
 

 

 
 

 

 
類似薬選定のための薬剤分類（改訂第４版）について 

 

 
 

 

１．「類似薬選定のための薬剤分類」は、平成１１年の中医協
（薬価制度改革の基本方針）に基づき、類似薬効比較方式

に係る類似薬選定の透明化を図るために作成されている医

療用医薬品成分の分類で、薬価算定における薬理作用類似
薬を判断する上での基礎資料。 

 

 
 

２．今般、平成１７年６月から平成２５年５月までに薬価収

載された新薬３２０成分について、薬価算定組織において
検討作業を進め、「類似薬選定のための薬剤分類（改訂第４

版）」としてとりまとめた。 

 
 

 

 

中医協 総－１－３  

２５．１１．１３  
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２０１３年５月末現在

類似薬選定のための薬剤分類

（改訂第４版）

（平成２５年５月２４日薬価基準収載分まで）

薬価算定組織
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１．内注外区分 １：内用薬　　　２：注射薬　　　３：外用薬

２．分類名 原則として、従来の薬効分類名をもとにした。

３．主な適応症 薬事法上の承認に基づく「効能・効果」をもとに簡潔に記載。
但し、「効能・効果」が多岐にわたる場合は、同一「効能・効果」をもつ薬剤が比較的多い「効能・効果」をまとめて、当該
「効能・効果」を「主な適応症」として代表させた。

４．薬理作用１、２、３ 添付文書の「薬効薬理」欄の記述をもとに、主な薬理作用を挙げた。同一の薬理作用をもつ薬剤を同一枠内に記載。

５．組成・構造 添付文書等から特徴的な構造群名が用いられていれば記載。配合剤については「配合剤」と記載。

６．成分 添付文書による。

７．剤形区分、剤形 薬価算定上の剤形分類による。

８．用法 特に必要な場合、投与回数等を参考として記載。

９．線引き 以上１～８の項目を勘案して、範疇が異なる領域を線により区分。これが投与経路が同じで薬理作用が類似している薬
理作用類似薬の範囲を示すこととなる。

１０．その他 （例）有効成分Ａ、Ｂ、Ｃの配合剤があり、Ａの薬理作用が○と△、Ｂの薬理作用が□、Ｃの薬理作用が○と▲という場合
の「成分」欄、「薬理作用」欄の記載方法
　　　　　　　　　「成分」欄　　　　　　⇒　　　Ａ／　　　Ｂ　　　／Ｃ
　　　　　　　　　「薬理作用」欄　　　⇒　　　○／△＋□＋○／▲

分類表の見方
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＜追加320成分（平成17年6月～平成25年5月収載分）＞

分類名 頁 成分名
111　全身麻酔剤 p.12～ デスフルラン
112　催眠鎮静剤 p.15～ エスゾピクロン

ガバペンチン
トピラマート
レベチラセタム
ラモトリギン
ルフィナミド
スチリペントール
フェノバルビタールナトリウム
ホスフェニトインナトリウム水和物

114　解熱鎮痛消炎剤 p.18～ セレコキシブ
トラマドール塩酸塩
トラマドール塩酸塩／アセトアミノフェン
ブプレノルフィン

114・211・216　片頭痛用剤 p.21～ ナラトリプタン塩酸塩
プラミペキソール塩酸塩水和物
ロピニロール塩酸塩
ゾニサミド
エンタカポン
イストラデフィリン
アポモルヒネ塩酸塩
ロチゴチン
セルトラリン塩酸塩
エスシタロプラムシュウ酸塩
デュロキセチン塩酸塩
ミルタザピン
リスペリドン
パリペリドン
ブロナンセリン
クロザピン
アリピプラゾール
オランザピン
ガランタミン臭化水素酸塩
メマンチン塩酸塩
ラメルテオン
モダフィニル

113　抗てんかん剤

114　弱オピオイド類

116　抗パーキンソン剤

117　抗うつ剤

119　その他の中枢神経系用薬

p.16～

p.20～

p.23～

p.25～

p.26～

p.29～

117　精神神経用剤
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分類名 頁 成分名
メチルフェニデート塩酸塩
アトモキセチン塩酸塩
ナルフラフィン塩酸塩
プレガバリン
ガバペンチン　エナカルビル
テトラベナジン
アカンプロサートカルシウム
リバスチグミン
レボブピバカイン塩酸塩
リドカイン／プロピトカイン
ロクロニウム臭化物
Ｂ型ボツリヌス毒素
バクロフェン

123　自律神経剤 p.33～ ネオスチグミンメチル硫酸塩／アトロピン硫酸塩水和物
ペガプタニブナトリウム
ラニビズマブ
アフリベルセプト（遺伝子組換え）
トリアムシノロンアセトニド
トスフロキサシントシル酸塩
モキシフロキサシン塩酸塩
オロパタジン塩酸塩
シクロスポリン
タクロリムス水和物
ネパフェナク
ジクアホソルナトリウム
レバミピド
ブリモニジン酒石酸塩
ラタノプロスト／チモロールマレイン酸塩
トラボプロスト／チモロールマレイン酸塩
トラボプロスト
タフルプロスト
ビマトプロスト
ドルゾラミド塩酸塩／チモロールマレイン酸塩
バンコマイシン塩酸塩
フルチカゾンフランカルボン酸エステル
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物
デキサメタゾンシペシル酸エステル

212　不整脈用剤 p.44～ アミオダロン塩酸塩

119　その他の中枢神経系用薬

121　局所麻酔剤

122　骨格筋弛緩剤

131　眼科用剤

132　耳鼻科用剤

p.29～

p.31～

p.32～

p.35～

p.40～
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分類名 頁 成分名
トルバプタン
モザバプタン塩酸塩
イルベサルタン
アジルサルタン
アリスキレンフマル酸塩
エプレレノン
ロサルタンカリウム／ヒドロクロロチアジド
カンデサルタンシレキセチル／ヒドロクロロチアジド
バルサルタン／ヒドロクロロチアジド
テルミサルタン／ヒドロクロロチアジド
バルサルタン／アムロジピンベシル酸塩
オルメサルタン　メドキソミル／アゼルニジピン
カンデサルタン　シレキセチル／アムロジピンベシル酸塩
テルミサルタン／アムロジピンベシル酸塩
イルベサルタン／アムロジピンベシル酸塩
ベラプロストナトリウム
ボセンタン水和物
アンブリセンタン
シルデナフィルクエン酸塩
タダラフィル
イコサペント酸エチル／ドコサヘキサエン酸エチル
エゼチミブ
ビキサロマー
アムロジピンベシル酸塩／アトルバスタチンカルシウム水和物
インダカテロールマレイン酸塩
ホルモテロールフマル酸塩水和物
サルメテロールキシナホ酸／フルチカゾンプロピオン酸エステル
ホルテモロールフマル酸塩水和物／ブテゾニド
ブデソニド
シクレソニド
モメタゾンフランカルボン酸エステル
グリコピロニウム臭化物

229　その他の呼吸器官用薬 p.65～ ドルナーゼ　アルファ（遺伝子組換え）
エソメプラゾールマグネシウム水和物
パンクレリパーゼ
ランソプラゾール
リン酸二水素ナトリウム一水和物/無水リン酸水素二ナトリウム
ルビプロストン

235　下剤・浣腸剤

232-234  消化性潰瘍用剤・健胃消化剤・制酸剤

225　気管支拡張剤

214　血圧降下剤

218　高脂血症用剤

219　その他の循環器官用剤

213　利尿剤 p.46～

p.47～

p.54～

p.55～

p.61～

p.68～

p.72～
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分類名 頁 成分名
アコチアミド塩酸塩水和物
ホスアプレピタントメグルミン
メサラジン
ピロカルピン塩酸塩
デスモプレシン酢酸塩水和物
デキサメタゾン
デュタステリド
エストラジオール
ノルエチステロン／エチニルエストラジオール
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
ランレオチド酢酸塩
ペグビソマント（遺伝子組換え）
ホリトロピンアルファ（遺伝子組換え）
フォリトロピンベータ（遺伝子組換え）
テリパラチド（遺伝子組換え）
テリパラチド酢酸塩
メトレレプチン（遺伝子組換え）
エストラジオール
エストラジオール／ノルエチステロン酢酸エステル
ソリフェナシンコハク酸塩
トルテロジン酒石酸塩
イミダフェナシン
フェソテロジンフマル酸塩
ミラベグロン
オキシブチニン塩酸塩

259　その他の泌尿器生殖器官用薬 p.88～ 硫酸マグネシウム／ブドウ糖
264　鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 p.91～ ロキソプロフェンナトリウム水和物

ルリコナゾール
イミキモド

269　その他の外皮用剤 p.99～ アダパレン
311-318　ビタミン剤 p.102～ エルデカルシトール
124・321・322・331　無機質製剤 p.106～ リン酸二水素ナトリウム一水和物／無水リン酸水素二ナトリウム
331　血液代用剤 p.111～ ヒドロキシエチルデンプン130000
332　止血剤 p.112～ ポリドカノール

ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩
リバーロキサバン
アピキサバン
エドキサバン

239　その他の消化器官用剤

251　泌尿器官用剤　

241-249　ホルモン剤・抗ホルモン剤  

265　感染性皮膚疾患用剤

333・339　血液凝固・血小板凝集阻止剤

239　鎮吐剤 p.74～

p.76～

p.77～

p.82～

p.95～

p.113～
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分類名 頁 成分名
クロピトグレル硫酸塩
トロンボモデュリン　アルファ（遺伝子組換え）
フォンダパリヌクスナトリウム
エノキサパリンナトリウム
ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）
エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）
ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化マグネシウム・塩化カルシウム水
和物・リン酸二水素カリウム・炭酸水素ナトリウム

391　肝臓疾患用剤　 p.118～ フェニル酪酸ナトリウム
酢酸亜鉛水和物
デフェラシロクス
スガマデクスナトリウム

394　痛風治療薬 p.123～ フェブキソスタット
アガルシダーゼ アルファ（遺伝子組換え）
ラロニダーゼ（遺伝子組換え）
イデュルスルファーゼ（遺伝子組換え）
ガルスルファーゼ（遺伝子組換え）
アルグルコシダーゼ　アルファ（遺伝子組換え）
ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）
レパグリニド
メトホルミン塩酸塩
ピオグリタゾン塩酸塩／メトホルミン塩酸塩
ピオグリタゾン塩酸塩／グリメピリド
ミチグリニドカルシウム水和物／ボグリボース
アログリプチン安息香酸塩／ピオグリタゾン塩酸塩
シタグリプチンリン酸塩水和物
アログリプチン安息香酸塩
ビルダグリプチン
リナグリプチン
テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物
アナグリプチン
サキサグリプチン水和物
ミグリトール
インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）
インスリン　デテミル（遺伝子組換え）
インスリン　デグルデク（遺伝子組換え）
リラグルチド（遺伝子組換え）
エキセナチド

333・339　血液凝固・血小板凝集阻止剤

339　その他の血液・体液用薬

392　解毒剤

395　酵素製剤

396　糖尿病用薬

p.113～

p.114～

p.120～

p.124～

p.126～
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分類名 頁 成分名
アレンドロン酸ナトリウム水和物
リセドロン酸ナトリウム水和物
ミノドロン酸水和物
エストラジオール／レボノルゲストレル
バゼドキシフェン酢酸塩
デノスマブ(遺伝子組換え）
ジアゾキシド
レボカルニチン
タクロリムス水和物
エベロリムス
シナカルセト塩酸塩
ピルフェニドン
エルトロンボパグ オラミン
フィンゴリモド塩酸塩
ミグルスタット
ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー／ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポ
リマービニルスルホン架橋体
ロミプロスチム（遺伝子組換え）
ウステキヌマブ（遺伝子組換え）
カナキヌマブ（遺伝子組換え）
テモゾロミド
フルダラビンリン酸エステル
タミバロテン
レトロゾール
ニロチニブ塩酸塩水和物
ダサチニブ水和物
エルロチニブ塩酸塩
ラパチニブトシル酸塩水和物
ソラフェニブトシル酸塩
スニチニブリンゴ酸塩
アキシチニブ
パゾパニブ塩酸塩
レゴラフェニブ水和物
クリゾチニブ
エベロリムス
サリドマイド
レナリドミド水和物
ボリノスタット

244・247・248・311・398・399　骨代謝疾患用剤（カルシウム剤を除
く）

399　他に分類されない代謝性医薬品　

421-429　腫瘍用薬

p.131～

p.133～

p.136～
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分類名 頁 成分名
ブスルファン
ベンダムスチン塩酸塩
テモゾロミド
ネララビン
クロファラビン
アザシチジン
ペメトレキセドナトリウム水和物
ドキソルビシン塩酸塩（リポソーム製剤）
ゲムツズマブオゾガマイシン（遺伝子組換え）
ミリプラチン水和物
パクリタキセル
エリブリンメシル酸塩
オファツムマブ（遺伝子組換え）
モガムリズマブ（遺伝子組換え）
セツキシマブ（遺伝子組換え）
パニツムマブ（遺伝子組換え）
ボルテゾミブ
テムシロリムス

ｲﾌﾞﾘﾂﾓﾏﾌﾞ　ﾁｳｷｾﾀﾝ（遺伝子組換え）、塩化ｲｯﾄﾘｳﾑ（
90

Y）
ベバシズマブ（遺伝子組換え）
デガレリクス酢酸塩
フルベストラント
カルムスチン

塩化ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ（
89

Sr）注射液

ｲﾌﾞﾘﾂﾓﾏﾌﾞ　ﾁｳｷｾﾀﾝ（遺伝子組換え）、塩化ｲﾝｼﾞｳﾑ（
111

In）
オロパタジン塩酸塩
レボセチリジン塩酸塩
フェキソフェナジン塩酸塩／塩酸プソイドエフェドリン
オマリズマブ（遺伝子組換え）
テビペネム　ピボキシル
アジスロマイシン水和物
レボフロキサシン水和物
トスフロキサシントシル酸塩水和物
モキシフロキサシン塩酸塩
ガレノキサシンメシル酸塩水和物
シタフロキサシン水和物
ダプトマイシン
チゲサイクリン

p.147～

421-429　腫瘍用薬

430　放射性医薬品 p.141～

p.144～441-449　アレルギー用薬

611-615・619・621-624・629　主として一般細菌に作用するもの

p.136～
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分類名 頁 成分名
ドリペネム水和物
タゾバクタムナトリウム／ピペラシリンナトリウム
パズフロキサシンメシル酸塩
レボフロキサシン水和物
アジスロマイシン水和物
トブラマイシン

616　主として抗酸菌に作用するもの p.152～ リファブチン
ボリコナゾール
アトバコン
アムホテリシンB
イトラコナゾール
ミカファンギンナトリウム
カスポファンギン酢酸塩
ファムシクロビル
エンテカビル水和物
リバビリン
テラプレビル
エトラビリン
リルピビリン塩酸塩
ダルナビル　エタノール付加物
ラルテグラビルカルウム
ｴﾙﾋﾞﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙ/ｺﾋﾞｼｽﾀｯﾄ/ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ/ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙﾌﾏﾙ酸塩
マラビロク
ペラミビル水和物
ラニナミビルオクタン酸エステル水和物
人血清アルブミン（遺伝子組換え）
ルリオクトコグ　アルファ（遺伝子組換え）
ノナコグアルファ（遺伝子組換え）
ヘミン

639　インターフェロン類 p.159～ インターフェロン ベータ－１a（遺伝子組換え）
抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン
エクリズマブ（遺伝子組換え）
アトバコン／プログアニル塩酸塩
パロモマイシン硫酸塩
塩化マンガン四水和物
ガドキセト酸ナトリウム
ペルフルブタン
イヌリン

p.147～

617　主として真菌に作用するもの

625　ウイルスに作用するもの

634　輸血用血液製剤・血漿分画製剤・血球由来製剤

639　その他の生物学的製剤

721・729・799　造影用剤（放射性医薬品を除く） 

722　検査用試薬　・ 729　診断用薬

641　原虫に作用するもの

611-615・619・621-624・629　主として一般細菌に作用するもの

p.161～

p.163～

p.165～

p.153～

p.154～

p.157～

p.160～
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分類名 頁 成分名
ランジオロール塩酸塩
バレニクリン酒石酸塩
l -メントール
アデノシン
ヒトチエトロピン　アルファ（遺伝子組換え）
フィブリノゲン配合剤
ニコチン

811　あへんアルカロイド系製剤　・　812　コカアルカロイド系製剤 p.167～ オキシコドン塩酸塩水和物
フェンタニルクエン酸塩
メサドン塩酸塩
レミフェンタニル塩酸塩
フェンタニル
フェンタニルクエン酸塩
イグラチモド
トファシチニブクエン酸塩
アダリムマブ（遺伝子組換え）
ゴリムマブ（遺伝子組換え）
セルトリズマブ　ペゴル（遺伝子組換え）
トシリズマブ（遺伝子組換え）
アバタセプト（遺伝子組換え）

722　検査用試薬　・ 729　診断用薬

229 ・ 799　その他に分類されない治療を主目的としない医薬品

821　合成麻薬

リウマチ治療用剤 p.170～

p.165～

p.166～

p.169～
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１１１　全身麻酔剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分名 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

2 全身麻酔剤 全身麻酔の導入 麻酔作用 下行性抑制系活動の増強作
用

ケタミン塩酸塩 注ー１ 注射薬 ケタラール

脳幹の網様体賦活系の抑制
作用

チアミラールナトリウ
ム

注ー１ 注射薬 0.5gイソゾール

チオペンタールナトリ
ウム

注ー１ 注射薬 ラボナール注

全身麻酔の導入および維持 麻酔作用 プロポフォール 注ー１
注ー２

注射薬
キット

ディプリバン注

麻酔の補助 鎮痛作用 神経遮断作用 ドロペリドール 注ー１ 注射薬 ドロレプタン

3 全身麻酔剤 全身麻酔 麻酔作用 上行性網様体賦活系抑制作
用

ハロゲン化エーテ
ル系

イソフルラン 外ー２ 吸入剤 フォーレン

セボフルラン 外ー２ 吸入剤 セボフレン

デスフルラン 外ー２ 吸入剤 スープレン吸入麻酔
液麻酔用エーテル 外ー２ 吸入剤 麻酔用エーテル

ハロタン 外ー２ 吸入剤 フローセン

亜酸化窒素 外ー２ 吸入剤 亜酸化窒素,笑気ガ
ス配合剤（麻酔作用） 配合剤 亜酸化窒素／酸素 外ー２ 吸入剤 アネックス-30

薬剤分類表（改訂第4版）20131105-1（薬効分類・備考欄なし）.xlsx
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１１２　抗不安剤 
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 抗不安剤 神経症，心身症における不安・緊張・抑うつ・
（睡眠障害）

抗不安作用 ベンゾジアゼピン受容体刺激
作用

ベンゾジアゼピン
系

プラゼパム 内ー１ 錠剤 セダプランコーワ錠

フルトプラゼパム 内ー１ 錠剤 レスタス錠
ロフラゼプ酸エチル 内ー２

内ー１
細粒剤
錠剤

メイラックス細粒
メイラックス錠

オキサゾラム 内ー２
内ー２
内ー１

散剤
細粒剤
錠剤

セレナール散
ペルサール細粒
セレナール錠

クロキサゾラム 内ー２
内ー１

散剤
錠剤

セパゾン散
セパゾン錠

クロルジアゼポキシ
ド

内ー２
内ー１

散剤
錠剤

コントール散,バラン
ス散
コントール錠,バラン
ス錠

ジアゼパム 内ー２
内ー２
内ー１
内ー３

散剤
細粒剤
錠剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤

セルシン100倍散
ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ1%細粒-GE
セルシル錠
セルシンシロップ

メキサゾラム 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

メレックス細粒
メレックス錠

メダゼパム 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

パムネース細粒
レスミット錠

ブロマゼパム 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

レキソタン細粒
レキソタン錠

ロラゼパム 内ー１ 錠剤 ワイパックス錠
エチゾラム 内ー２

内ー１
細粒剤
錠剤

デパス細粒
デパス錠

クロチアゼパム 内ー２
内ー１

顆粒剤
錠剤

リーゼ顆粒
リーゼ錠

クロラゼプ酸二カリ
ウム

内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 メンドン

フルタゾラム 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

コレミナール細粒
コレミナール錠

アルプラゾラム 内ー１ 錠剤 コンスタン錠
フルジアゼパム 内ー２

内ー１
細粒剤
錠剤

エリスパン細粒
エリスパン錠

セロトニン受容体刺激作用 アザピロン系 タンドスピロンクエン
酸塩

内ー１ 錠剤 セディール錠

ジフェニルメタン系 ヒドロキシジン塩酸
塩

内ー１ 錠剤 アタラックス

ヒドロキシジンパモ酸
塩

内ー２
内ー１
内ー１
内ー３
内ー３

散剤
錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯ
ﾌﾟ剤

アタラックスP10倍散
ハタナジン錠
アタラックスＰ
アタラックスＰシロッ
プ
アタラックスＰﾄﾞﾗｲシ
ロップガンマーオリザノー

ル
内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

ハイゼット細粒
ハイゼット錠

不安緊張状態の鎮静 鎮静作用 臭素イオンを遊離し,大脳皮
質の知覚並びに運動領域の
興奮抑制作用

臭化カリウム 内ー２ 末剤 臭化カリウム末

臭化ナトリウム 内ー２ 末剤 臭化ナトリウム末

2 抗不安剤 神経症における不安・緊張・抑うつ 抗不安作用 ベンゾジアゼピン受容体刺激
作用

ベンゾジアゼピン
系

ジアゼパム 注ー１ 注射薬 セルシン注射液
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麻酔前投薬、神経症における不安・緊張・抑う
つ

抗不安作用 ジフェニルメタン系 ヒドロキシジン塩酸
塩

注ー１ 注射薬 アタラックスＰ注射液

3 抗不安剤 麻酔前投薬 抗不安作用 ベンゾジアゼピン受容体刺激
作用

ベンゾジアゼピン
系

ブロマゼパム 外ー６ 坐剤 セニラン坐剤
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１１２　催眠鎮静剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３
（作用持続時間）

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 催眠鎮静剤 不眠症 睡眠作用 ベンゾジアゼピン受容体刺激
作用

短時間作用型 ベンゾジアゼピン
系

トリアゾラム 内ー１ 錠剤 ハルシオン

リルマザホン塩酸塩 内ー１ 錠剤 リスミー錠
ロルメタゼパム 内ー１ 錠剤 ロラメット錠

シクロピロロン系 ゾピクロン 内ー１ 錠剤 アモバン錠
エスゾピクロン 内ー１ 錠剤 ルネスタ錠

イミダゾピリジン系 ゾルピデム酒石酸塩 内ー１ 錠剤 マイスリー錠
チエノトリアゾロジ
アゼピン系

ブロチゾラム 内ー１ 錠剤 レンドルミン錠

中間作用型 ベンゾジアゼピン
系

エスタゾラム 内ー２
内ー１

散剤
錠剤

ユーロジン散
ユーロジン錠

フルニトラゼパム 内ー１ 錠剤 サイレース錠
ニトラゼパム 内ー２

内ー２
内ー１

散剤
細粒剤
錠剤
錠剤

ネルボン散
ベンザリン細粒
ネルボン錠
ベンザリン錠

ニメタゼパム 内ー１ 錠剤 エリミン錠
長時間作用型 ベンゾジアゼピン

系
フルラゼパム塩酸塩 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ベノジールカプセル

ダルメートカプセル
クアゼパム 内ー１ 錠剤 ドラール錠
ハロキサゾラム 内ー２

内ー１
細粒剤
錠剤

ソメリン細粒
ソメリン錠

大脳皮質の知覚並びに運動
領域興奮抑制作用

短時間作用型 ブロムワレリル尿素 内ー２ 末剤 ﾌﾞﾛﾑﾜﾚﾘﾝ尿素

Cl透過性上昇作用 短時間作用型 バルビツール酸系 ペントバルビタールカ
ルシウム

内ー１ 錠剤 ラボナ錠

中間作用型 バルビツール酸系 アモバルビタール 内ー２ 末剤 イソミタール
長時間作用型 バルビツール酸系 バルビタール 内ー２ 末剤 バルビタール

フェノバルビタール 内ー２
内ー２
内ー１
内ー３

末剤
散剤
錠剤
液剤

ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾟﾀｰﾙ末(局)
ﾌｪﾉﾊﾞﾙﾋﾟﾀｰﾙ散 (局)
フェノバール錠
ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙｴﾘｷｼﾙ

中枢神経系(大脳皮質)抑制
作用

短時間作用型 抱水クロラール 内ー２ 末剤 抱水クロラール「ホエ
イ」

脳波検査等における睡眠 トリクロホスナトリウ
ム

内ー３,４ ｼﾛｯﾌﾟ剤 ﾄﾘｸﾛﾘｰﾙｼﾛｯﾌﾟ
2 催眠鎮静剤 鎮静 催眠鎮静作用 Cl-透過性上昇作用 中間作用型 バルビツール酸系 アモバルビタールナト

リウム
注ー１ 注射薬

セコバルビタールナト
リウム

注ー１ 注射薬 注射用アイオナール
ナトリウム

長時間作用型 バルビツール酸系 フェノバルビタール 注ー１ 注射薬 フェノパール
大脳皮質の知覚並びに運動
領域興奮抑制作用

臭化カルシウム 注ー１ 注射薬 プロカル注

麻酔導入 ベンゾジアゼピン受容体刺激
作用

短時間作用型 ベンゾジアゼピン
系

ミダゾラム 注ー１ 注射薬 ドルミカム注

中間作用型 ベンゾジアゼピン
系

フルニトラゼパム 注ー１ 注射薬 サイレース注
集中治療における鎮静 鎮静作用 中枢性α ２受容体刺激作用 デクスメデトミジン塩

酸塩
注－１ 注射薬 プレセデックス静注

液200μ g「アボット」
3 催眠鎮静剤 催眠、不安・緊張状態の鎮

静
催眠鎮静作用 透過性上昇作用 長時間作用型 バルビツール酸系 フェノバルビタールナ

トリウム
外ー６ 坐剤 ワコビタール坐剤

中枢神経系(大脳皮質)抑制
作用

短時間作用型 抱水クロラール 外ー６ 坐剤 エスクレ坐剤

外ー９ キット エスクレ注腸用キット
「500」
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１１３　抗てんかん剤
内注外
区分

分類名 主な適応症（国際抗てんかん発作分類） 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 抗てんかん剤 複雑部分発作，単純部分発作，全般発作（特
に欠神発作，ミオクロニー発作），混合発作

抗痙攣作用 GABA分解酵素活性阻害作
用

脂肪酸系 バルプロ酸ナトリウ
ム

内ー２
内ー２
内ー１
内ー１
内ー４

細粒剤
顆粒剤
錠剤
錠剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤

デパケン細粒
セレニカＲ顆粒
デパケン錠
デパケンＲ錠
デパケンシロップ

複雑部分発作，単純部分発作，全般発作 抗痙攣作用 電位依存性Naチャンネル遮
断作用

ヒダントイン系 フェニトイン 内ー２
内ー２
内ー２
内ー１
内ー１

散剤
散剤
散剤
錠剤
錠剤

アレビアチン散
ヒダントール散
フェニトイン散
アレビアチン錠
ビタントール錠

全般発作（特に強直間代発作） エトトイン 内ー２ 末剤 アクセノン末
複雑部分発作，全般発作（特に強直性間代発
作）

イミノスチルベン系 カルバマゼピン 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

テグレトール細粒
デグレトール錠

複雑部分発作，単純部分発作，全般発作 抗痙攣作用 Cl-透過性上昇作用 バルビツール酸系 フェノバルビタール 内ー２
内ー２
内ー１
内ー３

末剤
散剤
錠剤
液剤

フェノバール末
フェノバール10倍散
フェノバール錠
フェノバルビタールエ
リキシル

プリミドン 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

マイソリン細粒
マイソリン錠

複雑部分発作，全般発作（特にミオクロニー発
作）

抗痙攣作用 ベンゾジアゼピン受容体刺激
作用

ベンゾジアゼピン
系

クロナゼパム 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

ランドセン細粒
ランドセン錠

単純部分発作，全般発作 ニトラゼパム 内ー２
内ー２
内ー１
内ー１

散剤
細粒剤
錠剤
錠剤

ネルボン散
ベンザリン細粒
ネルボン錠
ベンザリン錠

他の薬剤と併用による複雑部分発作，単純部
分発作，全般発作

クロバザム 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

マイスタン細粒
マイスタン錠

全般発作（特に欠神発作） 抗痙攣作用 Caチャンネル遮断作用 オキサゾリジン系 トリメタジオン 内ー２
内ー１

散剤
錠剤

ミノ・アレビアチン散
ミノ・アレビアチン錠

複雑部分発作，単純部分発作，全般発作 抗痙攣作用 フェニル尿素系 アセチルフェネトライ
ド

内ー２
内ー１

末剤
錠剤

クランポール
クランポール錠

複雑部分発作 抗痙攣作用 スルタム系 スルチアム 内ー１ 錠剤 オスポロット錠
全般発作（特に欠神発作） 抗痙攣作用 スクシミド系 エトスクシミド 内ー２

内ー４
散剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤

エピレオプリマル散
サロンチンシロップ

複雑部分発作，単純部分発作，全般発作（特
に強直間代発作），混合発作

抗痙攣作用 ベンズイソキサ
ゾール系

ゾニサミド 内ー２
内ー１

散剤
錠剤

エクセグラン

電位依存性Ｃaチャンネル阻
害作用

ガバペンチン 内ー１
内－３,４

錠剤
シロップ剤

ガバペン錠
ガバペンシロップ

電位依存性Naチャンネル抑
制作用、電位依存性L型Ca
チャネル抑制作用、AMPA/カ
イニン酸型グルタミン酸受容
体機能抑制作用、炭酸脱水
酵素阻害作用、GABAA受容
体機能増強作用

トピラマート 内ー１ 錠剤 トピナ

シナプス小胞たん白質２A
（SV2A）との結合によるてん
かん発作抑制作用

レベチラセタム 内ー１ 錠剤 イーケプラ

部分発作，強直間代発作、Lennox-Gastaut症
候群における全般発作（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）

抗痙攣作用 電位依存性Naチャンネル抑
制作用

ラモトリギン 内ー１ 錠剤
錠小児用

ラミクタール

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

ルフィナミド 内－１ 錠剤 イノベロン錠

部分発作（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）

抗痙攣作用
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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

抗痙攣作用 GABA の取り込み阻害作用 スチリペントール 内ー１
内－３,４

カプセル剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
剤

ディアコミットカプセ
ル
ディアコミットドライシ
ロップ

皮質性ミオクローヌスに対する抗てんかん剤な
どとの併用療法

抗ミオクローヌス作用 ピラセタム 内ー３ 液剤 ミオカーム内服液

複雑部分発作，単純部分発作，全般発作 配合剤（抗痙攣作用＋催眠
鎮静作用）

電位依存性Naチャンネル遮
断作用

配合剤 フェニトイン／フェノ
バルビタール／安息
香酸ナトリウムカフェ
イン

内ー１ 錠剤 ヒダントール-Ｄ，-
Ｅ，-Ｆ

配合剤 フェニトイン／フェノ
バルビタール

内ー１ 錠剤 複合アレビアチン

2 抗てんかん剤 複雑部分発作，単純部分発作，全般発作 抗痙攣作用 Cl-透過性上昇作用 バルビツール酸系 フェノバルビタール 注ー１ 注射薬 10%フェノバール

新生児けいれん、てんかん重積発作 フェノバルビタール
ナトリウム

注ー１ 注射薬 ノーベルバール静注
用

全般発作（てんかん発作重積症を含む） 抗痙攣作用 電位依存性Naチャンネル遮
断作用

ヒダントイン系 フェニトインナトリウ
ム

注ー１ 注射薬 アレビアチン注射液

てんかん重積状態、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
等

ホスフェニトインナト
リウム水和物

注ー１ 注射薬 ホストイン静注

全般発作（てんかん様重積発作の抑制を含
む）

抗痙攣作用 ベンゾジアゼピン受容体刺激
作用

ベンゾジアゼピン
系

ジアゼパム 注ー１ 注射薬 セルシン注射液

3 抗てんかん剤 熱性けいれん及びてんかんのけいれん発作の
改善

抗痙攣作用 Cl-透過性上昇作用 バルビツール酸系 フェノバルビタール 外ー６ 坐剤 ワコビタール坐剤

ベンゾジアゼピン受容体刺激
作用

ベンゾジアゼピン
系

ジアゼパム 外ー６ 坐剤 ダイアップ坐剤
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１１４　解熱鎮痛消炎剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 解熱鎮痛消炎
剤

疼痛性疾患、炎症性疾患、熱性疾患 鎮痛作用／抗炎症作用／
（解熱作用）

プロスタグランジン生合成阻
害作用

アリール酢酸系 アセメタシン 内ー１ 錠剤 ランツジールコーワ
錠

インドメタシン 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 インドメタシンカプセ
ジクロフェナクナトリウム 内ー１

内ー１
内ー１

錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

ボルタレン錠
ボルタレンＳＲカプセ
ル
ナボールＳＲカプセ
ル

アンフェナクナトリウム 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 フェナゾックスカプセ
ル

モフェゾラク 内ー１ 錠剤 ジソペイン錠
インドメタシンファルネシル 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 インフリーカプセル
スリンダク 内ー１ 錠剤 クリノリル錠
ナブメトン 内ー１ 錠剤 レリフェン錠
プログルメタシンマレイン酸塩 内ー１ 錠剤 ミリダシン錠

アントラニル酸系 フルフェナム酸アルミニウム 内ー１ 錠剤 オパイリン錠
メフェナム酸 内ー２

内ー２
内ー１
内ー１
内ー３

散剤
細粒剤
錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤
シロップ剤

ポンタール散
ポンタール細粒
ポンタール錠
ポンタールカプセル
ポンタールシロップ

プロピオン酸系 チアプロフェン酸 内ー１ 錠剤 スルガム錠
ロキソプロフェンナトリウム 内ー２

内ー１
内ー３

細粒剤
錠剤
液剤

ロキソニン細粒
ロキソニン錠

イブプロフェン 内ー２
内ー１

顆粒剤
錠剤

ブルフェン顆粒
ブルフェン錠

プラノプロフェン 内ー１
内－１
内ー３
内ー３

錠剤
カプセル剤
シロップ剤
液剤

ニフラン錠

オキサプロジン 内ー１ 錠剤 アルボ
ザルトプロフェン 内ー１ 錠剤 ソレトン錠，ペオン錠
ナプロキセン 内ー１ 錠剤 ナイキサン錠
フルルビプロフェン 内ー２

内ー１
顆粒剤
錠剤

フロベン顆粒
フロベン錠

オキシカム系 アンピロキシカム 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 フルカムカプセル
テノキシカム 内ー１ 錠剤 チルコチル錠
ピロキシカム 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 バキソカプセル
メロキシカム 内ー１ 錠剤 モービック錠
ロルノキシカム 内ー１ 錠剤 ロルカム錠

ピラノ酢酸系 エトドラク 内ー１ 錠剤 オステラック錠
ハイペン錠

サリチル酸系 アスピリン 内ー２
内ー１

末剤
錠剤

アスピリン末
アスピリン錠

コキシブ系 セレコキシブ 内ー１ 錠剤 セレコックス錠
体温中枢調節作用／中枢性
痛覚抑制作用

サリチル酸系 サリチルアミド 内ー２ 末剤 サリチルアミド「イワ
キ」

サリチル酸ナトリウム 内ー２ 末剤 サルチル酸ナトリウ
ム起炎物質抑制作用 エモルファゾン 内ー１ 錠剤 ペントイル錠

エピリゾール 内ー２
内ー１

顆粒剤
錠剤

メブロンＧ
メブロン錠

チアラミド塩酸塩 内ー１ 錠剤 ソランタール細粒
ソランタール錠

ブコローム 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 パラミヂンカプセル
配合剤（鎮痛作用／抗炎症
作用／（解熱作用））

プロスタグランジン生合成阻
害作用＋胃粘膜保護作用

配合剤 アスピリン／ダイアルミネート 内ー１ 錠 バファリン330mg錠
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熱性疾患、疼痛性疾患 解熱作用／鎮痛作用 体温中枢調節作用／中枢性
痛覚抑制作用

アニリン系 アセトアミノフェン 内ー２
内ー２
内ー１
内ー３
内ー３

散剤
細粒剤
錠剤
シロップ剤
ドライシロップ
剤

アセトアミノフェン
カロナール細粒
カロナール錠
カロナールシロップ
アセトアミノフェンドラ
イシロップ

ピラゾロン系 イソプロピルアンチピリン 内ー２ 散剤 イソプロピルアンチピ
リン
ヨシピリン

サリチル酸系 エテンザミド 内ー２ 散剤 エテンザミド
熱性疾患 解熱作用 体温中枢調節作用 ピラゾロン系 スルピリン 内ー２ 散剤 スルピリン
疼痛性疾患 鎮痛作用 中枢鎮痛機構活性化作用 ワクシニアウイルス接種家兎

炎症皮膚抽出液
内ー１ 錠剤 ノイロトロピン錠

配合剤（鎮痛作用） 中枢性痛覚抑制作用＋中枢
興奮作用

配合剤 アンチピリン／カフェイン／ク
エン酸

内－２ 末剤 ミグレニン

視床下部抑制作用＋中枢興
奮作用

配合剤 シメトリド／無水カフェイン 内ー２ 顆粒剤 キョーリンAP２顆粒

2 解熱鎮痛消炎
剤

疼痛性疾患 鎮痛作用 プロピオン酸系 ケトプロフェン 注ー１ 注射薬 カピステン筋注、メ
ジェイド筋注

フルルビプロフェンアキセチル 注ー１ 注射薬 ロピオン静注
体温中枢調節作用／中枢性
痛覚抑制作用

サリチル酸系 サリチル酸ナトリウム 注ー１ 注射薬 サルソニン注射液

中枢鎮痛機構活性化作用 ワクシニアウイルス接種家兎
炎症皮膚抽出液

注ー１ 注射薬 ノイロトロピン注射液

配合剤 プロスタグランジン生合成阻
害作用＋鎮痛効果増強作用

配合剤 サリチル酸ナトリウム／コンド
ロイチン硫酸ナトリウム

注ー１ 注射薬 ロイサールS注射液

注－２ キット ガシクロン注シリンジ
10ｍL

プロスタグランジン生合成阻
害作用＋局所麻酔作用＋鎮
静作用

配合剤 サリチル酸ナトリウム／スル
ピリン／カフェイン／アロバル
ビタール／塩酸プロカイン

注ー１ 注射薬 ザルソカイン

プロスタグランジン生合成阻
害作用＋局所麻酔作用

配合剤 サリチル酸ナトリウム／ジブカ
イン

注ー１ 注射薬 ネオビタカイン注

注－２ キット ネオビタカイン注シリ
ンジ

熱性疾患 解熱作用 体温中枢調節作用 ピラゾロン系 スルピリン 注ー１ 注射薬 メチロン注
3 解熱鎮痛消炎

剤
熱性疾患、疼痛性疾患、炎症性疾患 解熱作用／鎮痛作用／抗炎

症作用
プロスタグランジン生合成阻
害作用

アリール酢酸系 ジクロフェナクナトリウム 外ー６
外ー１
外ー１
外ー１
外ー５

坐剤
クリーム剤
ローション剤
ゲル
貼付剤

ボルタレンサポ
ボルタレンクリーム
ボルタレンローション
ボルタレンゲル
ボルタレンテープ

プロピオン酸系 ケトプロフェン 外ー６ 坐剤 メナミン坐剤
イブプロフェン 外ー６ 坐剤 ユニプロン坐剤

アリール酢酸系 インドメタシン 外ー６ 坐剤 インダシン坐剤
オキシカム系 ピロキシカム 外ー６ 坐剤 フェルデンザポジトリ
サリチル酸系 アスピリン 外ー６ 坐剤 アストプレン坐剤

熱性疾患、疼痛性疾患 解熱作用／鎮痛作用 体温中枢調節作用＋中枢性
痛覚抑制作用

アニリン系 アセトアミノフェン 外ー６ 坐剤 アンヒバ坐剤
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114　弱オピオイド類 　
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 弱オピオイド類 癌性疼痛 鎮痛作用 中枢神経刺激伝導抑制作用 ベンズアゾシン系 ペンタゾシン塩酸塩 内ー１ 錠剤 ソセゴン錠25mg
軽度から中等度の疼痛を伴う各種癌に
おける鎮痛

フェノールエーテル
系

トラマドール塩酸塩 内ー１ カプセル
剤

トラマールカプセル

非がん性慢性疼痛、抜歯後の疼痛（非
オピオイド鎮痛剤で治療困難な場合）

鎮痛作用 中枢神経刺激伝導抑制作用
／中枢性痛覚抑制作用

トラマドール塩酸塩／アセ
トアミノフェン

内ー１ 錠剤 トラムセット配合錠

2 弱オピオイド類 癌性疼痛、術後疼痛 鎮痛作用 中枢神経刺激伝導抑制作用 ベンザゾニン系 エプタゾシン臭化水素酸
塩

注ー１ 注射薬 セダペイン注
モルヒナン系 ブトルファノール酒石酸塩 注ー１ 注射薬 スタドール注2mg

ブプレノルフィン塩酸塩 注ー１ 注射薬 レペタン注
ベンズアゾシン系 ペンタゾシン 注ー１ 注射薬 ソセゴン注射液
フェノールエーテル
系

トラマドール塩酸塩 注ー１ 注射薬 クリスピン注1号

3 弱オピオイド類 癌性疼痛、術後疼痛 鎮痛作用 中枢神経刺激伝導抑制作用 ブプレノルフィン塩酸塩 外ー６ 坐剤 レペタン坐薬
慢性疼痛における鎮痛（変形性関節
症、腰痛症）

鎮痛作用 中枢神経刺激伝導抑制作用 ブプレノルフィン 外ー５ 貼付剤 ノルスパンテープ
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１１４・２１1・２１６　片頭痛用剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 片頭痛用剤 片頭痛 血管収縮作用 抗セロトニン作用 ジメトチアジンメシル酸塩 内ー１ 錠剤 ミグリステン錠

α 受容体刺激作用 ジヒドロエルゴタミンメシル
酸塩

内ー１ 錠剤 ジヒデルゴット錠

ｾﾛﾄﾆﾝ5-HT1受容体刺激作
用

トリプタン系 コハク酸スマトリプタン 内ー１ 錠剤 イミグラン錠

臭化水素酸エレトリプタン 内ー１ 錠剤 レルパックス錠20mg

ゾルミトリプタン 内ー１ 錠剤 ゾーミック錠

安息香酸リザトリプタン 内－１ 錠剤 マクサルト錠10mg

ナラトリプタン塩酸塩 内ー１ 錠剤 アマージ錠

中枢神経興奮作用 カフェイン 内ー２ 末剤 カフェイン

安息香酸ナトリウムカフェ
イン

内ー２ 末剤 安息香酸ナトリウム
カフェイン

血管収縮抑制作用 カルシウム拮抗作用 ピペラジン系 塩酸ロメリジン 内ー１ 錠剤 ミグシス錠

配合剤（血管収縮作用＋中
枢神経興奮作用＋鎮痛作
用）

配合剤 酒石酸エルゴタミン／無
水カフェイン／イソプロピ
ルアンチピリン

内ー１ 錠剤 クリアミンA錠
クリアミンＳ錠

2 片頭痛用剤 片頭痛 脳血管収縮作用 ｾﾛﾄﾆﾝ5-HT1受容体刺激作
用

トリプタン系 スマトリプタンコハク酸塩 注ー１
注ー２

注射薬
キット

イミグラン注3
イミグランキット皮下
注3mg

3 片頭痛用剤 片頭痛 血管収縮作用 ｾﾛﾄﾆﾝ5-HT1受容体刺激作
用

トリプタン系 スマトリプタン 外－２ 噴霧剤
(鼻腔内)

イミグラン点鼻液20
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１１５　興奮剤・覚醒剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分名 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 覚醒剤 ナルコレプシー 覚醒作用 ノルエピネフリン、ドパミン遊
離取り込み阻害作用／MAO
阻害作用

メタンフェタミン塩酸
塩

内ー１ 錠剤 ヒロポン錠

2 覚醒剤 ナルコレプシー 覚醒作用 ノルエピネフリン、ドパミン遊
離取り込み阻害作用／MAO
阻害作用

メタンフェタミン塩酸
塩

注ー１ 注射薬 ヒロポン注射液

興奮剤 異常脳波の賦活(てんかん等の診断) 中枢興奮作用 ベメグリド 注ー１ 注射薬 メヂバール注
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１１６　抗パーキンソン剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤型区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 抗パーキンソン剤 パーキンソン病 ドパミン増加作用 レボドパ 内ー２
内ー２
内ー１
内ー１

散剤
細粒剤
錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

ドパストン散
ドパール細粒
ドパゾール錠
ドパールカプセル

配合剤（ドパミン増加作用＋レボド
パ脱炭酸酵素阻害作用）

配合剤 レボドパ／ベンセラジド塩酸塩 内ー１ 錠剤 ネオドパゾール錠

配合剤 レボドパ／カルビドパ 内ー１ 錠剤 ネオドパストン錠

ドパミン受容体刺激作用 ドパミンD2受容体刺激作用 タリペキソール塩酸塩 内ー１ 錠剤 ドミン錠

プラミペキソール塩酸塩水和物 内－１ 錠剤 １日２～３
回

ビ･シフロール錠

内－１ 錠剤 １日１回 ミラペックスLA錠

ロピニロール塩酸塩 内－１ 錠剤 １日３回 レキップ錠

内－１ 錠剤 １日１回 レキップＣＲ錠

ドパミンD1，D2受容体刺激作
用

カベルゴリン 内ー１ 錠剤 カバサール錠

ペルゴリドメシル酸塩 内ー１
内ー２

錠剤
顆粒剤

ペルマックス錠

ノルアドレナリン増加作用 ドロキシドパ 内ー２
内ー１

細粒剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

ドプス細粒
ドプスカプセル

B型モノアミン酸化酵素阻害作用 セレギリン塩酸塩 内ー１ 錠剤 エフピー錠

B型モノアミン酸化酵素阻害作用＋
ドパミン増加作用

ゾニサミド 内ー１ 錠剤 トレリーフ錠

カテコール-０-メチル基転移酵素
（COMT）阻害作用

エンタカポン 内ー１ 錠剤 コムタン錠

アデノシンA2A受容体拮抗作用 イストラデフィリン 内－１ 錠剤 ノウリアスト錠

パーキンソン症候群 ドパミン受容体刺激作用 ドパミンD2受容体刺激作用 麦角アルカロイド
系

ブロモクリプチンメシル酸塩 内ー１ 錠剤 パーロデル

アマンタジン塩酸塩 内ー２
内ー２
内ー１

散剤
細粒剤
錠剤

塩酸アマンタジン1%
散　シンメトレル細粒
シンメトレル錠

アセチルコリン受容体拮抗作用 プロメタジン塩酸塩 内ー１ 錠剤 ヒベルナ糖衣錠
ピレチア錠

ピロヘプチン塩酸塩 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

トリモール細粒
トリモール錠

トリヘキシフェニジル塩酸塩 内ー２
内ー１

散剤
錠剤

ピラミスチン散
塩酸トリヘキシフェニ
ジル細粒
アーテン錠

ビペリデン塩酸塩 内ー２
内ー２
内ー１

散剤
細粒剤
錠剤

タスモリン散
アキネトン細粒
アキネトン錠

メチキセン塩酸塩 内ー２
内ー１

散剤
錠剤

コリンホール散
コリンホール錠

プロフェナミンヒベンズ酸塩／塩酸
塩

内ー２
内ー１

散剤
錠剤

パーキン糖衣錠パー
キン散

マザチコール塩酸塩 内ー２
内ー１

散剤
錠剤

ペントナ散
ペントナ錠

自発運動抑制作用 チアプリド塩酸塩 内－２
内－１

細粒剤
錠剤

グラマリール細粒
グラマリール錠

2 抗パーキンソン剤 パーキンソン病 ドパミン増加作用 レボドパ 注ー１ 注射薬 ドパストン注射液
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アセチルコリン受容体拮抗作用 プロメタジン塩酸塩 注ー１ 注射薬 ヒベルナ注

ビペリデン乳酸塩 注ー１ 注射薬 アキネトン注射液

ドパミンＤ１様及びＤ２様受容体刺
激作用

アポモルヒネ塩酸塩 注ー１ 注射薬 アポカイン皮下注

3 抗パーキンソン剤 パーキンソン病 ドパミン受容体刺激作用 ドパミンD2受容体刺激作用 ロチゴチン 外－５ 貼付剤 １日１回 ニュープロパッチ
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１１７　抗うつ剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 抗うつ剤 うつ病・うつ状態 モノアミン再取り込み阻害作
用

三環系 アミトリプチリン塩酸塩 内ー１ 錠剤 ミケトリン散
トリプタノール錠

イミプラミン塩酸塩 内ー１ 錠剤 トフラニール錠
トリミプラミンマレイン酸塩 内ー２

内ー１
散剤
錠剤

スルモンチール散
スルモンチール錠

クロミプラミン塩酸塩 内ー１ 錠剤 アナフラニール錠
アモキサピン 内ー２

内ー１
細粒剤
カプセル
剤

アモキサン細粒
アミキサンカプセル

ロフェプラミン塩酸塩 内ー１ 錠剤 アンプリット錠
ドスレピン塩酸塩 内ー１ 錠剤 プロチアデン錠
ノルトリプチリン塩酸塩 内ー１ 錠剤 ノリトレン錠

四環系 マプロチリン塩酸塩 内ー１ 錠剤 ルジオミール錠

α 2-アドレナリン受容体遮断
作用
セロトニン受容体遮断作用

四環系 ミアンセリン塩酸塩 内ー１ 錠剤 テトラミド錠

セチプチリンマレイン酸塩 内ー１ 錠剤 テシプール錠

セロトニン再取り込み阻害作
用
セロトニン受容体遮断作用

トリアゾロピリジン
系

トラゾドン塩酸塩 内ー１ 錠剤 レスリン錠

選択的セロトニンの再取り込
み阻害作用

フルボキサミンマレイン酸塩 内ー１ 錠剤 ルボックス錠

パロキセチン塩酸塩水和物 内ー１ 錠剤 パキシル錠
セルトラリン塩酸塩 内－１ 錠剤 ジェイゾロフト錠
エスシタロプラムシュウ酸塩 内－１ 錠剤 レクサプロ錠

セロトニン、ノルアドレナリン
再取り込み阻害作用

ミルナシプラン塩酸塩 内ー１ 錠剤 トレドミン錠

デュロキセチン塩酸塩 内－１ カプセル サインバルタカプセ
ルノルアドレナリン作動性

セロトニン作動性
ミルタザピン 内－１ 錠剤 レメロン錠

リフレックス錠
ドパミン受容体拮抗作用 ベンズアミド系 スルピリド 内ー１

内ー１
内ー２

錠剤
カプセル
剤　　　細
粒剤

中枢神経興奮作用 ペモリン 内ー１ 錠剤 ベタナミン錠

2 抗うつ剤 うつ病・うつ状態 モノアミン再取り込み阻害作
用

三環系 クロミプラミン塩酸塩 注ー１ 注射薬 アナフラニール注射
液
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１１７　精神神経用剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 精神神経用剤 統合失調症 抗ドパミン作用 フェノチアジン系 ペルフェナジン 内ー２
内ー１

散剤
錠剤

トリオミン散
トリオミン錠

ペルフェナジンマレイン酸塩 内ー１ 錠剤 ピーゼットシー糖衣
錠

ペルフェナジンフェンジゾ酸
塩

内ー２ 散剤

プロクロルペラジンマレイン
酸塩

内ー１ 錠剤 パソトミン倍散
ノバミン錠

プロペリシアジン 内ー２
内ー２
内ー１
内ー４

細粒剤
顆粒剤
錠剤
液剤

ニューレプチル細粒
アパミン顆粒
ニュープレチル錠
ニュープレチル液

クロルプロマジン塩酸塩 内ー１
内ー１

錠剤
錠剤

ウインタミン錠
コントミン糖衣錠

クロルプロマジンフェノール
フタリン酸塩

内ー２ 細粒剤 ウインタミン細粒

レボメプロマジンマレイン酸
塩

内ー２
内ー２
内ー２
内ー１

散剤
顆粒剤
細粒剤
錠剤

ヒルナミン散
プロクラジン顆粒
ヒルナミン細粒
ヒルナミン錠

トリフロペラジンマレイン酸
塩

内ー２
内ー１

散剤
錠剤

トリフロペラジン100
倍散
トリフロペラジン糖衣
錠

フルフェナジンマレイン酸塩 内ー２
内ー１

散剤
錠剤

フルメジン500倍散
フルメジン糖衣錠

チエピン系 ゾテピン 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

ロドピン細粒
ロドピン錠

イミノジベンジル系 クロカプラミン塩酸塩 内ー２
内ー１

顆粒剤
錠剤

クロフェクトン顆粒
クロフェクトン錠

モサプラミン塩酸塩 内ー２
内ー１

顆粒剤
錠剤

クレミン顆粒
クレミン錠

カルピプラミンマレイン酸塩
／塩酸塩

内ー２
内ー１

散剤
錠剤

デフェクトン散
デフェクトン糖衣錠

インドール系 オキシペルチン 内ー２
内ー１

散剤
錠剤

ホーリット散
ホーリット錠

ブチロフェノン系 ハロペリドール 内ー２
内ー１
内ー４

細粒剤
錠剤
液剤

セレネース細粒
セレネース錠
セレネース液

ピモジド 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

オーラップ細粒
オーラップ錠

スピペロン 内ー２
内ー１

散剤
錠剤

スピロピタン散
スピロピタン錠

フロロピパミド塩酸塩 内ー２
内ー１

散剤
錠剤

プロピタン散
プロピタン錠

チミペロン 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

トロペロンＳ
トロペロン錠

ブロムペリドール 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

インプロメン細粒
インプロメン錠

ベンザミド系 ネモナプリド 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

エミレース細粒
エミレース錠

スルトプリド塩酸塩 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

バルネチ－ル細粒
バルネチール錠

スルピリド 内ー１
内ー１
内ー２

錠剤
カプセル
剤　　細粒
剤

ドグマチール錠
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抗ドパミン作用／抗セロトニ
ン作用

ベンズイソキサ
ゾール系

リスペリドン 内－２
内－１
内－３

細粒剤
錠剤
内用液

リスパダール細粒
リスパダール錠
リスパダール内用液

パリペリドン 内ー１ 錠剤 インヴェガ錠

チエノベンゾジアゼ
ピン系

オランザピン 内ー１
内－２

錠剤細
粒剤

ジプレキサ錠
ジプレキサ細粒

ジベンゾチアゼピ
ン系

クエチアピンフマル酸塩 内ー１
内ー２

錠剤
細粒剤

セロクエル錠
セロクエル細粒

ベンズイソチア
ゾール系

ペロスピロン塩酸塩水和物 内ー１ 錠剤 ルーラン錠

ブロナンセリン 内ー１
内ー２

錠剤
散剤

ロナセン錠
ロナセン散

ジベンゾジアゼピ
ン系

クロザピン 内ー１ 錠剤 クロザリル錠

ドパミンD2受容体部分アゴ
ニスト作用

キノリノン系 アリピプラゾール 内－２
内－１
内－３

散剤
錠剤
液剤

エビリファイ散
エビリファイ錠、OD錠
エビリファイ内用液

抗セロトニン作用／抗カテ
コールアミン作用

レセルピン 内ー２
内ー１

散剤
錠剤

レセルピン散
レセルピン錠
（アポプロン散・錠）

統合失調症の興奮状態, 躁病,躁うつ病
の躁状態

情動経路の誘発電位抑制
作用

カルバマゼピン 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

テグレトール細粒
テグレトール錠

躁病及び躁うつ病の躁状態 躁状態改善作用 炭酸リチウム 内ー１ 錠剤 リーマス

統合失調症等における鎮静催眠 配合剤（抗ドパミン作用＋催
眠鎮静作用）

配合剤 クロルプロマジン塩酸塩／
プロメタジン塩酸塩／
フェノバルビタール

内ー１ 錠剤 ベゲタミン錠A,同錠B

2 精神神経用剤 統合失調症 抗ドパミン作用 フェノチアジン系 ペルフェナジン塩酸塩 注ー１ 注射薬 ピーゼットシー注

クロルプロマジン塩酸塩 注ー１ 注射薬 コントミン筋注

レボメプロマジン塩酸塩 注ー１ 注射薬 ヒルナミン注

フルフェナジンデカン酸塩 注ー１
注ー２

注射薬
キット

フルデカシン注
フルデカシンキット筋
注

ブチロフェノン系 ハロペリドール 注ー１ 注射薬 セレネース注

ハロペリドールデカン酸エス
テル

注ー１ 注射薬 ハロマンス注
ネオペリドール注

チミペロン 注ー１ 注射薬 トロペロン注

ベンザミド系 スルピリド 注ー１ 注射薬 ドグマチール注

抗ドパミン作用／抗セロトニ
ン作用

ベンズイソキサ
ゾール系

リスペリドン 注ー２ キット リスパダール　コン
スタ筋注用

チエノベンゾジアゼ
ピン系

オランザピン 注－１ 注射薬 ジプレキサ筋注用

抗セロトニン作用／抗カテ
コールアミン作用

レセルピン 注ー１ 注射薬 レセルピン注
（アポプロン注）
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１１８　総合感冒剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用
２

薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 総合感冒剤 感冒若しくは上気道炎に伴
う諸症状の改善

配合剤（感冒症状改善作用） 配合剤 サリチルアミド／アセトアミノフェン／無水カフェイ
ン／クロルフェニラミンマレイン酸塩

内ー２
内ー２

散剤
顆粒剤

ネオアムール散
ペレックス顆粒

サリチルアミド／アセトアミノフェン／無水カフェイ
ン／クロルフェニラミンマレイン酸塩

内ー２
内ー４

顆粒剤
シロップ

ペレックス-１/６顆粒
ＬＬシロップ

サリチルアミド／アセトアミノフェン／無水カフェイ
ン／メチレンジサリチル酸プロメタジン

内ー２
内ー１

顆粒剤
錠剤

ＰＬ顆粒
ピーエイ錠

サリチルアミド／アセトアミノフェン／無水カフェイ
ン／メチレンジサリチル酸プロメタジン

内ー２ 顆粒剤 幼児用ＰＬ顆粒
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１１９　その他の中枢神経系用薬
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 その他の中枢
神経用薬

脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下の改善 精神活動改善作用 アマンタジン塩酸塩 内ー２
内ー２
内ー１

