
112　催眠鎮静剤，抗不安剤

品名 用法・用量 適応・注意

後処習向 【用法用量】=不眠症=1回20mg， 【効能】不眠症，麻酔前投薬。
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クアゼパム錠15mg｢YD｣ 就寝前経口投与。=麻酔前投薬=手 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏症の既往歴【2
術前夜1回15～30mg，就寝前経口 】急性閉塞隅角緑内障〔眼圧を上昇させるおそ

  Quazepam 投与。以上，年齢・症状・疾患に れ〕【3】重症筋無力症〔重症筋無力症の症状を

  15mg1錠 より適宜増減。1日最高30mg。 悪化させるおそれ〕【4】睡眠時無呼吸症候群〔

  クアゼパム 呼吸障害を悪化させるおそれ〕【5】リトナビル

 　 陽進堂・日本ジェネリック・ を投与中　=原則禁忌：=肺性心・肺気腫，気管

富士フイルムファーマ 支喘息及び脳血管障害の急性期等で呼吸機能が

1124030F1045 高度に低下している場合〔炭酸ガスナルコーシ
スを起こしやすい〕

後処習向 【用法用量】=不眠症=1回20mg， 【効能】不眠症，麻酔前投薬。

クアゼパム錠15mg｢日医工｣ 就寝前経口投与。=麻酔前投薬=手 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏症の既往歴【2
術前夜1回15～30mg，就寝前経口 】急性閉塞隅角緑内障〔眼圧を上昇させるおそ

  Quazepam 投与。以上，年齢・症状・疾患に れ〕【3】重症筋無力症〔重症筋無力症の症状を

  15mg1錠 より適宜増減。1日最高30mg。 悪化させるおそれ〕【4】睡眠時無呼吸症候群〔

  クアゼパム 呼吸障害を悪化させるおそれ〕【5】リトナビル

 　 日医工 を投与中　=原則禁忌：=肺性心・肺気腫，気管

1124030F1070 支喘息及び脳血管障害の急性期等で呼吸機能が
高度に低下している場合〔炭酸ガスナルコーシ
スを起こしやすい〕

処向 【用法用量】1回2～5mg，1日2～ 【効能】神経症における不安・緊張・抑うつ。

5mgセルシン錠 4回経口投与。外来患者は原則と うつ病における不安・緊張。心身症(消化器疾患
して1日15mg以内。=小児=1日3歳 ，循環器疾患，自律神経失調症，更年期障害，

  Cercine 以下1～5mg，4～12歳2～10mg，1 腰痛症，頸肩腕症候群)における身体症候並びに

  5mg1錠 ～3回分割経口投与。=筋痙攣患者 不安・緊張・抑うつ。次の疾患における筋緊張

  ジアゼパム =1回2～10mg，1日3～4回経口投 の軽減/脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛。麻酔前

 　 武田 与。以上，年齢・症状により適宜 投薬。

1124017F4049 増減。=麻酔前投薬=1回5～10mg 【禁忌】【1】急性狭隅角緑内障〔弱い抗コリン
を就寝前又は手術前に経口投与。 作用により眼圧上昇，症状悪化のおそれ〕【2】
年齢・症状・疾患により適宜増減 重症筋無力症〔筋弛緩作用により症状悪化のお
。 それ〕【3】リトナビル(HIVプロテアーゼ阻害

剤)を投与中

処向 【用法用量】1回2～5mg，1日2～ 【効能】神経症における不安・緊張・抑うつ。

2mgセルシン錠 4回経口投与。外来患者は原則と うつ病における不安・緊張。心身症(消化器疾患
して1日15mg以内。=小児=1日3歳 ，循環器疾患，自律神経失調症，更年期障害，

  Cercine 以下1～5mg，4～12歳2～10mg，1 腰痛症，頸肩腕症候群)における身体症候並びに

  2mg1錠 ～3回分割経口投与。=筋痙攣患者 不安・緊張・抑うつ。次の疾患における筋緊張

  ジアゼパム =1回2～10mg，1日3～4回経口投 の軽減/脳脊髄疾患に伴う筋痙攣・疼痛。麻酔前

 　 武田 与。以上，年齢・症状により適宜 投薬。

1124017F2135 増減。=麻酔前投薬=1回5～10mg 【禁忌】【1】急性狭隅角緑内障〔弱い抗コリン
を就寝前又は手術前に経口投与。 作用により眼圧上昇，症状悪化のおそれ〕【2】
年齢・症状・疾患により適宜増減 重症筋無力症〔筋弛緩作用により症状悪化のお
。 それ〕【3】リトナビル(HIVプロテアーゼ阻害

剤)を投与中

処習向 【用法用量】1回3～5mg，就寝前 【効能】不眠症。

エリミン錠3mg 経口投与。年齢・症状により適宜 【禁忌】【1】急性閉塞隅角緑内障〔眼圧が上昇
増減。 し，症状が悪化するおそれ〕【2】重症筋無力症

  Erimin 〔症状が悪化するおそれ〕　=原則禁忌：=肺性

  3mg1錠 心・肺気腫，気管支喘息及び脳血管障害の急性

  ニメタゼパム 期などで呼吸機能が高度に低下している場合〔

 　 大日本住友 炭酸ガスナルコーシスを起こしやすい〕

1124004F1042

処習向 【用法用量】1回5～10mg(細粒： 【効能】不眠症。

ソメリン細粒1% 0.5～1g)，就寝前経口投与。年 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏症の既往歴【2
齢・症状により適宜増減。 】急性狭隅角緑内障〔眼圧を上昇させるおそれ

