）あたり，生理食塩液

又は5%ブドウ糖注射液50mLで希釈し

て，6時間以上かけ緩徐に点滴静注．

投与期間は14日間まで．心移植の場

合：1日1回1.5～2.5㎎/㎏を，1バイア

ル（25㎎）あたり，生理食塩液又は

5%ブドウ糖注射液50mLで希釈して，6

時間以上かけ緩徐に点滴静注．投与期

間は14日間まで

……………………………………………

（サトラリズマブ（遺伝子組換え））

Satralizumab (genetical recombina-

tion)

エンスプリング皮下注120㎎シ
リンジ（要時） おけ

Enspryng 120㎎1mL1筒  〔中外〕

【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120㎎を初回，2週後，4

週後に皮下注，以降は4週間隔で皮下

注

……………………………………………

（トシリズマブ（遺伝子組換え））

Tocilizumab (genetical recombina-

tion)

アクテムラ点滴静注用
200㎎ おけ

Actemra 200㎎10mL1瓶  〔中外〕

【効】既存治療で効果不十分な次記疾

患：①関節リウマチ（関節の構造的損

傷の防止を含む），多関節に活動性を

有する若年性特発性関節炎，②全身型

若年性特発性関節炎．③成人スチル

病．④キャッスルマン病に伴う諸症状

及び検査所見（C反応性タンパク高

値，フィブリノーゲン高値，赤血球沈

降速度亢進，ヘモグロビン低値，アル

ブミン低値，全身倦怠感）の改善．但

し，リンパ節の摘除が適応とならない

患者に限る．⑤腫瘍特異的T細胞輸注

療法に伴うサイトカイン放出症候群

【用】（注）①1回8㎎/㎏を4週間隔で点

滴静注．②③④1回8㎎/㎏を2週間隔

で点滴静注，症状により1週間まで投

与間隔を短縮できる．⑤体重30㎏以上

は1回8㎎/㎏，体重30㎏未満は1回12

㎎/㎏を点滴静注

……………………………………………

（トシリズマブ（遺伝子組換え））

Tocilizumab (genetical recombina-

tion)

アクテムラ皮下注162㎎オート
インジェクター おけ

Actemra 162㎎0.9mL1キット  〔中外〕

【効】既存治療で効果不十分な次記疾

患：①関節リウマチ（関節の構造的損

傷の防止を含む）．②高安動脈炎，巨

細胞性動脈炎

【用】（注）①1回162㎎を2週間隔で皮下

注．効果不十分な場合，1週間まで投

与間隔を短縮できる．②1回162㎎を1

週間隔で皮下注

……………………………………………

（バシリキシマブ（遺伝子組換え））

Basiliximab (genetical recombina-

tion)

シムレクト静注用20㎎ おけ
Simulect 20㎎1瓶（溶解液5mL付） 

 〔ノバルティス〕

【効】腎移植後の急性拒絶反応の抑制

【用】（注）40㎎を総用量とし，20㎎ず

つ2回に分割し，静注．初回投与は移

植術前2時間以内，2回目の投与は移植

術4日後．静注に際しては，添付の溶
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ル鞭毛虫感染症

【用】（内）①1クールとして，1回250㎎

を1日2回，10日間．②1回500㎎を1日3

回又は4回．③1回250㎎を1日4回又は1

回500㎎を1日3回，10 ～ 14日間．④1

回250㎎を1日3回又は1回500㎎を1日2

回7日間．⑤アモキシシリン水和物，

クラリスロマイシン及びプロトンポン

プインヒビター併用によるヘリコバク

ター・ピロリの除菌治療が不成功の場

合：メトロニダゾールとして1回250

㎎，アモキシシリン水和物として1回

750㎎及びプロトンポンプインヒビ

ターの3剤を同時に1日2回，7日間．⑥

1回500㎎を1日3回10日間．症状に応じ

て1回750㎎を1日3回．⑦1回250㎎を1

日3回5～7日間

……………………………………………

バクトラミン注
Bactramin 5mL1管  〔太陽ファルマ〕

1アンプル（5mL）中：

スルファメトキサゾール 400㎎

トリメトプリム 80㎎

【効】カリニ肺炎．〈適応菌種〉ニュー

モシスチス・カリニ

【用】（注）トリメトプリムとして1日量

15～20㎎/㎏を3回に分割し，1～2時

間かけて点滴静注．年齢，症状に応じ

て適宜増減

……………………………………………

642．駆虫剤
6429．その他の駆虫剤
 

（イベルメクチン）Ivermectin

ストロメクトール錠3㎎（院
外） お

Stromectol 3㎎1錠  〔MSD〕

【効】①腸管糞線虫症．②疥癬

【用】（内）①約200μg/㎏を2週間間隔

で2回．②約200μg/㎏を1回．（体重毎

の1回当たりの投与量）15－24㎏：1

錠，25－35㎏：2錠，36－50㎏：3錠，

51－65㎏：4錠，66－79㎏：5錠，80㎏

以上：約200μg/㎏

……………………………………………

（ピランテルパモ酸塩）Pyrantel 

pamoate

コンバントリン錠100㎎（院
外）

Combantrin 100㎎1錠  〔佐藤製薬〕

【効】回虫，鉤虫，蟯虫，東洋毛様線虫

の駆除

【用】（内）10㎎/㎏を1回．食事に関係

なく投与可，また下剤を使用する必要

はない．投与は1回のみ．体重換算に

よる服用量の概算は20㎏：200㎎，30

㎏：300㎎，40㎏：400㎎，50㎏以上：

500㎎

……………………………………………

（フェノトリン）Phenothrin

スミスリンローション5%（要
時）

Sumithrin 5%30g1本  〔クラシエ〕

【効】疥癬

【用】（外）1週間隔で，1回1本（30g）

を頸部以下（頸部から足底まで）の皮

膚に塗布し，塗布後12時間以上経過し

た後に入浴，シャワー等で洗浄，除去

……………………………………………
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64

64．寄生動物用薬

64．寄生動物用薬
641．抗原虫剤
6419．その他の抗原虫剤
 

（ペンタミジンイセチオン酸塩）

Pentamidine isetionate

ベナンバックス注用300㎎ お
Benambax 300㎎1瓶  〔サノフィ〕

【効】カリニ肺炎．〈適応菌種〉ニュー

モシスチス・カリニ

【用】（注）①点滴静注・筋注：4㎎/㎏

を1日1回．1）点滴静注：注射用水3

～5mLに溶解した後，ブドウ糖注射液

又は生理食塩液50～250mLに希釈し，

1～2時間かけて点滴静注．2）筋注：

注射用水3mLに溶解した後，2カ所以上

の部位に分けて筋注．②吸入投与：

300～600㎎を注射用水（1バイアルに

つき3 ～ 5mL）に溶解し，吸入装置を

用いて1日1回30分かけて．吸入装置は

5μm以下のエアロゾル粒子を生成す

る能力を有する超音波ネブライザー又

はコンプレッサー式ネブライザー等を

使用すること．吸入装置により霧化能

力，薬液槽容量が異なるので，使用す

る機種に応じて薬液を注射用水で適切

な量に希釈して用いること

……………………………………………

（メトロニダゾール）Metronidazole

アネメトロ点滴静注液500㎎
Anaemetro 500mL100mL1瓶 

 〔ファイザー〕

【効】①嫌気性菌感染症：敗血症，深在

性皮膚感染症，外傷・熱傷及び手術創

等の二次感染，骨髄炎，肺炎，肺膿

瘍，膿胸，骨盤内炎症性疾患，腹膜

炎，腹腔内膿瘍，胆嚢炎，肝膿瘍，化

膿性髄膜炎，脳膿瘍．〈適応菌種〉本

剤に感性のペプトストレプトコッカス

属，バクテロイデス属，プレボテラ

属，ポルフィロモナス属，フソバクテ

リウム属，クロストリジウム属，ユー

バクテリウム属②感染性腸炎（偽膜性

大腸炎を含む）．〈適応菌種〉本剤に感

性のクロストリジウム・ディフィシル

③アメーバ赤痢

【用】（注）成人にはメトロニダゾール

として，1回500㎎を1日3回，20分以上

かけて点滴静注．難治性又は重症感染

症には症状に応じて，1回500㎎を1日4

回投与

……………………………………………

（メトロニダゾール）Metronidazole

フラジール内服錠250㎎
Flagyl 250㎎1錠  〔塩野義〕

【効】①トリコモナス症（腟トリコモナ

スによる感染症）．②嫌気性菌感染

症：深在性皮膚感染症，外傷・熱傷及

び手術創等の二次感染，骨髄炎，肺

炎，肺膿瘍，骨盤内炎症性疾患，腹膜

炎，腹腔内膿瘍，肝膿瘍，脳膿瘍．

〈適応菌種〉本剤に感性のペプトスト

レプトコッカス属，バクテロイデス

属，プレボテラ属，ポルフィロモナス

属，フソバクテリウム属，クロストリ

ジウム属，ユーバクテリウム属．③感

染性腸炎（偽膜性大腸炎を含む）．〈適

応菌種〉本剤に感性のクロストリジウ

ム・ディフィシル．④細菌性腟症．

〈適応菌種〉本剤に感性のペプトスト

レプトコッカス属，バクテロイデス・

フラジリス，プレボテラ・ビビア，モ

ビルンカス属，ガードネラ・バジナリ

ス．⑤ヘリコバクター・ピロリ感染

症： 胃 潰 瘍・ 十 二 指 腸 潰 瘍・ 胃

MALTリンパ腫・特発性血小板減少

性紫斑病・早期胃癌に対する内視鏡的

治療後胃におけるヘリコバクター・ピ

ロリ感染症，ヘリコバクター・ピロリ

感染胃炎．⑥アメーバ赤痢．⑦ランブ
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71

71．調剤用薬

714．矯味，矯臭，着色剤
7142．シロップ製剤
 

（単シロップ）Simple syrup

単シロップ
Simple syrup 0.85g1mL  〔マイラン〕

【効】矯味の目的で調剤に用いる

……………………………………………

7149．その他の矯味，矯臭，着色
剤

 

（l－メントール）l-menthol

l－メントール「ホエイ」
l-menthol 原末  〔マイラン〕

【効】芳香・矯臭・矯味の目的で調剤に

用いる

……………………………………………

（ハッカ水）Mentha herb

ハッカ水「ケンエー」
Mentha water 0.002mL1mL  〔健栄〕

【効】水剤（含嗽剤，吸入剤を含む）の

矯味，矯臭の目的で調剤に用いる

……………………………………………

719．その他の調剤用薬
 

（ウイテプゾール）Witepsol

ホスコE－75あ 
Vosco E-75 500g1箱  〔丸石〕

ホスコH－15あ 
Vosco H-15 500g1箱

【効】坐剤基剤

……………………………………………

（塩化ナトリウム）Sodium chloride

塩化ナトリウム「オーツカ」
Sodium chloride 原末  〔大塚製薬工場〕

【効】①（内）食塩喪失時の補給．②

（注）〔0.4%注射液〕注射剤の溶解希釈

剤．〔生理食塩液〕細胞外液欠乏時，

ナトリウム欠乏時，クロール欠乏時，

注射剤の溶解希釈剤．〔10%注射液〕

ナ ト リ ウ ム 欠 乏 時 の 電 解 質 補 給．

〔1M，2.5M注射液〕電解質補液の電

解質補正．③（外）皮膚・創傷面・粘

膜の洗浄・湿布，含嗽・噴霧吸入剤と

して気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進．

④（その他）医療用器具の洗浄

【用】①（内）1回1 ～ 2gをそのまま，

又は水に溶かして投与．年齢，症状に

より適宜増減．②（注）〔0.4%注射液〕

適量をとり，注射用医薬品の希釈，溶

解に用いる．〔生理食塩液〕1）20 ～

1,000mLを皮下，静注又は点滴静注．

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．〔10%注射液〕電解質補給の

目的で，輸液剤などに添加して必要量

を静注又は点滴静注．〔1M，2.5M注

射液〕電解質補液の電解質の補正とし

て体内の水分，電解質の不足に応じて

電 解 質 補 液 に 添 加 し て 用 い る． ③

（外）（1）等張液として皮膚，創傷面，

粘膜の洗浄，湿布に用いる．（2）等張

液として含嗽，噴霧吸入に用いる．④

（その他）生理食塩液として医療用器

具の洗浄に用いる

……………………………………………
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71

71．調剤用薬

7．治療を主目的としない医薬品

71．調剤用薬
711．賦形剤
7111．乳糖類
 

（乳糖水和物）Lactose hydrate

乳糖「ホエイ」
Lactose hydrate 原末  〔マイラン〕

【効】賦形剤として調剤に用いる

……………………………………………

712．軟膏基剤
7121．油脂性基剤
 

（オリブ油）Olive oil

オリブ油
Olive oil 原液  〔マイラン〕

【効】軟膏剤，硬膏剤，リニメント剤な

どの基材として調剤に用いる．皮膚・

粘膜の保護剤として用いる

……………………………………………

（白色ワセリン）White petrolatum

白色ワセリン「ケンエー」
White petrolatum 1g1g  〔健栄〕

【効】軟膏基剤として調剤に用いる．ま

た，皮膚保護剤として用いる

……………………………………………

（白色ワセリン）White petrolatum

プロペト
Propeto 1g1g  〔丸石〕

【効】眼科用軟膏基剤，一般軟膏基剤と

して調剤に用いる．また，皮膚保護剤

として用いる

……………………………………………

7122．乳剤性基剤
 

（精製ラノリン）Purified lanolin

精製ラノリン
Purified lanolin 1g1g  〔日興〕

【効】軟膏基剤として調剤に用いる

……………………………………………

7123．水溶性基剤
 

（マクロゴール）Macrogol

ソルベース
Solbase 10g  〔明治薬品〕

100g中：

マクロゴール400 50g

マクロゴール4000 50g

【効】皮膚疾患，とくに湿潤性皮膚疾患

の外用軟膏基剤として各種薬剤を配合

する

……………………………………………

713．溶解剤
7131．精製水類
 

（注射用水）Water for injection

大塚蒸留水
Water for injection 500mL1瓶・細口 

 〔大塚〕

【効】注射剤の溶解希釈剤，注射剤の製

剤

……………………………………………

（注射用水）Water for injection

注射用水PL「フソー」
Water for injection 20mL1管  〔扶桑〕

【効】注射用医薬品の溶解・希釈剤

……………………………………………

（滅菌精製水）Sterile purified water

滅菌精製水
Sterile purified water 500mL1瓶（プ

ラスチックボトル開栓型）  〔光〕

【効】点眼剤などの溶剤とし，その他無

菌条件を必要とする製剤の調製，医療

器具の洗浄に用いる

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

硫酸バリウム濃度30 ～ 150w/v%，用

量100～300mL．大腸（注腸）：硫酸バ

リウム濃度20～130w/v%，用量200～

2000mL

……………………………………………

（硫酸バリウム）Barium sulfate

バムスター S200（放射線科）
Bamster S 300g150mL1本  〔カイゲン〕

【効】消化管撮影

【用】（内）検査部位及び検査方法に応

じ，本剤をそのまま又は本剤の適量に

適量の水を加えて適当な濃度とし，そ

の適量を経口投与又は注腸．次記量を

標準とする．食道（経口）：硫酸バリ

ウ ム 濃 度 50 ～ 200w/v%， 用 量 10 ～

150mL．胃・十二指腸（経口：充盈，

レリーフ，二重造影）：硫酸バリウム

濃度30～200w/v%，用量10～300mL．

小腸（経口）：硫酸バリウム濃度30～

150w/v%， 用 量 100 ～ 300mL． 大 腸

（注 腸）： 硫 酸 バ リ ウ ム 濃 度 20 ～

130w/v%，用量200～2000mL

……………………………………………

（硫酸バリウム）Barium sulfate

バリエネマ300（放射線科）あ 
Bari-enema 180g300mL1個  〔日医工〕

【効】消化管（大腸）撮影

【用】（外）1個を直腸内に注入

……………………………………………

7213．造影補助剤
 

（クエン酸マグネシウム）Magnesium 

citrate

マグコロール内用液13.6%分包
250mL

Magcorol 13.6%250mL1包  〔堀井〕

【効】大腸検査（①X線・②内視鏡）前

処置における腸管内容物の排除．③腹

部外科手術時における前処置用下剤

【用】（内）①③高張液投与：1回27 ～

34g（本品200～250mL）を検査予定時

間の10 ～ 15時間前．年齢，症状によ

り適宜増減．②高張液投与：1回27～

34g（本品200～250mL）を検査予定時

間の10～15時間前．等張液投与：68g

（本品500mL）を水に溶解し，全量約

1800mLとする．1回1800mLを検査予定

時間の4時間以上前に200mLずつ約1時

間かけて．年齢，症状により適宜増減

するが，2400mLまで

……………………………………………

（クエン酸マグネシウム）Magnesium 

citrate

マグコロール散68%分包100g
Magcorol P 68%100g1包  〔堀井〕

【効】大腸検査（①X線・②内視鏡）前

処置における腸管内容物の排除．③腹

部外科手術時における前処置用下剤

【用】（内） ① ② ③ 高 張 液 投 与：34g

（本 剤 50g） を 水 に 溶 解 し， 全 量 約

180mLとする．1回144 ～ 180mLを検査

予定時間の10 ～ 15時間前に経口投

与．年齢，症状により適宜増減．②等

張液投与：68g（本剤100g）を水に溶

解 し， 全 量 約 1,800mL と す る．1 回

1,800mLを検査予定時間の4時間以上前

に200mLずつ約1時間かけて経口投与．

年 齢， 症 状 に よ り 適 宜 増 減． 最 大

2,400mLまで

……………………………………………

バロス発泡顆粒（放射線科）
Baros 5g1包  〔堀井〕

1g中：

炭酸水素ナトリウム 460㎎

酒石酸 420㎎

【効】胃及び十二指腸の透視・撮影の造

影補助

【用】（内）透視開始に際して，造影剤

投与開始直前あるいは投与開始後，年

齢，胃内容積の個人差，造影の体位に
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72．診断用薬（体外診断用医薬品を除く．）

72．診断用薬（体外診断用医
薬品を除く．）

721．X線造影剤
7211．ヨウ素化合物製剤
 

（アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミ

ン）Meglumine sodium amidotri-

zoate

ガストログラフイン経口・注
腸用

Gastrografin 37g100mL1瓶 

 〔バイエル〕

1瓶（100mL）中：

アミドトリゾ酸 59.73g

メグルミン 15.924g

水酸化ナトリウム 629㎎

【効】①消化管撮影：次記の場合におけ

る消化管造影（狭窄の疑いのあると

き．急性出血．穿孔の恐れのあるとき

（消化器潰瘍，憩室）．その他，外科手

術を要する急性症状時．胃及び腸切除

後（穿孔の危険，縫合不全）．内視鏡

検査法実施前の異物及び腫瘍の造影．

胃・腸瘻孔の造影）．②コンピュー

ター断層撮影における上部消化管造影

【用】（内）①1回60mL（レリーフ造影に

は，10～30mL）．②30～50倍量の水で

希釈し，250～300mL．（注腸）3～4倍

量の水で希釈し，最高500mLを注腸投

与

……………………………………………

（ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステ

ル）Iodine addition products of the 

ethylesters of the fatty acids 

obtained from poppyseed oil

リピオドール480注10mL
Lipiodol 4.8g10mL1管  〔ゲルベ〕

1管中：

ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステ

ル 10mL

ヨウ素量として4.8g（38w/w%）

【効】①リンパ系撮影．②子宮卵管撮

影．③医薬品又は医療機器の調製

【用】（注）①皮膚直下の末梢リンパ管

内に注入．用量はヨード化ケシ油脂肪

酸エチルエステルとして上腕片側5～

6mL，下肢片側10mLである．注入速度

は0.3～0.5mL/分程度が望ましい．②

用時医師が定める．ヨード化ケシ油脂

肪酸エチルエステルとして5～8mLを

200㎜Hg以下の圧で注入することが原

則．症状により適宜増減．③適量と

り，医薬品又は医療機器の調製に用い

る

……………………………………………

7212．バリウム塩製剤
 

（硫酸バリウム）Barium sulfate

エネマスター注腸散あ 
Enemaster 98.1%10g  〔伏見〕

【効】消化管（大腸）撮影

【用】（外）本剤の適量に適量の水を加

えて適当な濃度とし，その適量を注

腸．次記量を標準とする：硫酸バリウ

ム 濃 度 20 ～ 130w/v%， 用 量 200 ～

2000mL

……………………………………………

（硫酸バリウム）Barium sulfate

ネオバルギンHD
Neo balgin HD 98.6%10g  〔カイゲン〕

【効】消化管撮影

【用】（内）検査部位及び検査方法に応

じ，本剤の適量に適量の水を加えて適

当な濃度とし，その適量を経口投与又

は注腸．次の量を標準とする．食道

（経 口）： 硫 酸 バ リ ウ ム 濃 度 50 ～

200w/v%，用量10～150mL．胃・十二

指腸（経口：充盈，レリーフ，二重造

影）：硫酸バリウム濃度30 ～ 200w/

v%，用量10 ～ 300mL．小腸（経口）：
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10mLを関節腔内に注入．年齢，体重，

撮影部位の大きさにより適宜増減

……………………………………………

（イオパミドール）Iopamidol

オイパロミン300注50mL（放射
線科）あ 

Oypalomin 15g50mL1瓶 

 〔コニカミノルタ〕

〔先発品〕イオパミロン注300

オイパロミン300注100mL（放
射線科）あ 

Oypalomin 30g100mL1瓶

〔先発品〕イオパミロン注300

【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

オイパロミン300注シリンジ
100mL（放射線科）あ 

Oypalomin 30g100mL1筒 

 〔コニカミノルタ〕

〔先発品〕イオパミロン注300シリンジ

【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

……………………………………………

（イオパミドール）Iopamidol

オイパロミン370注50mL（放射
線科）あ 

Oypalomin 18.5g50mL1瓶 

 〔コニカミノルタ〕

〔先発品〕イオパミロン注370

オイパロミン370注100mL（放
射線科）あ 

Oypalomin 37g100mL1瓶

〔先発品〕イオパミロン注370

【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

……………………………………………
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応じて，約100 ～ 400mLの炭酸ガスの

発生量に相当する量を，少量の水又

は，造影剤と共に投与

……………………………………………

7214．配合製剤
 

（アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミ

ン）Meglumine sodium amidotri-

zoate

ウログラフイン注60%
Urografin 5.8g20mL1管  〔バイエル〕

ウログラフイン注60%
Urografin 29g100mL1瓶

1mL中：

アミドトリゾ酸 471.78㎎

メグルミン 125.46㎎

水酸化ナトリウム 5.03㎎

【効】①逆行性尿路撮影．②内視鏡的逆

行性膵胆管撮影．③経皮経肝胆道撮

影．④関節撮影

【用】（注）1回次記量を使用．年齢，体

重，症状，目的により適宜増減．①20

～ 150mL（原液又は2 ～ 4倍希釈）．②

20～40mL．③20～60mL．④1～10mL

……………………………………………

（アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミ

ン）Meglumine sodium amidotri-

zoate

ウログラフイン注76%
Urografin 7.4g20mL1管  〔バイエル〕

1mL中：

アミドトリゾ酸 597.3㎎

メグルミン 159.24㎎

水酸化ナトリウム 6.29㎎

【効】唾液腺撮影

【用】（注）1回0.5～2mL

……………………………………………

7219．その他のX線造影剤
 

（イオジキサノール）Iodixanol

ビジパーク270注50mL
Visipaque 13.5g50mL1瓶 

 〔GEヘルスケア〕

【効】脳血管撮影，四肢血管撮影，逆行

性尿路撮影，内視鏡的逆行性膵胆管撮

影

【用】（注）1回，次記の量を使用．血管

内に投与する場合の総投与量は，270

㎎I/mL製 剤 は 180mLま で． 脳 血 管 撮

影：4 ～ 15mL． 四 肢 血 管 撮 影：8 ～

80mL．逆行性尿路撮影：20～200mL，

原液を生理食塩水で2倍希釈し用いる

ことも可能．内視鏡的逆行性膵胆管撮

影：3 ～ 40mL（注：1回の検査におけ

る総使用量）．非血管内への注入に際

しては，年齢，体重，症状，目的によ

り適宜増減

……………………………………………

（イオトロクス酸メグルミン）

Iotroxate meglumine

ビリスコピン点滴静注50
Biliscopin 5g100mL1瓶  〔バイエル〕

1mL中：

イオトロクス酸 79.83㎎

メグルミン 25.63㎎

【効】胆嚢・胆管撮影

【用】（注）本剤100mLを30 ～ 60分にわ

たり点滴静注．年齢，体重，症状によ

り適宜増減

……………………………………………

（イオトロラン）Iotrolan

イソビスト注300
Isovist 3g10mL1瓶  〔バイエル〕

【効】①子宮卵管撮影．②関節撮影

【用】（注）①1回6～10mLを導管より子

宮腔内に注入．年齢，体重，撮影部位

の大きさにより適宜増減．②1回1 ～
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イオパーク300注100mL（放射
線科）あ 

Iopaque 64.71%100mL1瓶

〔先発品〕オムニパーク300注100mL

【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

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）〉．⑦

50～100mL（60mL以上は点滴）

……………………………………………

（イオヘキソール）Iohexol

イオパーク300注シリンジ50mL
Iopaque 64.71%50mL1筒  〔富士製薬〕

イオパーク300注シリンジ
100mL（放射線科）あ 

Iopaque 64.71%100mL1筒

〔先発品〕オムニパーク300注シリンジ

100mL

イオパーク300注シリンジ
125mL（放射線科）あ 

Iopaque 64.71%125mL1筒

〔先発品〕オムニパーク300注シリンジ

125mL

イオパーク300注シリンジ
150mL（放射線科）あ 

Iopaque 64.71%150mL1筒

〔先発品〕オムニパーク300注シリンジ

150mL

【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」
（旧名称：イオパーク350注
50mL）（放射線科）

Iopaque 17.5g50mL1瓶  〔富士製薬〕

イオパーク350注100mL（放射
線科）あ 

Iopaque 35g100mL1瓶

〔先発品〕オムニパーク350注100mL

【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

……………………………………………
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（イオパミドール）Iopamidol

イオパミドール370注シリンジ
100mL「F」（旧名称：オイパロ
ミン370注シリンジ100mL）（放
射線科）あ 

Oypalomin 37g100mL1筒 

 〔コニカミノルタ〕

〔先発品〕イオパミロン注370シリンジ

【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「FRI」あ 

Iopromide 62.34%100mL1筒 

 〔富士フイルム富山化学〕

〔先発品〕プロスコープ300注シリンジ

100mL

【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「FRI」

Iopromide 76.89%100mL1筒 

 〔富士フイルム富山化学〕

【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，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 3 ～ 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」（旧名称：イオパー
ク240注シリンジ100mL）（放射
線科）

Iopaque 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

イオパーク300注20mL（放射線
科）あ 

Iopaque 64.71%20mL1瓶  〔富士製薬〕

〔先発品〕オムニパーク300注20mL
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イオメロン300注50mL（放射線
科）

Iomeron 15g50mL1瓶

イオメロン300注100mL（放射
線科）

Iomeron 30g100mL1瓶

【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

回投与する場合は総量250mLまで．①

5 ～ 15mL．②5 ～ 50mL．③5 ～ 60mL．

④ 10 ～ 80mL． ⑤ 10 ～ 50mL． ⑥ 3 ～

40mL． ⑦ ⑧ 40 ～ 100mL（適 宜 点 滴 静

注）

……………………………………………

（イオメプロール）Iomeprol

イオメロン300注シリンジ
100mL（放射線科）

Iomeron 30g100mL1筒  〔エーザイ〕

【効】①コンピューター断層撮影におけ

る造影．②静脈性尿路撮影．③脳血管

撮影．④胸部血管撮影．⑤腹部血管撮

影．⑥四肢血管撮影．⑦ディジタルX

線撮影法による静脈性血管撮影．⑧

ディジタルX線撮影法による動脈性血

管撮影

【用】（注）1回次記量を使用．年齢，体

重，症状，目的により適宜増減．複数

回投与する場合は総量250mLまで．①

40 ～ 100mL． ② 40 ～ 100mL． ③ 5 ～

15mL．④5 ～ 50mL．⑤5 ～ 60mL．⑥10

～80mL．⑦10～50mL．⑧3～40mL

……………………………………………

（イオメプロール）Iomeprol

イオメロン350注50mL（放射線
科）

Iomeron 17.5g50mL1瓶  〔エーザイ〕

イオメロン350注100mL（放射
線科）

Iomeron 35g100mL1瓶

【効】①心臓血管撮影．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

回投与する場合は総量250mLまで．①

心腔内撮影：20 ～ 50mL，冠状動脈撮

影：3 ～ 10mL． ② 5 ～ 50mL． ③ 5 ～

60mL．④10 ～ 80mL．⑤10 ～ 50mL．⑥

3～40mL．⑦40～100mL．肝臓領域の

ダイナミックコンピューター断層撮影

における造影の場合には，1.8mL/㎏を

静脈内投与可（最大投与量は135mL）．

⑧30～100mL（⑦⑧適宜点滴静注）

……………………………………………

（イオメプロール）Iomeprol

イオメロン350注シリンジ75mL
（放射線科）

Iomeron 26.25g75mL1筒  〔エーザイ〕

イオメロン350注シリンジ
100mL（放射線科）

Iomeron 35g100mL1筒

イオメロン350注シリンジ
135mL（放射線科）

Iomeron 47.25g135mL1筒

【効】①コンピューター断層撮影におけ

る造影．②静脈性尿路撮影．③心臓血

管撮影．④胸部血管撮影．⑤腹部血管

撮影．⑥四肢血管撮影．⑦ディジタル
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（イオヘキソール）Iohexol

イオパーク350注シリンジ
100mL（放射線科）あ 

Iopaque 35g100mL1筒  〔富士製薬〕

〔先発品〕オムニパーク350注シリンジ

100mL

【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．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

オムニパーク240注10mL
Omnipaque 51.77%10mL1瓶 

 〔GEヘルスケア〕

【効】①コンピューター断層撮影による

脳槽造影．②コンピューター断層撮影

による脊髄造影．③頸部脊髄撮影．④

頸部脊髄撮影．⑤胸部脊髄撮影．⑥腰

部脊髄撮影

【用】（注）1回，撮影の種類，穿刺部位

に応じて次記の量を使用．年齢，体

重，撮影部位の大きさにより適宜増

減．①腰椎5～10mL（ヨード含有量：

1,200 ～ 2,400㎎）．②④⑤⑥腰椎8 ～

12mL（ ヨ ー ド 含 有 量：1,920 ～ 2,880

㎎）．③外側頸椎8 ～ 10mL（ヨード含

有量：1,920～2,400㎎）

……………………………………………

（イオヘキソール）Iohexol

オムニパーク240注50mL（放射
線科）

Omnipaque 12g50mL1瓶  〔第一三共〕

【効】①四肢血管撮影．②コンピュー

ター断層撮影による造影．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．①1回25～50mL（ヨード含有量：

6 ～ 12g）．②1回40 ～ 100mL（ヨード

含有量：9.6～24g）．50mL以上投与す

るときは通常点滴とする．③1回60～

100mL（ヨード含有量：14.4～24g）．

60mL以上投与するときは通常点滴と

する

……………………………………………

（イオベルソール）Ioversol

オプチレイ320注シリンジ
100mL（放射線科）

Optiray 32g100mL1筒  〔ゲルベ〕

【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線撮影法による動脈性血

管撮影．⑥ディジタルX線撮影法によ

る静脈性血管撮影．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．①5

～ 15mL．②30 ～ 50mL．③5 ～ 60mL．

④ 10 ～ 50mL． ⑤ 3 ～ 50mL． ⑥ 30 ～

60mL．⑦50～100mL．⑧40～100mL

……………………………………………

（イオメプロール）Iomeprol

イオメロン300注20mL（放射線
科）

Iomeron 6g20mL1瓶  〔エーザイ〕
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定方法，試験実施時刻等により異なる

ので正常反応は個々の施設において設

定されるべきであるが，通常，正常人

では，午前9時ごろ試験を行った場

合，ラジオイムノアッセイ法による測

定にて投与前15pg/mL程度で投与後30

分に最高濃度に達し投与前値の3倍程

度となる．しかし投与後30分の血中

ACTH値だけでは十分な判定ができ

ないと考えられる場合は，投与後経時

的に測定し，判定することが望まし

い．血中コルチゾール値は測定方法，

試験実施時刻等により異なるので正常

反応は個々の施設において設定される

べきであるが，通常，正常人では，午

前9時ごろ試験を行った場合，ラジオ

イムノアッセイ法による測定にて投与

前10μg/dL程度で投与後60分に最高濃

度に達し投与前値の2倍程度となる．

しかし投与後60分の血中コルチゾール

値だけでは十分な判定ができないと考

えられる場合は，投与後経時的に測定

し，判定することが望ましい

【用】（注）本剤を生理食塩液1mLに溶解

し，成人には100μgを，小児には1.5

μg/㎏を早朝空腹時，静脈内に30秒程

度かけて徐々に注射

……………………………………………

（ソマトレリン酢酸塩）Somatorelin 

acetate

注射用GRF住友50（要時）
GRF 50μg1瓶（溶解液1mL付） 

 〔大日本住友〕

【効】下垂体成長ホルモン分泌機能検

査．〈判定基準〉血中成長ホルモン値

は測定法等により異なるので，正常反

応は個々の施設において設定されるべ

きであるが，通常，正常人では投与後

15分から60分までに血中成長ホルモン

値が最高濃度に達し，ラジオイムノ

アッセイによる次記基準値を上回る．

基準値：投与後の成長ホルモン最高血

中濃度20ng/mL．採血は，投与開始

前，投与後15分，30分，60分，90分，

120分に行い，その血漿中の成長ホル

モンの濃度を測定する

【用】（注）本剤を注射用水1mLに溶解

し，5歳以上18歳未満では1μg/㎏を，

18歳以上では100μgを早朝空腹時，

徐々に静注

……………………………………………

（テリパラチド酢酸塩）Teriparatide 

acetate

テリパラチド酢酸塩静注用100
「旭化成」（要時）

Teriparatide acetate 100酢酸テリパ

ラチド単位1瓶  〔旭化成〕

【効】Ellsworth-Howard試験

【用】（注）1回100テリパラチド酢酸塩

単位を用時，生食液3mLに溶解して静

注．体表面積が1㎡未満の小児：100テ

リパラチド酢酸塩単位/㎡．実施方

法，判定基準：添付文書参照

……………………………………………

（プラルモレリン塩酸塩）Pralmore-

lin hydrochloride

注射用GHRP科研100
GHRP 100μg1瓶（溶解液10mL付） 

 〔科研〕

【効】成長ホルモン分泌不全症の診断

【用】（注）投与直前に生理食塩液10mL

で溶解し，4～18歳未満：2μg/㎏（体

重50㎏以上は100μg），18歳以上：100

μgを空腹時緩徐に静注． 

〈判定方法〉血中成長ホルモン値は測

定法等により異なるので，正常反応は

個々の施設において設定されるべきで

あるが，通常，本剤投与後15分から60

分までに血中成長ホルモン値が最高濃

度に達する．重症成長ホルモン分泌不

46_大阪医科大学病院_本文_210219 2021年2月20日 午前10時25分529

－528－

72

72．診断用薬（体外診断用医薬品を除く．）

X線撮影法による静脈性血管撮影．⑧

ディジタルX線撮影法による動脈性血

管撮影

【用】（注）1回次記量を使用．年齢，体

重，症状，目的により適宜増減．複数

回投与する場合は総量250mLまで．①

40～100mL．肝臓領域のダイナミック

コンピューター断層撮影における造影

の場合には，1.8mL/㎏を静脈内投与可

（最 大 投 与 量 は 135mL）． ② 30 ～

100mL．③心腔内撮影：20～50mL，冠

状動脈撮影：3 ～ 10mL．④5 ～ 50mL．

⑤ 5 ～ 60mL． ⑥ 10 ～ 80mL． ⑦ 10 ～

50mL．⑧3～40mL

……………………………………………

722．機能検査用試薬
7223．内分泌機能検査用試薬
 

（L－アルギニン塩酸塩）L-arginine 

hydrochloride

アルギニン点滴静注30g「AY」
Arginine 30g300mL1袋  〔味の素〕

【効】下垂体機能検査に使用．正常反応

は個々の施設で設定されるべきである

が，通常正常人では注射開始後60 ～

120分でピークに達し，ラジオイムノ

アッセイによる血中成長ホルモン値は

10ng/mLになる．しかし，前値が低値

でかつ最高値が5ng/mLをこえない場

合には再度本試験を行って判定するこ

とが望ましい

【用】（注）被検者を，12時間～14時間

空腹にし，30分間安静にさせた後に，

5mL（L-アルギニン塩酸塩0.5g相当量）

/㎏の割合の量〔例えば，体重50㎏の

人は250mL（L-アルギニン塩酸塩25g

相当量），60㎏の人は300mL（L-アル

ギ ニ ン 塩 酸 塩 30g相 当 量） を 使 用〕

を，静脈内に，約30分間にて，持続点

滴．血漿成長ホルモン測定用の採血

は，点滴開始前，開始後30分，60分，

90分，120分，150分にわたり分離し，

その血漿中の成長ホルモンの測定を行

う

……………………………………………

（ゴナドレリン酢酸塩）Gonadorelin 

acetate

LH－RH注0.1㎎「タナベ」
LH-RH 0.1㎎1mL1管  〔田辺三菱〕

【効】下垂体LH分泌機能検査．正常反

応は個々の施設によって設定されるべ

きであるが，通常，正常人では投与後

30分で血中LH値がピークに達し，ラ

ジオイムノアッセイによる血中のそれ

は30mIU/mL以上になる．しかし，投

与後30分の血中LH値だけで十分な判

定ができないと考えられる場合は，投

与後経時的に測定し，判定することが

望ましい．なお，判定に当たっては，

次の点を考慮することが望ましい．

（1）皮下・筋肉内注射時の血中LH反

応は，静脈内注射時のそれより低いと

考えられる．（2）排卵期の女性は投与

前血中レベル及び投与後の血中LH反

応が高く，小児では低い

【用】（注）1回1管を静脈内，皮下注又

は筋注．静注の場合は，生理食塩液，

ブドウ糖注射液あるいは，注射用水5

～10mLに混じて，徐々に注射

……………………………………………

（コルチコレリン（ヒト））Corticore-

lin (human)

ヒトCRH静注用100μg「タナ
ベ」

HCRH 100μg1瓶（溶解液1mL付） 

 〔田辺三菱〕

【効】視床下部・下垂体・副腎皮質系ホ

ルモン分泌機能検査．〈判定基準〉血

中ACTH値及び血中コルチゾール値

から判定を行う．血中ACTH値は測
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チレリンとして0.5 ～ 2㎎）を筋注又

は静注するが，重症例には2.92㎎（プ

ロチレリンとして2㎎）．2 ～ 3週間連

日注射した後，2 ～ 3週間の休薬期間

をおく．以後，これを反復するか，週

2～3回の間欠注射を行う．静注の場

合，生理食塩液，ブドウ糖注射液又は

注射用水5～10mLに希釈し，徐々に．

③1回0.732㎎（プロチレリンとして

0.5㎎）を静注又は皮下注．静注の場

合，生理食塩液あるいは注射用水5～

10mLに希釈し，徐々に注射

……………………………………………

（メチラポン）Metyrapone

メトピロンカプセル250㎎（要
時）

Metopiron 250㎎1カプセル  〔武田〕

【効】①下垂体ACTH分泌予備能の測

定．②クッシング症候群

【用】（内）①1回500～750㎎を1日6回4

時間毎．小児：1回15㎎/㎏を1日6回4

時間毎．1回の最小量は250㎎が望まし

い．②成人・小児：1回250㎎～1gを1

日1～4回．状態により適宜増減

……………………………………………

7224．肝機能検査用試薬
 

（インドシアニングリーン）Indocya-

nine green

ジアグノグリーン注射用25㎎
Diagnogreen 25㎎1瓶（溶解液10mL

付）  〔第一三共〕

【効】①肝機能検査（血漿消失率，血中

停滞率及び肝血流量測定）：肝疾患の

診断，予後治癒の判定．②循環機能検

査（心拍出量測定，平均循環時間又は

異常血流量測定）：心臓血管系疾患の

診断．③血管及び組織の血流評価．④

次の疾患におけるセンチネルリンパ節

の同定：乳癌，悪性黒色腫

【用】（注）①血漿消失率測定及び血中

停滞率測定の場合：0.5㎎/㎏に相当す

る量を注射用水で5㎎/mL程度に希釈

し，肘静脈より30秒以内に症状に注意

しながら徐々に静注．肝血流量測定の

場合：25㎎をできるだけ少量の注射用

水に溶かした後，生理食塩液で2.5～

5㎎/mLの濃度に希釈し，3㎎に相当す

る前記溶液を静注．その後引き続き

0.27～0.49㎎/分の割合で約50分間採

血が終るまで一定速度で点滴静注．②

目的に応じて心腔内より末梢静脈に至

る種々の血管部位に溶液を注入するが

通常前腕静脈から行う．1人当たり1回

量は5～10㎎，すなわち1～2mL程度．

小児：体重に応じて減量．（添付文書

の「本検査の原理及び測定法」の項参

照）．③25㎎を5mLの注射用水で溶解

し，0.04～0.3㎎/㎏を静注．脳神経外

科手術時における脳血管の造影の場

合，25㎎を5mLの注射用水で溶解し，

0.1～0.3㎎/㎏を静注．④乳癌のセン

チネルリンパ節の同定：25㎎を5mLの

注射用水で溶解し，5mL以下を悪性腫

瘍近傍又は乳輪部の皮下に分割投与．

悪性黒色腫のセンチネルリンパ節の同

定：25㎎を5mLの注射用水で溶解し，

1mLを悪性腫瘍近傍の皮内数箇所に分

割投与

……………………………………………

7225．腎機能検査用試薬
 

（インジゴカルミン）Indigocarmine

インジゴカルミン注20㎎
「AFP」

Indigocarmine 20㎎5mL1管 

 〔アルフレッサ〕

【効】①腎機能検査（分腎機能測定によ

る）．②次の疾患におけるセンチネル

リンパ節の同定：乳癌，悪性黒色腫
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全症患者では，本剤投与後の成長ホル

モン最高血中濃度は15ng/mL（遺伝子

組換え型の成長ホルモンを標準品とし

た場合は9ng/mL）以下となる．しか

し，本試験での血中成長ホルモン値が

15ng/mL（遺伝子組換え型の成長ホル

モンを標準品とした場合は9ng/mL）

を超えても，他の所見から重症成長ホ

ルモン分泌不全症が疑われる場合は，

他の刺激試験を考慮すること．採血

は，投与前，投与後15分，30分，45

分，60分に行い，その血清中の成長ホ

ルモンの濃度を測定する

……………………………………………

（プロチレリン）Protirelin

TRH注0.5㎎「タナベ」
TRH 0.5㎎1mL1管  〔田辺三菱〕

【効】①下垂体TSH分泌機能検査：正

常反応は個々の施設によって設定され

るべきであるが，通常，正常人では投

与後30分で血中TSH値がピークに達

し，ラジオイムノアッセイによる血中

のそれは10μU/mL以上になる．しか

し，投与後30分の血中TSH値だけで

十分な判定ができないと考えられる場

合は，投与後経時的に測定し，判定す

ることが望ましい．なお，皮下注時の

血中TSH反応は，静注時のそれより

低いと考えられるので判定に当たって

はこの点を考慮することが望ましい 

②下垂体プロラクチン分泌機能検査：

正常反応は個々の施設によって設定さ

れるべきであるが，通常，正常人では

投与後15～30分までに血中プロラク

チン値がピークに達し，ラジオイムノ

アッセイによる血中のそれは20ng/mL

以上になる．しかし，投与後30分まで

の血中プロラクチン値だけで十分な判

定ができないと考えられる場合は，投

与後経時的に測定し，判定することが

望ましい

【用】（注）①1回0.5㎎を皮下注又は静

注．静注の場合は，生理食塩液，ブド

ウ糖注射液あるいは注射用水5～10mL

に混じて，徐々に．②1回0.1～0.5㎎

を生理食塩液，ブドウ糖注射液あるい

は注射用水5～10mLに混じて，徐々に

静注

……………………………………………

（プロチレリン酒石酸塩水和物）

Protirelin tartrate hydrate

ヒルトニン0.5㎎注射液
Hirtonin 0.5㎎1mL1管  〔武田テバ〕

【効】①次記疾患に伴う昏睡・半昏睡を

除く遷延性意識障害：頭部外傷，クモ

膜下出血（但し，意識障害固定期間3

週以内）．②脊髄小脳変性症における

運動失調の改善．③下垂体TSH分泌

機能検査．（1）採血時間：本剤注射前

と注射後30分に採血するが，必要に応

じて，更に経時的に採血．（2）測定方

法：TSH測定キットを使用し，ラジ

オイムノアッセイ法により測定．（3）

正常範囲：血中TSHの正常範囲はラ

ジオイムノアッセイの操作法及び判定

基準により若干異なるので，施設ごと

に設定すべきであるが，通常，正常人

では本剤投与後30分でピークに達し，

血中TSH値は10μU/mL以上になる．

また，投与前の血中TSH値は5μU/mL

以下である

【用】（注）①疾患に応じて，次記の用

量を1日1回10日間静注又は点滴静注．

静注の場合，生理食塩液，ブドウ糖注

射液又は注射用水5～10mLに希釈し，

徐々に．頭部外傷：1回0.732～2.92㎎

（プロチレリンとして0.5 ～ 2㎎）．ク

モ膜下出血（意識障害固定期間3週以

内）：1回2.92㎎（プロチレリンとして

2㎎）．②1日1回0.732 ～ 2.92㎎（プロ
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【効】①重症筋無力症の診断．②筋弛緩

剤投与後の遷延性呼吸抑制の作用機序

の鑑別診断

【用】（注）①1回10㎎を静注．その際，

まず初めに2㎎を15～30秒かけて注射

し，45秒後に反応をみた上で必要に応

じて残りの8㎎を注射．②5～10㎎を

30 ～ 40秒かけて静注．筋弛緩状態が

改善されれば非脱分極性ブロック，筋

弛緩状態が増強されれば脱分極性ブ

ロックと判定する．必要があれば5～

10分以内に同量を反復投与．年齢によ

り適宜増減

……………………………………………

（グルカゴン）Glucagon

グルカゴンGノボ注射用1㎎ お
Glucagon G novo 1㎎1瓶（溶解液1mL

付）  〔EA〕

【効】①消化管のX線及び内視鏡検査の

前処置．②低血糖時の救急処置．③成

長ホルモン分泌機能検査．④肝型糖原

病検査．⑤胃の内視鏡的治療の前処置

【用】（注）①1㎎を1mLの注射用水に溶

解し，0.5 ～ 1㎎を筋注又は静注．年

齢，症状により適宜増減．②1㎎を1mL

の注射用水に溶解し，筋注又は静注．

③1㎎を1mLの注射用水に溶解し，0.03

㎎/㎏を空腹時に皮下注．最大投与量

1㎎．〔判定基準〕血中hGH値は，測

定方法，患者の状態等の関連で異なる

ため，明確に規定しえないが，通常，

正常人では，本剤投与後60～180分で

ピークに達し，10ng/mL以上を示す．

血中hGH値が5ng/mL以下の場合hGH

分泌不全とする．なお，本剤投与後60

分以降は30分毎に180分まで測定し，

判定することが望ましい．④1㎎を生

理食塩液20mLに溶かし，3分かけて静

注．小児：1㎎を1mLの注射用水に溶解

し，0.03㎎/㎏を筋注．1㎎まで．〔判

定基準〕正常反応は個々の施設で設定

されるべきであるが，通常，正常小児

では，本剤筋注後30 ～ 60分で血糖は

ピークに達し，前値より25㎎/dL以上

上昇する．正常成人では，本剤の静注

後15 ～ 30分でピークに達し，前値よ

り30～60㎎/dL上昇する．しかし，投

与後の血糖のピーク値だけでは十分な

判定ができないと考えられる場合は，

投与後15 ～ 30分毎に測定し，判定す

ることが望ましい．⑤1㎎を1mLの注射

用水に溶解し，筋注又は静注．内視鏡

的治療中に消化管運動が再開し，治療

に困難を来した場合又はその可能性が

ある場合，1㎎を追加投与．本剤の作

用発現時間は，筋注の場合約5分，静

注の場合1分以内であり，作用持続時

間については，筋注の場合約25分間，

静注の場合15～20分間である

……………………………………………

（ベンチロミド）Bentiromide

膵外分泌機能検査用PFD内服
液500㎎

PFD 500㎎10mL1管  〔エーザイ〕

【効】膵外分泌機能検査

【用】（内）早朝空腹時に採尿後1回500

㎎を200mL以上の水とともに服用．利

尿をはかる目的で服用から約1時間後

に最低約200mLの水を飲用，それ以後

については水分を自由にとらせてかま

わない．検査開始より，3時間以上経

過した場合の食事は自由にとらせて良

い．尿は服用から6時間までの全尿を

採尿（成績は服用後6時間までの総尿

中のPABA排泄率（%）で表示．）

……………………………………………
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【用】（注）①20 ～ 40㎎（5 ～ 10mL）を

静注した後，膀胱鏡で初排泄時間を調

べる．〈参考〉健康成人の初排泄時間

は3～5分で，遅くとも10分以内であ

れば機能異常ではない．腎機能障害が

ある場合，初排泄時間は遅延する．

〔注〕色素初排泄時間の他に，色素が

尿中排泄最高濃度に達する時間（正常

5 ～ 7分），排泄持続時間（正常90分）

を調べる場合もある．②乳癌のセンチ

ネルリンパ節の同定：20㎎（5mL）以

下を悪性腫瘍近傍又は乳輪部の皮下に

適宜分割して投与．悪性黒色腫のセン

チネルリンパ節の同定：4 ～ 12㎎（1

～3mL）を悪性腫瘍近傍の皮内数箇所

に適宜分割して投与

……………………………………………

（パラアミノ馬尿酸ナトリウム）

Sodium p-aminohippurate

パラアミノ馬尿酸ソーダ注射
液10%

Sodium para aminohippurate 

2g20mL1管  〔アルフレッサ〕

【効】腎機能検査（両腎・分腎の有効腎

血流量測定による）

【用】（注）①腎血漿流量測定（両腎）

の場合 

標準法（点滴静注法）：初回量とし

て，パラアミノ馬尿酸ナトリウム注射

液をとり，場合によっては必要量のマ

ンニトール注射液又はチオ硫酸ナトリ

ウム注射液を加え，パラアミノ馬尿酸

ナトリウムの濃度が0.5～1.2%位にな

るように生理食塩液又は注射用水など

で希釈して約50mLとし，1分間に約

10mLの速度で5分間で静注．次いで維

持量として，パラアミノ馬尿酸ナトリ

ウムの濃度が0.4 ～ 0.7%になるよう

に，パラアミノ馬尿酸ナトリウム注射

液を必要量のマンニトール注射液又は

チオ硫酸ナトリウム注射液と混ぜ，生

理食塩液又は注射用水などで希釈した

混合液を，約3mL/分の速度で検査終

了時まで持続点滴注入．（「測定法」の

項参照） 

簡便法（1回注入法）：パラアミノ馬尿

酸ナトリウム注射液10 ～ 20mLを，場

合によっては，必要量のマンニトール

注射液又はチオ硫酸ナトリウム注射液

の混液として，約10分間かけて徐々に

静注．（「測定法」の項参照） 

②腎血漿流量測定（分腎）の場合 

仰臥位にて太いテフロン針を留置し，

ついでパラアミノ馬尿酸ナトリウムと

して0.007g/㎏に相当する量を負荷す

る．引き続き，あらかじめ用意した灌

流液（注1）を約10mL/分の速度で点

滴 注 入． 点 滴 開 始 後 5 ～ 10 分 後 に

ADHを負荷（注2）し，さらに15分後

座位をとらせる． 

（注1）灌流液組成 

マンニトール：80g（20%マンニトー

ル 400m L），P A H：13m L，A D H：

ADH負荷量×1.8（mL），以上に生理

食塩液を加えて総量を1,000mLとす

る． 

（注2）ADH負荷量 

負荷すべき量（mL）＝ADH溶液1mL×

体重（㎏）×1/2×1/100 

ADH溶液：20U/mLのバソプレシン注

射液1mLに生理食塩液19mLを加えて

1U/mLに調整する．（「測定法」の項参

照）

……………………………………………

7229．その他の機能検査用試薬
 

（エドロホニウム塩化物）Edropho-

nium chloride

アンチレクス静注10㎎ お
Antirex 10㎎1mL1管  〔杏林〕
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（ガドキセト酸ナトリウム）Gadox-

etate sodium

EOB・プリモビスト注シリン
ジ（放射線科）

EOB･Primovist 1814.3㎎10mL1筒 

 〔バイエル〕

【効】磁気共鳴コンピューター断層撮影

における肝腫瘍の造影

【用】（注）0.1mL/㎏を静注

……………………………………………

（ガドジアミド水和物）Gadodiamide 

hydrate

オムニスキャン静注32%シリン
ジ10mL（放射線科）

Omniscan 3.23g10mL1筒 

 〔GEヘルスケア〕

オムニスキャン静注32%シリン
ジ15mL（放射線科）

Omniscan 4.84g15mL1筒

【効】磁気共鳴コンピューター断層撮影

による次の造影：脳・脊髄造影，躯幹

部・四肢造影

【用】（注）0.2mL/㎏を静注，腎臓の場

合0.1mL/㎏を静注

……………………………………………

（ガドテリドール）Gadoteridol

プロハンス静注シリンジ13mL
（放射線科）

ProHance 3630.90㎎13mL1筒 

 〔エーザイ〕

【効】磁気共鳴コンピューター断層撮影

における次記造影：脳・脊髄造影，躯

幹部・四肢造影

【用】（注）0.2mL/㎏を静注，腎臓を対

象とする場合には0.1mL/㎏を静注．転

移性脳腫瘍が疑われる患者：0.2mL/㎏

初回投与後，腫瘍が検出されないか，

造影効果不十分であった場合には初回

投与後30分以内に0.2mL/㎏を追加可

……………………………………………

（ガドテル酸メグルミン）Meglumine 

gadoterate

マグネスコープ静注38%シリン
ジ10mL（放射線科）

Magnescope 3.7695g10mL1筒  〔ゲルベ〕

マグネスコープ静注38%シリン
ジ15mL（放射線科）

Magnescope 5.6543g15mL1筒

【効】磁気共鳴コンピューター断層撮影

における次の造影：脳・脊髄造影，躯

幹部・四肢造影

【用】（注）0.2mL/㎏静注，腎臓を対象

とする場合には0.1mL/㎏，必要に応じ

て0.2mL/㎏まで

……………………………………………

（ガドブトロール）Gadobutrol

ガドビスト静注1.0mol/Lシリ
ンジ5mL

Gadovist 60.47%5mL1筒  〔バイエル〕

ガドビスト静注1.0mol/Lシリ
ンジ7.5mL

Gadovist 60.47%7.5mL1筒

【効】磁気共鳴コンピューター断層撮影

における次記造影：脳・脊髄造影，躯

幹部・四肢造影

【用】（注）0.1mL/㎏を静注

……………………………………………

（デンプン部分加水分解物）Partial 

hydrolysate of starch

トレーランG液50g
Trelan G 50g150mL1瓶  〔エイワイ〕

トレーランG液75g
Trelan G 75g225mL1瓶  〔味の素〕

【効】糖尿病診断時の糖負荷試験に用い

る

【用】（内）ブドウ糖として，1回50g，

75g，又は100g．小児：1.75g/㎏

……………………………………………
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729．その他の診断用薬（体外診
断用医薬品を除く．）

 

（アミノレブリン酸塩酸塩）Ami-

nolevulinic acid hydrochloride

アラグリオ顆粒剤分包1.5g（要
時）

Alaglio 1.5g1包  〔中外〕

【効】経尿道的膀胱腫瘍切除術時におけ

る筋層非浸潤性膀胱癌の可視化

【用】（内）20㎎/㎏を膀胱鏡挿入3時間

前（範囲：2～4時間前）に水に溶解

……………………………………………

（アミノレブリン酸塩酸塩）Ami-

nolevulinic acid hydrochloride

アラベル内用剤1.5g
Alabel 1.5g1瓶  〔ノーベル〕

【効】悪性神経膠腫の腫瘍摘出術中にお

ける腫瘍組織の可視化

【用】（内）20㎎/㎏を，手術時の麻酔

導入前3時間（範囲：2～4時間）に，

水に溶解して投与

……………………………………………

（アレルゲンパッチテスト試薬）

Allergen patch test

パッチテスト試薬
Patch test 5mL1包又は5g1包  〔鳥居〕

【効】アレルギー性皮膚疾患のアレルゲ

ンの確認

【用】（外）本品の1滴を適当な布等に塗

布し，皮膚面に2日間貼付し，剥がし

てから30分から1時間後及び1日後に反

応を以下の基準により判定する．必要

に応じて3～5日後にも同様に判定す

る．－：反応なし，？＋：弱い紅斑，

＋：紅斑＋浸潤＋ときに丘疹，＋＋：

紅斑＋浸潤＋丘疹＋小水疱，＋＋＋：

大水疱

……………………………………………

（アレルゲンパッチテスト試薬）

Allergen patch test

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

 〔佐藤製薬〕

【効】アレルギー性皮膚疾患のアレルゲ

ンの確認

【用】（外）本剤を皮膚面に貼付する．

貼付2日後に本剤を剥がし，剥がして

から30分から1時間後及び1日又は2日

後に反応を以下の基準により判定す

る．なお，必要に応じて剥がしてから

3 ～ 5日後にも同様に判定する．－：

反応なし，＋？：紅斑のみ，＋：紅斑

＋浸潤，丘疹，＋＋：紅斑＋浸潤＋丘

疹＋小水疱，＋＋＋：大水疱，IR：

刺激反応

……………………………………………

（インドシアニングリーン）Indocya-

nine green

オフサグリーン静注用25㎎
Ophthagreen 25㎎1瓶（溶解液3mL付） 

 〔参天〕

【効】網脈絡膜血管の造影

【用】（注）25㎎を注射用蒸留水水2mLに

溶解し，肘静脈より速やかに静注

……………………………………………

（塩化マンガン四水和物）Manganese 

chloride tetrahydrate

ボースデル内用液10（放射線
科）

Bothdel 10㎎250mL1袋  〔協和キリン〕

【効】磁気共鳴胆道膵管撮影における消

化管陰性造影

【用】（内）マンガンとして10㎎（1袋

250mL）を経口投与

……………………………………………
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73

73．公衆衛生用薬

73．公衆衛生用薬
731．防腐剤
7319．その他の防腐剤
 

（安息香）Anxixiang

安息香チンキあ 
Anxixiang 500mL1瓶  〔司生堂〕

【効】創傷の防腐，製剤の乳化，製剤原

料

【用】（外）適量を水剤等に混和し外用

する

……………………………………………

732．防疫用殺菌消毒剤
7321．アルコール及びアルデヒド

製剤
 

（過酢酸）Peracetic acid

アセサイド6%消毒液 お
Acecide 第一剤（主剤）と添付の第二

剤（緩衝化剤）を混和して使用する 

 〔サラヤ〕

【効】医療器具の化学的滅菌又は殺菌・

消毒

【用】（外）1．調製法：本品の実用液の

調 製 は， 次 の 方 法 に よ る． 第 一 剤

50mL，第二剤50mL及び精製水900mLの

割合で混和し，0.3w/v%実用液を製す

る 

2．使用方法：（1）あらかじめ洗浄，

水洗を行った医療器具を液に完全に浸

漬する．細孔のある器具類や構造の複

雑な器具類は，実用液を加圧注入又は

吸引することにより，実用液と十分に

接触させる．（2）5分以上浸漬する．

芽胞の殺滅を要する場合は10分以上浸

漬する．（3）浸漬後，取り出した医療

器具を，原則として滅菌水を用い，流

水で15秒以上すすぐ．使用目的により

水を使用することもできる．細孔のあ

る器具類や構造の複雑な器具類は，内

孔等に薬液が残りやすいので，水の加

圧注入やすすぎ時間を延長するなどし

て十分にすすぐ

……………………………………………

（フタラール）Phtharal

ディスオーパ消毒液0.55% お
Disopa 0.55%3.8L1本 

 〔ジョンソン・エンド・ジョンソン〕

【効】医療器具の化学的殺菌・消毒

【用】（外）1．調製法：本剤は原液のま

ま使用すること 

2．使用方法：（1）医療器具等は本剤

に浸漬させる前に水又は酵素洗浄剤を

用いてじゅうぶんに洗浄する．（2）器

具等の消毒には，本剤に5分以上浸漬

させる．（3）浸漬後，取り出した器具

等は，水又は滅菌水でじゅうぶんにす

すぎ，本剤を除去する．（4）細孔を有

する等構造の複雑な器具類は，内孔部

への注入等の操作により，本剤とじゅ

うぶんに接触させること．またすすぎ

の際，内孔部への水の注入等の操作に

より，本剤をじゅうぶんに除去するこ

と

……………………………………………
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72

72．診断用薬（体外診断用医薬品を除く．）

（尿素（13C））Urea (13C)

ユービット錠100㎎（処置）
Ubit 100㎎1錠  〔大塚〕

【効】ヘリコバクター・ピロリの感染診

断

【用】（内）100㎎を空腹時．判定基準は

添付文書参照

……………………………………………

（フェルカルボトラン）Ferucar-

botran

リゾビスト注（放射線科）
Resovist 44.6㎎1.6mL1瓶 

 〔富士フイルム富山化学〕

【効】磁気共鳴コンピューター断層撮影

における肝腫瘍の局在診断のための肝

臓造影

【用】（注）0.016mL/㎏（鉄 と し て 0.45

㎎/㎏＝8μmol/㎏）を静注．1.4mLま

で．過剰量の投与あるいは追加投与は

しない

……………………………………………

（フェントラミンメシル酸塩）

Phentolamine mesilate

レギチーン注射液5㎎
Regitin 5㎎1mL1管  〔ノバルティス〕

【効】①褐色細胞腫の手術前・手術中の

血圧調整．②褐色細胞腫の診断

【用】（注）①手術前に5㎎を静注又は筋

注．小児：1㎎を静注又は筋注．年

齢，症状により適宜増減．手術中1～

5㎎適時静注．年齢，症状により適宜

増減．②5㎎を静注又は筋注．小児：1

㎎を静注又は3㎎を筋注

……………………………………………

（フルオレセインナトリウム）

Fluorescein sodium

フルオレサイト静注500㎎あ 
Fluorescite 500㎎5mL1瓶 

 〔ノバルティス〕

【効】ぶどう膜・網膜・視神経等の疾患

の診断

【用】（注）200～500㎎を肘静脈に注射

……………………………………………

（ペルフルブタン）Perflubutane

ソナゾイド注射用16μL
Sonazoid 16μL1瓶（溶解液2mL付） 

 〔GEヘルスケア〕

【効】超音波検査における次記造影：肝

腫瘤性病変，乳房腫瘤性病変

【用】（注）16μL（1バイアル）を添付

の注射用水2mLで懸濁し，1回懸濁液と

して0.015mL/㎏を静注

……………………………………………
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79

79．その他の治療を主目的としない医薬品

朝夕食後．投与期間は12週間

……………………………………………

（プロナーゼ）Pronase

ガスチーム散4万単位/g（消化
器内視鏡センター）

Gaszyme 20,000単位0.5g1包  〔日医工〕

【効】胃内視鏡検査における胃内粘液の

溶解除去

【用】（内）検査15 ～ 30分前に，20,000

単位を炭酸水素ナトリウム1gととも

に約50 ～ 80mLの水に溶かし，経口投

与

……………………………………………

ニフレック配合内用剤
Niflec 137.155g1袋  〔EA〕

1袋（137.155g）中：

塩化ナトリウム 2.93g

塩化カリウム 1.485g

炭酸水素ナトリウム 3.37g

無水硫酸ナトリウム 11.37g

【効】①大腸内視鏡検査，バリウム注腸

X線造影検査における腸管内容物の排

除．②大腸手術時の前処置における腸

管内容物の排除

【用】（内）本品1袋を水に溶解して約

2Lとし，溶解液とする．1回溶解液2

～4Lを約1L/時で投与．ただし，排泄

液が透明になった時点で投与を終了．

4Lまで．①1）大腸内視鏡検査前処

置．a）検査当日に投与する場合：当

日の朝食は絶食（水分摂取のみ可），

検査開始予定時間の約4時間前より投

与開始．b）検査前日に投与する場

合：前日の夕食後は絶食（水分摂取の

み可），夕食後約1時間以上経過した後

投与開始．前日の朝・昼食は残渣の少

ないもの，夕食は固形物の入っていな

い液状食．2）バリウム注腸X線造影

検査前処置：検査当日の朝は絶食（水

分摂取のみ可），検査開始予定時間の

約6時間前から投与開始．溶解液の投

与開始時にモサプリドクエン酸塩とし

て20㎎を溶解液（約180mL）で投与．

溶解液投与終了後，モサプリドクエン

酸塩として20㎎を少量の水で投与．②

手術前日の昼食後は絶食（水分摂取の

み可），昼食後約3時間以上経過した後

投与開始

……………………………………………

ピコプレップ配合内用剤
Picoprep 1包  〔日本ケミファ〕

1包（16.1g）中：

ピコスルファートナトリウム水和物

 10㎎

酸化マグネシウム 3.5g

無水クエン酸 12g

【効】大腸内視鏡検査及び大腸手術時の

前処置における腸管内容物の排除

【用】（内）1回1包を約150mLの水に溶解

し，検査又は手術前に2回投与．1回目

の服用後は，1回250mLの透明な飲料を

数時間かけて最低5回，2回目の服用後

は1回250mLの透明な飲料を検査又は

手術の2時間前までに最低3回飲用

……………………………………………

ビジクリア配合錠（要時）
Visiclear 1錠  〔ゼリア〕

1錠中：

リン酸二水素ナトリウム一水和物

 734.7㎎

無水リン酸水素二ナトリウム

 265.3㎎

【効】大腸内視鏡検査の前処置における

腸管内容物の排除

【用】（内）大腸内視鏡検査開始の4～6

時間前から1回あたり5錠ずつ，約

200mLの水とともに15分毎に計10回

（計50錠）

……………………………………………
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79

79．その他の治療を主目的としない医薬品

79．その他の治療を主目的と
しない医薬品

799．他に分類されない治療を主
目的としない医薬品

 

（アデノシン）Adenosine

アデノシン負荷用静注60㎎シ
リンジ「FRI」あ 

Adenosine 60㎎20mL1筒 

 〔富士フイルム富山化学〕

【効】十分に運動負荷をかけられない患

者において心筋血流シンチグラフィに

よる心臓疾患の診断を行う場合の負荷

誘導

【用】（注）1分間当たり120μg/㎏を6分

間持続静脈内投与（アデノシン総投与

量0.72㎎/㎏）

……………………………………………

（l－メントール）L-menthol

ミンクリア内用散布液0.8%
（消化器内視鏡センター）

Minclea 160㎎20mL1筒  〔日本製薬〕

【効】上部消化管内視鏡時の胃蠕動運動

の抑制

【用】（内）160㎎（本剤20mL）を内視鏡

の鉗子口より胃幽門前庭部に行きわた

るように散布

……………………………………………

（D－ソルビトール）D-sorbitol

D－ソルビトール経口液75%
「コーワ」

D-sorbitol 75g100mL1本  〔興和〕

【効】①消化管のX線造影の迅速化，消

化管のX線造影時の便秘の防止．②経

口的栄養補給

【用】（内）①X線造影剤に添加．添加

量はX線造影剤中の硫酸バリウム100g

に対してD-ソルビトールとして10～

20g（13 ～ 27mL）．②必要量を経口投

与

……………………………………………

（ニコチン）Nicotine

ニコチネルTTS10（院外）
Nicotinell （17.5㎎）101枚 

 〔ノバルティス〕

ニコチネルTTS20（院外）
Nicotinell （35㎎）201枚

ニコチネルTTS30（院外）
Nicotinell （52.5㎎）301枚

【効】循環器疾患，呼吸器疾患，消化器

疾患，代謝性疾患等の基礎疾患を持

ち，医師により禁煙が必要と診断され

た禁煙意志の強い喫煙者が，医師の指

導の下に行う禁煙の補助

【用】（外）ニコチネルTTS10（ニコチ

ンとして17.5㎎含有），ニコチネル

TTS20（ニコチンとして35㎎含有）又

はニコチネルTTS30（ニコチンとして

52.5㎎含有）を1日1回1枚，24時間貼

付．最初の4週間はニコチネルTTS30

から貼付し，次の2週間はニコチネル

TTS20を貼付し，最後の2週間はニコ

チネルTTS10を貼付．最初の4週間に

減量の必要が生じた場合，ニコチネル

TTS20を貼付．10週間を超えて継続投

与しない

……………………………………………

（バレニクリン酒石酸塩）Varenicline 

tartrate

チャンピックス錠0.5㎎（院外）
 お

Champix 0.5㎎1錠  〔ファイザー〕

チャンピックス錠1㎎（院外）
 お

Champix 1㎎1錠

【効】ニコチン依存症の喫煙者に対する

禁煙の補助

【用】（内）第1 ～ 3日目は0.5㎎を1日1

回食後，第4～7日目は0.5㎎を1日2回

朝夕食後，第8日目以降は1㎎を1日2回
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79

79．その他の治療を主目的としない医薬品

い． 

大腸内視鏡検査前処置：検査当日の朝

食は絶食（水分摂取は可）とし，検査

開始予定時間の約3時間以上前から投

与を開始． 

大腸手術前処置：手術前日の昼食後は

絶食（水分摂取は可）とし，昼食後約

3時間以上経過した後，投与を開始

……………………………………………
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79．その他の治療を主目的としない医薬品

ミオテクター冠血管注
Miotecter 1瓶1管1組 

 〔共和クリティケア〕

A液495mL中：

塩化ナトリウム 3214.2㎎

塩化カリウム 596.4㎎

塩化マグネシウム（6水塩） 1626.4㎎

塩化カルシウム（2水塩） 88.2㎎

B液5mL中：

炭酸水素ナトリウム 420.0㎎

AB混合液の電解質濃度：

Na＋ 120.0mEq/L

K＋ 16.0mEq/L

Mg2＋ 32.0mEq/L

Ca2＋ 2.4mEq/L

HCO3
－ 10.0mEq/L

Cl－ 160.4mEq/L

【効】低体温体外循環下，大動脈を遮断

し実施される心臓外科手術における，

心停止及び心筋保護

【用】（注）用時A液にB液を全量添加

し，十分に混合して使用．A液にB液

を混合後，4℃前後に冷却し，人工心

肺装置を用い，患者を体外循環下に置

き，体外循環灌流温を予定の低温にし

た後，上行大動脈を遮断し，直ちに，

10～20mL/㎏を，順行性冠灌流にて注

入する場合は2～4分かけて冠状動脈

（大動脈基部）に，また，逆行性冠灌

流にて注入する場合は4～7分かけて

冠状静脈（冠状静脈洞）に注入．心停

止が得られない場合は，心停止が得ら

れるまで適宜増量．同時に，心嚢内に

4℃前後に冷却した局所冷却液（生理

食塩液，リンゲル液，乳酸リンゲル液

等）を持続的若しくは定期的に注入

し，あるいはアイススラッシュを用い

て，心臓の局所冷却を維持．以後，20

～ 30分ごとに，本剤（A，B混合液）

を初回注入量の半量を目安に心停止が

維持できるよう追加注入．途中で心機

能が回復した場合，若しくは心筋温が

15 ～ 20℃以上に上昇した場合は，速

やかに心停止が得られるまで追加注入

を行う．本剤（A，B混合液）の注入

に当たっては，順行性冠灌流を基本と

し，順行性冠灌流のみでは本剤が心筋

に十分行き渡らない可能性がある場

合，逆行性冠灌流の併用あるいは逆行

性冠灌流を行う．1手術当たりの注入

量は，手術の種類や手術時間により異

なる．注入に際しては，注入圧をモニ

ターし，過度の注入圧を回避すべく注

意

……………………………………………

モビプレップ配合内用剤
Moviprep 244.212g1袋  〔EA〕

1袋（244.212g）中：

大室（A剤）

塩化ナトリウム 5.382g

塩化カリウム 2.03g

無水硫酸ナトリウム 15.0g

マクロゴール4000 200.0g

小室（B剤）

アスコルビン酸 9.4g

L-アスコルビン酸ナトリウム 11.8g

【効】大腸内視鏡検査，大腸手術時の前

処置における腸管内容物の排除

【用】（内）本剤1袋を水に溶解して約

2Lの溶解液とする．溶解液を1時間あ

たり約1Lの速度で投与．溶解液を約

1L投与した後，水又はお茶を約0.5L

飲用．排泄液が透明になった時点で投

与を終了し，投与した溶解液量の半量

の水又はお茶を飲用．排泄液が透明に

なっていない場合には，残りの溶解液

を排泄液が透明になるまで投与し，そ

の後，追加投与した溶解液量の半量の

水又はお茶を飲用．本剤1袋（溶解液

として2L）を超える投与は行わな
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場合，1日量として2 ～ 10㎎．年齢，