散剤
細粒剤
錠剤

塩酸ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ散-GE
シンメトレル細粒
シンメトレル錠

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),乳汁
漏出症,産褥性乳汁分泌抑制

下垂体プロラクチン分泌細胞
のドパミンD-2受容体刺激作
用

テルグリド 内ー１ 錠剤 テルロン錠

高度肥満症における食事療法及び運動療法の補助 摂食中枢抑制作用 マジンドール 内ー１ 錠剤 サノレックス錠

筋萎縮性側索硬化症(ALS)の治療および病態進展の
抑制

神経細胞保護作用 リルゾール 内ー１ 錠剤 リルテック錠

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

アセチルコリンエステラーゼ
可逆的阻害作用

ドネペジル塩酸塩 内ー１
内ー２
内ー３

錠剤
細粒剤
ゼリー

アリセプト錠
アリセプト細粒
アリセプト内服ゼリー

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

アセチルコリンエステラーゼ
可逆的阻害作用

ﾆｺﾁﾝ性ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ受容体ｱﾛｽ
ﾃﾘｯｸ増強作用

ガランタミン臭化水素
酸塩

内ー１
内ー３

錠剤
液剤

レミニール錠
レミニール内用液

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

NMDA受容体拮抗作用 メマンチン塩酸塩 内ー１ 錠剤 メマリー錠

次の疾患における頭痛・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

自律神経緊張不均衡改善作
用

トフィソパム 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

グランダキシン細粒
グランダキシン錠

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

自発運動抑制作用 抗ドパミン作用 チアプリド塩酸塩 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

グラマリール細粒
グラマリール錠

脊髄小脳変症における運動失調の改善 自発運動亢進作用 タルチレリン水和物 内ー１ 錠剤 セレジスト錠５
不眠症における入眠困難の改善 催眠作用 メラトニン受容体刺激作用 ラメルテオン 内ー１ 錠剤 ロゼレム錠
ナルコレプシーに伴う日中の過度の眠気 中枢神経興奮作用 覚醒作用 モダフィニル 内－１ 錠剤 モディオダール錠
ナルコレプシー 中枢神経興奮作用 覚醒作用 メチルフェニデート塩

酸塩
内－２
内－１

散剤
錠剤

リタリン散
リタリン錠

小児期における注意欠陥／多動性障害（ＡＤ/ＨＤ） 中枢神経興奮作用 メチルフェニデート塩
酸塩

内－１ 錠剤 コンサータ錠

選択的ノルアドレナリン再取
り込み阻害作用

アトモキセチン塩酸
塩

内－１ カプセル剤 ストラテラカプセル

血液透析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）

選択的オピオイドκ 受容体
作動作用

ナルフラフィン塩酸塩 内－１ カプセル剤 レミッチカプセル

末梢性神経障害性疼痛 電位依存性カルシウムチャ
ネルのα 2δ サブユニット結
合によるカルシウム流入の
抑制を介した興奮性神経伝
達物質の遊離の抑制作用

プレガバリン 内－１ カプセル剤 リリカカプセル

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）

電位依存性カルシウムチャン
ネル阻害作用

ガバペンチン　エナカ
ルビル

内－１ 錠剤 レグナイト錠

ハンチントン病に伴う舞踏運動 モノアミン小胞トランスポー
ター２（VMAT2）の選択的阻
害作用

テトラベナジン 内－1 錠剤 コレアジン錠

アルコール依存症患者における断酒維持の補助 グルタミン酸作動性神経活
動の抑制

アカンプロサートカル
シウム

内－１ 錠剤 レグテクト錠

2 その他の中枢
神経用薬

(1)頭部外傷、くも膜下出血に伴う昏睡,半昏睡を除く遷
延性意識障害
(2)脊髄小脳変性症における運動失調の改善

意識障害改善作用／自発運
動亢進作用

プロチレリン酒石酸
塩

注ー１ 注射薬 ヒルトニン注射液

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

フリーラジカル消去作用 エダラボン 注ー１
注ー２

注射薬
キット

ラジカット注３０ｍｇ
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3 その他の中枢
神経用薬

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

アセチルコリンエステラーゼ
阻害作用

リバスチグミン 外－５ 貼付剤 イクセロンパッチ
リバスタッチパッチ
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１２１　局所麻酔剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 局所麻酔剤 表面麻酔 神経遮断作用 活動電位伝導抑制作用 リドカイン塩酸塩 内ー３
内ー１

液剤
ゼリー

キシロカインビスカス

2 局所麻酔剤 局所麻酔 神経遮断作用 活動電位伝導抑制作用 ブピバカイン塩酸塩 注ー１ 注射薬 マーカイン注射液
ロピバカイン塩酸塩水和物 注ー１ 注射薬
リドカイン塩酸塩 注ー１

注ー２
注射薬
キット

キシロカイン注射液

プロカイン塩酸塩 注ー１ 注射薬 塩酸プロカイン注射液
テトラカイン塩酸塩 注ー１ 注射薬 テトカイン「杏林」
メピバカイン塩酸塩 注ー１

注ー２
注射薬
キット

塩酸メピバカイン注射
液

レボブピバカイン塩酸塩 注ー１ 注射薬 ポプスカイン注

配合剤（神経遮断作用） 活動電位伝導抑制作用＋血
管収縮作用（効果持続）

配合剤 リドカイン塩酸塩／エピネフリ
ン

注ー１ 注射薬 キシロカイン注射液

脊椎麻酔 神経遮断作用 活動電位伝導抑制作用 ブピバカイン塩酸塩 注ー１ 注射薬 ネオペルカミンS
ジブカイン塩酸塩 注ー１ 注射薬 ペルカミンエス注脊麻
リドカイン塩酸塩 注ー１

注ー２
注射薬
キット

キシロカイン注射液

テトラカイン塩酸塩 注ー１ 注射薬 テトカイン「杏林」
配合剤（神経遮断作用） 配合剤 ジブカイン塩酸塩／パラブチ

ルアミノ安息香酸ジエチルアミ
ノエチル塩酸塩

注ー１ 注射薬

3 局所麻酔剤 表面麻酔 神経遮断作用 活動電位伝導抑制作用 プロカイン塩酸塩 外ー１ 原末
ジブカイン塩酸塩 外ー１ 原末
リドカイン 外－２

外－５
噴霧剤
貼付剤

キシロカインポンプス
プレー
ペンレス

リドカイン塩酸塩 外－１
外－１

液剤
ゼリー

キシロカイン液
キシロカインゼリー

パラブチルアミノ安息香酸ジエ
チルアミノエチル塩酸塩

外－１ 末剤 テーカイン原末

皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和 神経遮断作用 活動電位伝導抑制作用 リドカイン／プロピトカイン 外－１ クリーム
剤

エムラクリーム
静脈留置針穿刺時の疼痛緩和 神経遮断作用 活動電位伝導抑制作用 リドカイン，-〔塩酸〕 外ー５  貼付剤 ペンレス
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１２２　骨格筋弛緩剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分名 剤形区分 剤形 用法 主な商品名 線引き

1 骨格筋弛緩剤 運動器疾患に伴う有痛性痙縮／筋緊張状態，
痙性麻痺

脊髄反射抑制作用（多シナプ
ス反射抑制）

クロルフェネシンカル
バミン酸塩エステル

内ー１ 錠剤 リンラキサー錠

クロルゾキサゾン 内ー１ 錠剤 フラメンコ錠
プリジノールメシル酸
塩

内ー１ 錠剤 コンラックス錠

メトカルバモール 内ー２ 顆粒剤 ロバキシン
アフロクアロン 内ー１ 錠剤 アロフト
エペリゾン塩酸塩 内ー２

内ー１
顆粒剤
錠剤

ミオナール顆粒
ミオナール錠

トルペリゾン塩酸塩 内ー２
内ー１

顆粒剤
錠剤

ムスカルム顆粒
ムスカムルＤ錠

チザニジン塩酸塩 内ー２
内ー１

顆粒剤
錠剤

リオレサール錠

痙性麻痺 脊髄反射抑制作用（単シナプ
ス反射抑制）

GABA受容体親和作用 バクロフェン 内ー１ 錠剤 テルネリン顆粒
テルネリン錠

悪性症候群 筋小胞体からのCaイオン遊
離抑制作用

ダントロレンナトリウ
ム水和物

内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ダントリウムカプセル

2 骨格筋弛緩剤 麻酔時の筋弛緩，気管内挿管時の筋弛緩 神経終板に対する脱分極作
用

スキサメトニウム塩
化物水和物

注ー１ 注射薬 レラキシン

神経筋接合部遮断作用 ツボクラリン塩化物 注ー１ 注射薬 アメリゾール

ベクロニウム臭化物 注ー１ 注射薬 マスキュラックス静注
用

パンクロニウム臭化
物

注ー１ 注射薬 ミオブロック注射液
ロクロニウム臭化物 注ー１ 注射薬 エスラックス静注

運動器疾患に伴う有痛性痙縮 プリジノールメシル酸
塩

注ー１ 注射薬 コンラックス注

麻酔時における悪性高熱症，悪性症候群 筋小胞体からのCaイオン遊
離抑制作用

ダントロレンナトリウ
ム

注ー１ 注射薬 ダントリウム注射用

眼瞼けいれん、片側顔面けいれん、痙性斜頸 アセチルコリン放出抑制作用 Ａ型ボツリヌス毒素 注ー１ 注射薬 ボトックス注100

Ｂ型ボツリヌス毒素 注ー１ 注射薬 ナーブロック筋注

脳脊髄疾患に由来する重度の痙性麻痺 脊髄反射抑制作用（単シナプ
ス反射抑制）

GABA受容体親和作用 バクロフェン 注ー１ 注射薬 ギャバロン随注
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１２３　自律神経剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分名 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 自律神経剤
（β 受容体拮
抗薬を除く）

慢性胃炎等の消化器機能異常 消化管運動亢進作用 アセチルコリン受容体刺激作
用

四級アンモニウム
塩

アクラトニウムナパ
ジシル酸塩

内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 アボビスカプセル５０

ベタネコール塩化物 内ー２ 散剤 ベサコリン散
重症筋無力症 神経筋伝達障害改善作用 コリンエステラーゼ阻害作用 四級アンモニウム

塩
ジスチグミン臭化物 内ー１ 錠剤 ウブレチド錠

ピリドスチグミン臭化
物

内ー１ 錠剤 メスチノン「ロシュ」錠

アンベノニウム塩化
物

内ー１ 錠剤 マイテラーゼ

慢性胃炎等の消化器機能異常，重症筋無力
症

神経筋伝達障害改善作用 コリンエステラーゼ阻害作用 ネオスチグミン臭化
物

内ー２ 散剤 ワゴスチグミン散
（０．５％）

2 自律神経剤
（β 受容体拮
抗薬を除く）

麻酔後の腸管麻痺／慢性胃炎等の消化器機
能異常

消化管運動亢進作用 アセチルコリン受容体刺激作
用

アセチルコリン塩化
物

注ー１ 注射薬 オビソート注射用

副交感神経刺激作用 カルニチン塩化物 注－１ 注射薬 エントミン注
非脱分極性筋弛緩剤による遷延性呼吸抑制
に対する拮抗

神経筋伝達障害改善作用 コリンエステラーゼ阻害作用 ネオスチグミンメチ
ル硫酸塩

注ー１ 注射薬 ワゴスチグミン注

非脱分極性筋弛緩剤の作用の拮抗 配合剤（神経筋伝達障害改
善作用）

コリンエステラーゼ阻害作
用・副交感神経遮断作用

配合剤 ネオスチグミンメチ
ル硫酸塩/アトロピン
硫酸塩水和物

注ー２ キット アトワゴリバース静
注

胃腸管、胆管、尿路のけいれん 神経筋伝達障害改善作用 副交感神経遮断作用 四級アンモニウム
塩

プリフィニウム臭化
物

注ー１ 注 パドリン注射液
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内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 鎮痙剤 胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれん、運
動亢進および疼痛／過敏性腸症候群

消化器・泌尿器・子宮等の平
滑筋運動亢進抑制およびれ
ん縮緩解作用

アセチルコリン拮抗作用（ムス
カリン受容体拮抗作用）

アトロピン硫酸塩 内ー２ 末剤 硫酸アトロピン

ロートエキス 内ー２ 散剤 ロートエキス散
ブチルスコポラミン臭化物 内ー１ 錠剤 ブスコパン錠
Ｎ-メチルスコポラミンメチル硫酸 内ー１ 錠剤 ダイピン錠
ブトロピウム臭化物 内ー２

内ー１
内ー１

顆粒剤
錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

コリオパン顆粒
コリオパン錠
コリオパンカプセル

ピペリドレート塩酸塩 内ー１ 錠剤 ダクチル錠
チメピジウム臭化物 内ー２

内ー１
内ー１

細粒剤
錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

セスデン細粒
臭化チメピジウム30mg
錠
セスデン

オキサピウムヨウ化物 内ー２
内ー１

顆粒剤
錠剤

エスパレキサン顆粒
エスペラン錠

チキジウム臭化物 内ー２
内ー１

顆粒剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

チアトン顆粒
チアトン

プロパンテリン臭化物 内ー１ 錠剤 プロ・バンサイン
メペンゾラート臭化物 内ー１ 錠剤 トランコリン錠

過敏性腸症候群 配合剤（消化器・泌尿器・子宮
等の平滑筋運動亢進抑制お
よびれん縮緩解作用）

アセチルコリン拮抗作用＋鎮
静作用

配合剤 メペンゾラート臭化物／フェノバル
ビタール

内ー１ 錠剤 トランコロンＰ錠

胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれん、運
動亢進および疼痛

消化器・泌尿器・子宮等の平
滑筋運動亢進抑制およびれ
ん縮緩解作用

ホスホジエステラーゼ阻害作
用

パパベリン塩酸塩 内ー２
内ー２

末剤
散剤

塩酸パパベリン
塩酸パパペリン散

COMT(catechol-O
methyltransferase)阻害作用
／Ｏｄｄｉ括約筋弛緩作用

フロプロピオン 内ー１
内ー１

錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

コスパノン錠
コスパノンカプセル

子宮収縮の抑制 子宮平滑筋弛緩作用 β 受容体刺激作用 イソクスプリン塩酸塩 内ー１ 錠剤 ズファジラン錠

2 鎮痙剤 胃・十二指腸等の腹部平滑筋のけいれんおよ
び疼痛（麻酔前投薬の効能を含む。）

消化器・泌尿器・子宮等の平
滑筋運動亢進抑制およびれ
ん縮緩解作用

アセチルコリン拮抗作用（ムス
カリン受容体拮抗作用）

アトロピン硫酸塩 注ー１
注ー２

注射薬
キット

硫酸アトロピン

スコポラミン臭化水素酸塩 注ー１ 注射薬 ハイスコ皮下注

プリフィニウム臭化物 注ー１ 注射薬 パドリン注射液
ブチルスコポラミン臭化物 注ー１

注ー２
注射薬
キット

ブスコパン注射液

ブトロピウム臭化物 注ー１ 注射薬 コリオパン注射液
チエモニウムヨウ化物 注ー１ 注射薬 ビセラルジン注射液
チメピジウム臭化物 注ー１ 注射薬 セスデン注射液

ホスホジエステラーゼ阻害作
用

パパベリン塩酸塩 注ー１ 注射薬 塩酸パパベリン注射液

子癇 配合剤（骨格筋弛緩作用） Mgによるアセチルコリン放出
抑制作用

配合剤 硫酸マグネシウム／ブドウ糖 注ー１ 注射薬 マグネゾール

１２４　鎮けい剤
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内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 眼科用剤 緑内障 房水産生抑制作用 炭酸脱水酵素阻害作用
(Na+能動輸送抑制作用)

ジクロフェナミド 内－１ 錠剤 １日50-200mg１
～４分服

ﾀﾞﾗﾅｲﾄﾞ錠

網膜色素変性症 暗順応改善作用 好気的代謝促進作用 カロチノイド ヘレニエン 内－１ 錠剤 １日10-20mg２～
４分服

ｱﾀﾞﾌﾟﾁﾉｰﾙ

2 眼科用剤 中心窩下脈絡膜新生血管
を伴う加齢黄斑変性症

細胞内呼吸障害作用 レーザー光照射による活性
酸素生成作用

光感受性物質 ベルテポルフィン 注－１ 注射薬 静脈内投与 ビスダイン静注用15mg

VEGF165選択的活性阻害作

用

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙを
結合させたｵﾘｺﾞﾇｸ
ﾚｵﾁﾄﾞ

ペガプタニブナトリウム 注－２ 注射薬
（キット製
品）

硝子体内注射 マクジェン硝子体内注射用キッ
ト

VEGF阻害作用 ヒト型マウス抗ヒト
VEGFﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗
体のFab断片

ラニビズマブ（遺伝子組換
え）

注－２ 注射薬
（キット製
品）

硝子体内注射 ﾙｾﾝﾃｨｽ硝子体内注射液

遺伝子組換え融合
糖蛋白質

アフリベルセプト（遺伝子組
換え）

注－１ 注射薬 硝子体内注射 アイリーア硝子体内注射液

硝子体手術時の硝子体可
視化

難水溶性等の物理学的性質
に基づく硝子体可視化作用

ステロイド（フッ素
付加）

トリアムシノロンアセトニド 注－１ 注射薬 硝子体内注射 マキュエイド硝子体内注用

3 眼科用剤 結膜炎/角膜炎等 主として一般細菌に作用
するもの

細胞壁合成阻害作用 セフェム系 セフメノキシム塩酸塩 外－３ 点眼剤 溶解後１回１～
２滴，１日４回

ﾍﾞｽﾄﾛﾝ点眼用

核酸(DNA)合成阻害作用 ニューキノロン
系

レボフロキサシン 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
３回

ｸﾗﾋﾞｯﾄ点眼液

ノルフロキサシン 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
３回

ﾉﾌﾛ点眼液

ロメフロキサシン塩酸塩 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
３回

ﾛﾒﾌﾛﾝ眼科耳科用液

オフロキサシン 外－３ 眼軟膏 １日３回，適量
塗布。

ﾀﾘﾋﾞｯﾄ眼軟膏

点眼剤 １回１滴，１日
３回

ﾀﾘﾋﾞｯﾄ点眼液

 ガチフロキサシン水和物 外－３ 点眼剤 1回1滴、1日3回
（眼科周術期の
無菌化療法の手
術前は1回1滴、
1日5回）

ｶﾞﾁﾌﾛ点眼液

トスフロキサシントシル
酸塩

外－３ 点眼剤 1回1滴、1日3回 オゼックス点眼液／トスフロ
点眼液

モキシフロキサシン塩酸
塩

外－３ 点眼剤 1回1滴、1日3回
（眼科周術期の
無菌化療法の手
術前は1回1滴、
1日5回）

ベガモックス点眼液

蛋白合成阻害作用 アミノグリコシ
ド系

ゲンタマイシン硫酸塩 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日３～４回

ｹﾞﾝﾀｼﾝ点眼液

トブラマイシン 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日４～５回

ﾄﾌﾞﾗｼﾝ点眼液

ジベカシン硫酸塩 外－３ 点眼剤 １回２滴，１日
４回

ﾊﾞﾆﾏｲｼﾝ点眼液

ミクロノマイシン硫酸塩 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日３～４回

ｻﾝﾃﾏｲｼﾝ点眼液

ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ系 クロラムフェニコール 外－３ 点眼剤 １日１～数回，
適量

ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ点眼液Ｔ

結膜粘膜表層細胞新生促
進作用/毛細管透過性抑制
作用/細菌ﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害作
用

硫酸亜鉛 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日３～５回

ｵﾌｻﾘﾝP

配合剤（主として一般細
菌に作用するもの）

蛋白合成阻害＋細胞膜機
能障害作用）

配合剤 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ/ｺﾘｽﾁﾝﾒﾀﾝｽﾙﾎ
ﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ

外－３ 点眼剤 １回２～３滴，
１日４～５回

ｺﾘﾏｲＣ点眼液

ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ/ｺﾘｽﾁﾝ 外－３ 眼軟膏 １日数回 ｴｺﾘｼﾝ眼軟膏

点眼剤 溶解後２～３時
間ごと２～３滴

ｴｺﾘｼﾝ点眼液

蛋白合成阻害＋抗炎症作
用）

配合剤 ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩/ﾒﾁﾙﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ

外－３ 眼軟膏 １日１～数回，
適量

ﾈｵﾒﾄﾞﾛｰﾙEE軟膏

ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩/ﾘﾝ酸ﾍﾞ
ﾀﾒﾀｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ

外－３ 眼軟膏 １日１～数回，
適量

眼･耳科用ﾘﾝﾃﾞﾛﾝＡ軟膏

１３１　眼科用剤
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点眼剤 １回１～２滴，
１日１～数回点
眼。

眼･耳科用ﾘﾝﾃﾞﾛﾝＡ液

ｳｲﾙｽに作用するもの ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ 核酸(DNA)合成阻害作用 アシクロビル 外－３ 眼軟膏 １日５回，適量 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ眼軟膏

点眼剤 １回１～２滴，
１～２時間ごと

ｲﾄﾞｸｽｳﾘ点眼点

主として真菌に作用する
もの

真菌 抗真菌作用 ピマリシン 外－３ 眼軟膏 １回適量，１日
４～５回

ﾋﾟﾏﾘｼﾝ眼軟膏

点眼剤 １回１～２滴，
１日６～８回

ﾋﾟﾏﾘｼﾝ点眼液

新生児膿漏眼の予防 殺菌作用 組織蛋白凝固沈殿作用 硝酸銀 外－３ 点眼剤 クレーデ氏法に
より点眼。新生
児に対し点眼後
生理食塩液で洗
浄。

ﾎﾞﾝﾊｯﾋﾟｰ

慢性結膜炎 涙液分泌抑制 結膜/角膜神経麻痺作用､
三叉神経反射弓一過性遮
断作用

オキシブプロカイン塩酸
塩

外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日数回

ﾗｸﾘﾐﾝ点眼液

アレルギー性結膜炎 抗炎症作用 ｹﾐｶﾙﾒﾃﾞｨｴｰﾀ遊離抑制作用 抗ﾋｽﾀﾐﾝ作用/抗ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ作
用

クロモグリク酸ナトリウ
ム

外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日４回

ｲﾝﾀｰﾙ点眼液

ペミロラストカリウム 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
２回

ｱﾚｷﾞｻｰﾙ点眼液

トラニラスト 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日４回

ﾘｻﾞﾍﾞﾝ点眼液

アシタザノラスト水和物 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日４回

ｾﾞﾍﾟﾘﾝ点眼液

アンレキサノクス 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日４回

ｴﾘｯｸｽ点眼液

抗ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ作用 イブジラスト 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日４回

ｹﾀｽ点眼液

ｹﾐｶﾙﾒﾃﾞｨｴｰﾀ受容体拮抗作
用

抗ﾋｽﾀﾐﾝ作用 ケトチフェンフマル酸塩 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日４回

ｻﾞｼﾞﾃﾝ点眼液

オロパタジン塩酸塩 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日４回

ﾊﾟﾀﾉｰﾙ点眼液

レボカバスチン塩酸塩 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日４回

ﾘﾎﾞｽﾁﾝ点眼液

角膜上皮再生促進作用 グリチルリチン二酸カリ
ウム

外－３ 点眼剤 １回２～３滴，
１日５～６回

ﾉｲﾎﾞﾙﾐﾁﾝ

アズレン 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日３～５回

ｱｿﾞﾃｼﾝ点眼液

春期カタル 免疫抑制作用 主にT細胞の分化・増殖抑
制、Ｇ０→Ｇ１移行期に
作用

カルシニューリンの活性
化を阻害し、インターロ
イキン２（ＩＬ－２）等
のサイトカイン産生抑制

シクロスポリン 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
３回点眼する

ﾊﾟﾋﾟﾛｯｸﾐﾆ点眼液0.1%

タクロリムス水和物 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
２回点眼する

タリムス点眼液

慢性結膜炎 抗炎症作用 角膜上皮再生作用 リゾチーム塩酸塩 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日３～６回

ﾑｺｿﾞｰﾙ点眼液

術後炎症防止等 抗炎症作用 プロスタグランジン生合
成抑制作用

（非ステロイド作用） ﾌｪﾆﾙ酢酸系 ジクロフェナクナトリウ
ム

外－３ 点眼剤 眼手術前４回，
眼手術後１日３
回，１回１滴

ｼﾞｸﾛｰﾄﾞ点眼液

ｲﾝﾄﾞｰﾙ酢酸系 インドメタシン 外－３ 点眼剤 眼手術前４回，
眼手術後１日３
回，１回１滴

ｲﾝﾄﾞﾒﾛｰﾙ点眼液

内眼部手術における術後
炎症

抗炎症作用 プロスタグランジン生合
成抑制作用

（非ステロイド作用） ｱﾘｰﾙ酸系 ネパフェナク 外－３ 点眼剤 眼手術前日から
１回１滴１日３
回点眼。手術日
に限り、術前３
回術後１回点
眼。

ネバナック点眼液

結膜炎等の炎症疾患の対
症療法

抗炎症作用 プロスタグランジン生合
成抑制作用

（非ステロイド作用） ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸系 ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日４回

ﾆﾌﾗﾝ点眼液

ﾌﾞﾛﾑﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ水和物 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日２回

ﾌﾞﾛﾅｯｸ点眼液
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白血球遊走抑制作用/虹彩
毛様体腫脹抑制作用

（ステロイド作用） ステロイド ﾒﾀｽﾙﾎ安息香酸ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ
ﾝﾅﾄﾘｳﾑ

外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日３～４回

ﾋﾞｼﾞｭｱﾘﾝ0.05％,点眼液

ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 外－３ 眼軟膏 ｻﾝﾃｿﾞｰﾝ0.05％眼軟膏

外－３ 点眼剤 １日１～３回，
適量

ﾏｷｼﾃﾞｯｸｽ0.1％点眼液

ﾘﾝ酸ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ 外－３ 点眼剤 １日１～３回，
適量

点眼･点耳用ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ液

ﾘﾝ酸ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日３～４回

ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ液

酢酸ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日３～４回

日点･HCｿﾞﾛﾝ点眼液

酢酸ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日３～４回

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ眼軟膏

外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日３～４回

日点･PSｿﾞﾛﾝ点眼液

ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日数回宛

ﾌﾙﾒﾄﾛﾝ点眼液

ﾋﾞﾀﾐﾝＢ２欠乏､代謝障害
関与の角膜炎等

角膜組織呼吸亢進作用 組織呼吸関与補酵素の酸
素消費能増加作用

補酵素型ビタミ
ンＢ２

ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾞ 外－３ 眼軟膏 １回１～２滴，
１日数回

ﾌﾗﾋﾞﾀﾝ眼軟膏

点眼剤 １回１～２滴，
１日２～４回

ﾌﾗﾋﾞﾀﾝ点眼液

角結膜上皮障害 角膜創傷治癒促進作用 上皮細胞接着・進展促進
作用（保水性亢進作用）

ﾌｨﾌﾞﾛﾈｸﾁﾝ結合作用 ヒアルロン酸ナトリウム 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
５～６回

ﾋｱﾚｲﾝ

ﾋｱﾚｲﾝﾐﾆ

角膜表層の保護 角膜保護作用/乾燥抑制作
用/透明性保持作用

結膜嚢内滞留性亢進作用 コンドロイチン硫酸ナト
リウム

外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日２～４回

ｺﾝﾄﾞﾛﾝ点眼液

配合剤（角膜保護作用/乾
燥抑制作用/透明性保持作
用＋ﾋﾞﾀﾐﾝB2補給作用）

結膜嚢内滞留性亢進作用
＋角膜へのFDA取込促進作
用

配合剤 ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾅﾄﾘｳ
ﾑ/ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ

外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日３～６回

ﾑｺﾌｧｼﾞﾝ点眼液

ドライアイ ムチン/水分分泌促進作用 P2Y2受容体刺激作用 ジクアホソルナトリウム 外－３ 点眼剤 １日６回 ｼﾞｸｱｽ点眼液

ムチン産生促進作用 レバミピド 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
４回点眼

ムコスタ点眼液ＵＤ

表在性充血 末梢血管収縮作用/充血抑
制作用

血管平滑筋α受容体刺激
作用

ﾅﾌｧｿﾞﾘﾝ硝酸塩 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日２～３回

眼科用ﾌﾟﾘﾋﾞﾅ

配合剤（末梢血管収縮作
用/充血抑制作用＋角膜保
護作用/乾燥抑制作用/透
明性保持作用）

血管平滑筋α受容体刺激
作用＋結膜嚢内滞留性亢
進作用

配合剤 ﾅﾌｧｿﾞﾘﾝ塩酸塩/ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ
硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ

外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日２～３回

ｺﾝﾄﾞﾛﾝﾅﾌｧ液

診断/治療を目的とする散
瞳/調節麻痺

散瞳作用/調節麻痺作用 毛様体筋麻痺作用 ｱﾄﾛﾋﾟﾝ硫酸塩 外－３ 眼軟膏 １日１～３回適
量結膜のう

ﾘｭｳｱﾄ1%眼軟膏

点眼剤 １回１～２滴，
１日１～３回

日点ｱﾄﾛﾋﾟﾝ点眼液1％

ﾄﾛﾋﾟｶﾐﾄﾞ 外－３ 点眼剤 (散瞳)１回１～
２滴，１日１
回。(調節麻痺)
３～５分おきに
２～３回，１回
１滴

ﾐﾄﾞﾘﾝM

調節麻痺作用 ｼｸﾛﾍﾟﾝﾄﾗｰﾄ塩酸塩 外－３ 点眼剤 １日１回１滴又
は１滴点眼後５
～１０分さらに
１滴

ｻｲﾌﾟﾚｼﾞﾝ1%点眼液

副交感神経遮断作用/散瞳
作用/毛様筋麻痺作用

ﾎﾏﾄﾛﾋﾟﾝ臭化水素酸塩 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日１回

臭化水素酸ﾎﾏﾄﾛﾋﾟﾝ

瞳孔散大筋収縮/交感神経
α2受容体刺激作用

ﾌｪﾆﾚﾌﾘﾝ塩酸塩 外－３ 点眼剤 １回１～２滴 ﾈｵｼﾈｼﾞﾝｺｰﾜ5％点眼液

配合剤 ﾄﾛﾋﾟｶﾐﾄﾞ/ﾌｪﾆﾚﾌﾘﾝ塩酸塩 外－３ 点眼剤 ﾐﾄﾞﾘﾝP点眼液

洗眼、殺菌・消毒 局所消毒作用 ﾎﾟﾘﾋﾞﾆﾙｱﾙｺｰﾙﾖｳ素液 外－３ 点眼剤 PA･ﾖｰﾄﾞ液

ホウ酸 外－３ 点眼用末
剤

〔眼軟膏〕１日
１～４回。〔点
眼液〕１回１～
２滴，１日３～
６回

ホウ酸

ホウ砂 外－３ 点眼用末
剤

１回１～２滴，
１日３～６回

ホウ砂

涙液の補充 正常涙液類似液 ホウ酸/無機塩類 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日５～６回

人工涙液ﾏｲﾃｨｱ
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緑内障 房水産生抑制作用/房水流
出促進作用

アドレナリン受容体刺激
作用

エピネフリンプ
ロドラッグ

ジピベフリン塩酸塩 外－３ 点眼剤 溶解後１回１
滴，１日１～２
回

ﾋﾟﾊﾞﾚﾌﾘﾝ点眼液

 房水産生抑制作用/房水流
出促進作用

アドレナリンα２受容体刺

激作用

ブリモニジン酒石酸塩 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
２回

アイファガン点眼液

配合剤（房水産生抑制作
用/房水流出促進作用）

プロスタグランジン受容
体刺激作用/交感神経β受
容体遮断作用

配合剤 ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ/ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
１回

ザラカム配合点眼液

トラボプロスト／チモ
ロールマレイン酸塩

外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
１回

デュオトラバ配合点眼液

房水流出促進作用 交感神経α1受容体遮断作
用

ブナゾシン塩酸塩 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
２回

ﾃﾞﾀﾝﾄｰﾙ0.01%点眼液

プロスタグランジン受容
体刺激作用

代謝型プロスタ
グランジン系

ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｳﾉﾌﾟﾛｽﾄﾝ 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
２回

ﾚｽｷｭﾗ点眼液

プロスタグラン
ジンＦ２α系

ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
１回

ｷｻﾗﾀﾝ点眼液

トラボプロスト 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
１回

ﾄﾗﾊﾞﾀﾝｽﾞ点眼液

タフルプロスト 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
１回

ﾀﾌﾟﾛｽ点眼液

ビマトプロスト 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
１回

ルミガン点眼液

房水産生抑制作用 交感神経β受容体遮断作
用

ニプラジロール 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
２回

ﾊｲﾊﾟｼﾞｰﾙｺｰﾜ点眼液

ﾚﾎﾞﾌﾞﾉﾛｰﾙ塩酸塩 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
１回

ﾐﾛﾙ点眼液

ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ塩酸塩 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
２回

ﾐｹﾗﾝ点眼液

ﾁﾓﾛｰﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
２回

ﾁﾓﾌﾟﾄｰﾙ点眼液

１回１滴，１日
１回

ﾁﾓﾌﾟﾄｰﾙXE

ﾘｽﾞﾓﾝTG点眼液

ベタキソロール塩酸塩 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
２回

ﾍﾞﾄﾌﾟﾃｨｯｸ0.5％点眼液

炭酸脱水酵素阻害作用
(Na+能動輸送抑制作用)

ドルゾラミド塩酸塩 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
３回

ﾄﾙｿﾌﾟﾄ点眼液

ブリンゾラミド 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
２回

エイゾプト懸濁性点眼液

配合剤（房水産生抑制作
用）

炭酸脱水酵素阻害作用／
交感神経β受容体遮断作

配合剤 ドルゾラミド塩酸塩／チ
モロールマレイン酸塩

外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
２回

コソプト配合点眼液

縮瞳作用/房水流出増加作
用

可逆性抗コリンエステ
ラーゼ阻害作用

ジスチグミン臭化物 外－３ 点眼剤 １回１滴，１日
１～２回

ｳﾌﾞﾚﾁﾄﾞ点眼液

副交感神経刺激作用 ピロカルピン塩酸塩 外－３ 眼軟膏 １日１～２回，
適量

塩酸ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ眼軟膏

点眼剤 １回１～２滴，
１日３～５回

ｻﾝﾋﾟﾛ

塩酸ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ

初期老人性白内障 水晶体タンパク変性抑制
作用

ｷﾉｲﾄﾞ物質競合的阻害作用 ピレノキシン 外－３ 点眼剤 溶解後１回１～
２滴，１日３～
５回

ｶﾀﾘﾝK点眼用

角膜障害軽減・回復促進
作用

角膜コラーゲン合成促進/
コラーゼ活性阻止作用

グルタチオン 外－３ 点眼剤 溶解後１回１～
２滴，１日３～
５回

ﾀﾁｵﾝ点眼用

調節性眼精疲労における
微動調節の改善

毛様体筋賦活作用 網膜酸素消費量増強作用 ﾋﾞﾀﾐﾝＢ12 シアノコバラミン 外－３ 点眼剤 １回１～２滴，
１日３～５回

ｻﾝｺﾊﾞ点眼液
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眼内レンズ挿入術･全層角
膜移植術における手術補
助

粘弾性､保水性等潤滑作用
/前房形成作用/角膜内皮
保護作用

前房形成･保持作用/角膜
内皮保護作用

ヒアルロン酸ナトリウム 外－３ 注入液 ﾋｰﾛﾝ

配合剤（粘弾性､保水性等
潤滑作用/前房形成作用/
角膜内皮保護作用）

配合剤 ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ/ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ
硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ

外－３ 注入液 ﾋﾞｽｺｰﾄ

レーザー術後眼圧上昇防
止

房水産生抑制作用 毛様体上皮細胞α2受容体
刺激作用

アプラクロニジン塩酸塩 外－３ 点眼剤 レーザー照射１
時間前，照射直
後１滴ずつ

ｱｲｵﾋﾟｼﾞﾝ1％

眼科領域における表面麻
酔

涙液分泌抑制作用 結膜/角膜神経麻痺作用、
三叉神経反射弓の一過性
遮断作用

オキシブプロカイン塩酸
塩

外－３ 点眼剤 １～４滴 ﾍﾞﾉｷｼｰﾙ0.4%液

眼科手術時の眼灌流/洗浄 角膜保護作用 角膜内皮障害防止作用 オキシグルタチオン 外－３ 点眼剤 ﾋﾞｰｴｽｴｽﾌﾟﾗｽ

配合剤（洗浄作用） 眼内灌流作用 配合剤 ブドウ糖/無機塩類 外－３ 点眼剤 ｵﾍﾟｶﾞｰﾄﾞＭＡ

配合剤（調節機能改善作
用）

配合剤 ﾈｵｽﾁｸﾞﾐﾝ/無機塩類 外－３ 点眼剤 １回２～３滴，
１日４回

ﾐｵﾋﾟﾝ点眼液

主として一般
細菌に作用す
るもの

ＭＲＳＡに作用 細胞壁合成阻害作用 ｸﾞﾙｺﾍﾟﾌﾟﾀｲﾄﾞ系 ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩 外－３ 眼軟膏 ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ眼軟膏
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内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 耳鼻科用剤 中耳/中枢障害による耳鳴 配合剤（内耳循環血量増加作用＋
内耳血管ｶﾘｳﾑ騒音刺激による変
動予防作用）

蝸牛放射状動脈枝血流速度上昇
作用＋内耳電解質への作用

配合剤 パパベリン塩酸塩/ニコチン酸アミド 内－１ 錠剤 １錠 ストミンＡ錠

慢性副鼻腔炎 病的副鼻腔分泌の正常化作用 線毛運動亢進作用 塩酸アンブロキソール 内－１ 錠剤 ムコサール錠
内－２ 細粒剤 アンブロン細粒

3 耳鼻科用剤 アレルギー性鼻炎 ｹﾐｶﾙﾒﾃﾞｨｴｰﾀ遊離抑制作用 抗ﾋｽﾀﾐﾝ作用、抗ﾛｲｺﾄﾘｴﾝ作用 クロモグリク酸ナトリウム 外－４ 点鼻液 インタール点鼻液
アンレキサノクス 外－４ 点鼻液 ソルファ点鼻液

ｹﾐｶﾙﾒﾃﾞｨｴｰﾀ受容体拮抗作用 抗ﾋｽﾀﾐﾝ作用 ケトチフェンフマル酸塩 外－４ 点鼻液 ザジテン点鼻液
レボカバスチン塩酸塩 外－４ 点鼻液 リボスチン点鼻液

抗炎症作用 血管収縮作用 ステロイド プロピオン酸ベクロメタゾン 外－４ 吸入剤 ﾘﾉｺｰﾄ/ﾍﾞｺﾅｰｾﾞ/ｱ
ﾙﾃﾞｼﾝ

プロピオン酸フルチカゾン 外－４ 点鼻液 フルナーゼ点鼻液
フルチカゾンフランカルボン酸エステル 外－４ 点鼻液 アラミスト点鼻液
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 外－４ 点鼻液 ナゾネックス点鼻
デキサメタゾンシペシル酸エステル 外－４ 耳鼻科用

噴霧剤
エリザスカプセル
外用

諸疾患の充血･うっ血 充血抑制作用 末梢血管収縮作用 交感神経α 2受容体刺激作用 オキシメタゾリン塩酸塩 外－４ 点鼻液 ナシビン
トラマゾリン塩酸塩 外－４ 点鼻液 トーク
テトラヒドロゾリン塩酸塩 外－４ 点鼻液 ＡＢＣスプレー
テトラヒドロゾリン硝酸塩 外－４ 点鼻液 ナーベル
エピネフリン 外－４ 点鼻液 ﾎﾞｽﾐﾝ液
ナファゾリン硝酸塩 外－４ 点鼻液 0.05％プリビナ液

「チバ」
配合剤（充血抑制作用＋抗炎症作
用）

血管収縮作用 配合剤 テトラヒドロゾリン塩酸塩/プレドニゾロン 外－４ 点鼻液 コールタイジン

外耳炎､中耳炎 主として一般細菌に作用するもの 主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ陰
性菌(G(-))

細胞壁合成阻害作用 セフェム系 セフメノキシム塩酸塩 外－４ 耳鼻科用
液

ベストロン耳鼻科
用

ホスホマイシン系 ホスホマイシンナトリウム 外－４ 耳科用液 耳科用ホスミシン
核酸(DNA)合成阻害作用 ニューキノロン系 オフロキサシン 外－４ 耳科用液 タリビッド耳科用液

ロメフロキサシン塩酸塩 外－４ 耳科用液 ロメフロン耳科用
蛋白合成阻害作用 クロラムフェニコー

ル系
クロラムフェニコール 外－４ 耳科用液 クロロマイセチン

耳科用
ＭＲＳＡの除菌 蛋白合成阻害作用 ｲｿﾛｲｼﾙ-tRNA合成酵素阻害作用/ｲ

ｿﾛｲｼﾝAMP複合体生成阻害作用
ムピロシンカルシウム水和物 外－１ 軟膏剤 ﾊﾞｸﾄﾛﾊﾞﾝ

１３２　耳鼻科用剤
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内注
外区
分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 鎮暈剤 メニエル症候群等に伴うめまい
/内耳障害に基づくめまい

自律神経調整作用 迷路機能亢進抑制作用 抗ヒスタミン作用 ジフェニルメタン
系

ジメンヒドリナート 内－１ 錠剤 ドラマミン

配合剤（自律神経調整作
用）

配合剤 ジフェンヒドラミン/ジプロフィリ
ン

内－１ 錠剤 トラベルミン
循環改善作用 内耳血流量増加作用 脳血管拡張作用/ヒスタミ

ン類似作用
ベタヒスチンメシル酸塩 内－１ 錠剤 メリスロン

交感神経β 2受容体刺激
作用

内耳血流改善作用/ヒス
タミン遊離抑制作用

カテコラミン類 ｄｌ－イソプロテレノール塩酸塩 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 イソメニール

椎骨脳底動脈の循環改
善作用

　 ジフェニドール塩酸塩 内－１ 錠剤 セファドール

内－２ 顆粒剤

2 鎮暈剤 メニエル症候群等に伴うめまい 配合剤（自律神経調整作
用）

迷路機能亢進抑制作用 抗ヒスタミン作用 配合剤 ジフェンヒドラミン/ジプロフィリ
ン

注－１ 注射剤 トラベルミン

１３３　鎮暈剤
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２１１　強心剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品 線引き

1 強心剤 心不全 心拍出量増加作用／心拍数
減少作用

Na／Kポンプ遮断作用 強心配糖体 ジギトキシン 内ー１ 錠剤

ジゴキシン 内ー２
内ー１
内ー３

散剤
錠剤
液剤

ジゴシン散
ジゴキシン錠
ジゴシンエリキシル

メチルジゴキシン 内ー１ 錠剤 ラニラピッド錠
ラナトシドＣ 内ー１ 錠剤 ジギラノゲンＣ錠

心拍出量増加作用 ホスホジエステラーゼ阻害作
用

キサンチン系 アミノフィリン 内ー２
内ー１

末剤
錠剤

ネオフィリン末
ネオフィリン錠

プロキシフィリン 内ー２
内ー１

末剤
錠剤

モノフィリン
モノフィリン錠

心拍出量増加作用／心拍数
増加

β 受容体刺激作用 デノパミン 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

カルグート細粒
カルグート錠５

ｄｌ－イソプロテレノー
ル塩酸塩

内ー１ 錠剤 プロタノールＳ錠

心拍出量増加作用／腎血流
量増加作用

β 受容体刺激作用 カテコールアミン
系

ドカルパミン 内ー２ 顆粒剤 タナドーパ顆粒

心拍出量増加作用／血管拡
張作用

ホスホジエステラーゼⅢ阻害
作用／Ｃａ感受性増強作用

ピモベンダン 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 アカルディカプセル
１．２５

ＡＴＰ産生賦活作用 ユビデカレノン 内ー２
内ー２
内ー１
内ー１

細粒剤
顆粒剤
錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

ノイクール細粒(GE)
ノイキノン顆粒
ノイキノン錠
ノイキノンカプセル

2 強心剤 急性心不全 心拍出量増加作用／心拍数
減少作用

Na/Kポンプ遮断作用 強心配糖体 ジゴキシン 注-1 注射薬 ジゴシン注

デスラノシド 注-1 注射薬 ジギラノゲン注
心拍出量増加作用／血管拡
張作用

アデニル酸シクラーゼ活性
作用

コルホルシンダロ
パート塩酸塩

注-1 注射薬 アデール注

選択的ホスホジエステラーゼ
Ⅲ阻害作用

オルプリノン塩酸塩 注-1
注-2

注射薬
キット

コアテック注５ｍｇ

ミルリノン 注-1 注射薬 ミルリーラ注射液１０
ｍｇ

注-2 キット ミルリーラＫ注射液２
２．５ｍｇ

心拍出量増加作用／腎血管
拡張作用

β 受容体刺激作用 カテコールアミン
系

ドパミン塩酸塩 注-1 注射薬 イノバン注

注-2 キット カコージンＤ注２００
心拍出量増加作用／心拍数
増加作用

ドブタミン塩酸塩 注-1 注射薬 ドブトレックス注射液
１００ｍｇ

注-2 キット ドブトレックスＫ注２０
０ｍｇ

ｌ－イソプロテレノー
ル塩酸塩

注-1 注射薬 プロタノール－Ｌ注

ホスホジエステラーゼ阻害作
用

キサンチン系 ジプロフィリン 注-1 注射薬 ネオフィリンＭ注

プロキシフィリン 注-1 注射薬 モノフィリン注
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アミノフィリン 注-1
注-2

注射薬
キット

ネオフィリン注

心拍出量増加作用／末梢血
管拡張作用

サイクリックAMP直接増加作
用

ブクラデシンナトリウ
ム

注-1 注射薬 アクトシン注

眠気，倦怠感，血管拡張性及び脊椎穿刺後頭
痛

中枢興奮作用 ホスフォジエステラー阻害作
用

キサンチン系 安息香酸ナトリウム
カフェイン

注-1 注射薬 アンナカ注
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２１２　不整脈用剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２（遮断解離スピー
ド）

薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品 線引き

1 不整脈用剤 上室性不整脈、心室性不整脈 Na チャンネル遮断作用 速い メキシレチン塩酸塩 内ー１
内ー１

錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

メキシレート錠
メキシチールカプセル

中間 ピルメノール塩酸塩 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ピメノールカプセル
中間 シベンゾリンコハク酸塩 内ー１ 錠剤 シベノール錠
中間 アプリンジン塩酸塩 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 アスペノンカプセル
中間 プロカインアミド塩酸塩 内ー１ 錠剤 アミサリン錠
中間 キニジン硫酸塩 内ー２

内ー１
散剤
錠剤

硫酸キニジン
硫酸キニジン錠

中間 アジマリン 内ー１ 錠剤 アジマリン錠
遅い ジソピラミド 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 リスモダン
遅い ジソピラミドリン酸塩 内ー１ 錠剤 リスモダンＲ錠
遅い プロパフェノン塩酸塩 内ー１ 錠剤 プロノン錠
遅い ピルジカイニド塩酸塩 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 サンリズムカプセル
遅い フレカイニド酢酸塩 内ー１ 錠剤 タンボコール錠

β 遮断作用 アテノロール 内ー１
内ー３

錠剤
ﾄﾞﾗｲ
ｼﾛｯﾌﾟ剤

テノーミン
アテノロールﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ

アセブトロール塩酸塩 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 アセタノールカプセル
アルプレノロール塩酸塩 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 アセタノールカプセル
アロチノロール塩酸塩 内ー１ 錠剤 アルマール錠
オクスプレノロール塩酸塩 内ー１ 錠剤 トラサコール錠
カルテオロール塩酸塩 内ー２

内ー１
細粒剤
錠剤

ミケラン細粒
ミケラン錠

ブフェトロール塩酸塩 内ー１ 錠剤 アドビオール錠
プロプラノロール塩酸塩 内ー１ 錠剤 インダラル錠
ナドロール 内ー１ 錠剤 ナディック錠
ピンドロール 内ー１ 錠剤 カルビスケン錠
ビソプロロールフマル酸塩 内ー１ 錠剤 メインテート錠
メトプロロール酒石酸塩 内ー１ 錠剤 セロケン錠

心室頻拍、心室細動 Kチャンネル遮断作用／β 遮
断作用

ソタロール塩酸塩 内ー１ 錠剤 ソタコール錠

心室性頻拍、心室細動、心不全又は肥大型心
筋症に伴う心房細動

Ｋチャンネル遮断作用/Na
チャンネル遮断作用/Caチャ
ンネル遮断作用/β 受容体
遮断作用

アミオダロン塩酸塩 内ー１ 錠剤 アミオダロン塩酸塩錠

心室性不整脈 Ca チャンネル遮断作用／Na
チャンネル遮断作用

ベプリジル塩酸塩 内ー１ 錠剤 ベプリコール錠

上室性不整脈 Na／Kポンプ遮断作用 ジギトキシン 内ー１ 錠剤 ジギトキシン錠
ジゴキシン 内ー２

内ー１
内ー３

散剤
錠剤
液剤

ジゴキシン1000倍散
ジゴキシン錠
ジゴシンエリキシル

メチルジゴキシン 内－１ 錠剤 ラニラピッド錠

ラナトシドＣ 内－１ 錠剤 ジギラノゲンC錠

2 不整脈用剤 上室性不整脈、心室性不整脈 Ｎaチャンネル遮断作用 速い メキシレチン塩酸塩 注-1 注射薬 メキシチール注射液
速い リドカイン塩酸塩 注-1

注-2
注射薬
キット

キシロカイン注

中間 アプリンジン塩酸塩 注-1 注射薬 アスペノン注
中間 プロカインアミド塩酸塩 注-1 注射薬 アミサリン注
中間 シベンゾリンコハク酸塩 注-1 注射薬 シベノール注射液
遅い ジソピラミドリン酸塩 注-1 注射薬 リスモダンＰ注
遅い ピルジカイニド塩酸塩 注-1 注射薬 サンリズム注射液５０
遅い フレカイニド酢酸塩 注-1 注射薬 タンボコール注５０ｍｇ

β 受容体遮断作用 プロプラノロール塩酸塩 注-1 注射薬 インデラル注射液２ｍｇ
β １受容体遮断作用（選択
性）

ランジオロール塩酸塩 注-1 注射薬 注射用オノアクト

エスモロール塩酸塩 注-1 注射薬
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心室頻拍、心室細動 Ｋチャンネル遮断作用 ニフェカラント塩酸塩 注-1 注射薬 シンビット注
Ｋチャンネル遮断作用/Na
チャンネル遮断作用/Caチャ
ンネル遮断作用/β 受容体
遮断作用

アミオダロン塩酸塩 注-1 注射薬 アンカロン注

上室性不整脈 Caチャンネル遮断作用 ベラパミル塩酸塩 注-1 注射薬 ワソラン注
ジルチアゼム塩酸塩 注-1 注射薬 ヘルベッサー注用

Na/Kポンプ遮断作用 ジゴキシン 注-1 注射薬 ジゴシン注
デスラノシド 注-1 注射薬 ジギラノゲン注
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２１３　利尿剤　　
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品 線引き

1 利尿剤 浮腫（うっ血性心不全を含む）／高血圧 利尿作用 遠位尿細管でのNa再吸収抑
制作用

トリクロルメチアジド 内－１ 錠剤 フルイトラン錠

ヒドロクロロチアジド 内－１ 錠剤
ベンチルヒドロクロロ
チアジド

内－１ 錠剤 ベハイド錠

非チアジド系 メチクラン 内ー１ 錠剤 アレステン錠

トリパミド 内ー１ 錠剤 ノルモナール錠１５ｍ
ｇインダパミド 内ー１ 錠剤 ナトリックス錠1mg

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ作用 スピロノラクトン 内ー２
内－１

細粒剤
錠剤

アルダクトンＡ細粒
アルダクトンＡ錠

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ作用／尿細管
直接作用

トリアムテレン 内ー２
内ー１
内－１

顆粒剤
錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

ジウテレン顆粒
ジウテレン錠
トリテレンカプセル

ﾍﾝﾚﾙｰﾌﾟでのＮａ再吸収抑制
作用

フロセミド 内ー２
内ー１
内ー１

細粒剤
錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

ラシックス細粒
ラシックス錠
オイテンシンカプセル

メフルシド 内－１ 錠剤 バイカロン錠
ﾍﾝﾚﾙｰﾌﾟでのＮａ再吸収抑制
作用

ブメタニド 内－１ 錠剤 ルネトロン錠

ピレタニド 内－１ 錠剤 アレリックス錠
アゾセミド 内－１ 錠剤 ダイアート錠
トラセミド 内－１ 錠剤 ルプラック錠

利尿作用／眼圧低下作用／
脳圧低下作用

炭酸脱水酵素抑制作用 アセタゾラミド 内ー２
内－１

末剤
錠剤

ダイアモックス末
ダイアモックス錠

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

バソプレシンＶ2受容体拮抗
作用

トルバプタン 内ー１ 錠剤 サムスカ錠

異所性抗利尿ホルモン産生腫瘍による抗利尿
ホルモン不適合分泌症候群における低ナトリ
ウム血症の改善

利尿作用 バソプレシンＶ2受容体拮抗
作用

モザバプタン塩酸塩 内ー１ 錠剤 フィズリン錠

脳圧亢進時、緑内障、メニエル病 浸透圧利尿作用 イソソルビド 内ー３ 液剤 イソバイド

2 利尿剤 浮腫（うっ血性心不全を含む） 利尿作用 ﾍﾝﾚﾙｰﾌﾟでのＮａ再吸収抑制
作用

ピレタニド 注-1 注射薬 アレリックス６ｍｇ注

フロセミド 注-1
注-2

注射薬
キット

ラシックス注射液

ブメタニド 注-1 注射薬 ルネトロン注射液

抗ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ作用 カンレノ酸カリウム 注-1 注射薬 ソルダクトン１００ｍｇ

緑内障、てんかん、メニエル病・メニエル症候
群、アシドーシス

利尿作用／眼圧低下作用／
脳圧低下作用

炭酸脱水酵素抑制作用 アセタゾラミドナトリ
ウム

注-1 注射薬 注射用ダイアモックス

術中・術後・外傷後及び薬物中毒時の急性腎
不全の予防・治療、眼内圧降下

浸透圧利尿作用／脳圧降下
作用／眼内圧降下作用

Ｄ－マンニトール注
射液

注-1 注射薬 マンニゲン注射液

配合剤（浸透圧利尿作用／
脳圧降下作用／眼内圧降下
作用）

配合剤 Ｄ－ソルビトール/Ｄ
－マンニトール

注-1 注射薬 マンニットールＳ
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２１４　血圧降下剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品 線引き

1 血圧降下剤 高血圧症 交感神経抑制作用 カテコールアミン枯渇作用 レセルピン 内ー２
内ー１

散剤
錠剤

レセルピン散
アポプロン錠

中枢性α 受容体刺激作用 クロニジン塩酸塩 内ー１ 錠剤 カタプレス錠７５

グアナベンズ酢酸
塩

内ー１ 錠剤 ワイテンス錠

メチルドパ 内ー１ 錠剤 アルドメット錠１２５

α １受容体遮断作用 ブナゾシン塩酸塩 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

2～3 デタントール細粒０．
５％
デタントール錠

ブナゾシン塩酸塩 内ー１ 錠剤 1 デタントールＲ錠３ｍ
ｇドキサゾシンメシル

酸塩
内ー１ 錠剤 1 カルデナリン錠０．５

ｍｇ
プラゾシン塩酸塩 内ー１ 錠剤 2～3 ミニプレス錠０．５ｍｇ

ウラピジル 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 2 エブランチル１５

テラゾシン塩酸塩 内ー１ 錠剤 2 ハイトラシン錠０．２５
ｍｇ

β 受容体遮断作用 ＩＳＡ（－） プロプラノロール塩
酸塩

内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤
錠剤

1
3

インデラルＬＡ

ＩＳＡ（－） ニプラジロール 内ー１ 錠剤 2 ハイパジールコーワ
錠ＩＳＡ（－） チリソロール塩酸

塩
内ー１ 錠剤 1 ダイム錠１０

ＩＳＡ（－） ナドロール 内ー１ 錠剤 1 ナデック錠30mg

ＩＳＡ（＋） ピンドロール 内ー１
内ー１

錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

3
1

カシムテンＲ錠
ブロクリン－Ｌカプセ
ル５ｍｇ

ＩＳＡ（＋） ペンブトロール硫
酸塩

内ー１ 錠剤 2 ベータプレシン１０ｍ
ｇ錠

ＩＳＡ（＋） カルテオロール塩
酸塩

内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 2～3 ミケランＬＡ

β １受容体遮断作用 ＩＳＡ（－） ベタキソロール塩
酸塩

内ー１ 錠剤 1 ケルロング錠５ｍｇ

（選択性） ＩＳＡ（－） メトプロロール酒石
酸塩

内ー１ 錠剤 3
1

セロケン錠２０ｍｇ

ＩＳＡ（－） ベバントロール塩
酸塩

内ー１ 錠剤 2 カルバン錠２５

ＩＳＡ（－） アテノロール 内ー１
内ー３

錠剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯ
ﾌﾟ剤

1 テノーミン２５

ＩＳＡ（－） ビソプロロールフマ
ル酸塩

内ー１ 錠剤 メインテート錠5mg

ＩＳＡ（＋） セリプロロール塩
酸塩

内ー１ 錠剤 1 セレクトール錠１００
ｍｇ

ＩＳＡ（＋） アセブトロール塩
酸塩

内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 2 アセタノールカプセ
ル100mg

α β 受容体遮断作用 ラベタロール塩酸
塩

内ー１ 錠剤 3 トランデート錠５０ｍｇ
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アモスラロール塩
酸塩