  Somelin 〕【3】重症筋無力症〔筋弛緩作用により症状を

  1%1g 悪化させるおそれ〕　=原則禁忌：=肺性心・肺

  ハロキサゾラム 気腫，気管支喘息及び脳血管障害の急性期など

 　 第一三共 で呼吸機能が高度に低下している場合〔炭酸ガ

1124005C1032 スナルコーシスを起こしやすい〕

処 【用法用量】1日12mg，3回分割 【効能】心身症(過敏性腸症候群，慢性胃炎，胃

コレミナール錠4mg 経口投与。年齢・症状により適宜 ・十二指腸潰瘍)における身体症候・不安・緊張
増減。 ・抑うつ。

  Coreminal 【禁忌】【1】急性狭隅角緑内障〔眼圧上昇によ

  4mg1錠 り症状を悪化させるおそれ〕【2】重症筋無力症



112　催眠鎮静剤，抗不安剤

品名 用法・用量 適応・注意

  フルタゾラム 〔筋弛緩作用により症状を悪化させるおそれ〕
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 　 沢井・田辺三菱
1124024F1031

処劇 【用法用量】1日30mg，3回分割 【効能】神経症における抑うつ，恐怖。心身症(

セディール錠5mg 経口投与。年齢・症状により適宜 自律神経失調症，本態性高血圧症，消化性潰瘍)
増減するが，1日60mgまで。 における身体症候・抑うつ・不安・焦燥・睡眠

  Sediel 障害。

  5mg1錠
  クエン酸タンドスピロン
 　 大日本住友
1129008F1039



117　精神神経用剤

品名 用法・用量 適応・注意

処 【用法用量】1日25～200mg，分 【効能】統合失調症，躁病。うつ病における不
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ヒルナミン錠(25mg) 割経口投与。年齢・症状により適 安・緊張。
宜増減。 【禁忌】【1】昏睡状態，循環虚脱状態〔これら

  Hirnamin の状態を悪化させるおそれ〕【2】バルビツール

  25mg1錠 酸誘導体・麻酔剤等の中枢神経抑制剤の強い影

  マレイン酸レボメプロマジン 響下にある者〔中枢神経抑制剤の作用を延長し

 　 塩野義 増強させる〕【3】アドレナリンを投与中【4】

1172014F2139 フェノチアジン系化合物・その類似化合物過敏
症　=原則禁忌：=皮質下部の脳障害(脳炎，脳
腫瘍，頭部外傷後遺症等)の疑い〔高熱反応が現
れるおそれがあるので，このような場合には全
身を氷で冷やすか，又は解熱剤を投与するなど
適切な処置を行うこと〕

処劇 【用法用量】=うつ病・うつ状態= 【効能】うつ病・うつ状態，パニック障害，強

パキシル錠20mg 1日1回20～40mg，夕食後経口投 迫性障害，社会不安障害。
与。1回10～20mgより開始，原則 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏症の既往歴【2

  Paxil として1週ごとに10mg/日ずつ増 】モノアミン酸化酵素阻害剤を投与中・投与中

  20mg1錠 量。症状により1日40mgまでの範 止後2週間以内【3】チオリダジンを投与中【4

  塩酸パロキセチン水和物 囲で適宜増減。=パニック障害=1 】ピモジドを投与中

 　 ＧＳＫ 日1回30mg，夕食後経口投与。1

1179041F2021 回10mgより開始，原則として1週
ごとに10mg/日ずつ増量。症状に
より1日30mgまでの範囲で適宜増
減。=強迫性障害=1日1回40mg，
夕食後経口投与。1回20mgより開
始，原則として1週ごとに10mg/
日ずつ増量。症状により1日50mg
までの範囲で適宜増減。=社会不
安障害=1日1回20mg，夕食後経口
投与。1回10mgより開始，原則と
して1週ごとに10mg/日ずつ増量
。症状により1日40mgまでの範囲
で適宜増減。

後処劇局 【用法用量】=統合失調症=1日30 【効能】統合失調症，うつ病，うつ状態。

スルピリド錠100mg｢アメル｣ 0～600mg，分割経口投与。1日1 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏症の既往歴【2
，200mgまで増量可。=うつ病・ 】プロラクチン分泌性の下垂体腫瘍(プロラクチ

  Sulpiride うつ状態=1日150～300mg，分割 ノーマ)〔抗ドパミン作用によりプロラクチン分

  100mg1錠 経口投与。1日600mgまで増量可 泌が促進し，病態悪化のおそれ〕【3】褐色細胞

  スルピリド 。以上，年齢・症状により適宜増 腫の疑い〔急激な昇圧発作を起こすおそれ〕

 　 共和薬品 減。

1179016F1159

後処劇 【用法用量】初回量1日0.5～3mg 【効能】統合失調症。

セルマニル錠3mg ，以後漸増し，1日3～12mg，分 【禁忌】【1】昏睡状態〔症状が悪化するおそれ
割経口投与。年齢・症状により適 〕【2】バルビツール酸誘導体等の中枢神経抑制

  Celmanil 宜増減。 剤の強い影響下にある者〔中枢神経抑制作用が

  3mg1錠 増強される〕【3】重症の心不全〔一過性の血圧

  チミペロン 低下，頻脈等が現れるおそれ〕【4】パーキンソ

 　 共和薬品 ン病〔錐体外路症状が悪化するおそれ〕【5】ブ

1179026F3031 チロフェノン系化合物に過敏症の既往歴【6】ア
ドレナリンを投与中【7】妊婦・妊娠している可
能性の婦人



121　局所麻酔剤

品名 用法・用量 適応・注意

処劇局
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リドカイン注射液

  
  2%10mLバイアル
  リドカイン
 　 
1214401A4018



131　眼科用剤

品名 用法・用量 適応・注意

パタノール点眼液0.1% 【用法用量】1回1～2滴，1日4回 【効能】アレルギー性結膜炎。
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(朝，昼，夕方，就寝前)点眼。 【禁忌】本剤(成分)に過敏症の既往歴