症状により適宜増減．③1回0.1～0.5

㎎をクモ膜下腔に注入．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」（旧名
称：モルペス細粒2%）（要時）
あ おう

Morphine hydrochloride hydrate 10

㎎0.5g1包  〔藤本〕

モルヒネ硫酸塩水和物徐放細
粒分包30㎎「フジモト」（旧名
称：モルペス細粒6%）（要時）
あ おう

Morphine hydrochloride hydrate 30

㎎0.5g1包

MSコンチン錠10㎎ おう
MS contin 10㎎1錠  〔塩野義〕

MSコンチン錠30㎎ おう
MS contin 30㎎1錠

MSコンチン錠60㎎（院外）
 おう

MS contin 60㎎1錠

【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

……………………………………………

8115．コデイン系製剤
 

（コデインリン酸塩水和物）Codeine 

phosphate hydrate

コデインリン酸塩錠20㎎「タ
ケダ」（要時） おう

Codeine phosphate hydrate 20㎎1錠 

 〔武田〕

【効】各種呼吸器疾患における鎮咳・鎮

静，疼痛時における鎮痛，激しい下痢

症状の改善

【用】（内）1回20㎎1日60㎎．年齢，症

状により適宜増減

【投与制限日数】30日

……………………………………………

8119．その他のあへんアルカロイ
ド系麻薬

 

（オキシコドン塩酸塩水和物）

Oxycodone hydrochloride hydrate

オキシコドン徐放カプセル5㎎
「テルモ」あ おう

Oxycodone 5㎎1カプセル  〔帝國製薬〕

オキシコドン徐放カプセル
20㎎「テルモ」あ おう

Oxycodone 20㎎1カプセル

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種

癌における鎮痛

【用】（内）1日10～80㎎を2回に分割．

症状に応じて適宜増減

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（オキシコドン塩酸塩水和物）

Oxycodone hydrochloride hydrate

オキシコンチンTR錠5㎎（院
外） おう

Oxycontin TR 5㎎1錠  〔塩野義〕

オキシコンチンTR錠20㎎（院
外） おう

Oxycontin TR 20㎎1錠
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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

アンペック坐剤10㎎（要時）
 おう

Anpec 10㎎1個  〔大日本住友〕

【効】激しい疼痛を伴う各種癌における

鎮痛

【用】（外）1日20～120㎎を2～4回に分

割し直腸内に．初めてモルヒネ製剤と

して本剤を投与する場合，1回10㎎よ

り開始することが望ましい．症状によ

り投与量，投与回数を適宜増減

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（モルヒネ塩酸塩水和物）Morphine 

hydrochloride hydrate

オプソ内服液5㎎ おう
Opso 5㎎2.5mL1包  〔大日本住友〕

オプソ内服液10㎎ おう
Opso 10㎎5mL1包

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種

癌における鎮痛

【用】（内）1日30～120㎎を1日6回に分

割．年齢，症状により適宜増減

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（モルヒネ塩酸塩水和物）Morphine 

hydrochloride hydrate

モルヒネ塩酸塩水和物「タケ
ダ」原末（要時） うえ

Morphine hydrochloride hydrate 原

末  〔武田〕

【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

……………………………………………

（モルヒネ塩酸塩水和物）Morphine 

hydrochloride hydrate

モルヒネ塩酸塩注射液10㎎
「タケダ」 おう

Morphine hydrochloride 10㎎1mL1管 

 〔武田〕

モルヒネ塩酸塩注射液50㎎
「タケダ」 おう

Morphine hydrochloride 50㎎5mL1管

【効】①皮下及び静脈内投与の場合：1）

激しい疼痛時における鎮痛・鎮静．2）

激しい咳嗽発作における鎮咳．3）激

しい下痢症状の改善及び手術後等の腸

管蠕動運動の抑制．4）麻酔前投薬，

麻酔補助．5）中等度から高度の疼痛

を伴う各種癌における鎮痛．②硬膜外

及び③クモ膜下投与の場合：1）激し

い疼痛時における鎮痛．2）中等度か

ら高度の疼痛を伴う各種癌における鎮

痛

【用】（注）①1回5～10㎎を皮下注．麻

酔の補助として，静注することもあ

る．年齢，症状により適宜増減．中等

度から高度の疼痛を伴う各種癌におけ

る鎮痛において持続点滴静注又は持続

皮下注する場合，1回50 ～ 200㎎．年

齢，症状により適宜増減．②1回2～6

㎎を硬膜外腔に注入．年齢，症状によ

り適宜増減．硬膜外腔に持続注入する
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81．アルカロイド系麻薬（天然麻薬）

812．コカアルカロイド系製剤
8121．コカイン系製剤
 

（コカイン塩酸塩）Cocaine hydro-

chloride

コカイン塩酸塩「タケダ」原
末 おう

Cocaine hydrochloride 原末  〔武田〕

【効】表面麻酔

【用】（外）粘膜：5～10%溶液，点眼：

0.5～4%溶液，外用：1～5%の軟膏．

年齢・麻酔領域・部位・組織・症状・

体質により適宜増減．必要に応じアド

レナリンを添加

【投与制限日数】14日

……………………………………………
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オキシコンチンTR錠40㎎（院
外） おう

Oxycontin TR 40㎎1錠

【効】①中等度から高度の疼痛を伴う各

種癌における鎮痛．②非オピオイド鎮

痛薬又は他のオピオイド鎮痛薬で治療

困難な中等度から高度の慢性疼痛にお

ける鎮痛

【用】（内）①1日10 ～ 80㎎を2回に分

割．症状に応じて適宜増減．②1日10

～60㎎を2回に分割．症状に応じて適

宜増減

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（オキシコドン塩酸塩水和物）

Oxycodone hydrochloride hydrate

オキノーム散2.5㎎ おう
Oxinorm 2.5㎎0.5g1包  〔塩野義〕

オキノーム散5㎎ おう
Oxinorm 5㎎1g1包

オキノーム散10㎎ おう
Oxinorm 10㎎1g1包

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種

癌における鎮痛

【用】（内）1日10～80㎎を4回に分割．

症状に応じて適宜増減

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（オキシコドン塩酸塩水和物）

Oxycodone hydrochloride hydrate

オキファスト注10㎎ おう
Oxifast 10㎎1mL1管  〔塩野義〕

オキファスト注50㎎ おう
Oxifast 50㎎5mL1管

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種

癌における鎮痛

【用】（注）1日7.5 ～ 250㎎を持続静注

又は持続皮下注．年齢，症状により適

宜増減

【投与制限日数】14日

……………………………………………

（ヒドロモルフォン塩酸塩）Hydro-

morphone hydrochloride

ナルサス錠2㎎ おう
Narusus 2㎎1錠  〔第一三共〕

ナルサス錠6㎎ おう
Narusus 6㎎1錠

ナルサス錠24㎎ おう
Narusus 24㎎1錠

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種

癌における鎮痛

【用】（内）1日4～24㎎．症状に応じて

適宜増減

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（ヒドロモルフォン塩酸塩）Hydro-

morphone hydrochloride

ナルベイン注2㎎ おう
Naruvein 2㎎1mL1管  〔第一三共〕

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種

癌における鎮痛

【用】（注）1日0.5～25㎎を持続静注又

は持続皮下注．症状に応じて適宜増減

【投与制限日数】14日

……………………………………………

（ヒドロモルフォン塩酸塩）Hydro-

morphone hydrochloride

ナルラピド錠1㎎ おう
Narurapid 1㎎1錠  〔第一三共〕

ナルラピド錠2㎎ おう
Narurapid 2㎎1錠

ナルラピド錠4㎎ おう
Narurapid 4㎎1錠

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種

癌における鎮痛

【用】（内）1日4 ～ 24㎎を4 ～ 6回に分

割．症状に応じて適宜増減

【投与制限日数】14日

……………………………………………
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大量フェンタニル麻酔に用いる場合

は，100μg/㎏（本 剤 と し て 2mL/㎏）

まで投与可．麻酔維持：1 ～ 5μg/㎏

（本剤として0.02 ～ 0.1mL/㎏）ずつ間

欠的に静注するか，又はブドウ糖液な

どに希釈して点滴静注．②1～3μg/㎏

（本剤として0.02 ～ 0.06mL/㎏）を静

注．患者の年齢，全身状態，疼痛の程

度に応じて適宜増減．③［静脈内投与

の場合］術後疼痛：1～2μg/㎏（本剤

として0.02 ～ 0.04mL/㎏）を緩徐に静

注 後，1 ～ 2μg/㎏/時（本 剤 と し て

0.02～0.04mL/㎏/時）の速さで点滴静

注．癌性疼痛：1日0.1 ～ 0.3㎎（本剤

と して 2 ～ 6mL） から 点 滴静 注を 開

始，患者の症状に応じて適宜増量．

［硬膜外投与の場合］単回投与法：1回

25～100μg（本剤として0.5～2mL）を

硬膜外腔に注入．持続注入法：25 ～

100μg/時（本剤として0.5 ～ 2mL/時）

の速さで硬膜外腔に持続注入．［くも

膜下投与の場合］単回投与法：1回5

～25μg（本剤として0.1～0.5mL）をく

も膜下腔に注入

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（フェンタニルクエン酸塩）Fentanyl 

citrate

フェントステープ0.5㎎ おう
Fentos 0.5㎎1枚  〔協和キリン〕

フェントステープ1㎎ おう
Fentos 1㎎51枚

フェントステープ2㎎ おう
Fentos 2㎎101枚

フェントステープ4㎎ おう
Fentos 4㎎201枚

【効】非オピオイド鎮痛剤及び弱オピオ

イド鎮痛剤で治療困難な次記疾患にお

ける鎮痛（但し，慢性疼痛は他のオピ

オイド鎮痛剤から切り替えて使用する

場合に限る．）：中等度から高度の疼痛

を伴う各種癌，中等度から高度の慢性

疼痛

【用】（外）胸部，腹部，上腕部，大腿

部等に貼付し，1日（約24時間）毎に

貼り替えて使用．初回貼付用量は本剤

貼付前のオピオイド鎮痛剤の治療有無

により，次記のとおり選択．その後の

貼付用量は患者の症状や状態により適

宜増減．〈がん疼痛〉貼付前にオピオ

イド鎮痛剤を使用していない場合，

0.5㎎より開始．他のオピオイド鎮痛

剤から切り替えて使用する場合，貼付

前に使用していたオピオイド鎮痛剤の

用法及び用量を勘案して，0.5㎎，1

㎎，2㎎，4㎎，6㎎のいずれかの用量

を選択．〈慢性疼痛〉他のオピオイド

鎮痛剤から本剤に切り替えて使用．貼

付前に使用していたオピオイド鎮痛剤

の用法及び用量を勘案して，0.5㎎，1

㎎，2㎎，4㎎，6㎎のいずれかの用量

を選択

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（メサドン塩酸塩）Methadone 

hydrochloride

メサペイン錠5㎎（要時） おう
Methapain 5㎎1錠  〔テルモ〕

【効】他の強オピオイド鎮痛剤で治療困

難な次記疾患における鎮痛：中等度か

ら高度の疼痛を伴う各種癌

【用】（内）他の強オピオイド鎮痛剤か

ら切り替えて使用．初回投与量は本剤

投与前に使用していた強オピオイド鎮

痛剤の用法・用量を勘案して，1回5

～ 15㎎を1日3回．症状や状態により

適宜増減

【投与制限日数】14日

……………………………………………
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82．非アルカロイド系麻薬
821．合成麻薬
8219．その他の合成麻薬
 

（タペンタドール塩酸塩）Tapentadol 

hydrochloride

タペンタ錠25㎎ おう
Tapenta 25㎎1錠  〔ムンディ〕

タペンタ錠100㎎ おう
Tapenta 100㎎1錠

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種

癌における鎮痛

【用】（内）1 日 50 ～ 400 ㎎ を 2 回 に 分

割．症状により適宜増減

【投与制限日数】30日

……………………………………………

（フェンタニルクエン酸塩）Fentanyl 

citrate

アブストラル舌下錠100μg おう
Abstral 100μg1錠  〔協和キリン〕

【効】強オピオイド鎮痛剤を定時投与中

の癌患者における突出痛の鎮痛

【用】（内）1回の突出痛に対して，フェ

ンタニルとして100μgを開始用量とし

て 舌 下 投 与． 用 量 調 節 期 に，1 回

100,200,300,400,600,800μgの順に一段

階ずつ調節し，至適用量を決定．用量

調節期に1回の突出痛に対して1回100

～600μgのいずれかの用量で十分な鎮

痛効果が得られない場合には，投与か

ら30分後以降に同一用量までの本剤を

1回のみ追加投与可．至適用量決定後

の維持期には，1回の突出痛に対して

至適用量を1回投与することとし，1回

用量の上限は800μg．用量調節期の追

加投与を除き，前回の投与から2時間

以上の投与間隔をあけ，1日あたり4回

以下の突出痛に対する投与にとどめる

こと

【投与制限日数】14日

……………………………………………

（フェンタニルクエン酸塩）Fentanyl 

citrate

フェンタニル注射液0.1㎎「テ
ルモ」あ おう

Fentanyl 0.005%2mL1管  〔テルモ〕

〔先発品〕フェンタニル注射液0.1㎎

「第一三共」

フェンタニル注射液0.5㎎「テ
ルモ」あ おう

Fentanyl 0.005%10mL1管

【効】①全身麻酔，全身麻酔における鎮

痛．②局所麻酔における鎮痛の補助．

③激しい疼痛（術後疼痛，癌性疼痛な

ど）に対する鎮痛

【用】（注）①患者の年齢，全身状態に

応じて適宜増減．［バランス麻酔に用

いる場合］麻酔導入時：1.5～8μg/㎏

（本剤として0.03～0.16mL/㎏）を緩徐

に静注するか，又はブドウ糖液などに

希釈して点滴静注．麻酔維持：ブドウ

糖液などに希釈して，次記1）又は2）

により投与．1）間欠投与：25～50μg

（本剤として0.5～1mL）ずつ静注．2）

持続投与：0.5 ～ 5μg/㎏/時（本剤と

し て 0.01 ～ 0.1mL/㎏/時） で 点 滴 静

注．［大量フェンタニル麻酔に用いる

場 合］ 麻 酔 導 入 時：20 ～ 150μg/㎏

（本剤として0.4 ～ 3mL/㎏）を緩徐に

静注するか，又はブドウ糖液などに希

釈して点滴静注．麻酔維持：必要に応

じて，ブドウ糖液などに希釈して，20

～ 40μg/ ㎏ / 時（本 剤 と し て 0.4 ～

0.8mL/㎏/時）の速さで点滴静注．小

児：患者の年齢，全身状態に応じて適

宜増減．〔バランス麻酔又は大量フェ

ンタニル麻酔に用いる場合〕麻酔導入

時：1 ～ 5μg/㎏（本 剤 と し て 0.02 ～

0.1mL/㎏）を緩徐に静注するか，又は

ブドウ糖液などに希釈して点滴静注．
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82

82．非アルカロイド系麻薬

（レミフェンタニル塩酸塩）Remifen-

tanil hydrochloride

レミフェンタニル静注用2㎎
「第一三共」（手術部）あ おう

Remifentanil 2㎎1瓶  〔第一三共〕

〔先発品〕アルチバ静注用2㎎

【効】全身麻酔の導入及び維持における

鎮痛

【用】（注）成人：他の全身麻酔剤を必

ず併用し，次記用量を用いる．①麻酔

導入：0.5μg/㎏/分で持続静注．ダブ

ルルーメンチューブの使用，挿管困難

等，気管挿管時に強い刺激が予想され

る場合，1.0μg/㎏/分．持続静注開始

前に1.0μg/㎏を30 ～ 60秒かけて単回

静注できる．気管挿管を本剤の投与開

始から10分以上経過した後に行う場合

には単回静注の必要はない．②麻酔維

持：0.25μg/㎏/分で持続静注．全身状

態を観察しながら，2 ～ 5分間隔で25

～ 100%の範囲で加速又は25 ～ 50%の

範囲で減速できるが，最大でも2.0μg/

㎏/分を超えない．浅麻酔時には，0.5

～ 1.0μg/㎏を2 ～ 5分間隔で追加単回

静注できる．小児：1歳以上の小児で

は他の全身麻酔剤を必ず併用し，0.25

μg/㎏/分で持続静注．全身状態を観

察しながら，2～5分間隔で25～100%

の範囲で加速又は25～50%の範囲で減

速できるが，最大でも1.3μg/㎏/分を

超えない．浅麻酔時には，1.0μg/㎏を

2～5分間隔で追加単回静注できる

……………………………………………
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（ 11 ）

五十音順索引
太字：商品名　細字：一般名・成分名

あ：後発品

〔アー～アシ〕

【ア】

アーチスト錠2.5㎎（院外）� ��� 114

アーチスト錠10㎎（院外）���� 114

アーテン錠（2㎎）（院外）����� ��36

アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流

液（手術部）��������� 296

アービタックス注射液100㎎��� 390

アーリーダ錠60㎎（院外）���� 379

アイエーコール50㎎，動注用�� 389

アイエーコール100㎎，動注用�� 389

アイオピジンUD点眼液1%���� ��80

アイクルシグ錠15㎎（要時）��� 399

アイセントレス錠400㎎����� 486

アイトロール錠20㎎（院外）��� 123

あアイドロイチン1%点眼液� �� ��82

アイノフロー吸入用800ppm��� 135

アイピーディカプセル100���� 414

アイピーディドライシロップ5%（院

外）������������� 414

アイファガン点眼液0.1%� ��� ��86

アイベータ配合点眼液（院外）�� ��89

アイミクス配合錠HD（院外）��� 119

アイミクス配合錠LD（院外）� �� 119

アイラミド配合懸濁性点眼液（院外）

�������������� ��89

アイリーア硝子体内注射用キット40

㎎/院������������ ��80

亜鉛華軟膏���������� 239

亜鉛華軟膏「ホエイ」������ 239

アガルシダーゼアルファ（遺伝子組

換え）������������ 313

アカルボース��������� 315

アカンプロサートカルシウム�� ��57

アキシチニブ��������� 378

アキネトン細粒1%（院外）� ��� ��33

アキネトン錠1㎎（院外）����� ��33

アキネトン注射液5㎎������ ��33

アクアチムクリーム1%� ���� 235

アクタリット��������� ��28

アクチット輸液�������� 277

アクチノマイシンD������� 366

アクテムラ点滴静注用200㎎��� 514

アクテムラ皮下注162㎎オートイン

ジェクター��������� 514

アクトシン軟膏3%� ������ 248

アクトス錠15（院外）������ 317

アクトス錠30（院外）������ 317

アクトネル錠2.5㎎（院外）� ��� 347

アクトネル錠17.5㎎������� 347

アクトネル錠75㎎（院外）���� 347

アクトヒブ（要時）������� 493

アクプラ静注用10㎎（要時）��� 395

アクプラ静注用50㎎（要時）��� 395

アクラシノン注射用20㎎���� 367

アクラルビシン塩酸塩����� 367

アグリリンカプセル0.5㎎（要時）� 404

アクロマイシン軟膏3%（院外）� � 235

アコアラン静注用600������ 498

アコアラン静注用1800����� 498

アコチアミド塩酸塩水和物��� 178

アコニンサン錠（院外）����� 444

アコファイド錠100㎎������ 178

アザクタム注射用1g� ����� 447

アサコール錠400㎎（院外）���� 183

アザシチジン��������� 378

アザチオプリン�������� 321

アザルフィジンEN錠500㎎（院外）� 475

アシクロビル��������79,480
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〔アテ～アフ〕

アディノベイト静注用キット1000

（要時）����������� 507

アディノベイト静注用キット2000

（要時）����������� 507

アディノベイト静注用キット3000

（要時）����������� 507

アテゾリズマブ（遺伝子組換え）

������������ 378,379

アテディオ配合錠（院外）���� 119

アデニン����������� 349

アデノシン���������� 538

アデノシン三リン酸二ナトリウム水

和物������������ 321

あアデノシン負荷用静注60㎎シリン

ジ「FRI」����������� 538

アテノロール��������� 101

アデホス－Lコーワ注20㎎���� 321

アデホスコーワ顆粒10%����� 321

アデホビルピボキシル����� 480

アデムパス錠0.5㎎� ������ 140

アデムパス錠1.0㎎� ������ 140

アデムパス錠2.5㎎（要時）� ��� 140

アテレック錠5（院外）������ 116

アテレック錠10�������� 116

アテレック錠20（院外）����� 116

アトーゼット配合錠HD（院外）�� 132

アトーゼット配合錠LD（院外）� � 132

アドエア50エアゾール120吸入用（院

外）������������� 156

アドエア100ディスカス60吸入用（院

外）������������� 156

アドエア250ディスカス60吸入用（要

時）������������� 157

アドシルカ錠20㎎������� 137

アドセトリス点滴静注用50㎎（要時）

�������������� 397

アドソルビン原末������� 173

アドナ散10%���������� 279

アドナ錠30㎎（院外）������ 279

アトニン－O注5単位� ����� 190

アトバコン���������� 488

アドフィードパップ40㎎（院外）� 242

アトモキセチン塩酸塩����� ��43

アドリアシン注用10（要時）��� 369

あアトルバスタチンOD錠10㎎「トー

ワ」������������� 130

アトルバスタチンカルシウム水和物

������������ 129,130

アドレナリン��������� 194

あアドレナリン注0.1%シリンジ「テ

ルモ」������������ 194

あアトロピン注0.05%シリンジ「テ

ルモ」������������ ��72

アトロピン点眼液1%，日点� �� ��77

アトロピン硫酸塩水和物�� 71,72,77

アトロピン硫酸塩注0.5㎎「タナベ」���71

アトロベントエロゾル20μg（院外）� 148

アナグリプチン�������� 316

アナグレリド塩酸塩水和物��� 404

アナストロゾール������� 379

アナフラニール錠10㎎（院外）�� ��42

アナフラニール錠25㎎����� ��42

アナフラニール点滴静注液25㎎� ��42

アニュイティ100μgエリプタ30吸入

用（院外）���������� 155

アネキセート注射液0.5㎎� ��� 143

アネメトロ点滴静注液500㎎��� 516

アノーロエリプタ30吸入用��� 151

アバスチン点滴静注用100㎎/4院� 398

アバスチン点滴静注用400㎎/16院� 398

アバタセプト（遺伝子組換え）�� 323

アバプロ錠100㎎（院外）����� 113

アパルタミド��������� 379

アピキサバン��������� 286

アピドラ注100単位/院（要時）� � 208

アピドラ注カート（院外）���� 208

アピドラ注ソロスター����� 209

アビラテロン酢酸エステル��� 379

アファチニブマレイン酸塩��� 379

アフィニトール錠5㎎（要時）��� 383

〔アシ～アテ〕

あアシクロビル点滴静注250㎎

「MEEK」（旧名称：ビクロックス

点滴静注250㎎）������� 480

アジスロマイシン水和物���79,466

アシテアダニ舌下錠100単位（IR）（院

外）������������� 418

アシテアダニ舌下錠300単位（IR）（院

外）������������� 418

アシノン錠75㎎（院外）����� 162

アジマイシン点眼液1%（院外）� � ��79

亜硝酸アミル��������� 129

亜硝酸アミル「AFP」（処置）� �� 129

アジルサルタン�������� 112

アジルバ錠10㎎（院外）����� 112

アジルバ錠20㎎�������� 112

アジルバ錠40㎎（院外）����� 112

アジレクト錠0.5㎎（院外）� ��� ��38

アジレクト錠1㎎（院外）����� ��38

アスコルビン酸������ 258,259

アスコルビン酸原末「マルイシ」（院

外）������������� 258

アストミン錠10㎎（要時）���� 143

アズトレオナム�������� 447

あアズノールうがい液4%� ��� 152

アズノールST錠口腔用5㎎（院外）� 179

アズノール軟膏0.033%� ���� 241

アスパラカリウム錠300㎎���� 265

アスパラギナーゼ，L－����� 383

アスパラギン酸カリウム，L－�� 265

アスパラギン酸カルシウム水和物，

L－������������� 262

アスパラ－CA錠200������� 262

アスピリン���������26,288

アスピリン「ヨシダ」������ ��26

アスプール液（0.5%）� ����� 147

アスペノンカプセル20����� 103

アスベリン散10%�������� 146

アスベリンシロップ0.5%� ��� 146

あアズレン含嗽用顆粒0.4%「日医

工」������������� 152

アズレンスルホン酸ナトリウム水和

物����������� 152,179

アズロキサ顆粒2.5%（院外）� �� 162

アセサイド6%消毒液� ����� 537

アセタゾラミド�������� 108

アセタゾラミドナトリウム��� 109

アセチルコリン塩化物����� ��70

アセチルシステイン������ 306

アセチルシステイン内用液17.6%

「あゆみ」���������� 306

アセチルスピラマイシン錠200（院

外）������������� 465

アセトアミノフェン����� 24,25

あアセトアミノフェン錠200㎎「マル

イシ」������������ ��24

あアセトアミノフェン錠500㎎「マル

イシ」������������ ��24

あアセトアミノフェンDS40%「三

和」������������� ��24

アセナピンマレイン酸塩���� ��43

アゼプチン錠1㎎（院外）����� 409

アゼラスチン塩酸塩������ 409

アセリオ静注液1000㎎バッグ�� ��25

アゼルニジピン�������� 112

アゾセミド���������� 109

あアゾセミド錠30㎎「JG」� ��� 109

あアゾセミド錠60㎎「JG」（要時）� 109

アゾルガ配合懸濁性点眼液（院外）���89

アダパレン���������� 246

アダプチノール錠5㎎（院外）��� ��87

アダラートCR錠20㎎（院外）� �� 127

アタラックス－Pカプセル25㎎�� ��52

アタラックス－Pシロップ0.5%（院

外）������������� ��52

アタラックス－P注射液（25㎎/ml）���52

アタラックス－P注射液（50㎎/ml）���52

アダリムマブ（遺伝子組換え）�� 322

アディノベイト静注用キット250（要

時）������������� 507

アディノベイト静注用キット500� 507
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〔アモ～アレ〕

あアモキシシリンカプセル250㎎「日

医工」������������ 449

アモキシシリン水和物��� 449,450

アモバルビタール������� ��10

アモバン錠7.5（院外）� ����� ��11

アラグリオ顆粒剤分包1.5g（要時）� 534

アラセナ－A軟膏3%� ����� 485

アラノンジー静注用250㎎（要時）� 364

アラベル内用剤1.5g������� 534

アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用

（院外）����������� ��92

アリクストラ皮下注1.5㎎� ��� 287

アリスキレンフマル酸塩���� 113

アリセプトD錠3㎎� ������ ��59

アリセプトD錠5㎎� ������ ��59

アリセプトD錠10㎎（院外）���� ��59

アリセプトドライシロップ1%（院

外）������������� ��59

アリナミンF50注�������� 254

アリナミンF糖衣錠，25㎎���� 254

アリナミン注射液10㎎����� 255

アリピプラゾール������ 44,45

アリミデックス錠1㎎������ 379

アリムタ注射用500㎎������ 365

アリメジンシロップ0.05%���� 407

アリメマジン酒石酸塩����� 407

アルガトロバン水和物����� 133

アルギニン塩酸塩，L－����� 528

アルギニン点滴静注30g「AY」� � 528

アルギメート点滴静注10%���� 329

アルギU配合顆粒�������� 348

アルギン酸ナトリウム��� 164,280

アルクロメタゾンプロピオン酸エス

テル������������ 236

アルケラン錠2㎎�������� 355

アルケラン静注用50㎎（要時）�� 355

アルサルミン細粒90%������ 167

アルサルミン内用液10%（院外）�� 168

アルスロマチック関節手術用灌流液

（手術部，要時）������� 297

アルダクトンA細粒10%����� 108

アルダクトンA錠25㎎（院外）��� 108

アルダクトンA錠50㎎（院外）��� 108

アルタットカプセル75㎎（院外）� 164

アルツディスポ関節注25㎎��� 336

アルテプラーゼ（遺伝子組換え）� 313

アルト原末（処置）������� 280

アルドメット錠125（院外）���� 112

アルドメット錠250������� 112

アルピニー坐剤100������� ��25

アルピニー坐剤200������� ��25

アルファカルシドール��� 252,253

あアルファカルシドール錠0.5μg「ア

メル」������������ 252

あアルファカルシドール錠1.0μg「ア

メル」������������ 252

アルファロールカプセル1μg（院外）�252

アルファロール内用液0.5μg/院�� 252

アルブミナー5%静注12.5g/250院� 504

アルブミン，タンニン酸���� 161

アルブミン，人血清���� 504,505

アルブミン20%静注4g/20院「JB」，

献血������������ 505

アルブミン「ファイザー」原末，タン

ニン酸����������� 161

アルブミン－ベーリング20%静注

10.0g/50院���������� 505

アルプラゾラム�������� ��5

あアルプラゾラム錠0.4㎎「サワイ」� ��5

アルプロスタジル������� 134

アルプロスタジルアルファデクス

������������ 134,246

あアルプロスタジルアルファデクス

注射用20μg「タカタ」������ 134

あアルプロスタジル注10μg「F」�� 134

アルベカシン硫酸塩������ 446

アルミニウム，天然ケイ酸��� 173

アルメタ軟膏（院外）������ 236

アルロイドG内用液5%� ���� 164

アレクチニブ塩酸塩������ 380

〔アフ～アモ〕

アブストラル舌下錠100μg� ��� 546

アフタッチ口腔用貼付剤25μg（院外）

�������������� 181

アブラキサン点滴静注用100㎎�� 376

アプラクロニジン塩酸塩���� ��80

アフリベルセプト（遺伝子組換え）���80

アフリベルセプトベータ（遺伝子組

換え）���������� 379,380

アプリンジン塩酸塩������ 103

アプレース錠100㎎（院外）���� 168

アプレゾリン錠10㎎（院外）��� 111

アプレピタント������ 177,178

あアプレピタントカプセル80㎎

「NK」� ����������� 177

あアプレピタントカプセル125㎎

「NK」� ����������� 178

アプレミラスト�������� 323

アフロクアロン�������� ��73

アベマシクリブ�������� 380

アベルマブ（遺伝子組換え）��� 380

アベロックス錠400㎎������ 478

アポカイン皮下注30㎎（要時）�� ��34

アボネックス筋注30μgペン（要時）� 512

アポモルヒネ塩酸塩水和物��� ��34

アボルブカプセル0.5㎎� ���� 218

アマージ錠2.5㎎（院外）� ���� 121

アマリール0.5㎎錠（院外）� ��� 314

アマリール1㎎錠（院外）����� 314

アマリール3㎎錠（院外）����� 315

アマンタジン塩酸塩������ ��33

アミオダロン塩酸塩������ 104

あアミオダロン塩酸塩静注150㎎

「TE」� ����������� 104

あアミオダロン塩酸塩速崩錠50㎎

「TE」� ����������� 104

あアミオダロン塩酸塩速崩錠100㎎

「TE」（院外）� �������� 104

アミカシン硫酸塩������� 448

アミカシン硫酸塩注射液100㎎「日医

工」������������� 448

アミカシン硫酸塩注射液200㎎「日医

工」������������� 448

アミサリン錠125㎎（院外）���� 100

アミサリン注200㎎������� 100

アミティーザカプセル12μg���� 176

アミティーザカプセル24μg（院外）� 176

アミド，ニコチン酸������ 256

アミド散10%「ゾンネ」，ニコチン酸

�������������� 256

アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミ

ン����������� 520,522

アミトリプチリン塩酸塩���� ��44

アミノ酸・糖・電解質����� 269

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン� 270

アミノ酸製剤，肝硬変用���� 268

アミノ酸製剤，肝不全用���� 268

アミノ酸製剤，小児用総合��� 269

アミノ酸製剤，腎不全用���� 269

アミノ酸製剤，総合������ 269

あアミノバクト配合顆粒���� 268

アミノフィリン水和物����� ��96

アミノレバンEN配合散� ���� 270

アミノレバン点滴静注����� 268

アミノレブリン酸塩酸塩���� 534

アミパレン輸液�������� 269

アムノレイク錠2㎎（要時）���� 391

アムビゾーム点滴静注用50㎎�� 470

アムホテリシンB�������� 470

アムルビシン塩酸塩������ 368

あアムロジピンOD錠5㎎「明治」� 122

あアムロジピン錠2.5㎎「明治」� � 122

アムロジピンベシル酸塩���� 122

アムロジンOD錠5㎎（院外）��� 122

アムロジン錠2.5㎎（院外）� ��� 122

アメジニウムメチル硫酸塩��� 133

アメナメビル��������� 481

アメナリーフ錠200㎎������ 481

アモキサピン��������� ��44

アモキサンカプセル25㎎���� ��44

アモキサン細粒10%（院外）���� ��44
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〔イオ～イソ〕

あイオパーク300注20院（放射線科）�524

あイオパーク300注100院（放射線科）

�������������� 525

イオパーク300注シリンジ50院� � 525

あイオパーク300注シリンジ100院

（放射線科）��������� 525

あイオパーク300注シリンジ125院

（放射線科）��������� 525

あイオパーク300注シリンジ150院

（放射線科）��������� 525

あイオパーク350注100院（放射線科）

�������������� 525

あイオパーク350注シリンジ100院

（放射線科）��������� 526

イオパミドール������ 523,524

あイオパミドール370注シリンジ100

院「F」（旧名称：オイパロミン370

注シリンジ100院）（放射線科）� 524

イオフルパン（123I）������� 406

イオプロミド��������� 524

あイオプロミド300注シリンジ100院

「FRI」������������ 524

イオプロミド370注シリンジ100院

「FRI」������������ 524

イオヘキソール���� 524,525,526

イオヘキソール240注シリンジ100院

「F」（旧名称：イオパーク240注シ

リンジ100院）（放射線科）��� 524

イオヘキソール350注50院「F」（旧名

称：イオパーク350注50院）（放射

線科）������������ 525

イオベルソール�������� 526

イオメプロール������ 526,527

イオメロン300注20院（放射線科）� 526

イオメロン300注50院（放射線科）� 527

イオメロン300注100院（放射線科）� 527

イオメロン300注シリンジ100院（放

射線科）����������� 527

イオメロン350注50院（放射線科）� 527

イオメロン350注100院（放射線科）� 527

イオメロン350注シリンジ75院（放射

線科）������������ 527

イオメロン350注シリンジ100院（放

射線科）����������� 527

イオメロン350注シリンジ135院（放

射線科）����������� 527

イカチバント酢酸塩������ 412

イキサゾミブクエン酸エステル� 380

イキセキズマブ（遺伝子組換え）� 324

イグザレルトOD錠10㎎����� 288

イグザレルトOD錠15㎎����� 288

イクスタンジ錠40㎎（要時）��� 384

イクスタンジ錠80㎎（要時）��� 384

イグラチモド��������� 324

イコサペント酸エチル����� 289

あイコサペント酸エチル粒状カプセ

ル900㎎「サワイ」������� 289

イサツキシマブ（遺伝子組換え）� 381

イスコチン錠100㎎������� 475

イスコチン注100㎎������� 476

イストダックス点滴静注用10㎎（要

時）������������� 403

イストラデフィリン������ ��34

イソクスプリン塩酸塩����� 128

イソジンガーグル液7%（院外）� � 152

イソソルビド��������� 109

イソソルビド，一硝酸����� 123

イソソルビド，硝酸���� 123,124

あイソソルビド錠20㎎「タイヨー」，

一硝酸����������� 123

あイソソルビドテープ40㎎

「EMEC」，硝酸�������� 124

あイソソルビド内用液70%「CEO」� 109

イソニアジド������� 475,476

イソバイドシロップ70%（院外）�� 109

イソバイドシロップ70%分包20院

（院外）����������� 109

イソバイドシロップ70%分包30院

（院外）����������� 109

イソビスト注300�������� 522

〔アレ～イオ〕

アレグラ錠30㎎（院外）����� 416

アレグラ錠60㎎（院外）����� 416

アレグラドライシロップ5%（院外）�416

アレサガテープ4㎎（院外）���� 412

アレサガテープ8㎎（院外）���� 412

アレジオンLX点眼液0.1%（院外）� ��80

アレジオン錠20（院外）����� 412

アレセンサカプセル150㎎（要時）� 380

アレビアチン散10%������� ��13

アレビアチン錠100㎎������ ��13

アレビアチン注250㎎������ ��13

アレルゲンエキス��� 409,410,411

アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブ

タクサ花粉1：100（処置），治療用

�������������� 410

アレルゲンパッチテスト試薬�� 534

アレルゲン皮内エキス治療用アレル

ゲンエキス皮下注「トリイ」ハウス

ダスト1：1,000（処置），診断用� 409

アレロックOD錠5（院外）���� 413

アレロック顆粒0.5%（院外）� �� 413

アレンドロン酸ナトリウム水和物� 324

アローゼン顆粒�������� 176

アロキシ静注0.75㎎������� 178

アログリプチン安息香酸塩��� 316

アロチノロール塩酸塩����� 101

あアロチノロール塩酸塩錠10㎎「日

医工」������������ 101

アロフト錠20㎎（院外）����� ��73

アロプリノール�������� 312

あアロプリノール錠100㎎「DSP」� 312

アロマシン錠25㎎（要時）���� 382

アンコチル錠500㎎（要時）���� 490

アンジュ28錠（院外）� ����� 223

安息香������������ 537

安息香酸ナトリウムカフェイン� ��97

あ安息香酸Naカフェイン注200㎎

「フソー」（旧名称：アンナカ注「フ

ソー」－20%）（要時）������ ��97

あ安息香チンキ�������� 537

アンチトロンビンガンマ（遺伝子組

換え）������������ 498

安中散������������ 421

安中散エキス顆粒（医療用）〔TJ－5〕

（院外），ツムラ������� 421

アンチレクス静注10㎎����� 532

アンテベートクリーム0.05%（院外）

�������������� 238

アンテベート軟膏0.05%（院外）�� 238

アンテベートローション0.05%（院

外）������������� 238

アンピシリンナトリウム���� 451

アンプラーグ錠100㎎������ 289

アンブリセンタン������� 135

アンブロキソール塩酸塩�� 145,146

あアンブロキソール塩酸塩錠15㎎

「タイヨー」��������� 145

あアンブロキソール塩酸塩徐放OD

錠45㎎「サワイ」������� 146

あアンブロキソール塩酸塩シロップ

小児用0.3%「タイヨー」� ��� 145

アンペック坐剤10㎎（要時）��� 542

アンベノニウム塩化物����� ��70

アンモニウム，塩化������ 276

あアンモニウム補正液5mEq/院，

塩化������������ 276

【イ】

EOB・プリモビスト注シリンジ（放

射線科）����������� 535

イーケプラ錠250㎎������� ��23

イーケプラ錠500㎎������� ��23

イーケプラ点滴静注500㎎���� ��23

イーケプラドライシロップ50%�� ��23

あEPLカプセル250㎎（院外）� �� 132

イオウ・カンフルローション「東豊」

�������������� 245

イオジキサノール������� 522

イオトロクス酸メグルミン��� 522

イオトロラン��������� 522
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〔イリ～イン〕

イリノテカン塩酸塩水和物� 373,374

あイリノテカン塩酸塩点滴静注液40

㎎「SUN」� ��������� 373

あイリノテカン塩酸塩点滴静注液40

㎎「SUN」（旧名称：イリノテカン

塩酸塩点滴静注液40㎎「タイホ

ウ」）������������ 373

あイリノテカン塩酸塩点滴静注液

100㎎「SUN」��������� 374

あイリノテカン塩酸塩点滴静注液

100㎎「SUN」（旧名称：イリノテ

カン塩酸塩点滴静注液100㎎「タイ

ホウ」）����������� 373

イリボー錠2.5μg（院外）� ���� 185

イリボー錠5μg（要時）� ����� 185

イルソグラジンマレイン酸塩�� 164

あイルソグラジンマレイン酸塩錠2

㎎「日医工」��������� 164

イルトラ配合錠LD（院外）� ��� 119

イルベサルタン�������� 113

あイルベサルタン錠100㎎「DSPB」�113

イルミア皮下注100㎎シリンジ�� 336

イレッサ錠250（要時）������ 387

インヴェガ錠3㎎（要時）����� ��50

インヴェガ錠6㎎（院外）����� ��50

あインクレミンシロップ5%� �� 264

インコボツリヌストキシンA��� ��67

インジウム（111In）ペンテトレオチ

ド������������� 406

インジゴカルミン������� 531

インジゴカルミン注20㎎「AFP」� 531

インスリン（遺伝子組換え），ヒト

������������ 212,213

インスリンアスパルト（遺伝子組換

え）����������� 206,207

インスリングラルギン（遺伝子組換

え）������������� 208

あインスリングラルギンBS注カー

ト「リリー」（院外）������ 208

あインスリングラルギンBS注ミリ

オペン「リリー」������� 208

インスリングルリジン（遺伝子組換

え）����������� 208,209

インスリンデグルデク（遺伝子組換

え）������������� 209

インスリンデテミル（遺伝子組換え）

������������ 209,210

インスリンリスプロ（遺伝子組換え）

������������ 210,211

あインスリンリスプロBS注100単位

/院HU「サノフィ」� ����� 210

あインスリンリスプロBS注カート

HU「サノフィ」（要時）����� 210

あインスリンリスプロBS注ソロス

ターHU「サノフィ」������ 210

インターフェロンアルファ

（NAMALWA）�������� 511

インターフェロンガンマ－1a（遺伝

子組換え）���������� 511

インターフェロンベータ���� 512

インターフェロンベータ－1a（遺伝

子組換え）���������� 512

インターフェロンベータ－1b（遺伝

子組換え）���������� 513

インタール吸入液1%（院外）� �� 149

インダカテロールマレイン酸塩� 148

インダシン静注用1㎎������ 135

インダパミド��������� 113

インチュニブ錠1㎎（院外）���� ��47

インチュニブ錠3㎎（院外）���� ��47

茵ちん蒿湯���������� 442

茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－135〕，ツムラ������� 442

インテバン外用液1%（院外）� �� 240

インテバンクリーム1%（院外）� � 240

インテバン坐剤50（院外）���� ��26

インデラル錠10㎎������� 102

インデラル注射液2㎎������ 103

インドシアニングリーン�� 531,534

〔イソ～イラ〕

イソプレナリン塩酸塩，l－� �� ��97

イソプレナリン塩酸塩，dl－�93,98,147

イソプロピルウノプロストン�� ��80

イソミタール原末（院外）���� ��10

イソメニールカプセル7.5㎎（院外）���93

イダマイシン静注用5㎎����� 368

イダルシズマブ（遺伝子組換え）� 289

イダルビシン塩酸塩������ 368

一硝酸イソソルビド������ 123

あ一硝酸イソソルビド錠20㎎「タイ

ヨー」������������ 123

一酸化窒素���������� 135

一般診断用精製ツベルクリン

（PPD）1人用��������� 510

イデュルスルファーゼ（遺伝子組換

え）������������� 313

イトプリド塩酸塩������� 179

イドメシンコーワゾル1%（院外）� 239

イトラコナゾール����� 488,489

あイトラコナゾール内用液1%「ファ

イザー」����������� 489

イトリゾールカプセル50���� 488

イトリゾール内用液1%（院外）� � 489

イナビル吸入懸濁用160㎎セット� 486

イナビル吸入粉末剤20㎎���� 486

イニシンク配合錠（院外）���� 319

イノバン注0.3%シリンジ� ��� ��98

イノベロン錠100㎎（院外）���� ��23

イノベロン錠200㎎（要時）���� ��23

イノラス配合経腸用液����� 271

イノレット30R注（要時）����� 212

イバブラジン塩酸塩������ 135

イバンドロン酸ナトリウム水和物� 324

イピリムマブ（遺伝子組換え）�� 381

イフェクサー SRカプセル37.5㎎� ��53

イフェクサー SRカプセル75㎎�� ��53

イフェンプロジル酒石酸塩��� 135

イブジラスト��������� 412

イブプロフェン�������� ��28

イブプロフェンピコノール��� 239

イプラグリフロジンL－プロリン� 316

イプラトロピウム臭化物水和物� 148

イブランス錠25㎎（院外）���� 396

イブランス錠125㎎（院外）���� 396

イブリツモマブチウキセタン（遺伝

子組み換え）塩化イットリウム

（90Y）������������ 381

イブリツモマブチウキセタン（遺伝

子組み換え）塩化インジウム

（111In）����������� 406

イプリフラボン�������� 324

イブルチニブ��������� 381

イベニティ皮下注105㎎シリンジ� 348

イベルメクチン�������� 517

イホスファミド�������� 350

イホマイド1g，注射用� ���� 350

あイマチニブ錠200㎎「明治」（要時）�382

イマチニブメシル酸塩����� 382

イミキモド���������� 489

イミグランキット皮下注3㎎（院外）�121

イミグラン錠50�������� 121

イミグラン注3��������� 121

イミグラン点鼻液20（要時）��� 121

イミダフェナシン������� 224

あイミダフェナシンOD錠0.1㎎「杏

林」������������� 224

イミダプリル塩酸塩������ 111

あイミダプリル塩酸塩錠2.5㎎

「DSEP」����������� 111

イミフィンジ点滴静注120㎎��� 392

イミフィンジ点滴静注500㎎��� 392

イミプラミン塩酸塩������ ��42

イムセラカプセル0.5㎎（要時）� � 343

イムノブラダー膀注用40㎎��� 510

イムノブラダー膀注用80㎎��� 510

イムノマックス－γ注100���� 511

イムブルビカカプセル140㎎（要時）�381

イムラン錠50㎎�������� 321

イモバックスポリオ皮下注（要時）� 497

イラリス皮下注射液150㎎（要時）� 330
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〔エー～エツ〕

エースコール錠2㎎（院外）���� 112

エイゾプト懸濁性点眼液1%� �� ��86

あHMG筋注用75単位「あすか」� � 188

あHMG筋注用150単位「あすか」�� 188

HCGモチダ筋注用5千単位���� 188

エイベリス点眼液0.002%（要時）� ��81

エイムゲン（要時）������� 495

エカード配合錠HD（院外）���� 119

あエカベトNa顆粒66.7%「サワイ」� 165

エカベトナトリウム水和物� 164,165

エキザルベ���������� 242

エキセメスタン�������� 382

エクア錠50㎎��������� 318

エグアレンナトリウム水和物�� 162

エクザール注射用10㎎����� 378

エクストラニール腹膜透析液（血液

浄化センター）�������� 300

エクセグラン散20%（院外）���� ��16

エクセグラン錠100㎎（院外）��� ��16

あエクセラーゼ配合錠（院外）�� 173

エクフィナ錠50㎎（院外）���� ��35

エクメット配合錠HD（院外）��� 319

エクメット配合錠LD（院外）� �� 319

エクリズマブ（遺伝子組換え）�� 513

エクロックゲル5%（院外）� ��� ��75

エコリシン眼軟膏������� ��89

エサキセレノン�������� 113

エサンブトール錠250㎎����� 476

エスクレ坐剤「250」������� ��5

エスクレ坐剤「500」������� ��5

エスクレ注腸用キット「500」��� ��5

SG配合顆粒（院外）� ������ ��32

エスシタロプラムシュウ酸塩�� ��45

エスゾピクロン�������� ��11

エスタゾラム��������� ��5

エストラーナテープ0.72㎎（院外）� 202

エストラサイトカプセル156.7㎎（院

外）������������� 353

エストラジオール������� 202

エストラムスチンリン酸エステルナ

トリウム水和物������� 353

エストリール錠1㎎������� 203

エストリオール������ 203,222

エストロゲン，結合型����� 204

あSPトローチ0.25㎎「明治」� �� 181

エスポー皮下用24000シリンジ�� 327

あエスワンタイホウ配合OD錠T20�365

あエスワンタイホウ配合OD錠T25�365

エゼチミブ���������� 130

あエゼチミブ錠10㎎「DSEP」��� 130

エソメプラゾールマグネシウム水和

物��������� 165,166,167

エタネルセプト（遺伝子組換え）

������������ 325,326

あエタネルセプトBS皮下注10㎎シ

リンジ1.0院「TY」（要時）���� 325

あエタネルセプトBS皮下注25㎎シ

リンジ0.5院「TY」（院外）���� 325

あエタネルセプトBS皮下注50㎎ペ

ン1.0院「TY」��������� 326

エタノール，無水����� 231,400

エタノール注「フソー」，無水�� 400

エタノール「マルイシ」，無水�� 231

エダラボン���������� ��57

あエダラボン点滴静注30㎎「DSEP」

�������������� ��57

あエダラボン点滴静注30㎎バッグ

「DSEP」����������� ��57

エタンブトール塩酸塩����� 476

エチゾラム���������� ��45

あエチゾラム錠0.5㎎「日医工」� � ��45

あエチゾラム錠1㎎「日医工」��� ��45

エチドロン酸二ナトリウム��� 326

エチニルエストラジオール��� 203

エチルシステイン塩酸塩，L－�� 143

エチレフリン塩酸塩������ ��97

エックスフォージ配合OD錠（院外）�119

越婢加朮湯���������� 428

〔イン～エー〕

インドメタシン����� 26,239,240

あインドメタシンクリーム1%「日医

工」������������� 240

インドメタシンナトリウム��� 135

あインドメタシンパップ70㎎「日医

工」（院外）���������� 240

インドメタシンファルネシル�� ��26

イントラリポス輸液20%����� 274

インフリー Sカプセル200㎎（院外）���26

インフリーカプセル100㎎���� ��26

インフリキシマブ（遺伝子組換え）

������������ 179,180

あインフリキシマブBS点滴静注用

100㎎「NK」（要時）������� 179

インフルエンザHAワクチン��� 494

インフルエンザHAワクチン「第

一三共」1院（旧名称：インフルエ

ンザHAワクチン「北里第一三共」

1院）（要時）��������� 494

インライタ錠1㎎（要時）����� 378

インライタ錠5㎎（要時）����� 378

【ウ】

ヴァンフリタ錠17.7㎎（要時）��� 387

ヴァンフリタ錠26.5㎎（要時）��� 387

ヴィーン3G輸液� ������� 277

ウイテプゾール�������� 519

ウインタミン細粒（10%）����� ��41

ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5

院，献血���������� 506

ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50

院，献血���������� 506

ヴォトリエント錠200㎎（要時）�� 395

ヴォリブリス錠2.5㎎� ����� 135

ウサギ免疫グロブリン，抗ヒト胸腺

細胞������������ 513

ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

������������ 324,325

ウチダの八味丸M（院外）����� 443

ウテメリン錠5㎎�������� 227

ウテメリン注50㎎������� 227

ウトロゲスタン腟用カプセル200㎎

（院外）����������� 203

ウパダシチニブ水和物����� 325

ウプトラビ錠0.2㎎（要時）� ��� 137

ウプトラビ錠0.4㎎（要時）� ��� 137

ウブレチド錠5㎎�������� ��70

ウブレチド点眼液1%� ����� ��77

ウラジロガシエキス������ 225

ウラピジル���������� 113

ウラリット配合錠������� 312

ウリアデック錠40㎎������ 312

ウリアデック錠60㎎（院外）��� 312

ウリナスタチン�������� 325

ウルグートカプセル200㎎（院外）� 169

ウルソ顆粒5%� �������� 177

ウルソ錠100㎎（院外）������ 177

ウルソデオキシコール酸���� 177

あウルソデオキシコール酸錠100㎎

「JG」� ����������� 177

ウルティブロ吸入用カプセル�� 151

ウレパールクリーム10%����� 245

ウレパールローション10%（院外）� 245

ウロカルン錠225㎎������� 225

ウロキナーゼ��������� 313

ウログラフイン注60%������ 522

ウログラフイン注76%������ 522

ウロナーゼ静注用6万単位���� 313

ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%

�������������� 222

ウロミテキサン注400㎎����� 310

温経湯������������ 439

温経湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－106〕（院外），ツムラ���� 439

温清飲������������ 434

温清飲エキス顆粒（医療用）〔TJ

－57〕（院外），ツムラ����� 434

【エ】

A型ボツリヌス毒素������� ��67
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〔エホ～エン〕

エポセリン坐剤250（院外）���� 458

エホチール注10㎎������� ��97

エホニジピン塩酸塩エタノール付加

物������������� 114

エボルトラ点滴静注20㎎（要時）� 363

エボロクマブ（遺伝子組換え）�� 130

エミシズマブ（遺伝子組換え）�� 499

エミレース錠3㎎（院外）����� ��50

あMS温シップ「タイホウ」���� 243

MSコンチン錠10㎎������� 543

MSコンチン錠30㎎������� 543

MSコンチン錠60㎎（院外）���� 543

あMS冷シップ「タカミツ」���� 243

エムプリシティ点滴静注用300㎎（要

時）������������� 384

エムプリシティ点滴静注用400㎎（要

時）������������� 384

エムラクリーム（処置）����� ��66

エメダスチンフマル酸塩���� 412

エラスポール100，注射用���� 335

エラプレース点滴静注液6㎎（要時）�313

エリキュース錠2.5㎎� ����� 286

エリキュース錠5㎎������� 286

エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用（院

外）������������� ��92

エリスパン錠0.25㎎������� ��8

エリスロシン錠200㎎������ 465

エリスロシン点滴静注用500㎎�� 465

エリスロシンドライシロップ10%� 465

エリスロマイシンエチルコハク酸エ

ステル����������� 465

エリスロマイシンステアリン酸塩� 465

エリスロマイシンラクトビオン酸塩

�������������� 465

エリブリンメシル酸塩����� 383

エリル点滴静注液30㎎����� 138

L－アスパラギナーゼ������ 383

L－アスパラギン酸カリウム��� 265

L－アスパラギン酸カルシウム水和

物������������� 262

L－アルギニン塩酸塩������ 528

l－イソプレナリン塩酸塩� ��� ��97

LH－RH注0.1㎎「タナベ」� ��� 528

L－エチルシステイン塩酸塩��� 143

エルカトニン��������� 329

エルカルチンFF錠100㎎����� 347

エルカルチンFF錠250㎎����� 347

エルカルチンFF静注1000㎎シリン

ジ������������� 347

L－カルボシステイン������ 144

L－グルタミン酸L－アルギニン� 329

L－ケフレックス顆粒（院外）��� 453

あエルサメットS配合錠����� 228

エルシトニン注40単位����� 329

エルデカルシトール������ 253

エルトロンボパグオラミン��� 330

エルネオパNF1号輸液������ 273

エルネオパNF2号輸液������ 273

エルバスビル��������� 481

エルプラット点滴静注液50㎎（要時）

�������������� 384

エルプラット点滴静注液100㎎（要

時）������������� 384

l－メントール� ������ 519,538

l－メントール「ホエイ」� ���� 519

エルロチニブ塩酸塩������ 383

エレトリプタン臭化水素酸塩�� 120

エレメンミック注������� 265

エレルサ錠50㎎（院外）����� 481

エレンタール配合内用剤���� 270

エレンタールP乳幼児用配合内用剤

�������������� 271

エロツズマブ（遺伝子組換え）�� 384

エロビキシバット水和物���� 175

塩化アンモニウム������� 276

あ塩化アンモニウム補正液5mEq/

院������������� 276

塩化カリウム������� 265,276

塩化カリウム徐放錠600㎎「St」�� 265

塩化カリウム「ヤマゼン」（院外）� 265

〔エツ～エホ〕

越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－28〕（院外），ツムラ����� 428

エディロールカプセル0.5μg� �� 253

エディロールカプセル0.75μg��� 253

エテルカルセチド塩酸塩���� 326

エドキサバントシル酸塩水和物� 286

エトキシスクレロール1%注射液� 282

エトスクシミド������� 14,15

エトドラク���������� ��28

エトポシド�������� 374,375

エトレチナート�������� 254

エドロホニウム塩化物����� 532

エナラプリルマレイン酸塩��� 111

エナルモンデポー筋注125㎎��� 202

エヌトレクチニブ������� 382

エネーボ配合経腸用液����� 272

あエネマスター注腸散����� 520

エノキサパリンナトリウム��� 283

エバスチン���������� 412

エバステルOD錠10㎎（院外）��� 412

エパデールS600（院外）� ���� 289

エパデールS900（院外）� ���� 289

エバミール錠1.0（院外）� ���� ��10

エパルレスタット������� 326

エビスタ錠60㎎�������� 346

エピデュオゲル（院外）����� 248

エピナスチン塩酸塩�����80,412

エピビル錠150（要時）������ 486

エビプロスタット配合錠DB（院外）�228

エピペン注射液0.15㎎（要時）��� 194

エピペン注射液0.3㎎（要時）� �� 194

エビリファイOD錠12㎎����� ��45

エビリファイOD錠24㎎����� ��45

エビリファイ持続性水懸筋注用300

㎎（要時）���������� ��45

エビリファイ持続性水懸筋注用400

㎎シリンジ��������� ��45

エビリファイ錠3㎎（院外）���� ��44

エビリファイ錠6㎎������� ��44

エビリファイ内用液0.1%� ��� ��44

エビリファイ内用液0.1%（院外）� ��44

エピルビシン塩酸塩������ 368

あエピルビシン塩酸塩注射用10㎎

「NK」� ����������� 368

あエピルビシン塩酸塩注射用50㎎

「NK」� ����������� 368

エピレオプチマル散50%（院外）�� ��14

エフィエントOD錠20㎎����� 293

エフィエント錠2.5㎎（院外）� �� 293

エフィエント錠3.75㎎������ 293

エフィナコナゾール������ 490

エフェドリン塩酸塩������ 143

ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40㎎� 143

エプクルーサ配合錠（院外）��� 487

エプタコグアルファ（活性型）（遺伝

子組換え）���������� 498

エフピーOD錠2.5� ������ ��35

エプラジノン塩酸塩������ 146

エブランチルカプセル15㎎��� 113

エプレレノン��������� 113

エペリゾン塩酸塩������� ��73

エベレンゾ錠20㎎（透析患者）�� 347

エベレンゾ錠50㎎（透析患者）�� 347

エベレンゾ錠100㎎（透析患者）�� 347

エベロリムス����� 326,327,383

エポエチンアルファ（遺伝子組換え）

�������������� 327

エポエチンアルファ BS注750「JCR」

�������������� 327

あエポエチンアルファ BS注1500シ

リンジ「JCR」（要時）������ 327

あエポエチンアルファ BS注3000シ

リンジ「JCR」��������� 327

エポエチンカッパ（遺伝子組換え）� 327

エポエチンベータ（遺伝子組換え）� 328

エポエチンベータペゴル（遺伝子組

換え）������������ 328

エボカルセト��������� 329

エボザックカプセル30㎎���� 181

エポジン注シリンジ6000���� 328
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〔オキ～オフ〕

オキサロールローション25μg/g（院

外）������������� 246

オキシグルタチオン������ ��80

あオキシグルタチオン眼灌流液

0.0184%キット「センジュ」（手術

部，要時）���������� ��80

オキシコドン塩酸塩水和物� 543,544

あオキシコドン徐放カプセル5㎎「テ

ルモ」������������ 543

あオキシコドン徐放カプセル20㎎

「テルモ」���������� 543

オキシコナゾール硝酸塩���� 222

オキシコンチンTR錠5㎎（院外）�� 543

オキシコンチンTR錠20㎎（院外）� 543

オキシコンチンTR錠40㎎（院外）� 544

オキシドール��������� 230

オキシドール「ケンエー」���� 230

オキシトシン��������� 190

オキシブチニン塩酸塩����� 225

オキシブプロカイン塩酸塩��� ��78

オキセサゼイン�������� ��66

オキナゾール腟錠600㎎����� 222

オキノーム散2.5㎎� ������ 544

オキノーム散5㎎�������� 544

オキノーム散10㎎������� 544

オキファスト注10㎎������ 544

オキファスト注50㎎������ 544

オクソラレンローション1%（院外）�248

オクトコグベータ（遺伝子組換え）

������������ 499,500

オクトレオスキャン静注用セット

（要時）����������� 406

オクトレオチド酢酸塩��� 213,214

あオクトレオチド皮下注100μg「あす

か」������������� 213

オザグレルナトリウム����� 330

あオザグレルNa点滴静注80㎎バッ

グ「テルモ」��������� 330

オシメルチニブメシル酸塩��� 385

オステン錠200㎎（院外）����� 324

オスバン消毒液10%������� 231

オスポロット錠50㎎（要時）��� ��14

オゼックス細粒小児用15%���� 477

オゼックス錠150（院外）����� 477

オゼノキサシン�������� 235

あオセルタミビルカプセル75㎎「サ

ワイ」������������ 481

オセルタミビルリン酸塩���� 481

オゼンピック皮下注0.25㎎SD� � 217

オゼンピック皮下注0.5㎎SD��� 217

オゼンピック皮下注1.0㎎SD��� 217

オダイン錠125㎎（院外）����� 397

おたふくかぜワクチン，乾燥弱毒生

�������������� 495

おたふくかぜワクチン「タケダ」，乾

燥弱毒生���������� 495

乙字湯������������ 421

乙字湯エキス顆粒（医療用）〔TJ－3〕

（院外），ツムラ������� 421

オテズラ錠10㎎（院外）����� 323

オテズラ錠20㎎（院外）����� 323

オテズラ錠30㎎（院外）����� 323

オニバイド点滴静注43㎎���� 374

オノアクト点滴静注用50㎎��� 103

オノンカプセル112.5㎎（院外）� � 416

オノンドライシロップ10%���� 416

オパルモン錠5μg（院外）� ���� 294

オピカポン���������� ��34

オビソート注射用0.1g������ ��70

オビヌツズマブ（遺伝子組換え）� 385

オフェブカプセル100㎎����� 342

オフェブカプセル150㎎����� 342

オフサグリーン静注用25㎎��� 534

オフサロン点眼液（院外）���� ��89

オプジーボ点滴静注20㎎（要時）� 394

オプジーボ点滴静注100㎎（要時）� 394

オプジーボ点滴静注240㎎���� 394

オプスミット錠10㎎（要時）��� 140

オプソ内服液5㎎�������� 542

オプソ内服液10㎎������� 542

〔エン～オキ〕

塩化カルシウム水和物����� 262

塩化Ca補正液1mEq/院� ���� 262

塩化ナトリウム���� 275,276,519

塩化ナトリウム「オーツカ」��� 519

塩化Na補正液2.5mEq/院� ��� 276

塩化マンガン四水和物����� 534

塩化ラジウム��������� 384

塩カル注2%，大塚� ������ 262

エンコラフェニブ������� 384

エンザルタミド�������� 384

塩酸シプロフロキサシン���� 476

塩酸セルトラリン������� ��46

塩酸トリエンチン������� 307

塩酸バンコマイシン散0.5g���� 446

塩酸メトクロプラミド����� 181

塩酸ロメリジン�������� 136

エンシュア・H��������� 272

エンシュア・リキッド（院外）�� 272

エンスプリング皮下注120㎎シリン

ジ（要時）���������� 514

エンセバック皮下注用����� 497

エンタイビオ点滴静注用300㎎（要

時）������������� 183

エンタカポン��������� ��34

あエンテカビル錠0.5㎎「DSEP」�� 481

エンテカビル水和物������ 481

エンドキサン100㎎，注射用��� 351

エンドキサン500㎎，注射用��� 351

エンドキサン錠50㎎������ 350

エンハーツ点滴静注用100㎎��� 393

エンパグリフロジン������ 316

エンブレル皮下注25㎎ペン0.5院（院

外）������������� 326

エンペシドクリーム1%（要時）� � 244

エンペシド腟錠100㎎������ 222

エンレスト錠100㎎������� 136

エンレスト錠200㎎（院外）���� 136

【オ】

オーグメンチン配合錠250RS��� 462

オーツカMV注��������� 260

オイグルコン錠2.5㎎（院外）� �� 314

あオイパロミン300注50院（放射線

科）������������� 523

あオイパロミン300注100院（放射線

科）������������� 523

あオイパロミン300注シリンジ100院

（放射線科）��������� 523

あオイパロミン370注50院（放射線

科）������������� 523

あオイパロミン370注100院（放射線

科）������������� 523

オイラックスHクリーム����� 243

オイラックスクリーム10%���� 240

黄連解毒湯�������� 424,425

黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－15〕，ツムラ�������� 425

黄連解毒湯エキス錠〔EKT－15〕（院

外），クラシエ�������� 424

大塚塩カル注2%� ������� 262

大塚蒸留水���������� 518

大塚食塩注10%��������� 275

大塚生食注���������� 275

あ大塚生食注2ポート50院� ��� 275

大塚糖液5%� ��������� 266

大塚糖液10%���������� 266

大塚糖液20%���������� 266

大塚糖液50%���������� 266

オキサゾラム��������� ��5

オキサリプラチン������� 384

あオキサリプラチン点滴静注液50㎎

「NK」� ����������� 384

あオキサリプラチン点滴静注液100

㎎「NK」� ���������� 384

あオキサリプラチン点滴静注液200

㎎「NK」� ���������� 384

オキサロール注2.5μg� ����� 254

オキサロール注5μg� ������ 254

オキサロール軟膏25μg/g����� 246
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〔カス～カリ〕

