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内 服
薬効 品名 一般名 規格　単位 常用量 備考

抗菌剤
ﾊﾞﾗｼﾘﾝ 塩酸ﾚﾅﾝﾋﾟｼﾘﾝ 錠:250mg 1回250mg1日3～4回 在庫ﾅｼ
ｴﾌﾍﾟﾆｯｸｽ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ ｶﾌﾟｾﾙ:250mg 1回250mg1日3～4回 製造中止
ｱﾓｷｼﾘﾝ ｱﾓｷｼｼﾘﾝ ｶﾌﾟｾﾙ:250mg 1回250mg1日3～4回 ｴﾌﾍﾟﾆｯｸｽから変更

1回250～500mg
1日4～6回

ﾒｲｱｸﾄ ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ 錠:100mg 1回100mg1日3回
淋菌ノイセフ１ｇ　div
or セフゾン3/3×5日

ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 錠:200mg 1回200mg1日4～6回

クラリス ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 錠:200mg 1回200mg1日2回

clamydiaに１回４錠のみ

ｼﾞｽﾛﾏｯｸSR
成人用ﾄﾞﾗｲｼ
ﾛｯﾌﾟ2g

空腹時に 1 回
製造中止

ｹﾄﾗｲﾄﾞ系 ｹﾃｯｸ ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 錠:300mg 1回600mg1日1回､5日間 意識障害 視調整障害 運転禁止

ｱﾐﾉｸﾞﾘｺｼﾄﾞ系 ｶﾅﾏｲｼﾝ 硫酸ｶﾅﾏｲｼﾝ ｶﾌﾟｾﾙ：250mg 1日2～4g､4回分服

ﾒｶﾞﾛｼﾝ ﾌﾚﾛｷｻｼﾝ 錠:100mg 1回200mg～300mg1日1回 在庫ﾅｼ

ｸﾗﾋﾞｯﾄ

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 

単純疱疹１回200ｍｇ
１日5回、5日間まで
単純疱疹 １回500ｍｇ ゾビラックスから変更
１日2回、5日間(10日まで可) 腎機能を注意 

ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠
帯状疱疹1回1000mgを1日3
回 ７日 

ﾀﾐﾌﾙ ﾘﾝ酸ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙ ｶﾌﾟｾﾙ:75mg 1回75mg1日2回､5日間

ｲﾅﾋﾞﾙ
ラニナミビルオクタン
酸エステル

２０mg
ラニナミビルオクタン酸エステ
ルとして４０mg （2本）

ﾌｧﾝｷﾞｿﾞﾝ ｱﾑﾎﾃﾘｼﾝB 錠:100mg １回100ｍｇ１日2～4回 在庫ﾅｼ

ﾌﾛﾘｰﾄﾞ ﾐｺﾅｿﾞｰﾙ ｹﾞﾙ経口用:2% １日1～4回口腔内に塗布 乳幼児の鵞口瘡(がこうそう)に使用

ﾊｲｼｼﾞﾝ

ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ錠 
トリコモナス症:1回250mg　１日2
回　10日間

細菌感染症 1回250mg1日 3回7
日間

ｱｽﾋﾟﾘﾝ､
ﾀﾞｲｱﾙﾐﾈｰﾄ配合

PL ｻﾘﾁﾙｱﾐﾄﾞ270mg 顆粒：1g 1回1g、1日4回

ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ150mg

無水ｶﾌｪｲﾝ60mg

ﾋﾟｰｴｲ錠 ﾌﾟﾛﾒﾀｼﾞﾝﾒﾁﾚﾝ 錠：2錠中 1回2錠、1日4回

ｼﾞｻﾘﾁﾚｰﾄ13.5mg

1回100mg1日3回

ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ系 ｼﾞｽﾛﾏｯｸ

ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ水和物

錠：250mg 1日1回500mg3日間、or
1000mg1回

ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系

ﾋﾞｸｼﾘﾝ ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ ｶﾌﾟｾﾙ：250mg

ｾﾌｪﾑ系
ｾﾌｿﾞﾝ ｾﾌｼﾞﾆﾙ ｶﾌﾟｾﾙ:100mg

ﾆｭ-ｷﾉﾛﾝ系
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ 錠:500mg １回500mg、１日１回

抗ｳｲﾙｽ薬

ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ 錠:200mg 在庫ﾅｼ

ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠 ﾒﾄﾛﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 錠:250mg

ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠
ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ  錠:500mg 

性器ヘルペスの再発抑制 　　　　再発頻度が年6回以上を目安（免疫正常者の場合）に、1回500mgを1日1回を
投与　期間には制限はなく（1年間） 　腎機能を継続的に観察　海外 30％近くに臨床検査値異常 頭痛、嘔気、
下痢、腹痛

抗ｲﾝﾌﾙｳﾝｻﾞｳｲﾙ
ｽ剤

抗真菌薬

解熱・鎮痛･消炎剤

ｻﾘﾁﾙ酸系 ﾊﾞﾌｧﾘﾝ81ｍｇ錠 錠剤:81mg 1回1錠､１日1回

非ﾋﾟﾘﾝ系感冒薬

抗ﾄﾘｺﾓﾅｽ薬

ﾁﾆﾀﾞｿﾞｰﾙ 錠：500ｍｇ 2000ｍｇ１回投与
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ｶﾛﾅｰﾙ細粒 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ
1包:1g中成分
200mg含有

1回300mg～500mg､1日900～
1500mg

錠剤苦手な人用に

ｶﾛﾅｰﾙ錠

ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠 

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ 錠:25mg 3回分服1日75～100mg

ﾐﾘﾀﾞｼﾝ ﾏﾚｲﾝ酸ﾌﾟﾛｸﾞﾙﾒﾀｼﾝ 錠：90mg 1回90mg、1日3回食直後 在庫ﾅｼ

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸系 ﾛｷｿﾆﾝ ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ 錠：60mg 1回60mg1日3回

ﾋﾟﾘﾝ系 ｾﾃﾞｽG
ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ､ｱﾘ
ﾙｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱｾﾁﾙ尿
素､ﾌｪﾅｾﾁﾝ､ｶﾌｪｲﾝ

1包:1g 1回1g1日3～4回 製造中止

塩基性非ｽﾃﾛｲﾄﾞ薬 ｺﾚﾝｿｰﾙ 塩酸ﾁｱﾗﾐﾄﾞ 錠:100mg 1回100mg1日3回

消炎酵素剤 ﾋｼﾀｰｾﾞ ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ 錠:10mg 1回10mg1日3回 製造中止

抗プラスミン剤  トランサミン錠  トラネキサム酸 錠：５００ｍｇ 
1日750〜2,000mgを3〜4回に
分割 

扁桃炎、咽喉頭炎 

抗ﾋｽﾀﾐﾝ剤

ｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾝ系 ﾀﾞﾝ･ﾘｯﾁ
塩酸ｼﾞﾌｪﾆﾙﾋﾟﾗﾘﾝ､ﾖｳ化
ｲｿﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ､塩酸ﾌｪﾆﾙﾌﾟ
ﾛﾊﾟﾉｰﾙｱﾐﾝ

ｶﾌﾟｾﾙ １回1ｶﾌﾟｾﾙ1日2回 製造中止2005/3/31

ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ 復効錠:6mg 1日2回､1回1錠 製造中止2005/3/31

ﾈｵﾏﾚﾙﾐﾝTR

ｄ-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ
酸徐放錠 

ｾﾚｽﾀﾐﾝ
d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐ
ﾝ､ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ

錠剤 1回1～2錠､1日1～4回

ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾞﾝ系 ｱﾀﾗｯｸｽ ﾋﾄﾞﾛｷｼｼﾞﾝ 錠:25mg 2～3回に分服,１日30～75mg 在庫ﾅｼ

ﾘｻﾞﾍﾞﾝ

ﾄﾗﾆﾗｽﾄ

気管支喘息:１回2mg1日2回

鼻ｱﾚﾙｷﾞｰ､湿疹､皮膚炎:１回1mg１
日2回

1回10mg1回10mg 購入中止

1日1回就寝前、最高投与量20mg

ｸﾗﾘﾁﾝ

ﾛﾗﾀｼﾞﾝOD錠  ｸﾗﾘﾁﾝの後発品、口腔内崩壊錠

1回10mg～20mg

1日1回食後

ｱﾚｸﾞﾗ錠60ｍｇ  ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩  錠:60mg  1回60ｍｇ.1日2回 

ﾀﾘｵﾝ錠10ｍｇ  ﾍﾞﾎﾟﾀｽﾁﾝﾍﾞｼﾙ酸塩  錠:10mg 1回10ｍｇ.1日2回  

ｱﾘｰﾙ酢酸系

ﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ系
d-ﾏﾚｲﾝ酸ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ

徐放錠:6mg 1日2回､1回1錠

ｱﾆﾘﾝ系
ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 錠：200mg

1回300mg～500mg､1日900～
1500mg

１回１～２錠　　　１日２～３回

錠:10mg 1回10mg1日1回食後

ｱﾚｼﾞｵﾝ錠20ｍｇ 塩酸ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ 錠:20mg

抗ｱﾚﾙｷﾞｰ剤 

ｱｾﾞﾌﾟﾁﾝ 塩酸ｱｾﾞﾗｽﾁﾝ 錠:1mg 在庫ﾅｼ

ｼﾞﾙﾃｯｸ 塩酸ｾﾁﾘｼﾞﾝ 錠:10mg

ﾛﾗﾀｼﾞﾝ

ﾄﾗﾆﾗｽﾄ ｶﾌﾟｾﾙ:100mg １回100mg1日3回 ｹﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕に使用,
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ﾎﾙﾓﾝ剤

卵胞ﾎﾙﾓﾝ製剤
結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝとして､１日
0.625～1.25mg

(ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ)
機能性子宮出血又は膣炎:１
日0.625～3.75mg

更年期障害及び卵巣欠落症
状に伴う症状：1日1 回0.5mg
～1.0mg

閉経後骨粗鬆症：1日1回
1.0mg

（経皮吸収型E2)
エストラーナテープ
0.72mg 

ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 
貼付剤:1枚中
0.72mg 

1枚を下腹部か背部に貼付2
日毎に貼り替え 

(経皮吸収型E2)     ディビゲル1mg  ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ  1包：1mg
1日1回左右いずれかの大腿
部もしくは下腹部（400㎠の範
囲）に塗布 

（経皮吸収型E2)  ﾙ･ｴｽﾄﾛｼﾞｪﾙ  ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
2ﾌﾟｯｼｭ：1.08mg
 

2ﾌﾟｯｼｭ1日1回両腕の手首か
ら肩までの広い範囲に塗擦 

ﾌﾟﾛﾍﾞﾗ
酢酸ﾒﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛ
ﾝ

錠:2.5mg 1～3回分服１日2.5～15mg

ﾃﾞｭﾌｧｽﾄﾝ ｼﾞﾄﾞﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ 錠:5mg 1～3回分服、１日5～15mg Luteal support

ﾙﾄﾗｰﾙ 酢酸ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ 錠:2mg 1日2～12mg　　1～3回分服

機能性子宮出血１日１錠､７
～10日間連続投与

月経困難症、月経周期異常､過
多月経､子宮内膜症、卵巣機能
不全１日１錠､月経周期第5日目
より約３週間連続投与

エストラジオール
0.62mg

酢酸ノルエチステロン
2.70mg 

ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ1mg､

ﾒｽﾄﾗﾉｰﾙ0.05mg

ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ､
ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ配合
ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ､
ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ配合
ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ､

ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ配合

ﾏｰﾍﾞﾛﾝ28

ﾌｧﾎﾞﾜｰﾙ

ｴﾁﾆｰﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ､
ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ配合
ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ､
ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ配合

ノルレボ  錠：0.75 mg 

ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ錠
1.5mg 

錠：1.5 mg   ﾉﾙﾚﾎﾞの後発品

ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ 結合型ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ 錠:0.625mg

（エストラジオール） ジュリナ エストラジオール 錠：0.5mg

黄体ﾎﾙﾓﾝ製剤

卵胞ﾎﾙﾓﾝと黄体ﾎ
ﾙﾓﾝ配合剤

ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ

1錠中黄体ホルモン: ノ
ルゲストレル
（Norgestrel）0.5mg及び
卵胞ホルモン: エチニル
エストラジオール
（Ethinylestradiol）
0.05mg含有 　黄体ホル
モン活性が強い、「中用
量ピル」に相当