  Patanol
  0.1%1mL
  塩酸オロパタジン
 　 アルコン・協和発酵キリン
1319752Q1024

後 【用法用量】1％製剤を1回1滴，1 【効能】緑内障，高眼圧症。

メルカトア点眼液1% 日2回点眼。十分な効果が得られ 【禁忌】【1】コントロール不十分な心不全，洞
ない場合は2％製剤を用いて1回1 性徐脈，房室ブロック(II・III度)，心原性シ

  Mercatoa 滴，1日2回点眼。 ョックのある者〔β-受容体遮断による刺激伝導

  1%1mL 系抑制作用・心拍出量抑制作用により，これら

  塩酸カルテオロール の症状が増悪するおそれ〕【2】気管支喘息，気

 　 日新：山形 管支痙攣又はそれらの既往歴のある者，重篤な

1319701Q1056 慢性閉塞性肺疾患のある者〔β-受容体遮断によ
る気管支平滑筋収縮作用により，これらの症状
が増悪するおそれ〕【3】本剤(成分)に過敏症
の既往歴



213　利尿剤

品名 用法・用量 適応・注意

後処 【用法用量】1日1回20mg(1管)静 【効能】高血圧症(本態性，腎性等)，悪性高血

page 6

フロセミド注20mg｢タイヨー｣ 注又は筋注。年齢・症状により適 圧，心性浮腫(うっ血性心不全)，腎性浮腫，肝
宜増減。腎機能不全等の場合はさ 性浮腫，脳浮腫，尿路結石排出促進。

  Furosemide らに大量を用いることもある。悪 【禁忌】【1】無尿〔本剤の効果が期待できない

  20mg1管 性高血圧の場合は通常，他の降圧 〕【2】肝性昏睡〔低カリウム血症によるアルカ

  フロセミド 剤と併用。 ローシスの増悪により肝性昏睡が悪化するおそ

 　 大洋 れ〕【3】体液中のナトリウム・カリウムの明ら

2139401A2188 かな減少者〔電解質失調を起こすおそれ〕【4】
スルフォンアミド誘導体に過敏症の既往歴

処 【用法用量】1日1回40～80mg(細 【効能】高血圧症(本態性，腎性等)，悪性高血

ラシックス細粒4% 粒：1～2g)，連日又は隔日経口投 圧，心性浮腫(うっ血性心不全)，腎性浮腫，肝
与。年齢・症状により適宜増減。 性浮腫，月経前緊張症，末梢血管障害による浮

  Lasix 腎機能不全等の場合にはさらに大 腫，尿路結石排出促進。

  4%1g 量を用いることもある。ただし， 【禁忌】【1】無尿〔本剤の効果が期待できない

  フロセミド 悪性高血圧には他の降圧剤と併用 〕【2】肝性昏睡〔低カリウム血症によるアルカ

 　 サノフィ・アベンティス 。 ローシスの増悪により肝性昏睡が悪化するおそ

2139005C1064 れ〕【3】体液中のナトリウム・カリウムの明ら
かな減少者〔電解質失調を起こすおそれ〕【4】
スルフォンアミド誘導体に過敏症の既往歴

処局 【用法用量】1日1回40～80mg， 【効能】高血圧症(本態性，腎性等)，悪性高血

ラシックス錠20mg 連日又は隔日経口投与。年齢・症 圧，心性浮腫(うっ血性心不全)，腎性浮腫，肝
状により適宜増減。腎機能不全等 性浮腫，月経前緊張症，末梢血管障害による浮

  Lasix の場合にはさらに大量を用いるこ 腫，尿路結石排出促進。

  20mg1錠 ともある。ただし，悪性高血圧に 【禁忌】【1】無尿〔本剤の効果が期待できない

  フロセミド は他の降圧剤と併用。 〕【2】肝性昏睡〔低カリウム血症によるアルカ

 　 サノフィ・アベンティス ローシスの増悪により肝性昏睡が悪化するおそ

2139005F1052 れ〕【3】体液中のナトリウム・カリウムの明ら
かな減少者〔電解質失調を起こすおそれ〕【4】
スルフォンアミド誘導体に過敏症の既往歴



214　血圧降下剤

品名 用法・用量 適応・注意

処局 【用法用量】1日1回5～10mg，経 【効能】高血圧症，腎実質性高血圧症。
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タナトリル錠10 口投与。年齢・症状により適宜増 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏症の既往歴【2
減。重症高血圧症，腎障害を伴う 】血管浮腫の既往歴(アンジオテンシン変換酵素

  Tanatril 高血圧症又は腎実質性高血圧症は 阻害剤等の薬剤による血管浮腫，遺伝性血管浮

  10mg1錠 2.5mgから投与開始が望ましい。 腫，後天性血管浮腫，特発性血管浮腫等)〔呼吸

  塩酸イミダプリル 困難を伴う重篤な血管浮腫を発現するおそれ〕

 　 田辺三菱 【3】デキストラン硫酸固定化セルロース，トリ

2144008F3024 プトファン固定化ポリビニルアルコール又はポ
リエチレンテレフタレートを用いた吸着器によ
るアフェレーシスを施行中の者〔ショックを起
こすおそれ〕【4】アクリロニトリルメタリルス
ルホン酸ナトリウム膜(AN69)を用いた血液透析
施行中の者【5】妊婦・妊娠している可能性の婦
人