ガスモチン散1%� ������� 185

ガスモチン錠5㎎（院外）����� 185

ガスロンN・OD錠2㎎（院外）��� 164

カソデックスOD錠80㎎（院外）�� 396

カタプレス錠75μg�������� 115

カタリンK点眼用0.005%（院外）�� ��85

ガチフロキサシン水和物���� ��81

ガチフロ点眼液0.3%� ����� ��81

カチリ「ホエイ」�������� 241

葛根湯������������ 421

葛根湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－1〕，ツムラ�������� 421

葛根湯加川きゅう辛夷����� 421

葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒

（医療用）〔TJ－2〕，ツムラ��� 421

カデックス軟膏0.9%� ����� 248

カデュエット配合錠4番（院外）�� 140

ガドキセト酸ナトリウム���� 535

カドサイラ点滴静注用100㎎��� 393

カドサイラ点滴静注用160㎎��� 393

ガドジアミド水和物������ 535

ガドテリドール�������� 535

ガドテル酸メグルミン����� 535

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5

院������������� 535

ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ

7.5院� ����������� 535

ガドブトロール�������� 535

カトレップパップ70㎎（院外）�� 240

カナキヌマブ（遺伝子組換え）�� 330

カナグリフロジン水和物���� 316

カナグル錠100㎎�������� 316

ガナトン錠50㎎（院外）����� 179

カナマイシン一硫酸塩����� 448

カナマイシンカプセル250㎎「明治」�448

カナマイシン注射液1000㎎「明治」

（要時），硫酸�������� 470

カナマイシン硫酸塩������ 470

カナリア配合錠（院外）����� 319

カバサール錠0.25㎎������� ��35

カバサール錠1.0㎎� ������ ��35

カバジタキセルアセトン���� 375

ガバペン錠200㎎�������� ��15

ガバペン錠300㎎�������� ��15

ガバペン錠400㎎（院外）����� ��15

ガバペンチン��������� ��15

ガバペンチンエナカルビル��� ��58

カフェイン���������� ��97

カプトプリル��������� 111

カプトリル錠25㎎（要時）���� 111

カプマチニブ塩酸塩水和物��� 385

ガベキサートメシル酸塩���� 331

あガベキサートメシル酸塩注射用

100㎎「タカタ」�������� 331

あガベキサートメシル酸塩注射用

500㎎「タカタ」�������� 331

カペシタビン������� 359,360

あカペシタビン錠300㎎「ヤクルト」�359

カベルゴリン��������� ��35

カボザンチニブリンゴ酸塩��� 386

カボメティクス錠20㎎（要時）�� 386

カボメティクス錠60㎎（要時）�� 386

加味帰脾湯�������� 432,442

加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－137〕，ツムラ������� 442

加味帰脾湯エキス細粒〔EK－49〕（院

外），クラシエ�������� 432

加味逍遙散���������� 427

加味逍遙散エキス顆粒（医療用）〔TJ

－24〕，ツムラ�������� 427

加味逍遙散料エキス細粒〔KB－24〕

（院外），クラシエ������ 427

カモスタットメシル酸塩���� 331

あカモスタットメシル酸塩錠100㎎

「日医工」���������� 331

ガラクトシダーゼ（ペニシリウム），

β－������������ 172

ガランタミン臭化水素酸塩��� ��58

カリウム，L－アスパラギン酸�� 265

カリウム，塩化������ 265,276

〔オフ～カス〕

オプチレイ320注シリンジ100院（放

射線科）����������� 526

オフロキサシン������� 81,91

オペプリム（要時）������� 219

オマリグリプチン������� 316

オマリズマブ（遺伝子組換え）�� 152

オミデネパグイソプロピル��� ��81

オムニスキャン静注32%シリンジ10

院（放射線科）�������� 535

オムニスキャン静注32%シリンジ15

院（放射線科）�������� 535

オムニパーク240注10院� ���� 526

オムニパーク240注50院（放射線科）�526

オメガ－3脂肪酸エチル����� 130

オメプラゾール�������� 167

あオメプラゾール注射用20㎎「日医

工」������������� 167

オラネキシジングルコン酸塩�� 232

オラネジン液1.5%消毒用アプリ

ケータ25院（救急医療部）��� 232

オラパリブ���������� 385

オラビ錠口腔用50㎎������ 491

オラペネム小児用細粒10%（院外）� 461

オランザピン�������� 46,47

あオランザピンOD錠2.5㎎「明治」� ��46

あオランザピンOD錠5㎎「明治」� ��46

あオランザピンOD錠10㎎「明治」� ��46

オリブ油����������� 518

オリブ油����������� 518

オルケディア錠1㎎������� 329

オルケディア錠2㎎（院外）���� 329

オルセノン軟膏0.25%（院外）��� 248

オルダミン注射用1g� ����� 283

オルドレブ点滴静注用150㎎（要時）�449

オルプリノン塩酸塩水和物��� ��98

オルベスコ50μgインヘラー112吸入

用������������� 154

オルベスコ200μgインヘラー56吸入

用（院外）���������� 154

オルミエント錠2㎎（院外）���� 343

オルミエント錠4㎎（院外）���� 343

あオルメサルタンOD錠20㎎

「DSEP」����������� 114

オルメサルタンメドキソミル�� 114

オルメテックOD錠10㎎（院外）�� 114

オルメテックOD錠20㎎（院外）�� 114

オルメテックOD錠40㎎（院外）�� 114

オレンシア点滴静注用250㎎��� 323

オレンシア皮下注125㎎オートイン

ジェクター1院�������� 323

オレンシア皮下注125㎎シリンジ1院

（院外）����������� 323

オロパタジン塩酸塩�����81,413

オングリザ錠2.5㎎（院外）� ��� 316

オングリザ錠5㎎（院外）����� 316

オンコビン注射用1㎎������ 377

オンジェンティス錠25㎎���� ��34

オンブレス吸入用カプセル150μg� 148

【カ】

カイトリル錠1㎎�������� 178

カイプロリス点滴静注用10㎎�� 386

カイプロリス点滴静注用40㎎�� 386

加工ブシ����������� 444

ガザイバ点滴静注1000㎎（要時）� 385

過酢酸������������ 537

過酸化ベンゾイル������� 247

下垂体性性腺刺激ホルモン，ヒト� 188

ガスえそウマ抗毒素，乾燥��� 498

ガスえそ抗毒素「KMB」（要時），乾

燥������������� 498

ガスコン錠40㎎（院外）����� 161

ガスター散10%��������� 163

ガスターD錠10㎎（院外）���� 163

ガスターD錠20㎎（院外）���� 163

ガスチーム散4万単位/g（消化器内

視鏡センター）�������� 539

ガストローム顆粒66.7%（院外）�� 164

ガストログラフイン経口・注腸用� 520

カスポファンギン酢酸塩���� 471
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〔カン～キフ〕

乾燥抗D（Rho）人免疫グロブリン� 500

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン� 495

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

「タケダ」���������� 495

乾燥弱毒生水痘ワクチン���� 495

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」� 495

乾燥弱毒生風しんワクチン��� 495

乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」

（要時）����������� 495

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチ

ン������������� 510

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチ

ン「タケダ」（要時）������ 510

乾燥弱毒生麻しんワクチン��� 495

乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」

（要時）����������� 495

乾燥スルホ化人免疫グロブリン� 500

乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチ

ン������������� 495

乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン

�������������� 496

乾燥濃縮人アンチトロンビンIII� 501

乾燥濃縮人C1－インアクチベー

ター������������ 501

乾燥濃縮人プロトロンビン複合体� 502

乾燥BCG膀胱内用（日本株）� �� 510

乾燥BCGワクチン� ������ 493

乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）

（要時）����������� 493

乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複

合体������������ 502

乾燥人フィブリノゲン����� 502

乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（破

傷風トキソイド結合体）���� 493

乾燥ポリエチレングリコール処理人

免疫グロブリン������� 502

乾燥まむしウマ抗毒素����� 498

乾燥まむし抗毒素「KMB」� ��� 498

あカンデサルタン錠4㎎「あすか」� 115

あカンデサルタン錠8㎎「あすか」� 115

カンデサルタンシレキセチル�� 115

含糖酸化鉄���������� 264

甘麦大棗湯���������� 436

甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－72〕（院外），ツムラ����� 436

肝不全用アミノ酸製剤����� 268

肝不全用成分栄養剤������ 270

ガンマオリザノール������ 251

カンレノ酸カリウム������ 108

【キ】

キイトルーダ点滴静注100㎎��� 398

桔梗湯������������ 442

桔梗湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－138〕，ツムラ������� 442

キサラタン点眼液0.005%� ��� ��88

キザルチニブ塩酸塩������ 387

キシリトール��������� 267

キシリトール注5%「フソー」� �� 267

キシロカイン2%，静注用� ��� ��64

キシロカイン液「4%」� ����� ��63

キシロカインゼリー2%� ���� ��63

キシロカイン注射液「0.5%」エピレ

ナミン（1：100,000）含有���� ��65

キシロカイン注射液「1%」エピレナ

ミン（1：100,000）含有����� ��65

キシロカイン注射液「2%」エピレナ

ミン（1：80,000）含有� ���� ��66

キシロカイン点眼液4%� ���� ��64

キシロカインビスカス2%� ��� ��63

あキシロカインポンプスプレー8%

�������������� ��62

キックリンカプセル250㎎���� 138

キドミン輸液��������� 269

キニジン硫酸塩錠100㎎「ファイ

ザー」（要時）��������� 100

キニジン硫酸塩水和物����� 100

キネダック錠50㎎������� 326

キプレス錠5㎎（院外）������ 417

キプレスチュアブル錠5㎎���� 417

〔カリ～カン〕

カリウム，カンレノ酸����� 108

カリウム，グルコン酸����� 265

カリウム，臭化�������� ��11

カリウム徐放錠600㎎「St」，塩化� 265

カリウム「ヤマゼン」（院外），塩化� 265

カリウム「ヤマゼン」，臭化��� ��11

カリジノゲナーゼ������� 206

あカリジノゲナーゼ錠50単位「日医

工」������������� 206

カリメート経口液20%������ 139

カリメート散（院外）������ 139

カリメートドライシロップ92.59%

（院外）����������� 139

カルグート錠10（院外）����� ��98

あカルコーパ配合錠L100� ��� ��40

カルシウム，沈降炭酸����� 137

カルシウム「ケンエー」，乳酸�� 262

あカルシウム錠500㎎「三和」，沈降

炭酸������������ 137

カルシウム水和物，L－アスパラギ

ン酸������������ 262

カルシウム水和物，塩化���� 262

カルシウム水和物，グルコン酸� 262

カルシウム水和物，乳酸���� 262

Ca補正液1mEq/院，塩化� ��� 262

カルシトリオール������� 253

カルシポトリオール������ 246

ガルスルファーゼ（遺伝子組換え）� 313

カルスロット錠20（院外）���� 118

カルセド注射用20㎎������ 368

カルセド注射用50㎎������ 368

カルチコール注射液8.5%5院��� 262

カルテオロール塩酸塩����81,101

カルデナリン錠1㎎（院外）���� 116

カルデナリン錠4㎎（院外）���� 116

カルナクリン錠50（院外）���� 206

あカルバゾクロムスルホン酸ナトリ

ウム錠30㎎「日医工」����� 279

あカルバゾクロムスルホン酸ナトリ

ウム静注液50㎎「日医工」��� 279

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウ

ム水和物���������� 279

カルバマゼピン�������� ��15

カルフィルゾミブ������� 386

カルブロック錠16㎎������ 112

カルプロニウム塩化物����� 246

カルベジロール�������� 114

あカルベジロール錠2.5㎎「サワイ」�114

あカルベジロール錠10㎎「サワイ」� 114

カルペリチド（遺伝子組換え）�� 129

カルボカインアンプル注1%� �� ��62

カルボカインアンプル注2%� �� ��62

カルボキシマルトース第二鉄�� 264

カルボシステイン，L－����� 144

あカルボシステイン錠500㎎「サワ

イ」������������� 144

あカルボシステインシロップ5%「タ

カタ」������������ 144

カルボプラチン�������� 386

あカルボプラチン点滴静注液50㎎

「NK」� ����������� 386

あカルボプラチン点滴静注液150㎎

「NK」� ����������� 386

あカルボプラチン点滴静注液450㎎

「NK」� ����������� 386

カルムスチン��������� 353

ガレノキサシン水和物，メシル酸� 478

肝炎ワクチン（酵母由来），組換え沈

降B型������������ 496

肝硬変用アミノ酸製剤����� 268

カンサイダス点滴静注用50㎎�� 471

眼・耳科用リンデロンA軟膏（院外）

�������������� ��89

ガンシクロビル�������� 481

乾燥ガスえそウマ抗毒素���� 498

乾燥ガスえそ抗毒素「KMB」（要時）�498

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン（チャ

イニーズハムスター卵巣細胞由

来）������������� 495

乾燥抗HBs人免疫グロブリン��� 500
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〔クラ～クル〕

クラシエ四物湯エキス錠〔EKT－71〕

（院外）����������� 436

クラシエ小柴胡湯エキス錠〔EKT

－9〕（院外）��������� 422

クラシエ桃核承気湯エキス錠〔EKT

－61〕（院外）��������� 434

クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒

〔KB－23〕（院外）� ������ 426

クラシエ人参養栄湯エキス細粒〔EK

－108〕（要時）�������� 440

クラシエ八味地黄丸料エキス錠

〔EKT－7〕（院外）������� 422

クラシエ半夏厚朴湯エキス錠〔EKT

－16〕（要時）��������� 425

クラシエ半夏瀉心湯エキス錠〔EKT

－14〕（院外）��������� 424

クラシエ補中益気湯エキス細粒〔EK

－41〕（院外）��������� 431

グラジナ錠50㎎（院外）����� 482

グラセプターカプセル0.5㎎� �� 338

グラセプターカプセル1㎎���� 338

グラセプターカプセル5㎎���� 338

グラゾプレビル水和物����� 482

グラチラマー酢酸塩������ 331

グラナテック点眼液0.4%（要時）� ��88

グラニセトロン塩酸塩����� 178

あグラニセトロン点滴静注バッグ1

㎎/50院「テバ」�������� 178

クラバモックス小児用配合ドライシ

ロップ（院外）�������� 463

クラビット細粒10%（院外）���� 478

クラビット錠500㎎（院外）���� 479

クラビット点眼液1.5%（院外）� � ��88

グラマリール細粒10%（院外）��� ��58

グラマリール錠50㎎������ ��58

クラリシッド錠50㎎小児用（院外）� 466

クラリシッド錠200㎎（院外）��� 467

クラリスドライシロップ10%小児用

�������������� 467

クラリスロマイシン���� 466,467

あクラリスロマイシン錠50小児用

「MEEK」����������� 466

あクラリスロマイシン錠200

「MEEK」����������� 467

クラリチンドライシロップ1%（院

外）������������� 418

クラリチンレディタブ錠10㎎�� 418

グランシリンジM300� ����� 290

グランダキシン錠50������ ��7

クリースビータ皮下注10㎎（要時）� 336

クリースビータ皮下注20㎎（要時）� 336

クリースビータ皮下注30㎎（要時）� 336

クリアクター静注用80万���� 314

クリアミン配合錠A1.0（院外）� � ��32

グリクラジド��������� 314

グリコピロニウム臭化物���� 148

グリセリン���������� 175

あグリセリン・果糖配合点滴静注

「HK」� ����������� 141

グリセリン浣腸液50%「ケンエー」

（旧名称：ケンエーG浣腸液50%）

�������������� 175

グリセリン「マルイシ」����� 175

クリゾチニブ��������� 387

グリチロン配合錠������� 305

クリノリル錠100（院外）����� ��28

グリベック錠100㎎������� 382

グリベンクラミド������� 314

グリミクロン錠40㎎（要時）��� 314

グリメピリド������� 314,315

あグリメピリド錠1㎎「オーハラ」� 315

クリンダマイシン塩酸塩���� 445

クリンダマイシンリン酸エステル� 445

あグルアセト35注������� 277

グルカゴン�������� 212,533

グルカゴンGノボ注射用1㎎� �� 533

グルコバイOD錠50㎎������ 315

グルコバイOD錠100㎎（院外）�� 315

グルコン酸カリウム������ 265

グルコン酸カルシウム水和物�� 262

〔キホ～クラ〕

基本液，高カロリー輸液用��� 267

ギャバロン髄注0.005%� ���� ��73

ギャバロン髄注0.05%������ ��73

ギャバロン髄注0.2%（要時）� �� ��74

キャブピリン配合錠（院外）��� 297

きゅう帰膠艾湯�������� 436

きゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－77〕，ツムラ� ����� 436

きゅう帰調血飲�������� 442

きゅう帰調血飲エキス顆粒〔TM

－230〕（院外），太虎堂の��� 442

球形吸着炭���������� 307

あ球形吸着炭細粒「マイラン」�� 307

キュバール50エアゾール（院外）� 151

キュビシン静注用350㎎����� 447

キョウニン水��������� 146

キョウニン水「ケンエー」（院外）� 146

強力ポステリザン（軟膏）（院外）� 223

ギリアデル脳内留置用剤7.7㎎（手術

部，要時）���������� 353

ギルテリチニブフマル酸塩��� 387

キロサイドN注1g�������� 363

キロサイドN注400㎎� ����� 363

キロサイド注20㎎������� 362

キロサイド注100㎎������� 362

銀，硝酸����������� 245

キンダベート軟膏0.05%����� 236

キンダリー透析剤AF3号（血液浄化

センター）���������� 299

キンダリー透析剤AF4号����� 299

キンダリー透析剤AF4P号���� 299

金チオリンゴ酸ナトリウム��� 409

銀「ファイザー」原末，硝酸��� 245

【ク】

グーフィス錠5㎎�������� 175

クアゼパム���������� ��5

クアトロバック皮下注シリンジ（要

時）������������� 509

グアナベンズ酢酸塩������ 115

グアンファシン塩酸塩����� ��47

あクエチアピン錠25㎎「明治」�� ��48

あクエチアピン錠100㎎「明治」�� ��48

クエチアピンフマル酸塩��� 47,48

クエン酸第一鉄ナトリウム��� 264

あクエン酸第一鉄ナトリウム顆粒

8.3%「ツルハラ」（院外）� ��� 264

あクエン酸第一鉄Na錠50㎎「サワ

イ」������������� 264

クエン酸第二鉄水和物����� 136

クエン酸マグネシウム����� 521

グセルクマブ（遺伝子組換え）�� 331

組換え帯状疱疹ワクチン（チャイ

ニーズハムスター卵巣細胞由

来），乾燥���������� 495

組換え沈降2価ヒトパピローマウイ

ルス様粒子ワクチン����� 496

組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母

由来）������������ 496

グラクティブ錠50㎎（院外）��� 316

グラクティブ錠100㎎（院外）��� 316

グラケーカプセル15㎎����� 259

クラシエ黄連解毒湯エキス錠〔EKT

－15〕（院外）��������� 424

クラシエ加味帰脾湯エキス細粒〔EK

－49〕（院外）��������� 432

クラシエ加味逍遙散料エキス細粒

〔KB－24〕（院外）� ������ 427

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠

〔EKT－60〕（院外）������� 434

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒

〔KB－25〕（院外）� ������ 427

クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠

〔EKT－25〕（院外）������� 428

クラシエ五苓散料エキス錠〔EKT

－17〕（要時）��������� 425

クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠〔EKT

－10〕（院外）��������� 423

クラシエ柴苓湯エキス細粒〔EK

－114〕����������� 440
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〔ケイ～ケン〕

荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－50〕（院外），ツムラ����� 432

ケイキサレート散（院外）���� 140

ケイキサレートドライシロップ76%

�������������� 140

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチ

ン������������� 497

ケイ酸アルミニウム，天然��� 173

あKCL注10mEqキット「テルモ」� 276

桂枝加芍薬大黄湯������� 441

桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－134〕（院外），ツムラ� 441

桂枝加芍薬湯��������� 434

桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－60〕（院外），ツムラ� �� 434

桂枝加芍薬湯エキス錠〔EKT－60〕

（院外），クラシエ������ 434

桂枝加朮附湯��������� 426

桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－18〕，ツムラ� ����� 426

桂枝加竜骨牡蛎湯������� 428

桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－26〕（院外），ツムラ�� 428

桂枝湯������������ 432

桂枝湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－45〕（院外），ツムラ����� 432

桂枝茯苓丸�������� 427,428

桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）〔TJ

－25〕，ツムラ�������� 428

桂枝茯苓丸料エキス細粒〔KB－25〕

（院外），クラシエ������ 427

桂枝茯苓丸料エキス錠〔EKT－25〕

（院外），クラシエ������ 428

ケイセントラ静注用500����� 502

ケイセントラ静注用1000���� 502

経腸成分栄養剤（消化態）�� 270,271

経腸成分栄養剤（半消化態）

���������� 271,272,273

ケイツーN静注10㎎������ 260

ケイツーカプセル5㎎������ 259

ケイツーシロップ0.2%� ���� 259

ケタスカプセル10㎎������ 412

ケタミン塩酸塩�������� ��3

ケタラール静注用200㎎����� ��3

血液凝固第XIII因子，人����� 504

結合型エストロゲン������ 204

血清アルブミン，人���� 504,505

ケトコナゾール�������� 244

ケトチフェンフマル酸塩���91,413

ケトプロフェン�������� 240

あケトプロフェンテープ20㎎「テイ

コク」������������ 240

ケナコルト－A筋注用関節腔内用水

懸注40㎎/1院� ������� 197

ゲフィチニブ��������� 387

ケブザラ皮下注150㎎オートイン

ジェクター��������� 332

ケブザラ皮下注200㎎オートイン

ジェクター��������� 332

ケフレックス顆粒（院外），L－�� 453

ゲムシタビン塩酸塩������ 362

あゲムシタビン点滴静注用1g「ヤク

ルト」������������ 362

あゲムシタビン点滴静注用200㎎「ヤ

クルト」����������� 362

ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝

子組換え）���������� 373

ゲメプロスト��������� 214

ケラチナミンコーワクリーム20%� 245

献血アルブミン20%静注4g/20院

「JB」� ����������� 505

献血ヴェノグロブリンIH10%静注

0.5g/5院����������� 506

献血ヴェノグロブリンIH10%静注

5g/50院����������� 506

献血グロベニン－I静注用5000㎎� 502

献血ノンスロン500注射用���� 501

献血ノンスロン1500注射用��� 501

献血ベニロン－I静注用5000㎎� � 500

ゲンタシンクリーム0.1%（院外）� 234

〔クル～ケイ〕

グルコンサンK細粒4mEq/g� �� 265

グルタチオン��������82,306

グルタミン酸L－アルギニン，L－�329

グルトパ注1200万������� 313

グルファスト錠10㎎������ 318

グルベス配合OD錠（院外）���� 319

グレースビット錠50㎎����� 476

クレキサン皮下注キット2000IU� 283

クレストール錠2.5㎎（院外）� �� 132

クレストール錠5㎎（院外）���� 132

クレナフィン爪外用液10%（院外）� 490

クレミン錠25㎎（院外）����� ��55

クレメジン細粒分包2g（院外）� � 307

クレメジン速崩錠500㎎����� 307

クレンブテロール塩酸塩���� 148

グロウジェクトBC注射用8㎎（院外）

�������������� 186

グロウジェクト皮下注12㎎（要時）� 186

クロカプラミン塩酸塩水和物�� ��48

クロキサゾラム�������� 5,6

クロザピン���������� ��48

クロザリル錠25㎎������� ��48

クロザリル錠100㎎������� ��48

クロタミトン��������� 240

クロチアゼパム�������� ��48

クロトリマゾール����� 222,244

クロナゼパム��������� ��15

クロニジン塩酸塩������� 115

クロバザム���������� ��16

あクロピドグレル錠75㎎「SANIK」�289

クロピドグレル硫酸塩����� 289

クロファラビン�������� 363

クロフェクトン顆粒10%（院外）�� ��48

クロフェクトン錠25㎎（院外）�� ��48

グロブリン，抗ヒト胸腺細胞ウサギ

免疫������������ 513

グロブリン，ポリエチレングリコー

ル処理抗HBs人免疫������ 505

グロブリン，ポリエチレングリコー

ル処理抗破傷風人免疫���� 506

グロブリン，ポリエチレングリコー

ル処理人免疫�������� 506

グロブリン筋注用1000倍「JB」，抗D

人免疫����������� 500

クロベタゾールプロピオン酸エステ

ル������������� 236

クロベタゾン酪酸エステル��� 236

グロベニン－I静注用5000㎎，献血�502

クロマイ腟錠100㎎������� 222

クロミッド錠50㎎（院外）���� 214

クロミフェンクエン酸塩���� 214

クロミプラミン塩酸塩����� ��42

クロモグリク酸ナトリウム��� 149

あクロモグリク酸Na吸入液1%「サ

ワイ」������������ 149

クロラゼプ酸二カリウム���� ��6

クロラムフェニコール����91,222

クロルジアゼポキシド����� ��6

クロルフェニラミンマレイン酸塩� 408

クロルフェニラミンマレイン酸塩，

d－������������� 409

あクロルフェニラミンマレイン酸塩

徐放錠6㎎「武田テバ」，d－� � 409

クロルフェネシンカルバミン酸エス

テル������������ ��67

クロルプロマジンフェノールフタリ

ン酸塩����������� ��41

クロルヘキシジングルコン酸塩

���������� 232,233,234

クロルヘキシジングルコン酸塩エタ

ノール液1%綿棒12「LT」���� 232

クロルマジノン酢酸エステル� 203,204

クロロマイセチン耳科用液0.5%（院
外）������������� ��91

【ケ】

ゲーベンクリーム1%� ����� 234

ケアラム錠25㎎�������� 324

けい芥連翹湯��������� 432
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〔コホ～サイ〕

コホリン静注用7.5㎎（要時）� �� 399

コムクロシャンプー0.05%（院外）� 236

コムタン錠100㎎�������� ��34

コメリアンコーワ錠100����� 124

コララン錠2.5㎎� ������� 135

コララン錠5㎎（院外）������ 135

コララン錠7.5㎎（院外）� ���� 135

コランチル配合顆粒（院外）��� 172

コリスチンメタンスルホン酸ナトリ

ウム������������ 449

ゴリムマブ（遺伝子組換え）��� 331

コルチコレリン（ヒト）����� 528

コルヒチン���������� 311

コルヒチン錠0.5㎎「タカタ」� �� 311

コレアジン錠12.5㎎（要時）���� ��58

五苓散������������ 425

五苓散エキス顆粒（医療用）〔TJ

－17〕，ツムラ�������� 425

五苓散料エキス錠〔EKT－17〕（要

時），クラシエ�������� 425

コレクチム軟膏0.5%（院外）� �� 247

コレスチミド��������� 131

コレバインミニ83%（院外）���� 131

コンサータ錠18㎎（院外）���� ��54

コンサータ錠27㎎（院外）���� ��54

コンサータ錠36㎎（院外）���� ��54

コントール散1%� ������� ��6

コンドリアーゼ�������� 332

コンドロイチン硫酸エステルナトリ

ウム������������ ��82

コンバントリン錠100㎎（院外）�� 517

コンプラビン配合錠（院外）��� 297

【サ】

サークリサ点滴静注100㎎（要時）� 381

サークリサ点滴静注500㎎（要時）� 381

ザーコリカプセル200㎎（要時）�� 387

ザーコリカプセル250㎎（要時）�� 387

あサージセル・アブソーバブル・ヘ

モスタット��������� 280

サーティカン錠0.25㎎（要時）��� 326

サーティカン錠0.5㎎（要時）� �� 327

ザーネ軟膏0.5%� ������� 241

サーバリックス（要時）����� 496

サーファクタント，肺����� 142

サーファクテン気管注入用120㎎� 142

サアミオン錠5㎎（院外）����� 138

柴胡加竜骨牡蛎湯������� 424

柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－12〕，ツムラ����� 424

柴胡桂枝乾姜湯�������� 423

柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－11〕（院外），ツムラ� �� 423

柴胡桂枝湯���������� 423

柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－10〕，ツムラ�������� 423

柴胡桂枝湯エキス錠〔EKT－10〕（院

外），クラシエ�������� 423

柴胡清肝湯���������� 437

柴胡清肝湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－80〕（院外），ツムラ����� 437

ザイザル錠5㎎（院外）������ 417

ザイザルシロップ0.05%����� 418

ザイティガ錠250㎎（要時）���� 379

サイトテック錠200������� 169

サイプレジン1%点眼液（処置）� � ��77

柴朴湯������������ 438

柴朴湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－96〕（院外），ツムラ����� 438

サイメリン50㎎（要時），注射用� 355

サイモグロブリン点滴静注用25㎎

（要時）����������� 513

サイラムザ点滴静注液100㎎��� 401

サイラムザ点滴静注液500㎎��� 401

サイレース錠1㎎（院外）����� ��8

サイレース錠2㎎（院外）����� ��8

サイレース静注2㎎������� ��8

柴苓湯������������ 440

柴苓湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－114〕（院外），ツムラ���� 440

〔ケン～コハ〕

ゲンタシン注40�������� 460

ゲンタシン軟膏0.1%（院外）� �� 234

ゲンタマイシン硫酸塩��� 234,460

ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タ

イヨー」����������� 234

【コ】

コートリル錠10㎎������� 195

コートロシンZ筋注0.5㎎（旧規格：

管）������������� 186

コートロシン注射用0.25㎎（旧規

格：管）����������� 186

コールタイジン点鼻液（院外）�� ��93

コアテック注5㎎�������� ��98

あコアヒビター注射用10㎎��� 342

コアベータ静注用12.5㎎（放射線科）

�������������� 103

抗HBs人免疫グロブリン，乾燥�� 500

抗HBs人免疫グロブリン，ポリエチ

レングリコール処理����� 505

高カロリー輸液用基本液���� 267

高カロリー輸液用総合ビタミン� 260

高カロリー輸液用微量元素製剤� 265

コウジン����������� 420

コウジン末（調剤用），ツムラの生薬

�������������� 420

香蘇散������������ 436

香蘇散エキス顆粒（医療用）〔TJ

－70〕（院外），ツムラ����� 436

抗D（Rho）人免疫グロブリン，乾燥

�������������� 500

抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍

「JB」� ����������� 500

抗破傷風人免疫グロブリン��� 503

抗破傷風人免疫グロブリン，ポリエ

チレングリコール処理���� 506

抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリ

ン������������� 513

コカイン塩酸塩�������� 545

コカイン塩酸塩「タケダ」原末�� 545

五積散������������ 435

五積散エキス顆粒（医療用）〔TJ

－63〕（院外），ツムラ����� 435

牛車腎気丸���������� 440

牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）〔TJ

－107〕，ツムラ������� 440

呉茱萸湯����������� 429

呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－31〕（院外），ツムラ����� 429

コスパノン錠80㎎������� ��75

コスメゲン静注用0.5㎎（要時）� � 366

ゴセレリン酢酸塩����� 214,215

コセンティクス皮下注150㎎ペン（要

時）������������� 337

コソプト配合点眼液（院外）��� ��90

コディオ配合錠EX（院外）� ��� 119

コデインリン酸塩散1%「タケダ」（院

外）������������� 146

コデインリン酸塩錠5㎎「シオエ」� 146

コデインリン酸塩錠20㎎「タケダ」

（要時）����������� 543

コデインリン酸塩水和物�� 146,543

ゴナールエフ皮下注ペン300（院外）�189

ゴナールエフ皮下注ペン900（院外）�190

ゴナックス皮下注用80㎎���� 218

ゴナックス皮下注用120㎎���� 218

ゴナックス皮下注用240㎎���� 218

ゴナドレリン酢酸塩������ 528

ゴナトロピン注用5000単位（院外）� 189

コニール錠4（院外）������� 127

コニール錠8（院外）������� 127

コバールトリイ静注用250（要時）� 499

コバールトリイ静注用500���� 499

コバールトリイ静注用1000（要時）� 499

コバールトリイ静注用2000（要時）� 499

コバールトリイ静注用3000（要時）� 500

コパキソン皮下注20㎎シリンジ（要

時）������������� 331

コハク酸ソリフェナシン���� 225

コバシル錠4㎎��������� 112
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〔サン～シス〕

サンドスタチンLAR筋注用キット

20㎎（要時）��������� 214

サンドスタチンLAR筋注用キット

30㎎（要時）��������� 214

サンピロ点眼液1%� ������ ��77

サンピロ点眼液2%� ������ ��77

サンリズムカプセル25㎎（院外）� 105

サンリズムカプセル50㎎（院外）� 105

サンリズム注射液50������ 106

【シ】

CRH静注用100μg「タナベ」，ヒト� 528

GRF住友50（要時），注射用� �� 529

GHRP科研100，注射用� ���� 529

シーブリ吸入用カプセル50μg（院外）

�������������� 148

ジーラスタ皮下注3.6㎎� ���� 294

ジーンプラバ点滴静注625㎎（要時）�515

あ次亜塩6%「ヨシダ」� ����� 229

次亜塩素酸ナトリウム����� 229

ジアグノグリーン注射用25㎎�� 531

ジアゼパム���������� 6,7

シアノキット注射用5gセット� � 308

シアノコバラミン������� ��82

ジアフェニルスルホン����� 247

シアリス錠10㎎（院外）����� 226

シアリス錠20㎎（院外）����� 226

ジェービックV（要時）������ 497

ジェイゾロフト錠25㎎（院外）�� ��46

ジェイゾロフト錠50㎎����� ��46

ジェニナック錠200㎎������ 478

ジエノゲスト��������� 215

ジェノトロピンゴークイック注用12

㎎（要時）���������� 187

ジェブタナ点滴静注60㎎（要時）� 375

ジェミーナ配合錠（院外）���� 204

あシェルガン0.5眼粘弾剤� ��� ��90

ジオクチルソジウムスルホサクシ

ネート����������� ��92

あジオクチルソジウムスルホサクシ

ネート耳科用液5%「CEO」� �� ��92

シオゾール注25㎎（要時）���� 409

ジオトリフ錠20㎎（要時）���� 379

ジオトリフ錠30㎎（要時）���� 379

ジオトリフ錠40㎎（要時）���� 379

ジカディア錠150㎎（要時）���� 390

四逆散������������ 430

四逆散エキス顆粒（医療用）〔TJ

－35〕（院外），ツムラ����� 430

ジクアス点眼液3%� ������ ��82

ジクアホソルナトリウム���� ��82

シグマート錠2.5㎎（院外）� ��� 125

シグマート錠5㎎（院外）����� 125

シクレスト舌下錠5㎎������ ��43

シクレソニド��������� 154

ジクロード点眼液0.1%（院外）� � ��82

シクロスポリン��� 82,332,333,334

ジクロフェナクナトリウム

���������� 26,27,82,241

あジクロフェナクナトリウムSRカ

プセル37.5㎎「オーハラ」���� ��27

あジクロフェナクNaゲル1%「SN」� 241

あジクロフェナクナトリウム坐剤25

㎎「JG」� ���������� ��27

あジクロフェナクナトリウム坐剤50

㎎「JG」� ���������� ��27

あジクロフェナクNa錠25㎎「YD」� ��26

あジクロフェナクNa点眼液0.1%

「ニッテン」��������� ��82

シクロフェニル�������� 215

シクロペントラート塩酸塩��� ��77

シクロホスファミド水和物� 350,351

ジゴキシン���������� ��96

ジゴシン錠0.25㎎（院外）����� ��96

ジゴシン注0.25㎎�������� ��96

ジスチグミン臭化物����� 70,77

シスプラチン������� 388,389

あシスプラチン点滴静注10㎎「マル

コ」������������� 388

〔サイ～サン〕

柴苓湯エキス細粒〔EK－114〕，クラ

シエ������������ 440

ザイロリック錠100（院外）���� 312

サインバルタカプセル20㎎��� ��49

ザガーロカプセル0.5㎎（院外）� � 218

サキサグリプチン水和物���� 316

酢酸亜鉛水和物�������� 307

酢酸セトロレリクス������ 215

酢酸ナファレリン������� 215

サクビトリルバルサルタンナトリウ

ム水和物���������� 136

ザクラス配合錠HD（院外）���� 120

ザクラス配合錠LD（院外）� ��� 120

ザジテンカプセル1㎎（院外）��� 413

ザジテンシロップ0.02%（院外）�� 413

ザジテン点鼻液0.05%（院外）��� ��91

ザジテンドライシロップ0.1%� � 413

サトラリズマブ（遺伝子組換え）� 514

ザナミビル水和物������� 482

ザノサー点滴静注用1g（要時）� � 353

ザバクサ配合点滴静注用���� 463

サビーン点滴静注用500㎎（要時）� 308

ザファテック錠100㎎（院外）��� 317

サフィナミドメシル酸塩���� ��35

サブラッド血液ろ過用補充液BSG� 300

サブリル散分包500㎎（要時）��� ��18

サプロプテリン塩酸塩����� 332

サムスカOD錠7.5㎎������� 110

サムスカOD錠30㎎（要時）���� 219

サムチレール内用懸濁液15%��� 488

サム点滴静注セット（要時）��� 297

ザラカム配合点眼液（院外）��� ��90

サラジェン顆粒0.5%� ����� 182

サラジェン錠5㎎（院外）����� 182

サラゾスルファピリジン���� 475

あサラゾスルファピリジン錠500㎎

「タイヨー」（要時）������ 475

あサラゾスルファピリジン腸溶錠

500㎎「日医工」�������� 475

サラゾピリン坐剤500㎎（院外）�� 475

サラゾピリン錠500㎎（院外）��� 475

サリチル酸���������� 245

あサリチル酸ワセリン軟膏東豊，

5%� ������������ 244

サリドマイド��������� 387

サリベートエアゾール（院外）�� 185

サリルマブ（遺伝子組換え）��� 332

あサリンヘス輸液6%� ����� 276

サルコートカプセル外用50μg（院外）

�������������� 183

ザルコニン液0.025（院外）� ��� 231

ザルコニン液0.05�������� 231

サルタノールインヘラー100μg� � 148

ザルティア錠5㎎（院外）����� 226

ザルトプロフェン������� ��28

ザルトラップ点滴静注100㎎（要時）�379

ザルトラップ点滴静注200㎎（要時）�380

サルブタモール硫酸塩����� 148

サルポグレラート塩酸塩���� 289

サレドカプセル50������� 387

サレドカプセル100������� 387

ザロンチンシロップ5%（院外）� � ��15

サワシリンカプセル250（院外）�� 450

サワシリン細粒10%������� 450

酸化セルロース�������� 280

酸化鉄，含糖��������� 264

酸化マグネシウム������� 173

酸化マグネシウム「ホエイ」（院外），

重質������������ 173

サンコバ点眼液0.02%������ ��82

三酸化ヒ素���������� 388

酸棗仁湯����������� 439

酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－103〕（院外），ツムラ���� 439

サンディミュン点滴静注用250㎎� 333

サンディミュン内用液10%（院外）� 332

あサンドールP点眼液������ ��91

サンドスタチンLAR筋注用キット

10㎎������������ 214
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〔シメ～シヨ〕

ジメチルイソプロピルアズレン� 241

ジメトチアジンメシル酸塩��� ��28

ジメモルファンリン酸塩���� 143

ジメルカプロール������� 306

四物湯������������ 436

四物湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－71〕（院外），ツムラ����� 436

四物湯エキス錠〔EKT－71〕（院外），

クラシエ���������� 436

ジャカビ錠5㎎（要時）������ 403

弱毒生おたふくかぜワクチン，乾燥

�������������� 495

弱毒生おたふくかぜワクチン「タケ

ダ」，乾燥���������� 495

弱毒生水痘ワクチン，乾燥��� 495

弱毒生水痘ワクチン「ビケン」，乾燥

�������������� 495

弱毒生風しんワクチン，乾燥�� 495

弱毒生風しんワクチン「タケダ」（要

時），乾燥���������� 495

弱毒生麻しん風しん混合ワクチン，

乾燥������������ 510

弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

「タケダ」（要時），乾燥���� 510

弱毒生麻しんワクチン，乾燥�� 495

弱毒生麻しんワクチン「タケダ」（要

時），乾燥���������� 495

芍薬甘草湯���������� 436

芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－68〕，ツムラ�������� 436

ジャディアンス錠10㎎����� 316

ジャディアンス錠25㎎（院外）�� 316

ジャドニュ顆粒分包360㎎���� 308

ジャヌビア錠25㎎������� 317

ジャヌビア錠50㎎������� 317

シュアポスト錠0.25㎎������ 319

シュアポスト錠0.5㎎（院外）� �� 319

臭化カリウム��������� ��11

臭化カリウム「ヤマゼン」���� ��11

重質酸化マグネシウム「ホエイ」（院

外）������������� 173

修治ブシ����������� 444

十全大補湯���������� 432

十全大補湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－48〕，ツムラ�������� 432

十味敗毒湯���������� 421

十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－6〕（院外），ツムラ����� 421

絨毛性性腺刺激ホルモン，ヒト

������������ 188,189

酒石酸トルテロジン������ 225

ジュリナ錠0.5㎎（院外）� ���� 202

潤腸湯������������ 433

潤腸湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－51〕，ツムラ�������� 433

ショウキョウ��������� 420

ショウキョウ，トチモトの��� 420

小建中湯����������� 439

小建中湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－99〕（院外），ツムラ����� 439

小柴胡湯��������� 422,423

小柴胡湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－9〕，ツムラ�������� 423

小柴胡湯エキス錠〔EKT－9〕（院

外），クラシエ�������� 422

硝酸イソソルビド����� 123,124

あ硝酸イソソルビドテープ40㎎

「EMEC」����������� 124

硝酸銀������������ 245

硝酸銀「ファイザー」原末���� 245

小青竜湯����������� 426

小青竜湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－19〕，ツムラ�������� 426

静注用キシロカイン2%� ���� ��64

小児用総合アミノ酸製剤���� 269

小児用バクシダール錠50㎎（院外）� 478

小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧

用（院外）���������� ��92

〔シス～シメ〕

あシスプラチン点滴静注50㎎「マル

コ」������������� 388

ジスロマックカプセル小児用100㎎

（院外）����������� 466

ジスロマック細粒小児用10%��� 466

ジスロマック錠250㎎������ 466

ジスロマック点滴静注用500㎎�� 466

ジソピラミド��������� 105

ジソピラミドリン酸塩����� 105

シダキュアスギ花粉舌下錠

2,000JAU（院外）� ������ 414

シダキュアスギ花粉舌下錠

5,000JAU（院外）� ������ 414

シタグリプチンリン酸塩水和物

������������ 316,317

シタフロキサシン水和物���� 476

シタラビン�������� 362,363

シタラビンオクホスファート水和物

�������������� 363

シテイ������������ 420

シテイ，トチモトの������ 420

ジドブジン���������� 482

ジドロゲステロン������� 204

シナール配合顆粒（院外）���� 261

シナカルセト塩酸塩������ 335

シナジス筋注液50㎎������ 484

シナジス筋注液100㎎������ 484

ジノプロスト��������� 216

ジノプロストン�������� 217

ジピベフリン塩酸塩������ ��77

ジピリダモール�������� 123

ジフェニドール塩酸塩����� ��93

ジフェンヒドラミン������ 235

ジフォルタ注射液20㎎（要時）�� 364

ジフテリアトキソイド，成人用沈降

�������������� 497

ジフテリア破傷風混合トキソイド，

沈降������������ 509

ジフテリア破傷風不活化ポリオ混合

ワクチン，沈降精製百日せき� 509

ジフトキ「ビケンF」������� 497

ジフルカンカプセル100㎎（院外）� 490

ジフルコルトロン吉草酸エステル� 236

ジフルプレドナート������ 236

あジフルプレドナートクリーム

0.05%「イワキ」�������� 236

あジフルプレドナート軟膏0.05%

「イワキ」���������� 236

ジプレキサ筋注用10㎎����� ��47

ジプレキサザイディス錠2.5㎎（院

外）������������� ��46

ジプレキサザイディス錠5㎎（院外）

�������������� ��46

ジプレキサザイディス錠10㎎（院外）

�������������� ��46

ジプレキサ細粒1%（院外）� ��� ��46

ジプレキサ錠2.5㎎（院外）� ��� ��46

シプロキサン錠200㎎������ 476

シプロフロキサシン������ 477

シプロフロキサシン，塩酸��� 476

あシプロフロキサシン点滴静注400

㎎/200院「明治」� ������ 477

シプロヘプタジン塩酸塩水和物� 408

シベクトロ錠200㎎（要時）���� 479

シベクトロ点滴静注用200㎎（要時）�479

シベノール錠100㎎������� 105

シベレスタットナトリウム水和物� 335

シベンゾリンコハク酸塩���� 105

シムジア皮下注200㎎オートクリッ

クス������������ 337

シムビコートタービュヘイラー30

吸入（院外）��������� 157

シムビコートタービュヘイラー60

吸入������������ 158

シムレクト静注用20㎎����� 514

ジメチコン���������� 161

あジメチコン錠40㎎「YD」���� 161

あジメチコン内用液2%「ホリイ」� 161

シメチジン���������� 162

ジメチル，フマル酸������ ��59
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〔スタ～セイ〕

スタレボ配合錠L100（院外）� �� ��39

スチックゼノールA（院外）���� 243

スチバーガ錠40㎎（要時）���� 403

スチリペントール������� ��16

ステーブラOD錠0.1㎎（院外）��� 224

ステラーラ点滴静注130㎎（要時）� 324

ステラーラ皮下注45㎎シリンジ� 325

ステリクロンスクラブ液4%� �� 232

あステロネマ注腸1.5㎎� ���� 198

あステロネマ注腸3㎎������ 198

ストラテラカプセル5㎎（院外）�� ��43

ストラテラカプセル10㎎（院外）� ��43

ストラテラカプセル25㎎（院外）� ��43

ストラテラ内用液0.4%（院外）� � ��43

ストレプトコックス・ピオゲネス

（A群3型）Su株ペニシリン処理凍

結乾燥粉末��������� 404

ストレプトゾシン������� 353

ストレプトマイシン注射用1g「明

治」，硫酸���������� 469

ストレプトマイシン硫酸塩��� 469

ストロカイン錠5㎎（院外）���� ��66

ストロメクトール錠3㎎（院外）�� 517

スニチニブリンゴ酸塩����� 390

スピール膏M���������� 245

スピオルトレスピマット60吸入� 151

スピラマイシン酢酸エステル�� 465

スピリーバ2.5μgレスピマット60吸

入������������� 149

スピロノラクトン������� 108

あスピロノラクトン錠25㎎「YD」� 108

あスピロノラクトン錠50㎎「YD」� 108

スピロペント錠10μg������� 148

ズファジラン筋注5㎎������ 128

ズファジラン錠10㎎（院外）��� 128

スプラタストトシル酸塩���� 414

スプリセル錠20㎎（要時）���� 391

スプリセル錠50㎎（要時）���� 391

スプレキュア点鼻液0.15%（院外）� 219

スプロフェン��������� 241

スベニールディスポ関節注25㎎� 337

スペリア錠200��������� 144

スボレキサント�������� ��58

スポンゼル���������� 280

スマイラフ錠50㎎（院外）���� 343

スマイラフ錠100㎎（院外）���� 343

スマトリプタン�������� 121

スマトリプタンコハク酸塩��� 121

スミスリンローション5%（要時）� 517

スミフェロン注DS300万IU���� 511

スミフェロン注DS600万IU（要時）� 511

スリンダク���������� ��28

スルタミシリントシル酸塩水和物� 452

スルチアム���������� ��14

スルトプリド塩酸塩������ ��49

あスルバシリン静注用0.75g� �� 463

あスルバシリン静注用1.5g���� 463

スルピリド���������49,168

あスルピリド錠50㎎「サワイ」�� 168

あスルピリド錠100㎎「サワイ」�� ��49

スルファジアジン銀������ 234

スルホ化人免疫グロブリン，乾燥� 500

スロンノンHI注10㎎/2院� ��� 133

【セ】

清上防風湯���������� 434

清上防風湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－58〕（院外），ツムラ����� 434

清暑益気湯���������� 442

清暑益気湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－136〕，ツムラ������� 442

生食注，大塚��������� 275

あ生食注2ポート50院，大塚��� 275

あ生食注シリンジ「オーツカ」20院

（手術部）���������� 275

あ生食注シリンジ「テルモ」10院� 275

成人用沈降ジフテリアトキソイド� 497

精製水，滅菌��������� 518

精製水，滅菌��������� 518

精製ツベルクリン������� 510

〔シヨ～スタ〕

小児用ムコソルバンシロップ0.3%

（院外）����������� 145

蒸留水，大塚��������� 518

食塩注10%，大塚�������� 275

ジラゼプ塩酸塩水和物����� 124

ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウ

ム水和物���������� 136

ジルチアゼム塩酸塩������ 125

あジルチアゼム塩酸塩Rカプセル

100㎎「サワイ」�������� 125

あジルチアゼム塩酸塩錠30㎎「サワ

イ」������������� 125

ジルテック錠10（院外）����� 414

ジルテックドライシロップ1.25%

（院外）����������� 414

シルデナフィルクエン酸塩

���������� 136,137,225

シルニジピン��������� 116

シロスタゾール�������� 289

あシロスタゾールOD錠100㎎「タカ

タ」������������� 289

シロップ，単��������� 519

シロップ，単��������� 519

シロドシン���������� 225

あシロドシンOD錠4㎎「DSEP」�� 225

シロリムス���������� 390

シングリックス筋注用����� 495

シングレア細粒4㎎������� 417

人工涙液マイティア点眼液��� ��90

診断用アレルゲン皮内エキス治療用

アレルゲンエキス皮下注「トリイ」

ハウスダスト1：1,000（処置）�� 409

シンバスタチン�������� 131

シンビット静注用50㎎����� 105

腎不全用アミノ酸製剤����� 269

真武湯������������ 429

真武湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－30〕，ツムラ�������� 429

シンポニー皮下注50㎎オートイン

ジェクター��������� 331

シンメトレル細粒10%（院外）��� ��33

シンメトレル錠50㎎������ ��33

新レシカルボン坐剤������ 176

【ス】

スーグラ錠50㎎�������� 316

スージャヌ配合錠（院外）���� 320

スーテントカプセル12.5㎎（要時）� 390

スープレン吸入麻酔液（手術部）� ��3

膵外分泌機能検査用PFD内服液500

㎎������������� 533

スイニー錠100㎎（院外）����� 316

水痘ワクチン，乾燥弱毒生��� 495

水痘ワクチン「ビケン」，乾燥弱毒生

�������������� 495

水溶性ハイドロコートン注射液100

㎎������������� 196

水溶性ハイドロコートン注射液500

㎎������������� 196

水溶性プレドニン10㎎����� 200

水溶性プレドニン20㎎����� 200

スインプロイク錠0.2㎎� ���� 175

スガマデクスナトリウム���� 307

スギ花粉エキス�������� 414

スキサメトニウム塩化物水和物� ��66

スキサメトニウム注100「マルイシ」

（手術部）���������� ��66

スキリージ皮下注75㎎シリンジ0.83

院（要時）���������� 346

スクラルファート水和物�� 167,168

あスクラルファート内用液10%「日

医工」（院外）��������� 168

スクロオキシ水酸化鉄����� 137

スコポラミン臭化水素酸塩水和物���72

スターシス錠30㎎（院外）���� 317

スターシス錠90㎎（院外）���� 317

スタデルムクリーム5%� ���� 239

スタデルム軟膏5%（院外）� ��� 239

スタラシドカプセル50����� 363

スタレボ配合錠L50（院外）���� ��39
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〔セフ～セン〕

あセフトリアキソンナトリウム静注

用0.5g「日医工」�������� 459

あセフトリアキソンナトリウム静注

用1g「日医工」� ������� 459

あセフトリアキソンNa静注用1g

「ファイザー」�������� 459

セフトリアキソンナトリウム水和物

�������������� 459

ゼフナート外用液2%（院外）� �� 244

ゼフナートクリーム2%� ���� 244

セフメタゾールナトリウム��� 459

セフメタゾールナトリウム静注用

1g「日医工」� �������� 459

セフメノキシム塩酸塩����� ��79

ゼプリオン水懸筋注25㎎シリンジ

（要時）����������� ��50

ゼプリオン水懸筋注50㎎シリンジ

（要時）����������� ��50

ゼプリオン水懸筋注75㎎シリンジ

（要時）����������� ��50

ゼプリオン水懸筋注100㎎シリンジ

�������������� ��51

ゼプリオン水懸筋注150㎎シリンジ

�������������� ��51

セベラマー塩酸塩������� 137

セボフルラン��������� ��3

あセボフルラン吸入麻酔液「ニッ

コー」（手術部）�������� ��3

セマグルチド（遺伝子組換え）�� 217

ゼラチン����������� 280

セララ錠25㎎��������� 113

セララ錠50㎎（院外）������ 113

セリチニブ���������� 390

セリプロロール塩酸塩����� 116

セルシン錠，2㎎�������� ��6

セルシン錠，5㎎�������� ��6

セルシンシロップ0.1%� ���� ��6

セルシン注射液10㎎������ ��7

セルセプトカプセル250（要時）�� 344

セルセプト懸濁用散31.8%（要時）� 344

セルタッチテープ70（院外）��� 241

セルタッチパップ140������ 241

セルトラリン，塩酸������ ��46

セルトリズマブペゴル（遺伝子組換

え）������������� 337

セルニルトン錠�������� 228

セルベックスカプセル50㎎（院外）� 168

セルベックス細粒10%������ 168

ゼルヤンツ錠5㎎�������� 341

セルロース，酸化������� 280

セレキシパグ��������� 137

セレキノン錠100㎎（院外）���� 181

セレギリン塩酸塩������� ��35

セレクトール錠100㎎������ 116

セレコキシブ�������� 28,29

あセレコキシブ錠100㎎「ファイ

ザー」������������ ��29

セレコックス錠100㎎（院外）��� ��28

セレジストOD錠5㎎������ ��58

セレスタミン配合錠������ 201

セレスタミン配合シロップ（院外）� 202

セレナール錠10（院外）����� ��5

セレニカR顆粒40%������� ��17

セレニカR錠400㎎（院外）� ��� ��17

セレネース細粒1%（要時）� ��� ��51

セレネース錠0.75㎎（院外）���� ��51

セレネース錠1㎎（院外）����� ��51

セレネース錠3㎎�������� ��51

セレネース注5㎎�������� ��51

ゼローダ錠300（要時）������ 360

セロクエル25㎎錠（院外）���� ��47

セロクエル100㎎錠（院外）���� ��47

セロクエル200㎎錠（院外）���� ��48

セロクラール錠20㎎������ 135

セロケンL錠120㎎（院外）� ��� 118

セロケン錠20㎎（院外）����� 118

ゼンタコートカプセル3㎎���� 183

センナエキス��������� 174

センノシド���������� 174

あセンノシド錠12㎎「ファイザー」� 174

〔セイ～セフ〕

精製ツベルクリン（PPD）1人用，一

般診断用���������� 510

精製ヒアルロン酸ナトリウム

����������82,83,336,337

精製百日せきジフテリア破傷風不活

化ポリオ混合ワクチン，沈降� 509

精製ラノリン��������� 518

精製ラノリン��������� 518

性腺刺激ホルモン，ヒト下垂体性� 188

性腺刺激ホルモン，ヒト絨毛性

������������ 188,189

セイブル錠50㎎（院外）����� 318

成分栄養剤，肝不全用����� 270

生理食塩液���������� 275

生理食塩液バッグ「フソー」��� 275

生理食塩液バッグ「フソー」（血液浄

化センター）��������� 275

生理食塩液PL「フソー」� ���� 275

生理食塩液「ヒカリ」������ 275

ゼヴァリンイットリウム（90Y）静注

用セット（放射線科）����� 381

ゼヴァリンインジウム（111In）静注

用セット（放射線科）����� 406

ゼオマイン筋注用50単位（要時）� ��67

ゼオマイン筋注用100単位（要時）� ��67

ゼオマイン筋注用200単位（要時）� ��67

セキソビット錠100㎎（院外）��� 215

セクキヌマブ（遺伝子組換え）�� 337

ゼジューラカプセル100㎎（院外）� 394

ゼチーア錠10㎎（院外）����� 130

セチプチリンマレイン酸塩��� ��49

セチリジン塩酸塩������� 414

セチロ配合錠��������� 176

セツキシマブ（遺伝子組換え）�� 390

セディール錠10㎎������� ��12

セトラキサート塩酸塩����� 168

セトロタイド注射用0.25㎎���� 215

セトロタイド注射用3㎎（要時）�� 215

セパゾン錠1���������� ��5

セパゾン錠2（院外）������� ��6

ゼビアックスローション2%� �� 235

セビメリン塩酸塩水和物���� 181

セファゾリンナトリウム水和物

������������ 452,453

あセファゾリンナトリウム注射用

0.5g「日医工」��������� 452

あセファゾリンナトリウム注射用

1g「日医工」� �������� 453

セファドール錠25㎎������ ��93

セファランチン�������� 251

セファランチン錠1㎎������ 251

セファランチン末1%（院外）� �� 251

セファレキシン�������� 453

セファレキシン顆粒500㎎「JG」�� 453

ゼフィックス錠100（院外）���� 486

セフェピム塩酸塩水和物���� 453

セフォゾプラン塩酸塩����� 454

セフォタキシムナトリウム��� 455

セフォタックス注射用0.5g���� 455

セフォタックス注射用1g� ��� 455

セフォチアム塩酸塩������ 455

あセフォチアム塩酸塩静注用1g

「NP」� ����������� 455

あセフカペンピボキシル塩酸塩錠

100㎎「日医工」�������� 456

セフカペンピボキシル塩酸塩水和物
�������������� 456

セフジトレンピボキシル�� 456,457

セフジトレンピボキシル錠100㎎

「OK」� ����������� 456

セフジニル���������� 457

セフゾンカプセル100㎎（院外）�� 457

セフゾン細粒小児用10%����� 457

あセフタジジム静注用0.5g「マイラ

ン」������������� 458

あセフタジジム静注用1g「マイラ

ン」������������� 458

セフタジジム水和物������ 458

セフチゾキシムナトリウム��� 458

セフテラムピボキシル����� 458
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〔ソレ～タチ〕

ゾレドロン酸水和物������ 338

あゾレドロン酸点滴静注4㎎/5院

「NK」� ����������� 338

ソロン細粒20%（院外）������ 168

【タ】

ダーブロック錠1㎎������� 335

ダーブロック錠2㎎（院外）���� 335

ダーブロック錠4㎎������� 335

ダーブロック錠6㎎（院外）���� 335

第XIII因子，人血液凝固����� 504

ダイアート錠60㎎（院外）���� 109

ダイアップ坐剤4�������� ��7

ダイアップ坐剤6�������� ��7

ダイアップ坐剤10������� ��7

ダイアモックス錠250㎎����� 108

ダイアモックス注射用500㎎��� 109

第一鉄，フマル酸������� 264

第一鉄ナトリウム，クエン酸�� 264

あ第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツル

ハラ」（院外），クエン酸���� 264

あ第一鉄Na錠50㎎「サワイ」，クエ

ン酸������������ 264

ダイオウ����������� 420

大黄甘草湯���������� 437

大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－84〕，ツムラ�������� 437

大黄牡丹皮湯��������� 430

大黄牡丹皮湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－33〕（院外），ツムラ� �� 430

ダイオウ末，トチモトの���� 420

タイガシル点滴静注用50㎎（ICT，

要時）������������ 449

タイケルブ錠250㎎（要時）���� 401

大建中湯����������� 439

大建中湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－100〕，ツムラ������� 439

太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒

〔TM－230〕（院外）� ����� 442

大柴胡湯����������� 422

大柴胡湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－8〕（院外），ツムラ����� 422

タイサブリ点滴静注300㎎（要時）� ��59

ダイズ油����������� 274

ダイドロネル錠200（院外）���� 326

第二鉄，溶性ピロリン酸���� 264

第二鉄水和物，クエン酸���� 136

ダイフェン配合顆粒������ 491

ダイフェン配合錠������� 491

あダイメジンスリービー配合カプセ

ル25������������ 261

ダウノマイシン静注用20㎎��� 369

ダウノルビシン塩酸塩����� 369

タウリン����������� 305

タウリン散98%「大正」（要時）��� 305

タガメット錠200㎎（要時）���� 162

タカルシトール水和物����� 246

ダカルバジン��������� 353

ダカルバジン注用100������ 353

タグリッソ錠40㎎（要時）���� 385

タグリッソ錠80㎎������� 385

タクロリムス水和物� 84,247,338,339

あタクロリムス軟膏0.1%「PP」� � 247

タケキャブ錠10㎎������� 169

タケキャブ錠20㎎������� 169

タケプロン静注用30㎎����� 170

タケルダ配合錠（院外）����� 297

タコシール組織接着用シート（手術

部）������������� 507

ダサチニブ水和物������� 391

タシグナカプセル150㎎（要時）�� 394

タシグナカプセル200㎎（要時）�� 395

あタゾピペ配合静注用2.25「明治」� 464

あタゾピペ配合静注用4.5「明治」� 464

タダラフィル������� 137,226

あタダラフィルOD錠5㎎ZA「トー

ワ」������������� 226

タチオン散20%��������� 306

タチオン錠100㎎�������� 306

タチオン点眼用2%（院外）� ��� ��82

〔ソー～ソレ〕

【ソ】

ゾーフィゴ静注（要時）����� 384

ゾーミッグRM錠2.5㎎������ 121

総合アミノ酸製剤������� 269

総合アミノ酸製剤，小児用��� 269

総合ビタミン，高カロリー輸液用� 260

総合ビタミン剤�������� 260

疎経活血湯���������� 433

疎経活血湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－53〕（院外），ツムラ����� 433

組織培養不活化A型肝炎ワクチン，

乾燥������������ 495

組織培養不活化狂犬病ワクチン（要

時）������������� 496

組織培養不活化狂犬病ワクチン，乾

燥������������� 496

ゾスパタ錠40㎎（要時）����� 387

ソセゴン注射液15㎎������ ��31

ソタコール錠40㎎（要時）���� 105

ソタロール塩酸塩������� 105

ゾテピン����������� ��49

ソナゾイド注射用16μL������ 536

ゾニサミド�������� 16,35,36

あゾニサミド散20%「アメル」��� ��16

あゾニサミド錠100㎎「アメル」�� ��16

ソバルディ錠400㎎（要時）���� 482

ゾピクロン���������� ��11

ゾビラックス眼軟膏3%� ���� ��79

ゾビラックス軟膏5%� ����� 480

ソファルコン��������� 168

ソブゾキサン��������� 390

ソフピロニウム臭化物����� ��75

ソフラチュール貼付剤10㎝��� 235

ゾフルーザ錠20㎎������� 484

ソホスブビル��������� 482

ソマチュリン皮下注60㎎（要時）� 219

ソマチュリン皮下注90㎎（要時）� 219

ソマチュリン皮下注120㎎（要時）� 220

ソマトレリン酢酸塩������ 529

ソマトロピン（遺伝子組換え）

���������� 186,187,188

ソマバート皮下注用10㎎（院外）� 219

ゾラデックス1.8㎎デポ� ���� 214

ゾラデックス3.6㎎デポ� ���� 215

ゾラデックスLA10.8㎎デポ� �� 215

ソラナックス0.4㎎錠（院外）� �� ��5

ソラナックス0.8㎎錠（院外）� �� ��5

ソラフェニブトシル酸塩���� 391

ソランタール錠100㎎������ ��27

ソリタックス－H輸液������ 277

ソリタ－T配合顆粒3号� ���� 265

ソリフェナシン，コハク酸��� 225

ソリューゲンF注�������� 277

ソリューゲンG注�������� 277

ソリリス点滴静注300㎎（要時）�� 513

ソル・コーテフ静注用500㎎��� 196

ソル・コーテフ注射用100㎎��� 195

ソル・メドロール静注用125㎎�� 200

ソル・メドロール静注用500㎎�� 200

ソル・メドロール静注用1000㎎� 200

ソルコセリル腟坐薬������ 222

ソルダクトン静注用100㎎���� 108

ソルデム1輸液��������� 277

ソルデム3A輸液� ������� 278

ソルデム6輸液��������� 278

ゾルトファイ配合注フレックスタッ

チ（要時）���������� 320

ゾルピデム酒石酸塩����� 11,12

あゾルピデム酒石酸塩錠5㎎「明治」

�������������� ��12

あゾルピデム酒石酸塩錠10㎎「明治」

（院外）����������� ��12

ソルビトール，D－����� 222,538

ソルビトール経口液75%「コーワ」，

D－������������� 538

ソルベース���������� 518

ゾルミトリプタン������� 121

ゾレア皮下注75㎎シリンジ（要時）� 152

ゾレア皮下注150㎎シリンジ��� 152
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〔タン～チラ〕

炭酸水素ナトリウム���� 174,307

炭酸水素ナトリウム「ケンエー」� 174

あ炭酸水素ナトリウム錠500㎎「ファ

イザー」����������� 174

炭酸ランタン水和物������ 137

炭酸リチウム��������� ��49

あ炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」� ��49

単シロップ���������� 519

単シロップ���������� 519

タンドスピロンクエン酸塩��� ��12

ダントリウムカプセル25㎎��� ��69

ダントリウム静注用20㎎���� ��69

ダントロレンナトリウム水和物� ��69

タンニン酸アルブミン����� 161

タンニン酸アルブミン「ファイザー」

原末������������ 161

タンボコール錠50㎎������ 106

タンボコール錠100㎎������ 106

タンボコール静注50㎎����� 106

【チ】

チアプリド塩酸塩������� ��58

チアマゾール������� 192,193

ヂアミトール水，0.1W/V%� �� 232

チアミラールナトリウム���� ��1

チアラミド塩酸塩������� ��27

チウラジール錠50㎎（要時）��� 193

チエナム点滴静注用0.5g����� 464

チオテパ����������� 352

チオトロピウム臭化物水和物�� 149

チオプロニン��������� 305

チオペンタールナトリウム��� ��1

チオラ錠100（院外）������� 305

チオ硫酸ナトリウム水和物��� 306

チカグレロル��������� 290

チガソンカプセル10（要時）��� 254

チクロピジン塩酸塩������ 290

チゲサイクリン�������� 449

チザニジン塩酸塩������� ��73

チスタニン糖衣錠100㎎（院外）�� 143

治打撲一方���������� 438

治打撲一方エキス顆粒（医療用）〔TJ

－89〕（院外），ツムラ����� 438

チトゾール注用0.3g������� ��1

チペピジンヒベンズ酸塩���� 146

チミペロン���������� ��49

チモプトールXE点眼液0.5%��� ��84

チモプトール点眼液0.5%� ��� ��84

チモロールマレイン酸塩���� ��84

チャンピックス錠0.5㎎（院外）� � 538

チャンピックス錠1㎎（院外）��� 538

注射用イホマイド1g� ����� 350

注射用エラスポール100����� 335

注射用エンドキサン100㎎���� 351

注射用エンドキサン500㎎���� 351

注射用サイメリン50㎎（要時）�� 355

注射用GRF住友50（要時）� ��� 529

注射用GHRP科研100� ����� 529

注射用水����������� 518

注射用水PL「フソー」� ����� 518

注射用フィルデシン1㎎（要時）�� 377

注射用フサン50（ICU・血液浄化セ

ンター）����������� 342

注射用ペニシリンGカリウム100万

単位������������ 445

注射用マキシピーム1g� ���� 453

注射用メソトレキセート5㎎��� 356

注射用メソトレキセート50㎎�� 357

注射用レザフィリン100㎎（要時）� 404

調剤用パンビタン末������ 260

チョウジ����������� 420

チョウジ，トチモトの����� 420

釣藤散������������ 432

釣藤散エキス顆粒（医療用）〔TJ

－47〕，ツムラ�������� 432

チョコラA滴0.1万単位/滴（院外）� 252

猪苓湯������������ 431

猪苓湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－40〕（院外），ツムラ����� 431

チラーヂンS錠25μg（院外）� ��� 192

〔タツ～タン〕

ダットスキャン静注（放射線科）� 406

ダナゾール���������� 218

タナドーパ顆粒75%（要時）���� ��98

タナトリル錠2.5（院外）� ���� 111

タナトリル錠5（院外）������ 111

ダニアレルゲンエキス皮下注「トリ

イ」1,000JAU/院（要時），治療用�410

ダニアレルゲンエキス皮下注「トリ

イ」10,000JAU/院（要時），治療用

�������������� 411

ダニアレルゲンエキス皮下注「トリ

イ」100,000JAU/院（要時），治療

用������������� 411

ダパグリフロジンプロピレングリ

コール����������� 317

ダビガトランエテキシラートメタン

スルホン酸塩�������� 287

タファミジスメグルミン���� ��76

タフィンラーカプセル50㎎（要時）� 391

タフィンラーカプセル75㎎（要時）� 391

ダフクリア錠200㎎（要時）���� 447

タプコム配合点眼液（院外）��� ��90

ダプトマイシン�������� 447

タフマックE配合カプセル���� 173

ダブラフェニブメシル酸塩��� 391

タフルプロスト�������� ��84

タブレクタ錠150㎎（要時）���� 385

タブレクタ錠200㎎（要時）���� 385

タプロス点眼液0.0015%����� ��84

タプロスミニ点眼液0.0015%（院外）

�������������� ��84

ダプロデュスタット������ 335

タペンタ錠25㎎�������� 546

タペンタ錠100㎎�������� 546

タペンタドール塩酸塩����� 546

タミバロテン��������� 391

タミフルドライシロップ3%� �� 481

タムスロシン塩酸塩������ 226

あタムスロシン塩酸塩OD錠0.2㎎

「日医工」���������� 226

タモキシフェンクエン酸塩��� 391

あタモキシフェン錠20㎎「MYL」� 391

ダラザレックス点滴静注100㎎�� 391

ダラザレックス点滴静注400㎎�� 391

ダラシンS注射液600㎎� ���� 445

ダラシンカプセル150㎎����� 445

ダラツムマブ（遺伝子組換え）�� 391

タラポルフィンナトリウム��� 404

タリージェ錠5㎎�������� ��60

タリージェ錠10㎎������� ��60

タリージェ錠15㎎（院外）���� ��60

タリオン錠10㎎（院外）����� 417

タリビッド眼軟膏0.3%� ���� ��81

タリビッド耳科用液0.3%� ��� ��91

タリペキソール塩酸塩����� ��36

タリムス点眼液0.1%（院外）� �� ��84

タルク������������ 405

タルグレチンカプセル75㎎（要時）� 397

タルセバ錠25㎎（要時）����� 383

タルセバ錠100㎎（要時）����� 383

タルセバ錠150㎎（院外）����� 383

タルチレリン水和物������ ��58

ダルテパリンナトリウム���� 283

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組

換え）���������� 339,340

あダルベポエチンアルファ注10μgシ

リンジ「KKF」� ������� 339

あダルベポエチンアルファ注20μgシ

リンジ「KKF」� ������� 339

あダルベポエチンアルファ注40μgシ

リンジ「KKF」� ������� 339

あダルベポエチンアルファ注60μgシ

リンジ「KKF」� ������� 339

あダルベポエチンアルファ注120μg

シリンジ「KKF」� ������ 340

あダルベポエチンアルファ注180μg

シリンジ「KKF」� ������ 340

炭酸カルシウム，沈降����� 137

あ炭酸カルシウム錠500㎎「三和」，

沈降������������ 137
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〔ツム～ツム〕

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療

用）〔TJ－25〕��������� 428

ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）

〔TJ－70〕（院外）� ������ 436

ツムラ五積散エキス顆粒（医療用）

〔TJ－63〕（院外）� ������ 435

ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療

用）〔TJ－107〕� ������� 440

ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－31〕（院外）� ������ 429

ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）

〔TJ－17〕� ��������� 425

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒

（医療用）〔TJ－12〕� ����� 424

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒

（医療用）〔TJ－11〕（院外）� �� 423

ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－10〕��������� 423

ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－80〕（院外）������ 437

ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－96〕（院外）� ������ 438

ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－114〕（院外）������� 440

ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－103〕（院外）������� 439

ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）

〔TJ－35〕（院外）� ������ 430

ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－71〕（院外）� ������ 436

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－68〕��������� 436

ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－48〕��������� 432

ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－6〕（院外）� ����� 421

ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－51〕� ��������� 433

ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－99〕（院外）� ������ 439

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－9〕����������� 423

ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－19〕� ��������� 426

ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－30〕� ��������� 429

ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－58〕（院外）������ 434

ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－136〕� ������� 442

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－53〕（院外）������ 433

ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－84〕��������� 437

ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒（医

療用）〔TJ－33〕（院外）����� 430

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－100〕���������� 439

ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－8〕（院外）�������� 422

ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療

用）〔TJ－89〕（院外）������ 438

ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）

〔TJ－47〕� ��������� 432

ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－40〕（院外）� ������ 431

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－61〕��������� 435

ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）

〔TJ－86〕（院外）� ������ 438

ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキ

ス顆粒（医療用）〔TJ－38〕� �� 430

ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療

用）〔TJ－23〕��������� 427

ツムラ当帰湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－102〕（院外）������� 439

ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－88〕（院外）� ������ 438

ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）

〔TJ－67〕（院外）� ������ 435

〔チラ～ツム〕

チラーヂンS錠50μg� ������ 192

チラーヂンS静注液200μg����� 192

チラブルチニブ塩酸塩����� 392

治療用アレルゲンエキス皮下注「ト

リイ」ブタクサ花粉1：100（処置）�410

治療用ダニアレルゲンエキス皮下注

「トリイ」1,000JAU/院（要時）�� 410

治療用ダニアレルゲンエキス皮下注

「トリイ」10,000JAU/院（要時）� 411

治療用ダニアレルゲンエキス皮下注

「トリイ」100,000JAU/院（要時）� 411

チルドラキズマブ（遺伝子組換え）� 336

チロナミン錠（要時），5mcg� �� 192

チロナミン錠（院外），25mcg��� 192

沈降2価ヒトパピローマウイルス様

粒子ワクチン，組換え���� 496

沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン

（無毒性変異ジフテリア毒素結合

体）������������� 493

沈降ジフテリアトキソイド，成人用

�������������� 497

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイ

ド������������� 509

沈降精製百日せきジフテリア破傷風

不活化ポリオ混合ワクチン�� 509

沈降炭酸カルシウム������ 137

あ沈降炭酸カルシウム錠500㎎「三

和」������������� 137

沈降破傷風トキソイド����� 497

沈降破傷風トキソイドキット「タケ

ダ」������������� 497

沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来），

組換え����������� 496

【ツ】

あツインパル輸液������� 269

ツベルクリン（PPD）1人用，一般診

断用精製���������� 510

ツベルクリン，精製������ 510

ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）

〔TJ－5〕（院外）�������� 421

ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－135〕� ������� 442

ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－106〕（院外）������� 439

ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）

〔TJ－57〕（院外）� ������ 434

ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－28〕（院外）������ 428

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－15〕��������� 425

ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－3〕（院外）�������� 421

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－1〕����������� 421

ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス

顆粒（医療用）〔TJ－2〕����� 421

ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－137〕� ������� 442

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療

用）〔TJ－24〕��������� 427

ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－72〕（院外）������ 436

ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－138〕���������� 442

ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒

（医療用）〔TJ－77〕� ����� 436

ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－50〕（院外）������ 432

ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒

（医療用）〔TJ－134〕（院外）��� 441

ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医

療用）〔TJ－60〕（院外）����� 434

ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医

療用）〔TJ－18〕�������� 426

ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒

（医療用）〔TJ－26〕（院外）� �� 428

ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－45〕（院外）� ������ 432
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〔テイ～テト〕