内ー１ 錠剤 2 ローガン錠１０ｍｇ

アロチノロール塩
酸塩

内ー１ 錠剤 2 アルマール錠5mg

カルベジロール 内ー１ 錠剤 1～2 アーチスト錠１０ｍｇ

配合剤 利尿作用+カテコールアミ
ン枯渇作用+血管透過性
抑制作用

配合剤 ベンチルヒドロクロ
ロチアジド／レセル
ピン／カルバゾクロ
ム

内ー１ 錠剤 ベハイドＲＡ錠

レニン・アンジオテンシン・
アルドステロン系抑制作

ACE阻害作用 エナラプリルマレイ
ン酸塩

内ー１
内ー２

錠剤
細粒剤

1 レニベース錠２．５

リシノプリル 内ー１ 錠剤 1 ロンゲス錠５ｍｇ

カプトプリル 内ー２
内ー１
内ー１

細粒剤
錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

3
3
2

カプトリル細粒
カプトリル錠
カプトリルＲ

アラセプリル 内ー１ 錠剤 １～2 セタプリル錠１２．５
ｍｇデラプリル塩酸塩 内ー１ 錠剤 2 アデカット７．５ｍｇ錠

シラザプリル 内ー１ 錠剤 1 インヒベース錠０．２
５ベナゼプリル塩酸

塩
内ー１ 錠剤 1 チバセン錠２．５ｍｇ

イミダプリル塩酸塩 内ー１ 錠剤 1 ノバロック錠２．５

テモカプリル塩酸
塩

内ー１ 錠剤 1 エースコール錠１ｍｇ

キナプリル塩酸塩 内ー１ 錠剤 1 コナン錠５ｍｇ

トランドラプリル 内ー１ 錠剤 1 プレラン０．５ｍｇ錠

ペリンドプリルエル
ブミン

内ー１ 錠剤 コバシル錠２ｍｇ

アンジオテンシンⅡ受容
体拮抗作用

ロサルタンカリウム 内ー１ 錠剤 1 ニューロタン錠２５

バルサルタン 内－１ 錠剤 1 ディオバン錠８０

カンデサルタンシレ
キセチル

内ー１ 錠剤 1 ブロプレス錠２

テルミサルタン 内－１ 錠剤 1 ミカルディス錠

オルメサルタン　メ
ドキソミル

内－１ 錠剤 1 オルメテック錠10mg

イルベサルタン 内－１ 錠剤 1 イルベタン錠50mg
アバプロ錠50mg

アジルサルタン 内－１ 錠剤 1 アジルバ錠

レニン阻害作用 アリスキレンフマル
酸塩

内－１ 錠剤 1 ラジレス錠150mg

鉱質コルチコイド受容体
拮抗作用

エプレレノン 内－１ 錠剤 1 セララ錠25mg

配合剤（レニン・アンジオ
テンシン・アルドステロン
系抑制作用＋利尿作用）

アンジオテンシンⅡ受容
体拮抗作用＋遠位尿細管
でのNa再吸収抑制作用

配合剤 ロサルタンカリウ
ム・ヒドロクロロチ
アジド

内－１ 錠剤 1 プレミネント錠

カンデサルタンシレ
キセチル・ヒドロク
ロロチアジド

内－１ 錠剤 1 エカード配合錠LD

バルサルタン・ヒド
ロクロロチアジド

内－１ 錠剤 1 コディオ配合錠MD

テルミサルタン・ヒ
ドロクロロチアジド

内－１ 錠剤 1 ミコンビ配合錠AP

49



配合剤（レニン・アンジオ
テンシン・アルドステロン
系抑制作用＋血管平滑筋
弛緩作用）

アンジオテンシンⅡ受容
体拮抗作用＋Caチャネル
遮断作用

配合剤 バルサルタン・アム
ロジピンベシル酸
塩

内－１ 錠剤 1 エックスフォージ配合
錠

オルメサルタン　メ
ドキソミル・アゼル
ニジピン

内－１ 錠剤 1 レザルタス配合錠
LD,同HD

カンデサルタン　シ
レキセチル・アムロ
ジピンベシル酸塩

内－１ 錠剤 1 ユニシア配合錠LD

テルミサルタン・ア
ムロジピンベシル

内－１ 錠剤 1 ミカムロ配合錠AP

イルベサルタン・ア
ムロジピンベシル
酸塩

内－１ 錠剤 1 アイミクス配合錠LD,
同HD

血管平滑筋弛緩作用 Caチャネル遮断作用 房室結節伝導抑制作用 ベンゾチア
ゼピン系

ジルチアゼム塩酸
塩

内ー１
内ー１

錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

3
１

ヘルベッサー錠
ヘルベッサーＲ１００

ジヒドロピ
リジン系

ニフェジピン 内ー２
内ー１
内ー１

細粒剤
錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

3 セパミット細粒
エマベリン錠
アダラート

ニフェジピン 内ー１ 錠剤 1 アダラートＣＲ錠１０
ｍｇニフェジピン 内ー１ 錠剤 2 アダラートＬ錠１０ｍｇ

ニソルジピン 内ー１ 錠剤 1 バイミカード錠５ｍｇ

ニトレンジピン 内ー１ 錠剤 1 バイロテンシン錠５ｍ
ｇベニジピン塩酸塩 内ー１

内ー２
錠剤
細粒剤

１～2 コニール錠

ベシル酸アムロジ
ピン

内ー１ 錠剤 1 アムロジン錠

ニルバジピン 内ー１ 錠剤 2 ニバジール錠

マニジピン塩酸塩 内ー１ 錠剤 1

ニカルジピン塩酸
塩

内ー１
内ー１
内ー２

錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤
散剤

3
2
3

ラジストミンＬ錠
ペルジピンＬＡ

マニジピン塩酸塩 内ー１ 錠剤 1 カルスロット錠５

バルニジピン塩酸
塩

内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 1 ヒポカ５ｍｇカプセル

エホニジピン塩酸
塩

内ー１ 錠剤 1～2 ランデル錠１０

フェロジピン 内ー１ 錠剤 2 スプレンジール錠２．
５ｍｇ

シルニジピン 内ー１ 錠剤 1 アテレック錠５

アラニジピン 内ー２
内ー１

顆粒剤
カプセル
剤

1 サプレスタ顆粒

アゼルニジピン 内ー１ 錠剤 1 カルブロック錠

血管平滑筋直接弛緩作用 ブドララジン 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

ブテラジンＳ
ブテラジン錠６０ｍｇ

ヒドララジン塩酸塩 内ー２
内ー１

散剤
錠剤

アプレジン散
アプレゾリン錠１０ｍ
ｇ末梢循環改善作用 シナプス前ドパミン受容体

刺激作用
ジヒドロエルゴトキ
シンメシル酸塩

内ー１ 錠剤 ヒデルギン舌下錠１
ｍｇ
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肺動脈性高血圧症 肺血行動態の改善作用 血小板凝集抑制作用/血
管拡張作用

ベラプロストナトリ
ウム

内ー１ 錠剤 3～4 ドルナー

錠剤（徐
放剤）

2 ベラサスLA錠
ケアロードLA錠

エンドセリン受容体拮抗作
用

ボセンタン水和物 内ー１ 錠剤 2 トラクリア錠62．５ｍｇ

選択的エンドセリン（ET）A

受容体拮抗作用

アンブリセンタン 内ー１ 錠剤 1 ヴォリブリス錠2.5mg

ホスホジエステラーゼ５阻
害作用

シルデナフィルクエ
ン酸塩

内ー１ 錠剤 3 レバチオ錠20mg

タダラフィル 内ー１ 錠剤 1 アドシルカ錠20mg

2 血圧降下剤 高血圧性緊急症 交感神経抑制作用 ｶﾃｺｰﾙｱﾐﾝ枯渇作用 レセルピン 注-1 注射薬 アポプロン注０．３ｍ
ｇ

血管平滑筋直接弛緩作用
交感神経抑制作用

ヒドララジン塩酸塩 注-1 注射薬 注射用アプレゾリン

血管平滑筋弛緩作用 Caチャネル遮断作用 ニカルジピン塩酸
塩

注-1 注射薬 ペルジピン２ｍｇ

注-2 キット ラジストミン注射液シ
リンジ

房室結節伝導抑制作用 ジルチアゼム塩酸
塩

注-1 注射薬 ヘルベッサー注射用
10注-2 キット 点滴静注用ミルプチ
ン２５０ｍｇモノバイア
ル手術時の異常高血圧症／

手術時の低血圧維持
血管平滑筋弛緩作用 ｃGMP増加作用 グアニル酸シクラーゼ活

性作用
ニトロプルシドナト
リウム

注-1 注射薬 ニトプロ注

ニトログリセリン 注-1 注射薬 ミリスロール注

外科手術時の低血圧維持
(高血圧症又は軽度の虚
血性心疾患合併時）

血管拡張作用＋血小板凝
集抑制作用

プロスタグランジンＥ1作用 アルプロスタジル
アルファデクス

注-1 注射薬 注射用プロスタン
ディン500

原発性肺高血圧症 血管拡張作用＋血小板凝
集抑制作用

プロスタグランジンⅠ2作
用

エポプロステノール
ナトリウム

注-1 注射薬 静注用フローラン０．
５ｍｇ
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２１６　血管収縮剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 血管収縮剤 低血圧 血管収縮作用 α 受容体刺激作用 ミドドリン塩酸塩 内ー１ 錠剤 メトリジン錠２ｍｇ

麦角アルカロイド ジヒドロエルゴタミンメシル酸
塩

内ー１ 錠剤 ジヒデルゴット

アメジニウムメチル硫酸塩 内ー１ 錠剤 リズミック錠１０ｍｇ

交感神経刺激作用 エチレフリン塩酸塩 内ー１ 錠剤 エホチール錠

2 血管収縮剤 低血圧又はショック時の補助治療 血管収縮作用 交感神経刺激作用 エチレフリン塩酸塩 注-1 注射薬 エホチール注射液

フェニレフリン塩酸塩 注-1 注射薬 ネオシネジンコーワ
注1号

エピネフリン 注-1
注-2

注射薬
キット

ボスミン注

ノルエピネフリン 注-1 注射薬 ノルアドレナリン注
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２１７　虚血性心疾患用剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構
造

成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品 線引き

1 虚血性心疾患
用剤

虚血性心疾患 交感神経抑制作用 β 受容体遮断作用 ＩＳＡ（－） ブフェトロール塩酸塩 内ー１ 錠剤 アドビオール錠

ＩＳＡ（－） プロプラノロール塩酸塩 内ー１ 錠剤 インデラル錠１０ｍｇ

ＩＳＡ（－） ナドロール 内ー１ 錠剤 ナディック錠３０ｍｇ

ＩＳＡ（－） プロプラノロール塩酸塩 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 インデラルＬＡ

ＩＳＡ（－） ニプラジロール 内ー１ 錠剤 ハイパジールコーワ
錠

ＩＳＡ（－） チリソロール塩酸塩 内ー１ 錠剤 ダイム錠１０

ＩＳＡ（＋） カルテオロール塩酸塩 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

ミケラン細粒
ミケラン錠

ＩＳＡ（＋） ピンドロール 内ー１ 錠剤 ヒシクロピン錠

ＩＳＡ（＋） アルプレノロール塩酸塩 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 アテネノール

ＩＳＡ（＋） オクスプレノロール塩酸塩 内ー１ 錠剤 バンサモール錠４０

β 1受容体遮断作用 ＩＳＡ（－） アテノロール 内ー１ 錠剤 テノーミン２５

（選択性） ＩＳＡ（－） ビソプロロールフマル酸塩 内ー１ 錠剤 メインテート錠２．５

ＩＳＡ（－） メトプロロール酒石酸塩 内ー１ 錠剤 セロケン錠２０ｍｇ

ＩＳＡ（－） ベタキソロール塩酸塩 内ー１ 錠剤 ケルロング錠５ｍｇ

ＩＳＡ（＋） アセブトロール塩酸塩 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 アセタノールカプセ
ル１００

ＩＳＡ（＋） セリプロロール塩酸塩 内ー１ 錠剤 セレクトール錠１００
ｍｇ

α β 受容体遮断作用 アロチノロール塩酸塩 内ー１ 錠剤 アルマール錠５

カルベジロール 内ー１ 錠剤 アーチスト錠１０ｍｇ

血管平滑筋弛緩作用 ｃＧＭＰ増加作用 イソソルビド硝酸塩 内ー１
内ー１
内ー１

錠剤
錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

ニトロール錠
ニトロールＲカプセ
ル

イソソルビド一硝酸塩 内ー１ 錠剤 アイトロール錠１０ｍ
ｇニトログリセリン 内ー１ 錠剤 バソレーターＲＢ２．
５ニコランジル 内ー１ 錠剤 シグマート錠２．５ｍ
ｇCa拮抗作用 房室結節伝導抑制作用 フェニル

アルキル
アミン系

ベラパミル塩酸塩 内ー１ 錠剤 ワソラン錠

ベンゾチ
アゼピン
系

ジルチアゼム塩酸塩 内ー１
内ー１

錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

ヘルベッサー錠
ヘルベッサーＲ100

ジヒドロピ
リジン系

ニフェジピン 内ー２
内ー１
内ー１

細粒剤
錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

セパミット細粒
アダラートＬ錠
アダラート

エホニジピン塩酸塩 内ー１ 錠剤 ランデル錠１０

ニソルジピン 内ー１ 錠剤 バイミカード錠５ｍｇ

ニトレンジピン 内ー１ 錠剤 バイロテンシン錠５
ｍｇベニジピン塩酸塩 内ー１ 錠剤 コニール錠２

アムロジピンベシル酸塩 内ー１ 錠剤 アムロジン錠２．５

Ca拮抗作用／Naチャンネル
遮断作用

ベプリジル塩酸塩 内－１ 錠剤 ベプリコール錠

抗血小板凝集抑制作用 ジピリダモール 内ー１
内ー２

錠剤
細粒剤

ペルサンチン錠１
２．５　　　　　　ペル
サンチンＬカプセル

ジラゼプ塩酸塩 内ー２
内ー１

顆粒剤
錠剤

コメリアンコーワ顆
粒　　　　　コメリアン
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トリメタジジン塩酸塩 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

ﾊﾞｽﾀﾚﾙＦ細粒
ﾊﾞｽﾀﾚﾙＦ錠

トラピジル 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

ロコルナール細粒
ロコルナール錠１０
０ｍｇ

2 虚血性心疾患
用剤

虚血性心疾患 血管拡張作用 cGMP増加作用 ニコランジル 注-1 注射薬 シグマート注２ｍｇ

イソソルビド硝酸塩 注-1
注-2

注射薬
キット

ニトロール注５ｍｇ

ニトログリセリン 注-1 注射薬 ミリスロール注

血小板凝集抑制作用＋血管
拡張作用

ジピリダモール 注-1 注射薬 ペルサンチン注

交感神経抑制作用 β 受容体遮断作用 プロプラノロール塩酸塩 注-1 注射薬 インデラル注射液

3 虚血性心疾患
用剤

虚血性心疾患 血管拡張作用 ｃＧＭＰ増加作用 硝酸系 ニトログリセリン 外-2 噴霧剤 ミオコールスプレー

外-5 貼付剤 ニトロダームＴＴＳ

イソソルビド硝酸塩 外-2 噴霧剤 ニトロールスプレー

外-5 貼付剤 リファタックテープ

亜硝酸アミル 外-2 吸入剤 亜硝酸アミル
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２１８　高脂血症用剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 高脂血症用剤 高脂血症（主に高コレステ
ロール血症）

コレステロール低下作用／ト
リグリセリド低下作用

リポ蛋白リパーゼ活性作用
／トリグリセリドリパーゼ活性
作用

フィブラート系 クリノフィブラート 内ー１ 錠剤 リポクリン錠

ベザフィブラート 内ー１ 錠剤 ベザトールＳＲ錠

クロフィブラート 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 クロフィブラートカプ
セル

フェノフィブラート 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 リピディルカプセル
トライコアカプセル

コレステロール異化排泄作用 プロブコール 内ー２
内ー１

散剤
錠剤

シンレスタールＳ
シンレスタール錠

リポ蛋白リパーゼ活性作用
／コレステロール異化排泄作
用

ニコチン酸系 ニコモール 内ー１ 錠剤 コレキサミン錠

ニセリトロール 内ー１ 錠剤 ペリシット錠

リポタンパクリパーゼ活性化
作用

エラスターゼ 内ー１ 錠剤 エラスチーム錠

イコサペント酸エチル 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 エパデール

イコサペント酸エチル／ドコ
サヘキサエン酸エチル

内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ロトリガ粒状カプセ
ル

コレステロール低下作用 コレステロール生合成阻害作
用

ＨＭＧ-ＣｏＡ還元酵素阻害作
用

プラバスタチンナトリウム 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

メバロチン細粒
メバロチン錠

シンバスタチン 内ー１ 錠剤 リポバス錠

フルバスタチンナトリウム 内ー１ 錠剤 ローコール錠

アトルバスタチンカルシウム
水和物

内ー１ 錠剤 リピトール錠

ピタバスタチンカルシウム 内－１ 錠剤 リバロ錠

ロスバスタチンカルシウム 内－１ 錠剤 クレストール錠

コレステロール吸収抑制作用 胆汁酸吸着樹脂 コレスチラミン 内ー２ 散剤 クエストラン

コレスチミド 内ー２
内ー１

顆粒剤
錠剤

コレバイン顆粒
コレバイン錠

エゼチミブ 内－１ 錠剤 ゼチーア錠

植物由来 ガンマーオリザノール 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

ハイゼット細粒
ハイゼット錠

ソイステロール 内ー２ 散剤 ヨウステロールＧ

高トリグリセリド血症 トリグリセリド低下作用 リポタンパクリパーゼ活性作
用

デキストラン硫酸ナトリウム 内ー１ 錠剤 ＭＤＳコーワ錠

高脂質血症に伴う随伴症状 コレステロール低下作用 コレステロール異化排泄作用 トコフェロールニコチン酸エ
ステル

内ー２
内ー１
内ー１

細粒剤
錠剤
カプセル
剤

ユベラＮ細粒
ユベラＮ錠
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２１９　その他の循環器官用剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品 線引き

1 その他の循環
器官用剤

末梢循環障害 末梢血行改善作用 血小板凝集抑制作用 トコフェロールニコチン酸エステ
ル

内ー２
内ー１

細粒剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

ユベラＮ細粒
ユベラＮカプセル

トコフェロール酢酸エステル 内－２
内－１
内ー１

顆粒剤
錠剤
カプセル
剤

ユベラ錠
ユベラE顆粒

末梢血管拡張作用 血管平滑筋直接弛緩作用 イノシトールヘキサニコチネート 内ー１ 錠剤

ヘプロニカート 内ー１ 錠剤 メグリン錠

血管拡張作用＋子宮筋弛緩
作用

β 受容体刺激作用 イソクスプリン塩酸塩 内ー１ 錠剤 ズファジラン錠

高カリウム血症 血中カリウム低下作用 NaイオンとKイオンの交換作
用

イオン交換樹脂 ポリスチレンスルホン酸ナトリウ
ム

内ー２ 末剤 ケイキサレート

CaイオンとKイオンの交換作
用

イオン交換樹脂 ポリスチレンスルホン酸カルシウ
ム

内ー２
内ー３

散剤
ｾﾞﾘｰ

カリメート
アーガメイトゼリー

高リン血症 血中リン低下作用 高分子による吸着作用 イオン交換樹脂 セベラマー塩酸塩 内－１ 錠剤

ビキサロマー 内－１ カプセル
剤

キックリンカプセル

Laイオンとリン酸イオンの結
合

炭酸ランタン水和物 内－１ チュアブ
ル錠

ホスレノールチュアブ
ル錠

頭部外傷後遺症、末梢循環障害 末梢循環改善作用＋血圧降
下作用

シナプス前ドパミン受容体刺
激作用

麦角アルカロイド ジヒドロエルゴトキシンメシル酸
塩

内ー１ 錠剤 ヒデルギン錠

慢性動脈閉塞症 血管拡張作用 プロスタグランジンＥ１作用 リマプロストアルファデクス 内ー１ 錠剤 オパルモン錠

慢性脳循環障害 脳血流増加作用 イブジラスト 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤

イフェンプロジル酒石酸塩 内ー１
内ー２

錠剤
顆粒剤

コリンアセチルトランスフェ
ラーゼ活性化作用

ニセルゴリン 内ー２
内ー２
内ー１

散剤
細粒剤
錠剤

サアミオン散
サアミオンＳ細粒
サアミオン錠

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

Caチャネル遮断作用＋HMG-
CoA還元酵素阻害作用

配合剤 アムロジピンベシル酸塩・アトル
バスタチンカルシウム水和物

内－１ 錠剤 カデュエット配合錠

2 その他の循環
器官用剤

慢性動脈閉塞症 血管拡張作用 プロスタグランジンＥ１作用 アルプロスタジル 注-1 注射薬 リプル注

注-２ キット リプルキット注

アルプロスタジルアルファデクス 注-1 注射薬 タンデトロン注射用２
０

末梢循環障害 血管拡張作用＋子宮筋弛緩
作用

β 受容体刺激作用 イソクスプリン塩酸塩 注-1 注射薬 ズファジラン注

意識障害（脳虚血症状を含む） 配合剤（脳血流量／酸素消費
量増加作用／頭蓋内圧降下
作用）

浸透圧作用 配合剤 濃グリセリン／果糖 注-1 注射薬 グリセオール注

血管拡張作用 蛋白リン酸化酵素阻害作用 ファスジル塩酸塩水和物 注-1 注射薬 エリル注Ｓ

血小板凝集抑制作用 トロンボキサンA2阻害作用 オザグレルナトリウム 注-1 注射薬 カタクロット注

注-２ キット オキリコン注シリンジ
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脳血栓症急性期 血液抗凝固作用 抗トロンビン作用 アルガトロバン 注-1 注射薬

注-２ キット アルガトロバン注シリ
ンジ10mg「NP」

術中・術後・外傷後及び薬物中毒時の急性
腎不全の予防・治療、眼内圧降下

浸透圧利尿作用／脳圧降下
作用／眼内圧降下作用

Ｄ－マンニトール 注-1 注射薬 マンニゲン注射液

配合剤（浸透圧利尿作用／脳
圧降下作用／眼内圧降下作
用）

配合剤 Ｄ－ソルビトール/Ｄ－マンニトー
ル

注-1 注射薬 マンニットールＳ

未熟児動脈管開存症 動脈管閉鎖作用 インドメタシンナトリウム 注-1 注射薬

57



２２１　呼吸促進剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

2 呼吸促進剤 呼吸抑制時（急性） 末梢性化学受容器を介して
呼吸中枢への選択的刺激作
用

ドキサプラム塩酸塩 注ー１ 注射薬 ドプラム注射液

呼吸中枢刺激作用 ジモルホラミン 注ー１ 注射薬 テラプチク静注

オピエート受容体拮抗作用 ナロキソン塩酸塩 注ー１ 注射薬 塩酸ナロキソン注射
液

レバロルファン酒石酸塩 注ー１ 注射薬 ロルファン注射液

ベンゾジアゼピン受容体拮
抗作用

フルマゼニル 注ー１ 注射薬 アネキセート注

3 呼吸促進剤 呼吸窮迫症候群 呼吸窮迫症改善作用 肺胞の気-液界面の表面張
力を低下させて肺の虚脱を
防止し,肺の安定した換気能
力の維持作用

牛肺抽出物 肺サーファクタント 外ー２ 吸入剤 サーファクテン
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２２２－２２４　鎮咳剤・去痰剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構
造

成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 鎮咳及び去痰 鎮咳作用／去痰作用 喀痰溶解作用／気道内分泌液増
加作用／鎮咳作用

エプラジノン塩酸塩 内ー１ 錠剤 レスプレン錠

鎮咳作用／気道内分泌液増加作
用

グアイフェネシン 内ー２
内ー１

散剤
錠剤

フストジル末
フストジル錠

咳中枢抑制作用／気道内分泌液
増加作用

チペピジンヒベンズ酸塩 内ー２
内ー１
内ー３
内ー４

散剤
錠剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
剤

アスベリン散
アスベリン錠
アスベリンｼﾛｯﾌﾟ
アスベリンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ

咳中枢抑制作用／去痰作用 シャゼンソウエキス 内ー２
内ー３

末剤
液剤

配合剤（咳中枢抑制作用＋気道分
泌促進作用＋喀痰粘度低下作用）

配合剤 ジヒドロコデインリン酸塩／エフェド
リン塩酸塩／塩化アンモニウム

内ー３ ｼﾛｯﾌﾟ剤 セキコデシロップ

配合剤（咳中枢抑制作用＋気道分
泌促進作用）

デキストロメトルファン臭化水素酸
塩／クレゾールスルホン酸カリウム

内ー３ ｼﾛｯﾌﾟ剤 メジコンシロップ

配合剤（咳中枢抑制作用＋気道内
分泌液増加作用）

オウヒエキス／コデインリン酸塩 内ー３ 液剤 濃厚ブロチンコデイン液

配合剤（咳中枢抑制作用＋去痰作
用）

キキョウ流エキス／シャゼンソウエ
キス／シャクヤクエキス

内ー２
内ー３

散剤
液剤

マルコホンA散
マルコホンA液

キキョウ流エキス／カンゾウエキス
／シャゼンソウエキス／シャクヤク
エキス／ジヒドロコデインリン酸塩

内ー２

内ー３

散剤

液剤

オピセゾールコデイン散
オピセゾールコデイン液

鎮咳 鎮咳作用 咳中枢抑制作用 ペントキシベリンクエン酸塩 内ー２
内ー１
内ー１
内ー３

細粒剤
錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤

トクレススパンスールカ
プセル

デキストロメトルファン臭化水素酸
塩

内ー２
内ー２
内ー１

散剤
細粒剤
錠剤

メジコン散

メジコン錠
ジメモルファンリン酸塩 内ー２

内ー１
内ー３

散剤
錠剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤

アストミン散
アクトミン錠
アストミンシロップ

コデインリン酸塩 内ー２
内ー２
内ー１

末剤
散剤
錠剤

リン酸コデイン
リン酸コデイン10倍散
リン酸コデイン錠

ジヒドロコデインリン酸塩 内ー２
内ー２

末剤
散剤

リン酸ジヒドロコデイン

ノスカピン 内ー２ 末剤 ノスカピン
クロペラスチン 内ー２

内ー１
内ー３

散剤
錠剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤

フスタゾール散
フスタゾール糖衣錠
フスタゾールシロップ

ベンプロペリンリン酸塩 内ー１ 錠剤 フラベリック錠
クロフェダノール塩酸塩 内ー２

内ー１
顆粒剤
錠剤

コルドリン顆粒
コロドリン錠

気管支拡張作用 β 受容体刺激作用 メチルエフェドリン塩酸塩 内ー２
内ー２

末剤
散剤

ネオドリン
ネオドリン散

エフェドリン塩酸塩 内ー２
内ー２
内ー１

末剤
散剤
錠剤

塩酸エフェドリン
塩酸エフェドリン散
塩酸エフェドリン錠

メトキシフェナミン塩酸塩 内ー１ 錠剤 フェナミン錠「トーワ」

配合剤（咳中枢抑制作用＋気管支
拡張作用＋抗ヒスタミン作用）

配合剤 ジプロフィリン／メトキシフェナミン塩
酸塩／ノスカピン／クロルフェニラミ
ンマレイン酸塩

内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 アストーマｶﾌﾟｾﾙ

ジプロフィリン／エフェドリン塩酸塩
10 mg／パパベリン塩酸塩／ノスカ
ピン／ジフェンヒドラミン塩酸塩

内ー１ 錠剤 アストフィリン
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dl-メチルエフェドリン塩酸塩／ノス
カピン6 mg／クロルフェニラミンマレ
イン酸塩

内ー３ ｼﾛｯﾌﾟ剤 強力セキールシロップ

ジヒドロコデインリン酸塩／dl-メチ
ルエフェドリン塩酸塩／クロルフェニ
ラミンマレイン酸塩

内ー２
内ー１
内ー３

散剤
錠剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤

フスタコデイン
クロフェドリンＳ錠
ライトゲンシロップＴ

配合剤（咳中枢抑制作用＋気管支
拡張作用＋抗ヒスタミン作用＋鎮静
作用＋鎮痛作用）

配合剤 ジプロフィリン／ジヒドロコデインリン
酸塩／dl-メチルエフェドリン塩酸塩
／バルビタール／フェナセチン／ジ
フェンヒドラミンサリチル酸塩／ブロ
ムワレリル尿素

内ー１ 錠剤 カフコデ錠「モハン」

配合剤（咳中枢抑制作用＋気管支
拡張作用＋鎮静作用）

配合剤 プロキシフィリン／エフェドリン塩酸
塩／フェノバルビタール

内ー１ 錠剤 アクトモリジンＭ錠

去痰 去痰作用 喀痰粘度低下作用 Ｌ-メチルシステイン塩酸塩 内ー１ 錠剤 ペクタイト錠
Ｌ-カルボシステイン 内ー２

内ー１
内ー４
内ー３
内-3,4

細粒剤
錠剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤
液剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
剤

ムコダイン細粒
ムコダイン錠
ムコダインシロップ
ムコダインＫ１０

L-エチルシステイン塩酸塩 内ー１ 錠剤 チスタニン糖衣錠
フドステイン 内ー１ 錠剤 クリアナール錠

内ー３ 液剤 スペリア内用液

肺表面活性物質分泌促進作用／
気道内分泌液増加作用

アンブロキソール塩酸塩 内ー２
内ー１
内ー１
内ー３
内ー４

細粒剤
錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
剤

フストレス細粒
ムコソルバン錠
ムコソルバンＬｶﾌﾟｾﾙ
ムコソルバンｼﾛｯﾌﾟ
ムコソルバンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ

ムコソルバン液

ブロムヘキシン塩酸塩 内ー２
内ー１
内ー３
内ー４

細粒剤
錠剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
剤

ビソルボン細粒
ビソルボン錠
ビソルボンｼﾛｯﾌﾟ
コフチミドライｼﾛｯﾌﾟ

喀痰溶解作用／喀痰粘度低下作
用

リゾチーム塩酸塩 内ー２
内ー２
内ー１
内ー１
内ー３

細粒剤
顆粒剤
錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤

アクディーム細粒
レフトーゼ顆粒
レフトーゼ錠
アクティーム９０
レフトーゼシロップ
塩化リゾチームｼﾛｯﾌﾟ用
(GE)

セミアルカリプロテイナーゼ 内ー１
内ー１

錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

セラペプターゼ 内ー２
内ー１

顆粒剤
錠剤

ダーゼン顆粒
ダーゼン錠

ブロメライン 内ー１ 錠剤

プロナーゼ 内ー１
内ー１

錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

エンピナース・ＰＤ錠
エンピナース・Ｐ

気道内分泌液増加作用 桜皮エキス 内ー２
内ー３

末剤
液剤

ブロチン末
ブロチン液

セネガ 内ー３ ｼﾛｯﾌﾟ剤 セネガｼﾛｯﾌﾟ

配合剤（気道分泌促進作用＋喀痰
溶解作用）

配合剤 アンモニア水／ウイキョウ油 内ー３ 液剤 アンモニア・ウイキョウ精

2 鎮咳及び去痰 鎮咳作用／去痰作用 グアイフェネシン 注ー１ 注射薬 フストジル注射液

鎮咳 気管支拡張作用 β 受容体刺激作用（非選択性） メチルエフェドリン塩酸塩 注ー１ 注射薬 メチエフ注射液
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エフェドリン塩酸塩 注ー１ 注射薬 塩酸エフェドリン注射液

鎮咳作用 デキストロメトルファン臭化水素酸
塩

注ー１ 注射薬 ハイフスタンＭ注

咳中枢抑制作用＋気管支拡
張作用＋抗ヒスタミン作用

配合剤 配合剤 dl-メチルエフェドリン塩酸塩／ノス
カピン／クロルフェニラミンマレイン
酸塩

注ー１ 注射薬 セキール注

去痰 去痰作用 肺表面活性物質の分泌促進作用
／気道内分泌液増加作用

ブロムヘキシン塩酸塩 注ー１ 注射薬 コフメジン注射液

3 去痰 去痰作用 気道粘液溶解作用 アセチルシステイン 外ー２ 吸入剤 ムコフィリン液

気道内分泌液増加作用 ブロムヘキシン塩酸塩 外ー２ 吸入剤 ビソルボン吸入液
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２２５　気管支拡張剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分名  剤形 用法 主な製品名 線引き

1 気管支拡張剤 気管支喘息 気管支拡張作用 β 受容体刺激作用(非選択性) トリメトキノール塩酸塩 内ー２
内ー１
内ー４

散剤
錠剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤

イノリン散
イノリン錠
イノリンシロップ

オルシプレナリン硫酸塩 内ー１ 錠剤 アロテック錠

β 2受容体刺激作用（選択性） マブテロール塩酸塩 内ー１ 錠剤 ブロンコリン錠
ホルモテロールフマル酸塩
水和物

内ー１
内ー４

錠剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
剤

アトック錠
アトックドライシロップ

サルブタモール硫酸塩 内ー１
内ー４
内ー４

錠剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤
ﾄﾞﾗｲ
ｼﾛｯﾌﾟ剤

ベネトリン錠
ベネトリンシロップ
レネピリンドライシロッ
プ

テルブタリン硫酸塩 内ー２
内ー１
内ー４

細粒剤
錠剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤

ブリカニール細粒
ブリカニール錠
ブリカニールシロップ

クレンブテロール塩酸塩 内ー２
内ー１

顆粒剤
錠剤

スピロペント顆粒
スピロペント錠

プロカテロール塩酸塩 内ー２
内ー１
内ー４

顆粒剤
錠剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤

メプチン顆粒
メプチンミニ錠
メプチンシロップ

フェノテロール臭化水素酸
塩

内ー１
内ー３
内ー４

錠剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤
ﾄﾞﾗｲ
ｼﾛｯﾌﾟ剤

ベロテック錠
ベロテックシロップ
ﾎﾟﾙﾎﾞﾉｰﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ

ツロブテロール塩酸塩 内ー１
内ー４

錠剤
ﾄﾞﾗｲ
ｼﾛｯﾌﾟ剤

ホクナリン錠
ﾎｸﾅﾘﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ

ホスホジエステラーゼ阻害作用 アミノフィリン 内ー２
内ー１

末剤
錠剤

ネオフィリン末
ネオフィリン錠

プロキシフィリン 内ー２
内ー１

散剤
錠剤

モノフィリン

テオフィリン 内ー２
内ー１
内ー１
内-3,4
内-3,4

顆粒剤
錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
剤

テオロング顆粒
テオロング錠
スロービッド
テオドールシロップ
テオドールﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ

テオフィリン（小） 内ー４ 液剤 アプネカット経口10mg

配合剤（気管支拡張作用） β 受容体刺激作用(非選択性)／喀痰
溶解作用／喀痰粘度低下作用

配合剤 イソプレナリン塩酸塩／プロ
ナーゼ

内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 イソパール・P

2 気管支拡張剤 気管支喘息 β 受容体刺激作用(非選択性) オルシプレナリン硫酸塩 注ー１ 注射薬 アロテック注射液

イソプレナリン塩酸塩 注ー１ 注射薬 プロタノールL注

β 2受容体刺激作用（選択性） テルブタリン硫酸塩 注ー１ 注射薬 ブリカニール注射液

ホスホジエステラーゼ阻害作用 アミノフィリン 注ー１ 注射薬 アミノフィリン注射液

注ー２ キット ネオフィリン注点滴用
バッグ

アミノフィリン（小） 注ー１ 注射薬 アプニション注15mg
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プロキシフィリン 注ー１ 注射薬 モノフィリン注
ジプロフィリン 注ー１ 注射薬 ネオフィリンM注
テオフィリン 注ー２ キット テオドリップ

3 気管支拡張剤 気管支喘息、慢性閉塞性肺
疾患

気管支拡張作用 β 受容体刺激作用(非選択性) トリメトキノール塩酸塩 外ー２ 吸入剤 イノリン吸入液

イソプレナリン塩酸塩 外ー２ 吸入剤 アスプール液

β 2受容体刺激作用（選択性） 速効型 プロカテロール塩酸塩 外ー２ 吸入剤 メプチン吸入液
外ー９ キット メプチンクリックヘラー

10μ g
フェノテロール臭化水素酸
塩

外ー２ 吸入剤 ベロテックエロゾル
オルシプレナリン硫酸塩 外ー２ 吸入剤 アロテックエアゾール
サルブタモール硫酸塩 外ー２ 吸入剤 ベネトリン吸入液

持続型 ツロブテロール 外－５ 貼付剤 ホクナリンテープ
サルメテロールキシナホ酸 外ー２ 吸入剤 　 セレベント２５ロタディ

スク、セレベント５０ロタ
ディスク

外ー９ キット セレベント50ディスカス
インダカテロールマレイン酸
塩

外ー２ 吸入剤 オンブレス吸入用カプ
セル

ホルモテロールフマル酸塩
水和物

外ー９ キット オーキシス9μ gター
ビュヘイラー

ホスホジエステラーゼ阻害作用 アミノフィリン 外ー６ 坐剤 アルビナ坐剤

配合剤（気管支拡張作用） β 受容体刺激作用＋抗炎症作用 配合剤 サルメテロールキシナホ酸
／フルチカゾンプロピオン酸
エステル

外ー２
外ー９

吸入剤
キット

アドエアディスカス

ホルテモロールフマル酸塩
水和物／ブテゾニド

外ー９ キット シムビコートタービュヘ
イラー

β 受容体刺激作用＋抗コリン作用＋抗
炎症作用

硫酸イソプロテレノール／臭
化メチルアトロピン／デキサ
メタゾン

外ー２ 吸入剤 ストメリンＤ

ホスホジエステラーゼ阻害作用＋気管
支平滑筋弛緩作用

ｄｌ-メチルエフェドリン塩酸塩
／ジプロフィリン

外ー６ 坐剤 アニスーマ

抗炎症作用 フルチカゾンプロピオン酸エ
ステル

外ー２ 吸入剤 フルタイドロタディス
ク、フルタイドディスカ

ブデソニド 外ー２ 吸入剤 パルミコートタービュヘ
イラー

ブデソニド（小） 外ー２ 吸入剤 パルミコート吸入液
シクレソニド 外ー２ 吸入剤 オルベスコインヘラー
モメタゾンフランカルボン酸
エステル

外ー９ キット アズマネックスインヘ
ラー

ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル

外ー２ 吸入剤末
剤

ベコタイド100インヘ
ラー、　キュバール50
エアゾール、　メサデル
ム軟膏、　リノコート、
アルデシンAQネーザ
ル気管支拡張剤 気管支喘息、慢性閉塞性肺

疾患
気管支拡張作用 抗コリン作用 イプラトロピウム臭化物 外ー２ 吸入剤 アトロベント

オキシトロピウム臭化物 外ー２ 吸入剤 テルシガンエロゾル
持続型 チオトロピウム臭化物水和

物
外－９ キット スピリーバ吸入用カプ

セル18μ g
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グリコピロニウム臭化物 外－２ 吸入剤 シーブリ吸入用カプセ
ル
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２２６　含そう剤
内注外区分分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用3 組成・構造 成分名 剤形区分 剤形 用法 主な製品 線引き
3 含そう剤 咽頭炎,扁桃炎,口内炎,急性歯肉炎,舌炎,口腔

創傷
創傷治癒促進作用 白血球遊走阻止作用／ヒス

タミン遊離抑制作用
アズレンスルホン酸ナトリウム 外ー８ 含嗽剤

配合剤（創傷治癒促進作用） 配合剤 アズレンスルホン酸ナトリウム
／炭酸水素ナトリウム

外ー８ 含嗽剤

口腔内の消毒 殺菌作用 細胞質膜破壊作用 ドミフェン臭化物 外ー８ トローチ
剤

蛋白質の酸化による細胞破
壊作用

ポビドンヨード 外ー８ 含嗽剤

歯科用：口腔内の消毒,抜歯創の感染予防 殺菌作用 蛋白変性作用 ベンゼトニウム塩化物 外ー８ 含嗽剤
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２２９　その他の呼吸器官用薬
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分名 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

3 その他の呼吸
器官用薬

嚢胞性線維症における肺機能の改善 ＤＮＡ選択的加水分解作用 ドルナーゼ　アルファ
（遺伝子組換え）

外－２ 吸入剤 プルモザイム吸入液
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２３１　止しゃ剤・整腸剤　
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 止しゃ剤、整腸
剤

消化管内ガスによる腹部症状 消化管内ガス駆除作用 消泡作用 ジメチコン 内-１ 錠剤 １日３回 ガスコン

内-2 散剤,細粒
剤

１日３回 ガスコン

内-3 ｼﾛｯﾌﾟ剤 １日３回 ガスコンドロップ

下痢症 止瀉作用 抗コリン作用 ロペラミド塩酸塩 内-1 錠剤、ｶﾌﾟ
ｾﾙ剤

１日１～２回 ロペミン

内-2 散,細粒剤 １日１～２回 ロペミン

ロペラミド塩酸塩
（小）

内-2 細粒剤 １日２～３回 ロペミン

内-4 ﾄﾞﾗｲ
ｼﾛｯﾌﾟ剤

１日２～３回 ロペカルド

収れん作用 タンニン酸アルブミン 内-2 末剤 １日３～４回

次硝酸ビスマス 内-2 末剤 １日２～３回

次炭酸ビスマス 内-2 末剤 １日３～４回 次炭酸ビスマス「ホ
エイ」

吸着作用 薬用炭 内-2 末剤 １日数回

天然ケイ酸アルミニ
ウム

内-2 末剤 １日３～４回 アドソルビン

腸内腐敗・発酵抑制作用／
ぜん動抑制作用

ベルベリン塩化物 内-1 錠剤 １日３回 塩化ベルベリン錠

内-１ 錠剤 １日３回 フェロベリン配合錠

腸内菌叢異常 腐敗細菌増殖抑制作用 (乳酸菌) ビフィズス菌製剤（１） 内-2 散剤 １日３回 ビフィスゲン

ビフィズス菌製剤（２） 内-2 散剤 １日３回 ビフィダー

ビフィズス菌製剤（３） 内-2 散剤 １日３回 ミルフリーズ－５

ビフィズス菌製剤（４） 内-2 散 １日３回 ラックビー微粒

ビフィズス菌製剤 内-1 錠 １日３回

ラクトミン 内-2
内-2

末剤
散剤

１日３回 ビオフェルミン

有胞子性乳酸菌製
剤

内-2 散剤 １日３回 ラクボン

カゼイ菌製剤 内-2 散剤 １日３回 ビオラクチス

(酪酸菌) 酪酸菌製剤 内-1 錠剤 １日３回 ミヤＢＭ錠

内-2 細粒剤 １日３回 ミヤＢＭ細粒

抗生物質・化学療法剤投与時の腸内菌叢異
常

整腸作用 腐敗細菌増殖抑制作用 耐性乳酸菌製剤（１） 内-2 細粒剤 １日３回 アンチビオフィルス

耐性乳酸菌製剤（２） 内-2 散剤 １日３回 エンテロノン－Ｒ

耐性乳酸菌製剤（３） 内-1 錠剤 １日３回 ビオフェルミンＲ

内-2 散剤 １日３回 ビオフェルミンＲ

耐性乳酸菌製剤（４） 内-2 散剤 １日３回 ラックビーＲ

腸内菌叢異常 配合剤（整腸作用） 腐敗細菌増殖抑制作用 配合剤 ビフィズス菌配合剤 内-2 散剤 １日３回 ビオスミン

酪酸菌配合剤 内-1 錠剤 １日３回 ビオスリー

内-2 散剤 ビオスリー

抗生物質・化学療法剤投与時の腸内菌叢異
常

耐性乳酸菌配合剤
（１）

内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 ポリラクトン

内-2 散剤 １日３回 ラクスパン

耐性乳酸菌配合剤
（２）

内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 レベニン

過敏性腸症候群 便通調整作用 排便促進･止瀉作用 アカメガシワエキス
(ﾍﾞﾙｹﾞﾆﾝ､ﾀﾝﾆﾝ他）

内-1 錠剤 １日３回 マロゲン

消化管平滑筋直接作用 トリメブチンマレイン
酸塩

内-1 錠剤 １日３回 セレキノン

内-2 細粒剤 １日３回 セレキノン
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消化管内水分保持作用／消
化管内容物輸送調節作用

ポリカルボフィルカル
シウム

内-2 細粒剤 １日３回 コロネル

内-1 錠剤 １日３回

2 止しゃ剤・整腸剤 下痢症 止瀉作用 殺菌・蠕動抑制作用 ベルベリン硫酸塩 注-1 注射薬 １日１回皮下又
は筋注

ストプニン
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232-234  消化性潰瘍用剤・健胃消化剤・制酸剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 消化性潰瘍用
剤等

胃潰瘍、十二指腸潰瘍 胃酸分泌抑制作用 ヒスタミンH2受容体遮断作用 シメチジン 内-1 錠剤 １日２回 タガメット

内-2 細粒剤
ラニチジン塩酸塩 内-1 錠剤 １日１～２回 ザンタック
ファモチジン 内-1 錠剤 １日１～２回 ガスター

内-2 散剤
ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

内-1 カプセル剤
錠剤

１日１～２回 アルタット

ニザチジン 内-1
内-1

カプセル剤
錠剤

１日１～２回 アシノン

ラフチジン 内-1 錠剤 １日１～２回 プロテカジン
プロトンポンプ阻害作用 オメプラゾール 内-1 錠剤 １日１回 オメプラール

ランソプラゾール 内-1
内-1

カプセル剤
錠剤

１日１回 タケプロン

ラベプラゾールナトリウ
ム

内-1 錠剤 1日１回 パリエット

エソメプラゾールマグネ
シウム水和物

内-1 カプセル剤 １日１回 ネキシウムカプセル

胃潰瘍 胃酸分泌抑制作用 ムスカリンM1受容体遮断作 ピレンゼピン塩酸塩 内-1 錠剤 １日３～４回 ガストロゼピン
内-2 細粒剤

抗ガストリン作用 糖タンパク プログルミド 内-1 錠剤 １日３～４回 プロミド
粘膜保護作用 多糖体 アルギン酸ナトリウム 内-3

内-4
液剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
剤

1日３～４回 アルロイドＧ

含ｱﾙﾐﾆｳﾑ スクラルファート 内-2
内-2
内-3

細粒剤
顆粒剤
液剤

１日３回 アルサルミン

アルジオキサ 内-1 錠剤 １日３～４回 イサロン
内-2
内-2

細粒剤
顆粒剤

ｲｿﾌﾟﾚﾉｲﾄﾞ ゲファルナート 内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日２～３回 ゲファニール
内-2 細粒剤

ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ スルピリド 内-1
内-1

錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

１日３回 ドグマチール

内-2 細粒剤
メチルメチオニンスルホ
ニウムクロライド

内-1 錠剤 １日３回 キャベジンＵ

内-2 顆粒剤
ｱﾐﾉ酸 Ｌ－グルタミン 内-2 顆粒剤 １日３～４回 グルミン
ｲｿﾌﾟﾚﾉｲﾄﾞ プラウノトール 内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 ケルナック

内-2 細粒剤
テプレノン 内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 セルベックス

内-2 細粒剤
エカベトナトリウム 内-2 顆粒剤 １日２回 ガストローム

亜鉛錯体 ポラプレジンク 内-2
内-1

顆粒
錠剤

１日２回 プロマック

ｱｽﾞﾚﾝ誘導体 エグアレンナトリウム 内-2 顆粒 １日２回 アズロキサ

セトラキサート塩酸塩 内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３～４回 ノイエル
内-2 細粒剤

ベネキサートベータデク
ス塩酸塩

内-1 カプセル剤 １日２回 ウルグート

レバミピド 内-1
内-2

錠剤
顆粒剤

１日３回 ムコスタ

ソファルコン 内-1
内-1

錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

１日３回 ソロン
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内-2 細粒剤
イルソグラジンマレイン
酸塩

内-1 錠剤 １日１～２回 ガスロンＮ

内-2 細粒剤
ﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾙﾍﾞﾝｽﾞｱﾐ トロキシピド 内-1 錠剤 １日３回 アプレース

内-2 細粒剤
アズレンスルホン酸ナト
リウム

内-1 錠剤 １日３回 アズノール

内-2
内-2

細粒剤
顆粒剤

ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝ様作用 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝ誘
導体

エンプロスチル 内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日２回 カムリード

ミソプロストール 内-1 錠剤 １日４回 サイトテック

胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍の自他覚症
状改善

配合剤（胃炎、胃潰瘍、十二
指腸潰瘍の自他覚症状改

酸中和作用 + ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ受容
体拮抗作用 + 粘膜修復作用

配合剤 水酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ/ﾋﾞﾍﾞﾀ
ﾅｰﾄ塩酸塩/L-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ

内-2 顆粒剤 １日３回 複合エピサネートＧ
顆粒

ｹｲ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ/臭化ﾌﾟﾛ
ﾊﾟﾝﾃﾘﾝ/銅ｸﾛﾛﾌｨﾘﾝﾅﾄﾘ
ｳﾑ（２）

内-1 錠剤 １日３～４回 メサフィリン錠

ｹｲ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ/臭化ﾌﾟﾛ
ﾊﾟﾝﾃﾘﾝ/銅ｸﾛﾛﾌｨﾘﾝﾅﾄﾘ
ｳﾑ（３）

内-2 末剤 １日３～４回 メサフィリン末

ｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ/
炭酸ｶﾙｼｳﾑ/ﾒﾁﾙｼﾞｵｷｿ
ﾗﾝ/銅ｸﾛﾛﾌｨﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ

内-2 細粒剤 １日３～４回 ガストロフィリンＡ

配合剤（制酸作用 + 粘膜保
護作用）

酸中和作用 + 粘膜修復作用 配合剤 ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳ
ﾑ/ﾒﾁﾙﾒﾁｵﾆﾝｽﾙﾎﾆｳﾑｸ
ﾛﾗｲﾄﾞ

内-2 散剤 １日３回 キャベジンＵコーワ
散

ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ酸ﾏｸﾞﾈｼｳ
ﾑ/ｶﾝｿﾞｳ抽出物

内-1 錠剤 １日３～４回 ネオユモール配合錠

内-2 末剤 １日３～４回 ネオ・ユモール配合
散

水酸化ｱﾙﾐﾆﾑｹﾞﾙ/ｹｲ酸
ﾏｸﾞﾞﾈｼｳﾑ/ﾑﾁﾝ/銅ｸﾛﾛ
ﾌｨﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ/ｶﾝｿﾞｳ抽出
物

内-2 顆粒剤 １日３回 ペクシー顆粒

配合剤（制酸作用 + 胃酸分
泌抑制作用）

酸中和作用 + ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ受容
体拮抗作用

配合剤 水酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ/酸化ﾏ
ｸﾞﾈｼｳﾑ/ｼﾞｻｲｸﾛﾐﾝ

内-2 顆粒剤 １日３～４回 コランチル顆粒

配合剤（粘膜保護作用 + 粘
膜保護作用）

粘膜修復作用 + 粘膜修復作
用

配合剤 アズレンスルホン酸ナト
リウム/Ｌ－グルタミン

内-2
内-2
内-1

顆粒剤
細粒剤
錠剤

１日３～４回 マーズレン

胃酸過多、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎 制酸作用 酸中和作用 ｱﾙﾐﾆｳﾑ塩 乾燥水酸化アルミニウ
ムゲル

内-2 細粒剤 １日数回 アルミゲル

合成ケイ酸アルミニウム 内-2 末剤 １日３～４回 ノルモザン
ｱﾙﾐﾆｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ化合物

メタケイ酸アルミン酸マ
グネシウム

内-2 末剤 １日３～４回 スピーゲル

合成ヒドロタルシト 内-2 顆粒剤
散剤

１日３～４回 ナシッド

ｶﾙｼｳﾑ塩 沈降炭酸カルシウム 内-1 錠剤 １日３～４回 炭カル
内-2 末剤 １日３回

ﾅﾄﾘｳﾑ塩 炭酸水素ナトリウム 内-2 末剤 １日数回

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ塩 酸化マグネシウム 内-1 錠剤 １日数回 マグラックス

内-2
内-2

末剤
細粒剤

１日数回

炭酸マグネシウム 内-2 末剤 １日数回
水酸化マグネシウム 内-1 錠剤 １日数回 ミルマグ

内-3 液剤
ケイ酸マグネシウム 内-2 末剤 １日数回
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配合剤（制酸作用＋制酸作
用）

酸中和作用＋酸中和作用 配合剤 水酸化アルミニウムゲル
／水酸化マグネシウム

内-3 液剤 １日数回 マーロックス

内-2 顆粒剤 懸濁し、１日数回
胃炎等の疼痛 局所麻酔作用 活動電位伝達抑制作用 アミノ安息香酸エチル 内-2 末剤 １日３回 アミノ安息香酸エチ

ル

オキセサゼイン 内-1 錠剤 １日３～４回 ストロカイン錠
内-2 顆粒剤 １日３～４回 ストロカイン顆粒

ピペリジノアセチルアミノ
安息香酸エチル

内-1 錠剤 １日１～４回 ニチカイン錠

内-2 顆粒剤 １日１～４回 ニチカイン顆粒
低酸症 胃酸補充作用 胃酸様作用 希塩酸 内-3 液剤
主に胃液分泌促進 食欲増進作用 苦味健胃作用 コンズランゴ 内-3 液剤 １日３回

ホミカ 内-2 末剤
散剤

１日３回

内-3 液剤 １日３回
センブリ 内-2 散剤 １日３回

消化器不定愁訴（食欲不振、胃部不快感
など）

配合剤（制酸作用+健胃作用
+消化補助作用）

酸中和作用+苦味健胃作用+
芳香健胃作用+消化酵素作
用

配合剤 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ／炭酸
ｶﾙｼｳﾑ／ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ
酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ／ｵｳﾚﾝ／ｹ
ｲﾋ／ｳｲｷｮｳ／ﾁｮｳｼﾞ／
ｼｮｳｷｮｳ／ｻﾝｼｮｳ／ｶﾝｿﾞ
ｳ／ﾀｶﾁﾞｱｽﾀｰｾﾞ

内-2 散剤 １日３回 Ｓ・Ｍ散

炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ／炭酸
ｶﾙｼｳﾑ／ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ
酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ／ｵｳﾚﾝ／ｹ
ｲﾋ／ｳｲｷｮｳ／ﾁｮｳｼﾞ／
ｼｮｳｷｮｳ／ｻﾝｼｮｳ／ｶﾝｿﾞ
ｳ／ﾋﾞｵｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ

内-2 散剤 １日３回 マナミンＴＭ散

酸中和作用+苦味健胃作用+
芳香健胃作用+炭水化物消
化酵素作用

配合剤 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ／炭酸
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ／炭酸ｶﾙｼｳﾑ
／水酸化ｱﾙﾐ／ﾆｶﾞｷ／
ｵｳﾊﾞｸ／ｹｲﾋ／ｳｲｷｮｳ／
ｼｮｳｷｮｳ／ｶﾝｿﾞｳ／ﾘｶｰ
ｾﾞ

内-2 散剤 １日３回 つくしＡ・Ｍ散

炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ／炭酸
ｶﾙｼｳﾑ／ﾒﾀｹｲ酸ｱﾙﾐﾝ
酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ／ｵｳﾚﾝ／ｹ
ｲﾋ／ｳｲｷｮｳ／ﾁｮｳｼﾞ／
ｼｮｳｷｮｳ／ｻﾝｼｮｳ／ｶﾝｿﾞ
ｳ／ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ

内-2 散剤 １日２～３回 ＦＫ散

酸中和作用+苦味健胃作用+
炭水化物消化酵素作用

配合剤 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ／ｹﾞﾝﾁ
ｱﾅ／ｼﾞｱｽﾀｰｾﾞ

内-2 散剤 １日３回 ビットサン

配合剤（制酸作用+健胃作
用）

酸中和作用+苦味健胃作用+
芳香健胃作用+鎮痙・鎮痛作

配合剤 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ／ｹﾞﾝﾁ
ｱﾅ／ﾒﾝﾄｰﾙ／

内-2 散剤 １日３回 ベルサン

酸中和作用+苦味健胃作用+
芳香健胃作用

配合剤 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ／ｹﾞﾝﾁ
ｱﾅ／ｹｲﾋ／ｼｮｳｷｮｳ／ｻ
ﾝｼｮｳ／ﾒﾝﾄｰﾙ

内-2 散剤 １日３回 ビアサン

酸中和作用+苦味健胃作用 配合剤 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ／セン
ブリ

内-1 錠剤 １日３回 センブリ・重曹錠

内-2 散剤
酸中和作用+苦味健胃作用 配合剤 炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ／ニガ 内-2 散剤 健胃散「スズ」

タンパク質の消化異常 タンパク質消化補助作用 タンパク分解酵素作用 含糖ペプシン 内-2 末剤 １日３回
炭水化物の消化異常 炭水化物消化補助作用 炭水化物分解酵素作用 アスペルギルス属菌由

来消化酵素
内-2 末剤 １日３回 タカヂアスターゼ

ジアスターゼ 内-2 末剤 １日３回
乳糖不耐症 乳糖消化補助作用 乳糖分解酵素作用 チラクターゼ 内-2 細粒剤 １回 ミルラクト

ガラクトシダーゼ 内-2 散剤
顆粒剤

１回 ガランターゼ

消化異常 消化補助作用 膵消化酵素作用 パンクレアチン（ブタ） 内-2 末剤 １日３回
膵外分泌機能不全における膵消化酵素の
補充

消化補助作用 膵消化酵素作用 パンクレリパーゼ 内-1
内-2

ｶﾌﾟｾﾙ剤
顆粒剤

１日３回 リパクレオンカプセ
ル
リパクレオン顆粒
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消化異常 配合剤（消化補助作用） 炭水化物分解酵素作用+ﾀﾝ
ﾊﾟｸ分解酵素作用+膵消化酵
素作用

配合剤 サナクターゼ配合剤 内-1 錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

１日３回 エクセラーゼ

内-2 顆粒剤 １日３回 エクセラーゼ
サンプローゼ配合剤（１） 内-1 錠剤 １日３回 コンクターゼＦ
サンプローゼ配合剤（２） 内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 シバラーゼＳ
ジアスターゼ配合剤（１） 内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 タフマックＥ

内-2 顆粒剤 １日３回 タフマックＥ
ジアスターゼ配合剤（２） 内-2 顆粒剤 １日３回
ビオヂアスターゼ１０００
配合剤

内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 フェルターゼ

ビオヂアスターゼ２０００
配合剤

内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 セブンイー・Ｐ

ビオヂアスターゼ配合剤
（１）

内-1 錠剤 １日３回 ザイマ

ビオヂアスターゼ配合剤
（２）

内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 エフラーゼ

ヒロダーゼ配合剤 内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 ポリトーゼ
内-2 顆粒剤 １日３回 ポリトーゼ

膵臓性消化酵素配合剤
（１）

内-2 顆粒剤 １日３回 ベリチーム

タカヂアスターゼ配合剤
（１）

内-1 錠剤 １日３回 タカプレックス

内-2 散剤 １日３回 タカプレックス
消化酵素作用（納豆菌：当該
作用の増強）

配合剤 納豆菌配合消化酵素 内-2 顆粒剤
細粒剤

１日３回 コンクチームＮ

2 消化性潰瘍用
剤等

上部消化管出血 胃酸分泌抑制作用 ヒスタミンH2受容体遮断作用 シメチジン 注-1 注射薬 １日４回６時間ご
とに緩徐に静
注、点滴静注

タガメット

注-2 キット １日４回６時間ご
とに緩徐に静
注、点滴静注

シメチラン注200mg
シリンジ

ラニチジン塩酸塩 注-1
注-2

注射薬
キット

１日３～４回静注
又は筋注

ザンタック

ファモチジン 注-1 注射薬 １日２回１２時間
ごとに緩徐に静
注、点滴静注

ガスター

ロキサチジン酢酸エステ
ル塩酸塩

注-1 注射薬 １日２回１２時間
ごとに緩徐に静
注、点滴静注

アルタット

ムスカリンM1受容体遮断作
用

ピレンゼピン塩酸塩 注-1 注射薬 １日２回緩徐に静
注、点滴静注

ガストロゼピン

経口投与不可能な出血を伴う胃潰瘍、十
二指腸潰瘍

胃酸分泌抑制作用 プロトンポンプ阻害作用 オメプラゾールナトリウ
ム

注-1 注射薬 １日２回点滴静
注、静注

オメプラール注用２０

ランソプラゾール 注-1 注射薬 １日２回点滴静
注、静注

タケプロン静注用

胃潰瘍、十二指腸潰瘍 粘膜保護作用 粘膜修復作用 スルピリド 注-1 注射薬 １日２回筋注 ドグマチール

メチルメチオニンスルホ
ニウムクロライド

注-1 注射薬 １日１～２回静注 キャベジンＵ

幼牛血液抽出物 注-1 注射薬 １日１回 ソルコセリル

慢性胃炎 消化液分泌促進作用 副交感神経刺激作用 カルニチン塩化物 注-1 注射薬 １日１回皮下、筋
注又は静注

エントミン
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235　下剤・浣腸剤　
内注
外区
分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 下剤、浣腸剤 便秘症 瀉下作用 浸透圧性作用（腸内水分吸
収阻止）

塩類 酸化マグネシウム 内-1 錠剤 １日数回

内-2 末剤 １日数回

炭酸マグネシウム 内-2 末剤 １日数回
水酸化マグネシウム 内-1

内-3
錠剤
液剤

１日数回 ミルマグ錠
ミルマグ内用懸濁液

硫酸マグネシウム 内-2 末剤 １回
糖類 ラクツロース（小） 内-2 散剤 １日３回 モニラック

内-3 ｼﾛｯﾌﾟ剤 １日３回 モニラック
膨潤作用（腸内水分吸収阻
止）

カルメロースナトリウ
ム

内-2 末
顆粒剤

１日３回
バルコーゼ

腸管刺激作用 (リチノール
酸)

ヒマシ油、加香ヒマシ
油

内-3 液剤 とん用

ジフェノール
系

ピコスルファートナトリ
ウム

内-1 錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

１日１回 ラキソベロン

内-2 顆粒剤 １日１回 ピコダルム
内-3 液剤、ﾄﾞﾗ

ｲｼﾛｯﾌﾟ剤
１日１回 ラキソベロン液、スナ

イリンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
ｱﾝﾄﾗｷﾉﾝ配
糖体

カスカラサグラダ流エ
キス

内-3 液剤

センノシド 内-1 錠剤 １日１回 プルゼニド
内-2 顆粒剤 １日１回 ソルドールＥ
内-3 液剤 １日１回 センノサイド

センナエキス 内-1 錠剤 １日１回 ヨーデルＳ
浸透圧性作用 人工カルルス塩 内-2 末剤 １日１回

配合剤（瀉下作用） 腸管刺激作用+腸管刺激作 配合剤 センナ／センナ実 内-2 顆粒剤 １日１～２回 アローゼン
ダイオウ／センナ 内-1 錠剤 １日３回 セチロ