処 【用法用量】1日1回1錠，経口投 【効能】高血圧症。

エカード配合錠LD 与。本剤は高血圧治療の第一選択 【禁忌】【1】本剤(成分)・他のチアジド系薬
薬としての使用不可。 剤またはその類似化合物(例えばクロルタリドン

  Ecard 等のスルフォンアミド誘導体)に過敏症の既往歴

  1錠 【2】無尿・血液透析中の者〔ヒドロクロロチア

  カンデサルタンシレキセチル・ ジドの効果が期待できない〕【3】急性腎不全〔

ヒドロクロロチアジド配合剤 ヒドロクロロチアジドは腎機能を更に悪化させ

 　 武田 るおそれ〕【4】体液中のナトリウム・カリウム

2149111F1028 が明らかに減少している者〔ヒドロクロロチア
ジドは低ナトリウム血症，低カリウム血症等の
電解質失調を悪化させるおそれ〕【5】妊婦・妊
娠している可能性の婦人

処 【用法用量】1日1回8～16mg，朝 【効能】高血圧症。

カルブロック錠16mg 食後経口投与。1回8mg又はさらに 【禁忌】【1】妊婦・妊娠している可能性の婦人
低用量から開始。症状により適宜 【2】本剤(成分)に過敏症の既往歴【3】アゾー

  Calblock 増減。1日最大16mg。 ル系抗真菌剤(イトラコナゾール，ミコナゾール

  16mg1錠 等)，HIVプロテアーゼ阻害剤(リトナビル，サ

  アゼルニジピン キナビル，インジナビル等)投与中

 　 第一三共
2149043F2026

処 【用法用量】1日1回50mgから開 【効能】高血圧症。

セララ錠100mg 始，効果不十分な場合は100mgま 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏症の既往歴【2
で増量可。 】高カリウム血症もしくは本剤投与開始時に血

  Selara 清カリウム値が5.0mEq/Lを超えている者【3】

  100mg1錠 微量アルブミン尿及び蛋白尿を伴う糖尿病【4】

  エプレレノン 中等度以上の腎機能障害(クレアチニンクリアラ

 　 ファイザー ンス50mL/分未満)【5】重度の肝機能障害(Chi

2149045F3021 ld-Pugh分類　クラスCの肝硬変に相当)【6】カ
リウム製剤，カリウム保持性利尿薬を投与中【7
】イトラコナゾール，リトナビル及びネルフィ
ナビルを投与中

後処 【用法用量】=本態性高血圧症=1 【効能】本態性高血圧症(軽症～中等症)。腎実

ケフナン錠5mg 日1回5～10mg，経口投与。最高 質性高血圧症。狭心症。
量1日1回20mg。=腎実質性高血圧 【禁忌】【1】本剤に過敏症の既往歴【2】糖尿

  Kefnan 症=1日1回5mg，経口投与。最高 病性ケトアシドーシス，代謝性アシドーシス〔

  5mg1錠 量1日1回10mg。=狭心症=1日1回1 アシドーシスに基づく心収縮力の抑制を増強さ

  塩酸ベタキソロール 0mg，経口投与。最高量1日1回20 せるおそれ〕【3】高度の徐脈(著しい洞性徐脈

 　 東和薬品 mg。以上，年齢・症状により適宜 )，II・III度の房室ブロック，洞房ブロック〔

2149031F1051 増減。 症状を悪化させるおそれ〕【4】心原性ショック
〔心機能を抑制し，症状を悪化させるおそれ〕
【5】肺高血圧による右心不全〔【4】に同じ〕
【6】うっ血性心不全〔【4】に同じ〕【7】妊
婦・妊娠している可能性の婦人

処劇局 【用法用量】1日1回10～20mg， 【効能】高血圧症。

カルスロット錠20 朝食後経口投与。1日5mgから投与 【禁忌】【1】妊婦・妊娠している可能性の婦人
開始，必要に応じ漸増。

  Calslot
  20mg1錠
  塩酸マニジピン
 　 武田
2149027F3023



214　血圧降下剤

品名 用法・用量 適応・注意

処 【用法用量】1日1回5～10mg，朝 【効能】高血圧症。
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アテレック錠5 食後経口投与。年齢・症状により 【禁忌】【1】妊婦・妊娠している可能性の婦人
適宜増減。効果不十分の場合，1

  Atelec 日1回20mgまで増量可。ただし重

  5mg1錠 症高血圧症には1日1回10～20mg

  シルニジピン ，朝食後経口投与。

 　 味の素製薬・持田
2149037F1032

処 【用法用量】1日1回5～10mg，朝 【効能】高血圧症。

シナロング錠10 食後経口投与。年齢・症状により 【禁忌】【1】妊婦・妊娠している可能性の婦人
適宜増減。効果不十分の場合，1

  Cinalong 日1回20mgまで増量可。ただし重

  10mg1錠 症高血圧症には1日1回10～20mg

  シルニジピン ，朝食後経口投与。

 　 ＵＣＢ
2149037F2020

処 【用法用量】1日1回5～10mg，朝 【効能】高血圧症。

シナロング錠5 食後経口投与。年齢・症状により 【禁忌】【1】妊婦・妊娠している可能性の婦人
適宜増減。効果不十分の場合，1

  Cinalong 日1回20mgまで増量可。ただし重

  5mg1錠 症高血圧症には1日1回10～20mg

  シルニジピン ，朝食後経口投与。

 　 ＵＣＢ
2149037F1024

処 【用法用量】1日1回40mg，経口 【効能】高血圧症。

ミカルディス錠40mg 投与。1日20mgから開始し漸増。 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏症の既往歴【2
年齢・症状により適宜増減。1日 】妊婦・妊娠している可能性の婦人【3】胆汁の