低分子デキストランL注����� 278

ディレグラ配合錠（院外）���� 419

デエビゴ錠2.5㎎� ������� ��61

デエビゴ錠5㎎��������� ��61

デエビゴ錠10㎎（院外）����� ��61

テオドール錠100㎎������� 147

テオドール錠200㎎������� 147

テオフィリン��������� 147

デカドロンエリキシル0.01%（院外）

�������������� 196

デカドロン錠0.5㎎� ������ 196

デカドロン錠4㎎�������� 196

デカリニウム塩化物������ 181

デガレリクス酢酸塩������ 218

あデキサート注射液1.65㎎���� 197

あデキサート注射液6.6㎎� ��� 197

デキサメタゾン���� 181,196,197

デキサメタゾン吉草酸エステル� 236

あデキサメタゾン口腔用軟膏0.1%

「NK」� ����������� 181

デキサメタゾンシペシル酸エステル

�������������� ��92

デキサメタゾンパルミチン酸エステ

ル������������� 197

デキサメタゾンプロピオン酸エステ

ル������������� 237

デキサメタゾンリン酸エステルナト

リウム����������� 197

テキサント消毒液6%（院外）� �� 229

デキサンVG軟膏0.12%� ���� 238

デキストランL注，低分子���� 278

あデキストロメトルファン臭化水素

酸塩錠15㎎「NP」� ������ 143

デキストロメトルファン臭化水素酸

塩水和物���������� 143

デクスメデトミジン塩酸塩��� ��12

あデクスメデトミジン静注液200

μg/50院シリンジ「ニプロ」��� ��12

デクスラゾキサン������� 308

テクフィデラカプセル120㎎（要時）

�������������� ��59

テクフィデラカプセル240㎎（院外）

�������������� ��59

テグレトール細粒50%������ ��15

テグレトール錠100㎎（院外）��� ��15

テグレトール錠200㎎������ ��15

デザレックス錠5㎎（院外）���� 415

テジゾリドリン酸エステル��� 479

テシプール錠1㎎（院外）����� ��49

テストステロンエナント酸エステル

�������������� 202

デスフェラール注射用500㎎��� 308

デスフルラン��������� ��3

デスモプレシン・スプレー2.5協和

（院外）����������� 191

デスモプレシン・スプレー10協和

（院外）����������� 191

デスモプレシン酢酸塩水和物� 191,192

デスモプレシン注4協和（要時）�� 191

デスロラタジン�������� 415

テセントリク点滴静注840㎎（要時）�378

テセントリク点滴静注1200㎎�� 379

デソパン錠60㎎（要時）����� 218

テタガムP筋注シリンジ250� �� 503

テタノブリンIH静注250単位��� 506

テタノブリンIH静注1500単位� � 506

デタントール0.01%点眼液（院外）� ��86

鉄水和物，硫酸�������� 264

テトカイン注用20㎎「杏林」��� ��62

デトキソール静注液2g� ���� 306

テトラカイン塩酸塩������ ��62

テトラコサクチド酢酸塩���� 186

テトラサイクリン塩酸塩���� 235

テトラビック皮下注シリンジ（要時）

�������������� 509

テトラベナジン�������� ��58

テトラミド錠10㎎������� ��54

テトラミド錠30㎎������� ��54

デトルシトールカプセル4㎎（院外）�225

〔ツム～テイ〕

ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－32〕� ��������� 429

ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－108〕� ������� 440

ツムラの生薬コウジン末（調剤用）� 420

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－29〕� ��������� 429

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療

用）〔TJ－7〕� �������� 422

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－16〕��������� 425

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－14〕��������� 424

ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒

（医療用）〔TJ－37〕（院外）� �� 430

ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医

療用）〔TJ－34〕（院外）����� 430

ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用）

〔TJ－79〕（院外）� ������ 437

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－20〕（院外）������ 426

ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療

用）〔TJ－62〕（院外）������ 435

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－41〕��������� 431

ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－27〕� ��������� 428

ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒

（医療用）〔TJ－127〕������ 441

ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－55〕（院外）������ 433

ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医

療用）〔TJ－78〕（院外）����� 437

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）

〔TJ－126〕���������� 441

ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－52〕（院外）������ 433

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）

〔TJ－54〕� ��������� 433

ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒

（医療用）〔TJ－83〕（院外）� �� 437

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－43〕� ��������� 431

ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒

（医療用）〔TJ－119〕（院外）��� 441

ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－39〕（院外）������ 431

ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）

〔TJ－87〕（院外）� ������ 438

ツルバダ配合錠�������� 488

ツロブテロール�������� 149

ツロブテロール塩酸塩����� 149

【テ】

TRH注0.5㎎「タナベ」� ����� 530

dl－イソプレナリン塩酸塩� 93,98,147

d－クロルフェニラミンマレイン酸

塩������������� 409

あd－クロルフェニラミンマレイン

酸塩徐放錠6㎎「武田テバ」��� 409

D－ソルビトール������ 222,538

D－ソルビトール経口液75%「コー

ワ」������������� 538

DTビック（要時）� ������� 509

D－マンニトール�������� 137

ディアコミットカプセル250㎎（要

時）������������� ��16

ディアコミットドライシロップ分包

250㎎（要時）��������� ��16

テイコプラニン�������� 447

あテイコプラニン点滴静注用400㎎

「明治」����������� 447

ディスオーパ消毒液0.55%���� 537

ディナゲスト錠0.5㎎（院外）� �� 215

ディナゲスト錠1㎎（院外）���� 215

ディビゲル1㎎（院外）������ 202

ディフェリンゲル0.1%（院外）� � 246

ディプリバン注－キット（手術部），

1%� ������������ ��3
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〔トウ～トフ〕

糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミ

ン・微量元素�������� 273

糖液5%，大塚� �������� 266

糖液5%，光� ��������� 266

糖液10%，大塚��������� 266

糖液20%，大塚��������� 266

糖液50%，大塚��������� 266

桃核承気湯�������� 434,435

桃核承気湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－61〕，ツムラ�������� 435

桃核承気湯エキス錠〔EKT－61〕（院

外），クラシエ�������� 434

当帰飲子����������� 438

当帰飲子エキス顆粒（医療用）〔TJ

－86〕（院外），ツムラ����� 438

当帰四逆加呉茱萸生姜湯���� 430

当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒

（医療用）〔TJ－38〕，ツムラ� � 430

当帰芍薬散�������� 426,427

当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）〔TJ

－23〕，ツムラ�������� 427

当帰芍薬散料エキス細粒〔KB－23〕

（院外），クラシエ������ 426

当帰湯������������ 439

当帰湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－102〕（院外），ツムラ���� 439

動注用アイエーコール50㎎��� 389

動注用アイエーコール100㎎��� 389

ドカルパミン��������� ��98

あドキサゾシン錠1㎎「EMEC」� � 116

あドキサゾシン錠4㎎「EMEC」� � 116

ドキサゾシンメシル酸塩���� 116

ドキサプラム塩酸塩水和物��� 142

ドキシフルリジン������� 361

ドキシル注20㎎�������� 371

ドキソルビシン塩酸塩��� 369,371

あドキソルビシン塩酸塩注射液10㎎

「サンド」���������� 371

トコフェロール酢酸エステル�� 259

トコフェロールニコチン酸エステル

�������������� 138

あトコフェロールニコチン酸エステ

ルカプセル200㎎「TC」����� 138

トシリズマブ（遺伝子組換え）�� 514

あトスフロキサシントシル酸塩錠

150㎎「日医工」�������� 477

トスフロキサシントシル酸塩水和物

�������������84,477

トスフロ点眼液0.3%（院外）� �� ��84

ドスレピン塩酸塩������� ��50

ドセタキセル水和物������ 375

あドセタキセル点滴静注20㎎/1院

「ヤクルト」��������� 375

あドセタキセル点滴静注80㎎/4院

「ヤクルト」��������� 375

ドチヌラド���������� 312

トチモトのシテイ������� 420

トチモトのショウキョウ���� 420

トチモトのダイオウ末����� 420

トチモトのチョウジ������ 420

ドネペジル塩酸塩������� ��59

ドパストン静注25㎎������ ��34

ドパゾール錠200㎎（要時）���� ��34

ドパミン塩酸塩������� 98,99

あドパミン塩酸塩点滴静注液100㎎

「タイヨー」��������� ��99

あドパミン塩酸塩点滴静注液600㎎

バッグ「ニチヤク」������ ��99

あドパミン塩酸塩点滴静注液600㎎

バッグ「ニチヤク」（旧名称：カ

コージンD注0.3%）� ����� ��98

トパルジック軟膏1%（院外）� �� 241

トビエース錠4㎎（院外）����� 227

トピナ細粒10%（院外）������ ��17

トピナ錠50㎎��������� ��17

トピラマート��������� ��17

トピロキソスタット������ 312

トファシチニブクエン酸塩��� 341

トフィソパム��������� ��7

〔テネ～トア〕

テネリア錠20㎎�������� 317

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和

物������������� 317

テノーミン錠25�������� 101

デノシン点滴静注用500㎎���� 481

デノスマブ（遺伝子組換え）��� 341

テノゼット錠300㎎（要時）���� 483

デノタスチュアブル配合錠��� 263

デノパミン���������� ��98

テノホビルアラフェナミドフマル酸

塩������������� 482

テノホビルジソプロキシルフマル酸

塩������������� 483

デパケンR錠100㎎� ������ ��17

デパケンR錠200㎎� ������ ��17

デパケン細粒40%�������� ��17

デパケン錠200㎎�������� ��17

デパケンシロップ5%（院外）� �� ��17

デパス細粒1%（院外）� ����� ��45

デパス錠0.5㎎（院外）� ����� ��45

デパス錠1㎎（院外）������� ��45

テビペネムピボキシル����� 461

デファイテリオ静注200㎎（要時）� 305

デフィブロチドナトリウム��� 305

デフェラシロクス������� 308

デフェロキサミンメシル酸塩�� 308

テプミトコ錠250㎎（要時）���� 392

テプレノン���������� 168

デプロメール錠25������� ��52

デプロメール錠50������� ��52

デプロメール錠75（院外）���� ��52

デベルザ錠20㎎（院外）����� 317

デポ・メドロール水懸注40㎎�� 201

テポチニブ塩酸塩水和物���� 392

テモカプリル塩酸塩������ 112

テモゾロミド��������� 354

あテモゾロミド錠20㎎「NK」� �� 354

あテモゾロミド錠100㎎「NK」��� 354

デュアック配合ゲル������ 248

デュオドーパ配合経腸用液（要時）���39

デュオトラバ配合点眼液（院外）� ��90

デュタステリド�������� 218

デュピクセント皮下注300㎎ペン� 415

デュピルマブ（遺伝子組換え）�� 415

デュファストン錠5㎎������ 204

デュラグルチド（遺伝子組換え）� 218

デュルバルマブ（遺伝子組換え）� 392

デュロキセチン塩酸塩����� ��49

テラ・コートリル軟膏����� 239

あデラキシー配合顆粒����� 261

テラルビシン注射用10㎎���� 372

テリパラチド（遺伝子組換え）�� 193

テリパラチド酢酸塩���� 193,529

テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化

成」（要時）���������� 529

あテリパラチドBS皮下注キット600

μg「モチダ」���������� 193

テリボン皮下注28.2μgオートイン

ジェクター��������� 193

テリルジー100エリプタ30吸入用

（院外（未定））�������� 158

デルゴシチニブ�������� 247

テルネリン錠1㎎�������� ��73

テルビナフィン塩酸塩��� 244,490

テルブタリン硫酸塩������ 147

テルミサルタン�������� 116

あテルミサルタン錠40㎎「DSEP」� 116

テルモ生食���������� 275

デルモベートクリーム0.05%��� 236

デルモベートスカルプローション

0.05%������������ 236

デルモベート軟膏0.05%����� 236

テレミンソフト坐薬2㎎（院外）�� 176

テレミンソフト坐薬10㎎���� 176

点滴静注用ホスカビル注24㎎/院� 485

天然ケイ酸アルミニウム���� 173

デンプン部分加水分解物���� 535

【ト】

あトアラセット配合錠「武田テバ」���32
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〔トリ～ナハ〕

トリメタジジン塩酸塩����� 125

トリメブチンマレイン酸塩��� 181

あトリメブチンマレイン酸塩錠100

㎎「日医工」��������� 181

トリロスタン��������� 218

トリンテリックス錠10㎎���� ��53

トリンテリックス錠20㎎（院外）� ��53

トルソプト点眼液1%� ����� ��85

ドルゾラミド塩酸塩������ ��85

トルツ皮下注80㎎オートインジェク

ター（要時）��������� 324

トルテロジン，酒石酸����� 225

トルバプタン������� 110,219

トルリシティ皮下注0.75㎎アテオス

�������������� 218

トレーランG液50g� ������ 535

トレーランG液75g� ������ 535

トレアキシン点滴静注用100㎎�� 354

トレシーバ注フレックスタッチ� 209

トレシーバ注ペンフィル（院外）� 209

トレチノイン��������� 393

トレチノイントコフェリル��� 248

トレドミン錠15㎎（院外）���� ��54

トレドミン錠25㎎（院外）���� ��54

ドレニゾンテープ4μg/����� 237

ドレニゾンテープ4μg/（院外）�� 237

トレミフェンクエン酸塩���� 393

トレムフィア皮下注100㎎シリンジ

（要時）����������� 331

トレラグリプチンコハク酸塩�� 317

トレリーフOD錠25㎎������ ��35

トレリーフOD錠50㎎（院外）��� ��36

あトローチ0.25㎎「明治」，SP� � 181

ドロキシドパ��������� ��36

トロキシピド��������� 168

トロピカミド��������� ��77

ドロペリドール�������� ��3

トロペロン細粒1%（院外）� ��� ��49

トロペロン錠3㎎（院外）����� ��49

ドロレプタン注射液25㎎���� ��3

トロンビン���������� 280

トロンビン液モチダソフトボトル5

千������������� 280

トロンボモデュリンアルファ（遺伝

子組換え）���������� 287

ドンペリドン������� 181,182

あドンペリドン錠10㎎「日医工」� 182

【ナ】

ナーブロック筋注2500単位（要時）���69

ナイキサン錠100㎎������� ��29

ナウゼリン坐剤10������� 182

ナウゼリン坐剤30������� 182

ナウゼリン坐剤60������� 182

ナウゼリン錠10（院外）����� 181

ナウゼリンドライシロップ1%� � 182

ナグラザイム点滴静注液5㎎（要時）�313

ナサニール点鼻液0.2%（院外）� � 215

ナジフロキサシン������� 235

ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用

（院外）����������� ��93

ナタリズマブ（遺伝子組換え）�� ��59

ナディック錠30㎎（院外）���� 101

ナテグリニド��������� 317

ナトリウム，塩化��� 275,276,519

ナトリウム，クエン酸第一鉄�� 264

ナトリウム，炭酸水素��� 174,307

ナトリウム「オーツカ」，塩化�� 519

あナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」

（院外），クエン酸第一鉄��� 264

ナトリウム「ケンエー」，炭酸水素� 174

あNa錠50㎎「サワイ」，クエン酸第

一鉄������������ 264

あナトリウム錠500㎎「ファイ

ザー」，炭酸水素������� 174

Na補正液0.5mmol/院，リン酸�� 279

Na補正液2.5mEq/院，塩化� �� 276

ナトリックス錠1�������� 113

ナドロール���������� 101

ナパゲルン軟膏3%（院外）� ��� 242

〔トフ～トリ〕

トプシムクリーム0.05%（院外）�� 237

トプシムスプレー0.0143%（院外）� 237

トプシムローション0.05%（院外）� 237

ドプスOD錠100㎎������� ��36

ドプスOD錠200㎎（院外）���� ��36

ドブタミン塩酸塩������� ��99

ドブトレックス注射液100㎎��� ��99

あドブポン注0.3%シリンジ� �� ��99

トブラシン注小児用10㎎���� 448

トブラシン点眼液0.3%� ���� ��79

トフラニール錠10㎎（院外）��� ��42

トフラニール錠25㎎（要時）��� ��42

トブラマイシン�������79,448

ドプラム注射液400㎎������ 142

トホグリフロジン水和物���� 317

ドボネックス軟膏50μg/g（要時）�� 246

トミロン錠100（院外）������ 458

ドミン錠0.4（要時）� ������ ��36

ドラール錠20（院外）������ ��5

トラクリア錠62.5㎎������� 139

トラクリア小児用分散錠32㎎（院外）

�������������� 139

トラスツズマブ（遺伝子組換え）� 392

トラスツズマブエムタンシン（遺伝

子組換え）���������� 393

トラスツズマブデルクステカン（遺

伝子組換え）��������� 393

あトラスツズマブBS点滴静注用60

㎎「NK」� ���������� 392

あトラスツズマブBS点滴静注用150

㎎「NK」� ���������� 392

トラセミド���������� 109

あトラセミドOD錠8㎎「TE」� �� 109

トラゼンタ錠5㎎�������� 318

トラゾドン塩酸塩������� ��50

あトラゾドン塩酸塩錠25㎎「アメル」

�������������� ��50

トラディアンス配合錠AP（院外）� 320

トラディアンス配合錠BP（院外）� 320

トラニラスト��������84,415

トラネキサム酸�������� 281

あトラネキサム酸カプセル250㎎

「NSKK」����������� 281

あトラネキサム酸シロップ5%「テ

バ」������������� 281

トラバタンズ点眼液0.004%（要時）���84

トラピジル���������� 125

トラフェルミン（遺伝子組換え）�92,247

トラベクテジン�������� 393

トラボプロスト�������� ��84

トラマールOD錠25㎎������ ��29

トラマール注100�������� ��29

トラマゾリン塩酸塩������ ��91

トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」���91

トラマドール塩酸塩������ ��29

トラムセット配合錠（院外）��� ��32

トラメチニブジメチルスルホキシド

付加物����������� 393

トランコロン錠7.5㎎� ����� ��70

トランサミンシロップ5%（院外）� 281

トランサミン注5%� ������ 281

トランサミン注10%������� 281

トランデート錠50㎎������ 118

トリアゾラム��������� ��7

あトリアゾラム錠0.25㎎「日医工」� ��7

トリアムシノロンアセトニド

����������� 85,181,197

トリエンチン，塩酸������ 307

トリクロホスナトリウム���� ��13

トリクロリールシロップ10%��� ��13

トリクロルメチアジド����� 108

あトリクロルメチアジド錠2㎎「タイ

ヨー」������������ 108

トリセノックス注10㎎（要時）�� 388

トリプタノール錠10������ ��44

トリプタノール錠25������ ��44

トリヘキシフェニジル塩酸塩�� ��36

トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2㎎

「タイヨー」��������� ��36

ドリペネム水和物������� 461
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〔ニホ～ネス〕

ニポラジン錠3㎎（院外）����� 407

ニポラジン小児用シロップ0.03%

（院外）����������� 408

ニボルマブ（遺伝子組換え）��� 394

日本脳炎ワクチン������� 497

ニムスチン塩酸塩������� 354

ニュープロパッチ2.25㎎（院外）�� ��38

ニュープロパッチ4.5㎎� ���� ��38

ニュープロパッチ9㎎������ ��38

ニュープロパッチ13.5㎎（院外）�� ��38

ニュープロパッチ18㎎（院外）�� ��38

ニューモバックスNP（要時）� �� 494

ニューレプチル錠5㎎（院外）��� ��41

ニューロタン錠25㎎（院外）��� 119

ニューロタン錠50㎎（院外）��� 119

ニューロタン錠100㎎（院外）��� 119

乳酸カルシウム「ケンエー」��� 262

乳酸カルシウム水和物����� 262

乳酸ビペリデン�������� ��33

乳糖水和物���������� 518

乳糖「ホエイ」��������� 518

尿素������������� 245

尿素（13C）����������� 536

女神散������������ 435

女神散エキス顆粒（医療用）〔TJ

－67〕（院外），ツムラ����� 435

ニラパリブトシル酸塩水和物�� 394

ニルバジピン��������� 117

ニロチニブ塩酸塩水和物�� 394,395

人参湯������������ 429

人参湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－32〕，ツムラ�������� 429

人参養栄湯���������� 440

人参養栄湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－108〕，ツムラ������� 440

人参養栄湯エキス細粒〔EK－108〕

（要時），クラシエ������ 440

ニンテダニブエタンスルホン酸塩� 342

ニンラーロカプセル3㎎（要時）�� 380

ニンラーロカプセル4㎎（要時）�� 380

【ヌ】

ヌーカラ皮下注100㎎ペン���� 156

ヌーカラ皮下注用100㎎（要時）�� 156

【ネ】

ネイリンカプセル100㎎（院外）�� 491

ネオーラル10㎎カプセル���� 333

ネオーラル25㎎カプセル���� 333

ネオーラル50㎎カプセル���� 333

ネオーラル内用液10%������ 334

ネオキシテープ73.5㎎（院外）��� 225

ネオシネジンコーワ5%点眼液� � ��77

ネオシネジンコーワ注1㎎���� 122

ネオ消アル「ヨシダ」������ 234

ネオスチグミン臭化物����� ��71

ネオスチグミンメチル硫酸塩�� ��71

ネオステリングリーンうがい液

0.2%� ����������� 250

ネオドパストン配合錠L100（院外）���40

ネオバルギンHD�������� 520

ネオビタカイン注シリンジ5院� � ��33

あネオファーゲン静注20院��� 305

あネオファーゲン静注100院� �� 305

ネオフィリン注250㎎������ ��96

ネオベノール点眼液0.4%� ��� ��78

ネオメドロールEE軟膏� ���� ��90

ネキシウムカプセル10㎎���� 166

ネキシウムカプセル20㎎���� 167

ネキシウム懸濁用顆粒分包10㎎（要

時）������������� 165

ネキシウム懸濁用顆粒分包20㎎（院

外）������������� 165

ネクサバール錠200㎎������ 391

あネグミンシュガー軟膏���� 249

ネシーナ錠6.25㎎（院外）����� 316

ネシーナ錠25㎎�������� 316

ネシツムマブ（遺伝子組換え）�� 395

ネスプ注射液120μgプラシリンジ（血

液内科）����������� 340

〔ナハ～ニフ〕

ナパゲルンローション3%� ��� 242

ナファモスタットメシル酸塩�� 342

あナファモスタットメシル酸塩注射

用50㎎「AY」（旧名称：コアヒビ

ター注射用50㎎）������� 342

ナフトピジル��������� 226

あナフトピジルOD錠25㎎「EE」�� 226

あナフトピジルOD錠50㎎「EE」�� 226

ナブメトン���������� ��29

ナプロキセン��������� ��29

ナベルビン注10�������� 377

ナベルビン注40�������� 377

ナボールゲル1%（院外）� ���� 241

ナラトリプタン塩酸塩����� 121

ナルサス錠2㎎��������� 544

ナルサス錠6㎎��������� 544

ナルサス錠24㎎�������� 544

ナルデメジントシル酸塩���� 175

ナルフラフィン塩酸塩����� ��59

ナルベイン注2㎎�������� 544

ナルラピド錠1㎎�������� 544

ナルラピド錠2㎎�������� 544

ナルラピド錠4㎎�������� 544

ナロキソン塩酸塩������� 142

ナロキソン塩酸塩静注0.2㎎「第一三

共」������������� 142

【ニ】

ニカルジピン塩酸塩���� 116,117

あニカルジピン塩酸塩注射液10㎎

「サワイ」���������� 116

ニコチネルTTS10（院外）����� 538

ニコチネルTTS20（院外）����� 538

ニコチネルTTS30（院外）����� 538

ニコチン����������� 538

ニコチン酸アミド������� 256

ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」� 256

あニコペリック腹膜透析液（要時）� 300

ニコランジル������� 125,126

あニコランジル錠2.5㎎「日医工」� 126

あニコランジル錠5㎎「日医工」�� 126

あニコランジル点滴静注用2㎎「サワ

イ」（心カテ室）�������� 126

あニコランジル点滴静注用48㎎「サ

ワイ」������������ 126

ニザチジン���������� 162

二朮湯������������ 438

二朮湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－88〕（院外），ツムラ����� 438

ニセリトロール�������� 131

ニセルゴリン��������� 138

あニセルゴリン錠5㎎「NP」���� 138

ニゾラールクリーム2%� ���� 244

ニゾラールローション2%� ��� 244

日点アトロピン点眼液1%� ��� ��77

ニトプロ持続静注液6㎎（手術部）� 117

ニトラゼパム��������� ��7

ニドラン注射用25㎎（要時）��� 354

ニトロールRカプセル20㎎���� 124

ニトロール持続静注25㎎シリンジ� 124

ニトロール錠5㎎（院外）����� 123

ニトロールスプレー1.25㎎���� 124

ニトロール注5㎎�������� 123

ニトログリセリン����� 126,127

あニトログリセリン静注5㎎/10院

「TE」� ����������� 126

あニトログリセリン注25㎎/50院シ

リンジ「テルモ」������� 126

ニトロダームTTS25㎎������ 126

ニトロプルシドナトリウム水和物� 117

あニトロペン舌下錠0.3㎎� ��� 127

ニバジール錠2㎎（院外）����� 117

ニバジール錠4㎎�������� 117

ニフェカラント塩酸塩����� 105

ニフェジピン��������� 127

あニフェジピンL錠10㎎「日医工」� 127

あニフェジピンCR錠20㎎「日医工」�127

ニプラジロール�������� ��85

ニフラン点眼液0.1%� ����� ��86

ニフレック配合内用剤����� 539
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〔ハイ～ハフ〕

ハイカリック液－2号（要時）��� 267

ハイカリック液－3号（要時）��� 267

肺サーファクタント������ 142

ハイスコ皮下注0.5㎎� ����� ��72

ハイゼット錠50㎎（院外）���� 251

ハイゼントラ20%皮下注2g/10院（要

時）������������� 503

ハイゼントラ20%皮下注4g/20院（要

時）������������� 504

ハイドレアカプセル500㎎���� 364

ハイドロコートン注射液100㎎，水

溶性������������ 196

ハイドロコートン注射液500㎎，水

溶性������������ 196

ハイパジールコーワ点眼液0.25%� ��85

ハイペン錠200㎎（院外）����� ��28

ハイボン錠20㎎（院外）����� 255

パキシルCR錠12.5㎎� ����� ��51

パキシルCR錠25㎎� ������ ��51

パキシル錠5㎎（要時）������ ��51

パキシル錠10㎎（要時）����� ��51

バクシダール錠50㎎（院外），小児用

�������������� 478

白色ワセリン��������� 518

白色ワセリン「ケンエー」���� 518

バクスミー点鼻粉末剤3㎎（要時）� 212

バクタ配合顆粒（院外）����� 491

バクタ配合錠（院外）������ 492

バクトラミン注�������� 517

バクトロバン鼻腔用軟膏2%� �� 447

麦門冬湯����������� 429

麦門冬湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－29〕，ツムラ�������� 429

パクリタキセル�������� 376

あパクリタキセル注30㎎/5院「NK」

�������������� 376

あパクリタキセル注100㎎/16.7院

「NK」� ����������� 376

バクロフェン������� 73,74,75

破傷風混合トキソイド，沈降ジフテ

リア������������ 509

破傷風トキソイド，沈降���� 497

破傷風トキソイドキット「タケダ」，

沈降������������ 497

破傷風不活化ポリオ混合ワクチン，

沈降精製百日せきジフテリア� 509

バシリキシマブ（遺伝子組換え）� 514

パシル点滴静注液500㎎����� 478

バスタレルF錠3㎎（院外）� ��� 125

パズフロキサシンメシル酸塩�� 478

バゼドキシフェン酢酸塩���� 342

パゾパニブ塩酸塩������� 395

バソプレシン��������� 190

バダデュスタット������� 336

パタノール点眼液0.1%� ���� ��81

八味丸M（院外），ウチダの���� 443

八味地黄丸�������� 422,443

八味地黄丸エキス顆粒（医療用）〔TJ

－7〕，ツムラ�������� 422

八味地黄丸料エキス錠〔EKT－7〕（院

外），クラシエ�������� 422

ハッカ水����������� 519

ハッカ水「ケンエー」������ 519

パッチテスト試薬������� 534

パッチテストパネル（S）����� 534

バップフォー錠10������� 227

パナルジン細粒10%（院外）���� 290

パナルジン錠100㎎������� 290

パニツムマブ（遺伝子組換え）�� 395

パノビノスタット乳酸塩���� 396

パパベリン塩酸塩������� ��72

パパベリン塩酸塩注40㎎「日医工」���72

パピローマウイルス様粒子ワクチ

ン，組換え沈降2価ヒト���� 496

パピロックミニ点眼液0.1%（院外）���82

バフセオ錠150㎎�������� 336

バフセオ錠300㎎�������� 336

ハプトグロビン，人������ 505

ハプトグロビン静注2000単位「JB」�505

〔ネス～ハイ〕

ネスプ注射液180μgプラシリンジ（血

液内科）����������� 340

ネダプラチン��������� 395

ネバナック懸濁性点眼液0.1%（院

外）������������� ��85

ネパフェナク��������� ��85

ネモナプリド��������� ��50

ネララビン���������� 364

ネリゾナ軟膏0.1%（院外）� ��� 236

ネリゾナユニバーサルクリーム

0.1%� ����������� 236

ネリプロクト坐剤������� 224

ネリプロクト軟膏������� 224

【ノ】

ノーベルバール静注用250㎎��� ��18

ノイエルカプセル200㎎（院外）�� 168

ノイキノン錠10㎎（院外）���� 100

ノイトロジン注100μg� ����� 294

ノイトロジン注250μg� ����� 294

ノイロトロピン錠4単位����� ��31

ノイロトロピン注射液3.6単位� � ��32

濃縮人アンチトロンビンIII，乾燥�501

濃縮人C1－インアクチベーター，

乾燥������������ 501

濃縮人プロトロンビン複合体，乾燥

�������������� 502

ノウリアスト錠20㎎（要時）��� ��34

ノギテカン塩酸塩������� 375

ノバミン筋注5㎎�������� ��41

ノバミン錠5㎎��������� ��41

ノバントロン注10㎎������ 400

ノベルジン錠25㎎（院外）���� 307

ノベルジン錠50㎎������� 307

ノボセブンHI静注用5㎎シリンジ

（要時）����������� 498

ノボラピッド30ミックス注フレック

スペン（要時）�������� 207

ノボラピッド注100単位/院� �� 206

ノボラピッド注イノレット（要時）� 207

ノボラピッド注フレックスタッチ� 206

ノボラピッド注ペンフィル��� 206

ノボリン30R注フレックスペン（要

時）������������� 212

ノボリンR注フレックスペン��� 212

ノボリンN注フレックスペン（院外）

�������������� 212

ノリトレン錠10㎎（院外）���� ��50

ノリトレン錠25㎎（院外）���� ��50

ノルアドリナリン注1㎎����� 195

ノルアドレナリン������� 195

ノルスパンテープ5㎎（院外）��� ��30

ノルスパンテープ10㎎（院外）�� ��30

ノルディトロピンフレックスプロ注

5㎎（院外）���������� 187

ノルディトロピンフレックスプロ注

10㎎（要時）��������� 187

ノルトリプチリン塩酸塩���� ��50

ノルバデックス錠10㎎（院外）�� 391

ノルフロキサシン������� 478

ノンスロン500注射用，献血��� 501

ノンスロン1500注射用，献血�� 501

【ハ】

パーサビブ静注透析用2.5㎎� �� 326

パーサビブ静注透析用5㎎���� 326

パージェタ点滴静注420㎎/14院� 399

ハーフジゴキシンKY錠0.125��� ��96

ハーボニー配合錠（要時）���� 488

パーロデル錠2.5㎎（要時）� ��� ��37

バイアグラ錠25㎎（院外）���� 225

バイアグラ錠50㎎（院外）���� 225

あバイアスピリン錠100㎎���� 288

肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変

異ジフテリア毒素結合体），沈降

13価������������ 493

肺炎球菌ワクチン������� 494

ハイカムチン注射用1.1㎎� ��� 375

ハイカリックRF輸液� ����� 267

ハイカリック液－1号（要時）��� 267
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〔ハン～ヒコ〕

あバンコマイシン塩酸塩点滴静注用

0.5g「ファイザー」������� 446

バンコマイシン眼軟膏1%（要時）� 446

バンコマイシン散0.5g，塩酸��� 446

パンテチン���������� 256

パンテノール��������� 256

あパンテノール注100㎎「KCC」�� 256

パントシン散20%�������� 256

パントシン錠30�������� 256

パンビタン末，調剤用����� 260

ハンプ注射用1000������� 129

【ヒ】

PA・ヨード点眼・洗眼液� ��� ��87

pH4処理人免疫グロブリン�� 503,504

ビーエスエスプラス500眼灌流液

0.0184%����������� ��80

ビーエスエスプラス500眼灌流液

0.0184%（手術部）������� ��80

PFD内服液500㎎，膵外分泌機能検

査用������������ 533

PL配合顆粒� ��������� ��56

PL配合顆粒（院外），幼児用� �� ��57

B型肝炎ワクチン（酵母由来），組換

え沈降����������� 496

B型ボツリヌス毒素������� ��69

BCG膀胱内用（日本株），乾燥� � 510

BCGワクチン（経皮用・1人用）（要

時），乾燥���������� 493

BCGワクチン，乾燥� ����� 493

ピーゼットシー散1%（院外）� �� ��41

ピートル顆粒分包250㎎����� 137

ピートル顆粒分包500㎎（院外）�� 137

ビームゲン注0.25院������� 496

ビームゲン注0.5院� ������ 496

ビーリンサイト点滴静注用35μg（要

時）������������� 396

ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ

0.6院� ����������� ��83

ビ・シフロール錠0.125㎎� ��� ��37

ビ・シフロール錠0.5㎎� ���� ��37

ヒアルロン酸ナトリウム，精製

����������82,83,336,337

あヒアルロン酸Na0.5眼粘弾剤

1%MV「センジュ」（手術部）� � ��83

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生

化学」（手術部専用薬）����� ��82

ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生

化学」（旧名称：オペガンハイ0.85

眼粘弾剤1%）（手術部）����� ��82

あヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤

1%MV「センジュ」（手術部）� � ��83

ヒアレイン点眼液0.1%� ���� ��83

ヒアレイン点眼液0.3%（院外）� � ��83

ヒアレインミニ点眼液0.3%（院外）���83

ピオグリタゾン塩酸塩����� 317

あピオグリタゾン錠15㎎「武田テバ」

�������������� 317

ビオスリー配合散������� 161

ビオスリー配合錠������� 161

ビオチン����������� 261

ビオチン散0.2%「フソー」� ��� 261

あビオフェルミン錠剤����� 161

ビオプテン顆粒2.5%（院外）� �� 332

ビカーボン輸液�������� 278

ビカネイト輸液（産科）����� 278

ビガバトリン��������� ��18

光糖液5%� ���������� 266

ビカルタミド��������� 396

あビカルタミドOD錠80㎎「NK」�� 396

ビキサロマー��������� 138

ビクシリン注射用0.5g������ 451

ビクシリン注射用1g� ����� 451

ビクトーザ皮下注18㎎����� 221

ビケンHA（要時）�������� 494

あピコスルファートNa錠2.5㎎「サ

ワイ」������������ 175

ピコスルファートナトリウム水和物

�������������� 175

〔ハヘ～ハン〕

ハベカシン注射液200㎎����� 446

バベンチオ点滴静注200㎎（要時）� 380

パム静注500㎎��������� 308

バムスター S200（放射線科）� �� 521

パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%

�������������� 532

パラアミノ馬尿酸ナトリウム�� 532

ハラヴェン静注1㎎������� 383

バラクルード錠0.5㎎（院外）� �� 481

バラシクロビル塩酸塩��� 483,484

あバラシクロビル錠500㎎「EE」�� 483

パラミヂンカプセル300㎎���� ��29

バランス錠5㎎（院外）������ ��6

バリウム，硫酸������ 520,521

パリエット錠5㎎�������� 169

パリエット錠10㎎（院外）���� 170

パリエット錠20㎎（院外）���� 170

あバリエネマ300（放射線科）��� 521

バリキサ錠450㎎�������� 484

バリシチニブ��������� 343

ハリゾンシロップ100㎎/院� �� 470

パリビズマブ（遺伝子組換え）�� 484

パリペリドン��������� ��50

パリペリドンパルミチン酸エステル

������������� 50,51

バルガンシクロビル塩酸塩��� 484

バル筋注100㎎「AFP」������ 306

バルサルタン��������� 117

あバルサルタン錠80㎎「モチダ」� 117

あバルサルタン錠160㎎「モチダ」（院

外）������������� 117

ハルシオン0.25㎎錠（院外）���� ��7

パルタンM錠0.125㎎� ����� 223

あパルタンM注0.2㎎� ����� 223

バルデナフィル塩酸塩水和物�� 226

バルトレックス顆粒50%����� 483

バルトレックス錠500（院外）��� 484

ハルナールD錠0.2㎎（院外）� �� 226

パルナパリンナトリウム���� 284

バルネチール錠100（院外）���� ��49

バルプロ酸ナトリウム���� 17,18

あバルプロ酸ナトリウムシロップ

5%「DSP」� ��������� ��18

パルボシクリブ�������� 396

パルミコート200μgタービュヘイ

ラー56吸入（院外）� ����� 155

パルミコート吸入液0.25㎎（院外）� 155

パルミコート吸入液0.5㎎� ��� 155

パルモディア錠0.1㎎� ����� 129

ハルロピテープ8㎎������� ��38

ハルロピテープ16㎎（院外）��� ��38

ハルロピテープ24㎎������ ��38

ハルロピテープ32㎎（院外）��� ��38

ハルロピテープ40㎎（院外）��� ��38

バレニクリン酒石酸塩����� 538

バロキサビルマルボキシル��� 484

パロキセチン塩酸塩水和物��� ��51

バロス発泡顆粒（放射線科）��� 521

パロノセトロン塩酸塩����� 178

ハロペリドール������� 51,52

あハロペリドール錠1㎎「タカタ」� ��52

パンクレアチン�������� 172

パンクレアチン「ファイザー」原末

（要時）����������� 172

パンクレリパーゼ������� 172

半夏厚朴湯���������� 425

半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－16〕，ツムラ�������� 425

半夏厚朴湯エキス錠〔EKT－16〕（要

時），クラシエ�������� 425

半夏瀉心湯���������� 424

半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－14〕，ツムラ�������� 424

半夏瀉心湯エキス錠〔EKT－14〕（院

外），クラシエ�������� 424

半夏白朮天麻湯�������� 430

半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－37〕（院外），ツムラ� �� 430

バンコマイシン塩酸塩����� 446
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〔ヒハ～ヒル〕

ビバンセカプセル20㎎（院外）�� ��55

ビバンセカプセル30㎎（院外）�� ��55

ビビアント錠20㎎（院外）���� 342

ヒビテン液，5%� ������� 233

ビフィズス菌��������� 161

ビプレッソ徐放錠50㎎（要時）�� ��48

ビプレッソ徐放錠150㎎（要時）�� ��48

ビベグロン���������� 227

ビベスピエアロスフィア28吸入（院

外）������������� 152

ピペラシリンナトリウム���� 452

ビペリデン，乳酸������� ��33

ビペリデン塩酸塩������� ��33

あビペリデン塩酸塩錠1㎎「アメル」

�������������� ��33

ヒベルナ注25㎎�������� 407

ヒベルナ糖衣錠5㎎������� 407

ビマトプロスト�������� ��85

ピマリシン���������� ��79

ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」� ��79

ビムパット錠50㎎������� ��19

ビムパット錠100㎎������� ��19

ビムパット点滴静注100㎎���� ��20

ビムパットドライシロップ10%（院

外）������������� ��20

ピメノールカプセル50㎎���� 106

ピメノールカプセル100㎎（院外）� 106

ピモベンダン��������� ��99

あピモベンダン錠1.25㎎「TE」� � ��99

百日せきジフテリア破傷風不活化ポ

リオ混合ワクチン，沈降精製� 509

白虎加人参湯��������� 430

白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－34〕（院外），ツムラ� �� 430

ヒューマトロープ注射用6㎎（院外）�188

ヒューマトロープ注射用12㎎（要時）

�������������� 188

ヒューマリン3/7注カート（院外）� 212

ヒューマリンR注100単位/院��� 213

ヒューマリンR注カート（院外）�� 213

ヒューマログ注ミリオペンHD�� 210

ヒューマログミックス25注カート

（院外）����������� 211

ヒューマログミックス25注ミリオペ

ン（院外）���������� 211

ヒューマログミックス50注ミリオペ

ン（要時）���������� 211

ヒュミラ皮下注20㎎シリンジ0.2院

（要時）����������� 322

ヒュミラ皮下注40㎎シリンジ0.4院

（院外）����������� 322

ヒュミラ皮下注40㎎ペン0.4院� � 322

ヒュミラ皮下注80㎎ペン0.8院� � 322

氷酢酸������������ 245

氷酢酸「ケンエー」������� 245

ピラジナミド��������� 476

ビラスチン���������� 415

ビラノア錠20㎎�������� 415

ビラフトビカプセル50㎎（要時）� 384

ビラフトビカプセル75㎎（院外）� 384

ピラマイド原末�������� 476

ピラルビシン塩酸塩������ 372

ピランテルパモ酸塩������ 517

ビリアード錠300㎎（要時）���� 483

ピリヴィジェン10%静注5g/50院� 504

ビリスコピン点滴静注50���� 522

あピリドキサール錠10㎎「ツルハラ」

�������������� 257

あピリドキサール錠30㎎「ツルハラ」

�������������� 257

ピリドキサールリン酸エステル水和

物������������� 257

ピリドスチグミン臭化物���� ��71

微量元素製剤，高カロリー輸液用� 265

あピルシカイニド塩酸塩カプセル25

㎎「サワイ」��������� 105

ピルシカイニド塩酸塩水和物� 105,106

ビルダグリプチン������� 318

ビルテプソ点滴静注250㎎（要時）� ��95

ヒルドイドクリーム0.3%（院外）� 287

〔ヒコ～ヒハ〕

あピコスルファートナトリウム内用

液0.75%「CHOS」� ������ 175

ピコプレップ配合内用剤���� 539

ビサコジル���������� 176

ビジクリア配合錠（要時）���� 539

ビジパーク270注50院� ����� 522

ピシバニール注射用5KE����� 404

ビスダイン静注用15㎎����� ��87

ヒスロンH錠200㎎（院外）� ��� 204

ヒ素，三酸化��������� 388

ビソノテープ2㎎�������� 117

ビソノテープ4㎎�������� 118

ビソプロロール������ 117,118

ビソプロロールフマル酸塩��� 102

あビソプロロールフマル酸塩錠

0.625㎎「サワイ」� ������ 102

あビソプロロールフマル酸塩錠2.5

㎎「サワイ」��������� 102

ビソルボン吸入液0.2%（院外）� � 145

ビソルボン錠4㎎（院外）����� 144

ビダーザ注射用100㎎������ 378

ビタシミン注射液100㎎����� 259

ピタバスタチンカルシウム��� 131

あピタバスタチンCa錠1㎎「ファイ

ザー」������������ 131

ビタミン，高カロリー輸液用総合� 260

ビタミンA油���������� 241

ビタミン剤，総合������� 260

ビタメジン静注用������� 261

ビタメジン配合カプセルB25（院外）

�������������� 261

ビダラビン���������� 485

ヒダントールF配合錠（院外）��� ��24

ヒダントール錠25㎎������ ��13

ヒトインスリン（遺伝子組換え）

������������ 212,213

ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン� 188

ピドキサール錠10㎎（院外）��� 257

ピドキサール錠30㎎（院外）��� 257

人血液凝固因子抗体迂回活性複合

体，乾燥���������� 502

人血液凝固第XIII因子������ 504

人血清アルブミン����� 504,505

ヒトCRH静注用100μg「タナベ」�� 528

ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン� 188,189

ヒトパピローマウイルス様粒子ワク

チン，組換え沈降2価����� 496

人ハプトグロビン������� 505

人フィブリノゲン，乾燥���� 502

人免疫グロブリン，ポリエチレング

リコール処理�������� 506

人免疫グロブリン，ポリエチレング

リコール処理抗HBs������ 505

人免疫グロブリン，ポリエチレング

リコール処理抗破傷風���� 506

人免疫グロブリン筋注用1000倍

「JB」，抗D���������� 500

ヒドララジン塩酸塩������ 111

ピトレシン注射液20������ 190

ヒドロキシエチルデンプン70000� 276

ヒドロキシエチルデンプン130000� 276

ヒドロキシカルバミド����� 364

ヒドロキシクロロキン硫酸塩�� 343

ヒドロキシジン塩酸塩����� ��52

ヒドロキシジンパモ酸塩���� ��52

ヒドロキシプロゲステロンカプロン

酸エステル��������� 203

ヒドロキソコバラミン����� 308

ヒドロコルチゾン������� 195

ヒドロコルチゾンコハク酸エステル

ナトリウム������� 195,196

ヒドロコルチゾン酪酸エステル� 237

ヒドロコルチゾンリン酸エステルナ

トリウム���������� 196

ヒドロモルフォン塩酸塩���� 544

ビニメチニブ��������� 396

ビノレルビン酒石酸塩����� 377

ピバレフリン点眼液0.04%（院外）� ��77

ピバレフリン点眼液0.1%（院外）� ��77
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〔フイ～フシ〕

フィルデシン1㎎（要時），注射用� 377

フィンゴリモド塩酸塩����� 343

風しんワクチン，乾燥弱毒生�� 495

風しんワクチン「タケダ」（要時），乾

燥弱毒生���������� 495

フェアストン錠40（要時）���� 393

フェインジェクト静注500㎎（要時）�264

フェキソフェナジン塩酸塩��� 416

あフェキソフェナジン塩酸塩錠30㎎

「SANIK」� ��������� 416

あフェキソフェナジン塩酸塩錠60㎎

「SANIK」� ��������� 416

フェジン静注40㎎������� 264

フェソテロジンフマル酸塩��� 227

フェソロデックス筋注250㎎��� 397

フェニトイン��������� ��13

フェニレフリン塩酸塩����77,122

フェノール���������� 234

フェノール・亜鉛華リニメント� 241

フェノール「ニッコー」����� 234

フェノテロール臭化水素酸塩�� 147

フェノトリン��������� 517

フェノバールエリキシル0.4%（院

外）������������� ��10

フェノバール錠30㎎������ ��10

フェノバール注射液100㎎���� ��10

フェノバルビタール������ ��10

フェノバルビタール散10%「ホエイ」

�������������� ��10

フェノバルビタールナトリウム� 11,18

フェノフィブラート������ 129

フェブキソスタット������ 312

フェブリク錠10㎎（院外）���� 312

フェブリク錠20㎎������� 312

フェマーラ錠2.5㎎（院外）� ��� 403

フェルカルボトラン������ 536

フェルビナク������� 241,242

あフェルビナクスチック軟膏3%「三

笠」������������� 242

あフェルビナクパップ70㎎「タイホ

ウ」（院外）���������� 241

フェルムカプセル100㎎����� 264

フェロ・グラデュメット錠105㎎� 264

フェロミア錠50㎎（院外）���� 264

フエロン注射用300万������ 512

フェンタニルクエン酸塩�� 546,547

あフェンタニル注射液0.1㎎「テル

モ」������������� 546

あフェンタニル注射液0.5㎎「テル

モ」������������� 546

フェントステープ0.5㎎� ���� 547

フェントステープ1㎎������ 547

フェントステープ2㎎������ 547

フェントステープ4㎎������ 547

フェントラミンメシル酸塩��� 536

フオイパン錠100㎎（院外）���� 331

フォサマック錠35㎎������ 324

フォシーガ錠5㎎�������� 317

フォシーガ錠10㎎（院外（未定））� 317

フォリアミン錠�������� 257

フォリアミン注射液������ 258

フォリトロピンアルファ（遺伝子組

換え）���������� 189,190

フォルテオ皮下注キット600μg（院

外）������������� 193

フォロデシン塩酸塩������ 396

フォンダパリヌクスナトリウム� 287

不活化ポリオワクチン����� 497

複方ヨード・グリセリン���� 182

複方ヨード・グリセリン「ケンエー」

�������������� 182

ブクラデシンナトリウム���� 248

ブコラム口腔用液2.5㎎� ���� ��19

ブコラム口腔用液5㎎������ ��19

ブコローム���������� ��29

フサン50（ICU・血液浄化セン

ター），注射用�������� 342

ブシ，加工���������� 444

フシジン酸ナトリウム����� 235

〔ヒル～フイ〕

ヒルドイドソフト軟膏0.3%（院外）�287

ヒルドイドフォーム0.3%（院外）� 288

ヒルドイドローション0.3%（院外）�287

ヒルトニン0.5㎎注射液� ���� 530

ビルトラルセン�������� ��95

ヒルナミン筋注25㎎������ ��42

ヒルナミン細粒10%（院外）���� ��42

ヒルナミン錠（25㎎）������ ��42

ピルフェニドン�������� 343

ピルメノール塩酸塩水和物��� 106

ビレーズトリエアロスフィア56吸入

�������������� 159

ピレスパ錠200㎎（院外）����� 343

ピレチア細粒10%�������� 407

ピレノキシン��������� ��85

あピレノキシン懸濁性点眼液

0.005%「参天」� ������� ��85

あピレノキシン懸濁性点眼液

0.005%「参天」（旧名称：カリーユ

ニ点眼液0.005%）������� ��85

ピロカルピン塩酸塩�����77,182

ピロリン酸第二鉄，溶性���� 264

ビンクリスチン硫酸塩����� 377

ビンダケルカプセル20㎎（要時）� ��76

ビンデシン硫酸塩������� 377

ビンブラスチン硫酸塩����� 378

【フ】

ファーストシン静注用0.5g���� 454

ファーストシン静注用1g� ��� 454

ファーストシン静注用1gバッグS� 454

ファイバ静注用500（要時）���� 502

ファイバ静注用1000（要時）��� 502

ファスジル塩酸塩水和物���� 138

ファセンラ皮下注30㎎シリンジ（要

時）������������� 155

ファムシクロビル������� 485

ファムビル錠250㎎������� 485

ファモチジン��������� 163

あファモチジン注射用20㎎「日医工」

�������������� 163

あファモチジンD錠10㎎「EMEC」� 163

あファモチジンD錠20㎎「EMEC」� 163

ファリーダックカプセル10㎎（要時）

�������������� 396

ファリーダックカプセル15㎎（要時）

�������������� 396

ファレカルシトリオール���� 253

ファロペネムナトリウム水和物

������������ 461,462

ファロム錠200㎎（院外）����� 461

ファロムドライシロップ小児用10%

�������������� 462

ファンガード点滴用50㎎���� 473

ファンガード点滴用75㎎���� 473

ファンギゾンシロップ100㎎/院（院

外）������������� 470

ファンギゾン注射用50㎎���� 470

フィアスプ注100単位/院� ��� 207

フィアスプ注フレックスタッチ� 207

フィアスプ注ペンフィル（要時）� 207

フィコンパ細粒1%（院外）� ��� ��18

フィコンパ錠2㎎�������� ��18

フィコンパ錠4㎎�������� ��18

フィジオ140輸液�������� 278

フィダキソマイシン������ 447

フィニバックス点滴静注用0.5g�� 461

ブイフェンド200㎎静注用���� 472

ブイフェンド錠50㎎（院外）��� 472

ブイフェンド錠200㎎（院外）��� 472

フィブラストスプレー250���� 247

フィブリノゲンHT静注用1g「JB」� 502

フィブロガミンP静注用����� 504

フィラジル皮下注30㎎シリンジ（要

時）������������� 412

フィルグラスチム（遺伝子組換え）

������������ 290,292

あフィルグラスチムBS注75μgシリ

ンジ「モチダ」�������� 292
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〔フル～フレ〕

フルオロウラシル������� 361

あフルオロウラシル注1000㎎「トー

ワ」������������� 361

フルオロメトロン������� ��78

フルカリック1号輸液������ 270

フルカリック2号輸液������ 270

フルカリック3号輸液������ 270

フルコナゾール�������� 490

あフルコナゾールカプセル100㎎「サ

ワイ」������������ 490

フルジアゼパム�������� ��8

フルシトシン��������� 490

フルスタン錠0.15（院外）����� 253

フルスルチアミン������� 254

フルスルチアミン塩酸塩���� 254

プルゼニド錠12㎎（院外）���� 174

フルタイド50μgエアゾール120吸入

用������������� 155

フルタイド100ディスカス（院外）� 155

フルタイド200ディスカス���� 155

フルタミド���������� 397

フルダラ錠10㎎（要時）����� 364

フルダラ静注用50㎎������ 364

フルダラビンリン酸エステル�� 364

フルチカゾンフランカルボン酸エス

テル�����������92,155

フルチカゾンプロピオン酸エステル

�������������92,155

フルツロンカプセル200（院外）�� 361

フルティフォーム50エアゾール120

吸入用（院外）�������� 159

フルティフォーム125エアゾール120

吸入用����������� 159

フルドロキシコルチド����� 237

フルドロコルチゾン酢酸エステル� 196

フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用（院

外），小児用��������� ��92

フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用（院

外）������������� ��92

フルニトラゼパム������� ��8

あフルニトラゼパム錠1㎎「JG」�� ��8

あフルニトラゼパム錠2㎎「JG」�� ��8

フルバスタチンナトリウム��� 132

フルフェナジンマレイン酸塩�� ��41

ブルフェン顆粒20%������� ��28

フルベストラント������� 397

フルボキサミンマレイン酸塩�� ��52

フルマゼニル��������� 143

フルマリン静注用1g� ����� 460

フルメジン散0.2%（院外）� ��� ��41

フルメタクリーム（院外）���� 238

フルメタ軟膏（院外）������ 238

フルメタローション（院外）��� 238

フルメトロン点眼液0.02%���� ��78

フルメトロン点眼液0.1%� ��� ��78

フルルビプロフェン�����30,242

フルルビプロフェンアキセチル� ��30

プレアミン－P注射液������ 269

ブレオS軟膏5㎎/g（院外）� ��� 367

ブレオ注射用15㎎������� 367

ブレオマイシン塩酸塩����� 367

ブレオマイシン硫酸塩����� 367

フレカイニド酢酸塩������ 106

プレガバリン��������� ��59

あプレガバリンOD錠25㎎「ファイ

ザー」������������ ��59

あプレガバリンOD錠75㎎「ファイ

ザー」������������ ��59

ブレクスピプラゾール����� ��53

プレグランディン腟坐剤1㎎��� 214

プレセデックス静注液200μg「ファイ

ザー」（小児）��������� ��12

プレタールOD錠100㎎（院外）�� 289

ブレディニン錠50������� 344

プレドニゾロン�������� 199

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸

エステル�������� 237,238

プレドニゾロンコハク酸エステルナ

トリウム���������� 200

プレドニゾロン酢酸エステル�� ��78

〔フシ～フル〕

フシジンレオ軟膏2%� ����� 235

ブシ末（調剤用）「ツムラ」���� 444

ブシラミン���������� 409

ブスコパン錠10㎎������� ��72

ブスコパン注20㎎������� ��72

ブスルファン������� 352,353

ブスルフェクス点滴静注用60㎎（要

時）������������� 352

ブセレリン酢酸塩������� 219

フタラール���������� 537

ブチルスコポラミン臭化物��� ��72

ブデソニド�������� 155,183

ブドウ糖����������� 266

ブドウ糖「コザカイ・M」����� 266

ブドウ糖注10%PL「フソー」� �� 266

フドステイン��������� 144

ブナゾシン塩酸塩������� ��86

ブピバカイン塩酸塩水和物��� ��62

ブプレノルフィン������� ��30

ブプレノルフィン塩酸塩���� ��30

フマル酸ジメチル������� ��59

フマル酸第一鉄�������� 264

フラグミン静注5000単位/5院� � 283

プラケニル錠200㎎������� 343

プラザキサカプセル75㎎���� 287

プラザキサカプセル110㎎���� 287

フラジール腟錠250㎎������ 222

フラジール内服錠250㎎����� 516

フラジオマイシン硫酸塩���� 235

プラスグレル塩酸塩������ 293

プラゾシン塩酸塩������� 118

ブラダロン錠200㎎（院外）���� 227

プラノバール配合錠������ 205

プラノプロフェン������� ��86

プラバスタチンナトリウム� 131,132

あプラバスタチンNa錠10㎎「サワ

イ」������������� 132

フラビタン眼軟膏0.1%（院外）� � ��86

フラビタン注射液10㎎����� 255

フラビタン点眼液0.05%（院外）�� ��86

プラビックス錠25㎎（院外）��� 289

プラビックス錠75㎎（院外）��� 289

フラビンアデニンジヌクレオチド���86

フラビンアデニンジヌクレオチドナ

トリウム���������� 255

フラボキサート塩酸塩����� 227

あフラボキサート塩酸塩錠200㎎「日

医工」（要時）��������� 227

プラミペキソール塩酸塩水和物� ��37

プララトレキサート������ 364

プラリア皮下注60㎎シリンジ�� 341

プラリドキシムヨウ化物���� 308

プラルモレリン塩酸塩����� 529

フランドル錠20㎎（院外）���� 124

フランドルテープ40㎎（院外）�� 124

あプランルカストカプセル112.5㎎

「サワイ」���������� 416

プランルカスト水和物����� 416

ブリカニール錠2㎎（院外）���� 147

プリズバインド静注液2.5g���� 289

ブリディオン静注200㎎����� 307

ブリナツモマブ（遺伝子組換え）� 396

フリバスOD錠25㎎（院外）���� 226

フリバスOD錠50㎎（院外）���� 226

フリバスOD錠75㎎（院外）���� 226

あプリビーシー液0.02%����� 232

プリミドン���������� ��14

プリミドン細粒99.5%「日医工」（院

外）������������� ��14

ブリモニジン酒石酸塩����� ��86

プリモボラン錠5㎎������� 193

ブリリンタ錠60㎎������� 290

ブリリンタ錠90㎎������� 290

ブリンゾラミド�������� ��86

プリンペラン錠5（院外）����� 184

プリンペランシロップ0.1%（院外）�181

フルイトラン錠2㎎（院外）���� 108

フルオシノニド�������� 237

あフルオレサイト静注500㎎��� 536

フルオレセインナトリウム��� 536
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〔フロ～ヘタ〕

プロペリシアジン������� ��41

フロベン錠40��������� ��30

プロポフォール�������� 3,4

あプロポフォール静注1%20院「マル

イシ」（手術部）�������� ��4

あプロポフォール静注1%50院「マル

イシ」������������ ��4

ブロマゼパム��������� ��8

プロマックD錠75（院外）����� 169

ブロムフェナクナトリウム水和物���86

ブロムヘキシン塩酸塩��� 144,145

あブロムヘキシン塩酸塩吸入液

0.2%「タイヨー」� ������ 145

あブロムヘキシン塩酸塩錠4㎎「日医

工」������������� 144

あブロムヘキシン塩酸塩注射液4㎎

「タイヨー」��������� 145

プロメタジン塩酸塩������ 407

プロメタジンメチレンジサリチル酸

塩������������� 407

ブロメライン��������� 314

ブロメライン軟膏5万単位/g（要時）

�������������� 314

フロモキセフナトリウム���� 460

ブロモクリプチンメシル酸塩�� ��37

フロモックス錠100㎎（院外）��� 456

フロモックス小児用細粒100㎎�� 456

フロリードゲル経口用2%� ��� 491

フロリネフ錠0.1㎎� ������ 196

ブロルシズマブ（遺伝子組換え）� ��86

【ヘ】

ベージニオ錠50㎎（院外）���� 380

ベージニオ錠100㎎（院外）���� 380

ベージニオ錠150㎎（院外）���� 380

β－ガラクトシダーゼ（ペニシリウ

ム）������������� 172

平胃散������������ 437

平胃散エキス顆粒（医療用）〔TJ

－79〕（院外），ツムラ����� 437

ベイスンOD錠0.2（院外）����� 318

ベイスンOD錠0.3（院外）����� 318

ベオーバ錠50㎎�������� 227

ベオビュ硝子体内注射用キット120

㎎/院������������ ��86

ペオン錠80（院外）������� ��28

ペガシス皮下注90μg（要時）���� 515

ペガシス皮下注180μg（要時）� �� 515

ベガモックス点眼液0.5%（院外）� ��87

ヘキザックAL液1%������� 233

ベキサロテン��������� 397

ペグインターフェロンアルファ

－2a（遺伝子組換え）� ���� 515

ベクティビックス点滴静注100㎎� 395

ペグビソマント（遺伝子組換え）� 219

ペグフィルグラスチム（遺伝子組換

え）������������� 294

ベクルリー点滴静注液100㎎��� 487

ベクルリー点滴静注用100㎎��� 487

ベクロメタゾンプロピオン酸エステ

ル���������� 93,151,183

ベサコリン散5%� ������� ��70

ベザトールSR錠200㎎（院外）��� 129

ベサノイドカプセル10㎎（要時）� 393

ベザフィブラート������� 129

あベザフィブラートSR錠200㎎「日

医工」������������ 129

ベシケアOD錠2.5㎎（院外）���� 225

ベシケアOD錠5㎎������� 225

ベストロン点眼用0.5%� ���� ��79

ベズロトクスマブ（遺伝子組換え）� 515

ベセルナクリーム5%（院外）� �� 489

ベタキソロール塩酸塩����� ��87

ベタニス錠50㎎�������� 227

ベタネコール塩化物������ ��70

ベタヒスチンメシル酸塩���� ��93

あベタヒスチンメシル酸塩錠6㎎「日

医工」������������ ��93

ベタフェロン皮下注用960万国際単

位（要時）���������� 513

〔フレ～フロ〕

プレドニゾロン散「タケダ」1%（院

外）������������� 199

プレドニゾロン錠1㎎（旭化成）�� 199

プレドニゾロンリン酸エステルナト

リウム����������� 200

プレドニン10㎎，水溶性���� 200

プレドニン20㎎，水溶性���� 200

プレドニン眼軟膏������� ��78

プレドニン錠5㎎�������� 199

あプレドネマ注腸20㎎（院外）�� 200

プレベナー13水性懸濁注（要時）� 493

プレマリン錠0.625㎎� ����� 204

プレミネント配合錠LD� ���� 120

プレリキサホル�������� 293

ブレンツキシマブベドチン（遺伝子

組換え）����������� 397

プロ・バンサイン錠15㎎（院外）� ��70

プロイメンド点滴静注用150㎎�� 178

プロウペス腟用剤10㎎����� 217

プロカインアミド塩酸塩���� 100

あプロカテロール塩酸塩シロップ5

μg/院「日医工」�������� 150

プロカテロール塩酸塩水和物� 150,151

プログラフカプセル0.5㎎� ��� 338

プログラフカプセル1㎎����� 338

プログラフ注射液2㎎������ 339

プロクロルペラジンマレイン酸塩���41

プロクロルペラジンメシル酸塩� ��41

プロゲステロン�������� 203

プロゲデポー筋注125㎎����� 203

プロサイリン錠20（院外）���� 294

プロジフ静注液100������� 490

プロジフ静注液400������� 490

あフロジン外用液5%� ����� 246

プロスタール錠25������� 203

プロスタルモン・F注射液1000�� 216

プロスタンディン点滴静注用500μg

（手術部）���������� 134

プロスタンディン軟膏0.003%� � 246

ブロスマブ（遺伝子組換え）��� 336

プロスルチアミン������� 255

プロセキソール錠0.5㎎（院外）� � 203

フロセミド���������� 110

あフロセミド細粒4%「EMEC」� � 110

あフロセミド錠20㎎「NP」� ��� 110

あフロセミド錠40㎎「NP」� ��� 110

あフロセミド注射液20㎎「日医工」� 110

プロタノールS錠15㎎（院外）��� ��98

プロタノールL注0.2㎎������ ��97

プロタミン硫酸塩������� 282

プロタミン硫酸塩静注100㎎「モチ

ダ」������������� 282

ブロダルマブ（遺伝子組換え）�� 343

プロチアデン錠25（院外）���� ��50

ブロチゾラム��������� ��8

あブロチゾラムOD錠0.25㎎「サワ

イ」������������� ��8

プロチレリン��������� 530

プロチレリン酒石酸塩水和物�� 530

プロテカジン錠10������� 163

プロトピック軟膏0.03%小児用（要

時）������������� 247

プロトピック軟膏0.1%（院外）� � 247

プロナーゼ���������� 539

ブロナック点眼液0.1%� ���� ��86

ブロナンセリン�������� ��53

プロノン錠100㎎（院外）����� 106

プロノン錠150㎎�������� 106

プロパフェノン塩酸塩����� 106

プロハンス静注シリンジ13院（放射

線科）������������ 535

プロパンテリン臭化物����� ��70

プロピベリン塩酸塩������ 227

プロピルチオウラシル����� 193

プロブコール��������� 132

プロプラノロール塩酸塩� 102,103,251

ブロプレス錠12（院外）����� 115

フロプロピオン�������� ��75

プロペト����������� 518

プロベラ錠2.5㎎（院外）� ���� 204
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〔ヘフ～ヘン〕

ペプレオ注射用5㎎（要時）���� 367

ペプロマイシン硫酸塩����� 367

ベポタスチンベシル酸塩���� 417

あベポタスチンベシル酸塩錠10㎎

「タナベ」���������� 417

ペマフィブラート������� 129

ヘマンジオルシロップ小児用

0.375%� ���������� 251

ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）� 398

ヘムライブラ皮下注60㎎（要時）� 499

ヘムライブラ皮下注90㎎（要時）� 499

ヘムライブラ皮下注105㎎（要時）� 499

ヘムライブラ皮下注150㎎（要時）� 499

ベムリディ錠25㎎������� 482

ペメトレキセドナトリウム水和物� 365

ヘモナーゼ配合錠������� 224

ヘモフィルスb型ワクチン（破傷風

トキソイド結合体），乾燥��� 493

あヘモポリゾン軟膏������ 223

ベラサスLA錠60μg（要時）� ��� 138

ペラゾリン細粒400㎎������ 390

ベラチンドライシロップ小児用

0.1%� ����������� 149

ベラパミル塩酸塩����� 107,128

あベラパミル塩酸塩錠40㎎「JG」� 128

ベラプロストナトリウム�� 138,294

あベラプロストNa錠20μg「サワイ」�294

ペラミビル水和物������� 485

ペランパネル水和物������ ��18

ペリアクチン錠4㎎（院外）���� 408

ペリアクチンシロップ0.04%��� 408

ペリオクリン歯科用軟膏���� 250

ペリシット錠250㎎（院外）���� 131

ベリチーム配合顆粒������ 173

ベリナートP静注用500� ���� 501

ベリプラストPコンビセット組織接

着用（手術部）�������� 508

ベリムマブ（遺伝子組換え）��� 344

ペリンドプリルエルブミン��� 112

ベルケイド注射用3㎎������ 400

ペルゴリドメシル酸塩����� ��37

ペルサンチン錠25㎎������ 123

ペルサンチン錠100㎎������ 123

ペルジピンLAカプセル40㎎（院外）�117

ベルソムラ錠15㎎������� ��58

ベルソムラ錠20㎎������� ��58

ペルツズマブ（遺伝子組換え）�� 399

ベルテポルフィン������� ��87

ヘルニコア椎間板注用1.25単位（要

時）������������� 332

ペルフェナジンフェンジゾ酸塩� ��41

ペルフルブタン�������� 536

ヘルベッサーRカプセル100㎎（院

外）������������� 125

ヘルベッサー錠30（院外）���� 125

ヘルベッサー注射用50����� 125

ペルマックス錠50μg（要時）���� ��37

ペルマックス錠250μg（院外）� �� ��37

ベレキシブル錠80㎎（要時）��� 392

ヘレニエン���������� ��87

ペロスピロン塩酸塩水和物��� ��53

ベロテックエロゾル100（院外）�� 147

ベンザリン細粒1%� ������ ��7

ベンザリン錠5��������� ��7

ベンザルコニウム塩化物�� 231,232

ベンジルペニシリンカリウム�� 445

ベンズブロマロン������� 312

ベンゼトニウム塩化物����� 250

ペンタサ顆粒94%�������� 184

ペンタサ坐剤1g� ������� 184

ペンタサ錠250㎎（院外）����� 184

ペンタサ錠500㎎（院外）����� 184

ペンタサ注腸1g� ������� 184

ペンタゾシン��������� ��31

ペンタミジンイセチオン酸塩�� 516

ベンダムスチン塩酸塩����� 354

ベンチロミド��������� 533

ペントシリン注射用1g� ���� 452

ペントシリン注射用2g� ���� 452

ペントスタチン�������� 399

〔ヘタ～ヘフ〕

ベタメタゾン��������� 198

ベタメタゾン吉草酸エステル�� 238

あベタメタゾン錠0.5㎎「サワイ」� 198

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオ

ン酸エステル�������� 238

あベタメタゾン酪酸エステルプロピ

オン酸エステルクリーム0.05%

「MYK」� ���������� 238

あベタメタゾン酪酸エステルプロピ

オン酸エステル軟膏0.05%

「MYK」� ���������� 238

あベタメタゾン酪酸エステルプロピ

オン酸エステルローション0.05%

「MYK」� ���������� 238

ベタメタゾンリン酸エステルナトリ

ウム�����������78,198

あベタメタゾンリン酸エステル

Na・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」

�������������� ��78

ベトプティック点眼液0.5%（院外）���87

ベドリズマブ（遺伝子組換え）�� 183

ベナンバックス注用300㎎���� 516

ベニジピン塩酸塩������� 127

あベニジピン塩酸塩錠4㎎「タナベ」�127

ペニシラミン������� 308,309

ペニシリンGカリウム100万単位，

注射用����������� 445

ベニロン－I静注用5000㎎，献血� 500

ベネキサート塩酸塩ベータデクス� 169

ベネクレクスタ錠10㎎（要時）�� 397

ベネクレクスタ錠50㎎（要時）�� 397

ベネクレクスタ錠100㎎（要時）�� 397

ベネット錠17.5㎎（院外）����� 347

ベネトクラクス�������� 397

ベネトリン吸入液0.5%� ���� 148

ベノキシール点眼液0.4%� ��� ��78

ベバシズマブ（遺伝子組換え）�� 398

あベバシズマブBS点滴静注100㎎

「第一三共」��������� 398

あベバシズマブBS点滴静注400㎎

「第一三共」��������� 398

ヘパリンカルシウム������ 284

あヘパリンCa皮下注2万単位/0.8院

「サワイ」���������� 284

あヘパリンカルシウム皮下注5千単

位/0.2院シリンジ「モチダ」��� 284

ヘパリンナトリウム�� 284,285,286

ヘパリンNa注5千単位/5院「モチダ」

�������������� 284

あヘパリンNa透析用250単位/院シ

リンジ20院「ニプロ」（血液浄化セ

ンター）����������� 285

あヘパリンNaロック用10単位/院シ

リンジ「オーツカ」10院（処置）� 286

あヘパリンNaロック用100単位/院

シリンジ「オーツカ」10院（処置）� 286

ヘパリン類似物質����� 287,288

あヘパリン類似物質外用泡状スプ

レー0.3%「日本臓器」（院外）� � 288

あヘパリン類似物質クリーム0.3%

「日医工」���������� 287

あヘパリン類似物質油性クリーム

0.3%「日医工」� ������� 287

あヘパリン類似物質ローション

0.3%「日医工」� ������� 287

ヘパンED配合内用剤（要時）� �� 270

ベピオゲル2.5%（院外）� ���� 247

ペフィシチニブ臭化水素酸塩�� 343

ベプシド注100㎎�������� 374

ヘブスブリンIH静注1000単位� � 505

ヘブスブリン筋注用200単位��� 500

ヘプセラ錠10（院外）������ 480

ヘプタバックス－II水性懸濁注シリ

ンジ0.25院���������� 496

ヘプタバックス－II水性懸濁注シリ

ンジ0.5院� ��������� 496

ベプリコール錠50㎎（院外）��� 107

ベプリコール錠100㎎������ 107

ベプリジル塩酸塩水和物���� 107
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〔ホヒ～ホン〕

あポビドンヨードガーグル7%「マイ

ラン」������������ 152

あポビドンヨード外用液10%「マイ

ラン」������������ 230

あポビドンヨードゲル10%「マイラ

ン」������������� 230

あポビドンヨードゲル10%「明治」� 230

あポビドンヨードスクラブ液7.5%

「明治」����������� 230

ポプスカイン0.25%注バッグ250㎎

/100院� ���������� ��65

ポプスカイン0.5%注50㎎/10院�� ��65

ポプスカイン0.75%注75㎎/10院� ��65

ポマリストカプセル1㎎（要時）�� 399

ポマリストカプセル2㎎����� 399

ポマリストカプセル3㎎（要時）�� 399

ポマリストカプセル4㎎（要時）�� 399

ポマリドミド��������� 399

ホメピゾール��������� 309

ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」

�������������� 309

ポラキス錠2（院外）������� 225

ボラザG坐剤���������� 224

ボラザG軟膏���������� 224

ポラプレジンク�������� 169

あポラプレジンクOD錠75㎎「サワ

イ」������������� 169

ポララミン注5㎎�������� 408

ポリエチレングリコール処理抗HBs

人免疫グロブリン������ 505

ポリエチレングリコール処理抗破傷

風人免疫グロブリン����� 506

ポリエチレングリコール処理人免疫

グロブリン��������� 506

ポリエチレングリコール処理人免疫

グロブリン，乾燥������ 502

ポリエンホスファチジルコリン� 132

ポリカルボフィルカルシウム�� 183

あポリカルボフィルCa細粒83.3%

「日医工」���������� 183

ボリコナゾール�������� 472

あボリコナゾール錠50㎎「DSEP」� 472

あボリコナゾール錠200㎎「DSEP」�472

ポリスチレンスルホン酸カルシウム

�������������� 139

あポリスチレンスルホン酸Ca顆粒

89.29%分包5.6g「三和」����� 139

あポリスチレンスルホン酸Ca経口

ゼリー20%分包25g「三和」（旧名

称：アーガメイト20%ゼリー25g）

�������������� 139

ポリスチレンスルホン酸ナトリウム

�������������� 140

ホリゾン散1%（院外）� ����� ��6

ポリドカスクレロール3%注2院�� 282

ポリドカノール�������� 282

ホリナートカルシウム��� 309,310

あホリナート錠25㎎「タイホウ」� 309

ポリビニルアルコールヨウ素�� ��87

ポリフル細粒83.3%（院外）���� 183

ポリミキシンB錠25万単位「ファイ

ザー」（院外），硫酸������ 449

ポリミキシンB硫酸塩������ 449

ボルタレンSRカプセル37.5㎎（院

外）������������� ��27

ボルタレンサポ12.5㎎（院外）��� ��27

ボルタレンサポ25㎎（院外）��� ��27

ボルタレンサポ50㎎（院外）��� ��27

ボルタレン錠25㎎（院外）���� ��26

ボルチオキセチン臭化水素酸塩� ��53

ボルテゾミブ��������� 400

ポルトラック原末������� 345

ボルヒール組織接着用����� 508

ボルベン輸液6%� ������� 276

ボンアルファクリーム2μg/g（院外）�246

ボンアルファハイ軟膏20μg/g（院外）

�������������� 246

ボンアルファハイローション20μg/g

（院外）����������� 246

〔ヘン～ホヒ〕

ペントバルビタールカルシウム� ��11

ベンラファキシン塩酸塩���� ��53

ベンラリズマブ（遺伝子組換え）� 155

ベンリスタ点滴静注用120㎎��� 344

ベンリスタ点滴静注用400㎎��� 344

ベンリスタ皮下注200㎎オートイン

ジェクター��������� 344

【ホ】

ボースデル内用液10（放射線科）� 534

ポートラーザ点滴静注液800㎎（要

時）������������� 395

ホーリンV腟用錠1㎎� ����� 222

ボアラ軟膏0.12%�������� 236

防已黄耆湯���������� 426

防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－20〕（院外），ツムラ����� 426

抱水クロラール�������� ��5

防風通聖散���������� 435

防風通聖散エキス顆粒（医療用）〔TJ

－62〕（院外），ツムラ����� 435

ホクナリンテープ0.5㎎� ���� 149

ホクナリンテープ1㎎������ 149

ホクナリンテープ2㎎������ 149

ボグリボース��������� 318

あボグリボースOD錠0.2㎎「武田テ

バ」������������� 318

あボグリボースOD錠0.3㎎「武田テ

バ」������������� 318

ボシュリフ錠100㎎（要時）���� 399

ホスアプレピタントメグルミン� 178

ホスカビル注24㎎/院，点滴静注用

�������������� 485

ホスカルネットナトリウム水和物� 485

あホスコE－75��������� 519

あホスコH－15��������� 519

ボスチニブ水和物������� 399

ポステリザン（軟膏）（院外），強力� 223

ホストイン静注750㎎������ ��14

ホスフェニトインナトリウム水和物

�������������� ��14

ホスフルコナゾール������ 490

ホスホマイシンカルシウム水和物� 460

ホスホマイシンナトリウム��� 461

ホスホマイシンNa静注用1g「タカ

タ」������������� 461

ホスミシン錠500�������� 460

ホスミシンドライシロップ400�� 460

ボスミン外用液0.1%� ����� 194

ボスミン注1㎎��������� 194

ホスラブコナゾールL－リシンエタ

ノール付加物�������� 491

ホスリボン配合顆粒������ 266

ホスレノールOD錠250㎎���� 137

ボセンタン水和物������� 139

ポタコールR輸液�������� 278

補中益気湯���������� 431

補中益気湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－41〕，ツムラ�������� 431

補中益気湯エキス細粒〔EK－41〕（院

外），クラシエ�������� 431

ボツリヌス毒素，A型������ ��67

ポテリジオ点滴静注20㎎（要時）� 401

ボトックス注用50単位����� ��67

ボトックス注用100単位（要時）�� ��67

ポナチニブ塩酸塩������� 399

ボナロン経口ゼリー35㎎（院外）� 324

ボナロン錠35㎎（院外）����� 324

ボナロン点滴静注バッグ900μg� � 324

ボノサップパック400（院外）��� 473

ボノサップパック800（院外）��� 473

ボノテオ錠50㎎（院外）����� 345

ボノピオンパック（院外）���� 474

ボノプラザンフマル酸塩���� 169

ポビドンヨード������ 152,230

ポビドンヨード液10%綿棒12「LT」�230

ポビドンヨードエタノール液10%綿

棒8「LT」����������� 230
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〔マフ～ミノ〕