腸管刺激作用+健胃作用+芳
香健胃作用+殺菌収斂作用

配合剤 センナ／カンゾウ／ウ
イキョウ／イオウ

内-2 散剤 １日３回 複方カンゾウ散

界面活性作用+腸ぜん動促
進作用

配合剤 ジオクチルジソジウム
スルホサクシネート／
カサントラノール

内-1 錠剤 １日１回、１
日２～３回

ベンコール配合錠

乳幼児の便秘 瀉下作用 腸ぜん動促進作用 発酵作用 マルツエキス 内-4 液剤 １日２～３回 マルツエキス

大腸検査及び大腸手術時の前処置 腸管内容物排泄作用 腸管内への水分移行作用 クエン酸マグネシウム 内-2 散剤 水に溶かし
服用

内-3 液剤
シロップ

マグコロール
マグコロールP

配合剤（腸管内容物排泄作
用）

腸管内洗浄作用 配合剤 ナトリウム・カリウム配
合剤

内-2 散剤 水に溶かし
経口投与

ニフレック配合内用
剤

大腸検査の前処置 リン酸二水素ナトリウ
ム一水和物・無水リン
酸水素二ナトリウム

内-1 錠剤 1回5錠 ビジクリア

慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除 瀉下作用 腸液分泌促進作用 ルビプロストン 内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日２回 アミティーザカプセル
3 下剤、浣腸剤 便秘 排便促進作用 直腸粘膜刺激作用 ビサコジル 外-6 坐剤 １日１～２回 テレミンソフト

潤滑・浸透圧性水分保持作
用

グリセリン 外-7 浣腸剤 １回 グリセリン浣腸液

配合剤（排便促進作用） 炭酸ガス産生+炭酸ガス産生
促進作用

配合剤 炭酸水素ナトリウム/
無水リン酸二水素ナト
リウム

外-6 坐剤 １回 新レシカルボン
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２３６　利胆剤　
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 利胆剤 胆石、胆汁うっ滞 利胆作用 胆汁酸様作用 ケノデオキシコール酸 内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日２～３回
ウルソデスオキシコール
酸

内-1 錠剤 １日３回

内-2 顆粒剤 １日３回
排胆作用 コリン様作用(Oddi括約筋弛

緩作用)
アネトールトリチオン 内-1 錠剤 １日３回

トレピブトン 内-1 錠剤 １日３回

内-2 細粒剤 １日３回

2 利胆剤 胆汁うっ滞 利胆作用 水分増大作用 デヒドロコール酸 注-1 注射薬 １日１回静注
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239　鎮吐剤　
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 鎮吐剤 消化器不定愁訴（悪心・嘔吐・食欲不振など） 消化管運動改善作用 ドパミン受容体拮抗作用 ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ メトクロプラミド 内-1 錠剤 １日２～３回 プリンペラン錠

内-2 顆粒剤
散剤

１日２～３回 プリンペラン細粒

内-3 ｼﾛｯﾌﾟ剤 １日２～３回 プリンペランシロップ

ドパミンD2受容体拮抗作用 ﾍﾞﾝﾂｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ ドンペリドン 内-1 錠剤 １日３回 ナウゼリン

内-2 細粒剤 １日３回 ナウゼリン

ドンペリドン（小） 内-4 ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
剤

１日３回 ナウゼリン

ﾄﾞﾊﾟﾐﾝD2受容体拮抗作用／ｱ
ｾﾁﾙｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害作用

ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ イトプリド塩酸塩 内-1 錠剤 １日３回 ガナトン

セロトニン5-HT4受容体刺激
作用（アセチルコリン遊離促
進）

ﾍﾞﾝｽﾞｱﾐﾄﾞ モサプリドクエン酸
塩

内-１ 錠剤 １日３回 ガスモチン

　 内-2 散剤 ガスモチン
消化管平滑筋直接作用 トリメブチンマレイン

酸塩
内-１ 錠剤 １日３回 セレキノン

内-2 細粒剤 セレキノン
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

消化管運動改善作用 アセチルコリンエステラーゼ
阻害作用

アコチアミド塩酸塩
水和物

内-１ 錠剤 １日３回 アコファイド錠

抗悪性腫瘍剤投与に伴う悪心･嘔吐 制吐作用 セロトニン5-HT3受容体拮抗
作用

グラニセトロン塩酸
塩

内-2
内-１
内-3

細粒
錠剤
ゼリー

1日１回 カイトリル細粒
カイトリル錠

内-2 細粒剤 １日１回 カイトリル
オンダンセトロン塩
酸塩

内-１ 錠剤 １日１回 ゾフラン

内-3 ｼﾛｯﾌﾟ剤 １日１回 ゾフラン
オンダンセトロン 内-１ 錠剤 １日１回 ゾフランザイディス
アザセトロン塩酸塩 内-１ 錠剤 １日１回 セロトーン
トロピセトロン塩酸塩 内-１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日１回 ナボバン
ラモセトロン塩酸塩 内-１ 錠剤 １日１回 ナゼアＯＤ
インジセトロン塩酸 内-１ 錠剤 １日１回 シンセロン錠

サブスタンスP/ニューロキニ
ン（NK1）受容体拮抗作用

アプレピタント 内-１ カプセル １日１回 イメンドカプセル

消化管内ガスによる腹部症状 消化管内ガス駆除作用 消泡作用 ジメチコン 内-１ 錠剤 １日３回 ガスコン
内-2 散剤,細粒 １日３回 ガスコン
内-3 ｼﾛｯﾌﾟ剤 １日３回 ガスコンドロップ

2 鎮吐剤 消化器不定愁訴（悪心・嘔吐・食欲不振など） 消化管運動調整作用 ドパミン受容体拮抗作用 メトクロプラミド塩酸
塩

注-1 注射薬 １日１～２回
筋注又は静
注

プリンペラン

注-2 キット １日１～２回
筋注又は静
注

ペラプリン注シリンジ

術前・術後の悪心・嘔吐 条件反射抑制作用 ドパミン受容体拮抗作用 プロクロルペラジン 注-1 注射薬 １日１回筋注 ノバミン
抗癌剤投与による悪心・嘔吐 制吐作用 セロトニン5-HT3受容体拮抗

作用
グラニセトロン塩酸
塩

注-1 注射薬 1日１回静注
又は点滴静
注

カイトリル

注-2 キット 1日１回点滴
静注

カイトリル点滴静注
用3mgバッグ

アザセトロン塩酸塩 注-1 注射薬 １日１回静注 セロトーン

75



オンダンセトロン塩
酸塩

注-1 注射薬 １日１回緩徐
に静注

ゾフラン

注-2 キット
パロノセトロン塩酸
塩

注-1 注射薬 １日１回静注
又は点滴静
注

アロキシ静注

注-2 キット 1日１回静注
又は点滴静
注

アロキシ点滴静注
バッグ

ラモセトロン塩酸塩 注-1 注射薬 １日１回静注 ナゼア
サブスタンスP/ニューロキニ
ン（NK1）受容体拮抗作用

ホスアプレピタントメ
グルミン

注-1 注射薬 １日１回点滴
静注

プロイメンド点滴静
注用

3 鎮吐剤 消化器不定愁訴（悪心・嘔吐・食欲不振など） 消化管運動改善作用 ドパミンD2受容体拮抗作用 ドンペリドン 外-6 坐剤 １日２回 ナウゼリン

外-9 キット １日２回 ドンペネマ注腸軟膏
ドンペリドン（小） 外-6 坐剤 １日２～３回 ナウゼリン

外-9 キット １日２～３回 ドンペネマ注腸軟膏
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239　その他の消化器官用剤　
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 止しゃ剤・整腸
剤

潰瘍性大腸炎 消炎作用 （免疫抑制作用） 5-ｱﾐﾉｻﾘﾁﾙ酸 メサラジン 内-1
内-2

錠剤
顆粒剤

１日３回 ペンタサ錠

サラゾスルファピリジ
ン

内-1 錠剤 １日４～６回 サラゾピリン

その他の消化
器官用剤

頭頸部の放射線治療に伴う口腔乾燥症状の改
善

唾液分泌促進作用 ムスカリン受容体刺激作用 ピロカルピン塩酸塩 内-1 錠剤 ｻﾗｼﾞｪﾝ

シェーグレン症候群患者の口腔乾燥症状 ｷﾇｸﾘｼﾞﾝ誘導
体

セビメリン塩酸塩水
和物

内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｴﾎﾞｻﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ

コリン作動性刺激作用 アネトールトリチオン 内-1 錠剤 ﾌｪﾙﾋﾞﾃﾞﾝ
タバコ、医薬品等の誤飲時における催吐 催吐作用 5-HT3受容体刺激作用 ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ トコンシロップ 内-3 ｼﾛｯﾌﾟ剤

3 止しゃ剤・整腸
剤

潰瘍性大腸炎 消炎作用 （免疫抑制作用） 5-ｱﾐﾉｻﾘﾁﾙ酸 メサラジン 外-7 注腸剤 １日１剤

サラゾスルファピリジ
ン

外-6 坐剤 １日２回 サラゾピリン

ステロイドレセプター結合作 ステロイド ベタメタゾン 外-6 坐剤 １日１～２回 リンデロン
ベタメタゾンリン酸エ
ステルナトリウム

外-7 注腸液 １回 ステロネマ
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２４１－２４９　ホルモン剤・抗ホルモン剤  
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 ホルモン剤・抗
ホルモン剤

中枢性尿崩症・尿浸透圧あるいは尿比重の低
下に伴う夜尿症

抗利尿作用 脳下垂体ホルモン；バソプレ
シン様（腎尿細管水再吸収
促進）作用

ペプチド（バソ
プレシン誘導
体）

デスモプレシン酢酸塩水和
物

内-1 錠剤 １日１回
１日１～３回

ミニリンメルトＯＤ錠

初期老人性白内障、進行性指掌角皮症 間葉系組織賦活作用 リポ蛋白 唾液腺ホルモン（ウシ由来） 内-1 錠剤 １日２～３回 パロチン
甲状腺機能低下症 甲状腺ホルモン補充作用 T3, T4 乾燥甲状腺(食用獣由来） 内-2 末剤 １日15～40mg開始、維持量１日

40～200ｍｇ
チラーヂン

T3 リオチロニンナトリウム 内-1 錠剤 初回量１日 5～25ugを１～２週
間間隔で少しずつ増量し、維持
量１日25～75ug

チロナミン

T4 レボチロキシンナトリウム 内-1 錠剤 １日１回　0.025～0.4mg．一般に
0.025～0.1mg／ｋｇ開始、維持
量 0.1～0.4mg

チラーヂンＳ

　 レボチロキシンナトリウム
（小）

内-2 散剤 乳幼児：１日１回　１０ｕｇ／ｋｇ．
未熟児：１日１回　5ug／ｋｇ開
始、8日目から１回　10ug/kg

チラーヂンＳ

甲状腺機能亢進症 甲状腺機能抑制作用 抗甲状腺ホルモン作用 チアマゾール 内-1 錠剤 初期量１日30mgを３～４回で、
重症の場合１日40～60mg、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 5～10mgを１～２回

メルカゾール

プロピルチオウラシル 内-1 錠剤 初期量１日300mgを３～４回で、
重症の場合１日400～600mg、
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 50～100mgを１～２回

チウラジール

著しい消耗状態 蛋白合成促進作用 蛋白同化ホルモン作用 ｽﾃﾛｲﾄﾞﾚ
ｾﾌﾟﾀｰ結
合／特異
的蛋白生
成促進作
用

ステロイド メテノロン酢酸エステル 内-1 錠剤 １回 100mg、１～２週間ごと プリモボラン

塩喪失型先天性副腎皮質過形成症、アジソン
病

ナトリウム貯留作用 硬質副腎皮質ホルモン（ア
ルドステロン）作用

ステロイド（コ
ルチゾン系）

フルドロコルチゾン酢酸エス
テル

内-1 錠剤 1日0.02～0.1mg、１日２～３回で フロリネフ

副腎皮質機能不全、炎症性疾患、自己免疫疾
患、臓器移植、腫瘍

抗炎症作用／免疫抑制作用 糖質副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ作用 ｽﾃﾛｲﾄﾞﾚ
ｾﾌﾟﾀｰ結
合､特異
的蛋白生
成促進作
用

ステロイド（コ
ルチゾン系）

コルチゾン酢酸エステル 内-1 錠剤 １日12.5～150mg、１日１～４回
で

コートン

ヒドロコルチゾン 内-1 錠剤 １日10～120mg、１日１～４回で コートリル
ステロイド（ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ系）

プレドニゾロン 内-1 錠剤 １日 5～60mg、１日１～４回で プレドニン

内-2 散剤 １日 5～60mg、１日１～４回で プレドニゾロン
メチルプレドニゾロン 内-1 錠剤 １日 4～48mg、１日１～４回で メドロール

ステロイド（フッ
素付加）

トリアムシノロン 内-1 錠剤 １日 4～48mg、１日１～４回で レダコート

デキサメタゾン 内-1 錠剤 １日 0.5～8mg、１日１～４回で デカドロン
内-3 液剤 １日 0.15～4mg、１日１～４回で デカドロンエリキシル
内-1 錠剤 １日４０ｍｇ、１日１回、４日間 レナデックス

ベタメタゾン 内-1 錠剤 １日 0.5～8mg、１日１～４回で リンデロン
内-2 散剤 １日 0.5～8mg、１日１～４回で リンデロン
内-3 ｼﾛｯﾌﾟ剤 １日 0.15～4mg、１日１～４回で リンデロン

副腎皮質ホルモン分泌過剰症 ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ･ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ分泌抑
制作用

3b-hydroxysteroid脱水素酵
素阻害作用

ステロイド トリロスタン 内-1 錠剤 1日初期量 240mg、維持量240
～480mg、３～４回で

デソパン
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ステロイド分泌改善作用 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ合成阻害作
用

非ステロイド ミトタン 内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １回500～1,000mg、１日３回か
ら開始

オペプリム

透析施行中の腎性貧血 造血作用 骨髄 CFU-E (赤芽球ｺﾛﾆｰ
形成細胞) 増加作用

ステロイド（ｱﾝ
ﾄﾞﾛｽﾀﾝ系）

メピチオスタン 内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 1日20mg、２回で チオデロン

尋常性ざ瘡 皮脂分泌抑制作用 ｽﾃﾛｲﾄﾞﾎﾙﾓﾝｱﾚﾙｷﾞｰ減感作
作用

ステロイド プレグナンジオール 内-1 錠剤 １日2～6ug ジオール

蕁麻疹、湿疹・皮膚炎群、薬疹、アレルギー性
鼻炎

配合剤（免疫抑制作用+鎮痒
作用）

ﾎｽﾎﾘﾊﾟｰｾﾞA2阻害+抗ヒスタ
ミン作用

配合剤 ベタメタゾン／ｄ－マレイン
酸クロルフェニラミン

内-1 錠剤 １回１～２錠 セレスタミン

内-3 ｼﾛｯﾌﾟ剤 １回 5～10mL セレスタミン
男子性腺機能不全 アンドロゲン補充作用 アンドロゲン作用 ステロイド メチルテストステロン 内-1 錠剤 １日20～50mg エナルモン

前立腺肥大症 前立腺肥大抑制作用 抗アンドロゲン作用 ステロイド クロルマジノン酢酸エステル 内-1 錠剤 １回25mg、１日２回 プロスタール
徐放錠 １回50mg、１日１回 プロスタールＬ

アリルエストレノール 内-1 錠剤 １回25mg、１日２回 パーセリン
5α 還元酵素阻害作用 ステロイド デュタステリド 内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 1回0.5mg、１日１回 アボルブ

子宮内膜症 ゴナドトロピン分泌抑制作用 下垂体-卵巣系抑制作用 ステロイド ダナゾール 内-1 錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

１日200～400mg、１日２回で ボンゾール

ジエノゲスト 内-1 錠剤 １日2mgを2回に分けて ディナゲスト
排卵障害 ゴナドトロピン分泌促進／排

卵誘発作用
視床下部下垂体ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ受
容体拮抗作用(ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ抑
制消失)

非ステロイド シクロフェニル 内-1 錠剤 １日400～600mg、１日２～３回
で

セキソビット

クロミフェンクエン酸塩 内-1 錠剤 第１クール１日50mg、5日間で開
始

クロミッド
更年期障害、卵巣機能低下 卵胞ホルモン補充作用 ｽﾃﾛｲﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｰ結合作用／

特異的蛋白生成促進作用
ステロイド（ｴｽﾄ
ﾘｵｰﾙ系）

エストリオール 内-1 錠剤 １回 0.1～ 1mg、１日１～２回 エストリール

ステロイド 結合型エストロゲン 内-1 錠剤 １日 0.625～ 1.25mg プレマリン
エストラジオール 内-1 錠剤 １日0.5～1mg ジュリナ

月経異常、黄体機能不全 黄体ホルモン補充作用 ｽﾃﾛｲﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｰ結合作用／
特異的蛋白生成促進作用

ステロイド（合
成黄体ﾎﾙﾓﾝ）

メドロキシプロゲステロン酢
酸エステル

内-1 錠剤 １日 2.5～15ｍｇ、１日１～３回 ヒスロン

ジドロゲステロン 内-1 錠剤 １日 5～15ｍｇ、１日１～３回 デュファストン
クロルマジノン酢酸エステル 内-1 錠剤 １日 2～12ｍｇ、１日１～３回 ルトラール
ノルエチステロン 内-1 錠剤 １日 5～10ｍｇ、１日１～２回 ノアルテン

配合剤（黄体ホルモン補充
作用＋卵胞ホルモン補充作
用＋脳下垂体ゴナドトロピン
分泌抑制作用＋排卵抑制作
用）

黄体ホルモン作用＋卵胞ホ
ルモン作用

配合剤 ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ／ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ (1) 内-1 錠剤 1日１回７～１０日間 ソフィア－Ｃ

ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ／ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ (2) 内-1 錠剤 １日１回 ソフィア－Ａ
ﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ／ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞ
ｵｰﾙ

内-1 錠剤 １日１回、７～１０日間／１日１
回、月経周期の第５日～３週間

ドオルトン

ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸エステル／ﾒ
ｽﾄﾗﾉｰﾙ

内-1 錠剤 １日１回、７～１０日間／１日１
回、月経周期の第５日～３週間

ルテジオン

月経困難症 ノルエチステロン／エチニル
エストラジオール

内-1 錠剤 １日１回、21日間、その後7日間
休薬

ルナベル

ﾄﾞﾛｽﾋﾟﾚﾉﾝ／ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞ
ｵｰﾙ ﾍﾞｰﾀﾃﾞｸｽ

内-1 錠剤 １日１回（１シートに実薬24錠、
偽薬4錠）

ヤーズ配合錠

末梢循環障害 循環改善作用 ｷﾆﾉｰｹﾞﾝ分解作用／ｷﾆﾝ遊
離作用

糖蛋白 カリジノゲナーゼ 内-1 錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

１日３回 カリクレイン

2 ホルモン剤・抗
ホルモン剤

慢性関節リウマチ、点頭てんかん、気管支喘
息、ネフローゼ症候群

副腎皮質ホルモン生成分泌
促進作用

ACTH様副腎皮質刺激作用 ペプチド テトラコサクチド酢酸エステ
ル亜鉛

注-1 注射薬 １日１回、必要があれば２～３日
行う（筋注、静注、点滴静注）。

コートロシンＺ注

成長ホルモン分泌不全性低身長症 成長促進作用 成長ホルモン作用（肝ソマト
メジン生成分泌促進）

ペプチド（成長
ホルモン）

ソマトロピン（遺伝子組換え） 注-1 注射薬 １週間に0.175mg/kg、２～４回
に分けて筋注、６～７回に分け

ジェノトロピン

注射薬 １週間に0.175mg/kg、６～７回
に分けて皮下注

ペン用ノルディトロピ
ン

注-2 キット １週間に0.175mg/kg、２～４回
に分けて筋注、６～７回に分け

ジェノトロピンカビク
イック

成長ホルモン抵抗性小人症 成長促進作用 ソマトメジンＣ作用 ポリペプチド
（天然型ヒトソ
マトメジンＣ）

メカセルミン（遺伝子組換
え）

注-1 注射薬 １日１～２回食前皮下注、１日１
回朝食前

ソマゾン

ＨＩＶ感染症に伴う体重減少 体重増加作用 肝ソマトメジン生成分泌促進
作用

ペプチド（成長
ホルモン）

ソマトロピン（遺伝子組換え） 注-1 注射薬 １日１回、皮下注、就寝前 セロスティム注５ｍｇ
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先端肥大症・下垂体性巨人症 成長ホルモン分泌抑制作用 下垂体ｿﾏﾄｽﾀﾁﾝ受容体刺激
作用

ペプチド（ソマト
スタチン誘導
体）

オクトレオチド酢酸エステル 注-1 注射薬 １日２～３回皮下注 サンドスタチン

注-1 注射薬 4週毎に1回筋注 サンドスタチンLAR筋
注用10mg

ランレオチド酢酸塩 注-1 注射薬 4週毎に1回深部皮下注 ソマチュリン皮下注
先端巨大症 成長ホルモン受容体拮抗作

用
ペグビソマント（遺伝子組換
え）

注-1 注射薬 １日１回皮下投与 ソマバート皮下注用

下垂体性尿崩症 抗利尿作用 遠位尿細管における水の再
吸収促進作用

ペプチド バソプレシン 注-1 注射薬 1日２～３回、皮下又は筋注 ピトレシン注射液

血友病Ａ、von Willebrand病 止血作用 内因性第VIII因子・von
Willebrand因子放出作用

ペプチド（ﾊﾞｿﾌﾟ
ﾚｼﾝ誘導体）

デスモプレシン酢酸エステ
ル

注-1 注射薬 １０～２０分かけて緩徐に静注 デスモプレシン

甲状腺機能亢進症 甲状腺機能抑制作用 抗甲状腺ホルモン作用 チアマゾール 注-1 注射薬 1日３～４回で、機能亢進症状
がほぼ消失したなら１～４週間
ごとに漸減

メルカゾール

著しい消耗状態 蛋白合成促進作用 蛋白同化ホルモン作用 ステロイド（ノル
テストステロン
系）

ナンドロロンデカン酸エステ
ル

注-1 注射薬 １回25～35mg、３週間ごとに筋
注

デカ－デュラボリン２
５

メテノロンエナント酸エステ
ル

注-1 注射薬 １回100mg、１～２週間ごとに筋
注

プリモボラン・デポー
５０ｍｇ

急性低血圧・ショック、局所出血、局所麻酔薬
の作用延長、気管支けいれん、心停止

交感神経α ,β 受容体刺激
作用

カテコールアミ
ン

エピネフリン 注-1
注-2

注射薬
キット

１回0.2～1mgを皮下注、筋注 ボスミン注

急性低血圧・ショック 血圧上昇作用 交感神経α 受容体刺激作用 カテコールアミ
ン

ノルエピネフリン 注-1 注射薬 点滴静注：1回１ｍｇ、皮下注射：
1回 0.1～1mg

ノルアドリナリン

急性心不全 利尿作用／血管拡張作用 α 型ヒト心房性Na利尿ペプ
チド受容体刺激作用

カルペリチド 注-1 注射薬 １分間当たり 0.1μ g/kg を持続
静注

ハンプ注射用1000

副腎皮質機能不全、炎症性疾患、自己免疫疾
患、臓器移植、腫瘍

抗炎症作用／免疫抑制作用
／代謝・循環改善作用

糖質副腎皮質ホルモン作用
（ｽﾃﾛｲﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｰ結合､特異
的蛋白生成促進）

ステロイド（コ
ルチゾン系）

ヒドロコルチゾンコハク酸エ
ステルナトリウム

注-1 注射薬 静注、点滴静注、筋注：１回50
～100mgを１日１～４回、緊急時
１回

ソル・コーテフ

１回250～1,000mgを静注又は
点滴静注

ソル・コーテフ250

ヒドロコルチゾンリン酸エス
テルナトリウム

注-1 注射薬 １日１回又は数回、１回100～
1,000mgを静注又は点滴静注

水溶性ハイドロコート
ン

ステロイド（プレ
ドニゾロン系）

プレドニゾロンコハク酸エス
テルナトリウム

注-1 注射薬 静注、筋注：１回10～50mg、3～
6時間ごと、点滴静注：１回20～
100mg、１日1～2回

水溶性プレドニン

メチルプレドニゾロンコハク
酸エステルナトリウム

注-1 注射薬 １回125～2000mgを緩徐に静注
又は点滴静注

ソル・メドロール

メチルプレドニゾロン酢酸エ
ステル

注-1 注射薬 筋注：１回40～120mg、１～２週
おき

デポ・メドロール

ステロイド（フッ
素付加）

トリアムシノロンアセトニド 注-1 注射薬 筋注：１回20～80mg、１～２週お
き、関節腔内注射等：１回2～
40mg、原則として投与間隔２週
間以上,

筋注用ケナコルト－
Ａ(4%)

デキサメタゾンパルミチン酸
エステル

注-1 注射薬 １回 4mg、２週に１回静注 リメタゾン

デキサメタゾンメタスルホ安
息香酸エステルナトリウム

注-1 注射薬 静注、筋注：１回 2～8mg、3～6
時間ごと、点滴静注：１回 2～
10mg、１日１～２回

セルフチゾン

デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム

注-1 注射薬 静注、筋注：１回 2～8mg、3～6
時間ごと、点滴静注：１回 2～
10mg、１日１～２回

コルソン(0.4%,0.5%)

1日１回又は数回 0.5～4mg/kg
静注

デカドロンＳ(2%)
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ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム

注-1 注射薬 静注、筋注：１回 2～8mg、3～6
時間ごと、点滴静注：１回 2～
10mg、１日１～２回

リンデロン(0.4%)

１回 0.5～4mg/kg静注 リンデロン(2%)

アレルギー性鼻炎、慢性関節リウマチ、関節
炎

配合剤（抗アレルギー、抗炎
症、免疫抑制作用）

糖質副腎皮質ホルモン作用
＋糖質副腎皮質ホルモン作
用

配合剤 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
ナトリウム

注-1 注射薬 筋注：１回 0.1～1mL、症状によ
り３～４時間ごと、関節腔内注
射等：１回 0.1～1.5mL、原則とし
て投与間隔２週間以上、局所皮
内注射：１回1～3mL、鼻腔内注
入：1回1～3mL、１日１～数回

リンデロン懸濁注

男子性腺機能不全、男子不妊症 男性ホルモン補充作用 ステロイド テストステロンプロピオン酸
エステル

注-1 注射薬 １回 25～50mg、１～３日間ごと
に筋注

エナルモン

テストステロンエナント酸エ
ステル

注-1 注射薬 １回100mg、７～１０日間ごとに
又は１回250mg、２～４週間ごと
に筋注

エナルモンデポー

前立腺肥大症 前立腺重量抑制作用 抗アンドロゲン作用 ステロイド オキセンドロン 注-1 注射薬 軽症には週１回200mg、中等症
以上には週400mg１～２回で殿

プロステチン

ゲストノロンカプロン酸エス
テル

注-1 注射薬 １週１回200ｍｇ殿筋注 デポスタット

視床下部性性腺機能低下症 ゴナドトロピン分泌促進作用 下垂体受容体刺激作用 ペプチド（ＬＨ-
ＲＨ）

ゴナドレリン酢酸エステル 注-1 注射薬 １日１２回（２時間間隔）皮下注 ヒポクライン

低ゴナドトロピン性男子性性腺機能低下症に
おける精子形成の誘導

ゴナドトロピン作用（精子形
成作用）／卵胞ホルモン作
用

ホリトロピンアルファ（遺伝
子組換え）

注-1
注-2

注射薬
キット

週３回皮下投与 ゴナールエフ

中枢性思春期早発症 ゴナトトロピン分泌抑制作用 持続的下垂体前葉刺激作用
(受容体 down regulation)

ペプチド（ＬＨ-
ＲＨ誘導体）

リュープロレリン酢酸塩 注-1 注射用
(徐放製
剤)

４週１回30ug/kg皮下注 リュープリン

更年期障害、乳汁分泌不全 細胞呼吸促進作用／創傷治
癒促進作用

胎盤抽出物 注-1 注射薬 １日１回、毎日又は隔日皮下注 メルスモン

更年期障害 配合剤（ホルモン補充作用） 卵胞ホルモン作用＋アンド
ロゲン作用

配合剤 エストラジオール／テストス
テロン（１）

注-1 注射薬 2～4週ごとに１回１mL筋注 エスジン・デポー

エストラジオール／テストス
テロン（２）

注-1 注射薬 2～4週ごとに１回１mL筋注 ボセルモンデポー５
０ｍｇ

エストラジオール／テストス
テロン

注-1 注射薬 １日１回又は隔日に１回 1～
2mL、筋注又は皮下注

ボセルモン結晶浮游
液５．０ｍｇ

エストラジオール吉草酸エス
テル／テストステロンエナン
ト酸エステル

注-1 注射薬 ２～４週ごとに１回 1mL筋注 プリモジアン・デポー

無月経 配合剤（ホルモン補充作用） 黄体ホルモン作用+卵胞ホ
ルモン作用

配合剤 ヒドロキシプロゲステロンカ
プロン酸エステル／エストラ
ジオールプロピオン酸エス

注-1 注射薬 １週間に１回１mL筋注 Ｅ・Ｐ・ホルモンデ
ポー

機能性子宮出血 ヒドロキシプロゲステロンカ
プロン酸エステル／エストラ
ジオール安息香酸エステル
（２）

注-1 注射薬 １週間に１回１mL筋注 ルテスデポー注

卵巣機能低下 卵胞ホルモン作用 ステロイド（ｴｽﾄ
ﾗｼﾞｵｰﾙ系）

エストラジオール安息香酸
エステル

注-1 注射薬
（懸濁）

１回 0.1～5mg、隔日又は毎日１
回筋注又は皮下注

オバホルモン水懸注

エストラジオールプロピオン
酸エステル

注-1 注射薬
（油性）

１回 1～１０mg、１週～１カ月ご
とに筋注

オバホルモンデポー

エストラジオール吉草酸エス
テル

注-1 注射薬 １回 ５～１０mg、１～４週間ごと
に筋注

プロギノン・デポー

ステロイド（ｴｽﾄ
ﾘｵｰﾙ系）

エストリオールトリプロピオ
ン酸エステル

注-1 注射薬 １回 ５～１０mg、７～１０日ごと
に皮下又は筋注

エストリール・デポー

エストリオール 注-1 注射薬
（懸濁）

１回 ５～１０mg、７～１０日ごと
に皮下又は筋注

ホーリン

ステロイド（ｴｽﾄ
ﾛｹﾞﾝ前駆体）

プラステロン硫酸エステルナ
トリウム

注-1 注射薬 １回 100～200mg、週２～３回静
注

マイリス

月経異常、黄体機能不全 黄体ホルモン作用 ステロイド（ﾌﾟﾛ
ｹﾞｽﾃﾛﾝ系）

プロゲステロン 注-1 注射薬 １日10～50ｍｇ、１～２回に分け
筋注

プロゲストン
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ヒドロキシプロゲステロンカ
プロン酸エステル

注-1 注射薬 １週１回65～125mg筋注 オオホルミンルテウ
ムデポー

排卵誘発 卵胞成熟作用 卵胞ホルモン作用 ペプチド 下垂体性性腺刺激ホルモン 注-1 注射薬 １日卵胞成熟ホルモンとして、
75～150I.U.を連続筋注

ヒュメゴン

精製下垂体性性腺刺激ホ
ルモン

注-1 注射薬 １日卵胞成熟ホルモンとして、
75～150I.U.を連続皮下注又は

フェルティノームＰ

フォリトロピンベータ（遺伝子
組換え）

注-1
注-2

注射薬
キット

１日50I.U.を７日間連続皮下注
又は筋注

フォリスチム

卵胞ホルモン作用／黄体形
成ホルモン作用

ペプチド 注射用血清性性腺刺激ホ
ルモン

注-1 注射薬 １日１回1000～3000単位、連日
３～10日間筋注

セロトロピン

黄体形成ホルモン作用 ペプチド 注射用ヒト絨毛性腺刺激ホ
ルモン

注-1 注射薬 １日3000～ 5000単位を筋注 ゴナトロピン１０００

子宮内膜症 下垂体反応性低下作用／ゴ
ナドトロピン分泌抑制作用

持続的下垂体受容体刺激作
用

ペプチド（ＬＨ-
ＲＨ誘導体）

リュープロレリン酢酸塩 注-1 注射薬
(徐放製
剤)

４週に１回　皮下注 リュープリン

注-2 キット(徐
放製剤)

４週に１回　皮下注 リュープリンキット

ブセレリン酢酸塩 注-2 キット ４週に１回　皮下投与 スプレキュアＭＰ
ゴセレリン酢酸塩 注-2 キット(徐

放製剤)
４週ごとに前腹部皮下投与 ゾラデックスデポ

1.8mg
骨折の危険性の高い骨粗鬆症 骨形成促進作用 テリパラチド（遺伝子組換

え）
注-2 キット １日１回　２４ヵ月まで フォルテオ皮下注

キット600μ g
テリパラチド酢酸塩 注-1 注射薬 １週に１回皮下投与　７２週まで テリボン皮下注用

脂肪萎縮症 糖代謝改善作用、脂質代謝
改善作用

メトレレプチン（遺伝子組換
え）

注-1 注射薬 1日1回　皮下注 メトレレプチン皮下注
用

3 ホルモン剤・抗
ホルモン剤

中枢性尿崩症 抗利尿作用 脳下垂体ホルモン；バソプレ
シン様（腎尿細管水再吸収
促進）作用

ペプチド（バソ
プレシン誘導
体）

デスモプレシン酢酸塩 外-2 噴霧剤
（点鼻液）

１日１～２回鼻腔内に投与 デスモプレシン

噴霧剤
（鼻腔内）

１日１～２回鼻腔内に投与 デスモプレシン・スプ
レー

夜尿症 抗利尿作用 脳下垂体ホルモン；バソプレ
シン様（腎尿細管水再吸収
促進）作用

ペプチド（バソ
プレシン誘導
体）

デスモプレシン酢酸塩 外-2 噴霧剤
（鼻腔内）

1日1回鼻腔内に投与 デスモプレシン・スプ
レー10協和

局所出血、鼻粘膜の充血、局所麻酔薬の作用
延長、気管支けいれん

末梢血管収縮／気管支拡張
作用

交感神経α ,β 受容体刺激
作用

カテコールアミ
ン

エピネフリン 外-1 液剤 希釈し吸入、直接塗布、点鼻な
ど

ボスミン

中枢性思春期早発症 ゴナドトロピン分泌抑制作用 持続的下垂体前葉刺激作用
(受容体 down regulation)

ペプチド(GnRH
誘導体)

ブセレリン酢酸塩
外-2

噴霧剤
（鼻腔内）

１日３～６回 スプレキュア

更年期障害、卵巣欠落症状 (ﾎﾙﾓﾝ補充療法) 卵胞ホルモン補充作用 ｽﾃﾛｲﾄﾞﾚｾﾌﾟﾀｰ結合作用／
特異的蛋白生成促進作用

ステロイド エストラジオール 外-5 貼付剤 １枚を下腹部、背部のいずれか
に貼付、２日ごとにはりかえる

エストラダームＴＴＳ

１枚を下腹部、殿部のいずれか
に貼付、２日ごとにはりかえる

エストラダームＭ

4.33mgを３～４日ごとに１回（週
２回）下腹部に貼付

フェミエスト

エストラジオール 外-1 軟膏（ゲ
ル）剤

1日1回 ディビゲル

卵胞ホルモン補充作用＋黄
体ホルモン補充作用

エストラジオール／ノルエチ
ステロン酢酸エステル

外-5 貼付剤
（配合剤）

3～4日毎に１回 メノエイドコンビパッ
チ

子宮内膜症、子宮筋腫 ゴナトトロピン分泌抑制作用 持続的下垂体前葉刺激作用
(受容体 down regulation)

ペプチド(GnRH
誘導体)

ブセレリン酢酸塩 外-2 噴霧剤
（鼻腔内）

月経周期１～２日目から１日３
回

スプレキュア

ナファレリン酢酸塩 外-2 噴霧剤
（鼻腔内）

月経周期１～２日目から１日２
回

ナサニール
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２５１　泌尿器官用剤　
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 泌尿器官用剤 前立腺肥大に伴う排尿障害 配合剤（前立腺肥大の腺組
織・周囲組織の浮腫性腫脹
の消退）

配合剤 グルタミン酸／ア
ラニン／アミノ酢
酸

内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 パラプロスト細
粒

配合剤（前立腺腫結合組織
膨腫改善作用＋膀胱頚部周
辺のうっ血・炎症消退作用＋
膀胱排尿筋収縮力増強作
用）

配合剤 オオウメガサソウ
エキス／ハコヤナ
ギエキス/セイヨウ
オキナグサエキス
／スギナエキス／
コムギ胚芽油（１）

内ー１ 錠剤 １日３回 エビプロスタッ
ト錠

前立腺に対する消炎作用 セルニチンポーレ
ンエキス

内－１ 錠剤 １日２～３回 セルニルトン
錠

α １受容体遮断作用 タムスロシン塩酸
塩

内－１ 錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

１日１回 ハルナール錠

シロドシン 内－１ 錠剤 １日２回 ユリーフ錠

ナフトピジル 内－１ 錠剤 １日１回 フリバス錠

ウラピジル 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日２回 エブランチルカ
プセル

テラゾシン塩酸塩 内ー１ 錠剤 １日 ２回 ハイトラシン錠

プラゾシン塩酸塩 内ー１ 錠剤 １日２～３回 ミニプレス錠

過活動膀胱、神経因性膀胱、不安定膀胱にお
ける頻尿・尿意切迫感・尿失禁

膀胱平滑筋弛緩作用（抗コリ
ン作用（抗ムスカリン作用））

オキシブチニン塩
酸塩

内－１ 錠剤 １日３回 ポラキス錠

ベンジル酸
誘導体

プロピベリン塩酸
塩

内－１
内ー２

錠剤
細粒剤

１日１回 バップフォー錠
バップフォー顆
粒

ソリフェナシンコハ
ク酸塩

内－１ 錠剤 １日１回 ベシケア錠

トルテロジン酒石
酸塩

内-1 錠剤 １日１回 デトルシトール
錠

イミダフェナシン 内-1 錠剤 １日２回 ウリトス錠
ステーブラ錠

フェソテロジンフマ
ル酸塩

内-1 錠剤 １日１回 トビエース錠

選択的β 3アドレナリン受容
体刺激作用

ミラベグロン 内-1 錠剤 １日１回 ベタニス錠

神経性頻尿、慢性前立腺炎・慢性膀胱炎に伴
う頻尿・残尿感

膀胱平滑筋弛緩作用／膀胱
充満時律動収縮抑制作用

フラボキサート塩
酸塩

内ー１ 錠剤 １日３回 ブラダロン錠

内－２ 顆粒 １日３回 ブラダロン顆
粒腹圧性尿失禁 膀胱平滑筋弛緩作用（β 2受

容体刺激作用）／尿道括約
筋収縮作用

クレンブテロール
塩酸塩

内－１ 錠剤 １日２回 スピロペント錠

内－２ 顆粒 １日２回 スピロペント顆
粒
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尿路結石 尿路結石生成の要因を抑制
＋排泄促進及び症状の緩解

ウラジロガシエキ
ス

内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 ウロカルンカプ
セル

配合剤（尿路結石生成の要
因を抑制＋排泄促進及び症
状の緩解）

配合剤 ピネン／カンフェン 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３～４回 ロワチン″カ
プセル″

3 泌尿器官用剤 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

尿道、膀胱の開存性の維持
／内視鏡視野の確保／切除
組織片・血液の除去

Ｄ－ソルビトール 外ー１ 液剤（灌流） 手術など必
要に応じて
適宜増減

ウロマチックＳ

過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切
迫性尿失禁

膀胱平滑筋弛緩作用（抗コリ
ン作用（抗ムスカリン作用））

オキシブチニン塩
酸塩

外ー５ 貼付剤 1日1回1枚
を貼付

ネオキシテー
プ
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２５２　生殖器官用剤　
内注外
区分

分類名 主たる効能 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

3 生殖器官用剤 非特異性膣炎 自浄作用回復作用／膣粘膜
細胞角化促進作用／炎症に
対する膣抵抗増強作用

エストリオール 外ー６ 膣錠 １日１回0.5～1mg、
膣内挿入

蛋白合成阻害作用 クロラムフェニコー
ル系

クロラムフェニコール 外ー６ 膣錠 １日１回

カンジダ起因膣炎、外陰膣炎 細胞質膜変性作用 アゾール系 クロトリマゾール 外ー６ 膣錠 １日１回、膣深部に
挿入

細胞膜合成阻害作用 イミダゾール系 オキシコナゾール硝
酸塩

外ー６ 膣錠 １日１回１錠、膣深部
に挿入、 ６日間継続

ミコナゾール硝酸塩 外－６ 膣坐剤 １日１回100mg、膣深
部に挿入、６日間投
与

イソコナゾール硝酸
塩

外ー６ 膣錠 １日１回100mg、膣深
部に挿入、６日間継
続

トリコモナス膣炎 抗原虫作用 チニダゾール 外ー６ 膣錠 １クールとして１回
200mgを１日２回７日
間

メトロニダゾール 外ー６ 膣錠 １クールとして１日１
回250mg、10～14日
間膣内に挿入
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２５３  子宮収縮剤　
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分名 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 子宮収縮剤 子宮収縮促進並びに子宮出血の予防・治療
（胎盤娩出後、子宮復古不全、流産、人工妊
娠中絶）

子宮平滑筋選択的収縮作用
／出血量減少作用（胎盤娩
出期短縮）

メチルエルゴメトリン
マレイン酸塩

内ー１ 錠剤 １日２～４回 パルタンＭ錠

妊娠末期における陣痛誘発並びに陣痛促進 子宮頸管熟化作用／子宮収
縮作用／分娩誘発作用

ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝE2誘
導体

ジノプロストン 内ー１ 錠剤 １時間ごとに６回 プロスタグランジンＥ
２

2 子宮収縮剤 子宮収縮促進並びに子宮出血の予防・治療
（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）

子宮平滑筋選択的収縮作用
／出血量減少作用（胎盤娩
出期短縮）

エルゴメトリンマレイ
ン酸塩

注ー１ 注射薬 １回0.2mg、皮下
注、筋注又は静
注

エルゴメトリン注射液
Ｆ

メチルエルゴメトリン
マレイン酸塩

注ー１ 注射薬 １回 0.1～0.2mg
静注、又は１回
0.2mg皮下注、筋

メテナリン

子宮収縮の誘発、促進並びに子宮出血の治
療（分娩誘発、微弱陣痛、弛緩出血、胎盤娩
出前後、子宮復古不全、帝王切開術、流産、

ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ オキシトシン 注ー１ 注射薬 点滴静注 アトニン－Ｏ

分娩後の子宮弛緩、産褥時の出血 子宮収縮作用 ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝＦ2
α 誘導体

ジノプロスト 注ー１ 注射薬 １回緩徐に静注 プロスタルモン・Ｆ注
射薬50

妊娠末期における陣痛誘発・陣痛促進・分娩
促進、卵膜外投与（治療的流産）

子宮収縮作用／分娩誘発作
用

ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝＦ2
α 誘導体

ジノプロスト 注ー１ 注射薬 点滴静注／持続
静注

プロスタルモン・Ｆ注
射薬100

3 子宮収縮剤 妊娠中期の治療的流産 子宮収縮作用／子宮頸管拡
大作用

ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝＥ1
誘導体

ゲメプロスト 外ー６ 坐剤 ３時間ごとに挿
入

プレグランディンＰ
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２５５　痔疾用剤　
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 痔疾用剤 痔核の症状の緩解 血栓、出血抑制作用／浮腫抑制作
用／創傷治癒促進作用

トリベノシド 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 モトクロン

循環機能調節作用／線維素溶解
作用／抗炎症抗浮腫作用／組織

静脈血管叢エキス
（雑食動物）

内－１ 舌下錠 １日３回 ヘモリンガル

肉芽形成促進作用／消炎、鎮痛作
用

メリロートエキス 内－１ 錠剤 １日75～
300mg、３回

タカベンス錠

配合剤（血栓器質化作用＋緩下作
用）

配合剤 パラフレボン／セン
ナ末

内－１ 錠剤 １日３回 サーカネッテン

配合剤（消炎作用／抗浮腫作用＋
血管壁透過性抑制作用／末梢循
環促進作用／抗凝血作用／組織
修復促進作用）

ブロメライン／トコ
フェロール酢酸エス
テル

内－１ 錠剤 １日３～４回 ヘモナーゼ

配合剤（血管拡張と血流量増大作
用／抗炎症作用＋血管壁脆弱性
改善作用）

メリロートエキス／
ルチン

内－１ 錠剤 １日３～４回 エスベリベン錠

2 痔疾用剤 内痔核 上痔静脈圧迫閉塞作用／止血作
用／痔核の硬化萎縮作用

フェノール 注－１ 注射薬 １回５ｍＬを
粘膜下に注
射

パオスクレー

配合剤（炎症惹起作用／組織硬化
作用／血流量減少作用）

配合剤 硫酸アルミニウムカ
リウム／タンニン酸

注－１ 注射薬 1つの主痔核
あたり2％溶
液として9～
13mL

ジオン注生食液付、
同無痛化剤付

3 痔疾用剤 痔核・裂肛の症状の緩解 殺菌作用／局所の創傷治癒促進
作用

大腸菌死菌 外－１ 軟膏剤 １日１～３回
塗布又は注
入

ポステリザン軟膏

配合剤（鎮痛作用＋粘膜保護作
用）

配合剤 リドカイン／アミノ安
息香酸エチル／次
没食子酸ビスマス

外－６ 坐剤 １日１個、１
日１～３回肛
門内に挿入

ヘルミチンＳ坐剤

配合剤（局所感染防御作用／肉芽
形成促進作用＋抗炎症作用）

配合剤 大腸菌死菌／ヒドロ
コルチゾン

外－１ 軟膏剤 １日１～３回
塗布又は注
入

強力ポステリザン
（軟膏）

外－６ 坐剤 １日１～３回
肛門内に挿
入

ポステリザンＦ坐薬

配合剤（抗炎症作用＋殺菌作用＋
鎮痛作用＋収斂、止血作用）

配合剤 ヒドロコルチゾン／
硫酸フラジオマイシ
ン／塩酸ジブカイン
／エスクロシド

外－１ 軟膏剤 １日１～３回
塗布又は注
入

プロクトセディル軟
膏

外－６ 坐剤 １日１～３
回、１回１個
肛門内に挿
入

プロクトセディル坐
薬

配合剤（抗炎症作用＋鎮痛作用） 配合剤 ジフルコルトロン吉
草酸エステル／リド
カイン

外－１ 軟膏剤 １日２回肛門
内に注入

ネリプロクト軟膏

外－６ 坐剤 １日２回肛門
内に挿入

ネリプロクト坐剤

配合剤（抗うっ血作用／血栓形成
抑制作用／門脈血流量低下状態
改善作用／浮腫抑制作用／血管
透過性亢進抑制作用／創傷治癒
促進作用＋末梢性鎮痛作用）

配合剤 トリベノシド／リドカ
イン

外－１ 軟膏剤 １日２回 ボラザＧ軟膏
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外－６ 坐剤 １日２回朝夕
塗布又は注
入

ボラザＧ坐剤

肛門疾患における鎮痛・鎮
痙，肛門のびらん・炎症

配合剤（鎮けい作用／鎮痛作用＋
局所収斂作用／止血作用）

配合剤 ロートエキス／タン
ニン酸

外－６ 坐剤 １日１～３回
肛門内に挿
入

ロートエキス・タンニ
ン坐剤「サトウ」
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２５９　その他の泌尿器生殖器官用薬　
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 切迫早産、切迫流産 子宮収縮抑制作用 子宮筋β ２受容体刺激作用
／オキシトシン誘発作用

リトドリン塩酸塩 内-1 錠剤 １日３回 ウテメリン錠

2 その他の泌尿
生殖器官用薬

切迫早産、切迫流産 子宮収縮抑制作用 子宮筋β ２受容体刺激作用
／オキシトシン誘発作用

リトドリン塩酸塩 注-1 注射薬 50mg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、毎
分50μ ｇから点滴静
注開始

ウテメリン注

Ｃａ２＋の細胞外流出促進作
用

硫酸マグネシウム・
ブドウ糖

注-1 注射薬 初回量として4gを20
分以上かけて静注
後、毎時1gより持続
静脈内投与

マグセント注
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内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

3 外皮用殺菌用
剤

皮膚等の消毒 主として一般細菌/真菌/ｳｲﾙ
ｽに作用するもの

主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞ
ﾗﾑ陰性菌(G-))/結核菌/真菌
/ｳｲﾙｽに作用

塩素系 次亜塩素酸ナトリウ
ム

外－１ 液剤 ヤクラックスＤ

ヨウ素系 ヨウ素 外－１ 液剤 ﾌﾟﾚﾎﾟﾀﾞｲﾝ
ポビドンヨード 外－１ 液剤 ｲｿｼﾞﾝ

軟膏剤
ｸﾘｰﾑ剤
ゼリー

ヨードホルム 外－１ 末剤 ヨードホルム
ヨードチンキ 外－１ 液剤 ヨードチンキ

希ヨードチンキ
アルコール系 イソプロパノール 外－１ 液剤 消毒用ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾙ

ｺｰﾙ
エタノール 外－１ 液剤 エタノール

無水ｴﾀﾉｰﾙ
消毒用ｴﾀﾉｰﾙ

配合剤 イソプロパノール/メ
タノール変性アル

外－１ 液剤 東豊消アル

細胞質ｱﾐﾉ基のｱﾙｷﾙ化作用 アルデヒド系 ホルマリン 外－１ 液剤 ﾎﾙﾏﾘﾝ
主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞ
ﾗﾑ陰性菌(G-))/結核菌/真菌
に作用

フェノール系 レゾルシン 外－１ 末剤 ﾚｿﾞﾙｼﾝ

クレゾール石ケン 外－１ 液剤 ｸﾚｿﾞｰﾙ石ｹﾝ液
フェノール 外－１ 液剤 フェノール

ﾌｪﾉｰﾙ水

液状ﾌｪﾉｰﾙ
消毒用ﾌｪﾉｰﾙ
消毒用ﾌｪﾉｰﾙ水

主として一般細菌に作用する
もの

主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞ
ﾗﾑ陰性菌(G-))に作用

第四級アンモニウ
ム塩系

ベンザルコニウム塩
化物

外－１ 液剤 ｻﾞﾙｺﾆﾝ/ｵｽﾊﾞﾝ

濃塩化ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ
液50

ベンゼトニウム塩化
物

外－１ 液剤 ﾍﾞｾﾞﾄﾝ液/ﾊｲｱﾐﾝ液

両面界面活性剤系 アルキルジアミノエチ
ルグリシン塩酸塩

外－１ 液剤 ｻﾃﾆｼﾞﾝ

アルキルポリアミノエ
チルグリシン塩酸塩

外－１ 液剤 ｵﾊﾞﾉｰﾙ

(比較的低濃度)細胞膜障害
作用。(比較的高濃度)蛋白/
核酸の沈着作用

ビグアナイド系 クロルヘキシジング
ルコン酸塩

外－１ 液剤 ﾍｷｻﾞｯｸ/ﾋﾋﾞﾃﾝ

細胞呼吸酵素阻害作用 アクリノール 外－１ 末剤 アクリノール
液剤

過酸化物系 過マンガン酸カリウ
ム

外－１ 末剤 過マンガン酸カリウ
ム

オキシドール 外－１ 液剤 オキシドール

水銀系 マーキュロクロム 外－１ 末剤 ﾏｰｷｭﾛｸﾛﾑ
液剤

クレオソート 外－１ 末剤 クレオソート
ﾖｰﾄﾞﾁﾝｷ塗布皮膚面のヨウ素の脱
色

配合剤 配合剤 チオ硫酸ナトリウム/
エタノール

外－１ 液剤 ﾊｲﾎﾟｴﾀﾉｰﾙ

２６１　外皮用殺菌消毒剤
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内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

3 化膿性疾患用
剤

膿皮症等／外傷等による二
次感染

主として一般細菌に作用す
るもの

主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))に
作用

蛋白合成阻害作用 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系 エリスロマイシン 外－１ 軟膏剤 ｴﾘｽﾛｼﾝ/ｱｲﾛﾀｲｼﾝ

フシジン酸ナトリウム 外－１ 軟膏剤 ﾌｼｼﾞﾝﾚｵ軟膏

ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系 フラジオマイシン硫酸塩 外－５ 貼付剤 ｿﾌﾗﾁｭｰﾙ貼付剤

配合剤（主として一般細菌に
作用するもの）

蛋白合成阻害作用＋創傷清
浄化（壊死組織融解）/肉芽
組織新生促進作用

配合剤 ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩/ﾄﾘﾌﾟｼﾝ 外－１ 散剤 ﾌﾗﾝｾﾁﾝ･T

主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞ
ﾗﾑ陰性菌(G(-))に作用

葉酸合成阻害作用 サルファ剤 スルファジアジン 外－１ 軟膏剤 ﾃﾗｼﾞｱ

蛋白合成阻害作用 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系 テトラサイクリン塩酸塩 外－１ 軟膏剤 ｱｸﾛﾏｲｼﾝ

ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ系 クロラムフェニコール 外－１ 軟膏剤 ｸﾛﾛﾏｲｾﾁﾝ

液剤

ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系 ゲンタマイシン硫酸塩 外－１ 軟膏剤 ｹﾞﾝﾀｼﾝ

ｸﾘｰﾑ剤

配合剤（主として一般細菌に
作用するもの）

蛋白合成阻害作用＋抗炎症
作用

配合剤 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ/ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ
硫酸塩/ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ

外－１ 軟膏剤 ｸﾛﾏｲ-P

細胞壁合成阻害＋蛋白合成
阻害

配合剤 ﾊﾞｼﾄﾗｼﾝ/ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸
塩

外－１ 軟膏剤 ﾊﾞﾗﾏｲｼﾝ

ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝＢ硫酸塩/ｵｷｼﾃﾄﾗ
ｻｲｸﾘﾝ塩酸塩

外－１ 軟膏剤 ﾃﾗﾏｲｼﾝ

外傷等による二次感染 主として一般細菌に作用す
るもの

主としてｸﾞﾗﾑ陰性菌(G(-))に
作用

細胞膜機能障害作用 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系 ポリミキシンＢ硫酸塩 外－１ 末剤 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝＢ

熱傷、皮膚潰瘍等による創
面感染

主として一般細菌/真菌に作
用するもの

主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞ
ﾗﾑ陰性菌(G(-))/真菌に作用

葉酸合成阻害作用＋細胞膜
/細胞壁障害作用

サルファ剤 スルファジアジン銀 外－１ ｸﾘｰﾑ剤 ｹﾞｰﾍﾞﾝ

ざ瘡 主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))に
作用

核酸(DNA)合成阻害作用 ﾆｭｰｷﾉﾛﾝ系 ナジフロキサシン 外－１ 軟膏剤
ｸﾘｰﾑ剤

ｱｸｱﾁﾑ軟膏
ｱｸｱﾁﾑｸﾘｰﾑ

液剤 ｱｸｱﾁﾑﾛｰｼｮﾝ

蛋白合成阻害作用 ﾘﾝｺﾏｲｼﾝ系 クリンダマイシンリン酸エス
テル

外－１ 軟膏剤

ざ瘡／酒さ 配合剤（皮膚軟化/殺菌作用
＋鎮痛/消炎作用）

 角質-SH基縮合作用 配合剤 イオウ＋カンフル 外－１ 液剤 イオウ・カンフルロー
ション

２６３　化膿性疾患用剤

91



内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

3 鎮痛、鎮痒、収
斂、消炎剤

湿疹，皮膚炎群等 抗炎症/鎮痛/鎮痒作用 ステロイド受容体と結合 （strongest） ステロイド クロベタゾールプロピオン酸エステル 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 デルモベート

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

液剤 １日１～数回 デルモベート

ジフロラゾン酢酸エステル 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 ジフラール

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

（very strong） ステロイド ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 リンデロン－ＤＰ

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

液剤

ジフルプレドナート 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 マイザー

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

液剤

ジフルコルトロン吉草酸エステル 外－１ 軟膏剤 １日１～３回 ネリゾナ/ユニバー
サル

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

液剤

フルオシノニド 外－１ 軟膏剤 １日１～３回 トプシム

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

液剤

外－２ 噴霧剤

アムシノニド 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 ビスダーム

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

ヒドロコルチゾン酪酸エステルプロピオン酸
エステル

外－１ 軟膏剤 １日１～数回 パンデル

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

液剤

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス
テル

外－１ 軟膏剤 １日１～数回 アンテベート

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

モメタゾンフランカルボン酸エステル 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 フルメタ

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

液剤

デキサメタゾンプロピオン酸エステル 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 メサデルム

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

液剤

ハルシノニド 外－１ 軟膏剤 １日１～３回 アドコルチン

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

（strong） ステロイド ベタメタゾン吉草酸エステル 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 リンデロン－Ｖ/ベト
ネベート

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

液剤

外－５ 貼付剤 １日１回 トクダーム

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 外－１ 軟膏剤 １日数回 プロパデルム

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

デキサメタゾン吉草酸エステル 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 ボアラ/ザルックス

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 リドメックス

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

液剤

フルオシノロンアセトニド 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 フルコート

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

液剤

外－２ 噴霧剤

外－５ 貼付剤 １２か２４時
間ごと貼りか

フルベアン

デプロドンプロピオン酸エステル 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 エクラー

２６４　鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
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外－１ ｸﾘｰﾑ剤

液剤

外－５ 貼付剤 １２か２４時
間ごと貼りか

（medium） ステロイド トリアムシノロンアセトニド 外－１ 軟膏剤 １日２～３回 ケナコルト－Ａ

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

フルメタゾンピバル酸エステル 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 ロコルテン

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

ヒドロコルチゾン酪酸エステル 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 ロコイド

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

クロベタゾン酪酸エステル 外－１
外－１
外－１

軟膏剤
ｸﾘｰﾑ剤
液剤

１日１～数回 キンダベート

アルクロメタゾンプロピオン酸エステル 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 アルメタ

（weak） ステロイド デキサメタゾン 外－１
外－１
外－１

軟膏剤
ｸﾘｰﾑ剤
液剤

１日２～３回

プレドニゾロン 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 プレドニゾロン

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

フルドロキシコルチド 外－５ 貼付剤 １２か２４時
間ごと貼りか

ドレニゾン

配合剤（抗炎症/鎮痛/鎮痒作
用）

（weak） 配合剤 デキサメタゾン/脱脂大豆乾留タール 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 グリメサゾン

鎮痒作用 温覚刺激作用 クロタミトン 外－１
外－１

ｸﾘｰﾑ剤 １日数回 オイラックス

配合剤（鎮痒作用） 温覚刺激作用＋ステロイド受容
体と結合

配合剤 クロタミトン/ヒドロコルチゾン 外－１ ｸﾘｰﾑ剤 １日１～数回 オイラックスＨ

抗炎症/鎮痛作用 プロスタグランジン生合成阻害
作用等

プロピオン酸系 イブプロフェンピコノール 外－１ 軟膏剤 １日数回。帯
状疱疹：１日
１～２回。

スタデルム

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

スプロフェン 外－１ 軟膏剤 １日数回。帯
状疱疹：１日
１～２回。

トパルジック

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

アントラニル酸系 ウフェナマート 外－１ 軟膏剤 １日数回 コンベック

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

非ステロイド ブフェキサマク 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 アンダーム

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

グリチルレチン酸 外－１ ｸﾘｰﾑ剤 １日数回 デルマクリン

抗炎症作用 抗ヒスタミン作用 ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ系 ジフェンヒドラミン 外－１ ｸﾘｰﾑ剤 １日数回 レスタミン

ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩 外－１ 軟膏剤 １日数回 ベナパスタ

配合剤（抗炎症作用） 抗ヒスタミン作用＋血管透過性
亢進抑制作用

配合剤 ジフェンヒドラミン/脱脂大豆乾留タール 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 グリパスＣ

配合剤（防腐/消毒/鎮痒作用
＋収斂/保護作用）

配合剤 フェノール/亜鉛華リニメント 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 カチリ

湿疹、皮膚炎群等（湿潤を伴う
又は二次感染併発）

局所感染防御/肉芽形成促進/
抗炎症作用

混合死菌製剤 外－１ 軟膏剤 エキザルベ

配合剤（抗炎症/鎮痛/鎮痒作
用＋抗菌作用）

ステロイド受容体と結合＋蛋白
合成阻害作用

（strong） 配合剤 フルオシノロンアセトニド/フラジオマイシン 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 フルコートＦ

ベタメタゾン吉草酸エステル/フラジオマイシ
ン

外－１ 軟膏剤 １日１～数回 ベトネベートＮ

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 リンデロン－ＶＧ

液剤

（medium） 配合剤 ヒドロコルチゾン酢酸エステル/テトラサイク
リン塩酸塩

外－１ 軟膏剤 １日１～数回 テトラ・コーチゾン

ヒドロコルチゾン酢酸塩/ジフェンヒドラミン/
フラジオマイシン

外－１ 軟膏剤 １日１～数回 強力レスタミンコーチ
ゾン

ヒドロコルチゾン/オキシテトラサイクリン塩
酸塩

外－１ 軟膏剤 １日１～数回 テラ・コートリル

プレドニゾロン/フラジオマイシン硫酸塩 外－２ 噴霧剤 １日１～数回 エアゾリンＤ１
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アトピー性皮膚炎 免疫抑制作用 サイトカイン産生抑制/肥満細
胞・好酸球脱顆粒抑制/ｌ抗原
提示能抑制作用

タクロリムス水和物 外－１ 軟膏剤 １日１～２回 プロトピック

角化性皮膚疾患 保護作用 ムコ多糖類新陳代謝亢進作用 ビタミンＡ油 外－１ 軟膏剤 １日２～３回 ザーネ

配合剤（保護作用＋皮膚血行
促進作用）

ムコ多糖類新陳代謝亢進＋微
少循環系賦活作用

配合剤 ビタミンＡ/トコフェロール 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 ユベラ

表皮細胞増殖抑制/分化誘導
作用

1,25-(OH)2D3受容体結合 活性型ＶＤ３ タカルシトール 外－１ 軟膏剤 １日１～２回 ボンアルファ

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

液剤

カルシポトリオール 外－１ 軟膏剤 １日２回 ドボネックス

マキサカルシトール 外－１
外－１

軟膏剤
液剤剤

１日２回 オキサロール

皮膚刺激 局所刺激作用 生薬 カンタリスチンキ 外－１ 液剤 少量（希釈）
塗布

カンタリス

トウガラシチンキ 外－１ 液剤 １日１～数回 トウガラシチンキ

湿疹、皮膚炎等の消炎・収斂等 収斂作用 カラミン 外－１ 液剤 １日１～数回 カラミン

収斂/消炎/保護/防腐作用 無機塩類 酸化亜鉛 外－１ 末剤 １日１～数回 酸化亜鉛

硫酸亜鉛 外－１ 末剤 硫酸亜鉛

塩化亜鉛 外－１ 末剤 塩化亜鉛

硫酸アルミニウムカリウム 外－１ 末剤 希釈塗布 ミョウバン

配合剤（収斂/消炎/保護/防腐
作用）

配合剤 酸化亜鉛/豚脂 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 ウイルソン

亜鉛華 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 サトウザルベ

外－５ 貼付剤 ボチシート

アクリノール/チンク油 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 アクリノール・チンク
油亜鉛華デンプン 外－１ 末剤 １日１～数回 亜鉛華デンプン

皮膚・粘膜の炎症の消炎・収斂 収斂作用 タンニン酸 外－１ 末剤 タンニン酸

過酸化物系 過マンガン酸カリウム 外－１ 末剤 過マンガン酸カリウ
ム局所刺激作用 アンモニア水 外－１ 液剤 希釈塗布 アンモニア水

筋肉痛等の鎮痛、消炎 抗炎症/鎮痛作用 プロスタグランジン生合成阻害
作用等

アリール酢酸系 インドメタシン 外－１ 軟膏剤 １日数回 インテバン

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

外－１ 液剤

外－５ 貼付剤 １日２回 カトレップ

プロピオン酸系 ケトプロフェン 外－１ ｸﾘｰﾑ剤 １日数回 セクター
エパテック

外－１ 液剤

外－１ ゲル

外－５ 貼付剤 １日１回､２回 モーラス

フルルビプロフェン 外－５ 貼付剤 １日２回 アドフィード

ロキソプロフェンナトリウム水和物 外ー１
外－５

ゲル
貼付剤

１日数回
１日１回

ロキソニン

オキシカム系 ピロキシカム 外－１ 軟膏剤 １日数回 フェルデン

アリール酢酸系 ジクロフェナクナトリウム 外－１
外－１
外－１
外－５

ゲル
ｸﾘｰﾑ剤
液剤
貼付剤

１日数回
１日１回

ナボール

フェルビナク 外－１ 軟膏剤 １日数回 ナパゲルン

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

外－１ 液剤

外－５ 貼付剤 １日２回 セルタッチ

サリチル酸メチル 外－１ 液剤 局所塗布 サリチル酸メチル

配合剤（抗炎症/鎮痛作用） 配合剤 サリチル酸メチル/グリチルレチン 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 スチックゼノールＡ

サリチル酸メチル/ジフェンヒドラミン 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 サリメチックＳ

外－２ 噴霧剤 エアーサロンパス

サリチル酸メチル/メントール 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 メンタームＱ
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サリチル酸メチル/カンフル/ハッカ油/ユー
カリ油

外－１ 軟膏剤 １日１～数回 ローテル

サリチル酸メチル/メントール/カンフル/ジ
フェンヒドラミン等

外－５ 貼付剤 １日１～２回 ＭＳ冷シップ

サリチル酸グリコール/メントール 外－５ 貼付剤 １日１～２回 ＧＳプラスターＣ

サリチル酸メチル/メントール/カンフル/チ
モール/トウガラシエキス/ジフェンヒドラミン

外－５ 貼付剤 １日１～２回 ＭＳ温シップ

サリチル酸メチル/メントール/カンフル/ジ
フェンヒドラミン/ハッカ油/ノニル酸ワニリル

外－５ 貼付剤 １日１～２回 ハリホット

サリチル酸グリコール/ノニル酸ワニリルアミ
ド/カンフル等

外－５ 貼付剤 １日１～２回 ＧＳプラスターＨ

抗炎症/鎮痛作用 局所血管拡張作用 カンフル 外－１ 液剤 塗布又は塗
擦

カンフル精

ｄ－カンフル 外－１ 末剤 塗布又は塗
擦

ｄ－カンフル

ｄｌ－カンフル 外－１ 末剤 塗布又は塗
擦

ｄｌ－カンフル

外傷後の腫脹・筋肉痛等 抗炎症/鎮痛/血流量増加作用
等

ヘパリン類似物質 外－１ ゲル １日１～数回 ヒルドイド

外－１ 軟膏剤

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

外－１ 液剤

配合剤（抗炎症/鎮痛/血流量
増加作用等）

配合剤 ヘパリン類似物質/サリチル酸/副腎エキス 外－１ 軟膏剤 １日１～数回 モビラート/ゼスタッ
ク

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

液剤

ゲル

外傷等の鎮痛 局所麻酔作用 アミノ安息香酸エチル 外－１ 軟膏剤 適宜 アミノ安息香酸エチ
ル表皮に欠損のない打撲 局所血管収縮/局所保護作用 酢酸鉛 外－１ 末剤 湿布 酢酸鉛
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内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

3 感染性皮膚疾
患用剤

白癬，カンジダ症 皮膚糸状菌、カンジダ、
真菌に抗菌作用

細胞膜合成阻害作用 ｽｸｱﾚﾝｴﾎﾟｷｼﾀﾞｰｾﾞ選択
阻害作用

アリルアミン系 テルビナフィン塩酸塩 外－１ ｸﾘｰﾑ剤 １日１回 ラミシール

外－１ 液剤

エルゴステロール合成
阻害作用

イミダゾール系 クロトリマゾール 外－１ 軟膏剤 １日２～３回 タオンゲル/エンペシ
ド

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

外－１ 液剤

オキシコナゾール硝酸
塩

外－１ ｸﾘｰﾑ剤 １日２～３回 デリマイン

外－１ 液剤

ビホナゾール 外－１ ｸﾘｰﾑ剤 １日１回 マイコスポール

外－１ 液剤

ケトコナゾール 外－１
外－１
外－２

ｸﾘｰﾑ剤
液剤
噴霧剤

１日１回 ニゾラール

ラノコナゾール 外－１ 軟膏剤 １日１回 アスタット

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

外－１ 液剤

ネチコナゾール塩酸塩 外－１ 軟膏剤 １日１回 アトラント

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

外－１ 液剤

エコナゾール硝酸塩 外－１ ｸﾘｰﾑ剤 １日２～３回 パラベール

外－１ 液剤

ミコナゾール硝酸塩 外－１ ｸﾘｰﾑ剤 １日２～３回 フロリードＤ

イソコナゾール硝酸塩 外－１ ｸﾘｰﾑ剤 １日２～３回 アデスタン

スルコナゾール硝酸塩 外－１ ｸﾘｰﾑ剤 １日２～３回 エクセルダーム

外－１ 液剤

ルリコナゾール 外－１ ｸﾘｰﾑ剤 １日１回 ルリコン

外－１ 液剤

モルホリン系 アモロルフィン塩酸塩 外－１ ｸﾘｰﾑ剤 １日１回 ペキロン

皮膚糸状菌、カンジダに
抗菌作用

核酸（DNA)合成阻害作
用

ピリミジン系 シクロピロクスオラミン 外－１ ｸﾘｰﾑ剤 １日２～３回 バトラフェン

外－１ 液剤

白癬、疥癬 抗菌作用 モクタール 外－１ 末剤 １日１～数回 モクタール

抗菌作用/角質軟化作
用

 角質-SH基縮合作用 イオウ 外－１ 末剤 １日１～２回 イオウ

白癬 皮膚糸状菌に抗菌作用 細胞膜合成阻害作用 ｽｸｱﾚﾝｴﾎﾟｷｼﾀﾞｰｾﾞ選択
阻害作用

ベンジルアミン系 ブテナフィン塩酸塩 外－１
外－１

ｸﾘｰﾑ剤
液剤

１日１回 メンタックス

外ー２ 噴霧剤

チオカルバメート リラナフタート 外－１
外－１

ｸﾘｰﾑ剤
液剤

１日１回 ゼフナート

トルナフタート 外－１ 軟膏剤 １日２～３回 ハイアラージン

外－１ 液剤

単純疱疹／帯状疱疹 ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ 核酸(DNA)合成阻害作
用

ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 外－１
外－１

軟膏剤
ｸﾘｰﾑ剤

１日数回 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ

ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ 外－１ 軟膏剤 １日１～４回 ｱﾗｾﾅ-A

外－１ ｸﾘｰﾑ剤

ウイルスに作
用するもの

尖圭ｺﾝｼﾞﾛｰﾏ 免疫賦活作用 ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ等産生促進
作用/細胞性免疫応答
賦活化作用

ｲﾐｷﾓﾄﾞ 外－１ ｸﾘｰﾑ剤 １日１回週３
回

ﾍﾞｾﾙﾅｸﾘｰﾑ

２６５　感染性皮膚疾患用剤
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内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

3 皮膚軟化剤 角化症等 角質水分保持量増加作用/
角質溶解作用

尿素 尿素 外－１ 軟膏剤 １日２～３回 ケラチナミン

ｸﾘｰﾑ剤

液剤

末剤

角質溶解作用/防腐作用 細胞膨潤軟化作用 有機酸 サリチル酸 外－１ 末剤 １日１～２回 サリチル酸

軟膏剤

外－５ 貼付剤 ２～５日ごと スピール膏Ｍ

脂漏等の角質溶解 蛋白凝固/角質溶解作用 レゾルシン 外－１ 末剤 １日１～２回 レゾルシン

手足のき裂性・落屑性皮膚
炎

配合剤（皮膚乾燥防止作用
＋皮膚腐食/軟化作用）

配合剤 グリセリン＋水酸化
カリウム

外－１ 液剤 １日１～数回 グリセリンカリ液

２６６　皮膚軟化剤（腐しょく剤を含む。）
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内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

2 毛髪用剤 円形脱毛症 局所血管拡張作用 アセチルコリン塩化物 注－１ 注射薬 １回0.1g数カ
所に週１回皮
内注

オビソート注

3 毛髪用剤 円形脱毛症における脱毛防
止・発毛促進

局所血管拡張・発毛促進作
用

副交感神経刺激作用 カルプロニウム塩化物 外－１ 液剤 １日２～３回
適量塗布

フロジン液

発毛促進 局所刺激作用 生薬 カンタリスチンキ 外－１ 液剤 少量（希釈）
塗布

カンタリス

トウガラシチンキ 外－１ 液剤 １日１～数回 トウガラシチンキ

２６７　毛髪用剤
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内注
外区
分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

2 皮膚潰瘍用剤 熱傷 創傷治癒促進効果 細網内皮系機能亢進作用 プラトニン 注－１ 注射剤 プラトニン

3 皮膚潰瘍用剤 皮膚潰瘍 損傷皮膚組織修復作用/収
斂作用

アルミニウムクロロヒドロ
キシアラントイネート

外－１ 軟膏剤 イサロパン

散剤

創傷治癒促進作用 血管新生作用等 トレチノイントコフェリル 外－１ 軟膏剤 １日１～２回 オルセノン

サイクリックAMP誘導体増加
作用

サイクリックＡＭＰ誘導体 ブクラデシンナトリウム 外－１ 軟膏剤 １日１～２回 アクトシン

血小板凝集能抑制作用 プロスタグランジンＥ１誘
導体

アルプロスタジルアル
ファデクス

外－１ 軟膏剤 １日２回 プロスタンディン

ＦＧＦ受容体特異的結合作用 線維芽細胞成長因子 トラフェルミン（遺伝子組
換え）

外－２ 噴霧剤 １日１回 フィブラストスプレー

組織呼吸促進作用 幼牛血液抽出物 外－１ 軟膏剤 １日１～２回

配合剤（創傷治癒促進作用） 殺菌作用＋創面清浄化作用 配合剤 ヨウ素 外－１ 散剤 １日１回（２
回）

カデックス

浮腫改善/線維芽細胞活性
化作用＋殺菌作用

配合剤 精製白糖/ポビドンヨード 外－１ 軟膏剤 １日１～２回 ユーパスタ/イワデク
ト

散剤

抗炎症作用/組織修復作用 膿粘液分解作用/出血抑制
作用

リゾチーム塩酸塩 外－１ 軟膏剤 リフラップ軟膏

ピスタロン軟膏
外－５ 貼付剤 リフラップシート

抗壊死/抗浮腫/蛋白産生阻
止/表皮形成促進作用

ベンダザック 外－１ 軟膏剤 １日数回 ジルダザック

クリーム
熱傷 硬組織形成誘導作用 水酸化カルシウム 外－１ 液剤 石灰水

熱傷等の壊死組織除去等 壊死組織除去作用 ブロメライン 外－１ 軟膏剤 ブロメライン軟膏

２６４・２６９・３９５・４１２　皮膚潰瘍用剤
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内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 その他の外皮
用剤

乾癬 表皮細胞増殖抑制/分化誘
導作用

ﾃﾄﾗｴﾝ誘導体 エトレチナート 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日１～３回 チガソン

白斑 光感受性増強作用 メトキサレン 内－１ 錠剤 １日20mg２時間
後日光浴等

ｵｸｿﾗﾚﾝ

3 その他の外皮
用剤

白斑 光感受性増強作用 メトキサレン 外－１ 軟膏剤 塗布し，１～２
時間後日光浴

オクソラレン

液剤

尋常性ざ瘡 毛皮上皮細胞異常角化抑制
作用

アダパレン 外－１ ゲル剤 １日１回塗布 ディフェリンゲル

２６９　その他の外皮用剤
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内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

2 歯科用局所麻
酔剤

歯科領域における浸潤麻酔・
伝達麻酔

局所麻酔作用 神経遮断作用 活動電位伝導抑制作用 アニリド系 メピバカイン塩酸塩 注－１ 注射薬

ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩／ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ酒石酸水
素塩

注－１ 注射薬 オーラ

ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩／ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ 注－１ 注射薬 キシレステシンＡ
ﾌﾟﾛﾋﾟﾄｶｲﾝ塩酸塩／酒石酸水素ｴﾋﾟ
ﾈﾌﾘﾝ

注－１ 注射薬 歯科用シタネスト

ﾌﾟﾛﾋﾟﾄｶｲﾝ塩酸塩／ﾌｪﾘﾌﾟﾚｼﾝ 注－１ 注射薬 歯科用ｼﾀﾈｽﾄ-ｵｸﾀ
ﾌﾟﾚｼﾝ

3 歯科用局所麻
酔剤

歯科領域における表面麻酔 局所麻酔作用 神経遮断作用 活動電位伝導抑制作用 エステル型 ｱﾐﾉ安息香酸ｴﾁﾙ 外－１ ｾﾞﾘｰ ﾋﾞｰｿﾞｶｲﾝ

液剤 ﾊﾘｹｲﾝ
ﾃﾄﾗｶｲﾝ塩酸塩 外－５ 貼付剤 ｺｰﾊﾟﾛﾝ

配合剤（局所麻酔作用） 配合剤 ｱﾐﾉ安息香酸ｴﾁﾙ／ﾊﾟﾗﾌﾞﾁﾙｱﾐﾉ安
息香酸ｼﾞｴﾁﾙｱﾐﾉｴﾁﾙ塩酸塩

外－１ ﾊﾟｽﾀ剤 ﾈｵｻﾞﾛｶｲﾝﾊﾟｽﾀ

ｱﾐﾉ安息香酸ｴﾁﾙ／ｼﾞﾌﾞｶｲﾝ塩酸塩 外－１ 軟膏剤 ﾌﾟﾛﾈｽﾊﾟｽﾀｱﾛﾏ
歯科用殺菌剤 慢性辺縁性歯周炎 主として一般細菌に作用 主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞ

ﾗﾑ陰性菌(G(-))に作用
蛋白合成阻害作用 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系 ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩 外－１ 軟膏剤 ﾍﾟﾘｵｸﾘﾝ

急性歯肉炎 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ塩酸塩 外－１ ﾊﾟｽﾀ剤 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝCMCﾍﾟｲｽ
ﾄ

抜歯創等の感染予防 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ塩酸塩 外－８ 錠剤 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝｺｰﾝ

ｵｷｼﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ塩酸塩 外－８ 錠剤 ｵｷｼﾃﾄﾗｺｰﾝ

ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系 ﾌﾗｼﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩 外－８ 散（嗽含
剤）

ﾃﾞﾝﾀｰｸﾞﾙF
主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞ
ﾗﾑ陰性菌(G(-))/真菌

ﾍﾞﾝｾﾞﾄﾆｳﾑ塩化物 外－８ 嗽含剤 ﾈｵｽﾃﾘﾝｸﾞﾘｰﾝ

配合剤（殺菌作用+抗炎症作
用）

細網内皮系機能抑制作用+
蛋白合成阻害作用

配合剤 ｴﾋﾟｼﾞﾋﾄﾞﾛｺﾚｽﾃﾘﾝ／ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ塩酸
塩

外－１ 軟膏剤 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ･ﾌﾟﾚｽﾃﾛﾝ
歯科用軟膏

その他の歯科
口腔用薬

辺縁性歯周炎 抗炎症作用 細網内皮系機能抑制作用 副腎皮質ﾎﾙﾓﾝ前
駆物質

ｴﾋﾟｼﾞﾋﾄﾞﾛｺﾚｽﾃﾘﾝ 外－１ 軟膏剤 ﾌﾟﾚｽﾃﾛﾝ

配合剤（抗炎症作用+抗菌作
用+鎮痛作用）

配合剤 ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ／ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ 外－１ 軟膏剤 ﾋﾉﾎﾟﾛﾝ

(ｷｯﾄ) ﾋﾉﾎﾟﾛﾝｷｯﾄ
配合剤（殺菌作用＋抗炎症
作用）

細胞破壊作用＋抗ﾋｽﾀﾐﾝ作
用

配合剤 クロルヘキシジン塩酸塩/ジフェンヒ
ドラミン

外－１ 軟膏剤 デスパコーワ

口内炎 主として一般細菌に作用 主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞ
ﾗﾑ陰性菌(G(-))に作用

蛋白合成阻害作用 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系 テトラサイクリン塩酸塩 外－８ ﾄﾛｰﾁ剤 アクロマイシン

抗炎症/鎮痛作用 ｽﾃﾛｲﾄﾞ受容体と結合 ステロイド トリアムシノロンアセトニド 外－１ 軟膏剤 口腔用ケナログ
外－５ 貼付剤 アフタッチ

デキサメタゾン 外－１ 軟膏剤 ﾃﾞｷｻﾙﾁﾝ/ｱﾌﾀｿﾞﾛﾝ
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 外－２ 噴霧剤 サルコート

咽頭炎，扁桃炎／口内炎 抗炎症/創傷治癒促進/抗ｱﾚ
ﾙｷﾞｰ作用

アズレンスルホン酸ナトリウム 外－８ ﾄﾛｰﾁ剤 アズノールＳＴ

主として一般細菌/真菌に作
用

主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/
真菌に作用

セチルピリジニウム塩化物 外－８ ﾄﾛｰﾁ剤 スプロールトローチ

デカリニウム塩化物 外－８ ﾄﾛｰﾁ剤 ＳＰトローチ
主として一般細菌に作用 主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞ

ﾗﾑ陰性菌(G(-))に作用
脂肪可溶化/蛋白変性作用 陽イオン界面活性

剤
ドミフェン臭化物 外－８ ﾄﾛｰﾁ剤 オラドール

有機成分（酵素蛋白）酸化分
解作用

複方ヨード・グリセリン 外－１ 液剤 複方ヨード・グリセリ
ン

口腔乾燥症 唾液成分の補充 リン酸一水素カリウム/無機塩類 外－２ 噴霧剤 サリベート
歯周疾患の外科的手術後の
創面包帯

配合剤（創面保護作用+抗菌
作用）

配合剤 酸化亜鉛／ｻﾘﾁﾙ酸 外－１ 軟膏剤 ｾﾛﾊﾟｯｸ

配合剤（創面保護作用+鎮痛
作用）

配合剤 酸化亜鉛／ﾕｰｼﾞﾉｰﾙ(2) 外－１ 軟膏剤 ﾈｵﾀﾞｲﾝﾊﾟｯｸ

酸化亜鉛／ﾁｮｳｼﾞ油 外－１ 軟膏剤 ｻｰｼﾞｶﾙﾊﾟｯｸＮ/ﾍﾟﾘｵ
ﾄﾞﾝﾀﾙﾊﾟｯｸ

２７０－２７９　歯科用薬剤
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歯科領域における手術後の
止血

止血作用/創傷充填作用 凝血物形成促進作用 酸化ｾﾙﾛｰｽ 外－５ 貼付剤 ﾃﾞﾝﾄｾﾙ、ｻｰｼﾞｾﾙ

口腔粘膜損傷の止血 配合剤（止血作用+局所麻酔
作用）

配合剤 塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ／ｾﾁﾙﾋﾟﾘｼﾞﾆｳﾑ塩化
物

外－１ ｾﾞﾘｰ 歯科用ＴＤｾﾞｯﾄ･ｾﾞ
ﾘｰ

液剤 歯科用ＴＤｾﾞｯﾄ
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３１１－３１８　ビタミン剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 ビタミン剤 ビタミンＡ欠乏症 ビタミンＡ補充作用 網膜機能維持・上皮組織分
化誘導作用

レチノイド ビタミンＡ 内-1 錠剤 1日2,000～4,000
ﾋﾞﾀﾐﾝA単位

チョコラＡ錠

内-2 末剤 1日2,000～4,000
ﾋﾞﾀﾐﾝA単位

チョコラＡ末

レチノールパルミチン酸エステル 内-3 液剤 1日2,000～4,000
ﾋﾞﾀﾐﾝA単位 （補
給） 、１日3,000～
100,000ﾋﾞﾀﾐﾝA単
位（治療）

チョコラＡ滴

ビタミンＡ欠乏症、ビタミンＤ
欠乏症

ビタミンＡ・Ｄ補充作用 網膜機能維持・上皮組織分
化誘導／カルシウム代謝調
節作用

肝油（魚由来） 内-3 液剤（油） 1日2,000～4,000
ﾋﾞﾀﾐﾝA単位 （補
給） 、１日3,000～
100,000ﾋﾞﾀﾐﾝA単
位（治療）

肝油

ビタミンＤ代謝異常、副甲状
腺機能低下症

ビタミンＤ補充作用 カルシウム代謝調節作用 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3 カルシトリオール 内-1 錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

１日1回 ロカルトロール

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3誘

導体

アルファカルシドール 内-1 錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

1日１回 アルファロール

内-2 散剤 １日１回 アルファロール
内-3 液剤 １日１回 アルファロール

骨粗鬆症 ビタミンＤ補充作用 カルシウム代謝調節作用 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3誘
導体

エルデカルシトール 内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日１回

二次性副甲状腺機能亢進症 活性型ビタミンD3補充作用 副甲状腺ホルモン分泌抑制
作用

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD3誘

導体

ファレカルシトリオール 内ｰ1 錠剤 １日１回 ホーネル錠、フルス
タン錠

ビタミンＢ1欠乏症 ビタミンＢ1補充作用  α -ケトグルタル酸脱炭酸酵
素補酵素作用

ビタミンＢ1(ｺｶﾙﾎﾞｷ
ｼﾗｰｾﾞ前駆体)

チアミン塩酸塩 内-2 散剤
末剤

１日１～３回 塩酸チアミン散

チアミン硝酸塩 内-2 末剤 １日１～３回
ビタミンＢ1誘導体 セトチアミン塩酸塩(ｼﾞｾﾁｱﾐﾝ塩酸

塩)
内-1 錠剤 １日5～100mg ジセタミン

オクトチアミン 内-1 錠剤 １日25～100mg ノイビタ
チアミンジスルフィド 内-1 錠剤 １日１～３回 アクチビン
ビスベンチアミン 内-1 錠剤 １日5～100mg ベストン
フルスルチアミン 内-1 錠剤 １日5～100mg アリナミンＦ
ベンフォチアミン 内-1 錠剤 １日5～100mg

ビタミンＢ2欠乏症 ビタミンB2補充作用 酸化還元酵素補酵素作用 ビタミンＢ2 リボフラビン 内-2 散剤 １日１～３回 強力ビスラーゼ末
酪酸リボフラビン 内-1 錠剤 １日２～３回 ハイボン

内-2 細粒剤
顆粒剤

１日２～３回 ハイボン

ビタミンＢ2補酵素 フラビンアデニンジヌクレオチド 内-1 錠剤 １日１～３回 フラビタン
内-3 ｼﾛｯﾌﾟ剤 １日１～３回 フラビタン

ニコチン酸欠乏症 抗ペラグラ因子補充作用 NAD,NADP;脱水素酵素反応
補酵素作用

NAD,NADP前駆体 ニコチン酸 内-1 錠剤 １日25～200mg ナイクリン

内-2 散剤 １日25～200mg
ニコチン酸アミド 内-2 散剤 １日25～200mg ニコチン酸アミド散

パントテン酸欠乏症 パントテン酸補充作用 CoA;脂肪,タンパク質,炭水化
物代謝補酵素作用

CoA構成成分 パントテン酸カルシウム 内-2 散剤
末剤

１日１～３回 パンカル散

CoA前駆体 パンテチン 内-1 錠剤 １日１～３回 パントシン
内-2 散剤

細粒剤
１日１～３回 パントシン

ビタミンＢ6欠乏症 ビタミンＢ6補充作用 ｱﾐﾉ酸･ﾀﾝﾊﾟｸ質代謝補酵素 ビタミンＢ6 ピリドキシン塩酸塩 内-1 錠剤 １日10～100mg アデロキシン
内-2 散剤

末剤
１日10～100mg アデロキシン

ビタミンＢ6補酵素
型

ピリドキサールリン酸エステル 内-1 錠剤 １日１～３回 ピロミジン

ピリドキサールリン酸エステルカル
シウム

内-2 散剤 １日１～３回 アデロキザール

葉酸欠乏症 葉酸補充作用 核酸代謝補酵素作用 葉酸 内-1 錠剤 １日２～３回 フォリアミン
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内-2 散剤 １日２～３回 葉酸１０倍散
ビタミンＢ12欠乏症、巨赤芽
球性貧血、悪性貧血に伴う神
経障害

ビタミンＢ12補充作用 核酸代謝･ﾍﾑ合成補酵素作
用

ビタミンＢ12補酵素
型

コバマミド 内-1 錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

１日１～３回 ハイコバール

末梢性神経障害 神経再生促進作用 核酸代謝･ﾍﾑ合成補酵素作
用

ビタミンＢ12補酵素
型

メコバラミン 内-1 錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

１日３回 メチコバール

内-2 細粒剤 １日３回 メチコバール
ﾋﾞﾀﾐﾝＢ群、ﾀﾝﾊﾟｸ質の摂取不
良

栄養補充作用 ビタミンＢ・タンパク補給 乾燥酵母 内-2 末剤 １日３回 乾燥酵母ｴﾋﾞｵｽ

ビタミンＣ欠乏症 ビタミンＣ補充作用 還元作用 アスコルビン酸 内-2 散剤
顆粒剤
末剤

１日１～数回 ハイシー

ビタミンＥ欠乏症、末梢循環
障害、過酸化脂質の増加防
止

ビタミンＥ補充作用 抗酸化作用 トコフェロール酢酸エステル 内-1 錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

１日２～３回 ユベラ

内-2 顆粒剤 １日２～３回 ユベラ
ビタミンＫ欠乏症 止血機構賦活作用 プロトロンビン合成促進作用 ビタミンK1 フィトナジオン 内-1 錠剤

ｶﾌﾟｾﾙ剤
１日5～15mg ケーワン

内-2 散剤 １日5～15mg
ビタミンK2 メナテトレノン 内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日２回 ケイツー

メナテトレノン（小） 内-3 ｼﾛｯﾌﾟ剤 １日１回 ケイツー

ビオチン欠乏性湿疹・皮膚炎 皮膚炎改善作用 ｶﾙﾎﾞｷｼﾙ基転移反応補酵素
作用

ビオチン 内-2 散剤 １日１～３回 ビオチン散

内-3 ｼﾛｯﾌﾟ剤 １日１～３回 ビオチンドライシロッ
ビタミン欠乏症 配合剤（ビタミンＢ群補充作

用）
ﾋﾞﾀﾐﾝB1+B6 +B12作用 配合剤 ﾁｱﾐﾝ硝酸塩／ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩酸塩／ﾋ

ﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ酢酸塩
内-1 錠剤 １日１回 トリドセラン

ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ／ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩酸塩／
ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ（２）

内-1 錠剤 １日１～３回 アリチア

ﾁｱﾐﾝｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ／ﾋﾟﾘﾄﾞｷｻｰﾙﾘﾝ酸ｴｽ
ﾃﾙ／ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ（３）

内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日１～３回 O･S･T･ミックス

ﾍﾞﾝﾌｫﾁｱﾐﾝ／ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩酸塩／ｼｱ
ﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ（１）

内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日１～３回 ビタメジン

内-2 散剤 １日0.25～0.75g ビタメジン
ﾋﾞﾀﾐﾝB1+B2 +B6+B12作用 配合剤 ｵｸﾄﾁｱﾐﾝ／ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ／ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩

酸塩／ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ
内-1 錠剤 １日１～３回 ノイロビタン

ﾌﾙｽﾙﾁｱﾐﾝ塩酸塩／ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ／ﾋﾟﾘ
ﾄﾞｷｻｰﾙﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ／ﾋﾄﾞﾛｷｿｺﾊﾞﾗﾐﾝ
酢酸塩（１）

内-1 錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

１日１～３回 ビタノイリン

ﾋﾞﾀﾐﾝB2 +B6作用 配合剤 リボフラビン／ピリドキシン塩酸塩 内-1 錠剤 １日１～３回 強力ビフロキシン
ﾋﾞﾀﾐﾝB2 +B6+ﾆｺﾁﾝ酸+ﾊﾟﾝﾄﾃ
ﾝ酸作用

配合剤 ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ／ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩酸塩／ﾆｺﾁﾝ
酸ｱﾐﾄﾞ／ﾊﾟﾝﾃﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ（１）

内-1 錠剤 １日１～３回 デルパント

内-2 顆粒剤 １日１～３回 パンカルＧ
配合剤（ﾋﾞﾀﾐﾝC補充作用+ﾊﾟ
ﾝﾄﾃﾝ酸補充作用）

ﾋﾞﾀﾐﾝC+ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸作用 配合剤 ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸／ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ（１） 内-1 錠剤 １日１～３回 シナール

内-2 顆粒剤 １日１～３回 シナール
配合剤（ビタミン補充作用） ﾋﾞﾀﾐﾝB1+B2 +B6+C+ﾆｺﾁﾝ酸

+ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸作用
配合剤 ﾁｱﾐﾝ硝酸塩／ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ／ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ

塩酸塩／ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸／ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ
／ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ

内-2 顆粒剤 １日１回 ワッサーＶ

ﾋﾞﾀﾐﾝ
A+B1+B2+B6+B12+C+D+E+ﾆ
ｺﾁﾝ酸+ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸作用

配合剤 ﾚﾁﾉｰﾙﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙ／ﾁｱﾐﾝ硝酸
塩／ﾘﾎﾞﾌﾗﾋﾞﾝ／ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾝ塩酸塩／
ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ／ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸／ｴﾙｺﾞｶﾙ
ｼﾌｪﾛｰﾙ／ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ酢酸ｴｽｴﾙ／ﾊﾟ
ﾝﾄﾃﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ／ﾆｺﾁﾝ酸ｱﾐﾄﾞ／葉
酸

内-2 散剤
細粒剤
末剤

１日１～２ｇ パンビタン

2 ビタミン剤 ビタミンＡ欠乏症 ビタミンＡ補充作用 網膜機能維持・上皮組織分
化誘導作用

レチノイド レチノールパルミチン酸エステル 注-1 注射薬 １日3,000～
100,000ﾋﾞﾀﾐﾝＡ単

チョコラＡ

二次性副甲状腺機能亢進症 活性型ビタミンＤ3補充作用 副甲状腺ホルモン分泌抑制
作用

活性型ビタミンＤ3

誘導体

マキサカルシトール 注-1 注射薬 １回2.5～10ugを
週３回、透析回路
静脈側に注入

オキサロール注
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カルシトリオール 注-1 注射薬 １回0.5～1.5ugを
週３回、静注

ロカルトロール注

ビタミンＢ1欠乏症 ビタミンＢ1補充作用 α -ケトグルタル酸脱炭酸酵
素補酵素作用

ビタミンＢ1 チアミン塩酸塩 注-1 注射薬 １日1～50mg皮
下・筋注又は静
注

アベリー

注-2 キット １日1～50mg皮
下・筋注又は静

塩酸B1注10mgシリ
ンジ「NP」

ビタミンＢ1誘導体 フルスルチアミン塩酸塩 注-1 注射薬 １日 5～100mg静
注

アリナミンＦ

チアミンジスルフィド 注-1 注射薬 １日5～100mg皮
下、筋注又は緩
徐に静注

ネオラミン

プロスルチアミン 注-1 注射薬 １日10mg静注 アリナミン
ビタミンＢ1補酵素
型

コカルボキシラーゼ 注-1 注射薬 １日1～50mg皮
下、筋注又は静
注

アリチラーゼ

ビタミンＢ2欠乏症 ビタミンＢ2補充作用 酸化還元酵素補酵素作用 ビタミンＢ2 リボフラビンリン酸エステルナトリウ
ム

注-1 注射薬 １日2～30mg皮
下、筋注又は静
注

ビスラーゼ

ビタミンＢ2補酵素
型

フラビンアデニンジヌクレオチド 注-1 注射薬 １日１～２回皮
下、筋注又は静
注

フラビタン

ニコチン酸欠乏症 ニコチン酸補充作用 NAD,NADP;脱水素酵素反応
補酵素作用

NAD,NADP前駆体 ニコチン酸 注-1 注射薬 １日10～100mg皮
下、筋注又は静
注

ナイクリン

パントテン酸欠乏症 パントテン酸補充作用 CoA;脂肪,タンパク質,炭水化
物代謝補酵素作用

CoA前駆体 パンテチン 注-1 注射薬 １日１～２回筋注
又は静注

パントシン

パンテノール 注-1 注射薬 １日１～２回筋注
又は静注

パントール

ビタミンＢ6欠乏症 ｱﾐﾉ酸･ﾀﾝﾊﾟｸ質代謝補酵素
作用

ビタミンＢ6 ピリドキシン塩酸塩 注-1 注射薬 １日１～２回皮
下、筋注又は静
注

アデロキシン

ビタミンＢ6補酵素
型

ピリドキサールリン酸エステル 注-1 注射薬 １日１～２回皮
下、筋注又は静
注

ピロミジン

葉酸欠乏症 葉酸補充作用 核酸代謝補酵素作用 葉酸 注-1 注射薬 １日１回皮下又は
筋注

フォリアミン

ビタミンＢ12欠乏症、巨赤芽
球性貧血、悪性貧血に伴う神
経障害

ビタミンＢ12補充作用 核酸代謝･ﾍﾑ合成補酵素作
用

ビタミンＢ12補酵素
型

コバマミド 注-1 注射薬 １回0.5～1mgま
で、筋注

カロマイドＳ

ヒドロキソコバラミン酢酸塩 注-1 注射薬 １回 1mgまで、筋
注又は静注

フレスミンＳ

シアノコバラミン 注-1 注射薬 １回 1mg、皮下
注、筋注又は静
注

シアノコバラミン

末梢性神経障害、ビタミン
B12欠乏による巨赤芽球性貧

ビタミンＢ12補充作用＋神経
再生促進作用

核酸代謝･ﾍﾑ合成補酵素作
用

ビタミンＢ12補酵素
型

メコバラミン 注-1 注射薬 １日１回0.5mg、週
３回筋注又は静

メチコバール

注-2 キット １日１回0.5mg、週
３回筋注又は静
注

ハイトコバミンM注
500μ gシリンジ

ビタミンＣ欠乏症 ビタミンＣ補充作用 還元作用 アスコルビン酸 注-1 注射薬 1日１～数回、皮
下注、筋注又は
静注

ビスコリン

ビタミンＥ欠乏症、末梢循環
障害、過酸化脂質の増加防

ビタミンＥ補充作用 抗酸化作用 トコフェロール酢酸エステル 注-1 注射薬 １日１回又は隔
日、筋注

ユベラ

ビタミンＫ欠乏症 止血機構賦活作用 プロトロンビン合成促進作用 ビタミンＫ1 フィトナジオン 注-1 注射薬 １日5～15mg等、
皮下、筋注又は

ケーアイン

ビオチン欠乏性湿疹・皮膚炎 ビオチン補充作用 ｶﾙﾎﾞｷｼﾙ基転移反応補酵素
作用

ビオチン 注-1 注射薬 １日0.5～2mg 皮
下、筋注又は静
注

ビオチン

105



ビタミン欠乏症 配合剤（ﾋﾞﾀﾐﾝC+L-ｼｽﾃｲﾝ補
充作用）

ﾋﾞﾀﾐﾝC+ﾁｵｰﾙ酵素（SH酵素）
賦活作用

配合剤 アスコルビン酸/Ｌ－システイン 注-1 注射薬 １日１～２回、皮
下、筋注又は静
注

クリストファン

配合剤（ﾋﾞﾀﾐﾝB1+B2+C補充
作用）

ﾋﾞﾀﾐﾝB1+B2+C作用 配合剤 チアミン塩酸塩/リボフラビンリン酸
エステルナトリウム/アスコルビン酸

注-1 注射薬 １日5～10mLを糖
液等に混じ、静注
又は点滴静注

ビスコン

配合剤（ﾋﾞﾀﾐﾝB群補充作用） ﾋﾞﾀﾐﾝB2+B6作用 配合剤 フラビンアデニンジヌクレオチド/ピ
リドキサールリン酸エステル

注-1 注射薬 １日１～２回、皮
下、筋注又は静
注

ライボミンＳ

ﾋﾞﾀﾐﾝB1+B6+B12作用 配合剤 チアミン塩酸塩/ピリドキシン塩酸塩
/シアノコバラミン

注-1 注射薬 １日１回2mL、皮
下、筋注又は静
注

ダイビタミックス

チアミンジスルフィド/ピリドキシン塩
酸塩/ヒドロキソコバラミン酢酸塩

注-1 注射薬 １日１回10mLを
緩徐に静注

ネオラミン・スリー
ビー

フルスルチアミン/ピリドキサールリ
ン酸エステル/ヒドロキソコバラミン
酢酸塩

注-1 注射薬 １日１ﾊﾞｲｱﾙ、3分
間以上かけて緩
徐に静注

ビタノイリン

ﾁｱﾐﾝﾓﾉﾌｫｽﾌｪｲﾄｼﾞｽﾙﾌｨﾄﾞ/ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼ
ﾝ塩酸塩/ｼｱﾉｺﾊﾞﾗﾐﾝ

注-1 注射薬 １日１ﾊﾞｲｱﾙ、緩
徐々に静注又は
点滴静注

ビタメジン

配合剤（ビタミン類補充作用） ﾋﾞﾀﾐﾝB1+B2+B6+ﾆｺﾁﾝ酸+ﾊﾟ
ﾝﾄﾃﾝ酸+ﾋﾞﾀﾐﾝC作用

配合剤 チアミン塩酸塩/リボフラビンリン酸
エステルナトリウム/ピリドキシン塩
酸塩/ニコチン酸アミド/パンテノー
ル/アスコルビン酸

注-1 注射薬 １日１～３回、皮
下、筋注又は静
注

シーパラ

高カロリー静脈栄養時のビタ
ミン補給

配合剤（ビタミン類補充作用
（葉酸､ﾋﾞﾀﾐﾝB12､ﾋﾞｵﾁﾝ､ﾋﾞﾀﾐ
ﾝKなし））

配合剤 ﾋﾞﾀﾐﾝＡ/ﾋﾞﾀﾐﾝＢ１/ﾋﾞﾀﾐﾝＢ２/ﾆｺﾁﾝ
酸/ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝＢ６/ﾋﾞﾀﾐﾝＣ/ﾋﾞ
ﾀﾐﾝＤ/ﾋﾞﾀﾐﾝＥ

注-1 注射薬 １日１回、点滴静
注

M.V.I.

注-2 キット １日１回、点滴静 M.V.I.キット
配合剤（ビタミン類補充作用
（ﾋﾞﾀﾐﾝKなし））

配合剤 葉酸/ﾋﾞﾀﾐﾝＢ12/ﾋﾞｵﾁﾝ 注-1 注射薬 １日１回、点滴静
注

M.V.I.-3

ﾋﾞﾀﾐﾝＡ/ﾋﾞﾀﾐﾝＢ１/ﾋﾞﾀﾐﾝＢ２/ﾆｺﾁﾝ
酸/ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝＢ６/ﾋﾞﾀﾐﾝＣ/ﾋﾞ
ﾀﾐﾝＤ/ﾋﾞﾀﾐﾝＥ

注-1 注射薬 １日１回、点滴静
注

ネオM.V.I.-9

ﾋﾞﾀﾐﾝＡ/ﾋﾞﾀﾐﾝＢ１/ﾋﾞﾀﾐﾝＢ２/ﾆｺﾁﾝ
酸/ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝＢ６/葉酸/ﾋﾞﾀﾐ
ﾝＢ12/ﾋﾞﾀﾐﾝＣ/ﾋﾞﾀﾐﾝＤ/ﾋﾞﾀﾐﾝＥ/ﾋﾞｵ

注-2 キット １日１回、点滴静
注

M.V.I.-12ｷｯﾄ

配合剤（ビタミン類補充作用） 配合剤 ﾋﾞﾀﾐﾝＡ/ﾋﾞﾀﾐﾝＢ１/ﾋﾞﾀﾐﾝＢ２/ﾆｺﾁﾝ
酸/ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝＢ６/葉酸/ﾋﾞﾀﾐ
ﾝＢ12/ﾋﾞﾀﾐﾝＣ/ﾋﾞﾀﾐﾝＤ/ﾋﾞﾀﾐﾝＥ/ﾋﾞｵ
ﾁﾝ/ﾋﾞﾀﾐﾝＫ (2)

注-1 注射薬 １日１回、点滴静
注

オーツカＭＶ注

ﾋﾞﾀﾐﾝＡ/ﾋﾞﾀﾐﾝＢ１/ﾋﾞﾀﾐﾝＢ２/ﾆｺﾁﾝ
酸/ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝＢ６/葉酸/ﾋﾞﾀﾐ
ﾝＢ12/ﾋﾞﾀﾐﾝＣ/ﾋﾞﾀﾐﾝＤ/ﾋﾞﾀﾐﾝＥ/ﾋﾞｵ
ﾁﾝ/ﾋﾞﾀﾐﾝＫ (6)

注-1 注射薬 １日１回、点滴静
注

マルタミン

ﾋﾞﾀﾐﾝＡ/ﾋﾞﾀﾐﾝＢ１/ﾋﾞﾀﾐﾝＢ２/ﾆｺﾁﾝ
酸/ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸/ﾋﾞﾀﾐﾝＢ６/葉酸/ﾋﾞﾀﾐ
ﾝＢ12/ﾋﾞﾀﾐﾝＣ/ﾋﾞﾀﾐﾝＤ/ﾋﾞﾀﾐﾝＥ/ﾋﾞｵ
ﾁﾝ/ﾋﾞﾀﾐﾝＫ (4)(7)

注-1 注射薬 １日１回、点滴静
注

ネオラミン･ﾏﾙﾁV

注-2 キット １日１回、点滴静
注

ビタジェクト
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内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 無機質製剤 低カルシウム血症 カルシウムの補給 カルシウム製剤 乳酸カルシウム 内－２ 末剤 乳酸カルシウム
グリセロリン酸カルシウム 内－２ 末剤 ｸﾞﾘｾﾛﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ
グルコン酸カルシウム 内－２ 末剤 カルチコール
塩化カルシウム 内－２ 末剤 塩化カルシウム
Ｌ－アスパラギン酸カルシウム 内－１ 錠剤 アスパラ－ＣＡ
リン酸水素カルシウム 内－２ 末剤 ﾘﾝ酸水素ｶﾙｼｳﾑ

甲状腺腫、甲状腺機能低下 ヨードの補給 ヨウ素製剤 ヨウ化カリウム 内－１ 丸剤 ヨウ化カリウム
内－２ 末剤

ヨウ素レシチン 内－１ 錠剤 ヨウレチン
内－２ 末剤

鉄欠乏性貧血 鉄の補給 鉄製剤 硫酸鉄 内－１ 錠剤 フェロ・グラデュメット
フマル酸第一鉄 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 フェルム
溶性ピロリン酸第二鉄 内－３ ｼﾛｯﾌﾟ剤 インクレミン
クエン酸第一鉄ナトリウム 内－１ 錠剤 フェロミア

内－２ 顆粒剤
低カリウム血症 カリウム製剤 塩化カリウム 内－１ 錠剤 スローケー

内－２ 末剤
内－３ 液剤

酢酸カリウム 内－３ 液剤 酢酸カリウム液
Ｌ－アスパラギン酸カリウム 内－１ 錠剤 アスパラＫ

内－２ 散剤
グルコン酸カリウム 内－１ 錠剤 グルコンサンK

内－２ 細粒剤
顆粒剤

脱水症等における電解質の
補給

配合剤（水分､ｶﾘｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳ
ﾑの補給）

配合剤 ナトリウム/カリウム/マグネシウム 内－２ 顆粒剤 ソリタ－Ｔ

低カリウム状態におけるカリ
ウム補給

配合剤（カリウム、マグネシ
ウムの補給）

配合剤 アスパラギン酸カリウム/マグネシ
ウム

内－１ 錠剤 アスパラ

内－３ ｼﾛｯﾌﾟ剤
低リン血症 配合剤（リンの補充） 配合剤 リン酸二水素ナトリウム一水和物／

無水リン酸水素二ナトリウム
内－２ 顆粒剤 ホスリボン配合顆粒

2 無機質製剤 低カルシウム血症 カルシウムの補給 カルシウム製剤 グルコン酸カルシウム 注－１ 注射薬 カルチコール
塩化カルシウム 注－１ 注射薬 塩カル

注－２ キット メディジェクトＣａ
鉄欠乏性貧血 鉄の補給 鉄製剤 含糖酸化鉄 注－１ 注射薬 フェジン

シデフェロン 注－１ 注射薬 フェリコン
低カリウム血症 カリウムの補給 カリウム製剤 塩化カリウム 注－１ 注射薬 K.C.L.

Ｌ－アスパラギン酸カリウム 注－１ 注射薬 アスパラＫ
注－２ キット アスパラギン酸カリ

ウム注１０ｍＥｑキット
「テルモ」(10mL)

低マグネシウム血症 マグネシウムの補給 マグネシウム製剤 硫酸マグネシウム 注－１ 注射薬 ｺﾝｸﾗｲﾄｰMg
注－２ キット ﾒﾃﾞｨｼﾞｪｸﾄMg

電解質補液の電解質補正 リン酸の補正 リン酸塩 リン酸二カリウム 注－１ 注射薬 リン酸二カリウム補
正液

注－２ キット
ナトリウムの補正 ﾅﾄﾘｳﾑ製剤 塩化ナトリウム 注－１ 注射薬 10%塩化ﾅﾄﾘｳﾑ注射

注－２ キット
乳酸ナトリウム 注－１ 注射薬 ｺﾝｸﾗｲﾄ-L

注－２ キット ﾒﾃﾞｨｼﾞｪｸﾄL
カリウムの補正 カリウム製剤 塩化カリウム 注－１ 注射薬 ｺﾝｸﾗｲﾄ-K

注－２ キット ＫＣＬ注１０ｍＥｑキッ
ト「テルモ」(10mL)／
ＫＣＬ注２０ｍＥｑキッ
ト「テルモ」(20mL)

低ｸﾛﾙｱﾙｶﾛｰｼｽの是正 ｱﾝﾓﾆｳﾑ製剤 塩化アンモニウム 注－１ 注射薬 ｺﾝｸﾗｲﾄA

１２４・３２１・３２２・３３１　無機質製剤
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低カリウム状態におけるカリ
ウム補給

配合剤（カリウム、マグネシ
ウムの補給）

配合剤 アスパラギン酸カリウム/マグネシ
ウム

注－１ 注射薬 アスパラ

高カロリー静脈栄養時の亜
鉛、鉄、銅、マンガン、ヨウ素

配合剤（微量元素の補給） 配合剤 塩化マンガン/硫酸亜鉛 注－１ 注射薬 エレメンミック

注－２ キット エレメンミック注キット
アシドーシス アシドーシス改善作用 酸性物質の中和作用 炭酸水素ナトリウム 注－１

注ー２
注射薬
キット

メイロン

配合剤（アシドーシス改善作
用）

血中CO2減少作用 配合剤 トロメタモール/塩化ナトリウム/塩
化カリウム/氷酢酸

注－１ 注射薬 サムセット
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内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 糖類剤 経口的栄養補給，ブドウ糖負荷試験 経口的栄養補給，ブドウ糖
負荷試験

六炭糖 ブドウ糖 内－２ 末剤

2 糖類剤 脱水症，低血糖等 水・エネルギー補給 六炭糖 ブドウ糖 注－１ 注射薬

注－２ キット

注射剤の溶解希釈剤 六炭糖 ブドウ糖(5%) 注－２ キット

糖尿病等のエネルギー補給 水・エネルギー補給 六炭糖 果糖 注－１ 注射薬

二糖類 マルトース 注－１ 注射薬

五炭糖アルコール キシリトール 注－１ 注射薬

注－２ キット

３２３　糖類剤
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内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 線引き

1 たん白アミノ
酸・脂肪製剤

低タンパク血症等におけるアミノ酸補給 アミノ酸 総合アミノ酸製剤 内－２ 顆粒剤

低タンパク血症等における腎不全時のアミノ酸
補給

アミノ酸 腎不全用アミノ酸製剤 内－２ 顆粒剤

未代償性肝硬変患者の低ｱﾙﾌﾞﾐﾝ血症改善 分岐鎖アミノ酸 イソロイシン/ロイシン/バリン 内－２ 顆粒剤

栄養管理 経腸栄養剤 消化態 内－２ 散剤

内－２ 散剤

内－３ 液剤

半消化態 内－２ 散剤

内－３ 液剤

肝不全用成分栄養剤 内－２ 散剤

2 たん白アミノ
酸・脂肪製剤

慢性肝障害時における脳症の改善 アミノ酸 肝不全用アミノ酸製剤 注－１ 注射薬

低タンパク血症等における腎不全時のアミノ酸
補給

アミノ酸 腎不全用アミノ酸製剤 注－１ 注射薬

低タンパク血症等におけるアミノ酸補給 配合剤 配合剤 小児用高カロリー輸液用総合アミノ
酸製剤

注－１ 注射薬

高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 注－１ 注射薬

総合アミノ酸製剤（キシリトール加） 注－１ 注射薬

総合アミノ酸製剤（ソルビトール加） 注－１ 注射薬

総合アミノ酸製剤（ブドウ糖加） 注－１ 注射薬

低タンパク血症等におけるアミノ酸・電解質・水
分の補給

配合剤 配合剤 総合アミノ酸/グリセリン 注－１ 注射薬

アミノ酸/糖/電解質 注－１ 注射薬

注－２ キット

アミノ酸/糖/電解質/ﾋﾞﾀﾐﾝB1 注－２ キット

経中心静脈栄養の場合のアミノ酸・電解質・水
分・カロリー補給

配合剤 配合剤 アミノ酸/糖/電解質 注－２ キット

アミノ酸/糖/電解質/ﾋﾞﾀﾐﾝ 注－２ キット

術前術後，急・慢性消化器疾患等における栄養
補給

熱量・必須脂肪酸補給 ダイズ脂肪 ダイズ油注射液 注－１ 注射薬

３２５　たん白アミノ酸・脂肪製剤
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内注
外区
分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 特殊ミルク製剤 フェニルケトン尿症 フェニルアラニン除去ミルク 内－２ 末剤

メープルシロップ尿症 ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミル
ク

内－２ 末剤

３２７　特殊ミルク製剤
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内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

2 血液代用剤 注射剤の溶解希釈/細胞外液の欠乏 生理食塩液 注－１ 注射薬 生食注

注－２ キット 生食注TN

細胞外液の補給 リンゲル液 注－１ 注射薬 リンゲル液

細胞外液の補給/代謝性ｱｼﾄﾞｰｼｽ補正 乳酸リンゲル液 注－１ 注射薬 ﾗｸﾃｯｸ

ブドウ糖加 乳酸リンゲル液 注－１ 注射薬 ﾗｸﾃｯｸD

ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ加 乳酸リンゲル液 注－１ 注射薬 ﾗｸﾃｯｸG

ﾏﾙﾄｰｽ加 乳酸リンゲル液 注－１ 注射薬 ﾗｸﾄﾘﾝｹﾞﾙM

酢酸リンゲル液 注－１ 注射薬 ｳﾞｨｰﾝF

ブドウ糖加 酢酸リンゲル液 注－１ 注射薬 ｳﾞｨｰﾝＤ

血漿増量 血漿増量作用/末梢血管血
流改善作用

粘稠度低下作用 ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ製剤 デキストラン４０ 注－１ 注射薬 ﾃﾞｷｽﾄｾﾗﾝD40

デキストラン４０/乳酸リンゲ
ル

注－１ 注射薬 低分子ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝL注､
ｻｳﾞｨｵｿﾞｰﾙ

デキストラン４０/ブドウ糖 注－１ 注射薬 低分子ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ糖注

粘稠度低下作用/浸透圧維
持作用

ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙﾃﾞﾝﾌﾟﾝ70000 注－１ 注射薬 ｻﾘﾝﾍｽ、ﾍｽﾊﾟﾝﾀﾞｰ

ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙﾃﾞﾝﾌﾟﾝ130000 注－1 注射薬 ﾎﾞﾙﾍﾞﾝ輸液

水分/電解質の補給 開始液 注－１ 注射薬 ＫＮ補液1A,1B

脱水補充液 注－１ 注射薬 ＫＮ補液2A,2B

低濃度糖 維持液 注－１ 注射薬 ＫＮ補液3A,3B

高濃度糖 維持液 注－１ 注射薬 ＫＮ補液MG3

維持液（複合糖加） 注－１ 注射薬 ﾄﾘﾌﾘｰﾄﾞ

電解質高張 維持液 注－１ 注射薬 ｿﾘﾀｯｸｽ-H

術後回復液 注－１ 注射薬 ＫＮ補液4A,4B

電解質キシリトール輸液 注－１ 注射薬 ｸﾘﾆｻﾞﾙﾂB,S

３３１　血液代用剤
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内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 止血剤 出血傾向・出血 止血作用 毛細管抵抗増強作用 血管透過性抑制作用 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 内－１ 錠剤 アドナ
内－２
内－２

散剤
細粒

アドレノクロムグアニルヒドラゾンメシル
酸塩

内－１ 錠剤 Ｓ・アドクノン

配合剤（止血作用） 配合剤 カルバゾクロム/アスコルビン酸 内－１ 錠剤 オフタルムＫ
止血作用 抗プラスミン作用 トラネキサム酸 内－１ 錠剤 トランサミン

内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤
内－２ 散剤
内－２ 細粒剤
内－3
内－4

シロップ
シロップ

上部消化管出血 止血作用 トロンビン作用 トロンビン 内－２ 細粒剤 トロンビン

2 止血剤 出血傾向/出血 止血作用 毛細管抵抗増強作用 血管透過性抑制作用 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 注－１ 注射薬 アドナ
抗プラスミン作用 トラネキサム酸 注－１ 注射薬 トランサミン

注－２ キット 10％トランサボン注
シリンジ

トロンビン様作用 酵素 ヘモコアグラーゼ 注－１ 注射薬 レプチラーゼＳ
ヘパリン過量投与時の中和 ヘパリン拮抗作用 ヘパリン拮抗作用 強塩基性ポリペ

プチド
プロタミン硫酸塩 注－１ 注射薬 硫酸プロタミン

食道静脈瘤 血管内皮細胞障害作用 モノエタノールアミンオレイン酸塩 注－１ 注射薬 オルダミン
一次性下肢静脈瘤（伏在静脈瘤の
本幹を除く）硬化退縮

止血作用 血管内皮細胞障害作用/組
織繊維化作用

ポリドカノール 注－１ 注射薬 ポリドカスクレロール

3 止血剤 出血 止血作用 トロンビン作用 トロンビン 外－１ ﾊﾟｳﾀﾞｰ剤 トロンビン
液剤

外－９ キット トロンビン液モチダソ
フトボトル

出血部位被覆作用、血小板
機能亢進作用、フィブリン形
成促進作用、赤血球凝集作
用

アルギン酸系 アルギン酸ナトリウム 外－１ ﾊﾟｳﾀﾞｰ剤 アルト

止血、創腔充填 止血作用 凝結塊形成作用 セルロース系 酸化セルロース 外－５ 貼付剤 オキシセル/サージ
セル

止血、褥瘡潰瘍 止血/癒着防止作用 ゼラチン 外－５ 貼付剤 スポンゼル、ゼル
フォーム

３３２　止血剤
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内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 血液凝固・血小
板凝集阻止剤