  Micardis 最大80mg。 分泌が極めて悪い者・重篤な肝障害

  40mg1錠
  テルミサルタン
 　 日本ベーリンガー・アステラ
ス
2149042F2021



216　血管収縮剤

品名 用法・用量 適応・注意

処劇 【用法用量】頭痛発現時に，1回3 【効能】片頭痛，群発頭痛。
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イミグラン注3 mg，皮下注。年齢・症状により適 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏症の既往歴【2
宜増減。1回3mg，1日6mgを超え 】心筋梗塞の既往歴，虚血性心疾患又はその症

  Imigran ない。片頭痛は，1回の発作にお 状・兆候，異型狭心症(冠動脈攣縮)〔不整脈，

  3mg1mL1管 いて，初回投与で頭痛が軽減した 狭心症，心筋梗塞を含む重篤な虚血性心疾患様

  コハク酸スマトリプタン 場合には，24時間以内に起こった 症状が現れるおそれ〕【3】脳血管障害や一過性

 　 ＧＳＫ 次の発作に対して追加投与可。群 脳虚血性発作の既往〔脳血管障害や一過性脳虚

2160402A1023 発頭痛は，1日2回の発作に投与可 血性発作が現れるおそれ〕【4】末梢血管障害〔
。以上，2回の投与の間には少な 症状悪化のおそれ〕【5】コントロールされてい
くとも1時間の間隔をおく。 ない高血圧症〔一過性の血圧上昇を引き起こす

おそれ〕【6】重篤な肝機能障害〔本剤は主に肝
臓で代謝されるので，重篤な肝機能障害患者で
は血中濃度が上昇するおそれ〕【7】エルゴタミ
ン，エルゴタミン誘導体含有製剤，他の5-HT1B
/1D受容体作動薬を投与中【8】モノアミン酸化
酵素阻害剤(MAO阻害剤)を投与中・投与中止2週
間以内



217　血管拡張剤

品名 用法・用量 適応・注意

後処 【用法用量】2mg/時の点滴静注か 【効能】不安定狭心症。
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ニコランジル点滴静注用48mg｢ ら投与開始。投与量は病態に応じ 【禁忌】【1】重篤な肝・腎機能障害〔代謝・排

サワイ｣ 適宜増減。最高用量6mg/時まで。 泄機能が障害されるため，本剤は高い血中濃度
生理食塩液又は5％ブドウ糖注射 で推移するおそれ〕【2】重篤な脳機能障害〔本

  Nicorandil 液で溶解，0.01～0.03％溶液と 剤により過度の血圧低下が生じた場合，脳機能

  48mg1瓶 する。 障害に悪影響を及ぼすおそれ〕【3】重篤な低血

  ニコランジル 圧・心原性ショック〔本剤により血圧低下が生

 　 沢井 じ，これらの症状を悪化させるおそれ〕【4】E

2171406D3032 isenmenger症候群・原発性肺高血圧症〔本剤に
より静脈還流量が減少し，血圧低下，心拍出量
減少が強く現れるおそれ〕【5】右室梗塞〔本剤
により静脈還流量が減少し，心原性ショックを
招来するおそれ〕【6】脱水症状〔本剤により静
脈還流量が減少し，心拍出量もさらに減少する
ため，心原性ショックを起こすおそれ〕【7】神
経循環無力症〔神経的要因により生じる病態で
あるため，効果は不定である〕【8】閉塞隅角緑
内障〔眼圧を上昇させるおそれ〕【9】本剤又は
硝酸・亜硝酸エステル系薬剤に過敏症の既往歴
【10】ホスホジエステラーゼ5阻害作用を有す
る薬剤(シルデナフィルクエン酸塩，バルデナフ
ィル塩酸塩水和物，タダラフィル)を投与中

処劇 【用法用量】=高血圧症=1日1回2 【効能】高血圧症，腎実質性高血圧症，腎血管

アダラートCR錠10mg 0～40mg，経口投与。1日10～20m 性高血圧症。狭心症，異型狭心症。
gより投与開始し，必要により漸 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏症の既往歴【2

  Adalat CR 増。=狭心症=1日1回40mg，経口 】妊婦・妊娠している可能性の婦人【3】心原性

  10mg1錠 投与。症状により適宜増減。最高 ショック〔血圧低下により症状が悪化するおそ

  ニフェジピン 用量1日1回60mg。 れ〕

 　 バイエル
2171014G3022

処劇 【用法用量】=本態性高血圧症， 【効能】本態性高血圧症，腎性高血圧症。狭心

アダラートL錠10mg 腎性高血圧症=1回10～20mg，1日 症。
2回経口投与。=狭心症=1回20mg 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏症の既往歴【2

  Adalat L ，1日2回経口投与。以上，症状に 】妊婦・妊娠している可能性の婦人【3】心原性

  10mg1錠 より適宜増減。 ショック〔血圧低下により症状が悪化するおそ

  ニフェジピン れ〕

 　 バイエル
2171014G1020



218　高脂血症用剤

品名 用法・用量 適応・注意

処 【用法用量】1日1回1～2mg，夕 【効能】高コレステロール血症，家族性高コレ
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リバロ錠1mg 食後経口投与。年齢・症状により ステロール血症。
適宜増減。LDL-コレステロール値 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏症の既往歴【2