マブリン散1%（要時）� ����� 353

マプロチリン塩酸塩������ ��53

まむしウマ抗毒素，乾燥���� 498

まむし抗毒素「KMB」，乾燥� �� 498

マリゼブ錠12.5㎎（院外）����� 316

マリゼブ錠25㎎（院外）����� 316

マンガン四水和物，塩化���� 534

マンニットール注射液「YD」，20%�137

マンニトール，D－������� 137

【ミ】

ミアンセリン塩酸塩������ ��54

ミオコールスプレー0.3㎎� ��� 127

ミオテクター冠血管注����� 540

ミオナール錠50㎎������� ��73

ミカファンギンナトリウム��� 473

ミカムロ配合錠AP（院外）� ��� 120

ミカムロ配合錠BP（院外）� ��� 120

ミカルディス錠20㎎（院外）��� 116

ミカルディス錠40㎎（院外）��� 116

ミグシス錠5㎎（院外）������ 136

ミグリステン錠20（院外）���� ��28

ミグリトール��������� 318

あミグリトールOD錠50㎎「サワイ」�318

ミケランLA点眼液1%（院外）��� ��81

ミケランLA点眼液2%������ ��81

ミケラン錠5㎎��������� 101

ミケルナ配合点眼液（院外）��� ��91

ミコナゾール��������� 491

ミコフェノール酸モフェチル�� 344

あミコフェノール酸モフェチルカプ

セル250㎎「ファイザー」���� 344

ミコンビ配合錠AP（院外）� ��� 120

ミコンビ配合錠BP（院外）� ��� 120

ミソプロストール������� 169

ミゾリビン���������� 344

ミダゾラム����������9,19

あミダゾラム注10㎎「サンド」�� ��9

ミダフレッサ静注0.1%� ���� ��19

ミチグリニドカルシウム水和物� 318

ミッドペリック135腹膜透析液（血液

浄化センター）�������� 301

ミッドペリック250腹膜透析液（血液

浄化センター）�������� 301

ミッドペリック400腹膜透析液（血液

浄化センター）�������� 301

ミッドペリックL135腹膜透析液� 301

ミッドペリックL135腹膜透析液（血

液浄化センター）����� 301,302

ミッドペリックL250腹膜透析液� 302

ミッドペリックL250腹膜透析液（血

液浄化センター）������� 302

ミッドペリックL400腹膜透析液� 302

ミッドペリックL400腹膜透析液（血

液浄化センター）������� 302

ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU

（院外）����������� 419

ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU

（院外）����������� 419

ミトキサントロン塩酸塩���� 400

ミトタン����������� 219

ミドドリン塩酸塩������� 122

ミドリンM点眼液0.4%� ���� ��77

ミドリンP点眼液（院外）����� ��91

ミニトロテープ27㎎（院外）��� 127

ミニプレス錠0.5㎎（院外）� ��� 118

ミニリンメルトOD錠25μg（院外）� 191

ミニリンメルトOD錠50μg（院外）� 191

ミニリンメルトOD錠60μg� ��� 191

ミニリンメルトOD錠120μg（院外）� 192

ミネブロ錠2.5㎎� ������� 113

ミネブロ錠5㎎（院外）������ 113

ミノサイクリン塩酸塩��� 250,468

あミノサイクリン塩酸塩錠50㎎「サ

ワイ」������������ 468

あミノサイクリン塩酸塩錠100㎎「サ

ワイ」������������ 468

あミノサイクリン塩酸塩点滴静注用

100㎎「日医工」�������� 468

ミノドロン酸水和物������ 345

〔ホン～マニ〕

ボンアルファローション2μg/g（院

外）������������� 246

ボンゾール錠100㎎（院外）���� 218

ポンタールカプセル250㎎（院外）� ��25

ポンタールシロップ3.25%（院外）� ��25

ボンビバ静注1㎎シリンジ���� 324

【マ】

マーカイン注脊麻用0.5%高比重（手

術部）������������ ��62

マーカイン注脊麻用0.5%等比重（手

術部）������������ ��62

マーズレンS配合顆粒（院外）��� 172

マーデュオックス軟膏（院外）�� 248

マーベロン21（院外）������ 223

あマーロックス懸濁用配合顆粒� 174

マイザークリーム0.05%（院外）�� 236

マイザー軟膏0.05%（院外）���� 236

マイスタン細粒1%� ������ ��16

マイスタン錠10㎎������� ��16

マイスリー錠10㎎（院外）���� ��11

マイティア点眼液，人工涙液�� ��90

マイテラーゼ錠10㎎（要時）��� ��70

マイトマイシンC�������� 366

マイトマイシン注用2㎎����� 366

マイロターグ点滴静注用5㎎（要時）�373

マヴィレット配合錠（院外）��� 488

麻黄湯������������ 428

麻黄湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－27〕，ツムラ�������� 428

麻黄附子細辛湯�������� 441

麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－127〕，ツムラ������ 441

マキサカルシトール���� 246,254

マキシピーム1g，注射用� ��� 453

マキュエイド眼注用40㎎���� ��85

麻杏甘石湯���������� 433

麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－55〕（院外），ツムラ����� 433

麻杏よく甘湯��������� 437

麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用）

〔TJ－78〕（院外），ツムラ� �� 437

マグコロール散68%分包100g��� 521

マグコロール内用液13.6%分包250

院������������� 521

マクサルトRPD錠10㎎� ���� 122

マグセント注100院� ������ 228

マグセント注シリンジ40院��� 228

あマグテクト配合内服液（要時）� 174

マグネシウム，クエン酸���� 521

マグネシウム，酸化������ 173

マグネシウム水和物，硫酸��� ��73

マグネシウム「ホエイ」（院外），重質

酸化������������ 173

Mg補正液1mEq/院，硫酸���� ��73

マグネスコープ静注38%シリンジ10

院（放射線科）�������� 535

マグネスコープ静注38%シリンジ15

院（放射線科）�������� 535

あマグミット錠250㎎������ 173

マクロゴール��������� 518

マシテンタン��������� 140

麻子仁丸����������� 441

麻子仁丸エキス顆粒（医療用）〔TJ

－126〕，ツムラ������� 441

麻しん風しん混合ワクチン，乾燥弱

毒生������������ 510

麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」

（要時），乾燥弱毒生����� 510

麻しんワクチン，乾燥弱毒生�� 495

麻しんワクチン「タケダ」（要時），乾

燥弱毒生���������� 495

あマスキンR・エタノール液（0.5W/

V%）� ����������� 234

あマスキン水（院外），0.02W/V%� 233

あマスキン水，0.05W/V%���� 233

あマスキン水（院外），0.1W/V%� 233

マスキンスクラブ4%� ����� 232

マドパー配合錠�������� ��40

マニジピン塩酸塩������� 118
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〔メソ～メル〕

メソトレキセート点滴静注液1000㎎

�������������� 359

メダゼパム���������� ��9

メタライト250カプセル（要時）�� 307

メタルカプターゼカプセル50㎎（院

外）������������� 308

メタルカプターゼカプセル100㎎� 309

あメチコバール錠500μg� ���� 258

メチコバール注射液500μg� ��� 258

メチラポン���������� 531

メチルエルゴメトリンマレイン酸塩

�������������� 223

メチルチオニニウム塩化物水和物� 310

メチルドパ水和物������� 112

メチルフェニデート塩酸塩��� ��54

メチルプレドニゾロン����� 200

メチルプレドニゾロンコハク酸エス

テルナトリウム������� 200

メチルプレドニゾロン酢酸エステル

�������������� 201

メチレンブルー静注50㎎「第一三共」

�������������� 310

滅菌精製水���������� 518

滅菌精製水���������� 518

メテノロン酢酸エステル���� 193

メトアナ配合錠HD（院外）���� 320

メトキサレン��������� 248

メトグルコ錠250㎎（院外）���� 315

メトグルコ錠500㎎（院外）���� 315

メトクロプラミド����� 184,185

メトクロプラミド，塩酸���� 181

あメトクロプラミド錠5㎎「タカタ」�184

あメトクロプラミド注10㎎「テバ」� 185

メトトレキサート�345,356,357,358,359

あメトトレキサート錠2㎎「あゆみ」�345

メトピロンカプセル250㎎（要時）� 531

メトプロロール酒石酸塩���� 118

あメトプロロール酒石酸塩錠20㎎

「サワイ」���������� 118

メトホルミン塩酸塩������ 315

メトホルミン塩酸塩錠250㎎MT

「DSPB」����������� 315

メトリジン錠2㎎（院外）����� 122

メトリジンD錠2㎎� ������ 122

メドロール錠4㎎�������� 200

メドロキシプロゲステロン酢酸エス

テル������������ 204

メトロニダゾール��� 222,248,516

メナクトラ筋注（要時）����� 494

メナテトレノン������ 259,260

メネシット配合錠100（院外）��� ��40

メノエイドコンビパッチ（院外）� 205

メバロチン錠5（院外）������ 131

メバロチン錠10（院外）����� 131

メピバカイン塩酸塩������ ��62

メフェナム酸��������� ��25

メプチンキッドエアー5μg吸入100回

�������������� 150

メプチン吸入液ユニット0.3院� � 150

メプチンシロップ5μg/院（院外）�� 150

メプチンスイングヘラー10μg吸入

100回（院外）��������� 150

メプチンドライシロップ0.005%（院

外）������������� 150

メプチンミニ錠25μg������� 151

メペンゾラート臭化物����� ��70

メポリズマブ（遺伝子組換え）�� 156

メマリーOD錠5㎎（院外）� ��� ��60

メマリーOD錠20㎎（院外）���� ��60

メマリードライシロップ2%（院外）���60

メマンチン塩酸塩������� ��60

あメマンチン塩酸塩OD錠5㎎

「DSEP」����������� ��60

あメマンチン塩酸塩OD錠20㎎

「DSEP」����������� ��60

メラトニン���������� ��60

メラトベル顆粒小児用0.2%（院外）���60

メリスロン錠6㎎（院外）����� ��93

メルカゾール錠5㎎������� 192

メルカゾール注10㎎（要時）��� 193

〔ミノ～メソ〕

ミノマイシンカプセル50㎎（院外）� 468

ミノマイシンカプセル100㎎（院外）�468

ミノマイシン顆粒2%� ����� 468

ミヤBM錠����������� 161

ミラクリッド注射液5万単位��� 325

ミラベグロン��������� 227

ミラペックスLA錠0.375㎎（院外）� ��37

ミラペックスLA錠1.5㎎����� ��37

ミルセラ注シリンジ25μg����� 328

ミルセラ注シリンジ50μg����� 328

ミルセラ注シリンジ100μg� ��� 328

ミルセラ注シリンジ150μg� ��� 328

ミルセラ注シリンジ250μg� ��� 328

ミルタザピン��������� ��54

あミルタザピン錠15㎎「日医工」� ��54

ミルナシプラン塩酸塩����� ��54

ミルラクト細粒50%（要時）���� 172

ミルリーラ注射液10㎎����� 100

ミルリノン���������� 100

ミレーナ52㎎（処置）������ 223

ミロガバリンベシル酸塩���� ��60

ミンクリア内用散布液0.8%（消化器

内視鏡センター）������� 538

【ム】

あムコサールドライシロップ1.5%�145

ムコスタ錠100㎎（院外）����� 172

ムコスタ点眼液UD2%������ ��88

ムコソルバンL錠45㎎（院外）��� 146

ムコソルバン錠15㎎（院外）��� 145

ムコソルバンシロップ0.3%（院

外），小児用��������� 145

ムコダイン錠500㎎（院外）���� 144

ムコダインシロップ5%（院外）� � 144

ムコダインDS50%（院外）� ��� 144

無水エタノール������ 231,400

無水エタノール注「フソー」��� 400

無水エタノール「マルイシ」��� 231

ムピロシンカルシウム水和物�� 447

ムルプレタ錠3㎎（要時）����� 294

ムンデシンカプセル100㎎（要時）� 396

【メ】

メーゼント錠0.25㎎（要時）���� 336

メーゼント錠2㎎（要時）����� 336

メイアクトMS錠100㎎（院外）� � 456

メイアクトMS小児用細粒10%� � 457

メイラックス錠1㎎（院外）���� ��9

メイロン静注8.4%� ������ 307

メインテート錠0.625㎎（院外）� � 102

メインテート錠2.5㎎（院外）� �� 102

メインテート錠5㎎（院外）���� 102

メキシチールカプセル50㎎��� 107

メキシチールカプセル100㎎��� 107

メキシレチン塩酸塩������ 107

メキタジン�������� 407,408

メキニスト錠0.5㎎（要時）� ��� 393

メキニスト錠2㎎（要時）����� 393

メクトビ錠15㎎（要時）����� 396

メグルミン，イオトロクス酸�� 522

メグルミン，ガドテル酸���� 535

メコバラミン��������� 258

メサデルムクリーム0.1%� ��� 237

メサデルム軟膏0.1%� ����� 237

メサデルムローション0.1%� �� 237

メサドン塩酸塩�������� 547

メサペイン錠5㎎（要時）����� 547

メサラジン�������� 183,184

あメサラジン錠250㎎「AKP」��� 184

あメサラジン錠500㎎「AKP」��� 184

メジコン散10%��������� 143

メジコン錠15㎎（院外）����� 143

メシル酸ガレノキサシン水和物� 478

メスチノン錠60㎎������� ��71

メスナ������������ 310

メソトレキセート5㎎，注射用�� 356

メソトレキセート50㎎，注射用� 357

メソトレキセート錠2.5㎎� ��� 358

メソトレキセート点滴静注液200㎎�359
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〔ユー～ラス〕

ユービット錠100㎎（処置）���� 536

ユーロジン1㎎錠�������� ��5

ユーロジン2㎎錠（院外）����� ��5

ユナシン細粒小児用10%����� 452

ユナシン錠375㎎�������� 452

ユニシア配合錠HD（院外）���� 120

ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤

4g� ������������ 405

ユニフィルLA錠200㎎������ 147

ユビデカレノン�������� 100

あユビデカレノン錠10㎎「サワイ」� 100

ユベラNカプセル100㎎（要時）� � 138

ユベラNソフトカプセル200㎎（院

外）������������� 138

ユベラ錠50㎎��������� 259

ユベラ軟膏（院外）������� 243

ユリーフOD錠4㎎（院外）���� 225

ユリス錠1㎎���������� 312

ユリノーム錠50㎎������� 312

【ヨ】

あヨーデルS糖衣錠－80����� 174

ヨード・グリセリン，複方��� 182

ヨード・グリセリン「ケンエー」，複

方������������� 182

ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステ

ル������������� 520

ヨウ化カリウム�������� 263

ヨウ化カリウム丸50㎎「日医工」� 263

ヨウ化カリウム「日医工」���� 263

幼牛血液抽出物�������� 222

葉酸����������� 257,258

幼児用PL配合顆粒（院外）� ��� ��57

溶性ピロリン酸第二鉄����� 264

ヨウ素���������� 230,248

ヨウ素「コザカイ・M」������ 230

ヨウ素レシチン�������� 263

ヨウレチン錠「100」（院外）���� 263

ヨクイニン���������� 444

ヨクイニンエキス錠「コタロー」� 444

よく苡仁湯���������� 433

よく苡仁湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－52〕（院外），ツムラ����� 433

抑肝散������������ 433

抑肝散エキス顆粒（医療用）〔TJ

－54〕，ツムラ�������� 433

抑肝散加陳皮半夏������� 437

抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療

用）〔TJ－83〕（院外），ツムラ�� 437

4価髄膜炎菌ワクチン（ジフテリアト

キソイド結合体）������� 494

ヨンデリス点滴静注用0.25㎎（要時）

�������������� 393

【ラ】

ライゾデグ配合注フレックスタッチ

�������������� 213

ラキソベロン錠2.5㎎（院外）� �� 175

ラキソベロン内用液0.75%（院外）� 175

酪酸菌������������ 161

ラクチトール水和物������ 345

ラクツロース��������� 346

あラクツロースシロップ65%「武田

テバ」������������ 346

あラグノスNF経口ゼリー分包12g� 346

ラクリミン点眼液0.05%（院外）�� ��78

ラコールNF配合経腸用液（院外）� 272

ラコールNF配合経腸用半固形剤� 273

ラコサミド��������� 19,20

ラサギリンメシル酸塩����� ��38

ラジウム，塩化�������� 384

ラジカット点滴静注バッグ30㎎（要

時）������������� ��57

ラシックス錠20㎎（院外）���� 110

ラシックス錠40㎎（院外）���� 110

ラジレス錠150㎎（要時）����� 113

ラスクフロキサシン塩酸塩��� 478

ラステットSカプセル25㎎���� 375

ラスビック錠75㎎（院外）���� 478

ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）� 314

〔メル～ユー〕

メルカプトプリン水和物���� 355

メルファラン��������� 355

メロキシカム��������� ��31

メロペネム水和物������� 462

あメロペネム点滴静注用0.25g「ファ

イザー」����������� 462

あメロペネム点滴静注用0.5g「ファ

イザー」����������� 462

免疫グロブリン，抗ヒト胸腺細胞ウ

サギ������������ 513

免疫グロブリン，ポリエチレングリ

コール処理抗HBs人������ 505

免疫グロブリン，ポリエチレングリ

コール処理抗破傷風人���� 506

免疫グロブリン，ポリエチレングリ

コール処理人�������� 506

メントール，l－� ����� 519,538

メントール「ホエイ」，l－� ��� 519

メンドンカプセル7.5㎎（要時）� � ��6

【モ】

モーバー錠100㎎（院外）����� ��28

モービック錠10㎎������� ��31

モーラステープ20㎎（院外）��� 240

モーラステープL40㎎（院外）��� 240

モーラスパップXR120㎎（院外）�� 240

モーラスパップXR240㎎（院外）�� 240

モガムリズマブ（遺伝子組換え）� 401

モキシフロキサシン塩酸塩��87,478

あモキシフロキサシン点眼液0.5%

「日点」����������� ��87

モサプラミン塩酸塩������ ��55

あモサプリドクエン酸塩錠5㎎「明

治」������������� 185

モサプリドクエン酸塩水和物�� 185

モゾビル皮下注24㎎（要時）��� 293

モダフィニル��������� ��55

モディオダール錠100㎎（院外）�� ��55

モニラック・シロップ65%（院外）� 346

モノエタノールアミンオレイン酸塩

�������������� 283

モビコール配合内用剤LD� ��� 176

モビプレップ配合内用剤���� 540

あモメタゾン点鼻液50μg「杏林」112

噴霧用����������� ��93

モメタゾンフランカルボン酸エステ

ル������������93,238

モリヘパミン点滴静注（要時）�� 268

モルヒネ塩酸塩水和物����� 542

モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末

（要時）����������� 542

モルヒネ塩酸塩注射液10㎎「タケダ」

�������������� 542

モルヒネ塩酸塩注射液50㎎「タケダ」

�������������� 542

モルヒネ硫酸塩水和物����� 543

あモルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分

包10㎎「フジモト」（旧名称：モル

ペス細粒2%）（要時）������ 543

あモルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分

包30㎎「フジモト」（旧名称：モル

ペス細粒6%）（要時）������ 543

モンテプラーゼ（遺伝子組換え）� 314

あモンテルカスト錠10㎎「KM」�� 417

モンテルカストナトリウム��� 417

【ヤ】

ヤーズフレックス配合錠（院外）� 205

ヤーボイ点滴静注液50㎎���� 381

ヤクバンテープ60㎎（院外）��� 242

薬用炭������������ 162

薬用炭「日医工」（処置）����� 162

あヤクラックスD液1%� ���� 229

【ユ】

ユーエフティE配合顆粒T100（院外）

�������������� 365

ユーエフティ配合カプセルT100� 365

ユーパスタコーワ軟膏（院外）�� 249
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〔リス～リヒ〕

リスパダールコンスタ筋注用25㎎���56

リスパダールコンスタ筋注用37.5㎎

（要時）����������� ��56

リスパダールコンスタ筋注用50㎎

（要時）����������� ��56

リスパダール細粒1%（院外）� �� ��55

リスパダール錠1㎎（院外）���� ��55

リスパダール内用液1㎎/院（院外）���55

リスペリドン�������� 55,56

あリスペリドンOD錠1㎎「アメル」���56

あリスペリドン内用液分包0.5㎎「ア

メル」������������ ��56

あリスペリドン内用液分包1㎎「アメ

ル」������������� ��56

リスミー錠2㎎��������� ��13

リズミック錠10㎎������� 133

リスモダンR錠150㎎（院外）� �� 105

リスモダンカプセル100㎎���� 105

リズモンTG点眼液0.5%（院外）�� ��84

リセドロン酸ナトリウム水和物� 347

リゾビスト注（放射線科）���� 536

リタリン錠10㎎（院外）����� ��54

リチウム，炭酸�������� ��49

あリチウム錠100「ヨシトミ」，炭酸

�������������� ��49

リツキサン点滴静注100㎎���� 402

リツキサン点滴静注500㎎���� 402

リツキシマブ（遺伝子組換え）�� 402

あリツキシマブBS点滴静注100㎎

「KHK」� ���������� 402

あリツキシマブBS点滴静注500㎎

「KHK」� ���������� 402

六君子湯����������� 431

六君子湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－43〕，ツムラ�������� 431

リティンパ耳科用250μgセット（要

時）������������� ��92

リドカイン��������� 62,63

リドカイン塩酸塩���� 63,64,107

あリドカイン塩酸塩ゼリー2%「KN」

（旧名称：アネトカインゼリー

2%）������������� ��63

あリドカイン塩酸塩注射液1%「ファ

イザー」����������� ��64

あリドカイン塩酸塩注射液2%「ファ

イザー」����������� ��64

あリドカイン塩酸塩ビスカス2%

「KN」（旧名称：アネトカインビス

カス2%）����������� ��63

あリドカイン静注用2%シリンジ「テ

ルモ」������������ 107

あリドカインテープ18㎎「YP」� � ��63

あリドカイン点滴静注液1%「タカ

タ」������������� ��64

リトドリン塩酸塩������� 227

リドメックスコーワクリーム0.3%�238

リドメックスコーワ軟膏0.3%� � 237

リドメックスコーワローション

0.3%� ����������� 238

リナグリプチン�������� 318

リナクロチド��������� 185

リネゾリド���������� 480

あリネゾリド錠600㎎「明治」��� 480

あリネゾリド点滴静注液600㎎「明

治」������������� 480

リノコートパウダースプレー鼻用25

μg（院外）����������� ��93

リバーロキサバン������� 288

リパクレオンカプセル150㎎��� 172

リパスジル塩酸塩水和物���� ��88

リバスタッチパッチ4.5㎎（要時）� ��60

リバスタッチパッチ9㎎����� ��60

リバスタッチパッチ13.5㎎（要時）� ��60

リバスタッチパッチ18㎎���� ��60

リバスチグミン�������� ��60

リバビリン���������� 486

リバロOD錠1㎎（院外）����� 131

リバロOD錠2㎎（院外）����� 131

リピオドール480注10院� ���� 520

〔ラス～リス〕

ラスリテック点滴静注用1.5㎎（要

時）������������� 314

ラスリテック点滴静注用7.5㎎� � 314

ラタノプロスト�������� ��88

ラツーダ錠40㎎�������� ��56

ラックビー微粒N�������� 161

ラニナミビルオクタン酸エステル水

和物������������ 486

ラニビズマブ（遺伝子組換え）�� ��88

ラニムスチン��������� 355

ラノリン，精製�������� 518

ラノリン，精製�������� 518

ラパチニブトシル酸塩水和物�� 401

ラパリムスゲル0.2%（院外）� �� 390

ラパリムス錠1㎎（院外）����� 390

ラピアクタ点滴静注液バイアル150

㎎������������� 485

ラフチジン���������� 163

ラベタロール塩酸塩������ 118

ラベプラゾールナトリウム� 169,170

あラベプラゾールNa塩錠10㎎「明

治」������������� 170

あラベプラゾールNa塩錠20㎎「明

治」������������� 170

ラボナール注射用0.5g������ ��1

ラボナ錠50㎎��������� ��11

ラミクタール錠25㎎������ ��20

ラミクタール錠100㎎������ ��21

ラミクタール錠小児用2㎎（要時）� ��20

ラミクタール錠小児用5㎎���� ��20

ラミシールクリーム1%� ���� 244

ラミシール錠125㎎������� 490

ラミブジン���������� 486

ラムシルマブ（遺伝子組換え）�� 401

ラメルテオン��������� ��60

ラモセトロン塩酸塩������ 185

ラモトリギン�������� 20,21

ラルテグラビルカリウム���� 486

ラロキシフェン塩酸塩����� 346

ランジオロール塩酸塩����� 103

ランソプラゾール����� 170,171

あランソプラゾールOD錠15㎎「サワ

イ」������������� 171

あランソプラゾールカプセル30㎎

「サワイ」���������� 171

ランタスXR注ソロスター� ��� 208

ランタン水和物，炭酸����� 137

ランデル錠20��������� 114

ランデル錠40（院外）������ 114

ランドセン錠0.5㎎（院外）� ��� ��15

ランマーク皮下注120㎎����� 341

ランレオチド酢酸塩���� 219,220

【リ】

リーゼ錠5㎎���������� ��48

リーバクト配合顆粒（院外）��� 268

リーバクト配合経口ゼリー（院外）� 268

リーマス錠100（院外）������ ��49

リアルダ錠1200㎎������� 184

リウマトレックスカプセル2㎎�� 345

リオシグアト��������� 140

リオチロニンナトリウム���� 192

リオナ錠250㎎��������� 136

リオベル配合錠LD（院外）� ��� 320

リオレサール錠5㎎������� ��75

リクシアナOD錠30㎎������ 286

リクシアナOD錠60㎎������ 286

リクラスト点滴静注液5㎎���� 338

リコモジュリン点滴静注用12800� 287

リサイオ点滴静注液100㎎（要時）� 352

リザトリプタン安息香酸塩��� 122

リザベンカプセル100㎎����� 415

リザベン細粒10%（院外）����� 415

リザベン点眼液0.5%� ����� ��84

リザベンドライシロップ5%� �� 415

リサンキズマブ（遺伝子組換え）� 346

リシノプリル水和物������ 112

リスデキサンフェタミンメシル酸塩

�������������� ��55

リスパダールOD錠1㎎（院外）�� ��55
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〔リン～レス〕

リンデロン－VG軟膏0.12%（院外）�238

リンデロン－VGローション��� 239

リンデロン－V軟膏0.12%� ��� 238

リンラキサー錠125㎎（院外）��� ��67

【ル】

ルーラン錠4㎎��������� ��53

ルーラン錠8㎎（院外）������ ��53

ルキソリチニブリン酸塩���� 403

ルコナック爪外用液5%� ���� 491

ルジオミール錠10㎎（院外）��� ��53

ルジオミール錠25㎎（院外）��� ��53

ルストロンボパグ������� 294

ルセオグリフロジン水和物��� 319

ルセフィ錠2.5㎎（院外）� ���� 319

ルセンティス硝子体内注射液10㎎/

院������������� ��88

ルセンティス硝子体内注射用キット

10㎎/院����������� ��88

ルテウム腟用坐剤400㎎����� 203

ルトラール錠2㎎（院外）����� 204

ルナベル配合錠LD（院外）� ��� 205

ルナベル配合錠ULD（院外）� �� 205

ルネスタ錠1㎎��������� ��11

ルネスタ錠2㎎��������� ��11

ルネスタ錠3㎎（院外）������ ��11

ルパタジンフマル酸塩����� 417

ルパフィン錠10㎎������� 417

ルビプロストン�������� 176

ルフィナミド��������� ��23

ルプラック錠8㎎（院外）����� 109

ルミガン点眼液0.03%（要時）��� ��85

ルミセフ皮下注210㎎シリンジ（要

時）������������� 343

ルムジェブ注100単位/院� ��� 211

ルムジェブ注カート（要時）��� 211

ルムジェブ注ミリオペン���� 211

ルムジェブ注ミリオペンHD��� 211

ルラシドン塩酸塩������� ��56

ルリオクトコグアルファペゴル（遺

伝子組換え）��������� 507

ルリコナゾール������ 244,491

ルリコン液1%� �������� 244

ルリコンクリーム1%� ����� 244

ルリコン軟膏1%� ������� 244

ルリッド錠150��������� 467

【レ】

レキサルティ錠1㎎������� ��53

レキソタン細粒1%（院外）� ��� ��8

レキソタン錠2��������� ��8

レキソタン錠5��������� ��8

レギチーン注射液5㎎������ 536

レキップCR錠2㎎（要時）����� ��39

レキップCR錠8㎎（要時）����� ��39

レギュニールHCa1.5腹膜透析液（要

時）����������� 302,303

レギュニールHCa2.5腹膜透析液（要

時）������������� 303

レギュニールHCa4.25腹膜透析液

（要時）����������� 303

レギュニールLCa1.5腹膜透析液（要

時）����������� 303,304

レギュニールLCa2.5腹膜透析液（要

時）������������� 304

レギュニールLCa4.25腹膜透析液

（要時）����������� 304

レクサプロ錠10㎎������� ��45

レクタブル2㎎注腸フォーム14回（院

外）������������� 183

レクチゾール錠25㎎（要時）��� 247

レグテクト錠333㎎（院外）���� ��57

レグナイト錠300㎎（院外）���� ��58

レグパラ錠25㎎�������� 335

レゴラフェニブ水和物����� 403

レザフィリン100㎎（要時），注射用�404

レザルタス配合錠HD（院外）��� 120

レシカルボン坐剤，新����� 176

レスキュラ点眼液0.12%����� ��80

〔リヒ～リン〕

リピディル錠80㎎������� 129

リピトール錠10㎎（院外）���� 129

リファキシミン�������� 473

リファンピシン�������� 469

あリファンピシンカプセル150㎎「サ

ンド」������������ 469

リフキシマ錠200㎎������� 473

リプレガル点滴静注用3.5㎎（要時）�313

リフレックス錠15㎎（院外）��� ��54

リベルサス錠3㎎�������� 217

リベルサス錠7㎎（要時）����� 217

リベルサス錠14㎎（要時）���� 217

リボスチン点眼液0.025%� ��� ��88

リボスチン点鼻液0.025㎎112噴霧用

（院外）����������� ��93

リボトリール細粒0.1%� ���� ��15

リボトリール錠1㎎������� ��15

リポバス錠5���������� 131

リボフラビン酪酸エステル��� 255

あリボフラビン酪酸エステル錠20㎎

「ツルハラ」��������� 255

リマチル錠50㎎�������� 409

リマチル錠100㎎（院外）����� 409

リマプロストアルファデクス�� 294

あリマプロストアルファデクス錠5

μg「F」������������ 294

リムパーザ錠100㎎（院外）���� 385

リムパーザ錠150㎎（院外）���� 385

リメタゾン静注2.5㎎� ����� 197

リュープリンSR注射用キット11.25

㎎（要時）���������� 220

リュープリン注射用1.88㎎���� 220

リュープリンPRO注射用キット22.5

㎎������������� 220

リュープロレリン酢酸塩���� 220

あリュープロレリン酢酸塩注射用

キット3.75㎎「NP」� ����� 220

リュウアト1%眼軟膏� ����� ��77

硫酸カナマイシン注射液1000㎎「明

治」（要時）���������� 470

硫酸ストレプトマイシン注射用1g

「明治」����������� 469

硫酸鉄水和物��������� 264

硫酸バリウム������� 520,521

硫酸ポリミキシンB錠25万単位

「ファイザー」（院外）����� 449

硫酸マグネシウム水和物���� ��73

硫酸Mg補正液1mEq/院����� ��73

苓甘姜味辛夏仁湯������� 441

苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医療

用）〔TJ－119〕（院外），ツムラ� 441

苓桂朮甘湯���������� 431

苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）〔TJ

－39〕（院外），ツムラ����� 431

リラグルチド（遺伝子組換え）�� 221

リラナフタート�������� 244

リリカOD錠25㎎（院外）����� ��59

リリカOD錠75㎎（院外）����� ��59

リリカOD錠150㎎（院外）���� ��59

リルゾール���������� ��61

あリルゾール錠50㎎「タナベ」�� ��61

リルマザホン塩酸塩水和物��� ��13

リレンザ����������� 482

リンヴォック錠7.5㎎（院外）� �� 325

リンヴォック錠15㎎（院外）��� 325

リン酸Na補正液0.5mmol/院��� 279

リンゼス錠0.25㎎�������� 185

リンデロンA軟膏（院外），眼・耳科

用������������� ��89

リンデロン懸濁注������� 199

リンデロン坐剤0.5㎎（院外）� �� 198

リンデロン坐剤1.0㎎（院外）� �� 198

リンデロン錠0.5㎎（院外）� ��� 198

リンデロンシロップ0.01%���� 198

リンデロン注2㎎（0.4%）����� 198

リンデロン注4㎎（0.4%）����� 198

リンデロン点眼・点耳・点鼻液

0.1%（院外）� �������� ��78

リンデロン－Vクリーム0.12%� � 238

リンデロン－VGクリーム0.12%� 238
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〔ロー～ロラ〕

ローブレナ錠25㎎（要時）���� 404

ローブレナ錠100㎎（要時）���� 404

ローヘパ透析用200単位/院シリン

ジ20院（血液浄化センター）�� 284

ロイケリン散10%�������� 355

ロイコボリン錠5㎎������� 309

ロイコボリン注3㎎������� 310

ロイコン錠10㎎�������� 349

ロイナーゼ注用5000������ 383

ロカルトロールカプセル0.25��� 253

ロカルトロールカプセル0.5� �� 253

ロカルトロール注0.5� ����� 253

ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩� 164

ロキサデュスタット������ 347

ロキシスロマイシン������ 467

ロキソニンゲル1%（院外）� ��� 242

ロキソニン錠60㎎（院外）���� ��31

ロキソニンテープ50㎎（院外）�� 242

ロキソニンテープ100㎎（院外）�� 242

ロキソニンパップ100㎎（院外）�� 242

あロキソプロフェン錠60㎎「EMEC」

�������������� ��31

ロキソプロフェンナトリウム水和物

�������������31,242

あロキソプロフェンNaテープ100㎎

「ユートク」��������� 242

あロキソプロフェンナトリウム内服

液60㎎「日医工」������� ��31

あロキソプロフェンナトリウムパッ

プ100㎎「日医工」������� 242

六味丸������������ 438

六味丸エキス顆粒（医療用）〔TJ

－87〕（院外），ツムラ����� 438

ロクロニウム臭化物������ ��69

あロクロニウム臭化物静注液50㎎

/5.0院「マルイシ」������� ��69

ロケルマ懸濁用散分包5g� ��� 136

ロコアテープ��������� 243

ロコイドクリーム0.1%� ���� 237

ロコイド軟膏0.1%� ������ 237

ロコルナール錠50㎎（要時）��� 125

ロサルタンカリウム������ 119

あロサルタンK錠25㎎「DSEP」� � 119

ロスーゼット配合錠HD（院外）�� 133

ロスバスタチンカルシウム��� 132

あロスバスタチン錠2.5㎎「DSEP」� 132

ロズリートレクカプセル100㎎（要

時）������������� 382

ロズリートレクカプセル200㎎（要

時）������������� 382

ロゼックスゲル0.75%（要時）��� 248

ロゼレム錠8㎎��������� ��60

ロタリックス内用液（要時）��� 497

ロチゴチン���������� ��38

ロドピン細粒50%（院外）����� ��49

ロドピン錠50㎎�������� ��49

ロトリガ粒状カプセル2g� ��� 130

ロナセン錠4㎎��������� ��53

ロナセン錠8㎎（院外）������ ��53

ロナセンテープ20㎎������ ��53

ロナセンテープ40㎎������ ��53

ロピオン静注50㎎������� ��30

ロピニロール塩酸塩����� 38,39

ロフラゼプ酸エチル������ ��9

あロフラゼプ酸エチル錠1㎎「サワ

イ」������������� ��9

ロペミンカプセル1㎎（院外）��� 162

ロペミン細粒0.1%（院外）� ��� 162

ロペラミド塩酸塩������� 162

あロペラミド塩酸塩カプセル1㎎「ホ

リイ」������������ 162

ロミデプシン��������� 403

ロミプレート皮下注250μg調製用（要

時）������������� 348

ロミプロスチム（遺伝子組換え）� 348

ロメリジン，塩酸������� 136

ロモソズマブ（遺伝子組換え）�� 348

ロラゼパム���������� ��10

あロラゼパム錠0.5㎎「サワイ」� � ��10

ロラタジン���������� 418

〔レス～ロー〕

レスタミンコーワクリーム1%� � 235

レスピア静注・経口液60㎎��� ��97

レスプレン錠20㎎（院外）���� 146

レスミット錠5（院外）������ ��9

レスリン錠25（院外）������ ��50

レチノールパルミチン酸エステル� 252

レトロゾール��������� 403

レトロビルカプセル100㎎���� 482

レナジェル錠250㎎（院外）���� 137

レナデックス錠4㎎������� 197

レナリドミド水和物������ 403

レニベース錠2.5� ������� 111

レニベース錠5��������� 111

レノグラスチム（遺伝子組換え）� 294

レパーサ皮下注140㎎ペン（要時）� 130

レパーサ皮下注420㎎オートミニ

ドーザー（要時）������� 130

レパグリニド��������� 319

レバチオODフィルム20㎎（要時）� 137

レバチオ錠20㎎�������� 136

レバミピド���������88,172

あレバミピド錠100㎎「オーツカ」� 172

レビトラ錠10㎎（院外）����� 226

レブラミドカプセル5㎎����� 403

レペタン坐剤0.2㎎� ������ ��30

レペタン注0.2㎎� ������� ��30

レベチラセタム�������� ��23

レベトールカプセル200㎎（要時）� 486

レベミル注フレックスペン��� 210

レベミル注ペンフィル（院外）�� 209

レボカバスチン塩酸塩���� 88,93

レボカルニチン�������� 347

レボセチリジン塩酸塩��� 417,418

あレボセチリジン塩酸塩錠5㎎「武田

テバ」������������ 418

レボチロキシンナトリウム水和物� 192

レボドパ����������� ��34

レボトミン散10%�������� ��42

レボトミン錠5㎎�������� ��42

レボノルゲストレル������ 223

レボブピバカイン塩酸塩���� ��65

あレボフロキサシン錠500㎎

「DSEP」����������� 479

レボフロキサシン水和物� 88,478,479

あレボフロキサシン点眼液1.5%

「ファイザー」�������� ��88

あレボフロキサシン点滴静注バッグ

500㎎/100院「DSEP」� ���� 479

レボホリナートカルシウム� 310,311

あレボホリナート点滴静注用25㎎

「ヤクルト」��������� 310

あレボホリナート点滴静注用100㎎

「ヤクルト」��������� 311

レボメプロマジン塩酸塩���� ��42

レボメプロマジンマレイン酸塩� ��42

レボレード錠12.5㎎（要時）���� 330

レミケード点滴静注用100���� 180

レミッチOD錠2.5μg������� ��59

レミニールOD錠4㎎������ ��58

レミニールOD錠8㎎������ ��58

レミニールOD錠12㎎（院外）��� ��58

レミフェンタニル塩酸塩���� 548

あレミフェンタニル静注用2㎎「第

一三共」（手術部）������� 548

レムデシビル注射液������ 487

レリフェン錠400㎎（院外）���� ��29

レルゴリクス��������� 221

レルパックス錠20㎎������ 120

レルベア100エリプタ30吸入用�� 159

レルベア200エリプタ30吸入用�� 160

レルミナ錠40㎎（院外）����� 221

レンドルミンD錠0.25㎎（院外）�� ��8

レンバチニブメシル酸塩���� 403

レンビマカプセル4㎎������ 403

レンビマカプセル10㎎（要時）�� 403

レンボレキサント������� ��61

【ロ】

ローコール錠20㎎������� 132

ローコール錠30㎎（院外）���� 132
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〔ロル～ワン〕

ロルカム錠4㎎��������� ��31

ロルノキシカム�������� ��31

ロルメタゼパム�������� ��10

ロルラチニブ��������� 404

ロレルコ錠250㎎（院外）����� 132

ロンゲス錠10㎎�������� 112

ロンサーフ配合錠T15（要時）��� 405

ロンサーフ配合錠T20（要時）��� 405

【ワ】

ワーファリン錠1㎎������� 283

あワイスタール配合静注用1g� � 464

YDソリタ－T3号G輸液� ���� 279

ワイテンス錠2㎎�������� 115

ワイパックス錠0.5（院外）� ��� ��10

ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮

膚抽出液��������� 31,32

ワゴスチグミン散（0.5%）（院外）� ��71

ワゴスチグミン注0.5㎎� ���� ��71

ワコビタール坐剤50������ ��11

ワセリン，白色�������� 518

ワセリン「ケンエー」，白色��� 518

ワソラン錠40㎎（院外）����� 128

ワソラン静注5㎎�������� 107

ワルファリンカリウム����� 283

ワンアルファ錠0.25μg（院外）��� 253

ワンアルファ錠0.5μg（院外）� �� 253

ワントラム錠100㎎������� ��29

�
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付5付4

※限局性　①全身性エリテマトーデス　②多発性筋炎・皮膚筋炎　

副腎ホルモン剤　一般的効能・効果一覧
1. 内科・小児科領域

一 般 名 商 品 名

⑴内分泌疾患 ⑵リウマチ疾患 ⑶膠原病

⑷

川

崎

病

の

急

性

期
（
重

症

で
、

冠

動

脈

障

害

の

発

生

の

危

険

が

あ

る

場

合
） 

⑸
腎
疾
患

⑹
心
疾
患

⑺アレルギー性疾患

⑻

重

症

感

染

症

⑼血液疾患

慢

性

副

腎

皮

質

機

能

不

全

急

性

副

腎

皮

質

機

能

不

全

副

腎

性

器

症

候

群

亜

急

性

甲

状

腺

炎

甲

状

腺

中

毒

症

甲
状
腺
疾
患
に
伴
う
悪
性
眼
球
突
出
症

A

C

T

H

単

独

欠

損

症

下

垂

体

抑

制

試

験

関

節

リ

ウ

マ

チ

若

年

性

関

節

リ

ウ

マ

チ

リ

ウ

マ

チ

熱

リ

ウ

マ

チ

性

多

発

筋

痛

難

治

性

リ

ウ

マ

チ

性

疾

患 

エ

リ

テ

マ

ト

ー

デ

ス

全

身

性

血

管

炎

多

発

性

筋

炎

強

皮

症

混

合

性

結

合

組

織

病

ネ
フ
ロ
ー
ゼ
及
び
ネ
フ
ロ
ー
ゼ
症
候
群

う

っ

血

性

心

不

全

気

管

支

喘

息

喘

息

性

気

管

支

炎

薬

剤

そ

の

他

の

化

学

物

質

に

よ

る

ア

レ

ル

ギ

ー

・

中

毒

血

清

病

喘

息

発

作

重

積

状

態

ア

ナ

フ

ィ

ラ

キ

シ

ー

シ

ョ

ッ

ク

溶

血

性

貧

血

白

血

病

顆

粒

球

減

少

症

紫

斑

病

再

生

不

良

性

貧

血

凝
固
因
子
の
障
害
に
よ
る
出
血
性
素
因

髄

膜

白

血

病

ヒドロコルチゾン コートリル錠10㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ヒドロコルチゾンコハク酸エステル
Na

ソル・コーテフ注射用100㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

プレドニゾロン
プレドニゾロン錠1㎎（旭化成）・
散「タケダ」1%・プレドニン錠5㎎

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

プレドニゾロンコハク酸エステルNa 水溶性プレドニン10㎎・20㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

メチルプレドニゾロン メドロール錠4㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

メチルプレドニゾロン酢酸エステル デポ・メドロール水懸注40㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ※ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルNa

ソル・メドロール静注用125㎎ ● ① ● ② ● ● ● ●

メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルNa

ソル・メドロール静注用500㎎ ● ① ● ② ● ● ●

メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルNa

ソル・メドロール静注用1000㎎ ● ① ● ② ● ● ●

トリアムシノロンアセトニド
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水
懸注40㎎/1mL

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

デキサメタゾン デカドロン錠0.5㎎・錠4㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

デキサメタゾン デカドロンエリキシル0.01% ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

デキサメタゾンリン酸エステルNa デキサート注射液1.65㎎・6.6㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ベタメタゾン
ベタメタゾン錠0.5㎎「サワイ」・
リンデロン錠0.5㎎・シロップ0.01%

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ベタメタゾンリン酸エステルNa リンデロン注2㎎（0.4%）・4㎎（0.4%）● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ベタメタゾン酢酸エステル・ベタメ
タゾンリン酸エステルNa

リンデロン懸濁注 ●
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★多発性硬化症の急性増悪　△他の抗悪性腫瘍剤との併用療法再発又は難治性の悪性リンパ腫1. 内科・小児科領域（続き）

一 般 名 商 品 名

⑽
消化器
疾患

⑾重
症消
耗性
疾患

⑿肝疾患

⒀
肺
疾
患

⒁結核性疾患 ⒂神経疾患 ⒃悪性腫瘍

⒄
その他
の内科
的疾患

⒅

急

性

循

環

不

全

限

局

性

腸

炎

潰

瘍

性

大

腸

炎

重
症
消
耗
性
疾
患
の
全
身
状
態
の
改
善

劇

症

肝

炎

胆

汁

う

っ

滞

型

急

性

肝

炎

慢

性

肝

炎

肝

硬

変

サ

ル

コ

イ

ド

ー

シ

ス

び

ま

ん

性

間

質

性

肺

炎

肺

結

核

結

核

性

髄

膜

炎

結

核

性

胸

膜

炎

結

核

性

腹

膜

炎

結

核

性

心

嚢

炎

脳

脊

髄

炎

重

症

筋

無

力

症

多

発

性

硬

化

症

末

梢

神

経

炎

小

舞

踏

病

顔

面

神

経

麻

痺

脊

髄

蜘

網

膜

炎

筋

強

直

症

受
傷
後
８
時
間
以
内
の
急
性
脊
髄
損
傷
患
者

（
運
動
機
能
障
害
及
び
感
覚
機
能
障
害
を
有
す

る
場
合
）
に
お
け
る
神
経
機
能
障
害
の
改
善

デ
ュ
シ
ェ
ン
ヌ
型
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー

悪

性

リ

ン

パ

腫

及

び

類

似

疾

患

好

酸

性

肉

芽

腫

乳

癌

の

再

発

転

移

多

発

性

骨

髄

腫

抗
悪
性
腫
瘍
剤
投
与
に
伴
う
消
化
器
症
状

特

発

性

低

血

糖

症

原

因

不

明

の

発

熱

ヒドロコルチゾン コートリル錠10㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ヒドロコルチゾンコハク酸エステル
Na

ソル・コーテフ注射用100㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

プレドニゾロン
プレドニゾロン錠1㎎（旭化成）・
散「タケダ」1%・プレドニン錠5㎎

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

プレドニゾロンコハク酸エステルNa 水溶性プレドニン10㎎・20㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

メチルプレドニゾロン メドロール錠4㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

メチルプレドニゾロン酢酸エステル デポ・メドロール水懸注40㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルNa

ソル・メドロール静注用125㎎ ★ ● △ ●

メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルNa

ソル・メドロール静注用500㎎ ★ ● △ ●

メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルNa

ソル・メドロール静注用1000㎎ ★ ● ●

トリアムシノロンアセトニド
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水
懸注40㎎/1mL

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

デキサメタゾン デカドロン錠0.5㎎・錠4㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

デキサメタゾン デカドロンエリキシル0.01% ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

デキサメタゾンリン酸エステルNa デキサート注射液1.65㎎・6.6㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ベタメタゾン
ベタメタゾン錠0.5㎎「サワイ」・
リンデロン錠0.5㎎・シロップ0.01%

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ベタメタゾンリン酸エステルNa リンデロン注2㎎（0.4%）・4㎎（0.4%）● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ベタメタゾン酢酸エステル・ベタメ
タゾンリン酸エステルNa

リンデロン懸濁注
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2. 外科領域　3. 整形外科領域

一 般 名 商 品 名

　　　　　　外　科 整　形　外　科

副

腎

摘

除

臓

器

・

組

織

移

植

副
腎
皮
質
機
能
不
全
患
者
に
対
す
る
外
科
的
侵
襲

蛇

毒

・

昆

虫

毒

外
科
的
シ
ョ
ッ
ク
及
び
外
科
的
シ
ョ
ッ
ク
様
状
態

脳

浮

腫

輸

血

に

よ

る

副

作

用

気

管

支

痙

攣

（

術

中

）

侵

襲

後

肺

水

腫

手

術

後

の

腹

膜

癒

着

防

止

腎

臓

移

植

に

伴

う

免

疫

反

応

の

抑

制

強

直

性

脊

椎

炎

強

直

性

脊

椎

炎

に

伴

う

四

肢

関

節

炎

変

形

性

関

節

症

非

感

染

性

慢

性

関

節

炎

痛

風

性

関

節

炎

関

節

周

囲

炎

腱

周

囲

炎

腱

炎

腱

鞘

炎

滑

液

包

炎

脊

髄

浮

腫

外

傷

後

関

節

炎

椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア
に
お
け
る
神
経
根
炎

ヒドロコルチゾン コートリル錠10㎎ ● ● ●

ヒドロコルチゾンコハク酸エステル
Na

ソル・コーテフ注射用100㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

プレドニゾロン
プレドニゾロン錠1㎎（旭化成）・
散「タケダ」1%・プレドニン錠5㎎

● ● ● ● ● ●

プレドニゾロンコハク酸エステルNa 水溶性プレドニン10㎎・20㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

メチルプレドニゾロン メドロール錠4㎎ ● ● ● ●

メチルプレドニゾロン酢酸エステル デポ・メドロール水懸注40㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルNa

ソル・メドロール静注用125㎎ ●

メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルNa

ソル・メドロール静注用500㎎ ●

メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルNa

ソル・メドロール静注用1000㎎ ●

トリアムシノロンアセトニド
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水
懸注40㎎/1mL

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

デキサメタゾン デカドロン錠0.5㎎・錠4㎎ ● ● ● ● ● ●

デキサメタゾン デカドロンエリキシル0.01% ● ● ● ● ● ●

デキサメタゾンリン酸エステルNa デキサート注射液1.65㎎・6.6㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ベタメタゾン
ベタメタゾン錠0.5㎎「サワイ」・
リンデロン錠0.5㎎・シロップ0.01%

● ● ● ● ● ●

ベタメタゾンリン酸エステルNa リンデロン注2㎎（0.4%）・4㎎（0.4%）● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ベタメタゾン酢酸エステル・ベタメ
タゾンリン酸エステルNa

リンデロン懸濁注 ● ● ● ● ● ● ●
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（▲印の効能・効果に対しては、外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果
を期待し得ないと推定される場合にのみ用いること。）4. 眼科領域　5. 産婦人科領域　6. 皮膚科領域

一 般 名 商 品 名

眼　科 産婦人科 皮　膚　科

内
眼
・
視
神
経
・
眼
窩
・
眼
筋
の
炎
症
性
疾
患
の
対
症
療
法

外
眼
部
及
び
前
眼
部
の
炎
症
性
疾
患
の
対
症
療

法
で
点
眼
が
不
適
当
又
は
不
十
分
な
場
合

眼

科

領

域

の

術

後

炎

症

卵

管

閉

塞

症

に

対

す

る

通

水

療

法

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

母
体
投
与
に
よ
る
新
生
児
呼
吸
窮
迫
症
候
群
の
発
症
抑
制

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

湿

疹

・

皮

膚

炎

群

痒

疹

群

蕁

麻

疹

乾

癬

及

び

類

症

粘

膜

皮

膚

眼

症

候

群

天

疱

瘡

群

デ

ュ

ー

リ

ン

グ

疱

疹

状

皮

膚

炎

紅

皮

症

尋

常

性

乾

癬

毛

孔

性

紅

色

粃

糠

疹

成

年

性

浮

腫

性

硬

化

症

紅

斑

症

レ

イ

ノ

ー

病

帯

状

疱

疹

潰

瘍

性

慢

性

膿

皮

症

新

生

児

ス

ク

レ

レ

ー

マ

円

形

脱

毛

症

早
期
ケ
ロ
イ
ド
及
び
ケ
ロ
イ
ド
防
止

掌

蹠

膿

疱

症

ウ

ェ

ー

バ

ー

ク

リ

ス

チ

ャ

ン

病

顔

面

播

種

状

粟

粒

狼

瘡

ア
レ
ル
ギ
ー
性
血
管
炎
及
び
そ
の
類
症

扁

平

苔

癬

ア

ナ

フ

ィ

ラ

ク

ト

イ

ド

紫

斑

I

g

A

血

管

炎

先

天

性

表

皮

水

疱

症

類

乾

癬

ヒドロコルチゾン コートリル錠10㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ヒドロコルチゾンコハク酸エステル
Na

ソル・コーテフ注射用100㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

プレドニゾロン
プレドニゾロン錠1㎎（旭化成）・
散「タケダ」1%・プレドニン錠5㎎

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

プレドニゾロンコハク酸エステルNa 水溶性プレドニン10㎎・20㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

メチルプレドニゾロン メドロール錠4㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

メチルプレドニゾロン酢酸エステル デポ・メドロール水懸注40㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルNa

ソル・メドロール静注用125㎎

メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルNa

ソル・メドロール静注用500㎎

メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルNa

ソル・メドロール静注用1000㎎

トリアムシノロンアセトニド
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水
懸注40㎎/1mL

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

デキサメタゾン デカドロン錠0.5㎎・錠4㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

デキサメタゾン デカドロンエリキシル0.01% ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

デキサメタゾンリン酸エステルNa デキサート注射液1.65㎎・6.6㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ベタメタゾン
ベタメタゾン錠0.5㎎「サワイ」・
リンデロン錠0.5㎎・シロップ0.01%

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ベタメタゾンリン酸エステルNa リンデロン注2㎎（0.4%）・4㎎（0.4%）● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ベタメタゾン酢酸エステル・ベタメ
タゾンリン酸エステルNa

リンデロン懸濁注 ● ●
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7. 耳鼻咽喉科領域　8. 泌尿器科領域

一 般 名 商 品 名

耳　鼻　 咽　喉　科 泌尿器科

急

性

・

慢

性

中

耳

炎

滲

出

性

中

耳

炎
・

耳

管

狭

窄

症

急

性

感

音

性

難

聴

口

腔

外

科

領

域

手

術

後

の

後

療

法

血

管

運

動

（
神

経
）

性

鼻

炎

ア

レ

ル

ギ

ー

性

鼻

炎

花

粉

症

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

及

び

食

道

拡

張

術

後

耳
鼻
咽
喉
科
領
域
の
手
術
後
の
後
療
法

難

治

性

口

内

炎

及

び

舌

炎

嗅

覚

障

害

急

性
・

慢

性
（
反

復

性
）
唾

液

腺

炎

メ

ニ

エ

ル

病

及

び

メ

ニ

エ

ル

症

候

群

前

立

腺

癌

陰

茎

硬

結

ヒドロコルチゾン コートリル錠10㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ヒドロコルチゾンコハク酸エステル
Na

ソル・コーテフ注射用100㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

プレドニゾロン
プレドニゾロン錠1㎎（旭化成）・
散「タケダ」1%・プレドニン錠5㎎

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

プレドニゾロンコハク酸エステルNa 水溶性プレドニン10㎎・20㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

メチルプレドニゾロン メドロール錠4㎎ ● ● ● ● ● ● ● ●

メチルプレドニゾロン酢酸エステル デポ・メドロール水懸注40㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルNa

ソル・メドロール静注用125㎎

メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルNa

ソル・メドロール静注用500㎎

メチルプレドニゾロンコハク酸エス
テルNa

ソル・メドロール静注用1000㎎

トリアムシノロンアセトニド
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水
懸注40㎎/1mL

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

デキサメタゾン デカドロン錠0.5㎎・錠4㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

デキサメタゾン デカドロンエリキシル0.01% ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

デキサメタゾンリン酸エステルNa デキサート注射液1.65㎎・6.6㎎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ベタメタゾン
ベタメタゾン錠0.5㎎「サワイ」・
リンデロン錠0.5㎎・シロップ0.01%

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ベタメタゾンリン酸エステルNa リンデロン注2㎎（0.4%）・4㎎（0.4%）● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ベタメタゾン酢酸エステル・ベタメ
タゾンリン酸エステルNa

リンデロン懸濁注 ●
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外用副腎皮質ホルモン剤　効能・効果一覧

効　　力 Strongest Very Strong　　 Strong Mild

薬　品　名

効能・効果

デ
ル
モ
ベ
ー
ト
ス
カ
ル
プ
ロ
ー
シ
ョ
ン

デ
ル
モ
ベ
ー
ト
軟
膏
・
ク
リ
ー
ム

マ
イ
ザ
ー
軟
膏
・
ク
リ
ー
ム

ジ
フ
ル
プ
レ
ド
ナ
ー
ト
軟
膏
「
イ
ワ
キ
」・

ク
リ
ー
ム「
イ
ワ
キ
」

ネ
リ
ゾ
ナ
軟
膏
・

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ク
リ
ー
ム

ア
ン
テ
ベ
ー
ト
軟
膏
・
ク
リ
ー
ム
・

ロ
ー
シ
ョ
ン

ベ
タ
メ
タ
ゾ
ン
酪
酸
エ
ス
テ
ル
プ
ロ
ピ
オ

ン
酸
エ
ス
テ
ル
軟
膏
「
M
Y
K
」・

ク
リ
ー
ム「
M
Y
K
」・

ロ
ー
シ
ョ
ン
「
M
Y
K
」

フ
ル
メ
タ
軟
膏
・
ク
リ
ー
ム
・

ロ
ー
シ
ョ
ン

ト
プ
シ
ム
ク
リ
ー
ム
・
ロ
ー
シ
ョ
ン

メ
サ
デ
ル
ム
軟
膏
・
ク
リ
ー
ム
・

ロ
ー
シ
ョ
ン

リ
ン
デ
ロ
ン

－

V
軟
膏
・

V
ク
リ
ー
ム

リ
ン
デ
ロ
ン

－

V
G
軟
膏
・

V
G
ク
リ
ー
ム

デ
キ
サ
ン
V
G
軟
膏

リ
ン
デ
ロ
ン

－

V
G
ロ
ー
シ
ョ
ン

ボ
ア
ラ
軟
膏

リ
ド
メ
ッ
ク
ス
コ
ー
ワ
軟
膏
・

ク
リ
ー
ム
・
ロ
ー
シ
ョ
ン

ロ
コ
イ
ド
軟
膏
・
ク
リ
ー
ム

キ
ン
ダ
ベ
ー
ト
軟
膏

ア
ル
メ
タ
軟
膏

1 湿疹・皮膚炎群 ●† ● ● ● ● ● ● ● ● ●※ ●※ ● ● ● ● ●

2 皮膚そう痒症 ●

3 痒疹群 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 虫さされ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5 乾癬 ●† ● ● ● ● ● ● ● ● ●※ ●※ ● ● ● ●

6 掌蹠膿疱症 ● ● ● ● ● ● ● ● ●※ ●※ ● ● ● ●

7 扁平苔癬 ● ● ●

8 扁平紅色苔癬 ● ● ● ● ● ●

9 光沢苔癬 ●

10 毛孔性紅色粃糠疹 ● ●

11 ジベルばら色粃糠疹 ● ● ● ● ● ●

12 紅斑症 ● ● ● ● ●

13 紅皮症 ● ● ● ● ● ● ● ●

14 慢性円板状エリテマトーデス ● ● ● ● ● ● ● ● ●

15 薬疹・中毒疹 ● ● ● ● ● ● ●

16 円形脱毛症 ● ● ● ● ● ● ●

17 熱傷 ●

18 凍瘡 ●

19 天疱瘡群 ● ● ● ● ●

20 ジューリング疱疹状皮膚炎 ● ● ●

21 痔核 ●

22 鼓室形成手術・内耳開窓術・中耳根治手術の術創 ●

23 肥厚性瘢痕・ケロイド ● ● ● ● ●

24 肉芽腫症 ● ● ● ●

25 悪性リンパ腫 ● ● ●

26 皮膚（斑状）アミロイドーシス ● ●

27 アミロイド苔癬 ● ● ● ● ●

28 菌状息肉症 ● ● ●

29 特発性色素性紫斑 ● ● ●1 ● ●

30 尋常性白斑 ●

31 アトピー性皮膚炎 ●

32 家族性良性慢性天疱瘡 ●

33 類天疱瘡 ● ● ● ●

34 多形滲出性紅斑 ● ● ● ● ● ●

35 水疱症 ●

36 水疱性類天疱瘡 ●

37 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 ●

●† 主として頭部の皮膚疾患　●※ 湿潤、びらん、結痂を伴うか、又は二次感染を併発している疾患

●1 シャンバーグ病
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①スルバクタム/アンピシリンに感性