血栓塞栓症 血液凝固阻止作用 抗ビタミンＫ作用 クマリン系 ワルファリンカリウム 内－１
内－２

錠剤
細粒剤

ワーファリン

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

血液凝固阻止作用 直接トロンビン阻害作用 ダビガトランエテキシラート
メタンスルホン酸塩

内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 プラザキサ

血液凝固阻止作用 第Ⅹａ因子阻害作用 リバーロキサバン 内－１ 錠剤 イグザレルト錠
アピキサバン 内－１ 錠剤 エリキュース錠

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

血液凝固阻止作用 第Ⅹａ因子阻害作用 エドキサバン 内－１ 錠剤 リクシアナ錠

慢性動脈閉塞症に伴う虚血性諸症
状の改善/心臓弁置換後の血栓・
塞栓の抑制

血小板凝集抑制作用 ADP受容体拮抗作用 チクロピジン塩酸塩 内－１ 錠剤 パナルジン

内－２ 細粒剤
虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓
症を除く）後の再発抑制

クロピトグレル硫酸塩 内－１ 錠剤 プラビックス

慢性動脈閉塞症に伴う虚血性諸症
状の改善/心臓弁置換後の血栓・
塞栓の抑制

ﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝI2放出促進・増
強作用

ジピリダモール 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ペルサンチン

血小板凝集抑制作用/血管
拡張作用

ｱﾃﾞﾆﾙｼｸﾗｰｾﾞ増加作用 PGI２誘導体 ベラプロストナトリウム 内－１ 錠剤 ドルナー/プロサイリ
ン

PGE１誘導体 リマプロストアルファデクス 内－１ 錠剤 オパルモン/プロレ
ナール

EPA含量増加作用 EPA イコサペント酸エチル 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 エパデールＳ
5HT２受容体拮抗作用 サルポグレラート塩酸塩 内－１ 錠剤 アンプラーグ

内－２ 細粒剤
ﾎｽﾎｼﾞｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害作用 シロスタゾール 内－１

内－２
内－１

錠剤
散剤
ゼリー

プレタール

狭心症等の血栓形成抑制 血小板凝集抑制作用 トロンボキサンＡ２産生抑制
作用

ｼｸﾛｵｷｼｹﾞﾅｰｾﾞ阻害作用 アスピリン 内－１ 錠剤 バイアスピリン

配合剤（血小板凝集抑制作
用）

配合剤 アスピリン/ダイアルミネー
ト

内－１ 錠剤 バファリン

2 血液凝固・血小
板凝集阻止剤

採取血液の凝固防止 血液凝固阻止作用 血液凝固第Ⅳ因子(カルシウ
ムイオン)捕捉作用

オキシカルボン酸
系

輸血用クエン酸ナトリウム 注－１ 注射薬 チトラミン

汎発性血管内血液凝固症(DIC) 血液凝固因子活性阻害作用
/アンチトロンビンⅢ結合作

非選択的Ⅹa及びトロンビン
阻害

未分画ヘパリン ヘパリンカルシウム 注－１
注ー２

注射薬
キット

ヘパリン

ヘパリンナトリウム 注－１ 注射薬 ノボ・ヘパリン
選択的Ⅹa阻害 低分子ヘパリン ダナパロイドナトリウム 注－１ 注射薬 オルガラン

トロンビン活性阻害作用、プ
ロテインＣ活性化作用

アンチトロンビンⅢ非依存性
血液凝固阻止作用

糖蛋白質 トロンボモデュリン　アル
ファ（遺伝子組換え）

注－１ 注射薬 リコモジュリン

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

アンチトロンビンⅢ結合作用 選択的Ⅹa阻害 フォンダパリヌクスナトリウ
ム

注－１ 注射薬 アリクストラ

低分子ヘパリン エノキサパリンナトリウム 注－２ キット クレキサン皮下注
キット

血液体外循環時の灌流血液の凝
固防止（血液透析）

低分子ヘパリン ダルテパリンナトリウム 注－１ 注射薬 フラグミン

注－２ キット ダルテパリンNaシリ
ンジ5000「HK」

パルナパリンナトリウム 注－１ 注射薬 ローヘパ
注－２ キット ローヘパ注シリンジ

レビパリンナトリウム 注－１ 注射薬 クリバリン/ローモリ
ン

３３３・３３９　血液凝固・血小板凝集阻止剤
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内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 その他の血液・
体液用薬

放射線による白血球減少症 白血球増加作用 白血球減少抑制作用 アデニン 内－１ 錠剤 ロイコン

イノシン 内－２ 顆粒剤 イノシン

造血機能回復効果 血液幹細胞増加作用 セファランチン 内－１ 錠剤 セファランチン

内－２ 末剤

2 その他の血液・
体液用薬

骨髄移植後の顆粒球数増進 顆粒球･単球増加作用 G-CSF/M-CSF作用 ミリモスチム 注－１ 注射薬 ロイコプロール

放射線･抗がん剤投与等による白
血球減少症

白血球増加作用 CSFの内因的な誘導促進作用 結核菌熱水抽出物 注－１ 注射薬 アンサー

白血球減少抑制作用 アデニン 注－１ 注射薬 ロイコン

イノシン 注－１ 注射薬 イノチン

造血機能回復作用 血液幹細胞増加作用 セファランチン 注－１ 注射薬
+L2

セファランチン

抗がん剤投与等による好中球減少
症

好中球増加作用 G-CSF作用 G-CSF フィルグラスチム（遺伝子組換
え）

注－１
注ー２

注射薬
キット

グラン

レノグラスチム（遺伝子組換え） 注－１ 注射薬 ノイトロジン

ナルトグラスチム（遺伝子組換
え）

注－１ 注射薬 ノイアップ

腎性貧血（透析施行中等を含む） 赤血球増加作用 造血前駆細胞に対するコロニー形
成亢進作用

ヒトエリスロポエチ
ン

エポエチンアルファ
（遺伝子組換え）

注－１
注ー２

注射薬
キット

エスポー

エポエチン　ベータ
（遺伝子組換え）

注－１
注ー２

注射薬
キット

エポジン

ダルベポエチン　アルファ
（遺伝子組換え）

注－１
注ー２

注射薬
キット

ネスプ

エポエチン　ベータ　ペゴル（遺
伝子組換え）

注－２ キット ミルセラ注シリンジ

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

配合剤 配合剤 ブドウ糖・塩化ナトリウム・塩化
カリウム・塩化マグネシウム・塩
化カルシウム水和物・リン酸二
水素カリウム・炭酸水素ナトリ
ウム

注－２ キット アートセレブ脳脊髄
手術用洗浄灌流液

３３９　その他の血液・体液用薬

115



３４１　人工腎臓用剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

2 人工腎臓用剤 急性・慢性腎不全 透析原理による血液浄化 重炭酸による体液の酸塩基
平衡の是正

Ca通常濃度 注－１ 透析ろ過用剤 キンダリー液ＡＦ－１
号

注－１ 透析ろ過用剤 ＡＫ－ソリタ・Ｃ

ブドウ糖添加による透析液の
浸透圧上昇

Ca通常濃度 注－１ 透析ろ過用剤 キンダリー液ＡＦ－２
号

注－１ 透析ろ過用剤 キンダリー液ＡＦ－２
Ｐ号

注－１ 透析ろ過用剤 キンダリー２Ｄ号

Ca低濃度 注－１ 透析ろ過用剤 ＡＫ－ソリタ・ＦＬ

注－１ 透析ろ過用剤 ＡＫ－ソリタ・ＦＰ

注－１ 透析ろ過用剤 キンダリー３Ｄ号

酢酸による体液の酸塩基平
衡の是正

注－１ 透析ろ過用剤 ＡＫ－ソリタ・Ｍ

ブドウ糖添加による透析液の
浸透圧上昇

注－１ 透析ろ過用剤 ＡＫ－ソリタ

注－１ 透析ろ過用剤 キンダリー液２号

注－１ 透析ろ過用剤 ＡＫ－ソリタ・Ｂ

ろ過と液補充による血液浄化 重炭酸による体液の酸塩基
平衡の是正/血清電解質濃
度の是正

注－１ 透析ろ過用剤 バイフィル－Ｓ、バイ
フィル専用炭酸水素
ナトリウム補充液、
バイフィル専用炭酸
水素ナトリウム補充
液血清電解質濃度の是正 注－１ 透析ろ過用剤 ＨＦ－ソリタ、サブラッ
ドＡ

重炭酸による体液の酸塩基
平衡の是正

注－１ 透析ろ過用剤 サブラッドＢ

116



３４２　腹膜透析用剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用2 薬理作用3 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

2 腹膜透析用剤 急性・慢性腎不全 ブドウ糖低濃度 Ｃａ通常濃度 Mg通常濃度 排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし 注－１ 透析ろ過用剤

注－１ 透析ろ過用剤

排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き 注－１ 透析ろ過用剤

Mg低濃度 排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし 注－１ 透析ろ過用剤

排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き 注－１ 透析ろ過用剤

Ca低濃度 Mg通常濃度 排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし 注－１ 透析ろ過用剤

排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き 注－１ 透析ろ過用剤

Mg低濃度 排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし 注－１ 透析ろ過用剤

排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き 注－１ 透析ろ過用剤

ブドウ糖中濃度 Ｃａ通常濃度 Mg通常濃度 排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし 注－１ 透析ろ過用剤

排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き 注－１ 透析ろ過用剤

Mg低濃度 排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし 注－１ 透析ろ過用剤

排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き 注－１ 透析ろ過用剤

Ca低濃度 Mg通常濃度 排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし 注－１ 透析ろ過用剤

排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き 注－１ 透析ろ過用剤

Mg低濃度 排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし 注－１ 透析ろ過用剤

排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き 注－１ 透析ろ過用剤

117



ブドウ糖高濃度 Ｃａ通常濃度 Mg通常濃度 排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし 注－１ 透析ろ過用剤

注－１ 透析ろ過用剤

排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き 注－１ 透析ろ過用剤

Mg低濃度 排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし 注－１ 透析ろ過用剤

排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き 注－１ 透析ろ過用剤

Ca低濃度 Mg通常濃度 排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし 注－１ 透析ろ過用剤

排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き 注－１ 透析ろ過用剤

Mg低濃度 排尿用ﾊﾞｯｸﾞなし 注－１ 透析ろ過用剤

排尿用ﾊﾞｯｸﾞ付き 注－１ 透析ろ過用剤

慢性腎不全 膠質浸透圧物質による浸透
圧

排液用ﾊﾞｯｸﾞなし ｲｺﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ配合剤 注－１ 透析ろ過用剤

排液用ﾊﾞｯｸﾞ付き ｲｺﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ配合剤 注－１ 透析ろ過用剤
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３９１　肝臓疾患用剤　
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 肝臓疾患用剤 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

グルクロン酸抱合による解毒 グルクロン酸の分
子内無水物

グルクロノラクトン 内ー２ 末剤 １日１回 グロンサン

虚血、低酸素条件下で肝機
能恒常性維持作用

アミノエチルスルホ
ン酸

内ー２ 散剤 １日３回 タウリン散「大正」

慢性肝疾患における肝機能の改善 代謝改善、重金属解毒作用 チオール基による代謝障害
阻止作用／肝臓保護作用／
抗アレルギー作用

チオプロニン 内ー１ 錠剤 １日３回 チオラ錠１００

細胞の代謝反応促進作用 プロトポルフィリン二
ナトリウム

内ー１ 錠剤 １日３回

肝解毒機能増強作用／抗脂
肝作用／肝細胞再生促進作
用

ジクロロ酢酸ジイソ
プロピルアミン散

内ー１ 錠剤 １日２～３回 リバオール

内ー２ 散剤 １日２～３回 リバオール

細胞内酵素活性維持作用／
細胞内脂質異常改善作用／
血中タンパク分画改善作用

ポリエンホスファチジ
ルコリン

内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 ＥＰＬ

肝実質細胞保護作用／肝実
質再生促進作用

肝臓加水分解物 内ー１ 錠剤 １日３回 レバノデン

内ー２ 顆粒剤 １日３回 レバノデンＧ顆粒

配合剤（肝実質細胞保護作
用／肝実質再生促進作用）

配合剤 肝臓加水分解物／
システイン塩酸塩／
酒石酸水素コリン／
イノシトール／シアノ
コバラミン

内ー１ 錠剤 １日３回 プロヘパール

代償性肝硬変における肝機能の改
善

肝タンパク代謝改善作用 蛋白合成・蛋白代謝改善に
よる肝機能賦活作用／肝繊
維化進展抑制作用

マロチラート 内ー１ 錠剤 １日３回 カンテック錠

ＨＢｅ抗原陽性Ｂ型慢性肝炎におけ
るウイルスマーカーの改善

免疫賦活作用 ウィルス感染細胞破壊作用
／抗体産生能増強による抗
原排除促進作用

プロパゲルマニウム 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 セロシオン

高アンモニア血症 血中アンモニア低下作用 腸管内ｐＨ低下作用／アンモ
ニア生成吸収抑制作用

ラクツロース 内－２ 散剤 １日３回 ラクツロース・末「日
研」

内ー３ シロップ
剤

１日３回 ラクツロース・シラッ
プ「日研」

内ー３ ゼリー １日３回 カロリールゼリー

ラクチトール水和物 内ー２ 末剤 １日３回 ポルトラック

配合剤（血中アンモニア増加
抑制作用）

血中アンモニア濃度調整作
用

配合剤 Ｌ－アルギニン／L-
アルギニン塩酸塩

内ー２ 顆粒剤 １日３～６回 アルギＵ顆粒

尿素サイクル異常症 血中アンモニア増加抑制作
用

血中アンモニア濃度調整作
用

フェニル酪酸ナトリ
ウム

内－１ 錠剤 １日３～６回 ブフェニール錠

内－２ 顆粒剤 １日３～６回 ブフェニール顆粒

2 肝臓疾患用剤 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，妊娠悪
阻，妊娠中毒

ホルモン分泌調節作用／ビ
タミンの活性促進作用／色
素排泄機能・解毒能・蛋白代
謝能改善作用

グルクロン酸ナトリ
ウム

注ー１ 注射薬 １日50～
500mg、皮
下、筋注又は
静注

グロンサン

薬疹 抗炎症作用／解毒作用／
ウィルス増強抑制等の抗ウィ
ルス作用

グリチルリチン 注ー１ 注射薬 １日１回皮下
注

グリチロン注１号
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小児ストロフルス，湿疹・皮膚炎，
蕁麻疹，皮膚そう痒症，口内炎，フ
リクテン，薬疹・中毒疹。慢性肝疾
患における肝機能異常の改善

配合剤（抗炎症作用／解毒
作用／抗ウィルス作用＋偽
アルドステロン症抑制作用）

配合剤 グリチルリチン／グ
リシン／システイン

注ー１ 注射薬 １日１回静注 強力ネオミノファー
ゲンシー

注－２ キット １日１回静注

高アンモニア血症 血中アンモニア低下作用 肝アルギナーゼ活性化作用 グルタミン酸アルギ
ニン

注－１ 注射薬 １日１～数回
点滴静注

アルギメート

覚醒作用 L-グルタミン酸ナトリ
ウム

注－１ 注射薬 点滴静注 アンコーマ

血中アンモニア増加抑制作
用

血中アンモニア代謝促進作
用

塩酸Ｌ－アルギニン 注－１ 注射薬 １時間以上か
けて点滴静

アルギＵ注

慢性肝疾患における肝機能の改善 肝再生（肝細胞増殖）促進作
用／抗脂肝作用

胎盤加水分解物 注ー１ 注射薬 １日１回皮下
又は筋注

ラエンネック

細胞成分の保護、活性化作
用

酸化還元反応への関与 還元型グルタチオ
ン

グルタチオン 注－１ 注射薬 １日１回筋注
又は静注

グルタチオン

配合剤（蛋白質合成促進作
用＋肝組織血流増加作用＋
生体内代謝亢進作用）

配合剤 肝臓エキス／フラビ
ンアデニンジヌクレ
オチド

注ー１ 注射薬 １日１～２回
皮下、筋又は
静注

アデラビン
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３９２　解毒剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 解毒剤 鉛中毒 鉛中毒解毒作用 鉛イオンとキレート形成 エデト酸カルシウム
二ナトリウム

内ー１ 錠剤 １日２～３回 ブライアンＳ錠

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、晩期妊娠中毒

薬物中毒解毒作用 助酵素的応、メルカプツール
酸の生成／その他の解毒機
構への関与／SH酵素・その
他の細胞成分の保護活性化
／酸化還元反応への関与

還元型グルタチオ
ン

グルタチオン 内ー１ 錠剤 １日１～３回 タチオン

内－２ 散剤 １日１～３回 タチオン

薬物中毒（アセトアミノフェン過量摂
取時の解毒）

薬物中毒解毒作用 グルタチオン前駆
体

アセチルシステイン 内ー３ 液剤 初回に
140mg/kg、その
後４時間毎に
70mg/kgを17回、
経口もしくは経胃
又は経十二指腸
投与

アセチルシステイン
内用液１７．６％「セ
ンジュ」

ウイルソン病(肝レンズ核変性症） 重金属解毒作用 血清銅と可溶性キレート形成
による尿排泄促進作用

Ｄ－ペニシラミン 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日１～数回 メタルカプターゼ

トリエンチン塩酸塩 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日２～４回（ペ
ニシラミンに不耐
性の場合）

メタライト

銅吸収阻害作用 酢酸亜鉛水和物 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 ノベルジンカプセル

輸血による慢性鉄過剰症（注射用
鉄キレートが不適当な場合）

鉄排泄作用 デフェラシロクス 内－１ 錠剤 1日1回 エクジェイド懸濁用
錠

慢性腎不全（進行性）における尿毒
症症状の改善および透析導入の遅

腎不全病態悪化抑制作用 消化管内での尿毒症毒素吸
着・排泄作用

多孔質炭素 球形吸着炭 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 クレメジン

内－２ 細粒剤 １日３回

自家中毒・薬物中毒における吸着
及び解毒

自家中毒・薬物中毒解毒作
用

薬用炭 内ー２ 末剤 １日数回 薬用炭

葉酸代謝拮抗剤の毒性軽減 抗葉酸代謝拮抗剤 核酸合成再開作用 ホリナートカルシウム 内ー１ 錠剤 １日４回（６時間
間隔）

ロイコボリン

ﾎﾘﾅｰﾄ･ﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｳﾗｼﾙ療法;結腸･
直腸癌に対するﾃｶﾞﾌｰﾙ･ｳﾗｼﾙの
抗腫瘍効果の増強

抗腫瘍効果増強作用 チミジル酸合成酵素の解離
遅延作用

還元物
（5,10-メチ
レンテトラ
ヒドロ葉
酸）が
FdUMPと
チミジル酸
合成酵素
と三元複

ホリナートカルシウム 内－１ 錠剤 1日3回 ユーゼル錠25mg

2 解毒剤 薬物中毒、アセトン血性嘔吐症（自
家中毒、周期性嘔吐症）、慢性肝疾
患における肝機能の改善

薬物中毒解毒作用 助酵素的応、メルカプツール
酸の生成／その他の解毒機
構への関与／チオール酵素
（SH酵素）・その他の細胞成
分の保護活性化／酸化還元
反応に関与

還元型グルタチオ
ン

グルタチオン 注ー１ 注射薬 １日１回筋注及
び静注

グルタチン
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薬物中毒の際の排泄促進（ただし、
pHの上昇により尿中排泄の促進さ
れる薬物に限る）

薬物中毒解毒作用 制酸作用／中和作用 炭酸水素ナトリウム 注ー１
注―2

注射薬
キット

１日１回静注 重ソー注「小林」

薬物中毒 メチル基転位、チオール基の
供給関与／抗脂肝作用

含硫アミノ酸 Ｌ－メチオニン 注ー１ 注射薬 １日１回皮下又
は静注

Ｌ－メチオニンＺ

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

ロクロニウム臭化物又はベク
ロニウム臭化物との包接体
の形成

スガマデクスナトリウ
ム

注－１ 注射薬 1日1回静注 ブリディオン静注

ヒ素、水銀、鉛、銅、金、ビスマス、
クロム、アンチモンの中毒

重金属解毒解毒作用 体内チオール基系酵素と金
属イオンとの結合阻害作用
／重金属と結合し可溶性キ
レート形成による体外排泄作
用

ジメルカプロール 注ー１ 注射薬 １日目は６時間
間隔で４回、２日
目以降は１日１
回筋注

バル

鉛中毒 鉛解毒作用 金属イオンとキレート形成 エデト酸カルシウム
二ナトリウム

注ー１ 注射薬 最初の５日間点
滴静注

ブライアン

シアンおよびシアン化合物による中
毒、ヒ素剤による中毒

解毒作用 ミトコンドリア内の酵素、ロダ
ナ－ゼにより、シアンと反応
し、チオシアン酸塩を生成

チオ硫酸ナトリウム 注ー１ 注射薬 静注 デトキソール

有機リン剤の解毒 有機リン剤中毒解毒作用 有機リン剤中毒により生体コ
リンエステラーゼ（Che）が阻
害されるのに対し、リン酸エ
ステルをCheより離脱させ、
Che酵素活性を復活

ヨウ化プラリドキシム 注ー１ 注射薬 静注 パム注射液住友

原発性及び続発性ヘモクロマトーシ
スにおける鉄排泄増加

鉄排泄作用 生体内で貯蔵鉄と特異的に
結合し、キレート化合物
ferrioxamineBを形成し腎より
排泄

メシル酸デフェロキサ
ミン

注ー１ 注射薬 １日１～２回で、
筋注

デスフェラールバイ
アル

イホスファミド投与による泌尿器系
障害発現抑制

イホスファミド尿中代謝物の
膀胱への接触抑制

メスナ 注ー１ 注射薬 １日３回静注 ウロミテキサン注１０
０ｍｇ

葉酸代謝拮抗薬の毒性軽減 抗葉酸代謝拮抗剤 核酸合成再開作用 ホリナートカルシウム 注ー１ 注射薬 １日４回（６時間
間隔）

筋注用ロイコボリン

レボホリナート、フルオロウラシル
療法；胃がん（手術不能叉は再発）
および結腸、直腸がんに対するフ
ルオロウラシルの抗腫瘍効果の増
強

抗腫瘍効果増強作用 チミジル酸合成酵素の解離
遅延作用

還元物
（5.10-メチ
レンテトラ
ヒドロ葉
酸）が
FdUMPと
チミジル酸
合成酵素
と三元複
合体を形
成

レボホリナートカルシ
ウム

注ー１ 注射薬 静注、１週間ごと
に６回繰り返した
後、２週間休薬

アイソボリン注２５ｍ
ｇ

チオクト酸の重要が増大した際の
補給（激しい肉体労働時）、Leigh症
候群（亜急性壊死脳脊髄炎）

代謝性薬物中毒解毒作用 生体内エネルギー産生亢進
作用

TCAサイク
ルの代謝
活性亢進

チオクト酸 注ー１ 注射薬 １日１回10～
25mg、静注、筋
注又は皮下注

チオクト酸注射液「ミ
タ」
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３９３　習慣性中毒用剤　
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 習慣性中毒用
剤

慢性アルコ－ル中毒者及び過飲酒
者に対する抗酒療法

抗酒作用 飲酒時の血中アルデヒド濃
度を上昇

アルデヒド脱水酵素阻害 シアナミド 内ー３ 液剤 １日１～２回

ジスルフィラム 内ー２ 末剤 １日１～３回
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３９４　痛風治療薬　
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 痛風治療剤 痛風発作の緩解及び予防 痛風発作緩解作用 白血球の尿酸貪食作用／貪
食好中球の脱顆粒阻止によ
る白血球メーバ様運動抑制

コルヒチン 内ー１ 錠剤 １日６～８回 コルヒチン

痛風 血中尿酸値抑制作用 尿酸排泄促進作用 尿酸の尿細管再吸収抑制作
用

安息香酸誘導体 プロベネシド 内ー１ 錠剤 １日２～４回 ベネシッド錠

痛風、高尿酸血症を伴う高血圧症
の場合における高尿酸血症の改善

ベンズブロマロン 内ー１ 錠剤 １日１～３回 ユリノーム

尿酸生合成の抑制 キサンチンオキシダーゼ阻
害作用（還元型）

アロプリノール 内ー１ 錠剤 １日２～３回 ザイロリック錠

痛風・高尿酸血症 キサンチンオキシダーゼ阻
害作用（酸化型、還元型）

フェブキソスタット 内ー１ 錠剤 １日１回 フェブリク錠

痛風並びに高尿酸血症における酸
性尿の改善、アシドーシス

配合剤（代謝産物の重炭酸
塩が生体において塩基として
作用することによる酸性尿、
アシドーシス改善作用）

配合剤 クエン酸カリウム
／クエン酸ナトリ
ウム

内ー１
内ー２

錠剤
散剤

酸性尿：１日３
回、アシドーシ
ス：１日３～４回

ウラリット－Ｕ配合散
ウラリット配合錠
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３９５　酵素製剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 酵素製剤 腫脹の緩解 消炎作用 抗炎症作用／出血抑制作用
／喀痰喀出・膿粘液分解作
用／抗生物質（ペニシリン系）
の抗菌作用増強／組織修復
作用

リゾチーム塩酸塩 内ー１ 錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

１日３回 レフトーゼ

内ー２ 顆粒剤
細粒剤

１日３回 レフトーゼ

内ー３ ｼﾛｯﾌﾟ剤 １日３回 レフトーゼ

蛋白分解作用／抗浮腫・抗
炎症作用／喀痰融解作用

セミアルカリプロティナー
ゼ

内ー１ 錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

１日３～４回

抗炎症作用／抗腫脹作用／
喀痰、膿汁の融解、排泄促進
作用／抗生物質の病巣部移
行促進作用

セラペプターゼ 内ー１ 腸溶錠剤 １日３回 ダーゼン

内ー２ 腸溶顆粒 １日３～４回 ダーゼン

蛋白分解作用／抗炎症作用
／炎症性浮腫、腫脹の緩解
作用／炎症巣の粘稠性膿
液、変性蛋白融解除去作用
／清浄化促進作用

プロナーゼ 内ー１ 錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

１日３回 エンピナース・ＰＤ錠

炎症性腫脹・血腫除去作用
／喀痰膿汁融解・排出促進

ブロメライン 内ー１ 錠剤 １日２～４回 エデマーゼ

配合剤（消炎作用） 炎症侵出物吸収改善作用 炎症領域の毛細血管又はリ
ンパ管を塞ぐフィブリン様物質
除去作用

配合剤 ブロメライン／トリプシン 内ー１ 錠剤 １日４回 キモタブ

2 酵素製剤 脳血栓症、末梢動、静脈閉塞症 血栓溶解作用 ウロキナーゼ 注ー１ 注射薬 用時静注／
点滴静注／
冠動注

急性心筋梗塞における冠動脈血栓
の溶解

モンテプラーゼ（遺伝子
組換え）

注ー１ 注射薬 静注 クリアクター注

パミテプラーゼ（遺伝子
組換え）

注ー１ 注射薬 静注 ソリナーゼ注射用

アルテプラーゼ（遺伝子
組換え）

注ー１ 注射薬 静注 アクチバシン注

ゴーシェ病の諸症状（貧血、血小板
減少症、肝脾腫及び骨症状）の改善

グルコセレブロシダーゼ作用 イミグルセラーゼ（遺伝
子組換え）

注ー１ 注射薬 点滴静注 セレザイム注２００Ｕ

ファブリー病 ガラクトシダーゼ作用 アガルシダーゼ ベータ
（遺伝子組換え）

注－１ 注射薬 点滴静注 ファブラザイム点滴
静注用5mg

アガルシダーゼ アルファ
（遺伝子組換え）

注－１ 注射薬 点滴静注 リプレガル点滴静注
用

ムコ多糖症Ⅰ型 α ‐L‐イズロニダーゼ作用 ラロニダーゼ（遺伝子組
換え）

注－１ 注射薬 点滴静注 アウドラザイム点滴
静注液

ムコ多糖症Ⅱ型 イズロン酸-2-スルファターゼ
作用

イデュルスルファーゼ
（遺伝子組換え）

注－１ 注射薬 点滴静注 エラプレース点滴静
注液

ムコ多糖症Ⅵ型 アリルスルファターゼＢ作用 ガルスルファーゼ（遺伝
子組換え）

注－１ 注射薬 点滴静注 ナグラザイム点滴静
注液

糖原性Ⅱ型 酸性α -グルコシダーゼ作用 アルグルコシダーゼ　ア
ルファ（遺伝子組換え）

注－１ 注射薬 点滴静注 マイオザイム点滴静
注用

慢性動脈閉塞症（バージャー病、閉
塞性動脈硬化症）の虚血性諸症状
の改善、振動病における末梢循環
障害の改善、突発性難聴における
聴力の回復と自覚症状の改善

末梢循環改善作用 フィブリノゲン低下作用作用
／ フィブリノーゲン/フィブリン
分解産物(FDP)の増加 ／
ユーグロブリン溶解時間短縮
作用 ／プラスミノゲン量及び
α ２ープラスミンインヒビター
の減少作用 等

バトロキソビン 注－１ 注射薬 点滴静注 デフィブラーゼ
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がん化学療法に伴う高尿酸血症 尿酸直接分解作用 ラスブリカーゼ（遺伝子
組換え）

注－１ 注射薬 点滴静注 ラスリテック点滴静注
用
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３９６　糖尿病用薬
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 糖尿病用薬 膵β 細胞刺激によるインスリ
ン分泌促進作用

スルホニルウレア アセトヘキサミド 内ー１ 錠剤 １日１回又は２回 ジメリン

クロルプロパミド 内ー１ 錠剤 １日１回 アベマイド

グリクロピラミド 内ー１ 錠剤 １日１回 デアメリンS

トルブタミド 内ー１ 錠剤 １日１回又は２回 ジアベン

内ー２ 末剤 １日１回又は２回 ヘキストラスチノン

グリベンクラミド 内ー１ 錠剤 １日１回又は２回 オイグルコン

グリクラジド 内ー１ 錠剤 １日１回又は２回 グリミクロン

グリメピリド 内ー１ 錠剤 １日１～２回 アマリール

膵β 細胞刺激によるインスリ
ン分泌促進作用（短時間速
効型）

フェニルアラニン誘
導体

ナテグリニド 内ー１ 錠剤 １日３回 スターシス

ベンジルコハク酸誘
導体

ミチグリニドカルシウ
ム水和物

内－１ 錠剤 １日３回 グルファスト錠5mg

安息香酸誘導体 レパグリニド 内ー１ 錠剤 １日３回 シュアポスト

インスリン抵抗性改善作用 細胞内インスリン情報伝達
機構正常化作用／末梢（骨
格筋、脂肪組織）での糖代謝
増強作用

チアゾリジン誘導体 ピオグリタゾン塩酸
塩

内ー１ 錠剤 １日１回 アクトス

肝の糖新生抑制作用／腸管
からのグルコース吸収抑制
作用／末梢での糖利用促進

ビグアナイド メトホルミン塩酸塩 内ー１ 錠剤 １日２～３回 メルビン
メトグルコ

ブホルミン塩酸塩 内ー１ 錠剤 １日２～３回 ジベトスB

配合剤（インスリン抵抗性改
善作用）

細胞内インスリン情報伝達
機構正常化作用／末梢（骨
格筋、脂肪組織）での糖代謝
増強作用＋肝の糖新生抑制
作用／腸管からのグルコー
ス吸収抑制作用／末梢での

配合剤 ピオグリタゾン塩酸
塩／メトホルミン塩酸
塩

内ー１ 錠剤 １日１回 メタクト配合錠

配合剤（インスリン抵抗性改
善作用／膵β 細胞刺激によ
るインスリン分泌促進作用）

配合剤 ピオグリタゾン塩酸
塩／グリメピリド

内ー１ 錠剤 １日１回 ソニアス配合錠

配合剤（膵β 細胞刺激によ
るインスリン分泌促進作用
（短時間速効型）／α グルコ
シダーゼ阻害作用）

配合剤 ミチグリニドカルシウ
ム水和物／ボグリ
ボース

内ー１ 錠剤 １日３回 グルベス配合錠

配合剤（ジペプチジルペプチ
ダーゼ4阻害作用／インスリ
ン抵抗性改善作用）

配合剤 アログリプチン安息
香酸塩／ピオグリタ
ゾン塩酸塩

内ー１ 錠剤 １日１回 リオベル配合錠

ジペプチジルペプチダーゼ4
阻害作用

インクレチン分解抑制作用 シタグリプチンリン酸
塩水和物

内ー１ 錠剤 １日１回 ジャヌビア
グラクティブ

インスリン非依存型糖尿病
（２型糖尿病）
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アログリプチン安息
香酸塩

内－１ 錠剤 １日１回 ネシーナ錠

　 ビルダグリプチン 内ー１ 錠剤 １日２回 エクア

リナグリプチン 内－１ 錠剤 １日１回 トラゼンタ錠

テネリグリプチン臭
化水素酸塩水和物

内－１ 錠剤 １日１回 テネリア錠

アナグリプチン 内－１ 錠剤 １日２回 スイニー錠

サキサグリプチン水
和物

内－１ 錠剤 １日１回 オングリザ錠

糖尿病の食後過血糖 α グルコシダーゼ（腸管での
二糖類から単糖類への分解
酵素）阻害作用

アカルボース 内ー１ 錠剤 １日３回 グルコバイ

ボグリボース 内ー１ 錠剤 １日３回 ベイスン

ミグリトール 内ー１ 錠剤 １日３回 セイブル

糖尿病による末梢神経障害
に伴う自覚症状

神経内ソルビトールの蓄積
抑制作用

アルドース還元酵素阻害作
用

エパルレスタット 内ー１ 錠剤 １日３回 キネダック錠

血漿内β エンドルフィン増加
作用／サブスタチンP遊離抑
制作用／神経細胞膜Na+電
流抑制作用

メキシレチン塩酸塩 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 メキシチールカプセ
ル

2 糖尿病用薬 糖尿病（インスリン療法） インスリン補充作用 インスリン受容体刺激作用
／血糖降下作用

ポリベプチド（インス
リン(動物由来)）

インスリン（動物由
来）

注-1 注射薬 初期：1日３回食
前皮下注

イスジリン

　 無晶性インスリン亜
鉛水性懸濁液（動物
由来）

注-1 注射薬 初期：1日１回朝
食前30分以内皮
下注

セミレンテイスリジン

インスリン亜鉛水性
懸濁液（動物由来）

注-1 注射薬 初期：1日１回朝
食前30分以内皮
下注

レンテイスリジン
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イソフェンインスリン
水性懸濁液（動物由
来）

注-1 注射薬 初期：1日１回朝
食前30分以内皮
下注

ＮＰＨイスジリン

プロタミンインスリン
亜鉛水性懸濁液（動
物由来）

注-1 注射薬 初期：1日１回朝
食前30分以内皮
下注

プロタミン亜鉛イスジ
リン

結晶性インスリン亜
鉛水性懸濁液  （動
物由来）

注-1 注射薬 初期：1日１回朝
食前30分以内皮
下注

ウルトラレンテイスリ
ジン

ポリペプチド（ヒトイ
ンスリン(遺伝子組
換え)）

インスリン（遺伝子組
換えヒトインスリン）

注-1 注射薬 初期：1日３回食
前皮下注

ヒューマリンＲ注

注-2 キット 初期：1日３回食
前皮下注

ヒューマカートＲキッ
ト

中性インスリン（遺伝
子組換えヒトインスリ

注-1 注射薬 初期：1日3回食
前皮下注

ペンフィルＲ注

注-2 キット 初期：1日3回食
前皮下注

ノボレットＲキット

イソフェンインスリン
水性懸濁液（遺伝子
組換えヒトインスリ

注-1 注射薬 初期：1日１回朝
食前30分以内皮
下注

ヒューマリンＮ

注-2 キット 初期：1日１回朝
食前30分以内皮
下注

ノボレットＮキット

配合(混合)剤（インスリン補
充作用）

インスリン受容体刺激作用
／血糖降下作用

配合(混合)剤 水溶性インスリン／
イソフェンインスリン
（遺伝子組換えヒトイ
ンスリン）

注-1 注射薬 初期：1日2回朝
夕食前30分以内
皮下注

ペンフィル５０Ｒ

　 注-2 キット 初期：1日2回朝
夕食前30分以内
皮下注

ノボレット５０Ｒ

注-1 注射薬 初期：1日2回朝
夕食前30分以内
皮下注

ペンフィル４０Ｒ

注-2 キット 初期：1日2回朝
夕食前30分以内
皮下注

ノボレット４０Ｒ

注-1 注射薬 初期：1日2回朝
夕食前30分以内
皮下注

ペンフィル３０Ｒ

注-2 キット 初期：1日2回朝
夕食前30分以内
皮下注

ノボレット３０Ｒ

インスリン補充作用 インスリン受容体刺激作用
／血糖降下作用

ポリペプチド（ヒトイ
ンスリンアナログ）

インスリン　リスプロ
（遺伝子組換え）

注-1 注射薬 初期：１日３回食
直前１５分以内
皮下注

ヒューマログ注バイ
アル100単位/ｍＬ、
ヒューマログ注カート

注-2 キット 初期：１日３回食
直前１５分以内
皮下注

ヒューマログ注キット

インスリン　アスパル
ト（遺伝子組換え）

注-1 注射薬 初期：１日３回食
直前１５分以内
皮下注

ノボラピッド注１００単
位/ｍL、ノボラピッド
注１５０、ノボラピッド

注-2 キット 初期：１日３回食
直前１５分以内
皮下注

ノボラピッド注フレッ
クスペン

インスリン　グルリジ
ン（遺伝子組換え）

注-1 注射薬 １日３回食直前１
５分以内皮下注

アピドラ注

注-2 カート
キット

１日３回食直前１
５分以内皮下注

アピドラ注カート、
キット
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インスリン　リスプロ
（遺伝子組換え）

注-1 注射薬 初期：１日1回朝
食直前１５分以
内皮下注

ヒューマログN注カー
ト

注-2 キット 初期：１日1回朝
食直前１５分以
内皮下注

ヒューマログN注キッ
ト

インスリン　グラルギ
ン（遺伝子組換え）

注-1 注射薬 1日1回朝食前又
は就寝前皮下注

ランタス注バイアル
1000

注-2 キット 1日1回朝食前又
は就寝前皮下注

ランタス注キット300

インスリン　デテミル
（遺伝子組換え）

注-1
注-2

注射薬
キット

１日１回食前又
は就寝前皮下注

レベミル注
レベミル注フレックス
ペン　イノレット

インスリン　デグルデ
ク（遺伝子組換え）

注-1
注-2

注射薬
キット

１日１回皮下注 トレシーバ注　ペン
フィル
トレシーバ注　フレッ
クスタッチ

配合(混合)剤（インスリン補
充作用）

インスリン受容体刺激作用
／血糖降下作用

ポリペプチド（ヒトイ
ンスリンアナログ）
配合（混合）剤

インスリン　リスプロ/
中間型インスリン　リ
スプロ

注-1 注射薬 初期：1日2回朝
食直前、夕食直
前１５分以内皮

ヒューマログミックス
25注カート

注-2 キット 初期：1日2回朝
食直前、夕食直
前１５分以内皮

ヒューマログミックス
25注キット

注-1 注射薬 初期：1日2回朝
食直前、夕食直
前１５分以内皮

ヒューマログミックス
50注カート

注-2 キット 初期：1日2回朝
食直前、夕食直
前１５分以内皮

ヒューマログミックス
50注キット

インスリン　アスパル
ト/中間型インスリン
アスパルト

注-1 注射薬 初期：1日2回朝
食直前、夕食直
前１５分以内皮

ノボラピッド30ミック
ス注

注-2 キット 初期：1日2回朝
食直前、夕食直
前１５分以内皮

ノボラピッド30ミック
ス注　フレックスペン

2型糖尿病 血糖低下作用 GLP-1受容体アゴニスト GLP-1受容体アナロ
グ

リラグルチド（遺伝子
組換え）

注-２ キット 1回0.9mgを１日
１回朝又は夕に
皮下注

ビクトーザ皮下注

エキセナチド 注-２ キット 1回10μ gを1日2
回朝夕食前に皮
下注

バイエッタ皮下注
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注-２ キット 2mgを週に1回、
皮下注射

ビデュリオン皮下注
用

インスリン受容体異常症 血糖低下作用 ソマトメジンＣ受容体刺激作
用

ポリペプチド（天然型
ヒトソマトメジンＣ）

メカセルミン（遺伝子
組換え）

注-1 注射薬 １回 0.1～
0.4mg/kg　皮下
注

ソマゾン
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２４４・２４７・２４８・３１１・３９８・３９９　骨代謝疾患用剤（カルシウム剤を除く）　
内注外
区分

分類名 主な適応症 　薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品 線引き

1 骨代謝疾患用
剤（ｶﾙｼｳﾑ剤

骨粗鬆症　/骨粗鬆症におけ
る骨量減少・疼痛

骨形成促進作用 蛋白同化ホルモン作用 ステロイド メテノロン 内-１ 錠剤 １日10～20mg、
２～３回

プリモボラン

骨吸収抑制作用／骨形成促
進作用

カルシトニン分泌促進作用 イソフラボン系 イプリフラボン 内-1 錠剤 １日３回 オステン

内-2 細粒剤 １日３回 オリコック細粒

骨形成促進作用／骨吸収抑
制作用

ビタミンＤ作用 骨代謝回転改善作用 活性型ビタミンＤ３ カルシトリオール 内-1 錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

１日２回 ロカルトロール

活性型ビタミンＤ３
誘導体

アルファカルシドー
ル

内-1 錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

１日１回 アルファロール

内-2 散剤 １日１回 アルファロール

内-3 液剤 １日１回 アルファロール

ビタミンＫ作用 オステオカルシンγ ｰカルボ
キシグルタミン酸残基生成作

ビタミンＫ２ メナテトレノン 内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 グラケーカプセル
15mg

骨吸収抑制作用 破骨細胞活性抑制作用 　 ビスホスホン酸塩 エチドロン酸二ナトリ
ウム

内-1 錠剤 1日1回2週間投
与後10～12週間
休薬、周期的間
歇投与

ダイドロネル錠２００

アレンドロン酸ナトリ
ウム水和物

内-1 錠剤 １日１回起床時 フォサマック錠5、ボ
ナロン錠5mg

１週間に１回起
床時

フォサマック錠
35mg、ボナロン錠

リセドロン酸ナトリウ
ム水和物

内-1 錠剤 １日１回起床時 アクトネル錠2.5mg、
ベネット錠2.5mg

１週間に１回起
床時

アクトネル錠
17.5mg、ベネット錠

月1回起床時 アクトネル錠75mg、
ベネット錠75mg

ミノドロン酸水和物 内-1 錠剤 １日１回起床時 リカルボン錠1mg、ボ
ノテオ錠1mg

４週に１回起床
時

リカルボン錠50mg、
ボノテオ錠50mg

閉経後骨粗鬆症 骨吸収抑制作用 卵胞ホルモン作用 ステロイド エストリオール 内-１ 錠剤 １回1.0mg　　１日
２回

エストリール

配合剤（骨吸収抑制作用） 卵胞ホルモン補充作用/黄体
ホルモン補充作用

配合剤 エストラジオール・レ
ボノルゲストレル

内－１ 錠剤 1日1錠 ウェールナラ配合錠

骨吸収抑制作用 選択的エストロゲン受容体モ
ジュレーター

ベンゾチオフェン系 ラロキシフェン塩酸
塩

内－１ 錠剤 1日1回 エビスタ錠60mg

バゼドキシフェン酢
酸塩

内－１ 錠剤 1日1回 ビビアント錠20mg

2 骨代謝疾患用
剤（ｶﾙｼｳﾑ剤
除く）

骨粗鬆症　/骨粗鬆症におけ
る疼痛

骨形成促進作用 蛋白同化ホルモン作用 ステロイド ナンドロロンデカン
酸塩

注-１ 注射薬 １回25～50mg、
３週間ごとに筋
注

デカ－デュラボリン

メテノロン 注-１ 注射薬 １回100mg、１～
２週間ごとに筋

プリモボランデポー

配合剤（骨吸収抑制作用） 卵胞ホルモン作用+男性ホル
モン作用

配合剤 エストラジオール吉
草酸エステル／テス
トステロンエナント酸
エステル

注-１ 注射薬 ２～４週ごとに１
回１mL筋注

ダイホルモンデポー
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卵胞ホルモン作用+男性ホル
モン作用+男性ホルモン作用

配合剤 エストラジオール吉
草酸エステル／テス
トステロンエナント酸
エステル／テストス
テロンプロピオン酸

注-１ 注射薬 ２～４週ごとに１
回１mL筋注

ボセルモンデポー

骨吸収抑制作用／骨形成促
進作用／血清Ca低下作用

カルシトニン誘導
体

エルカトニン 注-1 注射薬 週２回筋注ほか エルシトニン注10[疼
痛改善]、　エルシト
ニン注２０S[骨粗鬆

注-2 キット 週２回筋注ほか ラスカルトン10ディス
ポ

骨吸収抑制作用／血清Ca・
P低下作用

サケカルシトニン 注-1 注射薬 週２回筋注 サーモトニン

注-2 キット 週２回筋注 サーカルニンディス
ポ骨吸収抑制作用 破骨細胞活性抑制作用  ビスホスホン酸塩 アレンドロン酸ナトリ

ウム水和物
注-1 注射薬 ４週に１回点滴

静注
ボナロン点滴静注

破骨細胞活性抑制作用（ＲＡ
ＮＫ－ＲＡＮＫＬ結合阻害作
用）

デノスマブ(遺伝子組
換え）

注－２ キット ６ヶ月に１回皮下
投与

プラリア皮下注

悪性腫瘍による高Ca血症 血清Ca低下作用／骨吸収抑
制作用

破骨細胞活性抑制作用 ビスホスホン酸塩 パミドロン酸二ナトリ
ウム

注-1 注射薬 ４時間以上かけ
て単回点滴静注

アレディア注

アレンドロン酸ナトリ
ウム水和物

注-1 注射薬 ４時間以上かけ
て単回点滴静注

テイロック注射液

ゾレドロン酸水和物 注-1 注射薬 15分以上かけて
点滴静脈内投与

ゾメタ注射液4mg

血清Ｃａ低下作用／骨吸収
抑制作用／骨形成促進作用

カルシトニン誘導
体

エルカトニン 注-1 注射薬 週２回筋注ほか エルシトニン注40

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

骨吸収抑制作用 破骨細胞活性抑制作用（ＲＡ
ＮＫ－ＲＡＮＫＬ結合阻害作
用）

デノスマブ（遺伝子
組換え）

注-1 注射薬 ４週に１回皮下
投与

ランマーク皮下注
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３９９　他に分類されない代謝性医薬品　
内注外
区分

分類名 主な適応症 　薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品 線引き

1 他に分類され
ない代謝性医
薬品

頭部外傷後遺症 脳代謝賦活作用 リン酸供与体として各種の酵
素を介し、糖質、脂肪、蛋白
質の代謝に関与

アデノシン三リン酸二ナト
リウム

内ー１ 錠剤 1日３回 アデホスコーワ

内ー２ 顆粒剤 １日３回 アデボスコーワ

中枢神経賦活作用 脳代謝促進作用 脳内グルコース代謝亢進作
用

メクロフェノキサート塩酸
塩

内ー１ 錠剤 ルシドリール錠

ヘキソキナーゼ活性化作用 γ －アミノ酪酸 内ー１ 錠剤 ガンマロン錠

慢性膵炎における急性症状
の寛解

非ぺプタイド蛋白分解酵素阻
害作用

カモスタットメシル酸塩 内ー１ 錠剤 １日３回 フオイパン錠

高インスリン血性低血糖症 インスリン分泌抑制作用 ジアゾキシド 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日２回又は３回 アログリセムカプセ
ル湿疹、蕁麻疹、薬疹、中毒

疹、尋常性座瘡、多型滲出性
皮膚代謝の正常化作用／抗
アレルギー作用／解毒作用

チオール酵素（SH酵素）賦活
作用

Ｌ－システイン 内ー１
内ー２

錠剤
末剤

１日２～３回

カルニチン欠乏症 ミトコンドリア機能賦活作用 組織内における慢性的なカ
ルニチン欠乏状態是正作用

過剰蓄積したプロピオニル基
をプロピオニルカルニチンと
して体外（尿中）へ排泄し、有
害なプロピオニル基からミトコ
ンドリア機能を保護し代謝賦
活

レボカルニチン塩化物 内ー１ 錠剤 １日３回 エルカルチン錠１００

レボカルニチン 内ー３、４ 液剤 １日３回 エルカルチンFF内用
液

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

肝臓、脳においてフェニルア
ラニン水酸化酵素、チロシン
水酸化酵素、トリプトファン水
酸化酵素の補酵素として働く
ことによるフェニルアラニン値
低下作用

サプロプテリン塩酸塩 内ー２ 顆粒剤 １日１～３回 ビオプテン顆粒２．
５％

腎移植における拒否反応の
抑制

プリン合成阻害 肝で６－メルカプトプリンに代
謝され、プリン代謝拮抗作用

DNA, RNA合成阻害作用 プリン誘導体 アザチオプリン 内ー１ 錠剤 １日初期量 2～
3mg/kg、維持量
0.5～1mg/kg

イムラン

プリンのde novo系合成を阻
害する
G1, S, G2期に作用

イミダゾール系 ミゾリビン 内ー１ 錠剤 １日初期量 2～
3mg/kg、維持量
0.5～1mg/kg、１
日１～３回

ブレディニン

腎移植後の難治性拒絶反応
の治療

プリン合成阻害 プリンのde novo 系合成を阻
害する、G1, S, G2期に作用

肝エステラーゼによりミコフェ
ノール酸に代謝され、イノシ
ンモノホスフェート脱水素酵
素阻害作用

ミコフェノ－ル酸モフェチル 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 1日2回12時間毎 セルセプトカプセル

腎、肝、心、肺、膵移植にお
ける拒絶反応の抑制、骨髄
移植における拒絶反応及び
移植片対宿主病の抑制

免疫抑制作用 主にT細胞の分化・増殖抑
制、Ｇ０→G1移行期に作用

カルシニューリンの活性化を
阻害し、インターロイキン２
（IL-2）等のサイトカイン産生
抑制作用

シクロスポリン 内ー１
内ー２

ｶﾌﾟｾﾙ剤
細粒剤

１日２回 サンディミュン

内ー３ 液剤 サンディミュン内用
液
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タクロリムス水和物 内－１
内ー２

ｶﾌﾟｾﾙ剤
顆粒剤

１日２回 プログラフカプセル

内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日１回朝 グラセプターカプセ
ル

心移植における拒絶反応の
抑制

免疫抑制作用 主に、T細胞の分化・増殖抑
制、G１→S移行期に作用

エベロリムス 内ー１ 錠剤 1日2回 サーティカン

維持透析下の二次性副甲状
腺機能亢進症

カルシウム受容体活性化作
用

ＰＴＨ分泌抑制作用 シナカルセト塩酸塩 内ー１ 錠剤 １日１回 レグパラ

特発性肺線維症 サイトカイン産生調節作用 増殖抑制作用 ピルフェニドン 内－１ 錠剤 １日３回 ピレスパ

慢性特発性血小板減少性紫
斑病

トロンボポエチン受容体刺激
作用

エルトロンボパグ オラミン 内ー１ 錠剤 １日１回 レボレード

多発性硬化症の再発予防及
び身体的障害の進行抑制

スフィンゴシン1-リン酸受容
体機能的アンタゴニスト

フィンゴリモド塩酸塩 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日１回 イムセラカプセル
ジレニアカプセル

ニーマン・ピック病Ｃ型 グリコシルセラミド合成酵素
阻害作用

ミグルスタット 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 １日３回 ブレーザベスカプセ
ル

2 他に分類され
ない代謝性医
薬品

進行する感音性難聴（音響外
傷を含む）

結合織成分補充作用 尿量増加作用／尿蛋白減少
作用／結合織コラーゲン繊
維再生促進作用／コラーゲ
ン線維安定化作用

コンドロイチン硫酸ナトリ
ウム

注ー１ 注射薬 １日１回、静注又
は筋注

１％コンドロン注

頭部外傷後遺症 脳代謝賦活作用 リン酸供与体として各種の酵
素を介し、糖質、脂肪、蛋白
質の代謝に関与

アデノシン三リン酸二ナト
リウム

注ー１ 注射薬 １日１～２回静
注、筋注、皮下
注又は１日１回
点滴静注

アデシノンＰ注射液１
０ｍｇ

脳内グルコース代謝亢進作
用

塩酸メクロフェノキサート 注ー１ 注射薬 注射用ルシドリール

頭部外傷に伴う意識障害 脳血流増加作用／脳代謝改
善作用

上行性網様賦活系及び錐体
外路系活性作用

シチコリン 注ー１
注ー２

注射薬
キット

１日１～２回点滴
静注

ニコリン

変形性膝関節症、肩関節周
囲炎、（スベニール）慢性関
節リウマチにおける膝関節痛

上皮細胞の接着・進展促進
作用

履歴 ヒアルロン酸ナトリウム 注ー１ 注射薬 １週間ごとに連続
５回投与

アルツ

注ー２ キット １週間ごとに連続
５回投与

アルツディスポ

保存的非薬物治療及び経口
薬物治療が十分奏効しない
疼痛を有する変形性膝関節
症の患者の疼痛緩和

関節液の補填 ヒアルロン酸ナトリウム架
橋処理ポリマー／ヒアルロ
ン酸ナトリウム架橋処理ポ
リマービニルスルホン架橋

注ー２ キット １週間ごとに連続
３回投与

サイビスクディスポ

急性循環不全（外傷性ショッ
ク、細菌性ショック）

ショックによって低下したＲＥ
Ｓ機能回復作用／循環不全
改善作用

キニン系、血液凝固系、線溶
系、白血球組織中の蛋白分
解酵素に対する阻害作用／
蛋白分解酵素の逸脱に基づ
く酵素系の連鎖反応、生理活
性物質産生の亢進阻止作用

アプロチニン 注ー１ 注射薬 点滴静注 トラジロール５万単
位

急性膵炎、慢性再発性膵炎
の急性増悪期、術後の急性
膵炎

蛋白分解酵素阻害作用／血
液凝固系阻害作用／血小板
凝集抑制作用

ガベキサートメシル酸塩 注ー１ 注射薬 点滴静注 注射用エフオーワイ
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膵酵素阻害作用／蛋白分解
酵素阻害作用

ウリナスタチン 注ー１ 注射薬 １日１～３回点滴
静注

ミラクリッド

蛋白分解酵素阻害作用／血
液凝固系阻害作用／血小板
凝集抑制作用

ナファモスタットメシル酸塩 注ー１ 注射薬 約２時間前後か
けて１～２回点滴
静注ほか

注射用フサン

透析施行中の腎性貧血 造血作用 造血前駆細胞に対するコロ
ニー形成亢進作用

エポエチンα （遺伝子組換
え）

注ー１ 注射薬 緩徐に静注 エスポー注射液

透析導入前、透析施行中の
腎性貧血

造血作用 造血前駆細胞に対するコロ
ニー形成亢進作用

エポエチンβ （遺伝子組換
え）

注ー１ 注射薬 静注、皮下注 エポジン注７５０

慢性特発性血小板減少性紫
斑病

トロンボポエチン受容体刺激
作用

巨核球系前駆細胞直接作用 ロミプロスチム（遺伝子組
換え）

注ー１ 注射薬 週１回皮下注 ロミプレート皮下注
250μ g調製用

カルニチン欠乏症 ミトコンドリア機能賦活作用 組織内における慢性的なカ
ルニチン欠乏状態是正作用

過剰蓄積したプロピオニル基
をプロピオニルカルニチンと
して体外（尿中）へ排泄し、有
害なプロピオニル基からミトコ
ンドリア機能を保護し代謝賦
活

レボカルニチン 注ー１ 注射薬 通常、１回３～６
時間ごとに点滴
静注
血液透析に伴う
カルニチン欠乏
症に対しては、透
析終了時に透析
回路静脈側に注
入（静注）

エルカルチンFF静注

腎、肝、心、肺、膵移植にお
ける拒絶反応の抑制、骨髄
移植における拒絶反応及び
移植片対宿主病の抑制

免疫抑制作用 主にT細胞の分化・増殖を抑
制、Ｇ０→G1移行期に作用

カルシニューリンの活性化を
阻害し、IL-2等のサイトカイン
産生を抑制

シクロスポリン 注ー１ 注射薬 点滴静注 サンディミュン注射
液

タクロリムス水和物 注ー１ 注射薬 点滴静注 プログラフ注射液

腎移植後の拒絶反応（促進
型及び急性）の治療

免疫抑制作用 リンパ球の分化、増殖抑制作
用

グスペリムス塩酸塩 注ー１ 注射薬 １日１回点滴静
注

スパニジン注射液

全身性炎症反応症候群に伴
う急性肺障害の改善

好中球エラスターゼ阻害作用 シベレスタットナトリウム水
和物

注ー１ 注射薬 24時間静脈内持
続投与

注射用エラスポール
１００

既存治療で効果不十分な下
記疾患
尋常性乾癬、関節症性乾癬

IL-12/23ｐ40阻害作用 ヒトIL-12及びIL-23
のp40サブユニット
に対する遺伝子組
換えヒトIgG1モノク
ローナル抗体

ウステキヌマブ（遺伝子組
換え）

注－２ 注射薬
（キット）

ステラーラ皮下注
45mgシリンジ

以下のクリオピリン関連周期
性症候群
・家族性関連自己炎症症候
群
・マックス・ウェルズ症候群
・新生児期発症多臓器系炎
症性疾患

IL-1β 阻害作用 ４４８ 個のアミノ酸
残基からなるＨ鎖
（γ １鎖）２ 分子及
び２１４個のアミノ
酸残基からなるＬ
鎖（κ 鎖）２分子で
構成される糖タン
パク質（分子量：約
１４８，０００）

カナキヌマブ（遺伝子組換
え）

注－１ 注射薬 イラリス皮下注用

136



４２１－４２９　腫瘍用薬
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 腫瘍用薬 悪性腫瘍 抗腫瘍作用 核酸合成阻害作用 ＤＮＡアルキル化／架橋形成
作用

ナイトロジェン・マスタード系 シクロホスファミド 内－１ 錠剤 エンドキサンＰ

内－２

メルファラン 内－１ 錠剤 アルケラン

アルキルスルホネート系 ブスルファン 内ー２ 散剤 マブリン

ＤＮＡアルキル化／ＤＮＡ傷
害作用

イミダゾテトラジン系 テモゾロミド 内－１ カプセル
剤

テモダール

核酸合成過程の代謝阻害
（ジヒドロ葉酸還元阻害作用）

葉酸系 メトトレキサート 内－１ 錠剤 メソトレキセート

核酸合成過程の代謝阻害（Ｄ
ＮＡポリメラーゼ活性阻害作

ピリミジン(ｼﾄｼﾝｱﾗﾋﾞﾉｼﾄﾞ）系 シタラビンオクホスファート 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 スタラシド

核酸合成過程の代謝阻害（Ｔ
ＭＰ合成阻害作用）

ピリミジン（ﾌｯ化ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾝ）系 フルオロウラシル 内－１ 錠剤 ５－ＦＵ