  Livalo の低下が不十分な場合には増量で 】重篤な肝障害・胆道閉塞〔本剤の血漿中濃度

  1mg1錠 きるが，1日最大4mgまで。 が上昇し，副作用の発現頻度が増加するおそれ

  ピタバスタチンカルシウム 。また，肝障害を悪化させるおそれ〕【3】シク

 　 興和・興和創薬・第一三共 ロスポリンを投与中〔本剤の血漿中濃度が上昇

2189016F1028 し，副作用の発現頻度が増加するおそれ。また
，横紋筋融解症等の重篤な副作用が発現するお
それ〕【4】妊婦・妊娠している可能性の婦人，
授乳婦　=原則禁忌：=腎機能に関する臨床検査
値に異常が認められる患者に本剤とフィブラー
ト系薬剤を併用する場合には，治療上やむを得
ないと判断される場合に限ること〔横紋筋融解
症が現れやすい〕

処 【用法用量】1日10mg，1～2回分 【効能】高脂血症。家族性高コレステロール血

メバロチン錠5 割経口投与。年齢・症状により適 症。
宜増減。重症の場合1日20mgまで 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏症の既往歴【2

  Mevalotin 増量可。 】妊婦・妊娠している可能性の婦人・授乳婦　=

  5mg1錠 原則禁忌：=腎機能に関する臨床検査値に異常が

  プラバスタチンナトリウム 認められる者に，本剤とフィブラート系薬剤を

 　 第一三共 併用する場合には，治療上やむを得ないと判断

2189010F1039 される場合にのみ併用すること〔横紋筋融解症
が現れやすい〕

処 【用法用量】1日1回2.5mgより開 【効能】高コレステロール血症，家族性高コレ

クレストール錠5mg 始。早期にLDL-コレステロール値 ステロール血症。
を低下させる必要がある場合，5m 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏症の既往歴【2

  Crestor gより開始可。年齢・症状により 】肝機能が低下している者(急性肝炎，慢性肝炎

  5mg1錠 適宜増減。開始後又は増量後，4 の急性増悪，肝硬変，肝癌，黄疸)〔本剤の血中

  ロスバスタチンカルシウム 週以降にLDL-コレステロール値の 濃度が上昇するおそれ。また，本剤は主に肝臓

 　 アストラゼネカ・塩野義 低下が不十分な場合には，10mgま に分布して作用するので，肝障害を悪化させる

2189017F2029 で漸増可。10mgでもLDL-コレス おそれ〕【3】妊婦・妊娠している可能性の婦人
テロール値の低下が不十分な家族 ，授乳婦【4】シクロスポリンを投与中　=原則
性高コレステロール血症患者など 禁忌：=腎機能に関する臨床検査値に異常が認め
の重症患者に限り，さらに増量可 られる者に，本剤とフィブラート系薬剤を併用
。1日最大20mg。 する場合には，治療上やむを得ないと判断され

る場合にのみ併用すること〔横紋筋融解症が現
れやすい〕



223　去たん剤

品名 用法・用量 適応・注意

ムコフィリン吸入液20% 【用法用量】1回1/2～2包，単独 【効能】次の疾患の去痰/慢性気管支炎，肺気腫

page 12

又は他の薬剤を混じて気管内に直 ，肺化膿症，肺炎，気管支拡張症，肺結核，嚢

  Mucofilin 接注入又は噴霧吸入。年齢・症状 胞性線維症，気管支喘息，上気道炎(咽頭炎，喉

  17.62%2mL1包 により投与量・投与回数を適宜増 頭炎)，術後肺合併症。次における前後処置/気

  アセチルシステイン 減。 管支造影，気管支鏡検査，肺癌細胞診，気管切

 　 サンノーバ・エーザイ 開術。

2233700G2034

ムコダイン錠500mg 【用法用量】1回500mg，1日3回 【効能】次の疾患の去痰/上気道炎(咽頭炎，喉
経口投与。年齢・症状により適宜 頭炎)，急性気管支炎，気管支喘息，慢性気管支

  Mucodyne 増減。 炎，気管支拡張症，肺結核。慢性副鼻腔炎の排

  500mg1錠 膿。

  カルボシステイン 【禁忌】本剤(成分)に過敏症の既往歴

 　 杏林
2233002F2022

後 【用法用量】1回500mg，1日3回 【効能】次の疾患の去痰/上気道炎(咽頭炎，喉

ムコチオ錠250mg 経口投与。年齢・症状により適宜 頭炎)，急性気管支炎，気管支喘息，慢性気管支
増減。 炎，気管支拡張症，肺結核。慢性副鼻腔炎の排

  Mucothio 膿。

  250mg1錠 【禁忌】本剤(成分)に過敏症の既往歴

  カルボシステイン
 　 小林化工
2233002F1263



232　消化性潰瘍用剤

品名 用法・用量 適応・注意

ザンタック錠150 【用法用量】1回150mg，1日2回 【効能】胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部潰瘍，
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朝食後及び就寝前経口投与。1日1 逆流性食道炎，Zollinger-Ellison症候群，上

  Zantac 回300mg，就寝前経口投与も可。 部消化管出血(消化性潰瘍，急性ストレス潰瘍，

  150mg1錠 上部消化管出血には，注射で始め 急性胃粘膜病変による)。次の疾患の胃粘膜病変

  塩酸ラニチジン ，内服可能時に経口投与にきり変 (びらん，出血，発赤，浮腫)の改善/急性胃炎

 　 ＧＳＫ える。=胃粘膜病変の改善=1回75 ，慢性胃炎の急性増悪期。麻酔前投薬。

2325002F1194 mg，1日2回朝食後及び就寝前経口 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏症の既往歴
投与。1日1回150mg，就寝前経口
投与も可。以上，症状により適宜
増減。=麻酔前投薬=1回150mg，
手術前日就寝前及び手術当日麻酔
導入2時間前の2回，経口投与。