院内採用抗生物質・適応菌種一覧
分

類

一

般

名

商

品

名

略

名

投

与

経

路

グラム陽性菌 グ　　ラ　　ム 　　陰　　性　　菌
嫌気性菌

梅

毒

ト

レ

ポ

ネ

ー

マ

リ

ケ

ッ

チ

ア

属

ク

ラ

ミ

ジ

ア

属

マ

イ

コ

プ

ラ

ズ

マ

属

ア

ク

ネ

菌

そ

の

他

の

有

効

菌

種

球　菌 桿菌 球　菌 腸　内　 細　菌 桿　菌

ブ

ド

ウ

球

菌

属

レ

ン

サ

球

菌

属

肺

炎

球

菌

腸

球

菌

属

ジ

フ

テ

リ

ア

菌

バ

シ

ラ

ス

属

淋

菌

髄

膜

炎

菌

モ

ラ

ク

セ

ラ

属

大

腸

菌

シ

ゲ

ラ

属

サ

ル

モ

ネ

ラ

属

シ

ト

ロ

バ

ク

タ

ー

属

ク

レ

ブ

シ

エ

ラ

属

エ

ン

テ

ロ

バ

ク

タ

ー

属

セ

ラ

チ

ア

属

プ

ロ

テ

ウ

ス

属
（
変

形

菌
）

モ

ル

ガ

ネ

ラ

属

プ

ロ

ビ

デ

ン

シ

ア

属

エ

ル

シ

ニ

ア

属

ビ

ブ

リ

オ

属

ヘ

モ

フ

ィ

ル

ス

属

シ

ュ

ー

ド

モ

ナ

ス

属

ア

シ

ネ

ト

バ

ク

タ

ー

属

ブ

ル

セ

ラ

属

ボ

ル

デ

テ

ラ

属

フ

ラ

ン

シ

セ

ラ

属

カ

ン

ピ

ロ

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

フ

ソ

バ

ク

テ

リ

ウ

ム

属

チ

フ

ス

・

パ

ラ

チ

フ

ス

菌

バ
ー

グ

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

緑

膿

菌

ヘ

リ

コ

バ

ク

タ

ー

・

ピ

ロ

リ

ペ
ニ
シ
リ
ン
系

天
然

ベンジルペニ
シリンカリウム

注射用ペニシ
リンGカリウム
100万単位

PCG 注
射

● ● ● ● ●

炭
疽
菌

● ● ●

放線菌、破傷風
菌、ガス壊疽菌
群、回帰熱ボレリ
ア、ワイル病レプ
トスピラ、鼠咬症
スピリルム

合
成

アンピシリン
Na

ビクシリン注射
用0.5g・1g

ABPC 注
射

● ● ● ●

炭
疽
菌● ● ●

赤
痢
菌

ミ
ラ
ビ
リ
ス

インフ
ルエン
ザ菌

放線菌、リステリ
アモノサイトゲネ
ス

アモキシシリン
水和物

アモキシシリン
カプセル
250㎎「日医
工」・サワシリ
ンカプセル
250・細粒
10%

AMPC 経
口

● ● ● ● ● ●

ミ
ラ
ビ
リ
ス

インフ
ルエン
ザ菌

● ●

スルタミシリン
トシル酸塩水
和物

ユナシン錠
375㎎

SBTPC 経
口

① ① ① ① ① ①

①
ミ
ラ
ビ
リ
ス

①イン
フルエ
ンザ
菌

ユナシン細粒
小児用10%

経
口

① ① ① ① ①

①
ミ
ラ
ビ
リ
ス

①イン
フルエ
ンザ
菌

ピペラシリン
Na

ペントシリン注
射用1g・2g

PIPC 注
射

● ● ● ● ● ●

肺
炎
桿
菌

● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

●

インフ
ルエン
ザ菌 ● ●

ビ
ビ
ア
を
除
く

β

－

ラ
ク
タ
マ
ー

ゼ
阻
害
剤
配
合

アンピシリン
Na/スルバク
タムNa

スルバシリン
静注用
0.75g・1.5g

SBT/
ABPC

注
射

● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ●

インフ
ルエン
ザ菌
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分

類

一

般

名

商

品

名

略

名

投

与

経

路

グラム陽性菌 グ　　ラ　　ム 　　陰　　性　　菌
嫌気性菌

梅

毒

ト

レ

ポ

ネ

ー

マ

リ

ケ

ッ

チ

ア

属

ク

ラ

ミ

ジ

ア

属

マ

イ

コ

プ

ラ

ズ

マ

属

ア

ク

ネ

菌

そ

の

他

の

有

効

菌

種

球　菌 桿菌 球　菌 腸　内　 細　菌 桿　菌

ブ

ド

ウ

球

菌

属

レ

ン

サ

球

菌

属

肺

炎

球

菌

腸

球

菌

属

ジ

フ

テ

リ

ア

菌

バ

シ

ラ

ス

属

淋

菌

髄

膜

炎

菌

モ

ラ

ク

セ

ラ

属

大

腸

菌

シ

ゲ

ラ

属

サ

ル

モ

ネ

ラ

属

シ

ト

ロ

バ

ク

タ

ー

属

ク

レ

ブ

シ

エ

ラ

属

エ

ン

テ

ロ

バ

ク

タ

ー

属

セ

ラ

チ

ア

属

プ

ロ

テ

ウ

ス

属
（
変

形

菌
）

モ

ル

ガ

ネ

ラ

属

プ

ロ

ビ

デ

ン

シ

ア

属

エ

ル

シ

ニ

ア

属

ビ

ブ

リ

オ

属

ヘ

モ

フ

ィ

ル

ス

属

シ

ュ

ー

ド

モ

ナ

ス

属

ア

シ

ネ

ト

バ

ク

タ

ー

属

ブ

ル

セ

ラ

属

ボ

ル

デ

テ

ラ

属

フ

ラ

ン

シ

セ

ラ

属

カ

ン

ピ

ロ

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

フ

ソ

バ

ク

テ

リ

ウ

ム

属

チ

フ

ス

・

パ

ラ

チ

フ

ス

菌

バ
ー

グ

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

緑

膿

菌

ヘ

リ

コ

バ

ク

タ

ー

・

ピ

ロ

リ

β

－

ラ
ク
タ
マ
ー
ゼ
阻
害
剤
配
合

アモキシシリン
水和物/クラ
ブラン酸カリウ
ム

オーグメンチン
配合錠
250RS

AMPC/
CVA

経
口

● ● ● ● ●

インフ
ルエン
ザ菌 ●

ビ
ビ
ア
を
除
く

クラバモックス
小児用配合ド
ライシロップ

経
口

● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ● ●

インフ
ルエン
ザ菌 ●

ビ
ビ
ア
を
除
く

タゾバクタム/
ピペラシリン
水和物

タゾピペ配合
静注用2.25
「明治」・4.5
「明治」

TAZ/
PIPC

注
射

● ● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ● ● ● ● ● ●

インフ
ルエン
ザ菌

● ● ● ● ●

クロストリジウム属
（クロストリジウム・
ディフィシルを除
く）

スルバクタム
Na/セフォペ
ラゾンNa

ワイスタール
配合静注用
1g

SBT/
CPZ

注
射

● ● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

レ
ッ
ト
ゲ
リ

インフ
ルエン
ザ菌

● ● ● ●

タゾバクタム
Na・セフトロ
ザン硫酸塩

ザバクサ配合
点滴静注用

TAZ/
CTLZ

注
射 ● ● ● ● ● ● ●

インフ
ルエン
ザ菌

●

セ
フ
ェ
ム
系

第
一
世
代

セファレキシン L-ケフレックス
顆粒・セファレ
キシン顆粒
500㎎「JG」

CEX 経
口

● ● ● ● ●

ミ
ラ
ビ
リ
ス

セファゾリン
Na

セファゾリンナ
トリウム注射用
0.5g「日医
工」・1g「日
医工」

CEZ 注
射

● ● ● ●

肺
炎
桿
菌

ミ
ラ
ビ
リ
ス

●

第
二
世
代

セフォチアム
塩酸塩

セフォチアム
塩酸塩静注
用1g「NP」

CTM 注
射

● ● ● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

レ
ッ
ト
ゲ
リ

インフ
ルエン
ザ菌

セフメタゾー
ルNa

セフメタゾー
ルナトリウム静
注用1g「日医
工」

CMZ 注
射

黄色
ブドウ
球菌 ●

肺
炎
桿
菌

●

モ
ル
ガ
ニ
ー

● ● ●

ビ
ビ
ア
を
除
く
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商

品
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略

名
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与

経

路

グラム陽性菌 グ　　ラ　　ム 　　陰　　性　　菌
嫌気性菌

梅

毒

ト

レ

ポ

ネ

ー

マ

リ

ケ

ッ

チ

ア

属

ク

ラ

ミ

ジ

ア

属

マ

イ

コ

プ

ラ

ズ

マ

属

ア

ク

ネ

菌

そ

の

他

の

有

効

菌

種

球　菌 桿菌 球　菌 腸　内　 細　菌 桿　菌

ブ

ド

ウ

球

菌

属

レ

ン

サ

球

菌

属

肺

炎

球

菌

腸

球

菌

属

ジ

フ

テ

リ

ア

菌

バ

シ

ラ

ス

属

淋

菌

髄

膜

炎

菌

モ

ラ

ク

セ

ラ

属

大

腸

菌

シ

ゲ

ラ

属

サ

ル

モ

ネ

ラ

属

シ

ト

ロ

バ

ク

タ

ー

属

ク

レ

ブ

シ

エ

ラ

属

エ

ン

テ

ロ

バ

ク

タ

ー

属

セ

ラ

チ

ア

属

プ

ロ

テ

ウ

ス

属
（
変

形

菌
）

モ

ル

ガ

ネ

ラ

属

プ

ロ

ビ

デ

ン

シ

ア

属

エ

ル

シ

ニ

ア

属

ビ

ブ

リ

オ

属

ヘ

モ

フ

ィ

ル

ス

属

シ

ュ

ー

ド

モ

ナ

ス

属

ア

シ

ネ

ト

バ

ク

タ

ー

属

ブ

ル

セ

ラ

属

ボ

ル

デ

テ

ラ

属

フ

ラ

ン

シ

セ

ラ

属

カ

ン

ピ

ロ

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

フ

ソ

バ

ク

テ

リ

ウ

ム

属

チ

フ

ス

・

パ

ラ

チ

フ

ス

菌

バ
ー

グ

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

緑

膿

菌

ヘ

リ

コ

バ

ク

タ

ー

・

ピ

ロ

リ
セ
フ
ェ
ム
系

第
二
世
代

フロモキセフ
Na

フルマリン静
注用1g

FMOX 注
射

● ● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

●

インフ
ルエン
ザ菌 ● ●

ビ
ビ
ア
を
除
く

第
三
世
代

セフジニル セフゾンカプ
セル100㎎

CFDN 経
口

● ● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ●

ミ
ラ
ビ
リ
ス

●

インフ
ルエン
ザ菌

● ●

セフゾン細粒
小児用10%

経
口

● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ●

ミ
ラ
ビ
リ
ス

インフ
ルエン
ザ菌

セフジトレンピ
ボキシル

メイアクトMS
錠100㎎・
セフジトレンピ
ボキシル錠
100㎎「OK」

CDTR-

PI
経
口

● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

●

インフ
ルエン
ザ菌 ● ● ● ●

メイアクトMS
小児用細粒
10%「小児・
成人」

経
口

● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

●

インフ
ルエン
ザ菌

▲
百
日
咳
菌

● ● ● ●

▲百日咳菌は小
児のみ

セフテラムピ
ボキシル

トミロン錠100 CFTM-

PI
経
口 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

●

インフ
ルエン
ザ菌

●

セフカペンピ
ボキシル塩酸
塩水和物

フロモックス錠
100㎎・セフカ
ペンピボキシ
ル塩酸塩錠
100㎎「日医
工」

CFPN-

PI
経
口

● ● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー●

インフ
ルエン
ザ菌

● ●

ビ
ビ
ア
を
除
く

●

フロモックス小
児用細粒
100㎎「小児・
成人」

経
口

● ● ● ▲

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

●

インフ
ルエン
ザ菌 ● ●

ビ
ビ
ア
を
除
く

●

▲淋菌は成人の
み
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梅

毒

ト

レ

ポ

ネ

ー

マ

リ

ケ

ッ

チ

ア

属

ク

ラ

ミ

ジ

ア

属

マ

イ

コ

プ

ラ

ズ

マ

属

ア

ク

ネ

菌

そ

の

他

の

有

効

菌

種

球　菌 桿菌 球　菌 腸　内　 細　菌 桿　菌

ブ

ド

ウ

球

菌

属

レ

ン

サ

球

菌

属

肺

炎

球

菌

腸

球

菌

属

ジ

フ

テ

リ

ア

菌

バ

シ

ラ

ス

属

淋

菌

髄

膜

炎

菌

モ

ラ

ク

セ

ラ

属

大

腸

菌

シ

ゲ

ラ

属

サ

ル

モ

ネ

ラ

属

シ

ト

ロ

バ

ク

タ

ー

属

ク

レ

ブ

シ

エ

ラ

属

エ

ン

テ

ロ

バ

ク

タ

ー

属

セ

ラ

チ

ア

属

プ

ロ

テ

ウ

ス

属
（
変

形

菌
）

モ

ル

ガ

ネ

ラ

属

プ

ロ

ビ

デ

ン

シ

ア

属

エ

ル

シ

ニ

ア

属

ビ

ブ

リ

オ

属

ヘ

モ

フ

ィ

ル

ス

属

シ

ュ

ー

ド

モ

ナ

ス

属

ア

シ

ネ

ト

バ

ク

タ

ー

属

ブ

ル

セ

ラ

属

ボ

ル

デ

テ

ラ

属

フ

ラ

ン

シ

セ

ラ

属

カ

ン

ピ

ロ

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

フ

ソ

バ

ク

テ

リ

ウ

ム

属

チ

フ

ス

・

パ

ラ

チ

フ

ス

菌

バ
ー

グ

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

緑

膿

菌

ヘ

リ

コ

バ

ク

タ

ー

・

ピ

ロ

リ
セ
フ
ェ
ム
系

第
三
世
代

セフォタキシ
ムNa

セフォタックス
注射用0.5g・
1g

CTX 注
射 ● ● ● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

●

インフ
ルエン
ザ菌

● ●

セフトリアキソ
ンNa水和物

セフトリアキソ
ンナトリウム静
注用0.5g
「日医工」・
1g「日医工」・
セフトリアキソ
ンNa静注用
1g「ファイ
ザー」

CTRX 注
射

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

●

インフ
ルエン
ザ菌

● ●

ビ
ビ
ア
を
除
く

セフタジジム
水和物

セフタジジム
静注用0.5g
「マイラン」・
1g「マイラン」

CAZ 注
射

● ● ● ● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

●

インフ
ルエン
ザ菌 ● ● ● ● ● ● ●

ビ
ビ
ア
を
除
く

第
四
世
代

セフォゾプラ
ン塩酸塩

ファーストシン
静注用0.5g・
1g・1gバッグ
S

CZOP 注
射

● ● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

●

インフ
ルエン
ザ菌

● ● ● ● ● ● ● ●

セフェピム塩
酸塩水和物

注射用マキシ
ピーム1g

CFPM 注
射

● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

●

インフ
ルエン
ザ菌 ● ● ● ● ● ● ●

ビ
ビ
ア
を
除
く

カ
ル
バ
ペ
ネ
ム
系

テビペネムピ
ボキシル

オラペネム小
児用細粒10%

TBPM-

PI
経
口

黄色
ブドウ
球菌

● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

インフ
ルエン
ザ菌

イミペネム水
和物/シラス
タチンNa

チエナム点滴
静注用0.5g

IPM/
CS

注
射 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

●

インフ
ルエン
ザ菌

● ● ● ● ● ● ●

メロペネム水
和物

メロペネム点
滴静注用
0.25g「ファイ
ザー」・0.5g
「ファイザー」

MEPM 注
射

● ● ● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ● ● ● ● ● ●

インフ
ルエン
ザ菌 ● ● ● ● ●
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属
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ズ

マ

属

ア

ク

ネ

菌

そ

の

他

の

有

効

菌

種

球　菌 桿菌 球　菌 腸　内　 細　菌 桿　菌

ブ

ド

ウ

球

菌

属

レ

ン

サ

球

菌

属

肺

炎

球

菌

腸

球

菌

属

ジ

フ

テ

リ

ア

菌

バ

シ

ラ

ス

属

淋

菌

髄

膜

炎

菌

モ

ラ

ク

セ

ラ

属

大

腸

菌

シ

ゲ

ラ

属

サ

ル

モ

ネ

ラ

属

シ

ト

ロ

バ

ク

タ

ー

属

ク

レ

ブ

シ

エ

ラ

属

エ

ン

テ

ロ

バ

ク

タ

ー

属

セ

ラ

チ

ア

属

プ

ロ

テ

ウ

ス

属
（
変

形

菌
）

モ

ル

ガ

ネ

ラ

属

プ

ロ

ビ

デ

ン

シ

ア

属

エ

ル

シ

ニ

ア

属

ビ

ブ

リ

オ

属

ヘ

モ

フ

ィ

ル

ス

属

シ

ュ

ー

ド

モ

ナ

ス

属

ア

シ

ネ

ト

バ

ク

タ

ー

属

ブ

ル

セ

ラ

属

ボ

ル

デ

テ

ラ

属

フ

ラ

ン

シ

セ

ラ

属

カ

ン

ピ

ロ

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

フ

ソ

バ

ク

テ

リ

ウ

ム

属

チ

フ

ス

・

パ

ラ

チ

フ

ス

菌

バ
ー

グ

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

緑

膿

菌

ヘ

リ

コ

バ

ク

タ

ー

・

ピ

ロ

リ

カ
ル
バ
ペ
ネ

ム
系

ドリペネム水
和物

フィニバックス
点滴静注用
0.5g

DRPM 注
射

● ● ●

エンテロ
コッカス・
フェシウ
ムを除く

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

●

インフ
ルエン
ザ菌

● ● ● ● ●

ペ
ネ
ム
系

ファロペネム
Na水和物

ファロム錠
200㎎

FRPM 経
口

● ● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ● ● ●

ミ
ラ
ビ
リ
ス

インフ
ルエン
ザ菌

● ● ● ●

ファロムドライ
シロップ小児
用10%

経
口

● ● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ● ●

ミ
ラ
ビ
リ
ス

インフ
ルエン
ザ菌

百
日
咳
菌

モ
ノ
バ
ク

タ
ム
系

アズトレオナ
ム

アザクタム注
射用1g

AZT 注
射 ● ● ● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

●

インフ
ルエン
ザ菌

●

ア
ミ
ノ
グ
リ
コ
シ
ド
系

ストレプトマイ
シン硫酸塩

硫酸ストレプト
マイシン注射
用1g「明治」

SM 注
射

ペ
ス
ト
菌

野
兎
病
菌

マイコバクテリウ
ム属、ワイル病レ
プトスピラ

カナマイシン
一硫酸塩

カナマイシンカ
プセル250㎎
「明治」

KM 経
口

●

赤
痢
菌

腸
炎
ビ
ブ
リ
オ

カナマイシン
硫酸塩

硫酸カナマイ
シン注射液
1000㎎「明
治」

注
射

● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

インフ
ルエン
ザ菌

●

百
日
咳
菌

結核菌

ゲンタマイシ
ン硫酸塩

ゲンタシン注
40

GM 注
射 ● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

● ●

トブラマイシン トブラシン注小
児用10㎎

TOB 注
射 ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

● ●

アミカシン硫
酸塩

アミカシン硫酸
塩注射液
100㎎「日医
工」・200㎎
「日医工」

AMK 注
射

● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

● ●
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②メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）

分

類

一

般

名

商

品

名

略

名

投

与

経

路

グラム陽性菌 グ　　ラ　　ム 　　陰　　性　　菌
嫌気性菌

梅

毒

ト

レ

ポ

ネ

ー

マ

リ

ケ

ッ

チ

ア

属

ク

ラ

ミ

ジ

ア

属

マ

イ

コ

プ

ラ

ズ

マ

属

ア

ク

ネ

菌

そ

の

他

の

有

効

菌

種

球　菌 桿菌 球　菌 腸　内　 細　菌 桿　菌

ブ

ド

ウ

球

菌

属

レ

ン

サ

球

菌

属

肺

炎

球

菌

腸

球

菌

属

ジ

フ

テ

リ

ア

菌

バ

シ

ラ

ス

属

淋

菌

髄

膜

炎

菌

モ

ラ

ク

セ

ラ

属

大

腸

菌

シ

ゲ

ラ

属

サ

ル

モ

ネ

ラ

属

シ

ト

ロ

バ

ク

タ

ー

属

ク

レ

ブ

シ

エ

ラ

属

エ

ン

テ

ロ

バ

ク

タ

ー

属

セ

ラ

チ

ア

属

プ

ロ

テ

ウ

ス

属
（
変

形

菌
）

モ

ル

ガ

ネ

ラ

属

プ

ロ

ビ

デ

ン

シ

ア

属

エ

ル

シ

ニ

ア

属

ビ

ブ

リ

オ

属

ヘ

モ

フ

ィ

ル

ス

属

シ

ュ

ー

ド

モ

ナ

ス

属

ア

シ

ネ

ト

バ

ク

タ

ー

属

ブ

ル

セ

ラ

属

ボ

ル

デ

テ

ラ

属

フ

ラ

ン

シ

セ

ラ

属

カ

ン

ピ

ロ

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

フ

ソ

バ

ク

テ

リ

ウ

ム

属

チ

フ

ス

・

パ

ラ

チ

フ

ス

菌

バ
ー

グ

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

緑

膿

菌

ヘ

リ

コ

バ

ク

タ

ー

・

ピ

ロ

リ
ア
ミ
ノ
グ
リ

コ
シ
ド
系

アルベカシン
硫酸塩

ハベカシン注
射液200㎎

ABK 注
射

②

マ
ク
ロ
ラ
イ
ド
系

エリスロマイシ
ンステアリン
酸塩

エリスロシン錠
200㎎

EM 経
口 ● ● ● ● ● ●

軟性
下疳
菌

百
日
咳
菌

●

トラコマ
ティス ●

破傷風菌

エリスロマイシ
ンエチルコハ
ク酸エステル

エリスロシンド
ライシロップ
10%

経
口 ● ● ● ● ● ●

百
日
咳
菌

●

トラコマ
ティス ●

エリスロマイシ
ンラクトビオン
酸塩

エリスロシン点
滴静注用
500㎎

注
射 ● ● ● ●

クラリスロマイ
シン

クラリシッド錠
200㎎・クラリ
スロマイシン
錠200
「MEEK」

CAM 経
口

● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

インフ
ルエン
ザ菌 ● ● ● ● ●

マイコバクテリウ
ム属、レジオネラ
属

クラリスドライ
シロップ10%
小児用・クラリ
シッド錠50㎎
小児用・クラリ
スロマイシン
錠50小児用
「MEEK」

経
口

● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

インフ
ルエン
ザ菌

百
日
咳
菌

● ● ●

レジオネラ属、マ
イコバクテリウム・
アビウムコンプ
レックス（MAC）

ロキシスロマ
イシン

ルリッド錠150 RXM 経
口

● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

ニュー
モニエ

●

アジスロマイ
シン水和物

ジスロマック錠
250㎎

AZM 経
口

● ● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

インフ
ルエン
ザ菌

● ● ● ●

レジオネラ・
ニューモフィラ

ジスロマックカ
プセル小児用
100㎎・細粒
小児用10%

経
口

● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

インフ
ルエン
ザ菌

ニュー
モニエ

●
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分

類

一

般

名

商

品

名

略

名

投

与

経

路

グラム陽性菌 グ　　ラ　　ム 　　陰　　性　　菌
嫌気性菌

梅

毒

ト

レ

ポ

ネ

ー

マ

リ

ケ

ッ

チ

ア

属

ク

ラ

ミ

ジ

ア

属

マ

イ

コ

プ

ラ

ズ

マ

属

ア

ク

ネ

菌

そ

の

他

の

有

効

菌

種

球　菌 桿菌 球　菌 腸　内　 細　菌 桿　菌

ブ

ド

ウ

球

菌

属

レ

ン

サ

球

菌

属

肺

炎

球

菌

腸

球

菌

属

ジ

フ

テ

リ

ア

菌

バ

シ

ラ

ス

属

淋

菌

髄

膜

炎

菌

モ

ラ

ク

セ

ラ

属

大

腸

菌

シ

ゲ

ラ

属

サ

ル

モ

ネ

ラ

属

シ

ト

ロ

バ

ク

タ

ー

属

ク

レ

ブ

シ

エ

ラ

属

エ

ン

テ

ロ

バ

ク

タ

ー

属

セ

ラ

チ

ア

属

プ

ロ

テ

ウ

ス

属
（
変

形

菌
）

モ

ル

ガ

ネ

ラ

属

プ

ロ

ビ

デ

ン

シ

ア

属

エ

ル

シ

ニ

ア

属

ビ

ブ

リ

オ

属

ヘ

モ

フ

ィ

ル

ス

属

シ

ュ

ー

ド

モ

ナ

ス

属

ア

シ

ネ

ト

バ

ク

タ

ー

属

ブ

ル

セ

ラ

属

ボ

ル

デ

テ

ラ

属

フ

ラ

ン

シ

セ

ラ

属

カ

ン

ピ

ロ

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

フ

ソ

バ

ク

テ

リ

ウ

ム

属

チ

フ

ス

・

パ

ラ

チ

フ

ス

菌

バ
ー

グ

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

緑

膿

菌

ヘ

リ

コ

バ

ク

タ

ー

・

ピ

ロ

リ
マ
ク
ロ
ラ
イ
ド
系

アジスロマイ
シン水和物

ジスロマック点
滴静注用
500㎎

AZM 注
射

● ● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

インフ
ルエン
ザ菌

● ● ● ●

レジオネラ・
ニューモフィラ

スピラマイシン
酢酸エステル

アセチルスピ
ラマイシン錠
200

ACSPM 経
口 ● ● ● ●

フィダキソマイ
シン

ダフクリア錠
200㎎

FDX 経
口

クロストリジウム・
ディフィシル

リ
ン
コ
マ
イ
シ
ン

系 クリンダマイシ
ン塩酸塩

ダラシンカプセ
ル150㎎

CLDM 経
口 ● ● ●

クリンダマイシ
ンリン酸エス
テル

ダラシンS注
射液600㎎

注
射 ● ● ● ● ● ● ●

テ
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
系

ミノサイクリン
塩酸塩

ミノサイクリン
塩酸塩錠
50㎎「サワイ」
・100㎎
「サワイ」

MINO 経
口

● ● ● ●

炭
疽
菌● ●

赤
痢
菌 ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

● ● ●

オリエ
ンチア・
ツツガ
ムシ

●

ニュー
モニエ

ミノマイシンカ
プセル50㎎・
100㎎

経
口

● ● ● ●

炭
疽
菌● ●

赤
痢
菌 ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

● ● ●

オリエ
ンチア・
ツツガ
ムシ

●

ニュー
モニエ

ミノマイシン顆
粒2%

経
口

● ● ● ●

炭
疽
菌 ● ● ● ●

オリエ
ンチア・
ツツガ
ムシ

●

ニュー
モニエ

ミノサイクリン
塩酸塩点滴
静注用100㎎
「日医工」

注
射

黄色
ブドウ
球菌 ● ● ●

炭
疽
菌

モラー・
アクセン
フェルト
菌

● ● ●

インフ
ルエン
ザ菌

フ
ル
オ
レ
ッ
セ
ン
ス

● ● ● ●

オリエ
ンチア・
ツツガ
ムシ

●

ニュー
モニエ

フラボバクテリウ
ム属、レジオネラ・
ニューモフィラ

グ
リ
シ
ル
サ

イ
ク
リ
ン
系

チゲサイクリン タイガシル点
滴静注用
50㎎

TGC 注
射

● ● ● ● ●

ただし、他の抗
菌薬に耐性を示
した菌株に限る
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②メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）　③ペニシリン耐性肺炎球菌（PRSP）　⑥メチシリン耐性コアグ ラーゼ陰性ブドウ球菌（MRCNS）

分

類

一

般

名

商

品

名

略

名

投

与

経

路

グラム陽性菌 グ　　ラ　　ム 　　陰　　性　　菌
嫌気性菌

梅

毒

ト

レ

ポ

ネ

ー

マ

リ

ケ

ッ

チ

ア

属

ク

ラ

ミ

ジ

ア

属

マ

イ

コ

プ

ラ

ズ

マ

属

ア

ク

ネ

菌

そ

の

他

の

有

効

菌

種

球　菌 桿菌 球　菌 腸　内　 細　菌 桿　菌

ブ

ド

ウ

球

菌

属

レ

ン

サ

球

菌

属

肺

炎

球

菌

腸

球

菌

属

ジ

フ

テ

リ

ア

菌

バ

シ

ラ

ス

属

淋

菌

髄

膜

炎

菌

モ

ラ

ク

セ

ラ

属

大

腸

菌

シ

ゲ

ラ

属

サ

ル

モ

ネ

ラ

属

シ

ト

ロ

バ

ク

タ

ー

属

ク

レ

ブ

シ

エ

ラ

属

エ

ン

テ

ロ

バ

ク

タ

ー

属

セ

ラ

チ

ア

属

プ

ロ

テ

ウ

ス

属
（
変

形

菌
）

モ

ル

ガ

ネ

ラ

属

プ

ロ

ビ

デ

ン

シ

ア

属

エ

ル

シ

ニ

ア

属

ビ

ブ

リ

オ

属

ヘ

モ

フ

ィ

ル

ス

属

シ

ュ

ー

ド

モ

ナ

ス

属

ア

シ

ネ

ト

バ

ク

タ

ー

属

ブ

ル

セ

ラ

属

ボ

ル

デ

テ

ラ

属

フ

ラ

ン

シ

セ

ラ

属

カ

ン

ピ

ロ

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

フ

ソ

バ

ク

テ

リ

ウ

ム

属

チ

フ

ス

・

パ

ラ

チ

フ

ス

菌

バ
ー

グ

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

緑

膿

菌

ヘ

リ

コ

バ

ク

タ

ー

・

ピ

ロ

リ

ホ
ス
ホ
マ
イ
シ
ン
系

ホスホマイシ
ンカルシウム
水和物

ホスミシン錠
500・ドライシ
ロップ400

FOM 経
口

● ●

赤
痢
菌● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

レ
ッ
ト
ゲ
リ

● ●

ホスホマイシ
ンNa

ホスホマイシン
Na静注用1g
「タカタ」

注
射

● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

レ
ッ
ト
ゲ
リ

●

ポ
リ
ペ
プ
チ
ド
系

コリスチンメタ
ンスルホン酸
Na

オルドレブ点
滴静注用
150㎎

CL 注
射 ● ● ● ● ● ●

ただし、他の抗
菌薬に耐性を示
した菌株に限る

ポリミキシンB
硫酸塩

硫酸ポリミキシ
ンB錠25万単
位「ファイ
ザー」

PL-B 経
口

白血病治療時の
腸管内殺菌

グ
リ
コ
ペ
プ
チ
ド
系

バンコマイシ
ン塩酸塩

塩酸バンコマ
イシン散0.5g

VCM 経
口 ②

クロストリジウム・
ディフィシル

バンコマイシン
塩酸塩点滴
静注用0.5g
「ファイザー」

注
射 ②

⑥
③

MRSA又は
MRCNS感染が
疑われる発熱性
好中球減少症

テイコプラニ
ン

テイコプラニ
ン点滴静注用
400㎎「明治」

TEIC 注
射 ②

リ
ポ
ペ
プ

チ
ド
系

ダプトマイシン キュビシン静
注用350㎎

DAP 注
射 ②

ニ
ュ
ー
キ
ノ
ロ
ン
系

ノルフロキサ
シン

小児用バクシ
ダール錠50㎎

NFLX 経
口 ● ● ● ●

炭
疽
菌 ●

赤
痢
菌● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

インフ
ルエン
ザ菌

●

野
兎
病
菌

●

レボフロキサ
シン水和物

レボフロキサシ
ン錠500㎎
「DSEP」・
クラビット錠
500㎎・細粒
10%

LVFX 経
口

● ● ● ●

炭
疽
菌

●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

●

赤
痢
菌

● ● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー●

ペ
ス
ト
菌

コ
レ
ラ
菌

インフ
ルエン
ザ菌

● ● ●

野
兎
病
菌● ●

Q熱リ
ケッチ
ア

トラコマ
ティス・
ニュー
モニエ

ニュー
モニエ

●

レジオネラ属、結
核菌
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③ペニシリン耐性肺炎球菌（PRSP）
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ア
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ド

ウ
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属
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ン

サ
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菌

属

肺

炎

球

菌

腸

球

菌

属

ジ

フ

テ

リ

ア

菌

バ

シ

ラ

ス

属

淋

菌

髄

膜

炎

菌

モ

ラ

ク

セ

ラ

属

大

腸

菌

シ

ゲ

ラ

属

サ

ル

モ

ネ

ラ

属

シ

ト

ロ

バ

ク

タ

ー

属

ク

レ

ブ

シ

エ

ラ

属

エ

ン

テ

ロ

バ

ク

タ

ー

属

セ

ラ

チ

ア

属

プ

ロ

テ

ウ

ス

属
（
変

形

菌
）

モ

ル

ガ

ネ

ラ

属

プ

ロ

ビ

デ

ン

シ

ア

属

エ

ル

シ

ニ

ア

属

ビ

ブ

リ

オ

属

ヘ

モ

フ

ィ

ル

ス

属

シ

ュ

ー

ド

モ

ナ

ス

属

ア

シ

ネ

ト

バ

ク

タ

ー

属

ブ

ル

セ

ラ

属

ボ

ル

デ

テ

ラ

属

フ

ラ

ン

シ

セ

ラ

属

カ

ン

ピ

ロ

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

フ

ソ

バ

ク

テ

リ

ウ

ム

属

チ

フ

ス

・

パ

ラ

チ

フ

ス

菌

バ
ー

グ

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

緑

膿

菌

ヘ

リ

コ

バ

ク

タ

ー

・

ピ

ロ

リ
ニ
ュ
ー
キ
ノ
ロ
ン
系

レボフロキサ
シン水和物

レボフロキサシ
ン点滴静注
バッグ500㎎
/100mL
「DSEP」

LVFX 注
射

● ● ● ●

炭
疽
菌

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

●

ペ
ス
ト
菌

インフ
ルエン
ザ菌 ● ● ●

野
兎
病
菌

● ●

Q熱リ
ケッチ
ア

トラコマ
ティス・
ニュー
モニエ

ニュー
モニエ

レジオネラ属

塩酸シプロフ
ロキサシン

シプロキサン
錠200㎎

CPFX 経
口 ● ● ● ●

炭
疽
菌● ●

赤
痢
菌 ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

●

インフ
ルエン
ザ菌

● ● ●

レジオネラ属

シプロフロキ
サシン

シプロフロキ
サシン点滴静
注400㎎/
200mL 「明治」

注
射
（
成
人
）

● ●

炭
疽
菌 ● ● ● ●

レジオネラ属

注
射
（
小
児
）

炭
疽
菌 ● ●

トスフロキサシ
ントシル酸塩
水和物

オゼックス錠
150

TFLX 経
口

● ●

③
含
む ●

炭
疽
菌●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

●

赤
痢
菌● ● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

●

コ
レ
ラ
菌

インフ
ルエン
ザ菌

● ● ● ● ● ● ●

トラコマ
ティス

●

オゼックス細
粒小児用15%

経
口

③
含
む

炭
疽
菌

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

コ
レ
ラ
菌

インフ
ルエン
ザ菌

ニュー
モニエ

インフルエンザ
菌にはβ-ラクタ
ム耐性インフル
エンザ菌を含む

トスフロキサシ
ントシル酸塩
錠150㎎「日
医工」

経
口

● ●

③
含
む ●

炭
疽
菌●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

●

赤
痢
菌● ● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

●

コ
レ
ラ
菌

インフ
ルエン
ザ菌

● ● ● ● ● ● ●

トラコマ
ティス

●

パズフロキサ
シンメシル酸
塩

パシル点滴静
注液500㎎

PZFX 注
射

● ● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

●

インフ
ルエン
ザ菌

● ● ● ●

レジオネラ属

モキシフロキ
サシン塩酸塩

アベロックス錠
400㎎

MFLX 経
口

● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ● ● ●

インフ
ルエン
ザ菌

ニュー
モニエ

ニュー
モニエ

●

レジオネラ・
ニューモフィラ

メシル酸ガレ
ノキサシン水
和物

ジェニナック錠
200㎎

GRNX 経
口

● ●

③
含
む

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ● ●

インフ
ルエン
ザ菌

ニュー
モニエ

ニュー
モニエ

レジオネラ・
ニューモフィラ



62_02_大阪医大_デン付録 2021年2月18日 午前9時39分34 62_02_大阪医大_デン付録 2021年2月18日 午前9時39分35

付35付34

②メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）　④バンコマイシン耐性エンテロコッカス・フェシウム

分

類

一

般

名

商

品

名

略

名

投

与

経

路

グラム陽性菌 グ　　ラ　　ム 　　陰　　性　　菌
嫌気性菌

梅

毒

ト

レ

ポ

ネ

ー

マ

リ

ケ

ッ

チ

ア

属

ク

ラ

ミ

ジ

ア

属

マ

イ

コ

プ

ラ

ズ

マ

属

ア

ク

ネ

菌

そ

の

他

の

有

効

菌

種

球　菌 桿菌 球　菌 腸　内　 細　菌 桿　菌

ブ

ド

ウ

球

菌

属

レ

ン

サ

球

菌

属

肺

炎

球

菌

腸

球

菌

属

ジ

フ

テ

リ

ア

菌

バ

シ

ラ

ス

属

淋

菌

髄

膜

炎

菌

モ

ラ

ク

セ

ラ

属

大

腸

菌

シ

ゲ

ラ

属

サ

ル

モ

ネ

ラ

属

シ

ト

ロ

バ

ク

タ

ー

属

ク

レ

ブ

シ

エ

ラ

属

エ

ン

テ

ロ

バ

ク

タ

ー

属

セ

ラ

チ

ア

属

プ

ロ

テ

ウ

ス

属
（
変

形

菌
）

モ

ル

ガ

ネ

ラ

属

プ

ロ

ビ

デ

ン

シ

ア

属

エ

ル

シ

ニ

ア

属

ビ

ブ

リ

オ

属

ヘ

モ

フ

ィ

ル

ス

属

シ

ュ

ー

ド

モ

ナ

ス

属

ア

シ

ネ

ト

バ

ク

タ

ー

属

ブ

ル

セ

ラ

属

ボ

ル

デ

テ

ラ

属

フ

ラ

ン

シ

セ

ラ

属

カ

ン

ピ

ロ

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

フ

ソ

バ

ク

テ

リ

ウ

ム

属

チ

フ

ス

・

パ

ラ

チ

フ

ス

菌

バ
ー

グ

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

緑

膿

菌

ヘ

リ

コ

バ

ク

タ

ー

・

ピ

ロ

リ
ニ
ュ
ー
キ
ノ
ロ
ン
系

シタフロキサ
シン水和物

グレースビット
錠50㎎

STFX 経
口

● ● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

インフ
ルエン
ザ菌

● ● ● ●

トラコマ
ティス・
ニュー
モニエ

ニュー
モニエ

レジオネラ・
ニューモフィラ、
ポルフィロモナス
属

ラスクフロキ
サシン塩酸塩

ラスビック錠
75㎎

LSFX 経
口

● ● ●

（ブラン
ハメラ）
カタラー
リス

● ●

インフ
ルエン
ザ菌

●

ニュー
モニエ

レジオネラ・
ニューモフィラ

オ
キ
サ
ゾ
リ
ジ
ノ
ン
系

リネゾリド リネゾリド錠
600㎎「明治」

LZD 経
口 ② ④

リネゾリド点滴
静注液600㎎
「明治」

注
射 ② ④

テジゾリドリン
酸エステル

シベクトロ錠
200㎎

TZD 経
口 ②

シベクトロ点
滴静注用
200㎎

注
射 ②

配
合
剤

スルファメトキ
サゾール/トリ
メトプリム

バクタ配合
錠・配合顆
粒・ダイフェン
配合錠・配合
顆粒

ST 経
口

● ●

赤
痢
菌 ● ● ● ● ●

モ
ル
ガ
ニ
ー

レ
ッ
ト
ゲ
リ

インフ
ルエン
ザ菌

ニューモシスチ
ス・イロベチー
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高カロリー輸液一覧

薬品名

成　分

ハイカリック
液-1号
（700mL）

ハイカリック
液-2号
（700mL）

ハイカリック
液-3号
（700mL）

ハイカリック
RF

（500mL）

フルカリック
1号

（903mL）

フルカリック
2号

（1003mL）

フルカリック
3号

（1103mL）

成　
　
　

分　

（
g
）

ブドウ糖 120 175 250 250 120 175 250

果糖 － － － － － － －

キシリトール － － － － － － －

（糖質合計） 120 175 250 250 120 175 250

塩化ナトリウム － － － 0.585 1.169 1.169 1.169

塩化カリウム － － － － 0.746 0.746 0.746

酢酸カリウム 2.47 2.47 2.15 － 1.168 1.168 1.168

（50%）L-乳酸ナトリウム液 
L-乳酸ナトリウムとして

－ 
－

－ 
－

－ 
－

3.36 
1.68

6.724 
3.362

6.724 
3.362

6.724 
3.362

グルコン酸カルシウム水和物 1.91 1.91 1.91 0.675 1.906 1.906 1.906

硫酸マグネシウム水和物 1.24 1.24 1.24 － － － －

塩化マグネシウム － － － 0.305 1.017 1.017 1.017

リン酸二水素カリウム 0.66 0.66 1.10 － 1.100 1.100 1.100

硫酸亜鉛水和物 3.0㎎ 3.0㎎ 6.0㎎ 2.9㎎ 5.8㎎ 5.8㎎ 5.8㎎

電　

解　

質　

（
m
E
q
）

Na＋ － － － 25 50 50 50

K＋ 30 30 30 － 30 30 30

Mg2＋ 10 10 10 3 10 10 10

Ca2＋ 8.5 8.5 8.5 3 8.5 8.5 8.5

Cl－ － － － 15 49 49 49

SO4
2－ 10 10 10 － － － －

Acetate－ 25 25 22 － 11.9 11.9 11.9

L-Lactate－ － － － 15 30 30 30

Gluconate－ 8.5 8.5 8.5 3 8.5 8.5 8.5

P 150㎎ 150㎎ 250㎎ － 250㎎ 250㎎ 250㎎

Zn 10μmol 10μmol 20μmol 10μmol 20μmol 20μmol 20μmol

ア
ミ
ノ
酸
量

総遊離アミノ酸 － － － － 20g 30g 40g

総窒素 － － － － 3.12g 4.68g 6.24g

必須アミノ酸/非必須アミノ酸 － － － － 1.33 1.33 1.33

分岐鎖アミノ酸/総遊離アミノ酸 － － － － 31.0w/w% 31.0w/w% 31.0w/w%

総熱量 480kcal 700kcal 1000kcal 1000kcal 560kcal 820kcal 1160kcal

非蛋白熱量 － － － － 480kcal 700kcal 1000kcal

非蛋白熱量/窒素 － － － － 154 150 160

pH 3.5～4.5 3.5～4.5 3.5～4.5 4.0～5.0 4.5～5.5 4.8～5.8 4.9～5.9

浸透圧比 約4 約6 約8 約11 約4 約5 約6

アミノ酸輸液一覧Ⅰ

薬品名
成　分

アミパレン
（300mL）

アミノレバン
（200mL）

キドミン
（200mL）

プレアミン-P
（200mL）

モリヘパミン
（300mL）

成　
　
　

分　

（
g
）

必
須
ア
ミ
ノ
酸

L-イソロイシン 2.40 1.80 1.80 1.600 2.76

L-ロイシン 4.20 2.20 2.80 3.200 2.835

L-リシン塩酸塩 
L-リシンとして

－ 
－

1.52 
1.22

－ 
－

－ 
－

－ 
－

L-リシン酢酸塩 
L-リシンとして

4.44 
3.15

－ 
－

1.42 
1.01

1.354 
－

1.185 
－

L-メチオニン 1.17 0.20 0.60 0.300 0.132

L-フェニルアラニン 2.10 0.20 1.00 0.500 0.090

L-トレオニン 1.71 0.90 0.70 0.480 0.642

L-トリプトファン 0.60 0.14 0.50 0.240 0.210

L-バリン 2.40 1.68 2.00 1.200 2.670

非
必
須
ア
ミ
ノ
酸

L-アルギニン塩酸塩 
L-アルギニンとして

－ 
3.15

1.46 
1.21

－ 
0.90

－ 
2.000

－ 
4.611

L-ヒスチジン塩酸塩水和物 
L-ヒスチジンとして

－ 
1.50

0.64 
0.47

－ 
0.70

－ 
0.500

－ 
0.930

L-アラニン 2.40 1.50 0.50 1.040 2.520

L-アスパラギン酸 0.30 － 0.20 0.160 0.060

L-グルタミン酸 0.30 － 0.20 0.160 －

L-プロリン 1.50 1.60 0.60 1.200 1.590

L-セリン 0.90 1.00 0.60 0.800 0.780

L-シスチン － － － － －

L-システイン塩酸塩水和物 
L-システインとして

－ 
0.30

0.08 
0.06

－ 
0.20

－ 
0.300

－ 
－

L-チロシン 0.15 － 0.10 0.120 0.120

グリシン 1.77 1.80 － 0.400 1.620

アミノエチルスルホン酸 － － － 0.040 －

糖質
w/v%
（g）

ブドウ糖 － － － － －

キシリトール － － － － －

D-ソルビトール － － － － －

　　　総遊離アミノ酸濃度 （w/v%） 10.0 7.99 7.205 7.60 7.470

　　　　　   総窒素 （g/dL） 1.566 1.22 1.00 1.175 1.318

pH 6.5～7.5 5.5～6.5 6.5～7.5 6.5～7.5 6.6～7.6

浸透圧比 約3 約3 約2 2.3～2.8 約3
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アミノ酸輸液一覧Ⅱ
薬品名

成　分 ツインパル（500mL）

成　
　
　

分　

（
g
）

必
須
ア
ミ
ノ
酸

L-イソロイシン 1.2

L-ロイシン 2.1

L-リシン塩酸塩 
L-リシンとして

1.965 
1.573

L-メチオニン 0.585

L-フェニルアラニン 1.05

L-トレオニン 0.855

L-トリプトファン 0.3

L-バリン 1.2

非
必
須
ア
ミ
ノ
酸

L-アルギニン 1.575

L-ヒスチジン 0.75

L-アラニン 1.2

L-アスパラギン酸 0.15

L-プロリン 0.75

L-セリン 0.45

L-システイン 0.15

L-チロシン 0.075

グリシン 0.885

L-グルタミン酸 0.15

そ　

の　

他

ブドウ糖 37.5

塩化ナトリウム 0.399

リン酸二カリウム 0.870

L-乳酸ナトリウムとして 1.145

グルコン酸カルシウム水和物 0.560

硫酸マグネシウム水和物 0.312

硫酸亜鉛水和物 0.7㎎

電
解
質
（
m
E
q
／
L
）

Na＋ 17.5

K＋ 10

Ca2＋ 2.5

Mg2＋ 2.5

Cl－ 17.5

Zn 2.5μmol

L-Lactate－ （C3H5O3
－） 10

Phosphate2－ （H2PO4
－） 5mmol

SO4
2－ 2.5

Gluconate－ 2.5

　　　　　総遊離アミノ酸量 （g） 15

　　　　総遊離アミノ酸濃度 （w/v%） 3

　　　　　　 総窒素量 （g） 2.36

pH 約6.9

浸透圧比 約3

　　　　　   非蛋白熱量 （kcal） 150

　　　　　　　総熱量 （kcal） 210

アミノ酸・糖・電解質・総合ビタミン液の組成一覧
1. 大室

容　量

成　分

フルカリック1号
（903mL）

フルカリック2号
（1003mL）

フルカリック3号
（1103mL）

700mL中 700mL中 700mL中

糖（g） ブドウ糖 120 175 250

電解質
（g）

L-乳酸ナトリウム液 
L-乳酸ナトリウムとして

6.724 
3.362

6.724 
3.362

6.724 
3.362

グルコン酸カルシウム水和物 1.906 1.906 1.906

塩化ナトリウム 1.169 1.169 1.169

酢酸カリウム 1.168 1.168 1.168

リン酸二水素カリウム 1.100 1.100 1.100

塩化マグネシウム 1.017 1.017 1.017

塩化カリウム 0.746 0.746 0.746

硫酸亜鉛水和物 5.8㎎ 5.8㎎ 5.8㎎

水溶性
ビタミン
（㎎）

チアミン塩化物塩酸塩 1.5 1.5 1.5

ピリドキシン塩酸塩 2 2 2

ニコチン酸アミド 20 20 20

2. 中室

容　量

成　分

フルカリック1号 フルカリック2号 フルカリック3号

200mL中 300mL中 400mL中

アミノ酸
（g）

L-イソロイシン 1.700 2.550 3.400

L-ロイシン 2.700 4.050 5.400

リンゴ酸リシン 2.305 3.521 4.737

亜硫酸リシン 
L-リシンとして

0.108 
1.6

0.108 
2.4

0.108 
3.2

L-メチオニン 0.780 1.170 1.560

L-フェニルアラニン 1.540 2.310 3.080

L-トレオニン 0.960 1.440 1.920

L-トリプトファン 0.320 0.480 0.640

L-バリン 1.800 2.700 3.600

リンゴ酸システイン 
L-システインとして

0.310 
0.2

0.465 
0.3

0.620 
0.4

L-チロシン 0.100 0.150 0.200

L-アルギニン 2.220 3.330 4.440

L-ヒスチジン 0.940 1.410 1.880

L-アラニン 1.720 2.580 3.440

L-アスパラギン酸 0.100 0.150 0.200

L-グルタミン酸 0.100 0.150 0.200

グリシン 1.100 1.650 2.200

L-プロリン 1.280 1.920 2.560

L-セリン 0.840 1.260 1.680

水溶性
ビタミン
（㎎）

アスコルビン酸 50 50 50

リボフラビンリン酸エステルナトリウム 
リボフラビンとして

2.54 
2

2.54 
2

2.54 
2

パンテノール 
パントテン酸として

7.02 
7.5

7.02 
7.5

7.02 
7.5
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3. 小室

容　量

成　分

フルカリック1号 フルカリック2号 フルカリック3号

3mL中 3mL中 3mL中

水溶性
ビタミン
（㎎）

シアノコバラミン 5μg 5μg 5μg

葉酸 0.2 0.2 0.2

ビオチン 0.05 0.05 0.05

脂溶性
ビタミン
（㎎）

レチノールパルミチン酸エステル 1650 IU 1650 IU 1650 IU

エルゴカルシフェロール 5μg 5μg 5μg

トコフェロール酢酸エステル 7.5 7.5 7.5

フィトナジオン 1 1 1

4. 混合後

容　量
成　分

フルカリック1号
（903mL）

フルカリック2号
（1003mL）

フルカリック3号
（1103mL）

糖（g）
ブドウ糖 120 175 250

糖濃度 13.29% 17.45% 22.67%

電解質
（mEq）

Na＋ 50 50 50

K＋ 30 30 30

Mg2＋ 10 10 10

Ca2＋ 8.5 8.5 8.5

Cl－ 49 49 49

Acetate－ 11.9 11.9 11.9

L-Lactate－ 30 30 30

Gluconate－ 8.5 8.5 8.5

P 250㎎ 250㎎ 250㎎

Zn 20μmol 20μmol 20μmol

ビタミン
（㎎）

チアミン塩化物塩酸塩 1.5 1.5 1.5

リボフラビンリン酸エステルナトリウム 2.54 2.54 2.54

ピリドキシン塩酸塩 2 2 2

シアノコバラミン 5μg 5μg 5μg

ニコチン酸アミド 20 20 20

パンテノール 7.02 7.02 7.02

葉酸 0.2 0.2 0.2

ビオチン 0.05 0.05 0.05

アスコルビン酸 50 50 50

レチノールパルミチン酸エステル 1650 IU 1650 IU 1650 IU

エルゴカルシフェロール 5μg 5μg 5μg

トコフェロール酢酸エステル 7.5 7.5 7.5

フィトナジオン 1 1 1

アミノ酸

総遊離アミノ酸 （g） 20 30 40

総窒素 （g） 3.12 4.68 6.24

必須アミノ酸/非必須アミノ酸 1.33 1.33 1.33

分岐鎖アミノ酸/総遊離アミノ酸 （w/w%） 31.0 31.0 31.0

 総熱量 （kcal） 560 820 1160

 非蛋白熱量 （kcal） 480 700 1000

非蛋白熱量/窒素 154 150 160

pH 4.5～5.5 4.8～5.8 4.9～5.9

浸透圧比 約4 約5 約6

アミノ酸・糖・電解質・総合ビタミン・微量元素液の組成一覧
1. 上室液（K＋濃度：1 号が 27mEq/L、2 号が 33mEq/L）

容　量

成　分

エルネオパNF1号
（1000mL）

エルネオパNF2号
（1000mL）

492mL中 492mL中

糖質 ブドウ糖 （g） 120 175

電解質

塩化ナトリウム （g） 2.22 2.05

塩化カリウム （g） 0.597 0.746

L-乳酸ナトリウム （g） 1.27 1.59

リン酸二水素カリウム （g） 0.688 0.821

微量元素 ヨウ化カリウム （㎎） 0.083 0.083

ビタミン

チアミン塩化物塩酸塩 （㎎）
チアミンとして （㎎）

3.84 
3

3.84 
3

ピリドキシン塩酸塩 （㎎） 
ピリドキシンとして （㎎）

3.675 
3

3.675 
3

シアノコバラミン （μg） 2.5 2.5

パンテノール （㎎） 
パントテン酸として （㎎）

7 
7.5

7 
7.5

2. 小室 V 液

容　量

成　分

エルネオパNF1号
（1000mL）

エルネオパNF2号
（1000mL）

4mL中 4mL中

ビタミン

リボフラビンリン酸エステルナトリウム （㎎） 
リボフラビンとして （㎎）

2.3 
1.8

2.3 
1.8

アスコルビン酸 （㎎） 100 100

ビオチン （μg） 30 30

ビタミンA油 （ビタミンA単位） 1650 1650

コレカルシフェロール （μg） 2.5 2.5

トコフェロール酢酸エステル （㎎） 5 5

フィトナジオン （㎎） 0.075 0.075

3. 小室 T 液

容　量

成　分

エルネオパNF1号
（1000mL）

エルネオパNF2号
（1000mL）

4mL中 4mL中

微量元素

塩化第二鉄水和物 （㎎） 2.703 2.703

塩化マンガン水和物 （㎎） 0.09895 0.09895

硫酸亜鉛水和物 （㎎） 8.625 8.625

硫酸銅水和物 （㎎） 0.624 0.624



62_03_大阪医大_デン付録 2020年12月24日 午後12時16分42 62_03_大阪医大_デン付録 2020年12月24日 午後12時16分43

付43付42

4. 下室液（K＋濃度：1 号が 18mEq/L、2 号が 22mEq/L）

容　量

成　分

エルネオパNF1号
（1000mL）

エルネオパNF2号
（1000mL）

500mL中 500mL中

アミノ酸

L-ロイシン （g） 2.80 4.20

L-イソロイシン （g） 1.60 2.40

L-バリン （g） 1.60 2.40

L-リシン酢酸塩 （g）
L-リシンとして （g）

2.96 
2.1

4.44 
3.15

L-トレオニン （g） 1.14 1.71

L-トリプトファン （g） 0.40 0.60

L-メチオニン （g） 0.78 1.17

アセチルシステイン （g）
L-システインとして （g）

0.27 
0.2

0.40 
0.3

L-フェニルアラニン （g） 1.40 2.10

L-チロシン （g） 0.10 0.15

L-アルギニン （g） 2.10 3.15

L-ヒスチジン （g） 1.00 1.50

L-アラニン （g） 1.60 2.40

L-プロリン （g） 1.00 1.50

L-セリン （g） 0.60 0.90

グリシン （g） 1.18 1.77

L-アスパラギン酸 （g） 0.20 0.30

L-グルタミン酸 （g） 0.20 0.30

電解質

塩化カルシウム水和物 （g） 0.294 0.37

硫酸マグネシウム水和物 （g） 0.493 0.62

酢酸カリウム （g） 0.884 1.08

ビタミン
ニコチン酸アミド （㎎） 20 20

葉酸 （㎎） 0.3 0.3

5. 混合時（1 袋中）

容　量

成　分

エルネオパNF1号 エルネオパNF2号

1000mL中 1000mL中

糖質
ブドウ糖 （g） 120 175

糖濃度 （%） 12 17.5

電解質

Na＋ * （mEq） 50 50

K＋ （mEq） 22 27

Mg2＋ （mEq） 4 5

Ca2＋ （mEq） 4 5

Cl－ （mEq） 50 50

SO4
2－ （mEq） 4 5

Acetate－ * （mEq） 39 48

L-Lactate－ （mEq） 11 14

Citrate3－ * （mEq） 8 12

P （mmol）
 （㎎）

5 
157

6 
187

ビタミン

チアミン塩化物塩酸塩 （㎎） 3.84 3.84

リボフラビンリン酸エステルナトリウム （㎎） 2.3 2.3

ピリドキシン塩酸塩 （㎎） 3.675 3.675

シアノコバラミン （μg） 2.5 2.5

ニコチン酸アミド （㎎） 20 20

パンテノール （㎎） 7 7

葉酸 （㎎） 0.3 0.3

ビオチン （μg） 30 30

アスコルビン酸 （㎎） 100 100

ビタミンA油 （ビタミンA単位） 1650 1650

コレカルシフェロール （μg） 2.5 2.5

トコフェロール酢酸エステル （㎎） 5 5

フィトナジオン （㎎） 0.075 0.075

微量元素

鉄（Fe） （μmol） 10 10

マンガン（Mn） （μmol） 0.5 0.5

亜鉛（Zn） （μmol） 30 30

銅（Cu） （μmol） 2.5 2.5

ヨウ素（I） （μmol） 0.5 0.5

アミノ酸

総遊離アミノ酸 （g） 20 30

総窒素 （g） 3.13 4.7

必須アミノ酸/非必須アミノ酸 1.44 1.44

分岐鎖アミノ酸含有率 （w/w%） 30 30

 総熱量 （kcal） 560 820

 非蛋白熱量 （kcal） 480 700

非蛋白熱量/窒素 153 149

pH 約5.2 約5.4

浸透圧比 約4 約6

* 添加物に由来するものを含む。
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経腸栄養剤の組成一覧（100kcal 中）
成　分　栄　養 成分栄養（肝不全用） 半　消　化　態

薬品名 エレンタール配合内用剤 エレンタールP乳幼児用配合内用剤 ヘパンED配合内用剤 エンシュア・リキッド エンシュア・H

会社名 EAファーマ EAファーマ EAファーマ アボット アボット

規格 80g/袋 40g/袋 80g/包 250mL/缶 250mL/缶

100gまたは100mLあたりの熱量 （kcal） 375 390 387.5 100 150

蛋白質 （g） 4.7 3.36 3.68 3.52 3.52

糖質 （g） 21.1 19.9 19.9 13.72 13.73

脂質 （g） 0.17 0.9 0.9 3.52 3.52

主原料
結晶アミノ酸（18種類） 

デキストリン 
大豆油

結晶アミノ酸（18種類） 
デキストリン 

大豆油

結晶アミノ酸（15種類） 
デキストリン 

大豆油

カゼイン　コーン油 
分離大豆蛋白 
大豆レシチン 
デキストリン 
精製白糖

カゼイン　コーン油 
分離大豆蛋白 
大豆レシチン 
デキストリン 
精製白糖

浸透圧 （mOsm/L） 761（1kcal/mL時） 630（1kcal/mL時） 633（310kcal/300mL） 約330 約540

ビ　

タ　

ミ　

ン

A（レチノール） （IU）
レチノール酢酸エステルとして

216
レチノール酢酸エステルとして

346
レチノール酢酸エステルとして

232
レチノールパルミチン酸エステルとして

250
レチノールパルミチン酸エステルとして

250.1

D（コレカルシフェロール） （IU） エルゴカルシフェロールとして17.1 エルゴカルシフェロールとして109 エルゴカルシフェロールとして49 20 20

B1 （チアミン） （㎎） チアミン塩化物塩酸塩として0.06 チアミン塩化物塩酸塩として0.10 チアミン塩化物塩酸塩として0.29 チアミン塩化物塩酸塩として0.172 チアミン塩化物塩酸塩として0.17

B2 （リボフラビン） （㎎）
リボフラビンリン酸エステルNaとして

0.085
リボフラビンリン酸エステルNaとして0.13 リボフラビンリン酸エステルNaとして0.31 0.17 0.173

B6 （ピリドキシン） （㎎） ピリドキシン塩酸塩として0.089 ピリドキシン塩酸塩として0.14 ピリドキシン塩酸塩として0.22 ピリドキシン塩酸塩として0.2 ピリドキシン塩酸塩として0.24

ナイアシン（ニコチン酸アミド） （㎎） 0.73 1.17 1.06 2.0 2.0

パントテン酸 （㎎） パントテン酸Caとして0.40 パントテン酸Caとして0.63 パントテン酸Caとして0.53 パントテン酸Caとして0.5 パントテン酸Caとして0.54

葉酸 （μg） 14.6 23.59 42.6 20 20

B12 （シアノコパラミン） （μg） 0.24 0.38 0.71 0.6 0.61

C（アスコルビン酸） （㎎） 2.60 9.17 7.55 15.2 15.2

K（フィトナジオン） （μg） 3.00 4.61 14.19 7 7.01

E（トコフェロール） （㎎）
トコフェロール酢酸エステルとして

1.1
トコフェロール酢酸エステルとして

1.76
トコフェロール酢酸エステルとして

5.35
トコフェロール酢酸エステルとして

3.29
トコフェロール酢酸エステルとして

3.29

ビオチン （μg） 13.0 21.03 12.58 15.2 15.2

コリン （㎎） 重酒石酸コリンとして5.97 重酒石酸コリンとして26.9 重酒石酸コリンとして27.10 塩化コリンとして60 塩化コリンとして61.3

ミ　

ネ　

ラ　

ル

Na （㎎） 86.7 92.8 59.4 80 80

Cl （㎎） 172.3 164.9 121.5 136 136

K （㎎） 72.5 158.7 70.3 148 149.3

Mg （㎎） 13.3 14.0 12.9 20 20

Ca （㎎） 52.5 109.2 78.9 52 53.3

P （㎎） 40.5 84.4 60.9 52 53.3

Fe （㎎） 0.6 1.6 0.34 0.9 0.90

I （μg） 5.1 7.9 8.0 － －

Mn （㎎） 0.1 0.16 0.09 0.2 0.2

Cu （μg） 66.7 112.8 67.7 100 101.3

Zn （㎎） 0.6 0.95 1.15 1.5 1.50

Cr （μg） － － － － －

Mo （μg） － － － － －

Se （μg） － － － － －

pH 約6.0（1kcal/mL時） 6.1（1kcal/mL時） 6.1（1.03kcal/mL時） 約6.6 約6.5
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経腸栄養剤の組成一覧（100kcal 中）（続き）

半　　　　　　消　　　 　　　化　　　　　　態 半消化態（肝不全用）

薬品名 ラコールNF配合経腸用液 ラコールNF配合経腸用半固形剤 エネーボ配合経腸用液 イノラス配合経腸用液 アミノレバンEN配合散

会社名 イーエヌ大塚 大塚 アボット 大塚製薬 大塚

規格 200mL/袋 300g/バッグ 250mL/缶 187.5mL/袋 50g/包

100gまたは100mLあたりの熱量 （kcal） 100 100 120 160 426

蛋白質 （g） 4.38 4.38 4.5 4 6.34

糖質 （g） 15.62 15.62 13.2 13.26 14.8

脂質 （g） 2.23 2.23 3.2 3.22 1.74

主原料

乳カゼイン　分離大豆蛋白 
トリカプリリン　大豆油 

シソ油　パーム油 
マルトデキストリン 

精製白糖

乳カゼイン　分離大豆蛋白 
トリカプリリン　大豆油 

シソ油　パーム油 
マルトデキストリン 

精製白糖

蛋白質（分離牛乳・濃縮乳清・分離大豆） 
高オレイン酸ヒマワリ油　ナタネ油 

中鎖脂肪酸トリグリセリド　精製白糖 
魚油　大豆レシチン　デキストリン 

難消化性デキストリン　フラクトオリゴ糖 
大豆多糖類

濃縮乳蛋白質 
カゼインナトリウム 

トリカプリリン　コーン油
シソ油　魚油

部分加水分解デンプン 
イヌリン

アミノ酸 
ペプタイド（カゼイン） 

デキストリン 
米油

浸透圧 （mOsm/L） 330～360 － 約350 約670 －

ビ　

タ　

ミ　

ン

A（レチノール） （IU）
レチノールパルミチン酸エステルとして

207
レチノールパルミチン酸エステルとして

207
レチノールパルミチン酸エステルとして

0.103㎎
レチノールパルミチン酸エステル

として314.6
ビタミンA油として219

D（コレカルシフェロール） （IU） 13.6 13.6 0.93μg 66.7 エルゴカルシフェロールとして21.9

B1 （チアミン） （㎎） チアミン塩化物塩酸塩として0.483 チアミン塩化物塩酸塩として0.483 チアミン塩化物塩酸塩として0.19 フルスルチアミン塩酸塩として0.20 0.05

B2 （リボフラビン） （㎎）
リボフラビンリン酸エステルNaとして

0.311
リボフラビンリン酸エステルNaとして

0.311
0.266

リボフラビンリン酸エステルNaとして
0.199

0.08

B6 （ピリドキシン） （㎎） ピリドキシン塩酸塩として0.455 ピリドキシン塩酸塩として0.455 ピリドキシン塩酸塩として0.31 ピリドキシン塩酸塩として0.189 0.09

ナイアシン（ニコチン酸アミド） （㎎） 2.5 2.5 1.5 1.67 0.71

パントテン酸 （㎎） パントテン酸Caとして1.041 パントテン酸Caとして1.041 パントテン酸Caとして0.9 パントテン酸Caとして0.725 0.51

葉酸 （μg） 37.5 37.5 22.66 26.7 23.5

B12 （シアノコパラミン） （μg） 0.32 0.32 0.29 0.5 0.23

C（アスコルビン酸） （㎎） L-アスコルビン酸Naとして31.6 L-アスコルビン酸Naとして31.6 21
L-アスコルビン酸2-グルコシド

として42.63
2.88

K（フィトナジオン） （μg） 6.25 6.25 9.66 メナテトレノンとして8.33 2.58

E（トコフェロール） （㎎）
トコフェロール酢酸エステルとして

0.65
トコフェロール酢酸エステルとして

0.65
3.67

トコフェロール酢酸エステルとして
2.493

3.98

ビオチン （μg） 3.86 3.86 4.33 5.56 11.7

コリン （㎎） － － コリン塩化物として83.3 コリン塩化物として81.90 2.38

ミ　

ネ　

ラ　

ル

Na （㎎） 73.8 73.8 76.6 90 18.3

Cl （㎎） 117 117 83.3 138.6 102.7

K （㎎） 138 138 100 183.6 99.6

Mg （㎎） 19.3 19.3 17.3 41.1 9.49

Ca （㎎） 44 44 96.6 88.8 27.4

P （㎎） 44 44 83.3 111.1 43.4

Fe （㎎） 0.625 0.625 1.46 1.22 0.62

I （μg） － － － 14.3 4.51

Mn （㎎） 0.133 0.133 0.46 0.44 0.09

Cu （μg） 125 125 160 100 61.0

Zn （㎎） 0.64 0.64 1.5 1.33 0.4

Cr （μg） － － 10.3 4.36 －

Mo （μg） － － 11.3 3.3 －

Se （μg） － － 6.6 5.63 －

pH 6.0～7.2 5.8～6.3 6.1～7.0 約6.1 5.5～7.0（1kcal/mL時）
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電解質輸液一覧

分　　類 細 胞 外 液 補 充 輸 液
点　滴
開始液

維　　持　　液
術　後
回復液

血 漿 増 量 剤

薬 品 名

生
理
食
塩
液

ポ
タ
コ
ー
ル
R

ソ
リ
ュ
ー
ゲ
ン
F

ソ
リ
ュ
ー
ゲ
ン
G

フ
ィ
ジ
オ
1
4
0

ビ
カ
ー
ボ
ン

ビ
カ
ネ
イ
ト

ソ
ル
デ
ム
1

ソ
ル
デ
ム
3
A

Ｙ
Ｄ
ソ
リ
タ

－

Ｔ
３
号
Ｇ

ア
ク
チ
ッ
ト

ヴ
ィ
ー
ン
3
G

グ
ル
ア
セ
ト
3
5

ソ
リ
タ
ッ
ク
ス

－

H

ソ
ル
デ
ム
6

低
分
子
デ
キ
ス
ト
ラ
ン
L

サ
リ
ン
ヘ
ス

ボ
ル
ベ
ン

成　
　

分　

（
W
／
V
%
）

ブドウ糖 － － － 5 1 － － 2.6 4.3 7.5 － 5 10 12.5 4 － － －

果糖 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

キシリトール － － － － － － － － － － － － － － － － － －

塩化ナトリウム 0.9 0.6 0.6 0.6 0.637 0.614 0.584 0.414 0.09 0.09 0.1461 0.14612 0.0878 0.1754 0.117 0.6 0.9 0.9

塩化カリウム － 0.03 0.03 0.03 0.0298 0.03 0.03 － 0.149 0.149 0.0522 0.0522 0.0746 0.0746 － 0.03 － －

塩化カルシウム水和物 － 0.02 0.02 0.02 － 0.022 0.022 － － － － － － 0.0368 － 0.02 － －

塩化マグネシウム － － － － 0.0204 0.0102 0.02 － － － 0.0508 0.05084 0.0306 0.0306 － － － －

L-乳酸ナトリウム － 0.31 － － － － － 0.224 0.224 0.224 － － － 0.2242 0.112 0.31 － －

（無水）酢酸ナトリウム － － 0.38 0.38 （0.205） － － － － － 0.2721 0.27216 （0.1642） － － － － －

グリセロリン酸カリウム － － － － － － － － － － － － － 0.2484 － － － －

グルコン酸カルシウム水和物 － － － － 0.0674 － － － － － － － 0.1122 － － － － －

リン酸二水素カリウム － － － － － － － － － － 0.1361 0.1361 0.1362 － － － － －

炭酸水素ナトリウム － － － － － 0.21 0.235 － － － － － － － － － － －

その他 －
マルトース
水和物 

5
－ －

クエン酸
ナトリウム
水和物 
0.0588

クエン酸
ナトリウム
水和物 
0.049

クエン酸
ナトリウム
水和物 

0.02

－ － －
マルトース 

5
－ － － －

デキスト
ラン 
10

ヒドロキ
シエチル
デンプン 

6

ヒドロキ
シエチル
デンプン 

6

電
解
質
（
m
E
q
／
L
）

Na＋ 154 130 130 130 140 135 130 90 35 35 45 45 35 50 30 130 154

K＋ － 4 4 4 4 4 4 － 20 20 17 17 20 30 － 4 － －

Ca2＋ － 3 3 3 3 3 3 － － － － － 5 5 － 3 － －

Mg2＋ － － － － 2 1 2 － － － 5 5 3 3 － － － －

Cl－ 154 109 109 109 115 113 109 70 35 35 37 37 28 48 20 109 154 154

Zn － － － － － － － － － － － － － － － － － －

L-Lactate－ － 28 － － － － － 20 20 20 － － － 20 10 28 － －

Phosphate2－ － － － － － － － － － － 10 10 p：10mmol/L 10mmol/L － － － －

Acetate－ － － 28 28 25 － － － － － 20 20 20 － － － － －

Gluconate－ － － － － 3 － － － － － － － 5 － － － － －

Citrate3－ － － － － 6 5 4 － － － － － － － － － － －

HCO3
－ － － － － － 25 28 － － － － － － － － － － －

 熱量 （kcal/L） － 200 － 200 40 － － 104 172 300 200 200 400 500 160 － － －

pH 4.5～8.0 3.5～6.5 6.5～7.5 4.0～6.5 5.9～6.2 6.8～7.8 6.8～7.8 4.5～7.0 5.0～6.5 3.5～6.5 4.3～6.3 4.3～6.3 4.7～5.3 5.7～6.5 4.5～7.0 5.0～7.5 5.0～7.0 4.0～5.5
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ニコペリック組成一覧

ニコペリック腹膜透析液
（1500mL）

ニコペリック腹膜透析液
（2000mL）

大　室 1260mL中 1680mL中

イコデキストリン（（C6H10O5）n・xH2O） 112.5g 150g

塩化ナトリウム（NaCl） 2.809g 3.745g

小　室 240mL中 320mL中

塩化ナトリウム（NaCl） 5.216g 6.955g

L-乳酸ナトリウム液 13.44g 17.92g

L-乳酸ナトリウム（C3H5NaO3）として 6.72g 8.96g

塩化カルシウム水和物（CaCl2・2H2O） 0.3855g 0.514g

塩化マグネシウム（MgCl2・6H2O） 0.0762g 0.1016g

＜添加物＞

水酸化ナトリウム（NaOH） 
（pH調整剤）

適量 適量

混合後 1500mL中 2000mL中

イコデキストリン（（C6H10O5）n・xH2O） 112.5g 150g

塩化ナトリウム（NaCl） 8.025g 10.7g

L-乳酸ナトリウム液 13.44g 17.92g

L-乳酸ナトリウム（C3H5NaO3）として 6.72g 8.96g

塩化カルシウム水和物（CaCl2・2H2O） 0.3855g 0.514g

塩化マグネシウム（MgCl2・6H2O） 0.0762g 0.1016g

＜成分・分量 （w/v%）＞

イコデキストリン（（C6H10O5）n・xH2O） 7.5

塩化ナトリウム（NaCl） 0.535

L-乳酸ナトリウム（C3H5NaO3） 0.448

塩化カルシウム水和物（CaCl2・2H2O） 0.0257

塩化マグネシウム（MgCl2・6H2O） 0.0051

＜電解質濃度 （mEq/L）＞

Na＋ 132

Ca2＋ 3.5

Mg2＋ 0.5

Cl－ 96

乳酸イオン 40

エクストラニール組成一覧

エクストラニール腹膜透析液

1.5L/袋 2L/袋

＜成分（g/L）＞

イコデキストリン（（C6H10O5）n・xH2O） 75

塩化ナトリウム（NaCl） 5.35

乳酸ナトリウム（C3H5NaO3） 4.48

塩化カルシウム（CaCl2・2H2O） 0.257

塩化マグネシウム（MgCl2・6H2O） 0.051

＜添加物＞

塩酸（HCl）（pH調整剤） 適量

水酸化ナトリウム（NaOH） （pH調整剤） 適量

＜電解質（mEq/L）＞

Na＋ 132

Ca2＋ 3.5

Mg2＋ 0.5

Cl－ 96

乳酸イオン 40
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院内製剤申請書（Ver.4）

 年　　 月　　 日

薬剤部長　殿

　下記の院内製剤の調製を依頼いたします。

製剤名： 

（倫理委員会承認年月日；　　　年　　月　　日、受付番号　　　　　　　　　）

 大阪医科薬科大学病院　　　　　　　科　医師 　　　　　　　　　　

患者氏名：　　　　　　　　　　 様

使用開始予定日：

処方：

使用目的：

 

必要事項を記入の上、薬剤部まで提出してください。調製に時間がかかりますので、使用

開始日の約１週間前には、申請書の提出をお願いいたします。また、使用に際しては、以

下の点を厳守してください。

◆ 院内製剤の管理および使用に関しては、申請者（主治医）が責任を持つこと

◆ 院内製剤は、本学以外では使用しないこと

◆ 申請する製剤の文献・資料を薬剤部に提出すること（新規申請時のみ）

◆ 使用後１ヶ月以内に院内製剤臨床使用報告書を提出すること

◆ 適応外の特殊な薬剤であることを患者様に説明し、同意をとること

上記内容を厳守できない場合は、調製をお断りする場合もありますので注意して下さい。

 

以上の項目について同意致します。

診療科名：

申請医師名：　　　　　　　　　　　印

連絡先：内線 TEL 　　　　　PHS 　　　　

医薬品情報 調剤・病棟 薬剤課長 薬剤部長

院内製剤臨床使用報告書（Ver.4）

 年　　 月　　 日

薬剤部長　殿

　診療科名：　　　　　　　　　　　

　責任医師名：　　　　　　　　　印　　連絡先：内線 TEL　　　　　　PHS　　　　　　

製剤名；

使用日（使用期間）；

臨床使用効果；

　有効性； □著明改善　　　　　　　□不変　　　　　　　　□その他

 □中等度改善　　　　　　□悪化　　　　　　　　　 （　 　　　　　　　 ）

 □軽度改善　　　　　　　□不明

副作用；  □あり　　　□なし

　症状；  □発赤　　　□発疹　　　□アレルギー様症状　　　□ショック

 □血液障害（　　　　　　　　　）　　　□神経障害（　　　　　　　　　）

 □肝障害（　　　　　　　　　　）　　　□腎障害（　　　　　　　　　　）

 □消化器症状（　　　　　　　　）　　　□呼吸器症状（　　　　　　　　）

 □循環器症状（　　　　　　　　）　　　□その他（　　　　　　　　　　）

　重症度； □軽度　　　□中等度　　　□高度

　当該製剤との因果関係；　□あり　　　　□なし　　　　□不明

製剤に関する所見；

　安全性； □問題なし　　□問題あり（具体的に；　　　　　　　　　　　　　　　 ）

　当該製剤の必要性；　□絶対必要　　□ある程度必要　　□不要　　□検討中

　当該製剤の改良点；

注意事項

★使用後１ヶ月以内に必要事項を記入の上、薬剤部へ提出して下さい。

★ 院内製剤分類表Ⅰ、Ⅱで申請書不要の院内製剤は、１年毎の診療科長からの臨床使用報告書の

提出により申請の更新となります。提出がない場合は削除の対象となるので注意して下さい。

医薬品情報 調剤・病棟 薬剤課長 薬剤部長

 大阪医科薬科大学病院 ※2021年4月改訂
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大阪医科薬科大学病院長 殿

化学療法レジメン申請書 □ 新規登録　□ 内容変更　□ 削除

申請科　　　　　　　　　　　申請者　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 申請

適応症 レジメン名

抗癌剤名（略号） 1日投与量 投与法 投与スケジュール（day 1、8等）

1コースの期間 総コース数

減量規定及び中止基準

□一般臨床  （□術前化学療法　□術後補助化学療法　□進行・再発癌（□1st line  □2nd line 以降 □Salvage））
□治験　　　  （治験審査委員会　□承認済　（承認日：　　年　　月　　日）　　□申請中　□未申請）
　　　　　　  （治験期間　　　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日）
□臨床試験　  （承認期間　　　　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日）

□臨床研究審査委員会（　　　　　）　　□本学研究倫理委員会　　 □病院倫理委員会
□承認済　（承認日：　　　年　　　月　　　日）　　（番号：　　　　　　　）　□申請中　□未申請

1日の投与スケジュール（輸液、プレメディも含む）

 投与日  Rp　　　　薬剤名　　　　　投与量　　　　投与方法　　　　投与時間　　　　備考

その他
（レジメン解説、

文献、エビデンス）

【事務局使用欄】

　　　　年　　月　　日　 登録承認・不承認・保留　

改訂　2版 　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　

　　　3版 　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　

　　　4版 　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　

　　　5版 　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　

　　　6版 　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　

　　　7版 　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　

　　　8版 　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　

 （2021年4月改訂）
 大阪医科薬科大学病院

新規採用医薬品の採用手順

◇薬剤部長宛「医薬品情報提供許可願い」の申請◇

① 薬剤部（医薬品情報管理部門）は、メーカー担当者と採用希望医薬品のヒア

リングの日程を決める。

② ヒアリングは薬剤師数名とメーカー担当者で行い、ヒアリング後に「医薬品

情報提供許可願い」用紙を交付する。

③ ヒアリングを実施した薬剤師は「ヒアリング結果報告」を作成する。

④ メーカー担当者は、薬剤部（医薬品情報管理部門）に「医薬品情報提供許可

願い」を提出し、薬剤部長の許可を得る。許可後、情報提供活動を実施する。

◇病院長宛「医薬品採用願」の申請◇

① 医薬品の新規採用を希望する診療科又は中央診療部門は、「医薬品採用願」

を病院長宛に作成し、薬剤部長に提出する。

② 薬事委員会は、「医薬品採用願」を基に当該医薬品の採用の可否を審議する。

原則として、薬事委員会開催日の 14 日前までに提出された医薬品を審議対

象とする。

　 薬事委員会は、原則として、年 9 回開催する（3 月、8 月、12 月は開催しな

い）。

③審議結果は、審議結果報告書として病院長に答申し、病院長が決裁する。

④ 病院長の決裁後に、申請診療科又は中央診療部門に、当該医薬品の採用につ

いて「医薬品採用決裁・購入通知書」で通知する。

⑤ 新規採用となった医薬品の詳細情報は、薬剤部から関連部署に「採用新薬の

要点」として周知される。新規採用薬は、原則として薬事委員会開催月の翌

月から使用可能とする。

◇「緊急採用願」について◇

① 薬事委員会の審議を経ずに、やむを得ず緊急に医薬品の購入が必要な場合

は、例外として、「緊急医薬品購入願」を薬剤部に提出する。

受付番号

レジメン数番号

レジメン登録NO.