内－３ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯ
ﾌﾟ剤

５－ＦＵ

ドキシフルリジン 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 フルツロン

テガフール 内－１ 錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

フトラフール、サンフ
ラール

内ー２ 顆粒剤
カペシタビン 内－１ 錠剤 ゼローダ錠300

核酸合成過程の代謝阻害
（プリン環生合成阻害作用、
ヌクレオチド転換阻害作用）

プリン系 メルカプトプリン 内－２ 散剤 ロイケリン

核酸合成過程の代謝阻害（Ｄ
ＮＡ・ＲＮＡポリメラーゼ活性
阻害作用）

フルダラビンリン酸エステル 内ー１ 錠剤 フルダラ錠10mg

核酸合成過程の代謝阻害（リ
ボヌクレオチドレダクターゼ阻
害作用）

尿素置換体 ヒドロキシカルバミド 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ハイドレア

配合剤（抗腫瘍作用） 核酸合成過程の代謝阻害（Ｔ
ＭＰ合成阻害作用）＋5-FU代
謝阻害作用

配合剤 テガフール／ウラシル 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ユーエフティ

核酸合成過程の代謝阻害（Ｔ
ＭＰ合成阻害作用）＋5-FU代
謝阻害作用＋消化管粘膜細
胞における5-FUﾘﾝ酸化抑制

配合剤 テガフール／ギメラシル／
オテラシルカリウム

内－１
内ー２

ｶﾌﾟｾﾙ剤
顆粒剤

ティーエスワン

抗腫瘍作用 核酸合成阻害／ホルモン様
作用

ＤＮＡアルキル化／架橋形成
作用、エストロゲン作用

ナイトロジェン・マスタードと
エストロゲンの化合物

エストラムスチンリン酸エス
テルナトリウム

内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 エストラサイト

殺細胞作用 ＤＮＡ-Ⅱ型トポイソメラーゼ
阻害作用

ビスジオキソピペラジン系 ソブゾキサン 内－２ 細粒剤 ペラゾリン

エピポドフィロトキシン系 エトポシド 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ラステットＳ、ベプシ
ドＳ

核酸及び蛋白合成阻害作用 メチルヒドラジン系 プロカルバジン塩酸塩 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ナツラン

分化誘導作用 PML-RAR-α Ⅱ融合遺伝子
の抑制作用

ビタミンＡ活性代謝物 トレチノイン 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ベサノイド

タミバロテン 内－１ 錠剤 アムノレイク錠２ｍｇ

発がん物質活性化阻害作用 β －グルクロニダーゼ阻害
作用

アセグラトン 内－１ 錠剤 グルカロン

抗腫瘍免疫能賦活作用 放線菌ペプチド ウベニメクス 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ベスタチン

多糖体 かわらたけ多糖体 内－２ 末剤 クレスチン

ホルモン様作用 抗エストロゲン作用 トリフェニルエチレン系 タモキシフェンクエン酸塩 内－１ 錠剤 ノルバデックス

クエン酸トレミフェン 内－１ 錠剤 フェアストン

黄体ホルモン メドロキシプロゲステロン酢
酸エステル

内－１ 錠剤 ヒスロンＨ

アンドロスタン系 メピチオスタン 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 チオデロン

アンドロゲンからのエストロゲ
ン生成抑制作用（アロマター
ゼ阻害作用）

トリアゾール系 アナストロゾール 内－１ 錠剤 アリミデックス

レトロゾール 内－１ 錠剤 フェマーラ
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ステロイド系 エキセメスタン 内－１ 錠剤

抗アンドロゲン作用 トリフルオロメチルフェニル
系

フルタミド 内－１ 錠剤 オダイン

ビカルタミド 内－１ 錠剤 カソデックス

卵胞ホルモン エチニルエストラジオール 内－１ 錠剤 プロセキソール

黄体ホルモン クロルマジノン酢酸エステル 内－１ 錠剤 プロスタール

脳下垂体性ゴナドトロピン分
泌抑制作用

男性ホルモン メチルテストステロン 内－１ 錠剤 エナルモン

ステロイド合成阻害作用 ミトタン 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 オペプリム

チロシンキナーゼ阻害作用 Bcr-Ablﾁﾛｼﾝｷﾅｰｾﾞ
/KIT(CD117)ﾁﾛｼﾝｷﾅｰｾﾞ阻

2-ﾌｪﾆﾙｱﾐﾉﾋﾟﾘﾐｼﾞﾝ系 イマチニブメシル酸塩 内ー１ 錠剤 グリベック錠100mg

ニロチニブ塩酸塩水和物 内－１ カプセル
剤

タシグナカプセル

ダサチニブ水和物 内－１ 錠剤 スプリセル錠

上皮成長因子受容体
（EGFR）ﾁﾛｼﾝｷﾅｰｾﾞ阻害

4-ｱﾆﾘﾉｷﾅｿﾞﾘﾝ系 ゲフィチニブ 内－１ 錠剤 イレッサ

エルロチニブ塩酸塩 内ー１ 錠剤 タルセバ

EGFR/HER2デュアルチロシ
ンキナーゼ阻害作用

ラパチニブトシル酸塩水和
物

内－１ 錠剤 タイケルブ

腫瘍細胞増殖抑制作用（Raf
キナーゼ阻害）、血管新生抑
制作用（VEGFR阻害）

ビアリル尿素系 ソラフェニブトシル酸塩 内－１ 錠剤 ネクサバール

腫瘍細胞増殖抑制作用、血
管新生抑制作用

スニチニブリンゴ酸塩 内－１ カプセル
剤

スーテントカプセル

腫瘍細胞増殖抑制作用、血
管新生抑制作用（VEGFR阻
害）

アキシチニブ 内－１ 錠剤 インライタ錠

血管内皮増殖因子受容体
（VEGFR）阻害、血小板由来
増殖因子受容体（PDGFR）阻
害、幹細胞因子受容体（c-
Kit）阻害作用

パゾパニブ塩酸塩 内－１ 錠剤 ヴォトリエント錠

血管新生阻害作用、腫瘍細
胞増殖抑制作用、間質細胞
シグナル伝達阻害作用

レゴラフェニブ水和物 内－１ 錠剤 スチバーガ錠

未分化リンパ腫キナーゼ（ＡＬ
Ｋ）阻害作用

クリゾチニブ 内－１ カプセル
剤

ザーコリカプセル

mTOR阻害作用 腫瘍細胞増殖抑制作用、血
管新生抑制作用

エベロリムス 内－１ 錠剤 アフィニトール

内－１ 錠剤 アフィニトール分散
錠

骨髄腫細胞増殖抑制作用 サリドマイド 内－１ カプセル
剤

サレドカプセル

レナリドミド水和物 内－１ カプセル
剤

レブラミドカプセル

ヒストン脱アセチル化酵素阻
害作用

ボリノスタット 内－１ カプセル
剤

ゾリンザカプセル

2 腫瘍用薬 悪性腫瘍 抗腫瘍作用 核酸合成阻害作用 ＤＮＡアルキル化／架橋形成
作用

ナイトロジェン・マスタード系 シクロホスファミド 注－１ 注射薬 エンドキサン

メルファラン 注－１ 注射薬 アルケラン静注用

イホスファミド 注－１ 注射薬 イホマイド

アルキルスルホネート系 ブスルファン 注－１ 注射薬 ブスルフェクス

ナイトロジェン・マスタード系
／ベンゾイミダゾール系

ベンダムスチン塩酸塩 注－１ 注射薬 トレアキシン点滴静
注用

エチレンイミン系 チオテパ 注－１ 注射薬 テスパミン

ニトロソウレア系 ニムスチン塩酸塩 注－１ 注射薬 ニドラン

ラニムスチン 注－１ 注射薬 サイメリン

トリアゼン系 ダカルバジン 注－１ 注射薬 ダカルバジン

ＤＮＡアルキル化／ＤＮＡ傷
害作用

イミダゾテトラジン系 テモゾロミド 注ー１ 注射薬 点滴静注 テモダール点滴静注
用
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核酸合成過程の代謝阻害
（ジヒドロ葉酸還元阻害作用）

葉酸系 メトトレキサート 注－１ 注射薬 メソトレキセート

核酸合成過程の代謝阻害（Ｔ
ＭＰ合成阻害作用）

ピリミジン（ﾌｯ化ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾝ）系 フルオロウラシル 注－１ 注射薬 ５－ＦＵ

テガフール 注－１ 注射薬 フトラフール

核酸合成過程の代謝阻害（Ｄ
ＮＡポリメラーゼ活性阻害作

ピリミジン（ｼﾄｼﾝｱﾗﾋﾞﾉｼﾄﾞ）
系

シタラビン 注－１ 注射薬 キロサイド

ゲムシタビン塩酸塩 注－１ 注射薬 ジェムザール

エノシタビン 注－１ 注射薬 サンラビン

プリン系 ネララビン 注－１ 注射薬 アラノンジー

核酸合成過程の代謝阻害（Ｄ
ＮＡポリメラーゼ活性阻害作
用、リボヌクレオチドレダク
ターゼ阻害作用）

プリン系 クロファラビン 注－１ 注射薬 エボルトラ

タンパク質合成阻害作用
（RNAへの取り込みによる殺
細胞作用）

アザシチジン 注ー１ 注射薬 皮下注、
点滴静注

ビダーザ

核酸合成過程の代謝阻害（Ｄ
ＮＡ・ＲＮＡポリメラーゼ活性
阻害作用）

プリン系 フルダラビンリン酸エステル 注－１ 注射薬 フルダラ

核酸合成過程の代謝阻害
（アデノシンデアミナーゼ阻害

ペントスタチン 注－１ 注射薬 コホリン

クラドリビン 注ー１ 注射薬 ロイスタチン注8mg

核酸合成過程の代謝阻害
（ジヒドロ葉酸還元阻害作
用、ＴＭＰ合成阻害作用、グリ
シンアミド・リボヌクレオチド・
ホルミントランスフェラーゼ阻

ペメトレキセドナトリウム水
和物

注－１ 注射薬 アリムタ

ＤＮＡ-Ⅰ型トポイソメラーゼ
阻害作用

カンプトテシン系 イリノテカン塩酸塩水和物 注－１ 注射薬 カンプト、トポテシン

ノギテカン塩酸塩 注－１ 注射薬 ハイカムチン

ＤＮＡ-Ⅱ型トポイソメラーゼ
阻害作用

エピポドフィロトキシン系 エトポシド 注－１ 注射薬 ベプシド、ラステット

ＤＮＡと結合 アントラサイクリン系 ダウノルビシン塩酸塩 注－１ 注射薬 ダウノマイシン

ドキソルビシン塩酸塩 注－１ 注射薬 アドリアシン

ドキソルビシン塩酸塩（リポ
ソーム製剤）

注－１ 注射薬 ドキシル

アクラルビシン塩酸塩 注－１ 注射薬 アクラシノン

エピルビシン塩酸塩 注－１ 注射薬 ファルモルビシン

イダルビシン塩酸塩 注－１ 注射薬 イダマイシン

ピラルビシン塩酸塩 注－１ 注射薬 テラルビシン、ピノル
ビン

アムルビシン塩酸塩 注－１ 注射薬

DNAｸﾞｱﾆﾝと結合し複合体形
成

アクチノマイシン系 アクチノマイシンＤ 注－１ 注射薬 コスメゲン

ｱﾃﾞﾆﾝ/ﾁﾐﾝの多いＤＮＡ部分
と結合

ネオカルチノスタチン系 ジノスタチンスチマラマー 注－１ 注射薬 ネオカルチノスタチン

ｼﾄｼﾝの多いＤＮＡ部分と結合 ゲムツズマブオゾガマイシン
（遺伝子組換え）

注－１ 注射薬 マイロターグ

ＤＮＡ傷害作用 ブレオマイシン系 ブレオマイシン塩酸塩 注－１ 注射薬 ブレオ

ペプロマイシン塩酸塩 注－１ 注射薬 ペプレオ

DNA/RNAと架橋形成作用 アントラサイクリン系 ミトキサントロン塩酸塩 注－１ 注射薬 ノバントロン

ＤＮＡアルキル化／架橋形成
作用

マイトマイシン系 マイトマイシンＣ 注－１ 注射薬 マイトマイシン

ＤＮＡ内/DNA間架橋形成作
用

白金錯化合物 シスプラチン 注－１ 注射薬 ブリプラチン、ランダ

カルボプラチン 注－１ 注射薬 パラプラチン

ネダプラチン 注－１ 注射薬 アクプラ

オキサリプラチン 注ー１ 注射薬 エルプラット点滴静
注液
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シスプラチン 注－１ 注射薬 肝動注 動注用アイエーコー
ル100mg

ミリプラチン水和物 注－１ 注射剤 肝動注 ミリプラ動注用70mg

細胞分裂阻止作用 微小管機能阻害作用 ビンカアルカロイド系 硫酸ビンブラスチン 注－１ 注射薬 エクザール

ビンクリスチン硫酸塩 注－１ 注射薬 オンコビン

ビンデシン硫酸塩 注－１ 注射薬 フィルデシン

ビノレルビン酒石酸塩 注－１ 注射薬 ナベルビン

タキソイド系 ドセタキセル水和物 注－１ 注射薬 タキソテール

パクリタキセル 注－１ 注射薬 タキソール

パクリタキセル 注－１ 注射薬 アブラキサン

チューブリン重合阻害を介し
た微小管機能阻害作用

エリブリンメシル酸塩 注ー１ 注射薬 ハラヴェン静注

アポトーシス誘導作用 PML-RAR-α 蛋白質分解誘
導作用

三酸化ヒ素 注ー１ 注射薬 トリセノックス注10mg

抗体依存性細胞傷害作用 抗HER2ﾋﾄ型ﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体 トラスツズマブ（遺伝子組換
え)

注－１ 注射薬 ハーセプチン

ﾏｳｽｰﾋﾄｷﾒﾗ型ﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗
体

リツキシマブ（遺伝子組換
え）

注－１ 注射薬 リツキサン

ヒト型モノクローナル抗体 オファツムマブ（遺伝子組換
え）

注－１ 注射薬 アーゼラ点滴静注液

ヒト型モノクローナル抗体 モガムリズマブ（遺伝子組換
え）

注－１ 注射薬 ポテリジオ点滴静注

ヒト上皮細胞増殖因子受容
体（EGFR）阻害作用

マウス-ヒトキメラ型モノク
ローナル抗体（糖タンパク
質）

セツキシマブ（遺伝子組換
え）

注ー１ 注射薬 アービタックス

ヒト型モノクローナル抗体
（糖タンパク質）

パニツムマブ（遺伝子組換
え）

注ー１ 注射薬 ベクティビックス

プロテアソーム阻害作用 ボルテゾミブ 注－１ 注射薬 ベルケイド

mTOR阻害作用 腫瘍細胞増殖抑制作用、血
管新生抑制作用

テムシロリムス 注－１ 注射薬 トーリセル

腫瘍用薬
放射性医薬品

CD20陽性の再発又は難治性
の低悪性度B細胞性非ホジ
キンリンパ腫、マントル細胞リ
ンパ腫

90Yにより標識された抗CD20
抗体がCD20陽性のB細胞性
腫瘍に集積し、β 線を放出

マウスモノクローナル抗体 ｲﾌﾞﾘﾂﾓﾏﾌﾞ　ﾁｳｷｾﾀﾝ（遺伝
子組換え）、塩化ｲｯﾄﾘｳﾑ

（90Y）

注ー１ 注射薬 ゼヴァリン　イットリ

ウム（90Y）

その他 免疫強化作用 抗腫瘍免疫能賦活作用 菌体成分 溶連菌抽出物 注－１ 注射薬 ピシバニール

レンチナン 注－１ 注射薬 レンチナン

シゾフィラン 注－１ 注射薬 ソニフィラン

細胞増殖抑制作用／ヒトNK
活性増強作用

天然型インターフェロンアル
ファ

インターフェロンアルファ
(NAMALWA)

注－１ 注射薬 スミフェロン

インターフェロンアルファ
(BALL-1)

注－１ 注射薬 オーアイエフ(250万
I.U.)

インターフェロンアルファ-２
ｂ（遺伝子組換え）

注－１ 注射薬 イントロンA

天然型インターフェロンベー
タ

インターフェロンベータ 注－１ 注射薬 フェロン

遺伝子組換え型インターフェ
ロンガンマ

インターフェロンガンマ-１ａ
（遺伝子組換え）

注－１ 注射薬 イムノマックス-γ

細胞障害性キラー細胞誘導
作用／免疫賦活作用

遺伝子組換え型インターロ
イキン-２

テセロイキン（遺伝子組換
え）

注－１ 注射薬 イムネース

セルモロイキン（遺伝子組換
え）

注－１ 注射薬 セロイク

細胞栄養遮断作用 アスパラギン脱アミノ化作用 酵素系 Ｌ－アスパラギナーゼ 注－１ 注射薬 ロイナーゼ

細胞内呼吸障害作用 レーザー光照射による活性
酸素生成作用

光感受性物質 ポルフィマーナトリウム 注－１ 注射薬 フォトフリン

タラポルフィンナトリウム 注－１ 注射薬 注射用レザフィリン
100mg

血管新生阻害作用 ヒト型モノクローナル抗体 ベバシズマブ（遺伝子組換
え）

注ー１ 注射薬 アバスチン

抗悪性腫瘍薬作用増強作用 チミジル酸合成酵素の解離
遅延作用

葉酸系 レボホリナートカルシウム 注－１ 注射薬 アイソボリン
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ホルモン様作用 抗アンドロゲン作用 ＬＨ-ＲＨ誘導体（GnRHアゴ
ニスト）

ゴセレリン酢酸塩 注－２ キット ゾラデックス

リュープロレリン酢酸塩 注－１
注ー２

注射薬
キット

リュープリン

ＬＨ-ＲＨ誘導体（GnRHアン
タゴニスト）

デガレリクス酢酸塩 注ー１ 注射薬 ゴナックス皮下注用

抗エストロゲン作用 フルベストラント 注－２ キット フェソロデックス筋注

抗がん剤の作用持続作用 ヨード化ケシ油脂肪酸エチ
ルエステル

注－１ 注射薬 ｽﾏﾝｸｽ動注用懸濁
用液
ミリプラ用懸濁用液

3 腫瘍用薬 悪性腫瘍 抗腫瘍作用 核酸合成阻害作用 核酸合成過程の代謝阻害（Ｔ
ＭＰ合成阻害作用）

ピリミジン（ﾌｯ化ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾝ）系 フルオロウラシル 外－１ 軟膏剤 ５-ＦＵ

テガフール 外－６ 坐剤 フトラフール、サンフ
ラール

ＤＮＡ傷害作用 ブレオマイシン系 ブレオマイシン 外－１ 軟膏剤 ブレオＳ

ＤＮＡアルキル化作用 ニトロソウレア系 カルムスチン 外－５ 貼付剤 ギリアデル脳内留置
用剤

その他 細胞障害作用 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本
株）

外－１ 液剤

乾燥ＢＣＧ膀胱内用（コン
ノート株）

外－１ 液剤 乾燥ＢＣＧ
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430　放射性医薬品
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤型区分 剤型 用法 主な製品名 線引き

1 放射性医薬品 甲状腺の診断、検査 甲状腺ﾎﾙﾓﾝ合成作用 甲状腺への取り込み作用 123I ﾖｳ化ﾅﾄﾘｳﾑ(123I) 内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 ヨードカプセル-123
131I ﾖｳ化ﾅﾄﾘｳﾑ(131I) 内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 ラジオカップ

甲状腺機能亢進症の治療、甲状腺
癌の治療

甲状腺ﾎﾙﾓﾝ合成作用 甲状腺への取り込み作用 131I ﾖｳ化ﾅﾄﾘｳﾑ(131I) 内-1 ｶﾌﾟｾﾙ剤 ・ヨウ化ナトリウムカプセ
ル
・テリオダイド2 甲状腺疾患の診断 99mTc 過ﾃｸﾈﾁｳﾑ酸ﾅﾄﾘｳﾑ（99mTc)

注射液ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ

注-1 注射薬
（ｼﾞｪﾈﾚｰ
ﾀ）

・ウルトラテクネカウ
・メジテック
・エルマティックⅢ

過ﾃｸﾈﾁｳﾑ酸ﾅﾄﾘｳﾑ（99mTc)
注射液

注-1 注射薬 静注 ・テクネシンチ注-10M
・テクネシンチ注-20M
・ﾃｸﾈｿﾞｰﾙ

局所脳血流診断 123I N-ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ-4-ﾖｰﾄﾞｱﾝﾌｪﾀﾐ

ﾝ(123I)塩酸塩

注-1 注射液 静注 パーヒューザミン注

99mTc ｴﾁﾚﾝｼﾞｼｽﾃｨﾈｰﾄｵｷｿﾃｸﾈﾁ

ｳﾑ(99mTc)ｼﾞｴﾁﾙｴｽﾃﾙ注射
液

注-2 キット 静注 ニューロライト注射液 第
一

99mTc ｴﾁﾚﾝｼﾞｼｽﾃｨﾈｰﾄｵｷｿﾃｸﾈﾁ

ｳﾑ(99mTc)ｼﾞｴﾁﾙｴｽﾃﾙ注射
液（調製用）

注-1 注射薬 静注 ニューロライト 第一

99mTc ｴｷｻﾒﾀｼﾞﾑﾃｸﾈﾁｳﾑ(99mTc)
注射液(調製用)

注-1 注射薬 静注 セレブロテックキット

外科的治療が考慮される部分てん
かん患者におけるてんかん焦点の

中枢性ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞｱｾﾞﾋﾟﾝ受容体
結合作用（選択性）

123I ｲｵﾏｾﾞﾆﾙ（123I）注射液 注-2 キット 静注 ベンゾダイン注

脳脊髄液腔病変診断 111In ｼﾞｴﾁﾚﾝﾄﾘｱﾐﾝ五酢酸ｲﾝｼﾞｳ

ﾑ(111In)

注-1 注射薬 脳脊髄液
腔内投与

インジウムDTPA(111In)
注

腎疾患診断 腎静態ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨ 99mTc ｼﾞﾒﾙｶﾌﾟﾄｺﾊｸ酸ﾃｸﾈﾁｳﾑ

(99mTc)注射液

注-1 注射薬 静注 キドニーシンチTc-99m
注

99mTc ｼﾞﾒﾙｶﾌﾟﾄｺﾊｸ酸ﾃｸﾈﾁｳﾑ

(99mTc)注射液(調製用）

注-1 注射薬 静注 ・キドニーシンチキット
・テクネDMSAキット

腎動態ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨ 99mTc ｼﾞｴﾁﾚﾝﾄﾘｱﾐﾝ五酢酸ﾃｸﾈﾁｳ

ﾑ(99mTc)注射液(調製用)

注-1 注射薬 静注 テクネDTPAキット

腎・尿路疾患診断 131I ﾖｳ化ﾋﾌﾟﾙ酸ﾅﾄﾘｳﾑ(131I) 注-1 注射薬 静注 放射性ﾖｳ化馬尿酸ﾅﾄﾘ
ｳﾑ注射液

99mTc ﾒﾙｶﾌﾟﾄｱｾﾁﾙｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾙｸﾞ

ﾘｼﾝﾃｸﾈﾁｳﾑ(99mTc)注射液

注-2 キット 静注 テクネMAG3注射液

99mTc ﾒﾙｶﾌﾟﾄｱｾﾁﾙｸﾞﾘｼﾙｸﾞﾘｼﾙｸﾞ

ﾘｼﾝﾃｸﾈﾁｳﾑ(99mTc)注射液
(調製用）

注-1 注射薬 静注 テクネMAG3キット

副腎疾患部位診断 131I ﾖｳ化ﾒﾁﾙﾉﾙｺﾚｽﾃﾉｰﾙ(131I)
注射液

注-1 注射薬 静注 アドステロール-I131注
射液

心臓疾患診断
（心筋病変の診断）

交感神経ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨ 123I 3-ﾖｰﾄﾞﾍﾞﾝｼﾞﾙｸﾞｱﾆｼﾞﾝ(123I) 注-1 注射薬 静注 ミオMIBG-I123注射液

脂肪酸代謝ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨ 123I ﾖｰﾄﾞﾌｪﾆﾙﾒﾁﾙﾍﾟﾝﾀﾃﾞｶﾝ酸

(123I)

注-2 キット 静注 カルディオダイン注

心筋血流イメージング 201Tl 塩化ﾀﾘｳﾑ(201Tl) 注-1 注射薬 静注 ・塩化ﾀﾘｳﾑ(201Tl)注NMP
・塩化ﾀﾘｳﾑ-Tl201注射
液

99mTc ﾃﾄﾛﾎｽﾐﾝﾃｸﾈﾁｳﾑ(99mTc)注
射液

注-2 キット 静注 マイオビュー注シリンジ
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99mTc ﾍｷｻｷｽﾒﾄｷｼｲｿﾌﾞﾁﾙｲｿﾆﾄﾘ

ﾙﾃｸﾈﾁｳﾑ(99mTc)注射液

注-2 キット 静注 カーディオライト注射液
第一

99mTc ﾃﾄﾛﾎｽﾐﾝﾃｸﾈﾁｳﾑ(99mTc)注
射液
（調製用）

注-1 注射薬 静注 マイオビュー「注射用」

99mTc ﾍｷｻｷｽﾒﾄｷｼｲｿﾌﾞﾁﾙｲｿﾆﾄﾘ

ﾙﾃｸﾈﾁｳﾑ(99mTc)注射液（調
製用）

注-1 注射薬 静注 カーディオライト 第一

心臓疾患診断
（血管病変の診断）

99mTc 人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝｼﾞｴﾁﾚﾝﾄﾘｱﾐﾝ

五酢酸ﾃｸﾈﾁｳﾑ(99mTc)注射
液

注-1 注射薬 静注 プールシンチ注

99mTc ﾃｸﾈﾁｳﾑ人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ注射
液(調製用）

注-1 注射薬 静注 テクネアルブミンキット

99mTc ﾋﾟﾛﾘﾝ酸ﾃｸﾈﾁｳﾑ(99mTc)注
射液
(調製用）

注-1 注射薬 静注 テクネピロリン酸キット

肺血流診断 99mTc ﾃｸﾈﾁｳﾑ大凝集人血清ｱﾙﾌﾞ

ﾐﾝ(99mTc)注射液

注-1 注射薬 静注 ラングシンチTc-99m注

99mTc ﾃｸﾈﾁｳﾑ大凝集人血清ｱﾙﾌﾞ

ﾐﾝ(99mTc)注射液 （調製用）

注-1 注射薬 静注 テクネMAAキット

肺・脳血流診断 81mKr ｸﾘﾌﾟﾄﾝ(81mKr) 注-1 注射薬 ｸﾘﾌﾟﾄﾝ(81mKr)ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ
骨疾患診断 99mTc ﾋﾄﾞﾛｷｼﾒﾁﾚﾝｼﾞﾎｽﾎﾝ酸ﾃｸﾈ

ﾁｳﾑ(99mTc)注射液

注-1 注射薬 静注 クリアボーン注

注-2 キット
99mTc ﾒﾁﾚﾝｼﾞﾎｽﾎﾝ酸ﾃｸﾈﾁｳﾑ

(99mTc)注射液

注-2 キット 静注 テクネMDP注射液

99mTc ﾋﾄﾞﾛｷｼﾒﾁﾚﾝｼﾞﾎｽﾎﾝ酸ﾃｸﾈ

ﾁｳﾑ(99mTc)注射液（調製用）

注-1 注射薬 静注 クリアボーンキット

99mTc ﾒﾁﾚﾝｼﾞﾎｽﾎﾝ酸ﾃｸﾈﾁｳﾑ

(99mTc)注射液
（調製用）

注-1 注射薬 静注 テクネMDPキット

肝機能診断 99mTc ｶﾞﾗｸﾄｼﾙ人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝｼﾞｴﾁ
ﾚﾝﾄﾘｱﾐﾝ五酢酸ﾃｸﾈﾁｳﾑ

(99mTc)注射液

注-1 注射薬 静注 アシアロシンチ注

肝胆道系機能診断 99mTc N‐ﾋﾟﾘﾄﾞｷｼﾙ‐5‐ﾒﾁﾙﾄﾘﾌﾟﾄﾌｧ

ﾝﾃｸﾈﾁｳﾑ(99mTc)注射液

注-1 注射薬 静注 ヘパティメージ注

肝脾疾患診断 99mTc ﾃｸﾈﾁｳﾑｽｽﾞｺﾛｲﾄﾞ(99mTc)注
射液

注-1 注射薬 静注 スズコロイドTc-99m注

99mTc ﾃｸﾈﾁｳﾑｽｽﾞｺﾛｲﾄﾞ(99mTc)注
射液

注-1 注射薬 静注 スズコロイドTc-99m注
セット

99mTc ﾃｸﾈﾁｳﾑｽｽﾞｺﾛｲﾄﾞ(99mTc)注
射液
（調製用）

注-1 注射薬 静注 スズコロイドTc-99m注
調製用キット

99mTc ﾌｨﾁﾝ酸ﾃｸﾈﾁｳﾑ(99mTc)注射
液

注-1 注射薬 静注 テクネフチン酸キット

悪性腫瘍診断
（全腫瘍が適応）

67Ga ｸｴﾝ酸ｶﾞﾘｳﾑ(67Ga) 注-1 注射薬 静注 ・ｸｴﾝ酸ｶﾞﾘｳﾑ(67Ga)注
NMP
・ｸｴﾝ酸ｶﾞﾘｳﾑ-Ga67注
射液

注-2 キット

褐色細胞腫、神経芽細胞腫または
甲状腺髄様癌の診断

131I 3-ﾖｰﾄﾞﾍﾞﾝｼﾞﾙｸﾞｱｼﾞﾆﾝ(131I)
注射液

注-1 注射薬 静注 フェオMIBG-I131注射液

固形癌患者における骨シンチグラ
フィで陽性像を呈する骨転移部位
の疼痛緩和

電離放射線による骨疼痛緩
和

89Sr 塩化ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ（89Sr）注射液 注-1 注射薬 メタストロン注
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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

γ 線放出格種である111Inで
標識した抗CD20抗体（イブリ
ツモマブチウキセタン（遺伝
子組換え））を用いたシンチ
グラフィ

111In ｲﾌﾞﾘﾂﾓﾏﾌﾞ　ﾁｳｷｾﾀﾝ（遺伝
子組換え）、塩化ｲﾝｼﾞｳﾑ

（111In）

注-１ 注射薬 静注 ゼヴァリン　インジウム

（111In）静注用セット

血栓部位・炎症部位診断 111In ｲﾝｼﾞｳﾑ(111In)ｵｷｼｷﾉﾘﾝ 注-1 注射薬 静注 インジウム(111In)オキシ
ン液

造血骨髄の診断 111In 塩化ｲﾝｼﾞｳﾑ(111In) 注-1 注射薬 静注 塩化インジウム(111In)注

循環血液、血漿量測定 51Cr ｸﾛﾑ酸ﾅﾄﾘｳﾑ（51Cr）注射液 注-1 注射薬 静注 放射性ｸﾛﾑ酸ﾅﾄﾘｳﾑ注
射液

（画像を伴わない検査） 131I ﾖｳ化人血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ(131I) 注-1 注射薬 静注 放射性ﾖｳ化人血清ｱﾙﾌﾞ
ﾐﾝ注射液

3 放射性医薬品 局所肺換気機能の検査 ｷｾﾉﾝ133Xe ｷｾﾉﾝ(133Xe)吸入用ｶﾞｽ 外-2 吸入剤 キセノン-133VSSガス
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４４１－４４９　アレルギー用薬
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分名 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬 アレルギー性鼻炎，アレルギー性
皮膚疾患

ケミカルメディエータ受容体
拮抗作用

抗ヒスタミン作用 ジフェンヒドラミン塩酸塩 内ー１ 錠剤 ベナ/レスタミンコー
ワ

クレマスチンフマル酸塩 内ー２
内ー１
内ー４
内ー４

散剤
錠剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
剤

タベジール散
タベジール錠
タベジールロップ

タンニン酸ジフェンヒドラミン 内ー２ 散剤 レスタミンAコーワ散
10％

ホモクロルシクリジン塩酸塩 内ー１ 錠剤 ホモクロミン錠
ヒドロキシジン塩酸塩 内ー１ 錠剤 アタラックス錠

ヒドロキシジンパモ酸塩 内ー１
内ー２
内ー３

錠剤
散剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤

アタラックス-Ｐ

シプロヘプタジン塩酸塩 内ー２
内ー１
内ー４

散剤
錠剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤

ペリアクチン100倍散
ペロアクチン錠
ペリアクチンシロップ

プロメタジン塩酸塩 内ー１ 錠剤 ヒベルナ散

アリメマジン酒石酸塩 内ー４ ｼﾛｯﾌﾟ剤 アリメジンシロップ
トリプロリジン塩酸塩 内ー１

内ー４
錠剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤

ベネン散
ベネン錠
ベネンシロップ

d-クロルフェニラミンマレイン酸
塩

内ー２
内ー１
内ー４
内ー３

散剤
錠剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ

ポララミン散
ポララミン錠
ポララミンシロップ
ポララミンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ

クロルフェニラミンマレイン酸塩 内ー２
内ー２
内ー１

末剤
散剤
錠剤

プロダミン
アレルギン散
アレルコン錠

オキサトミド 内ー１
内ー４

錠剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ

セルテクト錠
セルテクトﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ

ベポタスチンベシル酸塩 内ー１ 錠剤 タリオン錠５
オロパタジン塩酸塩 内ー１

内ー２
錠剤
顆粒剤

アレロック錠
アレロック顆粒

メキタジン 内ー２
内ー１
内ー４
内ー３

細粒剤
錠剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ

ゼスラン細粒
ゼスラン錠
ゼスラン小児用ｼﾛｯ
ﾌﾟ

フマル酸エメダスチン 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ダレンカプセル
フェキソフェナジン塩酸塩 内ー１ 錠剤 アレグラ錠
アゼラスチン塩酸塩 内ー２

内ー１
内ー１

顆粒剤
錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

アゼプチン顆粒
アゼプチン錠
塩酸アゼラスチンｶﾌﾟ
ｾﾙGE
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エピナスチン塩酸塩 内ー１
内ー４

錠剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
剤

アレジオン錠
アレジオンドライシ
ロップ1%

セチリジン塩酸塩 内ー１
内ー４

錠剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
剤

ジルテック錠
ジルテックドライシ
ロップ

レボセチリジン塩酸塩 内ー１ 錠剤 ザイザル錠
ケトチフェンフマル酸塩 内ー１

内ー１
内ー３
内ー４
内ー４

錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
剤

ザジデンカプセル
ザジテンｼﾛｯﾌﾟ
ザジテンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ

エバスチン 内ー１ 錠剤 エバステル錠
ロラタジン 内ー１

内ー３
内ー４

錠剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
剤

クラリチン錠
クラリチンドライシ
ロップ

配合剤（ケミカルメディエータ
受容体拮抗作用）

抗ヒスタミン作用／α 交感神
経刺激作用

配合剤 フェキソフェナジン塩酸塩／塩
酸プソイドエフェドリン

内ー１ 錠剤 ディレグラ配合錠

アレルギー性鼻炎，アレルギー性
皮膚疾患／気管支喘息

ケミカルメディエータ遊離抑
制作用

ヒスタミン遊離抑制作用／ロ
イコトリエン遊離抑制作用

トラニラスト 内ー２
内ー１
内ー４

細粒剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ

リザベン細粒
リザベンカプセル
リザベンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ

ペミロラストカリウム 内ー１
内ー４

錠剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
剤

アレギサール錠
アレギサールﾄﾞﾗｲｼ
ﾛｯﾌﾟ

アンレキサノクス 内ー１ 錠剤 ソルファ錠

レピリナスト 内ー２
内ー１

細粒剤
錠剤

ロメット細粒小児用
ロメット

タザノラスト 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 タザノールｶﾌﾟｾﾙ
ロイコトリエン遊離抑制作用 イブジラスト 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ケタスカプセル

食物アレルギーに基づくアトピー性
皮膚炎

ケミカルメディエータ遊離抑
制作用

腸管内ヒスタミン遊離抑制作
用／腸管内ロイコトリエン遊
離抑制作用

クロモグリク酸ナトリウム 内ー２ 細粒剤 インタール内服用

アレルギー性鼻炎，アレルギー性
皮膚疾患，気管支喘息

ケミカルメディエータ遊離抑
制作用

インターロイキン産生抑制作
用

スプラタストトシル酸塩 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 アイピーディ

内ー４ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
剤

アイピーディﾄﾞﾗｲｼﾛｯ
ﾌﾟ

アレルギー性鼻炎／気管支喘息 ケミカルメディエータ拮抗作
用

ロイコトリエン受容体拮抗作
用

プランルカスト水和物 内ー１
内ー１
内ー４

ｶﾌﾟｾﾙ剤
錠剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ

オノンｶﾌﾟｾﾙ

オノンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
ザフィルルカスト 内ー１ 錠剤 アレコート錠
モンテルカストナトリウム 内ー１

内ー５
内ー２

錠剤
ﾁｭｱﾌﾞﾙ
細粒剤

シングレア錠
シングレアチュアブ
ル錠
シングレア錠

トロンボキサンA2受容体拮
抗作用

ラマトロバン 内ー１ 錠剤 バイナス錠

セラトロダスト 内ー２
内ー１

顆粒剤錠
剤

ブロニカ顆粒
ブロニカ錠

気管支喘息 ケミカルメディエータ合成阻
害作用

トロンボキサンA2合成酵素
阻害作用

オザグレル塩酸塩水和物 内ー１ 錠剤 ベガ錠、ドメナン錠
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アレルギー性皮膚疾患 ケミカルメディエータ遊離抑
制作用

抗プラスミン作用 トラネキサム酸 内ー２
内ー２
内ー１
内ー１
内ー３

細粒剤
顆粒剤
錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤

ニコルダ細粒
トランサミンＧ
トランサミン錠
トランサミンｶﾌﾟｾﾙ
トランサミンｼﾛｯﾌﾟ

2 ｱﾚﾙｷﾞｰ用薬 アレルギー性鼻炎／アレルギー性
皮膚炎／慢性蕁麻疹

ケミカルメディエータ拮抗作
用

ジフェニルピラリン塩酸塩 注ー１ 注射薬 ハイスタミン注

ジフェンヒドラミン塩酸塩 注ー１ 注射薬 レスミン注射液
プロメタジン塩酸塩 注ー１ 注射薬 ヒベルナ注

クロルフェニラミンマレイン酸塩 注ー１ 注射薬 ポララミン注
ＭＳ-アンチゲン４０ 注ー１ 注射薬 ＭＳ-アンチゲン４０

配合剤（ケミカルメディエータ
拮抗作用）

抗ヒスタミン作用＋催眠鎮静
作用

配合剤 ジフェンヒドラミン塩酸塩/臭化
カルシウム

注ー１ 注射薬 レスカルミン注

アレルギー性皮膚炎／薬疹 ケミカルメディエータ遊離抑
制作用

ホスホリパーゼＡ２阻害作用 グリチルリチン、グリシン、シス
テイン配合剤

注ー１ 注射薬 強力ネオミノファーゲ
ンシー

グリチルリチン 注ー１ 注射薬 グリチロン注
蕁麻疹、薬疹 抗プラスミン作用 トラネキサム酸 注ー１ 注射薬 ヘキサトロン注

アレルギー性鼻炎，アレルギー性
皮膚炎

ケミカルメディエータ受容体
調節作用

好酸球浸潤抑制作用 ワクシニアウイルス接種家兎炎
症皮膚抽出液

注ー１ 注射薬 ノイロトロピン特号

気管支喘息 抗IgE作用 オマリズマブ（遺伝子組換え） 注－１ 注射薬 ゾレア皮下注用

スギ花粉症(減感作療法) 特異的減感作作用 標準化スギ花粉エキス 注ー１ 注射薬 標準化アレルゲン治
療エキス「トリイ」ス
ギ花粉

気管支喘息（減感作療法）（ブタク
サ花粉）ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

特異的減感作作用 アレルゲン治療エキス 注ー１ 注射薬 治療用アレルゲンエ
キス「トリイ」
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６１１-６１５・６１９・６２１－６２４・６２９　主として一般細菌に作用するもの
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 主として一般
細菌に作用す
るもの

主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))に作
用

細胞壁合成阻害作用 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系 ﾍﾞﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝﾍﾞﾝｻﾞﾁﾝ 内－２ 顆粒剤 ﾊﾞｲｼﾘﾝＧ

ｸﾞﾙｺﾍﾟﾌﾟﾀｲﾄﾞ系 ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩 内－２ 散剤 塩酸ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ

蛋白合成阻害作用 ﾘﾝｺﾏｲｼﾝ系 ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ塩酸塩 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾀﾞﾗｼﾝ

ﾘﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾘﾝｺｼﾝ

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系 ｱｾﾁﾙｽﾋﾟﾗﾏｲｼﾝ 内－１ 錠剤 ｱｾﾁﾙｽﾋﾟﾗﾏｲｼﾝ

ＶＲＥに作用 蛋白合成阻害作用 ｵｷｻｿﾞﾘｼﾞﾉﾝ系 ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ 内－１ 錠剤 ｻﾞｲﾎﾞｯｸｽ

主としてｸﾞﾗﾑ陰性菌(G(-))に作
用

細胞壁合成阻害作用 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系 ﾋﾟﾌﾞﾒｼﾘﾅﾑ塩酸塩 内－１ 錠剤 ﾒﾘｼﾝ

細胞膜機能障害作用 ﾎﾟﾘﾍﾟﾌﾟﾀｲﾄﾞ系 ｺﾘｽﾁﾝﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 内－２ 散剤 ｺﾘﾏｲｼﾝS

内－２ 顆粒剤 ﾒﾀｺﾘﾏｲｼﾝ

内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤

ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB硫酸塩 内－１ 錠剤 硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝB

蛋白合成阻害作用 ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系 ｶﾅﾏｲｼﾝ一硫酸塩 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｶﾅﾏｲｼﾝ

内－４ ｼﾛｯﾌﾟ剤

内－４ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤

核酸（DNA)合成阻害作用 ｷﾉﾛﾝ系 ﾅﾘｼﾞｸｽ酸 内－１ 錠剤 ｳｲﾝﾄﾏｲﾛﾝ

内－４ ｼﾛｯﾌﾟ剤

ﾋﾟﾛﾐﾄﾞ酸 内－１ 錠剤 ﾊﾟﾅｼｯﾄﾞ

ﾋﾟﾍﾟﾐﾄﾞ酸三水和物 内－１ 錠剤 ﾄﾞﾙｺｰﾙ

ｼﾉｷｻｼﾝ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｼﾉﾊﾞｸﾄ

主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ
陰性菌(G(-))に作用

細胞壁合成阻害作用 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系(１) ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾋﾞｸｼﾘﾝ

内－４ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤

ｱﾓｷｼｼﾘﾝ水和物 内－１ 錠剤 ｱﾓﾘﾝ

内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤

内－２ 細粒剤

ﾊﾞｶﾝﾋﾟｼﾘﾝ塩酸塩 内－１ 錠剤 ﾍﾟﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ

内－２ 顆粒剤

ｼｸﾗｼﾘﾝ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾊﾞｽﾄｼﾘﾝ

ｼｸﾗｼﾘﾝ(小) 内－２ 細粒剤

ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系(２) ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝﾄｼﾙ酸塩 内－１ 錠剤 ﾕﾅｼﾝ

ｽﾙﾀﾐｼﾘﾝﾄｼﾙ酸塩(小) 内－２ 細粒剤

ｾﾌｪﾑ系(１) ｾﾌｧﾚｷｼﾝ 内－１ 錠剤 ｹﾌﾚｯｸｽ

内－２ 複粒剤

内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤

内－３ ｼﾛｯﾌﾟ剤

内－４ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤

ｾﾌｧﾚｷｼﾝ(小) 内－２ 複粒剤

内－４ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤

ｾﾌｧｸﾛﾙ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｹﾌﾗｰﾙ

内－１ 除放ｶﾌﾟｾﾙ剤

内－２ 複粒剤

ｾﾌｧｸﾛﾙ(小) 内－２ 細粒剤

ｾﾌﾛｷｻｼﾞﾝ(小) 内－４ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤 ｵﾗｽﾎﾟｱ

ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｾﾄﾞﾗｰﾙ

ｾﾌｧﾄﾞﾛｷｼﾙ(小) 内－４ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤
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ｾﾌｪﾑ系(２) ｾﾌﾛｷｼﾑｱｷｾﾁﾙ 内－１ 錠剤 ｵﾗｾﾌ

ｾﾌｫﾁｱﾑﾍｷｾﾁﾙ塩酸塩 内－１ 錠剤 ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝ

ｾﾌｪﾑ系(３) ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ 内－１ 錠剤 ﾊﾞﾅﾝ

ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ(小) 内－４ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤

ｾﾌｪﾀﾒﾄﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩 内－１ 錠剤 ｾﾌｨﾙ

ｾﾌｨｷｼﾑ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｾﾌｽﾊﾟﾝ

ｾﾌｨｷｼﾑ(小) 内－２ 細粒剤

ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 内－１ 錠剤 ﾄﾐﾛﾝ

ｾﾌﾃﾗﾑﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ(小) 内－２ 細粒剤

ｾﾌｼﾞﾆﾙ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｾﾌｿﾞﾝ

ｾﾌｼﾞﾆﾙ(小) 内－２ 細粒剤

ｾﾌﾁﾌﾞﾃﾝ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｾﾌﾃﾑ

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 内－１ 錠剤 ﾒｲｱｸﾄ

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ(小) 内－２ 細粒剤

ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩 内－１ 錠剤 ﾌﾛﾓｯｸｽ

ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
(小)

内－２ 細粒剤

ﾍﾟﾈﾑ系 ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ 内－１ 錠剤 ﾌｧﾛﾑ

ﾌｧﾛﾍﾟﾈﾑﾅﾄﾘｳﾑ(小) 内－４ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤

ｶﾙﾊﾞﾍﾟﾈﾑ系 ﾃﾋﾞﾍﾟﾈﾑ　ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ
（小）

内－２ 細粒剤 ｵﾗﾍﾟﾈﾑ

ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ 内－１ 錠剤 ﾎｽﾐｼﾝ

内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤

ﾎｽﾎﾏｲｼﾝｶﾙｼｳﾑ(小) 内－４ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤

配合剤（細胞壁合成阻害
作用

配合剤 ｱﾓｷｼｼﾘﾝ/ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘｳﾑ 内－１ 錠剤 ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ

ｱﾓｷｼｼﾘﾝ/ｸﾗﾌﾞﾗﾝ酸ｶﾘｳﾑ
(小)

内－４ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤 ｸﾗﾊﾞﾓｯｸｽ

ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ/ｸﾛｷｻｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 内－１ 錠剤 ﾋﾞｸｼﾘﾝ

内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤

葉酸合成阻害作用 ｻﾙﾌｧ剤 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ 内－２ 末剤 ｼﾉﾐﾝ

ｽﾙﾌｧｼﾞﾒﾄｷｼﾝ 内－１ 錠剤 ｱﾌﾟｼｰﾄﾞ

内－２ 末剤

内－４ ｼﾛｯﾌﾟ剤

ｽﾙﾌｧﾒﾁｿﾞｰﾙ 内－２ 末剤

配合剤（葉酸合成阻害作
用+葉酸活性阻害作用）

配合剤 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ/ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘ
ﾑ

内－１ 錠剤 ﾊﾞｸﾀ

内－２ 顆粒剤

主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ﾏｲｺ
ﾌﾟﾗｽﾞﾏに作用

蛋白合成阻害作用 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系(１) ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 内－１ 錠剤 ｱｲﾛﾀｲｼﾝ

ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｴﾁﾙｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙ 内－２ 顆粒剤 ｴﾘｽﾛｼﾝ

内－４ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤

ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝｽﾃｱﾘﾝ酸塩 内－１ 錠剤 ｴﾘｽﾛｼﾝ

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系(２) ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 内－１ 錠剤 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ(小) 内－１ 錠剤

内－４ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤

ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ 内－１ 錠剤 ﾙﾘｯﾄﾞ

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系(３) ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物 内－１ 錠剤 ｼﾞｽﾛﾏｯｸ

内－３ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤

ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物(小) 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤

内－２ 細粒剤
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ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系(４) ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ 内－１ 錠剤 ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝ

ｼﾞｮｻﾏｲｼﾝﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃ
ﾙ(小)

内－４ ｼﾛｯﾌﾟ剤 ｼﾞｮｻﾏｲ

内－４ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤

ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾒﾃﾞﾏｲｼﾝ

ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ 内－１ 錠剤 ﾐｵｶﾏｲｼﾝ

ﾐﾃﾞｶﾏｲｼﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ(小) 内－４ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系(５) ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ 内－１ 錠剤 ﾘｶﾏｲｼﾝ

ﾛｷﾀﾏｲｼﾝ(小) 内－４ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤

ｹﾄﾗｲﾄﾞ系 ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 内－１ 錠剤 ケテック錠300mg

主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ
陰性菌(G(-))/ﾘｹｯﾁｱ/ｸﾗﾐｼﾞｱに作

蛋白合成阻害作用 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ系 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ 内－１ 錠剤 ｸﾛﾛﾏｲｾﾁﾝ

ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系(１) ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ塩酸塩 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｱｸﾛﾏｲｼﾝ

ﾃﾞﾒﾁﾙｸﾛﾙﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ塩酸
塩

内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾚﾀﾞﾏｲｼﾝ

ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系(２) ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩 内－１ 錠剤 ﾐﾉﾏｲｼﾝ

内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤

ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩(小) 内－２ 顆粒剤

ﾄﾞｷｼｻｲｸﾘﾝ塩酸塩 内－１ 錠剤 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ

核酸（DNA)合成阻害作用 ｷﾉﾛﾝ系 ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 内－１ 錠剤 ﾊﾞｸｼﾀﾞｰﾙ

ﾉﾙﾌﾛｷｻｼﾝ(小) 内－１ 錠剤

ｴﾉｷｻｼﾝ 内－１ 錠剤 ﾌﾙﾏｰｸ

ﾛﾒﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩 内－１ 錠剤 ﾛﾒﾊﾞｸﾄ

内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤

ｵﾌﾛｷｻｼﾝ 内－１ 錠剤 ﾀﾘﾋﾞｯﾄ

ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩 内－１ 錠剤 ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ

ﾌﾟﾙﾘﾌﾛｷｻｼﾝ 内－１ 錠剤 ｽｵｰﾄﾞ

ｽﾊﾟﾙﾌﾛｷｻｼﾝ 内－１ 錠剤 ｽﾊﾟﾗ

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 内－１ 錠剤 ｸﾗﾋﾞｯﾄ

内－２ 細粒剤

ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩水和
物

内－１ 錠剤 ｵｾﾞｯｸｽ

内－２ 細粒剤

ﾓｷｼﾌﾛｷｻｼﾝ塩酸塩 内－１ 錠剤 ｱﾍﾞﾛｯｸｽ

ｶﾞﾚﾉｷｻｼﾝﾒｼﾙ酸塩水和
物

内－１ 錠剤 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ

ｼﾀﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 内－１ 錠剤 ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ

内－２ 細粒剤

2 主として一般
細菌に作用す
るもの

主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))に作
用

細胞壁合成阻害作用 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系 ﾍﾞﾝｼﾞﾙﾍﾟﾆｼﾘﾝｶﾘｳﾑ 注－１ 注射薬 ﾍﾟﾆｼﾘﾝGｶﾘｳﾑ

蛋白合成阻害作用 ﾘﾝｺﾏｲｼﾝ系 ﾘﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩 注－１ 注射薬 ﾘﾝｺｼﾝ

注－２ キット ﾍﾟﾗﾝｺｼﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ

ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ 注－１
注－２

注射薬
キット

ﾀﾞﾗｼﾝ

ＭＲＳＡに作用 細胞壁合成阻害作用 ｸﾞﾙｺﾍﾟﾌﾟﾀｲﾄﾞ系 ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ 注－１ 注射薬 ﾀｺﾞｼｯﾄﾞ

ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩 注－１ 注射薬 塩酸ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ

注－２ キット

蛋白合成阻害作用 ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系 ｱﾙﾍﾞｶｼﾝ硫酸塩 注－１ 注射薬 ﾊﾍﾞｶｼﾝ

細胞膜脱分極作用 環状リポペプチド
系

ダプトマイシン 注－１ 注射薬 キュビシン静注用

ＶＲＥに作用 蛋白合成阻害作用 ｵｷｻｿﾞﾘｼﾞﾉﾝ系 ﾘﾈｿﾞﾘﾄﾞ 注－１ 注射薬 ｻﾞｲﾎﾞｯｸｽ
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配合剤（蛋白合成阻害作
用）

配合剤 ｷﾇﾌﾟﾘｽﾁﾝ/ﾀﾞﾙﾎﾌﾟﾘｽﾁﾝ 注ー１ 注射薬 注射用ｼﾅｼｯﾄﾞ

主としてｸﾞﾗﾑ陰性菌(G(-))に作
用

細胞壁合成阻害作用 ﾓﾉﾊﾞｸﾀﾑ系 ｱｽﾞﾄﾚｵﾅﾑ 注－１ 注射薬 ｱｻﾞｸﾀﾑ

ｶﾙﾓﾅﾑﾅﾄﾘｳﾑ 注－１ 注射薬 ｱﾏｽﾘﾝ

蛋白合成阻害作用 ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系 ﾄﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ 注－１ 注射薬 ﾄﾌﾞﾗｼﾝ

ｱﾐｶｼﾝ硫酸塩 注－１ 注射薬 硫酸ｱﾐｶｼﾝ

ｲｾﾊﾟﾏｲｼﾝ硫酸塩 注－１ 注射薬 ｴｸｻｼﾝ

(ｱﾐﾉｻｲｸﾘﾄｰﾙ系) ｽﾍﾟｸﾁﾉﾏｲｼﾝ塩酸塩 注－１ 注射薬 ﾄﾛﾋﾞｼﾝ

ｸﾞﾘｼﾙｻｲｸﾘﾝ系 ﾁｹﾞｻｲｸﾘﾝ 注－１ 注射薬 ﾀｲｶﾞｼﾙ点滴静注用

葉酸合成阻害作用 ｻﾙﾌｧ剤 ｽﾙﾌｧｼﾞﾒﾄｷｼﾝ 注－１ 注射薬 ｱﾌﾟｼｰﾄﾞ

蛋白変性作用 ﾍｷｻﾐﾝ系 ﾍｷｻﾐﾝ 注－１ 注射薬 ﾍｷｻﾐﾝ

主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ
陰性菌(G(-))に作用

細胞壁合成阻害作用 ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系(１) ｱｽﾎﾟｷｼｼﾘﾝ 注－１ 注射薬 ﾄﾞｲﾙ

ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 注－１ 注射薬 ﾋﾞｸｼﾘﾝ

配合剤（細胞壁合成阻害
作用）

配合剤 ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ/ｸﾛｷｻｼﾘﾝ 注－１ 注射薬 ﾋﾞｸｼﾘﾝS

ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 注－１ 注射薬 ﾍﾟﾝﾄｼﾘﾝ

注－２ キット

ｾﾌｪﾑ系(１) ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ 注－１ 注射薬 ｾﾌｧﾒｼﾞﾝα

注－２ キット

ｾﾌｧﾛﾁﾝﾅﾄﾘｳﾑ 注－１ 注射薬 ｹﾌﾘﾝ

ｾﾌｪﾑ系(２) ｾﾌｫﾁｱﾑ塩酸塩 注－１ 注射薬 ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝ

注－２ キット

ｾﾌｪﾑ系(３) ｾﾌﾒﾉｷｼﾑ塩酸塩 注－１ 注射薬 ﾍﾞｽﾄｺｰﾙ

ｾﾌｫｼﾞｼﾞﾑﾅﾄﾘｳﾑ 注－１ 注射薬 ｹﾆｾﾌ

ｾﾌｫﾀｷｼﾑﾅﾄﾘｳﾑ 注－１ 注射薬 ｸﾗﾌｫﾗﾝ

ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ 注－１ 注射薬 ﾛｾﾌｨﾝ静注用

注ー２ キット ﾛｾﾌｨﾝ点滴静注用
ﾊﾞｯｸﾞ

ｾﾌｪﾑ系(４) ｾﾌｪﾋﾟﾑ塩酸塩 注－１ 注射薬 注射用ﾏｷｼﾋﾟｰﾑ

注－２ キット ﾏｷｼﾋﾟｰﾑ点滴静注用
ﾊﾞｯｸﾞ

ｾﾌｫｿﾞﾌﾟﾗﾝ塩酸塩 注－１ 注射薬 ﾌｧｰｽﾄｼﾝ

注－２ キット

ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ 注－１ 注射薬 ｾﾌｫﾍﾟﾗｼﾞﾝ

ｾﾌﾀｼﾞｼﾞﾑ 注－１ 注射薬 ﾓﾀﾞｼﾝ

ｾﾌﾋﾟﾛﾑ硫酸塩 注－１ 注射薬 ｹｲﾃﾝ

ｾﾌﾌﾞﾍﾟﾗｿﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ 注－１ 注射薬 ｹｲﾍﾟﾗｿﾞﾝ

ｾﾌﾐﾉｸｽﾅﾄﾘｳﾑ 注－１ 注射薬 ﾒｲｾﾘﾝ

ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ 注－１ 注射薬 ｾﾌﾒﾀｿﾞﾝ

注－２ キット

ｾﾌｪﾑ系(６) ﾌﾛﾓｷｾﾌﾅﾄﾘｳﾑ 注－１ 注射薬 ﾌﾙﾏﾘﾝ

注－２ キット

ﾗﾀﾓｷｾﾌﾅﾄﾘｳﾑ 注－１ 注射薬

ﾎｽﾎﾏｲｼﾝ系 ﾎｽﾎﾏｲｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 注－１ 注射薬 ﾎｽﾐｼﾝ
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注－２ キット

ｶﾙﾊﾞﾍﾟﾈﾑ系 ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ三水和物 注－１ 注射薬 ﾒﾛﾍﾟﾝ

注－２ キット

ﾋﾞｱﾍﾟﾈﾑ 注ー１ 注射薬 ｵﾒｶﾞｼﾝ点滴用0.3g

注ー２ キット ｵﾒｶﾞｼﾝ点滴用0.3g
ﾊﾞｯｸ

ﾄﾞﾘﾍﾟﾈﾑ水和物 注ー１ 注射薬 ﾌｨﾆﾊﾞｯｸｽ点滴用
0.25%注ー２ キット ﾌｨﾆﾊﾞｯｸｽｷｯﾄ点滴用
0.25%

配合剤（細胞壁合成阻害
作用+不活性化阻害作用）

配合剤 ｲﾐﾍﾟﾈﾑ/ｼﾗｽﾀﾁﾝ 注－１ 注射薬 ﾁｴﾅﾑ

注－２ キット

ﾊﾟﾆﾍﾟﾈﾑ/ﾍﾞﾀﾐﾌﾟﾛﾝ 注－１ 注射薬 ｶﾙﾍﾞﾆﾝ

配合剤（細胞壁合成阻害
作用+βﾗｸﾀﾏｰｾﾞ阻害作

配合剤 ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ/ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ 注－１ 注射薬 ﾕﾅｼﾝｰS

注ー２ キット ﾕﾅｼﾝ-Sｷｯﾄ静注用

ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ/ｾﾌｫﾍﾟﾗｿﾞﾝ 注－１ 注射薬 ｽﾙﾍﾟﾗｿﾞﾝ

注－２ キット

ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑﾅﾄﾘｳﾑ/ﾋﾟﾍﾟﾗｼ
ﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ

注－１ 注射薬 ｿﾞｼﾝ

核酸(DNA)合成阻害作用 ｷﾉﾛﾝ系 ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ 注－１ 注射薬 ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ

ﾊﾟｽﾞﾌﾛｷｻｼﾝﾒｼﾙ酸塩 注ー２ キット ﾊﾟｼﾙ／ﾊﾟｽﾞｸﾛｽ

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ水和物 注ー1
注ー２

注射薬
キット

ｸﾗﾋﾞｯﾄ

蛋白合成阻害作用 ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系(１) ﾘﾎﾞｽﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩 注－１ 注射薬 ﾋﾞｽﾀﾏｲｼﾝ

ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系(２) ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩 注－１ 注射薬 ｹﾞﾝﾀｼﾝ

ｼﾞﾍﾞｶｼﾝ硫酸塩 注－１ 注射薬 ﾊﾟﾆﾏｲｼﾝ

ﾍﾞｶﾅﾏｲｼﾝ硫酸塩 注－１ 注射薬 ｶﾈﾝﾄﾞﾏｲｼﾝ

主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ﾏｲｺ
ﾌﾟﾗｽﾞﾏに作用

蛋白合成阻害作用 ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系 ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝﾗｸﾄﾋﾞｵﾝ酸塩 注－１ 注射薬 ｴﾘｽﾛｼﾝ

アジスロマイシン水和
物

注－１ 注射薬 ジスロマック点滴
静注用

主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ
陰性菌(G(-))/ﾘｹｯﾁｬ/ｸﾗﾐｼﾞｱに作

蛋白合成阻害作用 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ系 ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙﾅ
ﾄﾘｳﾑ

注－１ 注射薬 ｸﾛﾛﾏｲｾﾁﾝｻｸｼﾈｰﾄ

ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系 ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩 注－１ 注射薬 ﾐﾉﾏｲｼﾝ

3 主として一般細
菌に作用する
もの

主としてｸﾞﾗﾑ陽性菌(G(+))/ｸﾞﾗﾑ
陰性菌(G(-))に作用

細胞壁合成阻害作用 ｾﾌｪﾑ系 ｾﾌﾁｿﾞｷｼﾑﾅﾄﾘｳﾑ 外－６ 坐剤 ｴﾎﾟｾﾘﾝ

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

蛋白合成阻害作用 ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系 トブラマイシン 外－２ 吸入液 トービイ吸入液
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６１６　主として抗酸菌に作用するもの
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 主として抗酸
菌に作用する
もの

結核菌 細胞壁合成阻害作用 ｻｲｸﾛｾﾘﾝ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｻｲｸﾛｾﾘﾝ

葉酸合成阻害作用 ｱﾙﾐﾉﾊﾟﾗｱﾐﾉｻﾘﾁﾙ酸ｶﾙｼｳﾑ 内－２ 顆粒剤 ｱﾙﾐﾉﾆｯﾊﾟｽｶﾙｼｳﾑ
ﾊﾟﾗｱﾐﾉｻﾘﾁﾙ酸ｶﾙｼｳﾑ 内－１ 錠剤 ﾆｯﾊﾟｽｶﾙｼｳﾑ

内－２ 顆粒剤
ﾐｺｰﾙ酸合成阻害作用 ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 内－１ 錠剤 ｲｽｺﾁﾝ

内－２ 末剤
ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞﾒﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 内－２ 末剤 ﾈｵｲｽｺﾁﾝ

内－１ 錠剤
ｴﾁｵﾅﾐﾄﾞ 内－１ 錠剤 ﾂﾍﾞﾙﾐﾝ

核酸（RNA）合成阻害作用 ｴﾀﾝﾌﾞﾄｰﾙ塩酸塩 内－１ 錠剤 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ
細胞内pH低下作用 ﾋﾟﾗｼﾞﾅﾐﾄﾞ 内－２ 末剤 ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ

肺結核及びその他の結核症、ＭＡＣ症を含
む非結核性抗酸菌症、ハンセン病

核酸（RNA)合成阻害作用 ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾘﾌｧｼﾞﾝ

結核症、ＭＡＣ症を含む非結核性抗酸菌
症、HIV感染患者における播種性ＭＡＣ症の
発症抑制

リファンピシン耐性結核菌
のＤＮＡへのチミジン取り
込み阻害作用

ﾘﾌｧﾌﾞﾁﾝ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾐｺﾌﾞﾃｨﾝ

らい菌 核酸（DNA)合成阻害作用 ｸﾛﾌｧﾐｼﾞﾝ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾗﾝﾌﾟﾚﾝ
2 主として抗酸

菌に作用する
もの

結核菌 蛋白合成阻害作用 ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系 ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ硫酸塩 注－１ 注射薬 硫酸ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ

ｶﾅﾏｲｼﾝ硫酸塩 注－１ 注射薬 硫酸ｶﾅﾏｲｼﾝ
ﾍﾟﾌﾟﾀｲﾄﾞ系 ｴﾝﾋﾞｵﾏｲｼﾝ硫酸塩 注－１ 注射薬 ﾂﾍﾞﾗｸﾁﾝ

ﾐｺｰﾙ酸合成阻害作用 ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ 注－１ 注射薬 ｲｽｺﾁﾝ
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６１７　主として真菌に作用するもの
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 主として真菌
に作用するも
の

ｶﾝｼﾞﾀﾞ 細胞膜機能障害作用 ﾎﾟﾘｴﾝ系 ﾅｲｽﾀﾁﾝ 内－１ 錠剤 ﾅｲｽﾀﾁﾝ

ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 内－１ 錠剤 ﾌｧﾝｷﾞｼﾞﾝ

ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB(小) 内－４ ｼﾛｯﾌﾟ剤

細胞膜合成阻害作用 ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ系 ﾐｺﾅｿﾞｰﾙ 内－４ ｹﾞﾙ ﾌﾛﾘｰﾄﾞ

ｶﾝｼﾞﾀﾞ、真菌 細胞膜合成阻害作用 ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ系 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｼﾞﾌﾙｶﾝ

ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ 内－１ 錠剤 ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ

核酸（DNA）合成阻害作用 ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾝ系 ﾌﾙｼﾄｼﾝ 内－２ 顆粒剤 ｱﾝｺﾁﾙ

ｶﾝｼﾞﾀﾞ、皮膚糸状菌 細胞膜合成阻害作用 ｱﾘﾙｱﾐﾝ系 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩 内－１ 錠剤 ﾗﾐｼｰﾙ

ｶﾝｼﾞﾀﾞ、真菌、皮膚糸状菌 細胞膜合成阻害作用 ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ系 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤
錠剤
液剤

ｲﾄﾘｿﾞｰﾙ

ニューモシスチス・イロベチー ミトコンドリア電子伝達
系阻害作用

ｱﾄﾊﾞｺﾝ 内－３ 液剤 ｻﾑﾁﾚｰﾙ内用懸濁液

2 主として真菌
に作用するも
の

ｶﾝｼﾞﾀﾞ、真菌 細胞膜機能障害作用 ﾎﾟﾘｴﾝ系 ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 注－１ 注射薬 ﾌｧﾝｷﾞｿﾞﾝ

ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB（ﾘﾎﾟｿｰﾑ
製剤）

注－１ 注射薬 ｱﾑﾋﾞｿﾞｰﾑ点滴静注
用

細胞膜合成阻害作用 ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ系 ﾐｺﾅｿﾞｰﾙ 注－１ 注射薬 ﾌﾛﾘｰﾄﾞ

ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ系 ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 注－１ 注射薬 ジフルカン静注液

注－２ キット アルナゾール静注
液キット

ﾎｽﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ 注－１ 注射薬 プロジフ注射液100

ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ 注－１ 注射薬 ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ

ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 注－１ 注射薬 ｲﾄﾘｿﾞｰﾙ

細胞壁合成阻害作用 ｷｬﾝﾃﾞｨﾝ系 ﾐｶﾌｧﾝｷﾞﾝﾅﾄﾘｳﾑ 注－１ 注射薬 ﾌｧﾝｶﾞｰﾄﾞ点滴用

ｶｽﾎﾟﾌｧﾝｷﾞﾝ酢酸塩 注－１ 注射薬 ｶﾝｻｲﾀﾞｽ点滴静注用
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６２５　ウイルスに作用するもの
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 ｳｲﾙｽに作用す
るもの

ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ 核酸（DNA)合成阻害作用 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 内－１
内－２
内ー３
内－４

錠剤
顆粒剤
ｼﾛｯﾌﾟ剤
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤

ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ

ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩 内－１
内－２

錠剤
顆粒剤

ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ

ﾌｧﾑｼｸﾛﾋﾞﾙ 内－１ 錠剤 ﾌｧﾑﾋﾞﾙ錠

ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ 核酸（DNA)合成阻害作用 ﾊﾞﾙｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩 内－１ 錠剤 ﾊﾞﾘｷｻ錠

B型肝炎ｳｲﾙｽ HBV逆転写酵素阻害/HBV
DNA鎖伸長阻止作用

ﾇｸﾚｵｼﾄﾞ系 ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ 内－１ 錠剤 ｾﾞﾌｨｯｸｽ

ｱﾃﾞﾎﾋﾞﾙﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 内－１ 錠剤 ﾍﾌﾟｾﾗ錠

HBV DNA 合成阻害作用 ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙ水和物 内－１ 錠剤 ﾊﾞﾗｸﾙｰﾄﾞ錠

C型肝炎ｳｲﾙｽ 抗HCV作用 ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ

ﾘﾊﾞﾋﾞﾘﾝ 内ー１ 錠剤 ｺﾍﾟｶﾞｽ錠

抗HCV作用 ＨＣＶ ＮＳ３-４Ａプロテ
アーゼ選択的阻害作用

ﾃﾗﾌﾟﾚﾋﾞﾙ 内－１ 錠剤 テラビック錠

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ M2蛋白機能阻害作用 ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ塩酸塩 内－１ 錠剤 ｼﾝﾒﾄﾚﾙ

内－２ 細粒剤

ﾉｲﾗﾐﾆﾀﾞｰｾﾞ阻害作用 ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙﾘﾝ酸塩 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾀﾐﾌﾙ

内ー４ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤 ﾀﾐﾌﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ

ﾋﾄ免疫不全ｳｲﾙｽ HIV逆転写酵素阻害作用 ﾇｸﾚｵｼﾄﾞ系 ｼﾞﾄﾞﾌﾞｼﾞﾝ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾚﾄﾛﾋﾞﾙ

ｻﾆﾙﾌﾞｼﾞﾝ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｾﾞﾘｯﾄ

ｼﾞﾀﾞﾉｼﾝ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｳﾞｧｲﾃﾞｯｸｽ

ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ 内－１ 錠剤 ｴﾋﾟﾋﾞﾙ

ｱﾊﾞｶﾋﾞﾙ硫酸塩 内－１ 錠剤 ｻﾞｲｱｼﾞｪﾝ

ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙﾌﾏﾙ
酸塩

内－１ 錠剤 ﾋﾞﾘｱｰﾄﾞ錠300mg

ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｴﾑﾄﾘﾊﾞｶﾌﾟｾﾙ200mg

配合剤（HIV逆転写酵素阻
害作用）

配合剤 ｼﾞﾄﾞﾌﾞｼﾝ/ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ 内－１ 錠剤 ｺﾝﾋﾞﾋﾞﾙ

ﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ/ｱﾊﾞｶﾋﾞﾙ硫酸
塩

内－１ 錠剤 ｴﾌﾟｼﾞｺﾑ錠

ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｼﾞｿﾌﾟﾛｷｼﾙﾌﾏﾙ
酸塩/ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ

内－１ 錠剤 ﾂﾙﾊﾞﾀﾞ錠

HIV逆転写酵素阻害作用 非ﾇｸﾚｵｼﾄﾞ系 ﾈﾋﾞﾗﾋﾟﾝ 内－１ 錠剤 ﾋﾞﾗﾐｭｰﾝ

ｴﾌｧﾋﾞﾚﾝﾂ 内－１ 錠剤 ｽﾄｯｸﾘﾝ
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ﾃﾞﾗﾋﾞﾙｼﾞﾝﾒｼﾙ酸塩 内－１ 錠剤 ﾚｽｸﾘﾌﾟﾀｰ

ｴﾄﾗﾋﾞﾘﾝ 内－１ 錠剤 ｲﾝﾃﾚﾝｽ錠

ﾘﾙﾋﾟﾋﾞﾘﾝ塩酸塩 内－１ 錠剤 エジュラント錠

HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害作用 ｲﾝｼﾞﾅﾋﾞﾙ硫酸塩ｴﾀﾉｰﾙ
付加物

内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｸﾘｷｼﾊﾞﾝ

ｻｷﾅﾋﾞﾙﾒｼﾙ酸塩 内－１ 錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤

ｲﾝﾋﾞﾗｰｾﾞ

ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾉｰﾋﾞｱ

内－３ 液剤

ﾈﾙﾌｨﾅﾋﾞﾙﾒｼﾙ酸塩 内－１ 錠剤 ﾋﾞﾗｾﾌﾟﾄ

ﾎｽｱﾝﾌﾟﾚﾅﾋﾞﾙｶﾙｼｳﾑ水和
物

内－１ 錠剤 ﾚｸｼｳﾞｧ錠700

ﾀﾞﾙﾅﾋﾞﾙ ｴﾀﾉｰﾙ付加物 内－１ 錠剤 ﾌﾟﾘｼﾞｽﾀ錠

ﾀﾞﾙﾅﾋﾞﾙ ｴﾀﾉｰﾙ付加物 内－１ 錠剤 ﾌﾟﾘｼﾞｽﾀﾅｲｰﾌﾞ錠

ｱﾀｻﾞﾅﾋﾞﾙ硫酸塩 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ﾚｲｱﾀｯﾂｶﾌﾟｾﾙ150mg

配合剤（HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害
作用）

HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害作用＋活
性物質代謝拮抗作用

配合剤 ﾛﾋﾟﾅﾋﾞﾙ/ﾘﾄﾅﾋﾞﾙ 内－１
内－３

錠剤
液剤

ｶﾚﾄﾗ

HIVｲﾝﾃｸﾞﾗｰｾﾞ阻害作用 ﾗﾙﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙｶﾘｳﾑ 内－１ 錠剤 ｱｲｾﾝﾄﾚｽ錠

配合剤（HIVｲﾝﾃｸﾞﾗｰｾﾞ阻害
作用＋活性物質代謝拮抗作
用＋ヌクレオシド系HIV逆
転写酵素阻害作用）

配合剤 ｴﾙﾋﾞﾃｸﾞﾗﾋﾞﾙ/ｺﾋﾞｼｽﾀｯﾄ
/ｴﾑﾄﾘｼﾀﾋﾞﾝ/ﾃﾉﾎﾋﾞﾙ ｼﾞ
ｿﾌﾟﾛｷｼﾙﾌﾏﾙ酸塩

内－１ 錠剤 ｽﾀﾘﾋﾞﾙﾄﾞ配合錠

SSPEｳｲﾙｽ 核酸(RNA)合成阻害作用 ｲﾉｼﾝﾌﾟﾗﾉﾍﾞｸｽ 内－１ 錠剤 ｲｿﾌﾟﾘﾉｼﾝ

CCR5指向性HIV－1 CCｹﾓｶｲﾝ受容体5（CCR5）阻
害作用

ﾏﾗﾋﾞﾛｸ 内－１ 錠剤 ｼｰｴﾙｾﾝﾄﾘ錠

2 ｳｲﾙｽに作用す
るもの

ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ 核酸（DNA)合成阻害作用 ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 注－１ 注射薬 ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ

注－２ キット

ﾋﾞﾀﾞﾗﾋﾞﾝ 注－１ 注射薬 ｱﾗｾﾅ-A

ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ 核酸（DNA)合成阻害作用 ｶﾞﾝｼｸﾛﾋﾞﾙ塩酸塩 注－１ 注射薬 ﾃﾞﾉｼﾝ

ﾎｽｶﾙﾈｯﾄﾅﾄﾘｳﾑ水和物 注－１ 注射薬 ﾎｽｶﾋﾞﾙ

RSｳｲﾙｽ タンパク質合成阻害作用 ﾋﾄ/ﾏｳｽｷﾒﾗ型ﾓﾉｸﾛ
ﾅｰﾙ抗体

ﾊﾟﾘﾋﾞｽﾞﾏﾌﾞ(遺伝子組
換え)

注ー１ 注射薬 ｼﾅｼﾞｽﾞ筋注用50mg

A型又はB型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ感染症 ﾉｲﾗﾐﾆﾀﾞｰｾﾞ阻害作用 ﾍﾟﾗﾐﾋﾞﾙ水和物 注ー１ 注射薬 ﾗﾋﾟｱｸﾀ点滴用ﾊﾞｲｱﾙ
ﾗﾋﾟｱｸﾀ点滴用ﾊﾞｯｸﾞ

3 ｳｲﾙｽに作用す
るもの

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ ﾉｲﾗﾐﾆﾀﾞｰｾﾞ阻害作用 ｻﾞﾅﾐﾋﾞﾙ水和物 外－２ 吸入剤 ﾘﾚﾝｻﾞ

ラニナミビルオクタン酸
エステル水和物

外－９ 吸入剤（キッ
ト）

イナビル
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６３１－６３３　ワクチン類、毒素及びﾄｷｿｲﾄﾞ類、抗毒素類
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

2 ﾜｸﾁﾝ類 肺炎球菌感染症の予防 抗肺炎球菌抗体産生作用 肺炎球菌ワクチン 注－１ 注射薬 ﾆｭｰﾓﾊﾞｯｸｽ

狂犬病の予防 抗狂犬病ウイルス抗体産生作用 乾燥組織培養不活化狂犬
病ワクチン

注－１ 注射薬 組織培養不活性化
狂犬病ワクチン

Ｂ型肝炎の予防 抗HBS抗体産生作用 組換え沈降Ｂ型肝炎ワク
チン（酵母由来）

注－１ 注射薬 ｴｯﾁﾋﾞｰﾜｲ

組換え沈降Ｂ型肝炎ワク
チン（チャイニーズ・ハ
ムスター卵巣細胞由来）

注－１ 注射薬 r-HBﾜｸﾁﾝ

毒素及びﾄｷｿｲ
ﾄﾞ類

破傷風の予防 抗破傷風菌抗体産生作用 沈降破傷風トキソイド 注－１ 注射薬 沈降破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞ

抗毒素類 ガスえその治療・予防 ガスえそ毒素の中和作用 ガスえそウマ抗毒素 注－１ 注射薬 ガスえそウマ抗毒
素ジフテリアの治療 ジフテリア毒素の中和作用 乾燥ジフテリアウマ抗毒

素
注－１ 注射薬 乾燥ｼﾞﾌﾃﾘｱ抗毒素

破傷風の治療・予防 破傷風毒素の中和作用 乾燥破傷風ウマ抗毒素 注－１ 注射薬 乾燥破傷風ウマ抗
毒素

ボツリヌス感染症の治療・予防 ボツリヌス毒素の中和作用 乾燥ボツリヌスウマ抗毒
素

注－１ 注射薬 乾燥Ａ．Ｂ．Ｅ．
Ｆボツリヌスウマ
抗毒素

はぶ咬傷治療 はぶ毒素の中和作用 乾燥はぶウマ抗毒素 注－１ 注射薬 乾燥はぶウマ抗毒
素まむし咬傷治療 まむし毒素の中和作用 乾燥まむしウマ抗毒素 注－１ 注射薬 乾燥まむしウマ抗
毒素
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６３４　輸血用血液製剤・血漿分画製剤・血球由来製剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

2 輸血用血液製
剤

輸血適応症 全血液成分の補充 全血製剤 人全血液 注－１ 注射薬 人全血液-LR「日赤」

人全血液（放射線照射） 注－１ 注射薬 照射人全血液-LR「日
赤」血中赤血球不足 赤血球の補充 赤血球製剤 人赤血球濃厚液 注－１ 注射薬 赤血球濃厚液-LR「日
赤」（貧血症等） 解凍人赤血球濃厚液 注－１ 注射薬 解凍赤血球-LR「日赤」

人赤血球濃厚液（放射
線照射）

注－１ 注射薬 照射赤血球濃厚液-LR
「日赤」

解凍人赤血球濃厚液
（放射線照射）

注－１ 注射薬 照射解凍赤血球-LR「日
赤」

血漿成分による副作用を避ける場
合の輸血

赤血球の補充 赤血球製剤 洗浄人赤血球浮遊液 注－１ 注射薬 洗浄赤血球-LR「日赤」

洗浄人赤血球浮遊液
（放射線照射）

注－１ 注射薬 照射洗浄赤血球-LR「日
赤」

抗白血球抗体による発熱性副作用
を起こす患者の輸血

赤血球の補充 赤血球製剤 白血球除去人赤血球浮
遊液

注－１ 注射薬 白血球除去赤血球

ABO型血液型不適合による新生児
溶血性疾患

赤血球の補充 合成血製剤 合成血 注－１ 注射薬 合成血-LR「日赤」

合成血（放射線照射） 注－１ 注射薬 照射合成血-LR「日赤」

血小板減少症 血小板の補充 血小板製剤 人血小板濃厚液 注－１ 注射薬 濃厚血小板

人血小板濃厚液（放射
線照射）

注－１ 注射薬 照射濃厚血小板

抗ＨＬA抗体陽性血小板減少症 血小板の補充 血小板製剤 人血小板濃厚液ＨＬＡ 注－１ 注射薬 濃厚血小板HLA

人血小板濃厚液ＨＬＡ
（放射線照射）

注－１ 注射薬 照射濃厚血小板HLA

循環血漿量減少の改善 血漿製剤 新鮮凍結人血漿 注－１ 注射薬 新鮮凍結血漿-LA「日
赤」

血漿分画製剤 低アルブミン血症 循環血漿量の確保 アルブミン製剤 加熱人血漿たん白 注－１ 注射薬 ﾌﾟﾗｽﾏﾈｰﾄ/ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾌﾟﾛﾃｲ
ﾝﾌﾗｸｼｮﾝ

人血清アルブミン 注－１ 注射薬 ｱﾙﾌﾞﾐﾝ

人血清アルブミン（遺伝
子組換え）

注－１ 注射薬 メドウェイ

ウイルス性疾患の予防 抗体活性 抗原中和作用 グロブリン製剤 人免疫グロブリン 注－１ 注射薬 ｶﾞﾝﾏｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ

重症感染症における抗生物質との
併用

抗体活性 抗原中和作用/貪食増強作
用/免疫調整作用

グロブリン製剤 乾燥ペプシン処理人免
疫グロブリン

注－１ 注射薬 ｶﾞﾝﾏｰＦ/ｶﾞﾝﾏ･ﾍﾞﾆﾝ

乾燥スルホ化人免疫グ
ロブリン

注－１ 注射薬 ﾍﾞﾆﾛﾝ

乾燥ポリエチレングリ
コール処理人免疫グロ
ブリン

注－１ 注射薬 ｸﾞﾛﾍﾞﾆﾝ-I

ポリエチレングリコール
処理人免疫グロブリン

注－１ 注射薬 ｸﾞﾛﾍﾞﾆﾝ-IH

乾燥ｐＨ４処理人免疫グ
ロブリン

注－１ 注射薬 ｻﾝｸﾞﾛﾎﾟｰﾙ

ｐＨ４処理酸性人免疫グ
ロブリン

注－１ 注射薬 ﾎﾟﾘｸﾞﾛﾋﾞﾝN
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乾燥イオン交換樹脂処
理人免疫グロブリン

注－１ 注射薬 ｶﾞﾝﾏｶﾞｰﾄﾞ

破傷風の発症予防・症状軽減 抗破傷風抗体活性 破傷風毒素中和作用 抗破傷風グロブリン製剤 乾燥抗破傷風人免疫グ
ロブリン

注－１ 注射薬

抗破傷風人免疫グロブ
リン

注－１ 注射薬 ﾃﾀｶﾞﾑP

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

注－１ 注射薬 ﾃﾀﾉﾌﾞﾘﾝｰIH

B型肝炎発症予防 抗HBs抗体活性 HBV中和作用 抗HBsグロブリン製剤 乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロ
ブリン

注－１ 注射薬 ﾍﾌﾞｽﾌﾞﾘﾝ/乾燥HBｸﾞﾛﾌﾞﾘ
ﾝ

抗ＨＢｓ人免疫グロブリ
ン

注－１ 注射薬 ﾍﾊﾟﾄｾｰﾗ/抗HBs人免疫
ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ

乾燥ポリエチレングリ
コール処理抗ＨＢｓ人免
疫グロブリン

注－１ 注射薬 ﾍﾌﾞｽﾌﾞﾘﾝｰI

母体血中での抗D抗体の産生抑制 抗D抗体抑制作用 抗D抗体産生抑制作用 抗Dグロブリン製剤 乾燥抗Ｄ（Ｒｈｏ）人免疫
グロブリン

注－１ 注射薬 乾燥抗Ｄ人免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ

血液凝固因子障害に基づく出血 止血作用 血液凝固第ＶＩＩＩ因子の補充 血液凝固第ＶＩＩＩ因子 乾燥濃縮人血液凝固第
ＶＩＩＩ因子

注－１ 注射薬 ｸﾛｽｴｲﾄ/ｺﾝｺｴｲﾄ等

血液凝固第ＶＩＩＩ因子（遺
伝子組換え）

オクトコグアルファ（遺伝
子組換え）

注－２ キット ｺｰｼﾞﾈｲﾄ

ルリオクトコグ　アルファ
（遺伝子組換え）

注－１ 注射薬 ﾘｺﾈｲﾄ
ｱﾄﾞﾍﾞｲﾄ

血液凝固第ＶＩＩＩ、ＩＸ因子迂
回作用

血液凝固抗体迂回活性
複合体製剤

乾燥人血液凝固因子抗
体迂回活性複合体

注－１ 注射薬 ﾌｧｲﾊﾞ｢ｲﾑﾉ｣

血液凝固第ＶＩＩ因子製剤
（遺伝子組換え）

エプタコグ　アルファ（活
性型）（遺伝子組換え）

注－１ 注射薬 注射用ﾉﾎﾞｾﾌﾞﾝ

血液凝固第ＩＸ因子の補充 血液凝固第ＩＸ因子製剤 乾燥濃縮人血液凝固第Ｉ
Ｘ因子

注－１ 注射薬 ﾉﾊﾞｸﾄ-M/ｸﾘｽﾏｼﾝ-M

ノナコグアルファ（遺伝子
組換え）

注－１ 注射薬 ﾍﾞﾈﾌｨｸｽ

血液凝固第ＩＸ因子複合
体製剤

乾燥人血液凝固第ＩＸ因
子複合体

注－１ 注射薬 PPSB-HT/ﾌﾟﾛﾌﾟﾚｯｸｽ
ST/ﾍﾞﾉﾋﾞｰﾙTIM4

血液凝固第ＸＩＩＩ因子 ヒト血漿由来乾燥血液
凝固第ＸＩＩＩ因子

注－１ 注射薬 ﾌｨﾌﾞﾛｶﾞﾐﾝP

フィブリノーゲンの補充 フィブリノーゲン製剤 乾燥人フィブリノゲン 注－１ 注射薬 ﾌｨﾌﾞﾘﾉｹﾞﾝ-HT

アンチトロンビンＩＩＩ欠乏・低下症 血栓形成抑制作用 トロンビン活性阻害作用 アンチトロンビンＩＩＩ製剤 乾燥濃縮人アンチトロン
ビンＩＩＩ

注－１ 注射薬 ｱﾝｽﾛﾋﾞﾝP

先天性ﾌﾟﾛﾃｲﾝC欠乏症による深部
静脈血栓症等

血栓形成局所で抗凝固作
用、線溶亢進作用

活性化ﾌﾟﾛﾃｲﾝCの補充 活性化プロテインＣ製剤 乾燥濃縮人活性化プロ
テインＣ

注－１ 注射薬 注射用ｱﾅｸﾄＣ

遺伝性血管神経性浮腫 血管透過性亢進の抑制作用 活性化補体第1成分阻止作
用

Ｃ1インアクチベータ製剤 乾燥濃縮人Ｃ１-インアク
チベーター

注－１ 注射薬 ﾍﾞﾘﾅｰﾄP

ヘモグロビン血症･尿症 遊離ヘモグロビンの処理作
用

ハプトグロビン-ヘモグロビン
複合体の生成

ハプトグロビン製剤 人ハプトグロビン 注－１ 注射薬 ﾊﾌﾟﾄｸﾞﾛﾋﾞﾝ

気管支喘息、アレルギー性鼻炎、ア
レルギー性皮膚疾患

配合剤（好酸球浸潤抑制作
用）

ヒスタミン耐性獲得作用+ヒス
タミン遊離抑制作用

配合剤 ヒスタミン加人免疫グロ
ブリン（乾燥）

注－１ 注射薬 ﾋｽﾀｸﾞﾛﾋﾞﾝ

血球由来製剤 急性ポルフィリン症患者における急
性発作症状の改善

δ －アミノレブリン酸合成酵
素活性阻害作用

ヒトヘミン製剤 ヘミン 注－１ 注射薬 ノーモサング点滴静注
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６３９　インターフェロン類
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

2 ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ類 ウイルス性肝炎 抗ウイルス作用 ウイルス蛋白合成阻害作
用、免疫賦活作用

天然型インターフェロンアルファ インターフェロン アルファ（ＮＡＭＡＬＷ
Ａ）

注－１ 注射薬 ｽﾐﾌｪﾛﾝ

インターフェロン アルファ（ＢＡＬＬ-１） 注－１ 注射薬 IFNα /ｵｰｱｲｴﾌ

遺伝子組換え型インターフェロンアル
ファ

インターフェロン アルファ-２ｂ（遺伝子
組換え）

注－１ 注射薬 ｲﾝﾄﾛﾝA

遺伝子組換え型インターフェロンアル
ファ（コンセンサス配列）

インターフェロン アルファコン－１（遺伝
子組換え）

注－１ 注射薬 アドバフェロン皮下注

遺伝子組換え型ペグインターフェロン
アルファ

ペグインターフェロン アルファ－2a（遺
伝子組換え）

注－１ 注射薬 ペガシス皮下注90μ g

ペグインターフェロン アルファ－2b（遺
伝子組換え）

注－１ 注射薬 ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用

天然型インターフェロンベータ インターフェロン ベータ 注－１ 注射薬 ﾌｴﾛﾝ/IFNβ

多発性硬化症の再発予防 症状進行抑制作用 Ｔ細胞ｻﾌﾟﾚｯｻｰ機能改善/ｲ
ﾝﾀｰﾌｪﾛﾝγ 産生抑制作用

遺伝子組換え型インターフェロンベータ インターフェロン ベータ－１ｂ（遺伝子
組換え）

注－１ 注射薬 ﾍﾞﾀﾌｪﾛﾝ皮下注

インターフェロン ベータ－１a（遺伝子
組換え）

注－２ キット ｱﾎﾞﾈｯｸｽ筋注用

悪性腫瘍 抗腫瘍作用 腫瘍細胞増殖抑制作用、免
疫賦活作用

遺伝子組換え型インターフェロンガンマ インターフェロン ガンマ-１ａ（遺伝子組
換え）

注－１ 注射薬 ｲﾑﾉﾏｯｸｽ-γ /ﾋﾞｵｶﾞﾝﾏ

インターロイキン2製剤 テセロイキン（遺伝子組換え） 注－１ 注射薬 ｲﾑﾈｰｽ

セルモロイキン（遺伝子組換え） 注－１ 注射薬 ｾﾛｲｸ
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６３９　その他の生物学的製剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

2 その他の生物
学的製剤

再生不良性貧血 免疫抑制作用 Ｔ細胞抑制作用 ウサギ免疫グロブリン製剤 抗ヒトＴリンパ球ウサギ免疫グロブ
リン

注－１ 注射薬 ｾﾞｯﾄﾌﾞﾘﾝ

抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリ
ン

注－１ 注射薬 サイモグロブリン点
滴静注用

腎移植に伴なう拒否反応 腎移植に伴なう拒否反応 Ｔ細胞抑制作用 モノクローナル抗体 ムロモナブ-ＣＤ３ 注－１ 注射薬 ｵﾙｿｸﾛｰﾝOKT3

ヒト／マウスキメラ型モノクロナール
抗体

バシリキシマブ（遺伝子組換え） 注－１ 注射薬 シムレクト静注用
20mg

注－１ 注射薬 シムレクト小児用静
注用10mg

発作性夜間ヘモグロビン尿症に
おける溶血

ヒト補体蛋白（hc5）と結合する
ことによりC5の開裂を阻害し、
C5b-9の生成を抑制（溶血抑制）

エクリズマブ（遺伝子組換え） 注－１ 注射薬 ソリリス点滴静注
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６４１　原虫に作用するもの
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 原虫に作用す
るもの

ﾏﾗﾘｱ原虫 核酸(DNA)障害作用 ｷﾆｰﾈ製剤 ｷﾆｰﾈｴﾁﾙ炭酸ｴｽﾃﾙ 内－２ 末剤 ｴﾁﾙ炭酸ｷﾆｰﾈ

ｷﾆｰﾈ塩酸塩 内－２ 末剤 塩酸ｷﾆｰﾈ

ｷﾆｰﾈ硫酸塩 内－２ 末剤 硫酸ｷﾆｰﾈ

ヘム重合阻害作用 ﾒﾌﾛｷﾝ塩酸塩 内－１ 錠剤 ﾒﾌｧｷﾝ「ｴｽｴｽ」錠
275配合剤（原虫

に作用するも
葉酸合成阻害作用
+葉酸活性阻害作用

配合剤 ｽﾙﾌｧﾄﾞｷｼﾝ/ﾋﾟﾘﾒﾀﾐﾝ 内－１ 錠剤 ﾌｧﾝｼﾀﾞｰﾙ

ミトコンドリア電子伝達
系阻害作用＋ジヒドロ葉
酸レダクターゼ阻害作用

配合剤 ｱﾄﾊﾞｺﾝ/ﾌﾟﾛｸﾞｱﾆﾙ塩酸塩 内－１ 錠剤 マラロン配合錠

原虫に作用す
るもの

ﾄﾘｺﾓﾅｽ原虫 核酸(DNA)障害作用 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 内－１ 錠剤 ﾌﾗｼﾞｰﾙ

ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 内－１ 錠剤 ﾊｲｼｼﾞﾝ

腸管ｱﾒｰﾊﾞ 蛋白合成阻害作用 ﾊﾟﾛﾓﾏｲｼﾝ硫酸塩 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 ｱﾒﾊﾟﾛﾓｶﾌﾟｾﾙ

2 原虫に作用す
るもの

ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ･ｶﾘﾆ ｸﾞﾙｺｰｽ代謝抑制作用 ﾍﾟﾝﾀﾐｼﾞﾝｲｾﾁｵﾝ酸塩 注－１ 注射薬 ﾍﾞﾅﾝﾊﾞｯｸｽ

配合剤（原虫
に作用するも
の）

葉酸合成阻害作用
+葉酸活性抑制作用

配合剤 ｽﾙﾌｧﾒﾄｷｻｿﾞｰﾙ/ﾄﾘﾒﾄﾌﾟﾘﾑ 注－１ 注射薬 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ
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６４２　寄生虫に作用するもの
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 寄生虫に作用
するもの

吸虫 膜構造不安定化作用 ﾌﾟﾗｼﾞｶﾝﾃﾙ 内－１ 錠剤 ﾋﾞﾙﾄﾘｼﾄﾞ

回虫 運動性消失作用 ｻﾝﾄﾆﾝ系 ｻﾝﾄﾆﾝ 内－１ 錠剤 ｻﾝﾄﾆﾝ

内－２ 末剤

ﾌｨﾗﾘｱ 酸素消費抑制作用 ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾞﾝ ｼﾞｴﾁﾙｶﾙﾊﾞﾏｼﾞﾝｸｴﾝ
酸塩

内－１ 錠剤 ｽﾊﾟﾄﾆﾝ

包虫 微小管形成阻害作用 ﾍﾞﾝｽﾞｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ系 ｱﾙﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ 内－１ 錠剤 ｴｽｶｿﾞｰﾙ

糞線虫 細胞膜過分極作用 ｱﾍﾞﾙﾒｸﾁﾝ系 ｲﾍﾞﾙﾒｸﾁﾝ 内－１ 錠剤 ﾐﾝﾃｿﾞｰﾙ

鞭虫 微小管形成阻害作用 ﾍﾞﾝｽﾞｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ系 ﾒﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ 内－１ 錠剤 ﾒﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ

蟯虫、回虫、鉤虫、条虫 蛋白凝固作用 ﾁﾓｰﾙ系 ﾁﾓｰﾙ 内－２ 末剤 ﾁﾓｰﾙ

蟯虫、回虫、鉤虫、 神経-筋伝達遮断作用 ﾋﾟﾗﾝﾃﾙﾊﾟﾓ酸塩 内－１ 錠剤 ｺﾝﾊﾞﾝﾄﾘﾝ

東洋毛様線虫 内－４ ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ剤
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７２１・７２９・７９９　造影用剤　　（放射性医薬品を除く） 
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 造影用剤 消化管造影 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミ
ン

内-3 液剤 経口投与又は注
腸

ガストログラフィン

硫酸バリウム 内-2 散剤 経口投与又は注 ウムブラゾル－Ａ
内-3 液剤 経口投与又は注 バリトップゾル

配合剤 硫酸バリウム／炭酸ガス 内-3 液剤 バリトップ
クエン酸鉄アンモニウム 内-2 散剤 溶解し服用 フェリセルツ
塩化マンガン四水和物 内-3 液剤 経口投与 ボースデル

消化管造影補助 発泡作用 糖類 Ｄ－ソルビトール 内-3 液剤 Ｘ線造影剤に添
加し服用

Ｄ－ソルビトール液

内-2 散剤 Ｄ－ソルビトール
配合剤（消化管造影補助） 配合剤 炭酸水素ナトリウム／酒石酸 内-2 顆粒 経口投与 ガストラストＫ

内-1 錠剤 ガストラストＴ
胃内視鏡検査における胃内
粘液の溶解除去

蛋白分解作用 プロナーゼ 内-2 散剤 水に溶かし経口
投与

プロナーゼＭＳ

2 造影用剤 尿路・血管造影 イオン性 アミドトリゾ酸メグルミン 注-1 注射薬 適宜点滴静注な アンギオグラフイン
イオタラム酸ナトリウム 注-1 注射薬 コンレイ４００注
イオタラム酸メグルミン 注-1 注射薬 ＤＩＰコンレイ注
アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミ
ン

注-1 注射薬 適宜点滴静注な
ど

ウログラフイン６０％

イオキサグル酸 注-1 注射薬 （一部点滴） ヘキサブリックス３２
非イオン性 イオパミドール 注-1 注射薬 イオパミロン１５０

注-2 キット モイオパミン３００シ
リンジ

イオヘキソール 注-1 注射薬 オムニパーク１４０
注-2 キット オムニパーク２４０シ

リンジ
イオベルソール 注-1 注射薬 オプチレイ１６０

注-2 キット オプチレイ２４０シリ
ンジ

イオメプロール 注-1 注射薬 イオメロン３００
注-2 キット イオメロン３００シリン

イオプロミド 注-1 注射薬 プロスコープ１５０
注-2 キット プロスコープ３００シ

リンジ
イオジキサノール 注-1 注射薬 ビジパーク
イオキシラン 注-1 注射薬 ビスコビン

子宮卵管、関節、脊髄撮影 非イオン性 イオトロラン 注-1 注射薬 撮影部位に投与 イソビスト
胆のう・胆管造影 イオン性 イオトロクス酸メグルミン 注-1 注射薬 点滴静注 ビリスコピンＤＩＣ５０
リンパ、子宮卵管撮影 油性 ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエ

ステル
注-1 注射薬 末梢ﾘﾝﾊﾟ管内に

注入ほか
リピオドールウルトラ
フルイド

脳・脊髄、躯幹部・四肢の造
影

イオン性 ガドベンテト酸メグルミン 注-1 注射薬 静注 マグネビスト

注-2 キット マグネビストシリンジ
ガドテル酸メグルミン 注-2 キット マグネスコープシリン

ジ
非イオン性 ガドジアミド水和物 注-1 注射薬 静注 オムニスキャン

注-2 キット オムニスキャンシリ
ンジ

ガドテリドール 注-1 注射薬 静注 プロハンス注
肝臓造影 超常磁性酸化鉄

コロイド
フェルカルボトラン 注-1 注射薬 静注 リゾビスト
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ガドキセト酸ナトリウム 注-1 注射薬 静注 EOB・プリモビスト
肝腫瘤性病変の造影 共振作用 ペルフルブタン 注-1 注射薬 静注 ソナゾイド
心エコー図検査における造
影

配合剤（消失作用） 配合剤 ガラクトース／パルミチン酸 注-1 注射薬 静注 レボビスト

3 造影用剤 脳血流の測定 キセノン吸入剤（非放射性） 外-2 吸入剤 専用吸入装置に
装着し使用。吸

ゼノンコールド

注腸消化管造影 アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミ 外-７ 液剤 注腸 ガストログラフィン
硫酸バリウム 外-7 液剤 注腸 バリエネマＬＣ

配合剤 配合剤 硫酸バリウム／炭酸ガス 外-７ 液剤 注腸 バリトップ７５
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７２２　検査用試薬　・　７２９診断用薬
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 検査用試薬・診
断用薬

膵外分泌機能検査 ベンチロミド 内ー３ 液剤 膵外分泌機能検査用ＰＦＤ
内服液

下垂体ＡＣＴＨ分泌予備能の測定 ＡＣＴＨ分泌作用 メチラポン 内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 メトピロン

糖尿病診断時の糖負荷試験 インスリン分泌作用 デンプン部分加水分解物液 内ー３ 液剤 トレーランＧ５０

ヘリコバクター・ピロリの感染診断 尿素（１３Ｃ） 内ー１ 錠剤 ユービット

2 検査用試薬・診
断用薬

下垂体ＬＨ分泌機能検査 視床下部作用 ゴナドトロピン分泌作用 ゴナドレリン酢酸塩 注ー１ 注射薬 ＬＨ－ＲＨ注射液タナベ

下垂体ＴＳＨ分泌機能検査／下垂体プロラクチ
ン分泌機能検査

ＴＳＨ、プロラクチン分泌作用 酒石酸プロチレリン 注ー１ 注射薬 ヒルトニン注射液

プロチレリン 注ー１ 注射薬 ＴＲＨ注射液タナベ

副腎皮質機能検査 ACTH分泌作用 テトラコサクチド酢酸塩 注－１ 注射薬

テトラコサクチド酢酸亜鉛 注－１ 注射薬

下垂体機能検査 視床下部作用 成長ホルモン分泌刺激作用 アルギニン塩酸塩 注ー１ 注射薬 アルギニン注「モリシタ」

下垂体成長ホルモン分泌機能検査 ソマトレリン酢酸塩 注ー１ 注射薬 注射用ＧＲＦ住友５０

成長ホルモン分泌不全症の診断 プラルモレリン塩酸塩 注ー１ 注射薬 注射用GHRP科研100

成長ホルモン分泌機能検査、インスリノーマ診
断、肝糖原検査

グリコーゲン分解および糖新
生作用

アデニル酸シクラーゼ活性化
作用

グルカゴン 注ー１ 注射薬

視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機
能検査

ACTH分泌作用 ACTHおよび副腎皮質糖質ス
テロイドホルモン分泌作用

コルチコレリン（ヒト） 注ー１ 注射薬 ヒトＣＲＨ注「ミツビシ」

結核診断検査 ツベルクリン反応 精製ツベルクリン 注－１ 注射薬 一般／確認診断用精製ツ
ベルクリン（ＰＰＤ）

Ｅｌｌｓｗｏｒｔｈ‐Ｈｏｗａｒｄ試験（副甲状腺機能検査） テリパラチド酢酸塩 注ー１ 注射薬 ヒトＰＴＨ注（旭化成）

肝機能検査 肝排泄作用 インドシアニングリーン 注ー１ 注射薬 ジアグノグリーン注

肝機能検査、肝疾患の診断・予後治癒の判定 スルホブロモフタレインナトリ
ウム

注ー１ 注射薬 ヘパトサルファレイン注

腎機能検査 尿中排泄作用 インジゴカルミン 注ー１ 注射薬 インジゴカルミン注第一

パラアミノ馬尿酸ナトリウム 注ー１ 注射薬 パラアミノ馬尿酸ソーダ注
射液１０％

フェノールスルホンフタレイ
ン

注ー１ 注射薬 フェノールスルホンフタレイ
ン注第一

糸球体ろ過作用 イヌリン 注ー１ 注射薬 イヌリード注

重症筋無力症の診断、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

コリンエステラーゼ阻害作用 エドロホニウム塩化物 注ー１ 注射薬 アンチレクス

アレルギー性疾患のアレルゲンの確認 アレルギー反応 診断用アレルゲンエキス 注ー１ 注射薬 診断用アレルゲンエキス
「トリヰ」

ぶどう膜・網膜・視神経等の疾患の診断 フルオレセイン 注ー１ 注射薬 フルオレサイト注射液１号

網脈絡膜血管の造影 インドシアニングリーン 注ー１ 注射薬 オフサグリーン静注用25mg

褐色細胞腫の診断 エピネフリンによる昇圧遮断
作用

α 受容体遮断作用 フェントラミンメシル酸塩 注ー１ 注射薬 レギチーン注射液

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

選択的β １受容体遮断作用 ランジオロール塩酸塩 注ー１ 注射薬 コアベータ静注用

3 検査用試薬・診
断用薬

アレルギー性鼻炎及び気管支喘息のアレルゲ
ンの確認

アレルギー反応 ハウスダストアレルゲン 外 アレルゲンディスク「トリイ」
ハウスダスト

アレルギー性鼻炎及び気管支喘息のアレルゲ
ンの確認

アレルギー反応 ブタクサアレルゲン 外 アレルゲンディスク「トリイ」
ブタクサ花粉

アレルギー性皮膚疾患のアレルゲンの確認 アレルギー反応 パッチテスト用アレルゲン 外 パッチテスト試薬

外眼部・前眼部及び涙器疾患の検査 フルオレセインナトリウム
（２）

外 フルオル試験紙
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２２９・７９９　その他に分類されない治療を主目的としない医薬品
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品 線引き

1 その他に分類
されない治療を
主目的としない
医薬品

ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の補助 α 4β 2ニコチン受容体部分
作動作用

バレニクリン酒石酸塩 内－１ 錠剤 チャンピックス

上部消化管内視鏡検査における胃蠕動運動
の抑制

胃の蠕動運動抑制作用 l -メントール 内－３ 液剤 ミンクリア内用散布
液0.8%

2 その他に分類
されない治療を
主目的としない
医薬品

心臓外科手術時心筋保護 配合剤（心筋保護作用） 配合剤 塩化ナトリウム・塩化カリウ
ム配合剤

注－１ 注射薬 ミオテクター

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

血管拡張作用 アデノシン 注－１ 注射薬 アデノスキャン注６０
mg

分化型甲状腺癌で甲状腺全摘又は準全摘術
を施行された患者における、放射性ヨウ素シン
チグラフィーと血清サイログロブリン（Tｇ）試験
の併用又はTｇ試験単独による診断の補助

甲状腺由来細胞へのヨウ素
摂取促進作用並びに甲状腺
ホルモン及びTｇ産生促進作
用

ヒトチエトロピン　アルファ
（遺伝子組換え）

注－1 注射薬 タイロゲン筋注用

3 その他に分類
されない治療を
主目的としない
医薬品

外科用接着 重合硬化作用 シアノアクリレート液 外－１ 液剤 アロンアルフアＡ「三
共」

癒着防止 癒着防止作用 ゼラチン 外－５ 貼付剤 ゼルフィルム

組織接着 配合剤（フィブリン塊生成作
用）

配合剤 フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 外ー９ キット ベリプラストＰ　コン
ビセット

フィブリノゲン配合剤 外－５ 貼付剤 タココンブ
フィブリノゲン配合剤 外－５ 貼付剤 タコシール

吸入用呼吸器官用剤の溶解剤 界面活性作用 チロキサポール 外－２ 吸入剤 アレベール

禁煙の補助 ニコチン経皮吸収による禁煙
時の離脱症状軽減作用

ニコチン 外－５ 貼付剤 ニコチネル
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８１１　あへんアルカロイド系製剤　・　８１２　コカアルカロイド系製剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用
３

組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 アヘンアルカロ
イド系製剤

激しい下痢症状の改善及び手術後
等の腸管ぜん動運動の抑制

鎮痛作用 消化管平滑筋を収縮,胃及び
腸管運動抑制作用

アヘン 内ー２
内ー２
内ー３

末剤
散剤
液剤

アヘン末
アヘン散
アヘンチンキ

激しい咳嗽発作における鎮咳／肺
結核、急・慢性気管支炎、肺がん、
塵肺時等の鎮咳

鎮咳作用 咳嗽中枢に対する抑制作用 コデインリン酸塩 内ー２
内ー２
内ー１

末剤
散剤
錠剤

リン酸コデイン
リン酸コデイン10倍散
リン酸コデイン錠

ジヒドロコデインリン酸塩 内ー２
内ー２

末剤
散剤

リン酸ジヒドロコデイ
ン

オキシメテバノール 内ー１ 錠剤 メテバニール錠

癌性疼痛 鎮痛作用 求心性痛覚伝導路抑制作用
／下行性痛覚抑制系賦活に
よる鎮痛作用

モルヒネ塩酸塩 内ー２
内ー１
内－１
内ー３

末剤
錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤
液剤

塩酸モルヒネ

内ー１ ｶﾌﾟｾﾙ剤

内ー３ 液剤

アヘンアルカロイド塩酸塩
（モルヒネ47～52%,他のアル
カロイド33～38.5%）

内ー２ 末剤 パンオピン「タケダ」

エチルモルヒネ塩酸塩 内ー２ 末剤 塩酸エチルモルヒネ

モルヒネ硫酸塩 内ー１
内ー１
内ー２
内ー２

錠剤
ｶﾌﾟｾﾙ剤
顆粒剤
細粒剤

MSコンチン錠
カディアンカプセル
カディアンスティック

オキシコドン塩酸塩 内－１
内－２

錠剤
散剤

オキシコンチン錠5mg
オキノーム散

次の呼吸器疾患に伴う咳嗽：肺結
核,急・慢性気管支炎,肺がん,塵肺,
感冒

鎮痛作用 求心性痛覚伝導路抑制作用
／下行性痛覚抑制系賦活に
よる鎮痛作用

オキシメテバノール 内ー１ 錠剤 メテバニール錠

激しい疼痛時における鎮痛・鎮静,
激しい咳嗽発作における鎮咳,激し
い下痢症状の改善及び手術後等
の腸管ぜん動運動の抑制

配合剤（鎮痛作用） 求心性痛覚伝導路抑制作用
／下行性痛覚抑制系賦活に
よる鎮痛作用

配合剤 アヘン／トコン 内ー２ 散剤 ドーフル散

2 アヘンアルカロ
イド系製剤

激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・
鎮けい、中等度から高度の疼痛を
伴う各種癌における鎮痛

鎮痛作用 求心性痛覚伝導路抑制作用
／下行性痛覚抑制系賦活に
よる鎮痛作用

モルヒネ塩酸塩 注ー１
注ー２

注射薬
キット

塩酸モルヒネ注射液

アヘンアルカロイド塩酸塩 注ー１ 注射薬 オピアル注射液

オキシコドン塩酸塩水和物 注ー１ 注射薬 オキファスト注

激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・
鎮けい

配合剤（鎮痛作用＋鎮咳作
用）

求心性痛覚伝導路抑制作用
／下行性痛覚抑制系賦活に
よる鎮痛作用＋副交感神経
抑制作用

配合剤 アヘンアルカロイド／スコポ
ラミン臭化水素酸塩

注ー１ 注射薬 オピスコ注射液

配合剤 アヘンアルカロイド／硫酸ア
トロピン

注ー１ 注射薬 オピアト注射液

配合剤 モルヒネ塩酸塩／アトロピン
硫酸塩

注ー１ 注射薬 モヒアト注射液

激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・
鎮けい

配合剤（鎮痛作用＋鎮咳作
用）

求心性痛覚伝導路抑制作用
／下行性痛覚抑制系賦活に
よる鎮痛作用＋鎮咳作用

配合剤 オキシコドン塩酸塩／ヒドロ
コタルニン塩酸塩

注ー１ 注射薬 パビナール注｢タケ
ダ｣
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激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・
鎮けい

配合剤（鎮痛作用＋鎮咳作
用）

求心性痛覚伝導路抑制作用
／下行性痛覚抑制系賦活に
よる鎮痛作用＋副交感神経
抑制作用＋鎮咳作用

配合剤 オキシコドン塩酸塩／ヒドロ
コタルニン塩酸塩／アトロピ
ン硫酸塩

注ー１ 注射薬 パビナール･アトロピ
ン注

3 アヘンアルカロ
イド系製剤

癌性疼痛 鎮痛作用 求心性痛覚伝導路抑制作用
／下行性痛覚抑制系賦活に
よる鎮痛作用

モルヒネ塩酸塩 外ー６ 坐剤 アンペック坐剤

コカアルカロイ
ド系製剤

表面麻酔 局所麻酔作用 神経における活動電位の伝
導抑制作用

コカイン塩酸塩 外-1 末剤 塩酸コカイン「シオノ
ギ」
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８２１　合成麻薬
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分名 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 合成麻薬 激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい 鎮痛・鎮けい作用 求心性痛覚伝導路抑制作用
／下行性痛覚抑制系賦活に
よる鎮痛作用

フェニルピペリジン系 ペチジン塩酸塩 内ー２ 末剤 オピスタン

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

鎮痛作用 求心性痛覚伝導路抑制作用
／下行性痛覚抑制系賦活に
よる鎮痛作用

ピペリジン系 フェンタニルクエン酸塩 内ー５ バッカル アクレフ口腔粘膜吸
収剤

他の強オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記疾
患における鎮痛
中等度から高度の疼痛を伴う各種癌

鎮痛作用 求心性痛覚伝導路抑制作用
／下行性痛覚抑制系賦活に
よる鎮痛作用

ジフェニルヘプタン系 メサドン塩酸塩 内－１ 錠剤 メサペイン錠

2 合成麻薬 激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい／麻
酔前投薬,麻酔の補助

鎮痛・鎮けい作用 求心性痛覚伝導路抑制作用
／下行性痛覚抑制系賦活に
よる鎮痛作用

フェニルピペリジン系 ペチジン塩酸塩 注ー１ 注射薬 オピスタン注射液

鎮痛作用 求心性痛覚伝導路抑制作用
／下行性痛覚抑制系賦活に
よる鎮痛作用

ピペリジン系 フェンタニルクエン酸塩 注ー１ 注射薬 フェンタネスト

全身麻酔の導入及び維持における鎮痛 鎮痛作用 求心性痛覚伝導路抑制作用
／下行性痛覚抑制系賦活に
よる鎮痛作用

ピペリジン系 レミフェンタニル塩酸塩 注ー１ 注射薬 アルチバ

(1)激しい疼痛時における鎮痛・鎮静・鎮けい
(2)麻酔前投薬
(3)麻酔の補助

配合剤（鎮痛・鎮けい作用＋
呼吸抑制防止作用）

求心性痛覚伝導路抑制作用
／下行性痛覚抑制系賦活に
よる鎮痛作用

配合剤 ペチジン塩酸塩／レバ
ロルファン酒石酸塩

注ー１ 注射薬 ペチロルファン注射
液

手術,検査及び処置時の全身麻酔,
並びに局所麻酔の補助

配合剤（鎮痛作用＋鎮静作
用）

求心性痛覚伝導路抑制作用
／下行性痛覚抑制系賦活に
よる鎮痛作用

配合剤 ドロペリドール／フェンタ
ニルクエン酸塩

注ー１ 注射薬 タラモナール

3 合成麻薬 癌性疼痛 鎮痛作用 求心性痛覚伝導路抑制作用
／下行性痛覚抑制系賦活に
よる鎮痛作用

ピペリジン系 フェンタニル 外ー５ 貼付剤 デュロテップパッチ

外ー５ 貼付剤 ワンデュロパッチ

フェンタニルクエン酸塩 外ー５ 貼付剤 フェントステープ
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リウマチ治療用剤
内注外
区分

分類名 主な適応症 薬理作用１ 薬理作用２ 薬理作用３ 組成・構造 成分 剤形区分 剤形 用法 主な製品名 線引き

1 リウマチ治療
用剤

慢性関節リウマチ 免疫調節作用 アクタリット 内－１ 錠剤 オークル錠 ,モーバー錠

ブシラミン 内－１ 錠剤 リマチル

Ｄ－ペニシラミン 内－１ ｶﾌﾟｾﾙ剤 メタルカプターゼ

ロベンザリット二ナト
リウム

内－１ 錠剤 カルフェニール錠

オーラノフィン 内－１ 錠剤 リドーラ錠

メトトレキサート 内－１
内－１

ｶﾌﾟｾﾙ剤
錠剤

リウマトレックスカプセル

サラゾスルファピリジ
ン

内－１ 錠剤 アザルフィジンEN

ミゾリビン 内－１ 錠剤 ブレディニン錠

ｼﾞﾋﾄﾞﾛｵﾛﾃｰﾄﾃﾞﾋﾄﾞﾛｹﾞﾅｰｾﾞ
阻害作用

イソキサゾール系 レフルノミド 内－１ 錠剤 アラバ錠10mg

イグラチモド 内－１ 錠剤 コルベット錠、ケアラム
錠チロシンキナーゼ阻害作用 ヤヌスキナーゼ（JAK)阻害

作用
トファシチニブクエン
酸塩

内－１ 錠剤 ゼルヤンツ錠

2 リウマチ治療
用剤

関節リウマチ 免疫調節作用 金チオリンゴ酸ナトリ
ウム

注－１ 注射薬 シオゾール

関節リウマチ（既存治療で効果不
十分な場合に限る）

免疫調節作用 TNF阻害作用 TNFα 阻害作用 ﾋﾄ/ﾏｳｽｷﾒﾗ型抗ﾋﾄ
TNFα ﾓﾉｸﾛｰﾅﾙ抗
体（糖ﾀﾝﾊﾟｸ質）

インフリキシマブ（遺
伝子組換え）

注－1 注射薬 レミケード点滴静注用
100

ﾋﾄ型抗ﾋﾄTNFα ﾓﾉｸ
ﾛｰﾅﾙ抗体（糖ﾀﾝﾊﾟｸ
質）

アダリムマブ（遺伝
子組換え）

注－2 キット 皮下注 ヒュミラ皮下注40mgシリ
ンジ0.8mL、同20mgシリ
ンジ0.4mL
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ﾋﾄ型ヒトTNFα IgG1ﾓ
ﾉｸﾛｰﾅﾙ抗体

ゴリムマブ（遺伝子
組換え）

注－２ キット 皮下注 シンポニー皮下注

ﾋﾄ型抗ヒトTNFα モ
ノクローナル抗体の
Fab'断片の誘導体

セルトリズマブ　ペゴ
ル（遺伝子組換え）

注－２ キット 皮下注 シムジア皮下注シリンジ

TNFα 及びLTα 阻害作用 ﾋﾄ型可溶性TNFﾚｾﾌﾟ
ﾀｰ融合蛋白

エタネルセプト(遺伝
子組換え）

注－1
注－2

注射薬
キット

エンブレル皮下注用
10mg、25mg、25mgシリ
ンジ0.5mL、50mgシリン
ジ1.0ﾝL

IL-6シグナル伝達阻害作用 ヒト型抗ヒトIL-6レセ
プターモノクローナ
ル抗体

トシリズマブ（遺伝子
組換え）

注－1
注－2

注射薬
キット

アクテムラ点滴静注用
200mg
アクテムラ皮下注（シリ
ンジ、オートインジェク
ター）

Ｔ細胞選択的共刺激調節作
用

ヒト型可溶性
CTLA4-IgG1融合蛋
白

アバタセプト（遺伝子
組換え）

注－１ 注射薬 オレンシア点滴静注用
250mg

3 リウマチ治療
用剤

慢性関節リウマチによる指,手,肘関
節の腫脹・疼痛の緩解

プロスタグランジン産生抑制
作用

プレドニゾロンファル
ネシル酸エステル

外－１ ゲル剤 フェルネラートゲル
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