ザンタック錠75 【用法用量】1回150mg，1日2回 【効能】胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部潰瘍，
朝食後及び就寝前経口投与。1日1 逆流性食道炎，Zollinger-Ellison症候群，上

  Zantac 回300mg，就寝前経口投与も可。 部消化管出血(消化性潰瘍，急性ストレス潰瘍，

  75mg1錠 上部消化管出血には，注射で始め 急性胃粘膜病変による)。次の疾患の胃粘膜病変

  塩酸ラニチジン ，内服可能時に経口投与にきり変 (びらん，出血，発赤，浮腫)の改善/急性胃炎

 　 ＧＳＫ える。=胃粘膜病変の改善=1回75 ，慢性胃炎の急性増悪期。麻酔前投薬。

2325002F2026 mg，1日2回朝食後及び就寝前経口 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏症の既往歴
投与。1日1回150mg，就寝前経口
投与も可。以上，症状により適宜
増減。=麻酔前投薬=1回150mg，
手術前日就寝前及び手術当日麻酔
導入2時間前の2回，経口投与。

後局 【用法用量】1回20mg，1日2回朝 【効能】胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部潰瘍，

ガスセプト錠20 食後，夕食後又は就寝前経口投与 上部消化管出血(消化性潰瘍，急性ストレス潰瘍
。1日1回40mg，就寝前経口投与 ，出血性胃炎による)，逆流性食道炎，Zolling

  Gascept も可。上部消化管出血の場合，注 er-Ellison症候群，次の疾患の胃粘膜病変(び

  20mg1錠 射剤で治療を開始し内服可能にな らん，出血，発赤，浮腫)の改善/急性胃炎，慢

  ファモチジン ったら経口投与に切りかえる。= 性胃炎の急性増悪期。

 　 メディサ・沢井 胃粘膜病変の改善=1回10mg，1日 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏症の既往歴

2325003F2195 2回朝食後，夕食後又は就寝前経
口投与。1日1回20mg，就寝前経
口投与も可。以上，年齢・症状に
より適宜増減。

後局 【用法用量】1回20mg，1日2回朝 【効能】胃潰瘍，十二指腸潰瘍，吻合部潰瘍，

ファモチジン細粒2%｢サワイ｣ 食後，夕食後又は就寝前経口投与 上部消化管出血(消化性潰瘍，急性ストレス潰瘍
。1日1回40mg，就寝前経口投与 ，出血性胃炎による)，逆流性食道炎，Zolling

  Famotidine も可。上部消化管出血の場合，注 er-Ellison症候群，次の疾患の胃粘膜病変(び

  2%1g 射剤で治療を開始し内服可能にな らん，出血，発赤，浮腫)の改善/急性胃炎，慢

  ファモチジン ったら経口投与に切りかえる。= 性胃炎の急性増悪期。

 　 沢井 胃粘膜病変の改善=1回10mg，1日 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏症の既往歴

2325003B2045 2回朝食後，夕食後又は就寝前経
口投与。1日1回20mg，就寝前経
口投与も可。以上，年齢・症状に
より適宜増減。



254　避妊剤

品名 用法・用量 適応・注意

処 【用法用量】1周期目は1日1錠， 【効能】避妊。
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シンフェーズT28錠 毎日一定の時刻に淡青色錠から開 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏性素因のある
始し，指定された順番に従い，28 者【2】エストロゲン依存性悪性腫瘍(例えば，

  Synphase T 日間連続経口投与。2周期目は1周 乳癌，子宮内膜癌)，子宮頸癌・その疑い〔腫瘍

  (28日分)1組 期服用開始29日目より1周期目と の悪化あるいは顕性化を促すおそれ〕【3】診断

  ノルエチステロン・エチニルエ 同様に，淡青色錠から1日1錠，28 の確定していない異常性器出血〔性器癌の疑い

ストラジオール 日間連続投与。3周期目以降は2周 がある。出血が性器癌による場合は，癌の悪化

 　 ファイザー・科研 期目と同様に投与。 あるいは顕性化を促すおそれ〕【4】血栓性静脈

254910AF1042 炎，肺塞栓症，脳血管障害，冠動脈疾患・その
既往歴〔血液凝固能が亢進され，これらの症状
が増悪するおそれ〕【5】35歳以上で1日15本以
上の喫煙者〔心筋梗塞等の心血管系の障害が発
生しやすくなる〕【6】前兆(閃輝暗点，星型閃
光等)を伴う片頭痛〔前兆を伴う片頭痛患者は，
前兆を伴わない患者に比べ，脳血管障害(脳卒中
等)が発生しやすくなる〕【7】肺高血圧症・心
房細動を合併する心臓弁膜症，亜急性細菌性心
内膜炎の既往歴のある心臓弁膜症〔血栓症等の
心血管系の障害が発生しやすくなる〕【8】血管
病変を伴う糖尿病(糖尿病性腎症，糖尿病性網膜
症等)〔【7】に同じ〕【9】血栓性素因〔【7】
に同じ〕【10】抗リン脂質抗体症候群〔【7】
に同じ〕【11】手術前4週以内，術後2週以内，
産後4週以内及び長期間安静状態の者〔血液凝固
能が亢進され，心血管系の副作用の危険性が高
くなるおそれ〕【12】重篤な肝障害〔代謝能が
低下しており肝臓への負担が増加するため，症
状が増悪するおそれ〕【13】肝腫瘍〔症状が増
悪するおそれ〕【14】脂質代謝異常〔血栓症等
の心血管系の障害が発生しやすくなる。脂質代
謝に影響を及ぼす可能性があるため，症状が増
悪するおそれ〕【15】高血圧(軽度の高血圧を
除く)〔血栓症等の心血管系の障害が発生しやす
くなる。症状が増悪するおそれ〕【16】耳硬化
症〔症状が増悪するおそれ〕【17】妊娠中に黄
疸，持続性掻痒症又は妊娠ヘルペスの既往歴〔
症状が再発するおそれ〕【18】妊婦・妊娠して
いる可能性の婦人【19】授乳婦【20】骨成長が
終了していない可能性がある女性〔骨端の早期
閉鎖を来すおそれ〕