推奨度

セット登録 Picky入力 確認 医師確認
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 年　　 月　　 日

大阪医科薬科大学病院長 殿

医 薬 品 採 用 願

 　　　　　　　　科：診療科長　　　　　　　　　　　㊞

 薬事委員　　　　　　　　　　　㊞

一般名 治験薬コード

製造メーカー 本学開発状況 有 ［実施科名：　　　　科］ ・ 無

発売日 薬価収載日

商品名
・

販売メーカー 併売品も記入［併売品がある場合、納入価格等の検討が必要となるため］

剤　形 購入希望剤形

作
用
機
序
の
要
点

［箇条書もしくは簡潔に記載］

新
規
性

［箇条書もしくは簡潔に記載］

申
請
医
薬
品
の
必
要
性

同効薬との相違点（作用機序、副作用、薬剤選択等を中心に）

緊急度（希望購入時期） 見込対象患者数

他の治療薬との比較　［対象疾患： ］

本薬 類似薬（申請科で処方頻度の多いものから順に）

一般名・商品名

効能効果

用法用量

１日常用量薬価 a） 1） 2） 3） 4） 5） 6）

有効率（≧有効） b）  ％

　〃　（≧有効） c）  ％

副作用（承認時）  ％

　〃　（～PMS） c）  ％

副
　
作
　
用

重篤なもの

その他特徴的なもの

過去６ヶ月の使用量
（薬剤部が記入）

ａ）　成人１日最低量で記載

ｂ）　治験対象疾患についての国内二重盲検での有効率

　　 ［対照薬： １： ２： ３： ４： ５： ６： ］

ｃ）　JAPICの最新版「日本医薬品集」の臨床適用の項を参照

註：用法～副作用の項目について、記入困難な場合は、薬剤部で記入します。
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 年　　 月　　 日

大阪医科薬科大学病院 病院長 殿

緊 急 医 薬 品 購 入 願

商品名： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会社名： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　格： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対象患者名： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ID 番号： 　　　　　　　　 ／　　　　　　　　 病棟・外来

使用予定日： 　　　　　　　　　　使用期間：　　　　　　　　

１日量： 　　　　　　　　　初回発注量：　　　　　　　　

申請科名： 　　　　　　　　　　　科

診療科長名： 　　　　　　　　　　　印

申請医師名： 　　　　　　　　　　　印　連絡先：　　　　　　

購入理由： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

★ 使用期間を過ぎても使用される場合は、薬剤部医薬品情報室（内線：2868）に連絡してく

ださい。

★状況に応じ、薬事委員会において審議対象と致します。

調剤・病棟 医薬品情報 薬剤課長 薬剤部長

2021年4月改訂

 年　　 月　　 日

薬剤部長 殿

 所属　　　　　　　　　　　　

 氏名　　　　　　　　　　　印

薬 剤 破 損 に 関 す る 始 末 書

破
損
薬
剤

品名 数量 薬価（合計）

事
象
の
概
略

（発生日・場所、対象患者など）

要
因
（
具
体
的
に
）

再
発
防
止
へ
の
取
り
組
み

所属長確認印

提出先；薬剤部
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 年　　 月　　 日

大阪医科薬科大学病院

病院長 殿

「特定患者使用薬剤」使用申請書

商品名： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会社名： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

規　格： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対象患者氏名： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ID 番号： 　　　　　　　　　　 □入院　（　　　　　　　）病棟

　　　　　　　　　　 □外来

使用予定日： 　　　　　　　　使用予定期間：　　　　　　　　

申請医師： 　　　　　　　　　　　　連絡先：　　　　　　

診療科： 　　　　　　　　　　　　　　　　　

診療科長： 　　　　　印　又は※　感染対策室長　　　　　　印
　　　　　　　　　　 または副室長：

　　　　　※特定抗菌薬の場合は、診療科長ではなく感染対策室長の承認が必要です。

　　　　申請理由　□全例調査対象で患者登録が必要な薬剤

　　　　　　　　　□許可制となっている特定抗菌薬（感染対策室の許可が必要）

　　　　　　　　　□その他

  ＜流通管理品目の薬剤は、納品までの時間を考慮して、余裕をもって申請してください＞

　　　　  ［薬剤部確認欄］　□プロファイルへの入力

　　　　　　　　　　　　  □発注確認：流通管理品目のみ

特定患者使用薬剤使用申請書Ver2.4

　　登録確認日

　 年　 月　 日

患者名：

患者ID：

 年　　 月　　 日

麻薬管理者 殿

持 参 麻 薬 報 告 書

入院患者の持参麻薬を報告いたします。

　　　　　　　　　　科　　　　　　　　病棟

持参年月日 麻薬の品名・規格 数量 備考

責任者 薬剤師 麻薬担当者
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投薬期間に上限が設けられている当院採用医薬品一覧
（2020 年 12 月 1 日現在）

薬品名 一般名 会社名 区分
制限
日数

分類

MSコンチン錠10㎎・30㎎・60㎎ モルヒネ硫酸塩水和物 塩野義製薬 麻， 内服 30日

アブストラル舌下錠100μg フェンタニルクエン酸塩 協和キリン 麻， 内服 14日

アモバン錠7.5 ゾピクロン サノフィ 向， 内服 30日 第3種

アルプラゾラム錠0.4㎎「サワイ」 アルプラゾラム 沢井製薬 向， 内服 30日 第3種

アンペック坐剤10㎎ モルヒネ塩酸塩水和物 大日本住友製薬 麻， 外用 30日

イソミタール原末 アモバルビタール 日本新薬 向， 内服 14日 第2種

エチゾラム錠0.5㎎「日医工」・1㎎「日
医工」

エチゾラム 日医工 向， 内服 30日 第3種

エバミール錠1.0 ロルメタゼパム バイエル薬品 向， 内服 30日 第3種

エリスパン錠0.25㎎ フルジアゼパム 大日本住友製薬 向， 内服 30日 第3種

オキシコドン徐放カプセル5㎎「テル
モ」・20㎎「テルモ」

オキシコドン塩酸塩水和
物

帝國製薬 麻， 内服 30日

オキシコンチンTR錠5㎎・20㎎・40㎎
オキシコドン塩酸塩水和
物

塩野義製薬 麻， 内服 30日

オキノーム散2.5㎎・5㎎・10㎎
オキシコドン塩酸塩水和
物

塩野義製薬 麻， 内服 30日

オキファスト注10㎎・50㎎
オキシコドン塩酸塩水和
物

塩野義製薬 麻， 注射 14日

オプソ内服液5㎎・10㎎ モルヒネ塩酸塩水和物 大日本住友製薬 麻， 内服 30日

コカイン塩酸塩「タケダ」原末 コカイン塩酸塩 武田薬品工業 麻， 内服 14日

コデインリン酸塩錠20㎎「タケダ」 コデインリン酸塩水和物 武田薬品工業 麻， 内服 30日

コンサータ錠18㎎・27㎎・36㎎
メチルフェニデート塩酸
塩

ヤンセンファーマ 向， 内服 30日 第1種

コントール散1% クロルジアゼポキシド 武田テバ 向， 内服 30日 第3種

サイレース錠1㎎・2㎎ フルニトラゼパム エーザイ 向， 内服 30日 第2種

セパゾン錠1・2 クロキサゾラム
アルフレッサ
ファーマ

向， 内服 30日 第3種

セルシン錠2㎎・5㎎ ジアゼパム 武田テバ 向， 内服 90日 第3種

セルシンシロップ0.1% ジアゼパム 武田テバ 向， 内服 90日 第3種

セレナール錠10 オキサゾラム
アルフレッサ
ファーマ

向， 内服 30日 第3種

ソラナックス0.4㎎錠・0.8㎎錠 アルプラゾラム ファイザー 向， 内服 30日 第3種

ゾルピデム酒石酸塩錠5㎎「明治」・
10㎎「明治」

ゾルピデム酒石酸塩
Meiji Seikaファ
ルマ

向， 内服 30日 第3種

ダイアップ坐剤4・6・10 ジアゼパム 和光堂 向， 外用 14日 第3種

タペンタ錠25㎎・100㎎ タペンタドール塩酸塩 ムンディファーマ 麻， 内服 30日

デパス錠0.5㎎・1㎎ エチゾラム 田辺三菱製薬 向， 内服 30日 第3種

デパス細粒1% エチゾラム 田辺三菱製薬 向， 内服 30日 第3種

ドラール錠20 クアゼパム 久光製薬 向， 内服 30日 第3種

患者氏名：

患者ID：

 年　　 月　　 日

医薬品安全管理責任者 殿

持参薬（サレド・レブラミド・ポマリスト）報告書

入院患者の持参薬（サレド・レブラミド・ポマリスト）について報告いたします。

　　　　　　　　科　　　　　　病棟

持参年月日 品名・規格 数量 備考

責任者 薬剤師 担当者
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薬品名 一般名 会社名 区分
制限
日数

分類

トリアゾラム錠0.25㎎「日医工」 トリアゾラム 日医工 向， 内服 30日 第3種

ナルサス錠2㎎・6㎎・24㎎ ヒドロモルフォン塩酸塩 第一三共 麻， 内服 30日

ナルベイン注2㎎ ヒドロモルフォン塩酸塩 第一三共 麻， 注射 14日

ナルラピド錠1㎎・2㎎・4㎎ ヒドロモルフォン塩酸塩 第一三共 麻， 内服 30日

ノルスパンテープ5㎎・10㎎ ブプレノルフィン ムンディファーマ 向， 外用 14日 第2種

バランス錠5㎎ クロルジアゼポキシド 丸石製薬 向， 内服 30日 第3種

ハルシオン0.25㎎錠 トリアゾラム ファイザー 向， 内服 30日 第3種

ヒダントールF配合錠
フェノバルビタール、他
配合剤

藤永製薬 向， 内服 90日 第3種

ビバンセカプセル20㎎・30㎎
リスデキサンフェタミンメシ
ル酸塩

塩野義製薬 覚， 内服 30日

フェノバールエリキシル0.4% フェノバルビタール 藤永製薬 向， 内服 90日 第3種

フェノバール錠30㎎ フェノバルビタール 藤永製薬 向， 内服 90日 第3種

フェノバルビタール散10%「ホエイ」 フェノバルビタール マイラン製薬 向， 内服 90日 第3種

フェンタニル注射液0.1㎎「テルモ」・
0.5㎎「テルモ」

フェンタニルクエン酸塩 テルモ 麻， 注射 30日

フェントステープ0.5㎎・1㎎・2㎎・4㎎ フェンタニルクエン酸塩 協和キリン 麻， 外用 30日

フルニトラゼパム錠1㎎「JG」・2㎎
「JG」

フルニトラゼパム 日本ジェネリック 向， 内服 30日 第2種

ブロチゾラムOD錠0.25㎎「サワイ」 ブロチゾラム 沢井製薬 向， 内服 30日 第3種

ベンザリン錠5 ニトラゼパム 共和製薬工業 向， 内服 90日 第3種

ベンザリン細粒1% ニトラゼパム 共和製薬工業 向， 内服 90日 第3種

ホリゾン散1% ジアゼパム 丸石製薬 向， 内服 90日 第3種

マイスタン錠10㎎ クロバザム アルフレッサ 向， 内服 90日 第3種

マイスタン細粒1% クロバザム
アルフレッサ
ファーマ

向， 内服 90日 第3種

マイスリー錠10㎎ ゾルピデム酒石酸塩 アステラス製薬 向， 内服 30日 第3種

メイラックス錠1㎎ ロフラゼプ酸エチル
Meiji Seikaファ
ルマ

向， 内服 30日 第3種

メサペイン錠5㎎ メサドン塩酸塩 テルモ 麻， 内服 14日

メンドンカプセル7.5㎎ クロラゼプ酸二カリウム マイランEPD 向， 内服 14日 第3種

モディオダール錠100㎎ モダフィニル
アルフレッサ
ファーマ

向， 内服 30日 第1種

モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 モルヒネ塩酸塩水和物 武田薬品工業 麻， 内服 30日

モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包
10㎎「フジモト」・30㎎「フジモト」

モルヒネ硫酸塩水和物 藤本製薬 麻， 内服 30日

モルヒネ塩酸塩注射液10㎎「タケダ」・
50㎎「タケダ」

モルヒネ塩酸塩水和物 武田薬品工業 麻， 注射 30日

ユーロジン1㎎錠・2㎎錠 エスタゾラム 武田テバ 向， 内服 30日 第3種

ラボナ錠50㎎
ペントバルビタールカル
シウム

田辺三菱製薬 向， 内服 14日 第2種

ランドセン錠0.5㎎ クロナゼパム 大日本住友製薬 向， 内服 90日 第3種

薬品名 一般名 会社名 区分
制限
日数

分類

リーゼ錠5㎎ クロチアゼパム 田辺三菱製薬 向， 内服 30日 第3種

リタリン錠10㎎
メチルフェニデート塩酸
塩

ノバルティス
ファーマ

向， 内服 30日 第1種

リボトリール錠1㎎ クロナゼパム 太陽ファルマ 向， 内服 90日 第3種

リボトリール細粒0.1% クロナゼパム 太陽ファルマ 向， 内服 90日 第3種

レキソタン錠2・5 ブロマゼパム アスペンジャパン 向， 内服 30日 第3種

レキソタン細粒1% ブロマゼパム アスペンジャパン 向， 内服 30日 第3種

レスミット錠5 メダゼパム 共和薬品工業 向， 内服 30日 第3種

レペタン坐剤0.2㎎ ブプレノルフィン塩酸塩 大塚製薬 向， 外用 14日 第2種

レペタン注0.2㎎ ブプレノルフィン塩酸塩 大塚製薬 向， 注射 30日 第2種

レンドルミンD錠0.25㎎ ブロチゾラム
日本ベーリン
ガー

向， 内服 30日 第3種

ロフラゼプ酸エチル錠1㎎「サワイ」 ロフラゼプ酸エチル 沢井製薬 向， 内服 30日 第3種

ロラゼパム錠0.5㎎「サワイ」 ロラゼパム 沢井製薬 向， 内服 30日 第3種

ワイパックス錠0.5 ロラゼパム ファイザー 向， 内服 30日 第3種

ワコビタール坐剤50
フェノバルビタールナトリ
ウム

和光堂 向， 外用 14日 第3種
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医薬品医療機器法に基づく副作用・感染症・不具合報告 
（医療関係者向け）

■制度の趣旨

　医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、日常、医療の現場においてみら

れる医薬品、医療機器又は再生医療等製品の使用によって発生する健康被害等

（副作用、感染症及び不具合）の情報を医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号。以下「法」という。）

第 68 条の 10 第 2 項に基づき、医薬関係者が厚生労働大臣に報告する制度で

す。報告された情報は、専門的観点から分析、評価され、必要な安全対策を講

じるとともに、広く医薬関係者に情報を提供し、医薬品、医療機器及び再生医

療等製品の市販後安全対策の確保を図ることを目的としています。

　なお、法第 68 条の 13 第 3 項に基づき、厚生労働大臣が独立行政法人医薬品

医療機器総合機構（以下「PMDA」という。）に医薬関係者についての副作用

等報告に係る情報の整理を行わせることとしたため、平成 26 年 11 月 25 日よ

り、報告窓口は PMDA に変わりました。

■報告対象施設・報告者

　すべての医療機関及び薬局等を対象とし、薬局開設者、病院若しくは診療所

の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者その他病院等において医療

に携わる者のうち業務上医薬品、医療機器又は再生医療等製品を取り扱う方が

報告者になります。

■報告対象となる情報

・ 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の使用による副作用、感染症又は不具

合の発生（医療機器及び再生医療等製品の場合は、健康被害が発生するおそ

れのある不具合も含む。）について、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防

止する観点から報告の必要があると判断した情報（症例）

　※ 医薬品、医療機器又は再生医療等製品との因果関係が必ずしも明確でない

場合であっても報告をお願いします。

　※ 平成 17 年 7 月 6 日より、感染症に関する報告について、重篤度にかかわ

らずすべての症例を報告対象とすることに改められました。

・ 医薬部外品及び化粧品についても、健康被害等の情報を知った場合には、化

粧品・医薬部外品安全性情報報告書により報告をお願いします。

■情報の取扱いと秘密保持

　PMDA に報告された情報については、情報の整理又は調査の結果を厚生労

働大臣に通知します。また、原則として、当該医薬品、医療機器又は再生医療

等製品を供給する製造販売業者等へ情報提供いたします。また、PMDA 又は

当該製造販売業者等は、報告を行った医療機関等に対し詳細調査を実施する場

合があります。

　報告された情報については、安全対策の一環として広く情報を公表すること

がありますが、その場合には、施設名及び患者のプライバシー等に関する部分

は公表いたしません。

■報告期限

　特に報告期限は定められていませんが、保健衛生上の危害の発生又は拡大防

止の観点から、報告の必要性を認めた場合においては、適宜速やかに報告して

ください。

■その他

1. 健康食品・無承認無許可医薬品によると疑われる健康被害については、平成

14 年 10 月 4 日付け医薬発第 1004001 号厚生労働省医薬局長通知「健康食品・

無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」に従い、最寄りの保健

所に連絡ください。

2. 報告者に対しては、安全性情報受領確認書の交付を行います。

3. 医薬品又は再生医療等製品の副作用による健康被害については医薬品等副作

用被害救済制度が、また、生物由来製品又は再生医療等製品を介した感染等

による健康被害については生物由来製品等感染等被害救済制度がありますの

でご了知ください。報告される副作用や感染症等がこれらの救済制度の対象

となると思われるときには、これらの救済制度について、健康被害を受けた

ご本人等にご紹介くださいますようお願いします。救済制度の詳細はこちら

の ペ ー ジ（https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0001.html）

をご覧ください。

4. 本制度における報告における個人情報の取扱いにつきましては、個人情報保

護法が定める「利用目的による制限」及び「第三者提供制限」の適用除外で

あることが個人情報保護法において定められています（第 16 条第 3 項第 1

号及び第 23 条第 1 項第 1 号）。報告に当たっては安全対策のために必要かつ

十分な情報の提供をお願いします。

https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/pmd-act/0003.html

（2020 年 12 月 21 日アクセス）を改変
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血糖測定機器・試験紙

血糖自己測定機器 血糖測定試験紙 採血用穿刺針 

グルテストアクア グルテストNeoセンサー30枚
ジェントレット針30本

フリースタイルフリーダムライト FS血糖測定電極ライト30枚

メディセーフフィットスマイル メディセーフフィットチップ30枚 メディセーフ針ファインタッチ専用30本

ワンタッチベリオIQ ワンタッチベリオセンサー30枚 ワンタッチアクロランセット30本

アキュチェックモバイル
アキュチェックモバイルテープカセッ
トF50テスト

ファストクリックスランセット24本

FreeStyleリブレ

FSプレシジョン血糖測定電極30
枚

ジェントレット針30本

FreeStyleリブレセンサー 不要
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重点管理ハイリスク薬一覧ワクチン請求伝票 Ver.28 2008

請求日：　　　年　　月　　日　　 部署名：□小児 □循内 □呼吸 □産婦人 □その他（　　　　）

患者名：　　　　　　　　（ID：　　　　）年齢　　歳　　ヶ月（複数患者のワクチンを請求する場合は記入不要）

使用予定日：　　　年　　　月　　　日　【　AM　・　PM　】

【生ワクチン】

請求ワクチン 請求数 製造番号 使用期限 返却数

乾燥弱毒生水痘ワクチン □自費 □公費 　　年　　月　　日

乾燥弱毒生麻しんワクチン □自費 □公費 　　年　　月　　日

乾燥弱毒生風しんワクチン □自費 □公費 　　年　　月　　日

乾燥弱毒麻しん風しん混合ワクチン（MRワクチン） □自費 □公費 　　年　　月　　日

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン □自費 □公費 　　年　　月　　日

乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用） □自費 □公費 　　年　　月　　日

ロタリックス内用液（ロタウイルスワクチン） □自費 □公費 　　年　　月　　日

【トキソイド】

ジフトキ（ジフテリアトキソイド） □自費 □公費 　　年　　月　　日

沈降破傷風トキソイドキット □自費 □公費 　　年　　月　　日

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドDTビック（2種混合） □自費 □公費 　　年　　月　　日

【不活化ワクチン】

クアトロバック皮下注シリンジ（4種混合） □自費 □公費 　　年　　月　　日

イモバックスポリオ皮下注 □自費 □公費 　　年　　月　　日

ジェービックV（日本脳炎ワクチン） □自費 □公費 　　年　　月　　日

アクトヒブ（細菌性髄膜炎ワクチン）［インフルエンザ菌b］ □自費 □公費 　　年　　月　　日

ビームゲン注（B型肝炎ワクチン）5μg0.25mL（10歳未満） □自費 □公費 欠品中 　　年　　月　　日

ヘプタバックス-IIシリンジ（B型肝炎ワクチン）5μg0.25mL（10歳未満） □自費 □公費 　　年　　月　　日

ビケンHA1mLバイアル（インフルエンザワクチン） □自費 □公費 　　年　　月　　日

ビームゲン注（B型肝炎ワクチン）10μg0.5mL □自費 □公費 　　年　　月　　日

サーバリックス（子宮頸がんワクチン） □自費 □公費 　　年　　月　　日

プレベナー13水性懸濁注（肺炎球菌ワクチン）
高齢者：65歳以上・小児：2か月齢以上6歳未満

□自費 □公費 　　年　　月　　日

エイムゲン（A型肝炎ワクチン） □自費 □公費 　　年　　月　　日

ヘプタバックス-IIシリンジ（B型肝炎ワクチン）10μg0.5mL（10歳以上）□自費 □公費 欠品中 　　年　　月　　日

ニューモバックスNP（肺炎球菌ワクチン） □自費 □公費 　　年　　月　　日

インフルエンザHAワクチンバイアル1mL 　　　 □公費 　　年　　月　　日

組織培養不活化狂犬病ワクチン □自費 □公費 　　年　　月　　日

メナクトラ筋注（4価髄膜炎菌ワクチン） □自費 □保険 　　年　　月　　日

※エイムゲンは「緊急薬剤購入依頼書」が必要です。

※乾燥まむし抗毒素「KMB」は、緊急を要するために請求伝票には掲載していません。
 

返却理由 □使用中止　□請求間違い　□その他（　　　　　　　　　　）

請求者 用紙受取者 払出者 返却受取者

幼
児
・
小
児
用

注射用カリウム製剤

KCL注10mEqキット「テルモ」10mL

毒薬（筋弛緩剤、ボツリヌス毒素製剤）

スキサメトニウム注100「マルイシ」
ナーブロック筋注2500単位
ボトックス注用50単位
ボトックス注用100単位
ロクロニウム臭化物静注液50㎎/5.0mL 

「マルイシ」

静脈麻酔薬

ケタラール静注用200㎎
チトゾール注用0.3g
1%ディプリバン注-キット
ドロレプタン注射液25㎎
1%プロポフォール注「マルイシ」20mL/A
1%プロポフォール注「マルイシ」50mL/瓶
ラボナール注射用500㎎

催眠鎮静薬

サイレース静注2㎎ 
デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ
プレセデックス静注液200μg
ミダゾラム注10㎎「サンド」 

抗てんかん薬

ミダフレッサ静注0.1%

インスリン製剤

アピドラ注100単位/mL 
アピドラ注カート 
アピドラ注ソロスター 
イノレット30R注 
インスリン グラルギンBS注カート「リリー」 
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 
インスリン リスプロBS注100単位/mLHU「サノフィ」
インスリン リスプロBS注カートHU「サノフィ」
インスリン リスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
トレシーバ注フレックスタッチ 
トレシーバ注ペンフィル 
ノボラピッド注100単位/mL 
ノボラピッド注イノレット 
ノボラピッド注フレックスタッチ 
ノボラピッド注ペンフィル 

ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 
ノボラピッド70ミックス注フレックスペン 
ノボリンN注フレックスペン 
ノボリンR注フレックスペン 
ノボリン30R注フレックスペン 
ヒューマリン3/7注カート 
ヒューマリンN注カート 
ヒューマリンR注100単位/mL 
ヒューマリンR注カート 
ヒューマログ注ミリオペンHD
ヒューマログミックス25注カート 
ヒューマログミックス25注ミリオペン 
ヒューマログミックス50注カート 
ヒューマログミックス50注ミリオペン 
フィアスプ注100単位/mL
フィアスプ注ペンフィル
フィアスプ注フレックスタッチ
ライゾデグ配合注フレックスタッチ 
ランタスXR注ソロスター 
ルムジェブ注100単位/mL
ルムジェブ注カート
ルムジェブ注ミリオペン
ルムジェブ注ミリオペンHD
レベミル注フレックスペン 
レベミル注ペンフィル 

抗凝固薬（内服）

イグザレルト錠10㎎
イグザレルト錠15㎎
エリキュース錠2.5㎎
エリキュース錠5㎎
プラザキサカプセル75㎎
プラザキサカプセル110㎎
リクシアナOD錠30㎎
リクシアナOD錠60㎎
ワーファリン錠1㎎

重点管理ハイリスク薬一覧
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重点管理ハイリスク薬一覧重点管理ハイリスク薬一覧
麻薬（注射）

ケタラール静注用200㎎
オキファスト注10㎎
オキファスト注50㎎
ナルベイン注2㎎
フェンタニル注射液0.1㎎「ヤンセン」
フェンタニル注射液0.5㎎「ヤンセン」
モルヒネ塩酸塩注射液10㎎
モルヒネ塩酸塩注射液50㎎
レミフェンタニル静注用2㎎「第一三共」

麻薬（内服）

アブストラル舌下錠100μg
MSコンチン錠10㎎
MSコンチン錠30㎎
MSコンチン錠60㎎
塩酸モルヒネ
塩酸モルヒネ10倍散
オキシコンチンTR錠5㎎
オキシコンチンTR錠20㎎
オキシコンチンTR錠40㎎
オキシコドン徐放カプセル5㎎「テルモ」
オキシコドン徐放カプセル20㎎「テルモ」
オキノーム散 2.5㎎/包
オキノーム散 5㎎/包
オキノーム散 10㎎/包
オプソ内服液 5㎎/包
オプソ内服液 10㎎/包
コデインリン酸塩錠20㎎
タペンタ錠25㎎
タペンタ錠100㎎
ナルサス錠2㎎
ナルサス錠6㎎
ナルサス錠24㎎
ナルラピド錠1㎎
ナルラピド錠2㎎
ナルラピド錠4㎎
メサペイン錠5㎎
モルペス細粒2%
モルペス細粒6%

麻薬（外用）

アンペック坐剤10㎎
コカイン塩酸塩原末
フェントステープ0.5㎎
フェントステープ1㎎
フェントステープ2㎎
フェントステープ4㎎
フェントステープ4㎎

抗悪性腫瘍薬（注射）

動注用アイエーコール50㎎
動注用アイエーコール100㎎
アービタックス注射液100㎎
アクプラ静注用10㎎
アクプラ静注用50㎎
アクラシノン注射用20㎎
アドセトリス点滴静注用50㎎
アドリアシン注用10
アバスチン点滴静注用100㎎
アバスチン点滴静注用400㎎
アブラキサン点滴静注用100㎎
アラノンジー静注用250㎎
アリムタ注射用500㎎
アルケラン静注用50㎎
イストダックス点滴静注用10㎎
イダマイシン静注用5㎎
注射用イホマイド1g
イミフィンジ点滴静注120㎎
イミフィンジ点滴静注500㎎
イムノマックス-γ注100
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40㎎「タイホウ」
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100㎎「タイホウ」
エクザール注射用10㎎
エピルビシン塩酸塩注射用10㎎「NK」
エピルビシン塩酸塩注射用50㎎「NK」
エボルトラ点滴静注20㎎
エムプリシティ点滴静注用300㎎
エムプリシティ点滴静注用400㎎ 
エルプラット点滴静注液50㎎
エルプラット点滴静注液100㎎
注射用エンドキサン100㎎
注射用エンドキサン500㎎
エンハーツ点滴静注用100㎎
オキサリプラチン点滴静注液50㎎「NK」
オキサリプラチン点滴静注液100㎎「NK」

オキサリプラチン点滴静注液200㎎「NK」
オニバイド点滴静注43㎎
オプジーボ点滴静注20㎎
オプジーボ点滴静注100㎎
オプジーボ点滴静注240㎎
オンコビン注射用1㎎
カイプロリス点滴静注用10㎎
カイプロリス点滴静注用40㎎
ガザイバ点滴静注1000㎎
カドサイラ点滴静注用100㎎
カドサイラ点滴静注用160㎎
カルセド注射用50㎎
カルボプラチン点滴静注液50㎎
カルボプラチン点滴静注液150㎎
カルボプラチン点滴静注液450㎎
カルセド注射用20㎎
カルセド注射用50㎎
カルボプラチン点滴静注液50㎎
カルボプラチン点滴静注液150㎎
カルボプラチン点滴静注液450㎎
キイトルーダ点滴静注100㎎
キロサイド注20㎎
キロサイド注100㎎
キロサイドN注400㎎
キロサイドN注1g
ゲムシタビン点滴静注用200㎎「ヤクルト」
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」
コスメゲン静注用0.5㎎
ゴナックス皮下注用80㎎（専用溶解液添付製品）
ゴナックス皮下注用120㎎（専用溶解液添付製品）
ゴナックス皮下注用240㎎（専用溶解液添付製品）
コホリン静注用7.5㎎
サークリサ点滴静注100㎎
サークリサ点滴静注500㎎
注射用サイメリン50㎎
サイラムザ点滴静注液100㎎
サイラムザ点滴静注液500㎎
ザルトラップ点滴静注用100㎎
ザルトラップ点滴静注用200㎎
ザノサー点滴静注用1g
ジェブタナ点滴静注60㎎
シスプラチン点滴静注10㎎「マルコ」
シスプラチン点滴静注50㎎「マルコ」
ジフォルタ注射液20㎎
ゼヴァリンイットリウム（90Y）静注用セット

ゾーフィゴ静注
ゾラデックス3.6㎎デポ
ゾラデックスLA10.8㎎デポ
ダウノマイシン静注用20㎎
ダカルバジン注用100
ダラザレックス点滴静注100㎎
ダラザレックス点滴静注400㎎
テセントリク点滴静注840㎎
テセントリク点滴静注1200㎎
テラルビシン注射用10㎎
ドキシル注20㎎
ドキソルビシン塩酸塩注射液10㎎「サンド」
ドセタキセル点滴静注液20㎎/1mL「ヤクルト」
ドセタキセル点滴静注液80㎎/4mL「ヤクルト」
トラスツズマブBS点滴静注用60㎎「NK」
トラスツズマブBS点滴静注用150㎎「NK」
トリセノックス注10㎎
トレアキシン点滴静注用100㎎
ナベルビン注10㎎
ナベルビン注40㎎
ニドラン注射用25㎎
ノバントロン注10㎎
パージェタ点滴静注420㎎/14mL
ハイカムチン注射用1.1㎎
パクリタキセル注「NK」30㎎
パクリタキセル注「NK」100㎎
バベンチオ点滴静注200㎎
ハラヴェン静注1㎎
ピシバニール注射用5KE
ビダーザ注射用100㎎
ビーリンサイト点滴静注用35μg
フィルデシン注射用1㎎
フェソロデックス筋注250㎎
フエロン300万単位
ブスルフェクス点滴静注60㎎
フルオロウラシル注1000㎎「トーワ」
フルダラ静注用50㎎
ブレオ注射用15㎎
ベクティビックス点滴静注100㎎
ベバシズマブBS点滴静注100㎎「第一三共」
ベバシズマブBS点滴静注400㎎「第一三共」
ベプシド注100㎎
ペプレオ注射用5㎎
ベルケイド注射用3㎎
ポートラーザ点滴静注液800㎎
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重点管理ハイリスク薬一覧重点管理ハイリスク薬一覧

ポテリジオ点滴静注20㎎
マイトマイシン注用2㎎
マイロターグ点滴静注用5㎎
注射用メソトレキセート5㎎
注射用メソトレキセート50㎎
メソトレキセート点滴静注液200㎎
メソトレキセート点滴静注液1000㎎ 
ヤーボイ点滴静注液50㎎
ヨンデリス点滴静注用0.25㎎
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g
リサイオ点滴静注液100㎎
リツキサン点滴静注100㎎
リツキサン点滴静注500㎎
リツキシマブBS点滴静注100㎎「KHK」
リツキシマブBS点滴静注500㎎「KHK」
リュープリンSR注射用キット11.25㎎
リュープリンPRO注射用キット22.5㎎
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75㎎「NP」
注射用レザフィリン100㎎
ロイナーゼ注用5000

抗悪性腫瘍薬（内服）

アーリーダ錠60㎎
アイクルシグ錠15㎎
アグリリンカプセル0.5㎎
アフィニトール錠5㎎
アムノレイク錠2㎎
アリミデックス錠1㎎
アルケラン錠2㎎
アレセンサカプセル150㎎
アロマシン錠25㎎
イクスタンジ錠40㎎
イクスタンジ錠80㎎
イブランス錠25㎎
イブランス錠100㎎
イマチニブ錠200㎎
イムブルビカカプセル140㎎
イレッサ錠250㎎
インライタ錠1㎎
インライタ錠5㎎
ヴァンフリタ錠17.7㎎
ヴァンフリタ錠26.5㎎
ヴォトリエント錠200㎎
エスワンタイホウ配合OD錠T20
エスワンタイホウ配合OD錠T25

エストラサイトカプセル156.7㎎
塩酸プロカルバジンカプセル50㎎｢中外｣
エンドキサン錠50㎎
オダイン錠125㎎
オペプリムカプセル500㎎
カソデックスOD錠80㎎
カペシタビン錠300㎎「ヤクルト」
カボメティクス錠20㎎
カボメティクス錠40㎎
グリベック錠100㎎
クレスチン細粒 1g/包
ザイティガ錠25㎎
ザーコリカプセル200㎎
ザーコリカプセル250㎎
サレドカプセル50
サレドカプセル100
ジオトリフ錠20㎎
ジオトリフ錠30㎎
ジオトリフ錠40㎎
ジカディア錠150㎎
ジャカビ錠5㎎
スーテントカプセル12.5㎎
スタラシドカプセル50㎎
スチバーガ錠40㎎
スプリセル錠20㎎
スプリセル錠50㎎
ゼローダ錠300
ゾスパタ錠40㎎
タイケルブ錠250㎎
タグリッソ錠40㎎
タグリッソ錠80㎎
タシグナカプセル150㎎
タシグナカプセル200㎎
タフィンラーカプセル50㎎
タフィンラーカプセル75㎎
タブレクタ錠150㎎
タブレクタ錠200㎎
タモキシフェン錠20㎎「バイエル」
タルグレチンカプセル75㎎
タルセバ錠25㎎
タルセバ錠100㎎
タルセバ錠150㎎
テプミトコ錠250㎎
テモゾロミド錠20㎎「NK」
テモゾロミド錠100㎎「NK」

ネクサバール錠200㎎
ニンラーロカプセル3㎎
ニンラーロカプセル4㎎
ノルバデックス錠10㎎
ハイドレアカプセル500㎎
ヒスロンH錠200㎎
ビラフトビカプセル50㎎
ファリーダックカプセル10㎎
ファリーダックカプセル15㎎
フェアストン錠40㎎
フェマーラ錠2.5㎎
フルダラ錠10㎎
フルツロンカプセル200㎎
プロスタール錠25㎎
プロセキソール錠0.5㎎
ベージニオ錠50㎎
ベージニオ錠100㎎
ベージニオ錠150㎎
ベサノイドカプセル10㎎
ベネクレクスタ錠10㎎
ベネクレクスタ錠50㎎
ベネクレクスタ錠100㎎
ペラゾリン細粒400㎎/包
ベレキシブル錠80㎎
ボシュリフ錠100㎎
ポマリストカプセル1㎎
ポマリストカプセル2㎎
ポマリストカプセル3㎎
ポマリストカプセル4㎎
マブリン散1%
ムンデシンカプセル100㎎
メキニスト錠0.5㎎
メキニスト錠2㎎
メクトビ錠15㎎
メソトレキセート錠2.5㎎
ユーエフティE配合顆粒T100
ユーエフティ配合カプセルT100
ラステットSカプセル25㎎
ラパリムス錠1㎎
リムパーザ錠100㎎
リムパーザ錠150㎎
レブラミドカプセル5㎎
レンビマカプセル4㎎
レンビマカプセル10㎎
ロイケリン散10%

ロズリートレクカプセル100㎎
ロズリートレクカプセル200㎎
ローブレナ錠25㎎
ローブレナ錠100㎎
ロンサーフ配合錠T15
ロンサーフ配合錠T20

抗悪性腫瘍薬（外用）

イムノブラダー膀注用40㎎
イムノブラダー膀注用80㎎
ギリアデル脳内留置用剤7.7㎎
ブレオS軟膏 5g
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ハイリスク薬一覧 ハイリスク薬一覧

＊灰色の薬剤に関してはハイリスク算定外 ★は重点管理ハイリスク薬 ＊灰色の薬剤に関してはハイリスク算定外 ★は重点管理ハイリスク薬

麻薬（注射）★

ケタラール静注用200㎎
オキファスト注10㎎
オキファスト注50㎎
ナルベイン注2㎎
フェンタニル注射液0.1㎎「ヤンセン」
フェンタニル注射液0.5㎎「ヤンセン」
モルヒネ塩酸塩注射液10㎎
モルヒネ塩酸塩注射液50㎎
レミフェンタニル静注用2㎎「第一三共」

麻薬（内服）★

アブストラル舌下錠100μg
MSコンチン錠10㎎
MSコンチン錠30㎎
MSコンチン錠60㎎
オキシコンチンTR錠5㎎
オキシコンチンTR錠20㎎
オキシコンチンTR錠40㎎
オキシコドン徐放カプセル5㎎「テルモ」
オキシコドン徐放カプセル20㎎「テルモ」
オキノーム散2.5㎎/包
オキノーム散5㎎/包
オキノーム散10㎎/包
オプソ内服液5㎎/包
オプソ内服液10㎎/包
コデインリン酸塩錠20㎎
タペンタ錠25㎎
タペンタ錠100㎎
ナルサス錠2㎎
ナルサス錠6㎎
ナルサス錠24㎎
ナルラピド錠1㎎
ナルラピド錠2㎎
ナルラピド錠4㎎
メサペイン錠5㎎
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末
塩酸モルヒネ10倍散
モルペス細粒2%（10㎎/包）
モルペス細粒6%（30㎎/包）

麻薬（外用）★

アンペック坐剤10㎎
コカイン塩酸塩原末
フェントステープ0.5㎎
フェントステープ1㎎
フェントステープ2㎎
フェントステープ4㎎

毒薬（注射）

動注用アイエーコール50㎎ ★
動注用アイエーコール100㎎ ★
アクプラ静注用10㎎ ★
アクプラ静注用50㎎ ★
アブラキサン点滴静注用100㎎ ★
アムビゾーム点滴静注用50㎎
アルケラン静注用50㎎ ★
イダマイシン静注用5㎎ ★
エルプラット点滴静注液50㎎ ★
エルプラット点滴静注液100㎎ ★
オキサリプラチン点滴静注液50㎎「NK」★
オキサリプラチン点滴静注液100㎎「NK」★
オキサリプラチン点滴静注液200㎎「NK」★
カイプロリス点滴静注用10㎎ ★
カイプロリス点滴静注用40㎎ ★
カルボプラチン点滴静注液50㎎ ★
カルボプラチン点滴静注液150㎎ ★
カルボプラチン点滴静注液450㎎ ★
ジェブタナ点滴静注60㎎ ★
シスプラチン点滴静注10㎎ ★
シスプラチン点滴静注50㎎ ★
スキサメトニウム注100「マルイシ」★
デノシン点滴静注用500㎎
テモダール点滴静注用100㎎ ★
ドセタキセル点滴静注液20㎎/1mL「ヤクルト」★
ドセタキセル点滴静注液80㎎/4mL「ヤクルト」★
トリセノックス注10㎎ ★
ナーブロック筋注2500単位 ★
ナベルビン注10㎎ ★
ナベルビン注40㎎ ★
ニトプロ持続静注液6㎎
ノバントロン注10㎎ ★
パクリタキセル注「NK」30㎎ ★
パクリタキセル注「NK」100㎎ ★
ハラヴェン静注1㎎ ★

ファンギゾン注射用50㎎
ベルケイド注射用3㎎ ★
点滴静注用ホスカビル注24㎎/mL
ボトックス注用50単位 ★
ボトックス注用100単位 ★
マイロターグ点滴静注用5㎎ ★
ヨンデリス点滴静注用0.25㎎ ★
ロクロニウム臭化物静注液50㎎/5.0mL ★

毒薬（内服）

アミオダロン塩酸塩速崩錠50㎎「TE」
アミオダロン塩酸塩速崩錠100㎎「TE」
アルケラン錠2㎎ ★
ウブレチド錠5㎎
サレドカプセル50 ★
サレドカプセル100 ★
テモゾロミド錠20㎎「NK」★
テモゾロミド錠100㎎「NK」★
バリキサ錠450㎎
プラケニル錠200㎎
ポマリストカプセル1㎎ ★
ポマリストカプセル2㎎ ★
ポマリストカプセル3㎎ ★
ポマリストカプセル4㎎ ★
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末（麻薬）★
レブラミドカプセル5㎎ ★

毒薬（外用）

ウブレチド点眼液1%

抗悪性腫瘍薬（注射）★

動注用アイエーコール50㎎
動注用アイエーコール100㎎
アービタックス注射液100㎎
アクプラ静注用10㎎
アクプラ静注用50㎎
アクラシノン注射用20㎎
アドセトリス点滴静注用50㎎
アドリアシン注用10
アバスチン点滴静注用100㎎
アバスチン点滴静注用400㎎
アブラキサン点滴静注用100㎎
アラノンジー静注用250㎎
アリムタ注射用500㎎

アルケラン静注用50㎎
イストダックス点滴静注用10㎎
イダマイシン静注用5㎎
注射用イホマイド1g
イミフィンジ点滴静注120㎎
イミフィンジ点滴静注500㎎
イムノマックス-γ注100
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40㎎「タイホウ」
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100㎎「タイホウ」
エクザール注射用10㎎
エピルビシン塩酸塩注射用10㎎「NK」
エピルビシン塩酸塩注射用50㎎「NK」
エボルトラ点滴静注20㎎
エムプリシティ点滴静注用300㎎
エムプリシティ点滴静注用400㎎
エルプラット点滴静注液50㎎
エルプラット点滴静注液100㎎
注射用エンドキサン100㎎
注射用エンドキサン500㎎
エンハーツ点滴静注用100㎎
オキサリプラチン点滴静注液50㎎「NK」
オキサリプラチン点滴静注液100㎎「NK」
オキサリプラチン点滴静注液200㎎「NK」
オニバイド点滴静注43㎎
オプジーボ点滴静注20㎎
オプジーボ点滴静注100㎎
オプジーボ点滴静注240㎎
オンコビン注射用1㎎
カイプロリス点滴静注用10㎎
カイプロリス点滴静注用40㎎
ガザイバ点滴静注1000㎎
カドサイラ点滴静注用100㎎
カドサイラ点滴静注用160㎎
カルセド注射用20㎎
カルセド注射用50㎎
カルボプラチン点滴静注液50㎎
カルボプラチン点滴静注液150㎎
カルボプラチン点滴静注液450㎎
キイトルーダ点滴静注100㎎
キロサイド注20㎎
キロサイド注100㎎
キロサイドN注400㎎
キロサイドN注1g
ゲムシタビン点滴静注用200㎎「ヤクルト」

2020年12月改訂

ハイリスク薬一覧
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＊灰色の薬剤に関してはハイリスク算定外 ★は重点管理ハイリスク薬

ハイリスク薬一覧ハイリスク薬一覧
抗悪性腫瘍薬（内服）★

アーリーダ錠60㎎
アイクルシグ錠15㎎
アグリリンカプセル0.5㎎
アフィニトール錠5㎎
アムノレイク錠2㎎
アリミデックス錠1㎎
アルケラン錠2㎎
アレセンサカプセル150㎎
アロマシン錠25㎎
イクスタンジ錠40㎎
イクスタンジ錠80㎎
イブランス錠25㎎
イブランス錠100㎎
イマチニブ錠200㎎
イムブルビカカプセル140㎎
イレッサ錠250㎎
インライタ錠1㎎
インライタ錠5㎎
ヴァンフリタ錠17.7㎎
ヴァンフリタ錠26.5㎎
ヴォトリエント錠200㎎
エスワンタイホウ配合OD錠T20
エスワンタイホウ配合OD錠T25
エストラサイトカプセル156.7㎎
塩酸プロカルバジンカプセル50㎎｢中外｣
エンドキサン錠50㎎
オダイン錠125㎎
オペプリムカプセル500㎎
カソデックスOD錠80㎎
カペシタビン錠300㎎「ヤクルト」
カボメティクス錠20㎎
カボメティクス錠40㎎
グリベック錠100㎎
クレスチン細粒1g/包
ザイティガ錠25㎎
ザーコリカプセル200㎎
ザーコリカプセル250㎎
サレドカプセル50
サレドカプセル100
ジオトリフ錠20㎎
ジオトリフ錠30㎎
ジオトリフ錠40㎎
ジカディア錠150㎎

ジャカビ錠5㎎
スーテントカプセル12.5㎎
スタラシドカプセル50㎎
スチバーガ錠40㎎
スプリセル錠20㎎
スプリセル錠50㎎
ゼローダ錠300
ゾスパタ錠40㎎
タイケルブ錠250㎎
タグリッソ錠40㎎
タグリッソ錠80㎎
タシグナカプセル150㎎
タシグナカプセル200㎎
タフィンラーカプセル50㎎
タフィンラーカプセル75㎎
タブレクタ錠150㎎
タブレクタ錠200㎎
タモキシフェン錠20㎎「MYL」
タルグレチンカプセル75㎎
タルセバ錠25㎎
タルセバ錠100㎎
タルセバ錠150㎎
テプミトコ錠250㎎
テモゾロミド錠20㎎「NK」
テモゾロミド錠100㎎「NK」
ネクサバール錠200㎎
ニンラーロカプセル3㎎
ニンラーロカプセル4㎎
ノルバデックス錠10㎎
ハイドレアカプセル500㎎
ヒスロンH錠200㎎
ビラフトビカプセル50㎎
ファリーダックカプセル10㎎
ファリーダックカプセル15㎎
フェアストン錠40㎎
フェマーラ錠2.5㎎
フルダラ錠10㎎
フルツロンカプセル200㎎
プロスタール錠25㎎
プロセキソール錠0.5㎎
ベージニオ錠50㎎
ベージニオ錠100㎎
ベージニオ錠150㎎
ベサノイドカプセル10㎎

＊灰色の薬剤に関してはハイリスク算定外 ★は重点管理ハイリスク薬

ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」
コスメゲン静注用0.5㎎
ゴナックス皮下注用80㎎（専用溶解液添付製品）
ゴナックス皮下注用120㎎（専用溶解液添付製品）
ゴナックス皮下注用240㎎（専用溶解液添付製品）
コホリン静注用7.5㎎
サークリサ点滴静注100㎎
サークリサ点滴静注500㎎
注射用サイメリン50㎎
サイラムザ点滴静注液100㎎
サイラムザ点滴静注液500㎎
ザルトラップ点滴静注用100㎎
ザルトラップ点滴静注用200㎎
ザノサー点滴静注用1g
ジェブタナ点滴静注60㎎
シスプラチン点滴静注10㎎「マルコ」
シスプラチン点滴静注50㎎「マルコ」
ジフォルタ注射液20㎎
ゼヴァリンイットリウム（90Y）静注用セット
ゾーフィゴ静注
ゾラデックス3.6㎎デポ
ゾラデックスLA10.8㎎デポ
ダウノマイシン静注用20㎎
ダカルバジン注用100
ダラザレックス点滴静注100㎎
ダラザレックス点滴静注400㎎
テセントリク点滴静注840㎎
テセントリク点滴静注1200㎎
テラルビシン注射用10㎎
ドキシル注20㎎
ドキソルビシン塩酸塩注射液10㎎「サンド」
ドセタキセル点滴静注液20㎎/1mL「ヤクルト」
ドセタキセル点滴静注液80㎎/4mL「ヤクルト」
トラスツズマブBS点滴静注用60㎎「NK」
トラスツズマブBS点滴静注用150㎎「NK」
トリセノックス注10㎎
トレアキシン点滴静注用100㎎
ナベルビン注10㎎
ナベルビン注40㎎
ニドラン注射用25㎎
ノバントロン注10㎎
パージェタ点滴静注420㎎/14mL
ハイカムチン注射用1.1㎎
パクリタキセル注「NK」30㎎

パクリタキセル注「NK」100㎎
バベンチオ点滴静注200㎎
ハラヴェン静注1㎎
ピシバニール注射用5KE
ビダーザ注射用100㎎
ビーリンサイト点滴静注用35μg
フィルデシン注射用1㎎
フェソロデックス筋注250㎎
フエロン300万単位
ブスルフェクス点滴静注60㎎
フルオロウラシル注1000㎎「トーワ」
フルダラ静注用50㎎
ブレオ注射用15㎎
ベクティビックス点滴静注100㎎
ベバシズマブBS点滴静注100㎎「第一三共」
ベバシズマブBS点滴静注400㎎「第一三共」
ベプシド注100㎎
ペプレオ注射用5㎎
ベルケイド注射用3㎎
ポートラーザ点滴静注液800㎎
ポテリジオ点滴静注20㎎
マイトマイシン注用2㎎
マイロターグ点滴静注用5㎎
注射用メソトレキセート5㎎
注射用メソトレキセート50㎎
メソトレキセート点滴静注液200㎎
メソトレキセート点滴静注液1000㎎
ヤーボイ点滴静注液50㎎
ヨンデリス点滴静注用0.25㎎
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g
リサイオ点滴静注液100㎎
リツキサン点滴静注100㎎
リツキサン点滴静注500㎎
リツキシマブBS点滴静注100㎎「KHK」
リツキシマブBS点滴静注500㎎「KHK」
リュープリンSR注射用キット11.25㎎
リュープリンPRO注射用キット22.5㎎
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75㎎「NP」
注射用レザフィリン100㎎
ロイナーゼ注用5000
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セルシンシロップ0.1%
セレナール錠10㎎
ソラナックス錠0.4㎎
ソラナックス錠0.8㎎
※ゾルピデム酒石酸塩錠5㎎「明治」
ゾルピデム酒石酸塩錠10㎎「明治」
デパス錠0.5㎎
デパス錠1㎎
デパス細粒1%
ドラール錠20㎎
※トリアゾラム錠0.25㎎「日医工」
バランス錠5㎎
ハルシオン錠0.25㎎
ヒダントールF配合錠
フェノバールエリキシル0.4%
フェノバール錠30㎎
フェノバルビタール散10%
※ブロチゾラムOD錠0.25㎎「サワイ」
ベンザリン錠5㎎
ベンザリン細粒1%
ホリゾン散1%
マイスタン錠10㎎
マイスタン細粒10㎎/g
マイスリー錠10㎎
メイラックス錠1㎎
メンドンカプセル7.5㎎
ユーロジン錠1㎎
ユーロジン錠2㎎
ランドセン錠0.5㎎
リーゼ錠5㎎
リボトリール細粒1㎎/g
リボトリール錠1㎎
レキソタン錠2㎎
レキソタン錠5㎎
レキソタン細粒1%
レスミット錠5㎎
レンドルミンD錠0.25㎎
ロフラゼプ酸エチル錠1㎎「サワイ」
ロラゼパム錠0.5㎎「サワイ」
ワイパックス錠0.5㎎

※施錠管理、在庫管理実施

糖尿病薬（注射）

アピドラ注100単位/mL ★
アピドラ注カート ★
アピドラ注ソロスター ★
イノレット30R注 ★
インスリン グラルギンBS注カート「リリー」★
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」★
インスリン リスプロBS注100単位/mLHU「サノフィ」★
インスリン リスプロBS注カートHU「サノフィ」★
インスリン リスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」★
オゼンピック皮下注0.25㎎SD
オゼンピック皮下注0.5㎎SD
オゼンピック皮下注1.0㎎SD
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ ★
トルリシティ皮下注0.75㎎アテオス
トレシーバ注フレックスタッチ ★
トレシーバ注ペンフィル ★
ノボラピッド注100単位/mL ★
ノボラピッド注イノレット ★
ノボラピッド注フレックスタッチ ★
ノボラピッド注ペンフィル ★
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン ★
ノボリンN注フレックスペン ★
ノボリンR注フレックスペン ★
ノボリン30R注フレックスペン ★
バイエッタ皮下注5μgペン300
バイエッタ皮下注10μgペン300
ビクトーザ皮下注18㎎
ヒューマリン3/7注カート ★
ヒューマリンN注カート ★
ヒューマリンR注100単位/mL ★
ヒューマリンR注カート ★
ヒューマログ注ミリオペンHD★
ヒューマログミックス25注カート ★
ヒューマログミックス25注ミリオペン ★
ヒューマログミックス50注カート ★
ヒューマログミックス50注ミリオペン ★
フィアスプ注100単位/mL ★
フィアスプ注ペンフィル ★
フィアスプ注フレックスタッチ ★
ライゾデグ配合注フレックスタッチ ★
ランタスXR注ソロスター ★
リキスミア皮下注300μg
ルムジェブ注100単位/mL ★

ベネクレクスタ錠10㎎
ベネクレクスタ錠50㎎
ベネクレクスタ錠100㎎
ペラゾリン細粒400㎎/包
ベレキシブル錠80㎎
ボシュリフ錠100㎎
ポマリストカプセル1㎎
ポマリストカプセル2㎎
ポマリストカプセル3㎎
ポマリストカプセル4㎎
マブリン散1%
ムンデシンカプセル100㎎
メキニスト錠0.5㎎
メキニスト錠2㎎
メクトビ錠15㎎
メソトレキセート錠2.5㎎
ユーエフティE配合顆粒T100
ユーエフティ配合カプセルT100
ラステットSカプセル25㎎
ラパリムス錠1㎎
リムパーザ錠100㎎
リムパーザ錠150㎎
レブラミドカプセル5㎎
レンビマカプセル4㎎
レンビマカプセル10㎎
ロイケリン散10%
ロズリートレクカプセル100㎎
ロズリートレクカプセル200㎎
ローブレナ錠25㎎
ローブレナ錠100㎎
ロンサーフ配合錠T15
ロンサーフ配合錠T20

抗悪性腫瘍薬（外用）★

イムノブラダー膀注用40㎎
イムノブラダー膀注用80㎎
ギリアデル脳内留置用剤7.7㎎
ブレオS軟膏5g

向精神薬（第二種注射）

※ソセゴン注射液15㎎
※レペタン注0.2㎎
※サイレース静注2㎎ ★

向精神薬（第三種注射）

※セルシン注射液10㎎
※ノーベルバール静注用250㎎
※フェノバール注射液100㎎
※ミダゾラム注10㎎「サンド」★
※ミダフレッサ静注0.1% ★

向精神薬（第一種内服）

コンサータ錠18㎎
コンサータ錠27㎎
コンサータ錠36㎎
モディオダール錠100㎎
リタリン錠10㎎

向精神薬（第二種内服）

イソミタール末
サイレース錠1㎎
サイレース錠2㎎
※フルニトラゼパム錠1㎎「JG」
※フルニトラゼパム錠2㎎「JG」
※ラボナ錠50㎎

向精神薬（第二種外用）

ノルスパンテープ5㎎
ノルスパンテープ10㎎
※レペタン坐剤0.2㎎

向精神薬（第三種外用）

ダイアップ坐剤4㎎
ダイアップ坐剤6㎎
ダイアップ坐剤10㎎
ワコビタール坐剤50

向精神薬（第三種内服）

アモバン錠7.5
※エチゾラム錠0.5㎎「日医工」
※エチゾラム錠1㎎「日医工」
エバミール錠1㎎
エリスパン錠0.25㎎
コントール散1%
セパゾン錠1㎎
セパゾン錠2㎎
セルシン錠2㎎
セルシン錠5㎎
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血液凝固阻止剤（注射）

アリクストラ皮下用1.5㎎
ウロナーゼ静注用6万単位
クレキサン皮下注キット2000IU
フラグミン静注5000
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mL
シリンジ「モチダ」
ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」

血液凝固阻止剤（内服）★

イグザレルト錠10㎎
イグザレルト錠15㎎
エフィエント錠2.5㎎
エフィエント錠3.75㎎
エフィエントOD錠20㎎
エリキュース錠2.5㎎
エリキュース錠5㎎
クロピドグレル錠75㎎「SANIK」
キャブピリン配合錠
コンプラビン配合錠
シロスタゾールOD錠100㎎「タカタ」
タケルダ配合錠
バイアスピリン錠100㎎
パナルジン細粒10%
パナルジン錠100㎎
プラザキサカプセル75㎎
プラザキサカプセル110㎎
プラビックス錠25㎎
プラビックス錠75㎎
ブリリンタ錠60㎎
ブリリンタ錠90㎎
プレタールOD錠100㎎
リクシアナOD錠30㎎
リクシアナOD錠60㎎
ワーファリン錠1㎎

ジギタリス製剤（注射）

ジゴシン注0.25㎎

ジギタリス製剤（内服）

ジゴシン錠0.25㎎
ハーフジゴキシンKY錠0.125

抗てんかん薬（注射）

アレビアチン注250㎎
イーケプラ点滴静注500㎎
ノーベルバール静注用250㎎
フェノバール注射液100㎎
ビムパット点滴静注100㎎
ホストイン静注750㎎
ミダフレッサ静注0.1% ★

抗てんかん薬（外用）

ダイアップ坐剤4㎎
ダイアップ坐剤6㎎
ダイアップ坐剤10㎎
ワコビタール坐剤50

抗てんかん薬（内服）

アレビアチン錠100㎎
アレビアチン散10%
イーケプラ錠250㎎
イーケプラ錠500㎎
イーケプラドライシロップ50%
イノベロン錠100㎎
イノベロン錠200㎎
エクセグラン錠100㎎
エクセグラン散20%
エピレオプチマル散50%
オスポロット錠50㎎
ガバペン錠200㎎
ガバペン錠300㎎
ガバペン錠400㎎
サブリル散分包500㎎
ザロンチンシロップ5%
臭化カリウム「ヤマゼン」
セレニカR錠400㎎
セレニカR顆粒400㎎/g
ゾニサミド錠100㎎「アメル」
ゾニサミド散20%「アメル」
ディアコミットドライシロップ分包250㎎
ディアコミットカプセル250㎎
テグレトール錠100㎎
テグレトール錠200㎎
テグレトール細粒50%
デパケン錠200㎎
デパケンR錠100㎎

ルムジェブ注カート ★
ルムジェブ注ミリオペン ★
ルムジェブ注ミリオペンHD ★
レベミル注フレックスペン ★
レベミル注ペンフィル ★
ヒューマログ注ミリオペンHD ★
ヒューマログミックス25注カート ★
ヒューマログミックス25注ミリオペン ★
ヒューマログミックス50注カート ★
ヒューマログミックス50注ミリオペン ★
ライゾデグ配合注フレックスタッチ ★
ランタスXR注ソロスター ★
リキスミア皮下注300μg
レベミル注フレックスペン ★
レベミル注ペンフィル ★

糖尿病薬（内服）

アクトス錠15㎎
アクトス錠30㎎
アマリール錠0.5㎎
アマリール錠1㎎
アマリール錠3㎎
イニシンク配合錠
エクア錠50㎎
エクメット配合錠HD
エクメット配合錠LD
オイグルコン錠2.5㎎
オングリザ錠2.5㎎
オングリザ錠5㎎
カナグル錠100㎎
カナリア配合錠
グリミクロン錠40㎎
グリメピリド錠1㎎「EMEC」
グラクティブ錠50㎎
グラクティブ錠100㎎
グルコバイOD錠50㎎
グルコバイOD錠100㎎
グルファスト錠10㎎
グルベス配合OD錠
ザファテック錠100㎎
ジャディアンス錠10㎎
ジャディアンス錠25㎎
ジャヌビア錠25㎎
ジャヌビア錠50㎎

シュアポスト錠0.25㎎
シュアポスト錠0.5㎎
スイニー錠100㎎
スーグラ錠50㎎
スージャヌ配合錠
スターシス錠30㎎
スターシス錠90㎎
セイブル錠50㎎
テネリア錠20㎎
デベルザ錠20㎎
トラゼンタ錠5㎎
トラディアンス配合錠AP
トラディアンス配合錠BP
ネシーナ錠6.25㎎
ネシーナ錠25㎎
ピオグリタゾン錠15㎎「武田テバ」
フォシーガ錠5㎎
フォシーガ錠10㎎
ベイスンOD錠0.2㎎
ベイスンOD錠0.3㎎
ボグリボースOD錠0.2㎎「MEEK」
ボグリボースOD錠0.3㎎「MEEK」
マリゼブ錠12.5㎎
マリゼブ錠25㎎
ミグリトールOD錠50㎎「サワイ」
メトアナ配合錠HD
メトグルコ錠250㎎
メトグルコ錠500㎎
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」
リオベル配合錠LD
ルセフィ錠2.5㎎

膵臓ホルモン薬

グルカゴンGノボ注射用1㎎
バクスミー点鼻粉末剤3㎎
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HIV用薬

アイセントレス錠400㎎
エピビル錠150㎎
ツルバダ配合錠
ビリアード錠300㎎
レトロビルカプセル100㎎

テオフィリン製剤（内服）

テオドール錠100㎎
テオドール錠200㎎
ユニフィルLA錠200㎎

テオフィリン製剤（注射）

ネオフィリン注250㎎

精神神経用剤（内服）

アタラックス-Pカプセル25㎎
アタラックス-Pシロップ0.5%
アナフラニール錠10㎎
アナフラニール錠25㎎
アビリット錠100㎎
アモキサンカプセル25㎎
アモキサン細粒10%
イフェクサーSRカプセル37.5㎎
イフェクサーSRカプセル75㎎
インチュニブ錠1㎎
インチュニブ錠3㎎
インヴェガ錠3㎎
インヴェガ錠6㎎
ウインタミン細粒10%
エチゾラム錠0.5㎎「日医工」
エチゾラム錠1㎎「日医工」
エビリファイ錠3㎎
エビリファイ錠6㎎
エビリファイOD錠12㎎
エビリファイOD錠24㎎
エビリファイ内用液0.1%1mL
エビリファイ内用液0.1%3mL
エビリファイ内用液0.1%6mL
エミレース錠3㎎
オランザピンOD錠2.5㎎「明治」
オランザピンOD錠5㎎「明治」
オランザピンOD錠10㎎「明治」
クレミン錠25㎎

クロザリル錠25㎎
クロザリル錠100㎎
クロフェクトン錠25㎎
クロフェクトン顆粒10%
サインバルタカプセル20㎎
ジェイゾロフト錠25㎎
ジェイゾロフト錠50㎎
シクレスト舌下錠5㎎
ジプレキサ錠2.5㎎
ジプレキサザイディス錠5㎎
ジプレキサザイディス錠10㎎
ジプレキサ細粒1%
スルピリド錠100㎎「サワイ」
ストラテラカプセル5㎎
ストラテラカプセル10㎎
ストラテラカプセル25㎎
ストラテラ内用液0.4%
セレネース錠0.75㎎
セレネース錠1㎎
セレネース錠3㎎
セレネース細粒1%
セロクエル25㎎錠
セロクエル100㎎錠
セロクエル200㎎錠
クエチアピン錠25㎎「明治」
クエチアピン錠100㎎「明治」
炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」
テシプール錠1㎎
テトラミド錠10㎎
テトラミド錠30㎎
デパス錠0.5㎎
デパス錠1㎎
デパス細粒1%
デプロメール錠25㎎
デプロメール錠50㎎
デプロメール錠75㎎
トフラニール錠10㎎
トフラニール錠25㎎
トラゾドン塩酸塩錠25㎎「アメル」
トリプタノール錠10
トリプタノール錠25
トリンテリックス錠10㎎
トリンテリックス錠20㎎
トレドミン錠15

デパケンR錠200㎎
デパケン細粒40%
デパケンシロップ50㎎/mL
トピナ錠50㎎
トピナ細粒10%
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」
ヒダントール錠25㎎
ヒダントールF錠
ビムパット錠50㎎
ビムパット錠100㎎
ビムパットドライシロップ10%
フィコンパ錠2㎎
フィコンパ錠4㎎
フィコンパ細粒1㎎
フェノバルビタール散10%
フェノバール錠30㎎
フェノバールエリキシル0.4%
プリミドン細粒99.5%「日医工」
ベンザリン錠5㎎
ベンザリン細粒1%
マイスタン錠10㎎
マイスタン細粒10㎎/g
ラミクタール錠小児用2㎎
ラミクタール錠小児用5㎎
ラミクタール錠25㎎
ラミクタール錠100㎎
ランドセン錠0.5㎎
リボトリール錠1㎎
リボトリール細粒1㎎/g

抗不整脈薬（内服）

アスペノンカプセル20㎎
アミオダロン塩酸塩速崩錠50㎎「TE」
アミオダロン塩酸塩速崩錠100㎎「TE」
アミサリン錠125㎎
アロチノロール塩酸塩錠10㎎
インデラル錠10㎎
キニジン硫酸塩錠100㎎「ファイザー」
サンリズムカプセル25㎎
サンリズムカプセル50㎎
シベノール錠100㎎
セロケン錠20㎎
ソタコール錠40㎎
タンボコール錠50㎎

タンボコール錠100㎎
テノーミン錠25㎎
ナディック錠30㎎
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625㎎「サワイ」
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5㎎「サワイ」
ピメノールカプセル50㎎
ピメノールカプセル100㎎
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25㎎「サワイ」
プロノン錠100㎎
プロノン錠150㎎
ベプリコール錠50㎎
ベプリコール錠100㎎
ベラパミル塩酸塩錠40㎎「JG」
ミケラン錠5㎎
メインテート錠0.625㎎
メインテート錠2.5㎎
メインテート錠5㎎
メキシチールカプセル50㎎
メキシチールカプセル100㎎
メトプロロール酒石酸塩錠20㎎「サワイ」
リスモダンR錠150㎎
リスモダンカプセル100㎎
ワソラン錠40㎎

抗不整脈薬（注射）

アミサリン注200㎎
アミオダロン塩酸塩静注150㎎「TE」
インデラル注射液2㎎
注射用オノアクト50㎎
オリベス点滴用1% 200mL
キシロカイン静注用2% 5mL
コアベータ静注用12.5㎎
サンリズム注50㎎
シンビット静注用50㎎
タンボコール静注50㎎
リドカイン静注用2%シリンジ｢テルモ｣
ワソラン静注5㎎

抗不整脈薬（外用）

ビソノテープ2㎎
ビソノテープ4㎎

カリウム（含有）製剤（注射）★

KCL注10mEqキット「テルモ」10mL
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ハイリスク薬一覧 ハイリスク薬一覧

＊灰色の薬剤に関してはハイリスク算定外 ★は重点管理ハイリスク薬 ＊灰色の薬剤に関してはハイリスク算定外 ★は重点管理ハイリスク薬

その他催眠鎮静剤など（注射）

デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ ★
プレセデックス静注液200μg ★

免疫抑制剤（内服）

イムラン錠50㎎
オルミエント錠2㎎
オルミエント錠4㎎
グラセプターカプセル0.5㎎
グラセプターカプセル1㎎
グラセプターカプセル5㎎
コートリル錠10㎎
サーティカン錠0.25㎎
サーティカン錠0.5㎎
サンディミュンカプセル25㎎
サンディミュン内用液50mL
スマイラフ錠50㎎
スマイラフ錠100㎎
セルセプトカプセル250㎎
セルセプト懸濁用散31.8%
ゼルヤンツ錠5㎎
ゼンタコートカプセル3㎎
デカドロン錠0.5㎎
デカドロン錠4㎎
デカドロンエリキシル0.01%
ネオーラル10㎎カプセル
ネオーラル25㎎カプセル
ネオーラル50㎎カプセル
ネオーラル内用液10% 50mL
ブレディニン錠50㎎
プレドニゾロン錠1㎎（旭化成）
プレドニゾロン散「タケダ」1%
プレドニン錠5㎎
プログラフカプセル0.5㎎
プログラフカプセル1㎎
ベタメタゾン錠0.5㎎「サワイ」
ミコフェノール酸モフェチルカプセル
250㎎「ファイザー」
メトレート錠2㎎
メドロール錠4㎎
リウマトレックスカプセル2㎎
リンヴォック錠7.5㎎
リンヴォック錠15㎎
リンデロン錠0.5㎎

リンデロンシロップ0.01%
レナデックス錠4㎎

免疫抑制剤（注射）

アクテムラ点滴静注用200㎎
アクテムラ皮下注162㎎オートインジェクター
インフリキシマブBS点滴静注用100㎎「NK」
エタネルセプトBS皮下注10㎎シリンジ1.0mL「TY」
エタネルセプトBS皮下注25㎎シリンジ0.5mL「TY」
エタネルセプトBS皮下注50㎎ペン1.0mL「TY」
エンブレル皮下注25㎎ペン0.5mL
オレンシア点滴静注用250㎎
オレンシア皮下注125㎎シリンジ1mL
オレンシア皮下注125㎎オートインジェクター1mL
ケブザラ皮下注150㎎オートインジェクター
ケブザラ皮下注200㎎オートインジェクター
サイモグロブリン点滴静注用25㎎
サンディミュン注射液250㎎
シムジア皮下注200㎎オートクリックス
シムレクト静注用20㎎
シンポニー皮下注50㎎オートインジェクター
レミケード点滴注射用100㎎