錠剤 ドオルトン錠（バイエル）販売中止

ﾒﾉｴｲﾄﾞｺﾝﾋﾞﾊﾟｯﾁ   貼付剤 
1 枚を3～4日ごとに 1 回（週
2 回）下腹部に貼付 

ﾋﾞﾎｰﾌﾟA錠 錠剤 在庫ﾅｼ

ﾄﾘｷｭﾗｰ28

一相性

ｵｰｿMｰ21 錠剤 一相性

錠剤 21ﾀｲﾌﾟから28ﾀｲﾌﾟへ変更

ﾉﾘﾆｰﾙT28 錠剤 ｻﾝﾃﾞｰﾋﾟﾙ 製造中止

緊急避妊剤   レボノルゲストレル  
性交後72時間以内にレボノ
ルゲストレルとして1.5mgを 1
回経口投与  

デソゲストレル・エチ
ニルエストラジオール

錠剤

低量用ﾋﾟﾙ

ﾄﾗｲﾃﾞｨｵｰﾙ28 錠剤

ｼﾝﾌｪｰｽﾞT28 錠剤 ｻﾝﾃﾞｰﾋﾟﾙ
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ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ
(ﾌｪﾐﾛﾝ)

ｸﾛﾐｯﾄ錠50ｍｇﾞ 

セキソビット シクロフェニル 錠：100mg 
1日400〜600mg（ 4〜6 錠）を
2〜3回に分け，5〜10日間

フェマーラ錠2.5mg

（適用外） レトロゾール錠2.5mg

ﾊﾟﾛﾗｸﾁﾝ ﾒｼﾙ酸ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝ
(ﾌﾞﾛﾓｸﾘﾌﾟﾁﾝとし
て)錠:2.5mg

１日１回2.5mg､夕食直後１日5～
7.5mgまで漸増2～3回分服､食直
後､

１週１回(同一曜日)就寝前１
回量上限4錠

乳汁分泌抑制:1回4錠1回の
み食後服用

ﾃﾞｨﾅｹﾞｽﾄ錠1mg

ｼﾞｪﾉｹﾞｽﾄ錠1mg 

月経困難症治療
剤

ﾃﾞｨﾅｹﾞｽﾄ錠0.5mg  ｼﾞｪﾉｹﾞｽﾄ 錠：0.5mg
1日1mgを2回に分け 月経周
期2～5日目より

子宮筋腫諸症状
改善剤

レルミナ錠 レルゴリクス 錠：40ｍｇ
40mgを1日1回食前（6ヶ月を
超える投与は原則禁止）

GnRHｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ　ガニレスト注射薬に替
わる内服薬として不妊治療に用いること
もある

ルナベル配合錠ULD

ルナベル配合錠LD 

ﾌﾘｳｪﾙ配合錠ULD 
ﾌﾘｳｪﾙ配合錠LD 

レトロゾール 錠：2.5ｍｇ １日１回2.5mg

アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤※
アロマターゼ阻害剤として機能する。 この抑
制は体内のエストラジオールレベルを下げる
のを助け、それは卵胞刺激ホルモンを上昇さ
せ、卵巣のより多くの卵胞が容易に成長する
のを可能にする。

麦角ｱﾙｶﾛｲﾄﾞ(持
続性ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作動

薬)
ｶﾊﾞｻｰﾙ ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 錠：0.25ｍｇ

他のﾎﾙﾓﾝ剤

排卵誘発剤

ｸｴﾝ酸ｸﾛﾐﾌｪﾝ 錠：50ｍｇ
1日50ｍｇ5日間、用量期間1
日100ｍｇ5日間限度

子宮内膜症治療
剤

ｼﾞｪﾉｹﾞｽﾄ 錠：1mg
1日2mgを2回に分け月経周期2
～5日目より

子宮内膜症に伴う
月経困難症治療

剤

ノルエチステロン・エ
チニルエストラジオー
ル配合製剤

錠剤

ﾙﾅﾍﾞﾙの後発品

低用量ピルです。ごく少量の卵胞ホルモン薬（エチニルエストラジオール）と黄体ホルモン薬（ノルエチステロン）が配合されています。
既存の経口避妊薬と同一成分ですが、子宮内膜症の保険治療薬として新たに認可されました。　「偽妊娠療法」とも呼ばれ、妊娠して
いるときと同じような状態にします。若い人で症状の比較的軽い人、あるいは当面妊娠を希望しない人に向く治療法です。強力とは言
えませんが、副作用が少なく長期の維持療法に向きます。飲み始めは、原則として月経第１～５日目です。　２１日間飲み続け、その
後７日間休薬します。この２８日間を１サイクルとして、２９日目から次のサイクルとして服用を開始します。通常、休薬期間中に軽い生
理（出血）がみられます。

4