322　無機質製剤

品名 用法・用量 適応・注意

フェロミア錠50mg 【用法用量】1日100～200mg，1 【効能】鉄欠乏性貧血。
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～2回分割食後経口投与。年齢・ 【禁忌】【1】鉄欠乏状態にない者〔過剰症のお

  Ferromia 症状により適宜増減。 それ。過量投与にならないよう注意〕

  鉄50mg1錠
  クエン酸第一鉄ナトリウム
 　 サンノーバ・エーザイ
3222013F1025



399　他に分類されない代謝性医薬品

品名 用法・用量 適応・注意

処劇 【用法用量】35mgを1週間に1回 【効能】骨粗鬆症。

page 16

ボナロン錠35mg ，朝起床時に水約180mLとともに 【禁忌】【1】食道狭窄又はアカラシア(食道弛
経口投与。服用後30分は横になら 緩不能症)等の食道通過を遅延させる障害〔本剤

  Bonalon ず，飲食(水を除く)・他の薬剤の の食道通過が遅延することにより，食道局所に

  35mg1錠 経口摂取も避ける。 おける副作用発現の危険性が高くなる〕【2】3

  アレンドロン酸ナトリウム水和 0分以上上体を起こしていることや立っているこ

物 とのできない者【3】本剤(成分)・他のビスホ

 　 帝人ファーマ スホネート系薬剤に過敏症の既往歴【4】低カル

3999018F2036 シウム血症

後 【用法用量】1回80mg(散：0.25g 【効能】湿疹，蕁麻疹，薬疹，中毒疹，尋常性

ハイチオール散32% )，1日2～3回経口投与。=白血球 ざ瘡，多形滲出性紅斑。放射線障害による白血
減少症=1回160mg(同0.5g)，1日 球減少症。

  Hythiol 3回経口投与。以上，年齢・症状

  32%1g により適宜増減。

  Ｌ－システイン
 　 久光
3999006A1030

後 【用法用量】1回80mg，1日2～3 【効能】湿疹，蕁麻疹，薬疹，中毒疹，尋常性

ハイチオール錠40 回経口投与。=白血球減少症=1回1 ざ瘡，多形滲出性紅斑。放射線障害による白血
60mg，1日3回経口投与。以上， 球減少症。

  Hythiol 年齢・症状により適宜増減。

  40mg1錠
  Ｌ－システイン
 　 久光
3999006F1037

後 【用法用量】1回80mg，1日2～3 【効能】湿疹，蕁麻疹，薬疹，中毒疹，尋常性

ハイチオール錠80 回経口投与。=白血球減少症=1回1 ざ瘡，多形滲出性紅斑。放射線障害による白血
60mg，1日3回経口投与。以上， 球減少症。

  Hythiol 年齢・症状により適宜増減。

  80mg1錠
  Ｌ－システイン
 　 久光
3999006F2033



625　抗ウイルス剤

品名 用法・用量 適応・注意

処劇 【用法用量】1日1回600mg，経口 【効能】HIV-1感染症。
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ストックリンカプセル200 投与。食事の有無にかからわず投 【禁忌】【1】本剤(成分)に過敏症の既往歴【2
与可。必ず他の抗HIV薬と併用。 】シサプリド，トリアゾラム，ミダゾラム，エ

  Stocrin ルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン，ジヒド

  200mg1カプセル ロエルゴタミンメシル酸塩，メチルエルゴメト

  エファビレンツ リンマレイン酸塩，エルゴメトリンマレイン酸

 　 ＭＳＤ 塩を投与中【3】ボリコナゾールを投与中

6250015M1021



799　他に分類されない治療を主目的としない医薬品

品名 用法・用量 適応・注意

ニコチネルTTS10 【用法用量】1日1回1枚，24時間 【効能】循環器・呼吸器・消化器・代謝性疾患
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貼付。最初の4週間はニコチネルT 等の基礎疾患を持ち，医師により禁煙が必要と

  Nicotinell TTS TS30から貼付し，次の2週間は同 診断された禁煙意志の強い喫煙者が医師の指導

  (17.5mg)10cm2 1枚 20，最後の2週間は同10を貼付。 の下に行う禁煙の補助。

  ニコチン 最初の4週間に減量の必要が生じ 【禁忌】【1】非喫煙者〔本剤の使用が不必要。

 　 ノバルティス た場合，同20を貼付。10週間を超 副作用が現れやすい〕【2】妊婦・妊娠している

7990712S1022 えての継続投与不可。 可能性の婦人，授乳婦〔動物で催奇形性，ヒト
で乳汁中へ移行〕【3】不安定狭心症，急性期の
心筋梗塞(発症後3ヶ月以内)，重篤な不整脈，
経皮的冠動脈形成術直後，冠動脈バイパス術直
後〔カテコラミン放出促進による血管収縮，血
圧上昇をきたし症状が悪化するおそれ〕【4】脳
血管障害回復初期〔脳血管の攣縮・狭窄を起こ
し症状が悪化するおそれ〕【5】本剤(成分)に
過敏症の既往歴
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