注射用カルシウム塩

塩化Ca補正液1mEq/mL 20mL
カルチコール注射液8.5% 5mL

注射用高張食塩水

塩化Na補正液2.5mEq/mL 20mL
大塚食塩注10% 20mL
リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL

注射用硫酸マグネシウム

硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL

注射用ベンゾジアゼピン系薬剤

セルシン注射液10㎎
ミダゾラム注10㎎「サンド」★
サイレース静注2㎎ ★

麻酔用筋弛緩薬★

ロクロニウム臭化物静注液50㎎/5.0mL「マルイシ」
スキサメトニウム注100「マルイシ」

トレドミン錠25
トロペロン錠3㎎
トロペロン細粒1%
ニューレプチル錠5㎎
ノバミン錠5㎎
ノリトレン錠10㎎
ノリトレン錠25㎎
パキシル錠5㎎
パキシル錠10㎎
パキシルCR錠12.5㎎
パキシルCR錠25㎎
ハロステン錠1㎎
バルネチール錠100
ピーゼットシー散1%
ビバンセカプセル20㎎
ビバンセカプセル30㎎
ビプレッソ徐放錠50㎎
ビプレッソ徐放錠100㎎
ヒルナミン錠25㎎
ヒルナミン細粒10%
プロチアデン錠25
ラツーダ錠40㎎
リーゼ錠5㎎
リーマス錠100
リスパダール錠1㎎
リスパダールOD錠1㎎
リスパダール細粒1%
リスパダール内用液1㎎/mL 0.5mL/包
リスパダール内用液1㎎/mL 1.0mL/包
リスパダール内用液1㎎/mL 2.0mL/包
リスパダール内用液1㎎/mL 3.0mL/包
リスパダール内用液1㎎/mL
リスペリドンOD錠1㎎「アメル」
リスペリドン内用液分包0.5㎎「アメル」
リスペリドン内用液分包1㎎「アメル」
リフレックス錠15㎎
ルーラン錠4㎎
ルーラン錠8㎎
ルジオミール錠10㎎
ルジオミール錠25㎎
レキサルティ錠1㎎
レクサプロ錠10㎎
レスリン錠25
レボトミン錠5㎎

レボトミン散10%
ロドピン錠50㎎
ロドピン細粒50%
ロナセン錠4㎎
ロナセン錠8㎎

精神神経用剤（外用）

ロナセンテープ20㎎
ロナセンテープ40㎎

精神神経用剤（注射）

アタラックス-P注射液25㎎
アタラックス-P注射液50㎎
アナフラニール点滴静注液25㎎
エビリファイ持続性水懸筋注用300㎎バイアル
エビリファイ持続性水懸筋注用400㎎シリンジ
ジプレキサ筋注10㎎
ゼプリオン水懸筋注25㎎シリンジ
ゼプリオン水懸筋注50㎎シリンジ
ゼプリオン水懸筋注75㎎シリンジ
ゼプリオン水懸筋注100㎎シリンジ
ゼプリオン水懸筋注150㎎シリンジ
セレネース注5㎎
ノバミン筋注5㎎
ヒルナミン筋注25㎎
リスパダールコンスタ筋注用25㎎
リスパダールコンスタ筋注用37.5㎎
リスパダールコンスタ筋注用50㎎
リスパダールコンスタ筋注用50㎎

その他催眠鎮静剤など（内服）

セディール錠10㎎
トリクロリールシロップ10%
リスミー錠2㎎
ルネスタ錠1㎎
ルネスタ錠2㎎
ルネスタ錠3㎎

その他催眠鎮静剤など（外用）

エスクレ坐剤250㎎
エスクレ坐剤500㎎
エスクレ注腸用キット500
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ハイリスク薬一覧

＊灰色の薬剤に関してはハイリスク算定外 ★は重点管理ハイリスク薬

先発医薬品⇔後発医薬品　切替え対比表（Ver.38）

先発医薬品 メーカー名 後発医薬品 メーカー名

1%ディプリバン注50mL/瓶 アストラゼネカ
プロポフォール静注1%
50mL 「マルイシ」

丸石製薬

5-FU注1000㎎ 協和発酵キリン
フルオロウラシル注1000㎎
「トーワ」

東和薬品

L―ケフレックス顆粒500㎎ 塩野義製薬
セファレキシン顆粒500㎎
「JG」

日本ジェネリック

アーチスト錠10㎎ 第一三共
カルベジロール錠10㎎「サ
ワイ」

沢井製薬

アーチスト錠2.5㎎ 第一三共
カルベジロール錠2.5㎎
「サワイ」

沢井製薬

アーテン錠2㎎ ファイザー
トリヘキシフェニジル塩酸
塩錠2㎎「タイヨー」

武田テバ

アイソボリン点滴静注用
25㎎

ファイザー
レボホリナート点滴静注用
25㎎「ヤクルト」

ヤクルト本社

アイトロール錠20㎎ トーアエイヨー
一硝酸イソソルビド錠
20㎎「タイヨー」

武田テバ

アカルディカプセル1.25
日本ベーリンガーインゲル
ハイム

ピモベンダン錠1.25㎎
「TE」

トーアエイヨー

アキネトン錠1㎎ 大日本住友製薬
ピペリデン塩酸塩錠1㎎
「アメル」

共和薬品工業

アクトス錠15 武田テバ
ピオグリタゾン錠15㎎「武
田テバ」

武田テバ

アザルフィジンEN錠500㎎ ファイザー
サラゾスルファピリジン腸溶
錠500㎎「日医工」

日医工

アダラートCR錠20㎎ バイエル薬品
ニフェジピンCR錠20㎎
「日医工｝

日医工

アダラートL錠10㎎ バイエル薬品
ニフェジピンL錠10㎎「日
医工｝

日医工

アドナ注（静注用）50㎎ 田辺製薬販売
カルバゾクロムスルホン酸
Na静注錠50㎎「日医工」
0.5%10mL

日医工

アドナ錠30㎎ 田辺製薬販売
カルバゾクロムスルホン酸
ナトリウム錠30㎎「日医工」

日医工

アバプロ錠100㎎ 大日本住友製薬
イルベサルタン錠100㎎
「DSPB」

DSファーマバイオメディカ
ル

アビリット錠100㎎ 大日本住友製薬
スルピリド錠100㎎「サワ
イ」

沢井製薬

アビリット錠50㎎ 大日本住友製薬 スルピリド錠50㎎「サワイ」 沢井製薬

アマリール1㎎錠 サノフィ
グリメピリド錠1㎎
「EMEC」

エルメッド

アミノフリード輸液（500mL） 大塚製薬工場 ツインパル輸液（500mL） エイワイファーマ

アムロジンOD錠5㎎ 大日本住友製薬
アムロジピンOD錠5㎎「明
治」

Meiji Seikaファルマ

2020年12月現在全身麻酔薬

ケタラール静注用200㎎ ★
スープレン吸入麻酔液
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」
チトゾール注用0.3g ★
1%ディプリバン注-キット ★
ドロレプタン注射液25㎎ ★
1%プロポフォール注「マルイシ」20mL/A ★
1%プロポフォール注「マルイシ」50mL/瓶 ★
ラボナール注射用500㎎ ★

注射用血管拡張薬

ニコランジル点滴静注用「サワイ」2㎎
ニコランジル点滴静注用「サワイ」48㎎
ニトログリセリン注25㎎/50mLシリンジ「テ
ルモ」
ニトロール注5㎎/10mL
ニトロール持続静注25㎎シリンジ
ミオコール静注5㎎

注射用カテコラミン

アドレナリン注0.1%シリンジ
イノバン注0.3%シリンジ50mL
エピペン注射液0.15㎎
エピペン注射液0.3㎎
カコージンD注0.3% 200mL
ドパミン塩酸塩点滴注射液100㎎
ドブトレックス注射液100㎎
ドブポン注0.3%シリンジ50mL
ノルアドリナリン注1㎎
ボスミン注1㎎

プロスタグランジン製剤

アルプロスタジルアルファデクス注射用20
μg「タカタ」
注射用プロスタンディン500

疼痛治療剤

トラマールOD錠25㎎
トラムセット配合錠
ワントラム錠100㎎

V2-受容体拮抗剤

サムスカ錠7.5㎎
サムスカ錠30㎎

その他

ケアラム錠25㎎
コアヒビター注射用10㎎
コアヒビター注射用50㎎
注射用フサン50
ランマーク皮下注120㎎
ガベキサートメシル酸塩注射用100㎎「タカタ」
ガベキサートメシル酸塩注射用500㎎「タカタ」
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先発医薬品⇔後発医薬品　切替え対比表（Ver.38）先発医薬品⇔後発医薬品　切替え対比表（Ver.38）

先発医薬品 メーカー名 後発医薬品 メーカー名

イオパミロン注370シリンジ 
100mL

バイエル薬品
イオパミドール370注シリン
ジ 100mL 「F」

富士製薬工業

イソジンガーグル液7% 塩野義製薬
ポビドンヨードガーグル7%
「マイラン」

ファイザー

イソジンゲル10%（4g/本） 塩野義製薬
ポビドンヨードゲル10%「明
治」（4g/本）

Meiji Seikaファルマ

イソジンゲル10%（90g/
本）

塩野義製薬
ポビドンヨードゲル10%「マ
イラン」（90g/本）

ファイザー

イソジン液10% 塩野義製薬
ポビドンヨード外用液10%
「マイラン」

ファイザー

イソバイドシロップ70% 日本新薬
イソソルビド内用液70%
「CEO」

セオリアファーマ

イトリゾール内用液1% ヤンセンファーマ
イトラコナゾール内用液1%
「ファイザー」

ファイザー

イノバン注100㎎ 協和発酵キリン
ドパミン塩酸塩点滴静注
液100㎎「タイヨー」

武田テバ薬品

イメンドカプセル80㎎ 小野薬品工業
アプレピタントカプセル
80㎎「NK」

日本化薬

イメンドカプセル150㎎ 小野薬品工業
アプレピタントカプセル
150㎎「NK」

日本化薬

インタール吸入液1% 2mL/
A

サノフィ
クロモグリク酸Na吸入液
1%「サワイ」2mL/A

沢井製薬

インダシン坐剤 MSD インテバン坐剤50 帝國製薬

インテバンクリーム1% 大日本住友製薬
インドメタシンクリーム1%
「日医工」

日医工

ヴィーンD輸液500mL 興和創薬 ソリューゲンG注500mL 共和クリティケア

ヴィーンF輸液500mL 興和創薬 ソリューゲンF注500mL 共和クリティケア

ウルソ錠100㎎ 田辺三菱製薬
ウルソデオキシコール酸錠
100㎎「JG」

日本ジェネリック

エクセグラン散20% 大日本住友製薬 ゾニサミド散20%「アメル」 共和薬品工業

エクセグラン錠100㎎ 大日本住友製薬
ゾニサミド錠100㎎「アメ
ル」

共和薬品工業

エスポー注射液750 協和発酵キリン
エポエチンアルファBS注
750「JCR」

キッセイ薬品工業

エスラックス静注50㎎
/5.0mL

MSD
ロクロニウム臭化物静注
液50㎎/5.0mL 「マルイシ」

丸石製薬

エパデールS900 持田製薬
イコサペント酸エチル粒状
カプセル900㎎「サワイ」

沢井製薬

エビプロスタット配合錠DB 日本新薬 エルサメットS配合錠 武田テバ

エポジン注シリンジ1500 中外製薬
エポエチンアルファBS注
1500シリンジ「JCR」

キッセイ薬品工業

エポジン注シリンジ3000 中外製薬
エポエチンアルファBS注
3000シリンジ「JCR」

キッセイ薬品工業

先発医薬品 メーカー名 後発医薬品 メーカー名

アムロジン錠2.5㎎ 大日本住友製薬
アムロジピン錠2.5㎎「明
治」

Meiji Seikaファルマ

アルサルミン内用液10% 中外製薬
スクラルファート内用液
10%「日医工」

日医工

アルダクトンA錠25㎎ ファイザー
スピロノラクトン錠25㎎
「YD」

日本ジェネリック

アルダクトンA錠50㎎ ファイザー
スピロノラクトン錠50㎎
「YD」

日本ジェネリック

アルチバ静注用2㎎ ヤンセンファーマ
レミフェンタニル静注用2㎎
「第一三共」

第一三共

アルファロールカプセル
1μg

中外製薬
アルファカルシドール錠1.0
μg「アメル」

共和薬品工業

アルマール錠10㎎ 大日本住友製薬
アロチノロール塩酸塩錠
10㎎「日医工」

日医工

アレグラ錠30㎎ サノフィ
フェキソフェナジン塩酸塩
錠30㎎「SANIK」

日医工

アレグラ錠60㎎ サノフィ
フェキソフェナジン塩酸塩
錠60㎎「SANIK」

日医工

アレロックOD錠5 協和発酵キリン
オロパタジン塩酸塩OD錠
5㎎「明治」

Meiji Seikaファルマ

アンカロン錠100 サノフィ

アミオダロン塩酸塩速崩錠
50㎎「TE」 
アミオダロン塩酸塩速崩錠
100㎎「TE」

トーアエイヨー

アンカロン注150 サノフィ
アミオダロン塩酸塩静注
150㎎「TE」

トーアエイヨー

アンテベートクリーム0.05%
（10g/本）

鳥居薬品

ベタメタゾン酪酸エステル
プロピオン酸エステルク
リーム0.05%「MYK」（5g/
本）※容量違い

日医工

アンテベート軟膏0.05%
（10g/本）

鳥居薬品

ベタメタゾン酪酸エステル
プロピオン酸エステル軟
膏0.05%「MYK」（5g/本）
※容量違い

日医工

アンテベートローション
0.05%（10g/本）

鳥居薬品
ベタメタゾン酪酸エステル
プロピオン酸エステルロー
ション0.05%「MYK」10g

日医工

イオパミロン注300 100mL バイエル薬品
イオパミドール300注 
100mL 「F」

富士製薬工業

イオパミロン注300 50mL バイエル薬品
イオパミドール300注 50mL
「F」

富士製薬工業

イオパミロン注300シリンジ 
100mL

バイエル薬品
イオパミドール300注シリン
ジ 100mL 「F」

富士製薬工業

イオパミロン注370 100mL バイエル薬品
イオパミドール370注 
100mL 「F」

富士製薬工業

イオパミロン注370 50mL バイエル薬品
イオパミドール370注 50mL
「F」

富士製薬工業
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先発医薬品⇔後発医薬品　切替え対比表（Ver.38）先発医薬品⇔後発医薬品　切替え対比表（Ver.38）

先発医薬品 メーカー名 後発医薬品 メーカー名

ガスター注射液20㎎ 2mL/
A

アステラス製薬
ファモチジン注射用20㎎
「日医工」20㎎/V

日医工

ガスモチン錠5㎎ 大日本住友製薬
モサプリドクエン酸塩錠
5㎎「明治」

Meiji Seikaファルマ

ガスロンN・OD錠2㎎ 日本新薬
イルソグラジンマレイン酸
塩錠2㎎「日医工」

日医工

カソデックスOD錠80㎎ アストラゼネカ
ビカルタミドOD錠80㎎
「NK」

日本化薬

カトレップパップ70㎎ 帝國製薬
インドメタシンパップ70㎎
「日医工」

日医工

カルタン錠500 マイラン製薬
沈降炭酸カルシウム錠
500㎎「三和」

三和化学研究所

カルデナリン錠1㎎ ファイザー
ドキサゾシン錠1㎎
「EMEC」

エルメッド

カルデナリン錠4㎎ ファイザー
ドキサゾシン錠4㎎
「EMEC」

エルメッド

カルナクリン錠50 三和化学研究所
カリジノゲナーゼ錠50単位
「日医工」

日医工

キシロカイン注ポリアンプ
1%10mL

アスペンジャパン
リドカイン塩酸塩注射液
1%「ファイザー」10mL

マイラン製薬

キシロカイン注ポリアンプ
2%5mL

アスペンジャパン
リドカイン塩酸塩注射液
2%「ファイザー」5mL

マイラン製薬

キシロカインビスカス2% アスペンジャパン アネトカインビスカス2% ファイザー

強力ネオミノファーゲンシー
P静注20mL

ミノファーゲン製薬 ネオファーゲン静注20mL 大塚製薬工業

クラビット錠500㎎ 第一三共
レボフロキサシン錠500㎎
「DSEP」

第一三共エスファ

クラビット点滴静注バッグ
500㎎/100mL

第一三共
レボフロキサシン点滴静注
バッグ500㎎/100mL
「DSEP」

第一三共エスファ

クラビット点眼液1.5% 参天製薬
レボフロキサシン点眼液
1.5%「ファイザー」

ファイザー

クラリシッド錠200㎎ 大正富山医薬品
クラリスロマイシン錠200
「MEEK」

Meiji Seikaファルマ

クラリシッド錠50㎎小児用 大正富山医薬品
クラリスロマイシン錠50小
児用「MEEK」

Meiji Seikaファルマ

グランシリンジ75 協和発酵キリン
フィルグラスチムBS注75
μgシリンジ「モチダ」

持田製薬

グリセオール注200mL 中外製薬 グリセノン注（200mL） 共和クリティケア

クレストール錠2.5㎎ アストラゼネカ
ロスバスタチン錠2.5㎎
「DSEP」

第一三共エスファ

クレメジン細粒分包2g 第一三共
球形吸着炭細粒「マイラ
ン」

マイラン製薬

ゲンタシン軟膏0.1% MSD
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏
0.1%「タイヨー」

テバ製薬

先発医薬品 メーカー名 後発医薬品 メーカー名

エルプラット点滴静注液
50㎎ 
エルプラット点滴静注液
100㎎

ヤクルト本社

オキサリプラチン点滴静注
液50㎎「NK」 
オキサリプラチン点滴静注
液100㎎「NK」 
オキサリプラチン点滴静注
液200㎎「NK」

日本化薬

オキシコンチン錠20㎎ 塩野義製薬
オキシコドン徐放カプセル
20㎎「テルモ」

帝國製薬

オキシコンチン錠5㎎ 塩野義製薬
オキシコドン徐放カプセル
5㎎「テルモ」

帝國製薬

オゼックス錠150㎎ 大正富山医薬品
トスフロキサシントシル酸塩
錠150㎎「日医工」

日医工

オノンカプセル112.5㎎ 小野薬品工業
プランルカストカプセル
112.5㎎「サワイ」

沢井製薬

オパルモン錠5μg 小野薬品工業
リマプロストアルファデクス
錠5μg「F」

富士製薬工業

オムニパーク240注シリンジ 
100mL

第一三共
イオヘキソール240注シリ
ンジ 100mL 「F」

富士製薬工業

オムニパーク300注 20mL 第一三共
イオヘキソール300注 
20mL 「F」

富士製薬工業

オムニパーク300注 100mL 第一三共
イオヘキソール300注 
100mL 「F」

富士製薬工業

オムニパーク300注シリンジ 
50mL

第一三共
イオヘキソール300注シリ
ンジ 50mL 「F」

富士製薬工業

オムニパーク300注シリンジ 
100mL

第一三共
イオヘキソール300注シリ
ンジ 100mL 「F」

富士製薬工業

オムニパーク300注シリンジ 
125mL

第一三共
イオヘキソール300注シリ
ンジ 125mL 「F」

富士製薬工業

オムニパーク300注シリンジ 
150mL

第一三共
イオヘキソール300注シリ
ンジ 150mL 「F」

富士製薬工業

オムニパーク350注 50mL 第一三共
イオヘキソール350注 
50mL 「F」

富士製薬工業

オムニパーク350注 100mL 第一三共
イオヘキソール350注 
100mL 「F」

富士製薬工業

オムニパーク350注シリンジ 
100mL

第一三共
イオヘキソール350注シリ
ンジ 100mL 「F」

富士製薬工業

オメプラール注用20㎎ アストラゼネカ
オメプラゾール注射用
20㎎「日医工」

日医工

オルメテックOD錠20㎎ 第一三共
オルメサルタンOD錠20㎎
「DSEP」

第一三共エスファ

カイトリル注3㎎ 中外製薬
グラニセトロン点滴静注
バッグ1㎎/50mL 「テルモ」

テルモ

ガスコン錠40㎎ キッセイ薬品工業 ジメチコン錠40㎎「YD」 日本ジェネリック

ガスターD錠10㎎ アステラス製薬
ファモチジンD錠10㎎
「EMEC」

エルメッド

ガスターD錠20㎎ アステラス製薬
ファモチジンD錠20㎎
「EMEC」

エルメッド
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先発医薬品⇔後発医薬品　切替え対比表（Ver.38）先発医薬品⇔後発医薬品　切替え対比表（Ver.38）

先発医薬品 メーカー名 後発医薬品 メーカー名

ジプレキサザイディス錠
2.5㎎

日本イーライリリー
オランザピンOD錠2.5㎎
「明治」

Meiji Seikaファルマ

ジプレキサザイディス錠
5㎎

日本イーライリリー
オランザピンOD錠5㎎「明
治」

Meiji Seikaファルマ

シプロキサン注400㎎ バイエル薬品
シプロフロキサシン点滴静
注400㎎/200mL

Meiji Seikaファルマ

シングレア錠10㎎ MSD
モンテルカスト錠10㎎
「KM」

杏林製薬

スルペラゾン静注用1g ファイザー
ワイスタール配合静注用
1g

ニプロ

スローケー錠600㎎ ノバルティスファーマ ケーサプライ錠600㎎ アルフレッサファーマ

セイブル錠50㎎ 三和化学研究所
ミグリトールOD錠50㎎「サ
ワイ」

沢井製薬

ゼチーア錠10㎎ バイエル薬品
エゼチミブ錠10㎎
「DSEP」

第一三共エスファ

セファメジンα注射用0.5g アステラス製薬
セファゾリンナトリウム注射
用0.5g「日医工」

日医工

セファメジンα注射用1g アステラス製薬
セファゾリンナトリウム注射
用1g「日医工」

日医工

セフゾンカプセル100㎎ アステラス製薬
セフジニルカプセル100㎎
「ファイザー」

ファイザー

セフメタゾン静注用1g 第一三共
セフメタゾールナトリウム静
注用1g「日医工」

日医工

セボフレン吸入麻酔液 丸石製薬
セボフルラン吸入麻酔液
「ニッコー」

丸石製薬

セルセプトカプセル250 中外製薬
ミコフェノール酸モフェチル
カプセル250㎎「ファイ
ザー」

ファイザー

セレキノン錠100㎎ 田辺三菱製薬
トリメブチンマレイン酸塩錠
100㎎「日医工」

日医工

セレコックス錠100㎎ アステラス製薬
セレコキシブ錠100㎎「ファ
イザー」

ファイザー

セレネース錠1㎎ 大日本住友製薬 ハロステン錠1㎎ 高田製薬

ゼローダ錠300 中外製薬
カペシタビン錠300㎎「ヤク
ルト」

ヤクルト本社

セロクエル100㎎錠 アステラス製薬
クエチアピン錠100㎎「明
治」

Meiji Seikaファルマ

セロクエル25㎎錠 アステラス製薬
クエチアピン錠25㎎「明
治」

Meiji Seikaファルマ

セロケン錠20㎎ アストラゼネカ
メトプロロール酒石酸塩錠
20㎎「サワイ」

沢井製薬

ゾシン静注用2.25 大正富山医薬品
タゾピペ配合静注用2.25
「明治」

Meiji Seikaファルマ

ゾシン静注用4.5 大正富山医薬品
タゾピペ配合静注用4.5
「明治」

Meiji Seikaファルマ

先発医薬品 メーカー名 後発医薬品 メーカー名

コニール錠4 協和発酵キリン
ベニジピン塩酸塩錠4㎎
「タナベ」

田辺製薬販売

コンドロン点眼液1% 科研製薬 アイドロイチン1%点眼液 参天製薬

サアミオン錠5㎎ 田辺三菱製薬 ニセルゴリン錠5㎎「NP」 ニプロ

サイレース錠1㎎ エーザイ
フルニトラゼパム錠1㎎
「JG」

日本ジェネリック

サイレース錠2㎎ エーザイ
フルニトラゼパム錠2㎎
「JG」

日本ジェネリック

ザイザル錠5㎎ GSK
レボセチリジン塩酸塩錠
5㎎「武田テバ」

武田テバ

ザイボックス錠600㎎ ファイザー リネゾリド錠600㎎「明治」 Meiji Seikaファルマ

ザイボックス注射液600㎎ ファイザー
リネゾリド点滴静注液
600㎎「明治」

Meiji Seikaファルマ

ザイロリック錠100 グラクソ・スミスクライン
アロプリノール錠100㎎
「DSP」

大日本住友製薬

サラゾピリン錠500㎎ ファイザー
サラゾスルファピリジン錠
500㎎「タイヨー」

武田テバ

ザルコニン液0.025 建栄製薬 プリビーシー液0.02% 大塚製薬

ザルティア錠5㎎ 日本新薬
タダラフィルOD錠5㎎
「トーワ」

東和薬品

サワシリンカプセル250㎎ アステラス製薬
アモキシシリンカプセル
250㎎「日医工」

日医工

サンドスタチン皮下注用
100μg

ノバルティスファーマ
オクトレオチド皮下注100
μg「あすか」

あすか製薬

サンリズムカプセル25㎎ 第一三共
ピルシカイニド塩酸塩カプ
セル25㎎「サワイ」

沢井製薬

ジェムザール注射用1g 日本イーライリリー
ゲムシタビン点滴静注用
1g「ヤクルト」

ヤクルト本社

ジェムザール注射用200㎎ 日本イーライリリー
ゲムシタビン点滴静注用
200㎎「ヤクルト」

ヤクルト本社

シグマ-ト錠2.5㎎ 中外製薬
ニコランジル錠2.5㎎「日
医工」

日医工

シグマ-ト注2㎎ 中外製薬
ニコランジル点滴静注用
2㎎「サワイ」

沢井製薬

シグマ-ト注48㎎ 中外製薬
ニコランジル点滴静注用
48㎎「サワイ」

沢井製薬

ジクロード点眼液0.1% わかもと製薬
ジクロフェナクNa点眼液
0.1%「ニッテン」

日本点眼薬研究所

ステーブラOD錠0.1㎎ 小野薬品工業
イミダフェナシンOD錠
0.1㎎「杏林」

杏林製薬

シナール配合顆粒 塩野義製薬 デラキシー配合顆粒 丸石製薬

ジフルカンカプセル100㎎ ファイザー
フルコナゾールカプセル
100㎎「サワイ」

沢井製薬

ジプレキサザイディス錠
10㎎

日本イーライリリー
オランザピンOD錠10㎎
「明治」

Meiji Seikaファルマ
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先発医薬品⇔後発医薬品　切替え対比表（Ver.38）先発医薬品⇔後発医薬品　切替え対比表（Ver.38）

先発医薬品 メーカー名 後発医薬品 メーカー名

ゾビラックス点滴静注用
250

グラクソ・スミスクライン
ビクロックス点滴静注
250㎎

Meiji Seikaファルマ

ゾメタ点滴静注4㎎/5mL ノバルティスファーマ
ゾレドロン酸点滴静注4㎎
/5mL 「NK」

日本化薬

ソラナックス錠0.4㎎ ファイザー
アルプラゾラム錠0.4㎎「サ
ワイ」

沢井製薬

ソリタ‐T1号輸液（200mL） エイワイファーマ ソルデム1輸液（200mL） テルモ

ソリタ‐T1号輸液（500mL） エイワイファーマ ソルデム1輸液（500mL） テルモ

ソリタ‐T3号G輸液
（200mL）

エイワイファーマ
YDソリタ-T3号G輸液
（200mL）

陽進堂

ソリタ‐T3号G輸液
（500mL）

エイワイファーマ
YDソリタ-T3号G輸液
（500mL）

陽進堂

ソリタ‐T3号輸液（200mL） エイワイファーマ ソルデム3A輸液（200mL） テルモ

ソリタ‐T3号輸液（500mL） エイワイファーマ ソルデム3A輸液（500mL） テルモ

ソリタ‐T4号輸液（200mL） エイワイファーマ ソルデム6輸液（200mL） テルモ

ソリタ‐T4号輸液（500mL） エイワイファーマ ソルデム6輸液（500mL） テルモ

ソル・メドロール静注用
1000㎎

ファイザー
注射用ソル・メルコート
1000

富士製薬工業

ソル・メドロール静注用
125㎎

ファイザー
注射用ソル・メルコート
125

富士製薬工業

ソル・メドロール静注用
40㎎

ファイザー 注射用ソル・メルコート40 富士製薬工業

ソル・メドロール静注用
500㎎

ファイザー
注射用ソル・メルコート
500

富士製薬工業

ダイアート錠60㎎ 三和化学研究所
アゾセミド錠30㎎「JG」 
アゾセミド錠60㎎「JG」

日本ジェネリック

タキソール注射液100㎎
ブリストル・マイヤーズスク
イブ

パクリタキセル注100㎎
/16.7mL 「NK」

日本化薬

タキソール注射液30㎎
ブリストル・マイヤーズスク
イブ

パクリタキセル注30㎎
/5mL 「NK」

日本化薬

タキソテール点滴静注用
20㎎

サノフィ
ドセタキセル点滴静注
20㎎/1mL 「ヤクルト」

ヤクルト本社

タキソテール点滴静注用
80㎎

サノフィ
ドセタキセル点滴静注
80㎎/4mL 「ヤクルト」

ヤクルト本社

タケプロンOD錠15 武田テバ
ランソプラゾールOD錠
15㎎「サワイ」

沢井製薬

タケプロンカプセル30 武田テバ
ランソプラゾールカプセル
30㎎「サワイ」

沢井製薬

タナトリル錠2.5 田辺三菱製薬
イミダプリル塩酸塩錠
2.5㎎「DSEP」

第一三共エスファ

タミフルカプセル75 中外製薬
オセルタミビルカプセル
75㎎「サワイ」

沢井製薬

タリオン錠10㎎ 田辺三菱製薬
ベポタスチンベシル酸塩
錠10㎎「タナベ」

ニプロESファーマ

先発医薬品 メーカー名 後発医薬品 メーカー名

ティーエスワン配合OD錠
T20

大鵬薬品工業
エスワンタイホウ配合OD
錠T20

岡山大鵬薬品

ティーエスワン配合OD錠
T25

大鵬薬品工業
エスワンタイホウ配合OD
錠T25

岡山大鵬薬品

ディオバン錠160㎎ ノバルティスファーマ
バルサルタン錠160㎎「モ
チダ」

持田製薬

ディオバン錠80㎎ ノバルティスファーマ
バルサルタン錠80㎎「モ
チダ」

持田製薬

デカドロン注射液1.65㎎ アスペンジャパン デキサート注射液1.65㎎ 富士製薬工業

デカドロン注射液6.6㎎ アスペンジャパン デキサート注射液6.6㎎ 富士製薬工業

テキサント消毒液6% 日本新薬 次亜塩6%「ヨシダ」 吉田製薬

デパケンシロップ5% 協和発酵キリン
バルプロ酸ナトリウムシロッ
プ5%「DSP」

大日本住友製薬

デパス錠0.5㎎ 田辺三菱製薬
エチゾラム錠0.5㎎「日医
工」

日医工

デパス錠1㎎ 田辺三菱製薬 エチゾラム錠1㎎「日医工」 日医工

テラジアパスタ5% ニプロパッチ
スルファジアジンパスタ5%
「三恵」

三恵薬品

トポテシン点滴静注100㎎ 第一三共
イリノテカン塩酸塩点滴静
注液100㎎「タイホウ」

大鵬薬品工業

トポテシン点滴静注40㎎ 第一三共
イリノテカン塩酸塩点滴静
注液40㎎「タイホウ」

大鵬薬品工業

トラムセット配合錠 ヤンセンファーマ
トアラセット配合錠「武田テ
バ」

武田テバ

トランサミンカプセル250㎎ 第一三共
トラネキサム酸カプセル
250㎎「NSKK」

日本新薬

トランサミンシロップ5% 第一三共
トラネキサム酸シロップ5%
「テバ」

武田テバ

ドルミカム注射液10㎎ 
2mL/A

アステラス製薬
ミダゾラム注10㎎「サンド」
2mL/A

サンド

ナウゼリン錠10㎎ 協和発酵キリン
ドンペリドン錠10㎎「日医
工」

日医工

ナゾネックス点鼻液50
μg56噴霧用

杏林製薬
モメタゾン点鼻液50μg「杏
林」112噴霧用
※容量違い

杏林製薬

ナボールゲル1% 久光製薬
ジクロフェナクNaゲル1%
「SN」

日本ジェネリック

ニューロタン錠25㎎ MSD
ロサルタンK錠25㎎
「DESP」

第一三共エスファ

ネオドパストン配合錠
L100

第一三共 カルコーパ配合錠L100 共和薬品工業

ネスプ注射液10μgプラシリ
ンジ

協和キリン
ダルベポエチンアルファ注
10μgシリンジ「KKF」

協和キリンフロンティア

ネスプ注射液20μgプラシリ
ンジ

協和キリン
ダルベポエチンアルファ注
20μgシリンジ「KKF」

協和キリンフロンティア
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先発医薬品⇔後発医薬品　切替え対比表（Ver.38）先発医薬品⇔後発医薬品　切替え対比表（Ver.38）

先発医薬品 メーカー名 後発医薬品 メーカー名

ネスプ注射液40μgプラシリ
ンジ

協和キリン
ダルベポエチンアルファ注
40μgシリンジ「KKF」

協和キリンフロンティア

ネスプ注射液60μgプラシリ
ンジ

協和キリン
ダルベポエチンアルファ注
60μgシリンジ「KKF」

協和キリンフロンティア

ネスプ注射液120μgプラシ
リンジ

協和キリン
ダルベポエチンアルファ注
120μgシリンジ「KKF」

協和キリンフロンティア

ネスプ注射液180μgプラシ
リンジ

協和キリン
ダルベポエチンアルファ注
180μgシリンジ「KKF」

協和キリンフロンティア

メネシット配合錠100 MSD カルコーパ配合錠L100 共和薬品工業

ノイキノン錠10㎎ エーザイ
ユビデカレノン錠10㎎「サ
ワイ」

沢井製薬

ノルバデックス錠20㎎ アストラゼネカ
タモキシフェン錠20㎎
「MYL」

マイランEPD合同会社

ハイボン錠20㎎ 田辺製薬販売
リボフラビン酪酸エステル
錠20㎎「ツルハラ」

鶴原製薬

バクタ配合錠 塩野義製薬 ダイフェン配合錠 鶴原製薬

バクタ配合顆粒 塩野義製薬 ダイフェン配合顆粒 鶴原製薬

バラクルード錠0.5㎎
ブリストル・マイヤーズスク
イブ

エンテカビル錠0.5㎎
「DSEP」

第一三共エスファ

パラプラチン注射液150㎎
ブリストル・マイヤーズスク
イブ

カルボプラチン点滴静注
液150㎎「NK」

日本化薬

パラプラチン注射液450㎎
ブリストル・マイヤーズスク
イブ

カルボプラチン点滴静注
液450㎎「NK」

日本化薬

パラプラチン注射液50㎎
ブリストル・マイヤーズスク
イブ

カルボプラチン点滴静注
液50㎎「NK」

日本化薬

パリエット錠10㎎ EAファーマ
ラベプラゾールNa塩錠
10㎎「明治」

Meiji Seikaファルマ

パリエット錠20㎎ EAファーマ
ラベプラゾールNa塩錠
20㎎「明治」

Meiji Seikaファルマ

ハルシオン錠0.25㎎ ファイザー
トリアゾラム錠0.25㎎「日
医工」

日医工

バルトレックス錠500 グラクソ・スミスクライン
バラシクロビル錠500㎎
「EE」

エルメッド

ハルナールD錠0.2㎎ アステラス製薬
タムスロシン塩酸塩OD錠
0.2㎎「日医工」

日医工

パンスポリン静注用1g 武田テバ
セフォチアム塩酸塩静注
用1g「NP」

日医工

パントール注射液100㎎ トーアエイヨー
パンテノール注100㎎
「KCC」

共和クリティケア

ビソルボンシロップ0.08% サノフィ
ブロムヘキシン塩酸塩シ
ロップ0.08%「イセイ」

イセイ

ビソルボン注4㎎ 2mL/A サノフィ
ブロムヘキシン塩酸塩注
射液4㎎「タイヨー」2mL/A

武田テバ

ビソルボン吸入液0.2% サノフィ
ブロムヘキシン塩酸塩吸
入液0.2%「タイヨー」

武田テバ

先発医薬品 メーカー名 後発医薬品 メーカー名

ビソルボン錠4㎎ サノフィ
ブロムヘキシン塩酸塩錠
4㎎「日医工」

日医工

ビタメジン配合カプセル
B25

第一三共
ダイメジンスリービー配合カ
プセル25

日医工

ピドキサール錠10㎎ 太陽ファルマ
ピリドキサール錠10㎎「ツ
ルハラ」

鶴原製薬

ピドキサール錠30㎎ 太陽ファルマ
ピリドキサール錠30㎎「ツ
ルハラ」

鶴原製薬

ピリナジン アステラス製薬

アセトアミノフェン錠200㎎
「マルイシ」 
アセトアミノフェン錠500㎎
「マルイシ」 
アセトアミノフェンDS40%
「三和」

丸石製薬 
三和化学研究所

ヒルドイドクリーム0.3% マルホ ビーソフテンクリーム0.3% 日医工

ヒルドイドソフト軟膏0.3% マルホ
ヘパリン類似物質油性ク
リーム0.3%「日医工」

持田製薬

ヒルドイドローション0.3% マルホ ビーソフテンローション0.3% 日医工

ファルモルビシン注射用
10㎎

ファイザー

エピルビシン塩酸塩注射
液10㎎/5mL 「NK」 
エピルビシン塩酸塩注射
液50㎎/25mL 「NK」

日本化薬

ファンギゾンシロップ100㎎
/mL

ブリストル ハリゾンシロップ100㎎/mL 富士製薬工業

フィジオ35輸液 500mL 大塚製薬 グルアセト35注（500mL） 共和クリティケア

ブイフェンド錠200㎎ ファイザー
ボリコナゾール錠200㎎
「DSEP」

第一三共エスファ

ブイフェンド錠50㎎ ファイザー
ボリコナゾール錠50㎎
「DSEP」

第一三共エスファ

フェロミア錠50㎎ エーザイ
クエン酸第一鉄Na錠
50㎎「サワイ」

沢井製薬

フェンタニル注射液0.1㎎
「第一三共」2mL/A

第一三共
フェンタニル注射液0.1㎎
「テルモ」2mL/A

テルモ

フェンタニル注射液0.5㎎
「第一三共」10mL/A

第一三共
フェンタニル注射液0.1㎎
「テルモ」10mL/A

テルモ

フオイパン錠100㎎ 小野薬品工業
カモスタットメシル酸塩錠
100㎎「日医工」

日医工

ブラダロン錠200㎎ 日本新薬
フラボキサート塩酸塩錠
200㎎「日医工」

日医工

プラビックス錠75㎎ サノフィ
クロピドグレル錠75㎎
「SANIK」

日医工

フランドルテープ40㎎ トーアエイヨー
硝酸イソソルビドテープ
40㎎「EMEC」

エルメッド

フリバスOD錠25㎎ 旭化成ファーマ
ナフトピジルOD錠25㎎
「EE」

エルメッド

フリバスOD錠50㎎ 旭化成ファーマ
ナフトピジルOD錠50㎎
「EE」

エルメッド
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先発医薬品⇔後発医薬品　切替え対比表（Ver.38）先発医薬品⇔後発医薬品　切替え対比表（Ver.38）

先発医薬品 メーカー名 後発医薬品 メーカー名

ペンタサ錠500㎎ 杏林製薬
メサラジン錠500㎎
「AKP」

あすか製薬

ホスミシンS静注用1g Meiji Seikaファルマ
ホスホマイシンNa静注用
1g「タカタ」

高田製薬

ポリフリ細粒83.3% マイラン製薬
ポリカルボフィルCa細粒
83.3%「日医工」

日医工

ボルタレンSRカプセル
37.5㎎

ノバルティスファーマ
ジクロフェナクナトリウムSR
カプセル37.5㎎「オーハ
ラ」

大原薬品工業

ボルタレンサポ25㎎ ノバルティスファーマ
ジクロフェナクナトリウム坐
剤25㎎「CH」

日本ジェネリック

ボルタレンサポ50㎎ ノバルティスファーマ
ジクロフェナクナトリウム坐
剤50㎎「CH」

日本ジェネリック

ボルタレン錠25㎎ ノバルティスファーマ
ジクロフェナクNa錠25㎎
「YD」

陽進堂

マイザークリーム0.05%
（10g/本）

田辺三菱製薬
ジフルプレドナートクリーム
0.05%「イワキ」（5g/本）
※容量違い

岩城製薬

マイザー軟膏0.05%
（10g/本）

田辺三菱製薬
ジフルプレドナート軟膏
0.05%「イワキ」（5g/本）
※容量違い

岩城製薬

マイスリー錠5㎎ アステラス製薬

ゾルピデム酒石酸塩錠
10㎎「明治」 
ゾルピデム酒石酸塩錠
5㎎「明治」

Meiji Seikaファルマ

マイスリー錠10㎎ アステラス製薬
ゾルピデム酒石酸塩錠
10㎎「明治」

Meiji Seikaファルマ

マスキュラックス静注用
10㎎

MSD
ベクロニウム静注用10㎎
「F」

丸石製薬

ミカルディス錠40㎎ アステラス製薬
テルミサルタン錠40㎎
「DSEP」

第一三共エスファ

ミドリンP点眼液 参天製薬 サンドールP点眼液 日本点眼薬研究所

ミノマイシンカプセル100㎎ ファイザー
ミノサイクリン塩酸塩錠
100㎎「サワイ」

沢井製薬

ミノマイシンカプセル50㎎ ファイザー
ミノサイクリン塩酸塩錠
50㎎「サワイ」

沢井製薬

ミノマイシン点滴静注用
100㎎

ファイザー
ミノサイクリン塩酸塩点滴
静注用100㎎「日医工」

日医工

ミリスロール注50㎎/100mL 日本化薬
ニトログリセリン注25㎎
/50mLシリンジ「テルモ」

テルモ

ミリスロール注5㎎/10mL 日本化薬 ミオコール静注5㎎ トーアエイヨー

ムコスタ錠100㎎ 大塚製薬
レバミピド錠100㎎「オーツ
カ」

大塚製薬工場

ムコソルバンL錠45㎎ 帝人ファーマ
アンブロキソール塩酸塩
徐放OD錠45㎎「サワイ」

沢井製薬

ムコソルバンシロップ0.3%
〔小児用〕

帝人ファーマ
アンブロキソール塩酸塩シ
ロップ小児用0.3%「タイ
ヨー」

武田テバ

ムコソルバン錠15㎎ 帝人ファーマ
アンブロキソール塩酸塩
錠15㎎「タイヨー」

武田テバ

ムコダインシロップ5% 杏林製薬
カルボシステインシロップ
5%「タカタ」

高田製薬

先発医薬品 メーカー名 後発医薬品 メーカー名

ブリプラチン注10㎎
ブリストル・マイヤーズスク
イブ

シスプラチン点滴静注
10㎎「マルコ」

ヤクルト本社

ブリプラチン注50㎎
ブリストル・マイヤーズスク
イブ

シスプラチン点滴静注
50㎎「マルコ」

ヤクルト本社

プリンペラン注射液10㎎ アステラス製薬
メトクロプラミド注10㎎「テ
バ」

武田テバ

プリンペラン錠5 アステラス製薬
メトクロプラミド錠5㎎「タカ
タ」

高田製薬

フルイトラン錠2㎎ 塩野義製薬
トリクロルメチアジド錠2㎎
「タイヨー」

武田テバ

プルゼニド錠12㎎ 田辺三菱製薬
センノシド錠12㎎「ファイ
ザー」

ファイザー

プレセデックス静注液200
μg/2mL

ファイザー
デクスメデトミジン静注液
200μg/50mLシリンジ

ニプロ

プレタールOD錠100㎎ 大塚製薬
シロスタゾールOD錠
100㎎「タカタ」

日医工

プロサイリン錠20μg 科研製薬
ベラプロストNa錠20μg
「サワイ」

沢井製薬

プロスコープ300注50mL アルフレッサファーマ
イオプロミド300注シリンジ
100mL 「FRI」

富士フイルムRIファーマ

プロスコープ300注シリンジ
100mL

アルフレッサファーマ
イオプロミド370注シリンジ
100mL 「FRI」

富士フイルムRIファーマ

プロスタンディン注射用20
μg

丸石製薬
アルプロスタジルアルファ
デクス注射用20μg「タカ
タ」

高田製薬

プロトピック軟膏0.1% マルホ
タクロリムス軟膏0.1%
「PP」

ポーラファルマ

ブロプレス錠4 武田テバ
カンデサルタン錠4㎎「あ
すか」

あすか製薬

ブロプレス錠8 武田テバ
カンデサルタン錠8㎎「あ
すか」

あすか製薬

プロマックD錠75㎎ ゼリア新薬
ポラプレジンクOD錠75㎎
「サワイ」

沢井製薬

フロモックス錠100㎎ 塩野義製薬
セフカペンピボキシル塩酸
塩錠100㎎「日医工」

日医工

ベイスンOD錠0.2㎎ 武田テバ
ボグリボースOD錠0.2㎎
「MEEK」

Meiji Seikaファルマ

ベイスンOD錠0.3㎎ 武田テバ
ボグリボースOD錠0.3㎎
「MEEK」

Meiji Seikaファルマ

ベガモックス点眼液0.5% ノバルティスファーマ
モキシフロキサシン点眼液
0.5%「日点」

日本点眼薬研究所

ベザトールSR錠200㎎ キッセイ薬品工業
ベザフィブラートSR錠
200㎎「日医工」

日医工

ペルジピン注10㎎ 10mL/
A

アステラス製薬
ニカルジピン塩酸塩注射
液10㎎「サワイ」10mL/A

沢井製薬

ヘルベッサーRカプセル
100㎎

田辺三菱製薬
ジルチアゼム塩酸塩Rカ
プセル100㎎「サワイ」

沢井製薬

ヘルベッサー錠30 田辺三菱製薬
ジルチアゼム塩酸塩錠
30㎎「サワイ」

沢井製薬

ペンタサ錠250㎎ 杏林製薬
メサラジン錠250㎎
「AKP」

あすか製薬
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先発医薬品⇔後発医薬品　切替え対比表（Ver.38）先発医薬品⇔後発医薬品　切替え対比表（Ver.38）

先発医薬品 メーカー名 後発医薬品 メーカー名

ラシックス錠40㎎ サノフィ フロセミド錠40㎎「NP」 ニプロ

ランダ注10㎎/20mL 日本化薬
シスプラチン点滴静注
10㎎「マルコ」

ヤクルト本社

ランダ注50㎎/100mL 日本化薬
シスプラチン点滴静注
50㎎「マルコ」

ヤクルト本社

リーバクト配合顆粒 EAファーマ アミノバクト配合顆粒 日医工

リーマス錠100 大正富山医薬品
炭酸リチウム錠100「ヨシト
ミ」

田辺三菱製薬

リスパダールOD錠1㎎ ヤンセンファーマ
リスペリドンOD錠1㎎「ア
メル」

共和薬品工業

リスパダール内用液1㎎/
mL （0.5mL/包）

ヤンセンファーマ
リスペリドン内用液分包
0.5㎎「アメル」

共和薬品工業

リスパダール内用液1㎎/
mL （1mL/包）

ヤンセンファーマ
リスペリドン内用液分包
1㎎「アメル」

共和薬品工業

リバロOD錠1㎎ 興和創薬
ピタバスタチンCa錠1㎎
「ファイザー」

ファイザー

リピトール錠10㎎ アステラス製薬
アトルバスタチン錠10㎎
「EE」

エルメッド

リプル注10μg 田辺三菱製薬
アルプロスタジル注10μg
「F」

富士製薬工業

リフレックス錠15㎎ Meiji Seikaファルマ
ミルタザピン錠15㎎「日医
工」

日医工

リマクタンカプセル150㎎ ノバルティスファーマ
リファンピシンカプセル
150㎎「サンド」

サンド

リュープリン注射用キット
3.75㎎

武田薬品工業
リュープロレリン酢酸塩注
射用キット3.75㎎「NP」

ニプロ

リルテック錠50 サノフィ
リルゾール錠50㎎「タナ
ベ」

ニプロESファーマ

リンデロン‐VG軟膏0.12% 塩野義製薬 デキサンVG軟膏0.12% 富士製薬工業

リンデロン錠0.5㎎ 塩野義製薬
ベタメタゾン錠0.5㎎「サワ
イ」

沢井製薬

リンデロン点眼・点耳・点
鼻液0.1%

塩野義製薬
ベタメタゾンリン酸エステ
ルNa・PF眼耳鼻科用液
0.1%「日点」

日本点眼薬研究所

レスリン錠25 MSD
トラゾドン塩酸塩錠25㎎
「アメル」

共和薬品工業

レンドルミンD錠0.25㎎
日本ベーリンガーインゲル
ハイム

ブロチゾラムOD錠0.25㎎
「サワイ」

沢井製薬

ロキソニンテープ100㎎ 第一三共
ロキソプロフェンNaテープ
100㎎「ユートク」

祐徳薬品工業

ロキソニンパップ100㎎ 第一三共
ロキソプロフェンナトリウム
パップ100㎎「日医工」

日医工

ロキソニン錠60㎎ 第一三共
ロキソプロフェン錠60㎎
「EMEC」

エルメッド

ロセフィン静注用0.5g 中外製薬
セフトリアキソンNa静注用
0.5g「ファイザー」

ファイザー

ロセフィン静注用1g 中外製薬
セフトリアキソンNa静注用
1g「ファイザー」

ファイザー

ロペミンカプセル1㎎ 大日本住友製薬 ロペナカプセル1㎎ ファイザー

先発医薬品 メーカー名 後発医薬品 メーカー名

ムコダイン錠500㎎ 杏林製薬
カルボシステイン錠500㎎
「サワイ」

沢井製薬

メイアクトMS錠100㎎ Meiji Seikaファルマ
セフジトレンピボキシル錠
100㎎「OK」

Meiji Seikaファルマ

メイラックス錠1㎎ Meiji Seikaファルマ
ロフラゼプ酸エチル錠1㎎
「サワイ」

沢井製薬

メインテート錠0.625㎎ 田辺三菱製薬
ビソプロロールフマル酸塩
錠0.625㎎「サワイ」

沢井製薬

メインテート錠2.5㎎ 田辺三菱製薬
ビソプロロールフマル酸塩
錠2.5㎎「サワイ」

沢井製薬

メジコン錠15㎎ 塩野義製薬
デキストロメトルファン臭化
水素酸塩錠15㎎「NP」

ニプロ

メトグルコ錠250㎎ 大日本住友製薬
メトホルミン塩酸塩錠
250mgMT「TE」

トーアエイヨー

メバロチン錠10 第一三共
プラバスタチンNa錠10㎎
「サワイ」

沢井製薬

メプチンシロップ5μg/mL 
0.0005%

大塚製薬
プロカテロール塩酸塩シ
ロップ5μg/mL 「日医工」
0.0005%

日医工

メマリーOD錠5㎎ 第一三共
メマンチン塩酸塩OD錠
5㎎「DSEP」

第一三共エスファ

メマリーOD錠20㎎ 第一三共
メマンチン塩酸塩OD錠
20㎎「DSEP」

第一三共エスファ

メロペン点滴用バイアル
0.5g

大日本住友製薬
メロペネム点滴静注用
0.5g「ファイザー」

ファイザー

モーラステープ20㎎ 祐徳薬品工業
ケトプロフェンテープ20㎎
「テイコク」

日医工

モダシン静注用0.5g グラクソ・スミスクライン
セフタジジム静注用0.5g
「マイラン」

ファイザー

モダシン静注用1g グラクソ・スミスクライン
セフタジジム静注用1g「マ
イラン」

ファイザー

モニラック・シロップ65% 中外製薬
ラクツロースシロップ65%
「武田テバ」

テバ製薬

ユーゼル錠25㎎ 大鵬薬品工業
ホリナート錠25㎎「タイホ
ウ」

岡山大鵬薬品

ユーパスタコーワ軟膏 興和創薬 ネグミンシュガー軟膏 ファイザー

ユナシン-S静注用1.5g ファイザー スルバシリン静注用1.5g Meiji Seikaファルマ

ユベラNソフトカプセル
200㎎

エーザイ
トコフェロールニコチン酸
エステルカプセル200㎎
「TC」

キョーリンリメディオ

ユリーフOD錠4㎎ キッセイ薬品工業
シロドシンOD錠4㎎
「DSEP」

第一三共エスファ

ラキソベロン錠2.5㎎ 帝人ファーマ
ピコスルファートNa錠
2.5㎎「サワイ」

沢井製薬

ラキソベロン内用液0.75% 帝人ファーマ
ピコスルファートナトリウム
内用液0.75%「CHOS」

ファイザー

ラジカット点滴静注バッグ
30㎎

田辺三菱製薬
エダラボン点滴静注30㎎
バッグ「DSEP」100mL

第一三共エスファ

ラシックス注20㎎ 2mL/A サノフィ
フロセミド注射液20㎎「日
医工」2mL/A

日医工

ラシックス錠20㎎ サノフィ フロセミド錠20㎎「NP」 ニプロ
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先発医薬品⇔後発医薬品　切替え対比表（Ver.38）

先発医薬品 メーカー名 後発医薬品 メーカー名

ワイパックス錠0.5 ファイザー
ロラゼパム錠0.5㎎「サワ
イ」

沢井製薬

ワソラン錠40㎎ エーザイ
ベラパミル塩酸塩錠40㎎
「JG」

日本ジェネリック

ワンアルファ錠0.5μg 帝人ファーマ
アルファカルシドール錠0.5
μg「アメル」

共和薬品工業

塩酸バンコマイシン点滴
静注用0.5g

塩野義製薬
点滴静注用バンコマイシ
ン「MEEK」0.5g

Meiji Seikaファルマ

強力ポステリザン（軟膏） マルホ ヘモポリゾン軟膏 ジェイドルフ製薬

注射用エフオーワイ100 小野薬品工業
ガベキサートメシル酸塩注
射用100㎎「タカタ」

高田製薬

注射用エフオーワイ500 小野薬品工業
ガベキサートメシル酸塩注
射用500㎎「タカタ」

高田製薬

注射用カタクロット20㎎ 小野薬品工業
オザグレルNa点滴静注
80㎎バッグ「テルモ」

テルモ

注射用タゴシッド200㎎ サノフィ
テイコプラニン点滴静注
用400㎎「明治」

Meiji Seikaファルマ

注射用フサン10
注射用フサン50

鳥居薬品
コアヒビター注射用10㎎
コアヒビター注射用50㎎

エイワイファーマ

※ 製造販売が中止された医薬品は、原則として切替え時の会社名を掲載。
※販売移管された医薬品は、原則として現在の会社名を掲載。

手術・検査前に使用の確認が必要な薬剤一覧
 （2020年11月現在）

◆抗血小板薬

商品名 一般名 ＊ 必要な休薬期間

PG系

アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg アルプロスタジルアルファデ
クス

○ 0～1日
プロスタンディン点滴静注用500μg

アルプロスタジル注10μg アルプロスタジル ○ 0～1日

リマプロストアルファデクス錠5μg（先発；オパル
モン錠）

リマプロストアルファデクス ○ 1～2日

ベラプロストNa錠20μg（先発；プロサイリン錠）
ベラプロストナトリウム ○ 1～2日

ベラサスLA錠60μg

ロトリガ粒状カプセル2g オメガ‐3脂肪酸エチル × 7～10日

イコサペント酸エチル顆粒状カプセル900㎎（先
発；エパデールS）

イコサペント酸エチル × 7～10日

その他

ペルサンチン錠25㎎・錠100㎎ ジピリダモール ○ 0～1日

アンプラーグ錠100㎎ サルポグレラート塩酸塩 ○ 1～2日

ロコルナール錠50㎎ トラピジル ○ 2～4日

シロスタゾールOD錠100㎎（先発；プレタール
OD錠）

シロスタゾール ○ 2～4日

バスタレルF錠3㎎ トリメタジジン塩酸塩 ○ 2～4日

コメリアンコーワ錠100㎎ ジラゼブ塩酸塩 ○ 2～4日

アスピリン
アスピリン

× 7～10日
バイアスピリン錠100㎎

タケルダ配合錠 アスピリン/ランソプラゾール

キャブピリン配合錠 アスピリン/ボノプラザン

パナルジン錠100㎎・細粒10% チクロピジン塩酸塩  × 7～10日1）

クロピドグレル錠75㎎（先発；プラビックス錠） クロピドグレル硫酸塩 × 7～10日2）

コンプラビン配合錠
アスピリン/クロピドグレル硫
酸塩

× 7～10日2）

エフィエント錠2.5㎎・3.75㎎・OD錠20㎎ プラスグレル塩酸塩 × 14日

ブリリンタ錠60㎎・90㎎ チカグレロル 〇 5日

＊（○）：血小板との可逆的な反応　（×）：血小板との不可逆的な反応

1）  なお、手術の場合には、出血を増強するおそれがあるので、10 ～ 14 日前に投与を中止すること。 

ただし、血小板機能の抑制作用が求められる場合を除く。（添付文書より）

2）  本剤による血小板凝集抑制が問題となるような手術の場合には、14 日以上前に投与を中止することが 

望ましい。（添付文書より）
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◆抗凝固薬

商品名 一般名 必要な休薬期間

ヘパリン類

ヘパリンNa注5千単位/5mL
ヘパリンナトリウム

0～1日

ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL

フラグミン静注5000単位/5mL ダルテパリンナトリウム

ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ パルナパリンナトリウム

ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL
ヘパリンカルシウム

ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ

抗トロンビン剤 スロンノンHI注10㎎ アルガトロバン 0～1日

線溶系薬剤 ウロナーゼ静注用6万単位 ウロキナーゼ 0～1日

ワーファリン錠1㎎ ワルファリンカリウム 5～7日

Fxa 
阻害剤

イグザレルト錠10㎎・15㎎ リバーロキサバン 24時間以上

リクシアナOD錠30㎎・60㎎ エドキサバン 24時間以上

エリキュース錠2.5㎎・5㎎ アピキサバン

・低リスク：
　　24時間以上 
 ・中～高リスク：
　　48時間以上

直接 
トロンビン
阻害剤

プラザキサカプセル75㎎・110㎎ ダビガトランエテキシラート ※

※ 腎機能が［CCr ＞ 50］　　　の場合 ･･･ 大手術 3）：2 ～ 4 日，小手術：1 日 

腎機能が［30 ＜ CCr ≦ 50］の場合 ･･･ 大手術 3）：　　4 日，小手術：最低 2 日

3）心臓・脳・腹部の手術

◆経口避妊剤・月経困難症治療剤

商品名 一般名 必要な休薬期間

経口 
避妊剤

アンジュ28錠
レボノルゲストレル/ 
エチニルエストラジオール

28日

マーベロン21
デソゲストレル/ 
エチニルエストラジオール

月経困難
症治療剤

ジェミーナ配合錠
レボノルゲストレル/ 
エチニルエストラジオール

ヤーズフレックス配合錠
ドロスピレノン/ 
エチニルエストラジオール
ベータデクス

ルナベル配合錠LD・ULD
ノルエチステロン/ 
エチニルエストラジオール

※添付文書に禁忌と明記されている薬剤のみ記載。安静臥床を要しない手術の場合は服用可。

造影剤投与時に注意すべき薬剤
2020年10月 薬剤部 ver.9

ビグアナイド系薬剤

一般名 当院採用医薬品 当院未採用医薬品

ブホルミン なし
ジベトス錠 
ジベトンS腸溶錠

メトホルミン

イニシンク配合錠（アログリプチンとの合剤）
エクメット配合錠（ビルダグリプチンとの合剤）
メトアナ配合錠（アナグリプチンとの合剤）
メトグルコ錠
メトホルミン塩酸塩MT錠

グリコラン錠
メタクト配合錠（ピオグリタゾンとの合剤）
メトホルミン錠

※ ヨード系造影剤使用にて乳酸アシドーシスを起こすことがあるので、検査前は一時的に中止する。（緊急の場

合は除く。)

　投与後 48 時間は投与を再開しないこと。

インターロイキン製剤

一般名 当院採用医薬品 当院未採用医薬品

テセロイキン なし イムネース注

※造影剤による遅発性副作用の発現率が高まるとの報告がある。

β遮断剤

一般名 当院採用医薬品 当院未採用医薬品

アセブトロール塩酸塩 なし アセタノールカプセル

アテノロール テノーミン錠

アテノロール錠 
アルセノール錠 
アルマイラー錠 
クシセミン錠

カルテオロール塩酸塩 ミケラン錠 カルテオロール塩酸塩錠

セリプロロール塩酸塩 セレクトール錠 セリプロロール塩酸塩錠

ナドロール ナディック錠 なし

ニプラジロール なし ハイパジールコーワ錠

ビソプロロールフマル酸
ビソプロロールフマル酸塩錠 
ビソノテープ 
メインテート錠

ウェルビー錠

ピンドロール なし
カルビスケン錠 
ピンドロール錠 
ブロクリンLカプセル

ブフェトロール塩酸塩 なし アドビオール錠

プロプラノロール塩酸塩
インデラル錠
ヘマンジオルシロップ

プロプラノロール塩酸塩錠

ベタキソロール塩酸塩 なし
ベタキソロール塩酸塩錠
ケルロング錠
タルロング錠

メトプロロール酒石酸塩
セロケン錠・L錠 
メトプロロール酒石酸塩錠

ロプレソール錠・SR錠

※アナフィラキシー様反応が発生した際の治療の第一選択薬であるアドレナリンの効果を減弱する可能性がある。
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院内製剤分類表

クラスⅠ；①試薬等、医薬品以外を主原料として調製し使用するもの（内服・外用）

　　　　　②試薬等、医薬品以外を主原料として調製し使用するもの（注射等）

クラスⅡ；①医薬品を主原料として調製し効能・効果範囲外の用法で使用するもの（内服・外用）

　　　　　②医薬品を主原料として調製し効能・効果範囲外の用法で使用するもの（注射等）

クラスⅢ；医薬品を主原料として調製し効能・効果範囲内の用法で使用するもの

 2020年10月現在

※ 調製依頼申請科に記載のある院内製剤は、申請科以外の診療科が使用する際には新たに倫理委員会

での承認が必要です。

製　剤　名 クラス
保険
請求

払出方法
調整依頼
申請科

倫理委員会
承認年月日

受付番号
院内製剤

申請書の提出

6規定 塩酸 Ⅰ × 取寄せ処方 － － －
不要（人体へ
の使用無し）

BPA溶液 Ⅰ × 取寄せ注射 脳神経外科 2010.12.24 2010-007 患者毎に必要

BSH溶液 Ⅰ × 取寄せ注射 脳神経外科 2010.12.24 2010-007 患者毎に必要

EDTA点眼液0.05M Ⅰ × 取寄せ処方 眼科 2014.1.23 2013-055 患者毎に必要

PA・ヨード点眼洗眼液6
倍希釈

Ⅲ ○ 製剤請求伝票 － － － 不要

SADBEアセトン溶液 Ⅰ × 製剤請求伝票 皮膚科 2005.11.7 331
申請科で一括
申請済

アバスチン注（分注） Ⅱ ×
院内製剤申請
書

眼科 2007.3.5 423
調製依頼毎に
提出

アルミ水20% Ⅰ × 処方箋 皮膚科 2014.1.23 2013-055
申請科で一括
申請済

塩酸コカイン点眼液5% Ⅲ ○ 麻薬処方箋 － － － 不要

塩酸チラミン点眼液5% Ⅰ × 製剤請求伝票 眼科 2014.1.23 2013-055
申請科で一括
申請済

塩酸バンコマイシン点眼液
0.5%

Ⅱ × 処方箋 眼科 2016.11.24 2016-135 患者毎に必要

カプト点眼液 Ⅱ × 製剤請求伝票 新生児科 2017.6.21 2017-143
申請科で一括
申請済

ガベキサートメシル酸塩軟
膏0.5%

Ⅱ × 処方箋
一般消化器

外科
2014.1.23 2013-055 患者毎に必要

キシロカイン点眼液4%（分
注）

Ⅲ ○ 製剤請求伝票 － － － 不要

グリセリン生食液50% Ⅱ × 製剤請求伝票
耳鼻咽喉科頭

頸部外科
2014.1.23 2013-055

申請科で一括
申請済

グルタールアルデヒド保存
液0.6%

Ⅰ × 取寄せ処方 心臓血管外科 2006.7.3 374 患者毎に必要

クロルヘキシジン点眼液
0.02%

Ⅱ × 処方箋 眼科 2014.1.23 2013-055 患者毎に必要

鼓膜麻酔液 Ⅲ ○ 製剤請求伝票 － － － 不要

サイプレジン点眼液1%（分
注）

Ⅲ ○ 製剤請求伝票 － － － 不要

αβ遮断剤

一般名 当院採用医薬品 当院未採用医薬品

アモスラロール塩酸塩 なし ローガン錠

アロチノロール塩酸塩 アロチノロール塩酸塩錠 なし

カルベジロール
アーチスト錠 
カルベジロール錠

なし

ベバントロール塩酸塩 なし カルバン錠

ラベタロール塩酸塩 トランデート錠 ラベタロール塩酸塩錠

※ アナフィラキシー様反応が発生した際の治療の第一選択薬であるアドレナリンの効果を減弱する可能性があ

る。
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製　剤　名 クラス
保険
請求

払出方法
調整依頼
申請科

倫理委員会
承認年月日

受付番号
院内製剤

申請書の提出

ブイフェンド点眼液1% Ⅱ × 処方箋 眼科 2014.1.23 2013-055 患者毎に必要

フェノール液88% Ⅱ × 製剤請求伝票 形成外科 2014.1.23 2013-055
申請科で一括
申請済

フェノールグリセリン注射液
10%

Ⅱ × 取寄せ注射 麻酔科 2014.1.23 2013-055 患者毎に必要

ブリリアントブルーG注射液
0.025%

Ⅰ ×
院内製剤申請
書

眼科 2012.11.20 2012-033
調製依頼毎に
提出

ブロー液 Ⅰ × 製剤請求伝票
耳鼻咽喉科
頭頸部外科

2014.1.23 2013-055
申請科で一括
申請済

フロリード点眼液0.2% Ⅱ × 処方箋 眼科 2014.1.23 2013-055 患者毎に必要

ポラキス膀胱注入液 Ⅱ × 処方箋 腎泌尿器外科 2014.1.23 2013-055 患者毎に必要

マイトマイシン点眼液0.02% Ⅱ × 処方箋 眼科 2015.4.2 2015-090 患者毎に必要

ミダゾラム点鼻液5㎎/mL Ⅱ × 処方箋 一般小児科 2015.5.2 2015-091 患者毎に必要

滅菌塩酸液1% Ⅰ × 取寄せ処方 眼科 2014.1.23 2013-055 患者毎に必要

滅菌5%Tween80溶液 Ⅰ × 取寄せ処方 心臓血管外科 2007.6.21 450 患者毎に必要

滅菌墨汁 Ⅰ × 製剤請求伝票 消化器内科 2014.1.23 2013-055
申請科で一括
申請済

滅菌無水エタノール Ⅱ × 取寄せ処方 整形外科 2014.1.23 2013-055 患者毎に必要

メントールワセリン2% Ⅲ ○ 処方箋 － － － 不要

モーズ軟膏 Ⅰ × 処方箋

一般乳腺
内分泌外科

2009.7.6 676 患者毎に必要

皮膚科 2009.11.2 712 患者毎に必要

リドカイン軟膏10% Ⅰ × 処方箋 麻酔科 2004.5.17 240
申請科で一括
申請済

リファンピシン液0.1% Ⅰ × 取寄せ処方 心臓血管外科 2007.6.21 450 患者毎に必要

硫酸アトロピン10,000倍液 Ⅱ × 処方箋 一般小児科 2014.1.23 2013-055
申請科で一括
申請済

ルゴール液1% Ⅱ × 製剤請求伝票
消化器内科・ 
耳鼻咽喉科
頭頸部外科

2014.1.23 2013-055
申請科で一括
申請済

ローズベンガル点眼液1% Ⅰ × 製剤請求伝票 眼科 2014.1.23 2013-055
申請科で一括
申請済

製　剤　名 クラス
保険
請求

払出方法
調整依頼
申請科

倫理委員会
承認年月日

受付番号
院内製剤

申請書の提出

酢酸水3% Ⅱ × 製剤請求伝票 婦人科腫瘍科 2014.1.23 2013-055
申請科で一括
申請済

シクロスポリン点眼液0.05% Ⅰ × 処方箋 眼科 2014.1.23 2013-055
申請科で一括
申請済

柿てい湯 Ⅲ ○ 処方箋 － － － 不要

耳鼻科用5倍希釈ボスミン
液

Ⅲ ○ 製剤請求伝票 － － － 不要

硝酸銀液2,3,10,30,50% Ⅱ × 製剤請求伝票 － 2014.1.23 2013-055
全科で一括申
請済

食塩点眼液2% Ⅱ × 処方箋 眼科 2014.1.23 2013-055
申請科で一括
申請済

食塩点眼液4% Ⅱ × 処方箋 眼科 2014.1.23 2013-055
申請科で一括
申請済

水酸化カリウム液30% Ⅰ × 製剤請求伝票 皮膚科 2014.1.23 2013-055
申請科で一括
申請済

スコポラミン軟膏5% Ⅰ × 処方箋 一般小児科 2016.9.28 2016-131 患者毎に必要

生理食塩点眼液 Ⅲ ○ 製剤請求伝票 － － － 不要

セレン内服液（100μg/mL） Ⅰ × 処方箋 一般小児科 2017.3.21 2016-139 患者毎に必要

デノシン点眼液0.5% Ⅱ × 処方箋 眼科 2017.10.18 2017-154
申請科で一括
申請済

トラマゾリン点鼻液（分注） Ⅲ ○ 処方箋 － － － 不要

トラマゾリン点鼻液2倍希釈 Ⅲ ○ 処方箋 － － － 不要

ネオベノール・フルオレセ
イン点眼液

Ⅱ × 製剤請求伝票 眼科 2014.1.23 2013-055
申請科で一括
申請済

パークロレイト Ⅰ × 処方箋 一般小児科 2014.1.23 2013-055 患者毎に必要

ハイスコ皮下注（舌下投
与）

Ⅱ × 処方箋
緩和ケアセン

ター
2020.3.10 2019-221 患者毎に必要

パッチテスト（Mo、Sb、Ti、
TiO）

Ⅰ × 製剤請求伝票 皮膚科 2014.1.23 2013-055
申請科で一括
申請済

ピオクタニン液2% Ⅰ ×
処方箋・請求
伝票

－ 2014.1.23 2013-055
全科で一括申
請済

ヒスチジン銅注射液 Ⅰ × 薬剤依頼伝票 一般小児科 2008.10.6 601 患者毎に必要

ピルビン酸ナトリウム Ⅰ × 処方箋 一般小児科 2009.11.24 710 患者毎に必要

ピロカルピン点眼液
0.0313%

Ⅱ × 製剤請求伝票 眼科 2014.1.23 2013-055
申請科で一括
申請済

ファンガード点眼液0.2% Ⅱ × 処方箋 眼科 2014.1.23 2013-055 患者毎に必要

ファンギゾン点眼液0.2% Ⅱ × 処方箋 眼科 2014.1.23 2013-055 患者毎に必要
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