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研究論文

精神科薬物療法で用いる向精神薬のリスト（2）
福田

１）

雄一

A List of Psychotropic Agents
Used in Psychiatric Pharmacotherapy (2)
Yuichi Fukuda

はじめに
心理臨床家の実践領域のひとつである精神科医
療の現場では，各種の疾患・障害の治療のために
薬物療法が行われており，心理療法や社会生活支
援と並んで重要な役割を果たしている。
薬剤の名称には一般名と商品名があり，一般名

調査では，後発医薬品について半数以上の者が
「よくわからない」と回答しており（山梨，2007），
医療機関や薬局におけるインフォームド・コンセ
ントのプロセスにも課題があるといえる。
以上をふまえて本稿では，前報（福田，2008）
に引き続き，2013年末現在で流通している主な向
精神薬をリストアップする。作業にあたっては，

が薬剤の化学的な構造や特性，国際的な通用性の

一般名と商品名の対応関係を明確にすることに主

見地から命名されるのに対し，商品名は販売事業

眼をおいて，検索の便宜となるようにリストを構

者ごとに異なった名称がつけられる。新薬（先発

成した。それぞれの薬剤の効能など詳細は成書を

医薬品）に係る特許期間の終了後は，先発医薬品

参照していただきたい。後発医薬品のうち，一般

と「同一成分を含む同一の剤形の製剤で，効能・

名と同一の名称で販売されている商品がある場合

効果，用法・用量が同じ医薬品」すなわち「後発

は，一般名の末尾に*（アスタリスク）を示した

医薬品（いわゆるジェネリック医薬品）」（増原・

（実際には，一般名に続いて販売事業者名を識別

北村，2013）が各事業者から発売される。後発医

する語句が付されることが多い）。

薬品は，患者自己負担や社会保障費の軽減に貢献
するとされ，精神科病院においても包括病棟（特
定入院料算定病棟）を中心に約2割前後の品目が

Ⅰ

抗うつ薬 antidepressant

採用されているとの報告がある（廣谷ら，2013）。

うつ病の治療薬としてまず選択されるのは，従

しかし，後発医薬品の商品名が多様であること

来型（三環系・四環系）に比べて副作用の比較的

は，われわれ心理臨床家だけでなく，精神科医療

少ない選択的セロトニン再取り込み阻害剤

のもう一方の当事者である患者や家族が薬物につ

（Selective Serotonin Reuptake Inhibitor：SSRI）

いてよく理解することのハードルを高くしている

や選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤

ように思われる。在宅の患者を中心に対象とした

（Selective Noradrenalin Reuptake Inhibitor：
SNRI），ノルアドレナリン作動性・特異的セロト
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代表的な抗うつ薬
௦⾲ⓗ࡞ၟရྡ

ࠗࡒࡊࡒࡦ imipramine

࠻ࡈ࠾࡞ Tofranil㧘
ࠗࡒ࠼࡞ Imidol

ࠢࡠࡒࡊࡒࡦ clomipramine

ࠕ࠽ࡈ࠾࡞ Anafranil

࠻ࡒࡊࡒࡦ trimipramine

ࠬ࡞ࡕࡦ࠴࡞ Surmontil

ࠕࡒ࠻ࡊ࠴ࡦ amitriptyline

࠻ࡊ࠲ࡁ࡞ Tryptanol

ࡁ࡞࠻ࡊ࠴ࡦ nortriptyline

ࡁ࠻ࡦ Noritren

ࡠࡈࠚࡊࡒࡦ lofepramine

ࠕࡦࡊ࠶࠻ Amplit

ࠕࡕࠠࠨࡇࡦ amoxapine

ࠕࡕࠠࠨࡦ Amoxan

ࡑࡢࡢၟရྡ࣭ഛ⪃
ᦨೋߩਃⅣ♽᛫߁ߟ⮎

ࡁࡑ࡞ࡦ Normaln

࠼ࠬࡇࡦ dosulepin

ࡊࡠ࠴ࠕ࠺ࡦ Prothiaden

ࡑࡊࡠ࠴ࡦ maprotiline

࡞ࠫࠝࡒ࡞ Ludiomil

ࡒࠕࡦࡦ mianserin

࠹࠻ࡒ࠼ Tetramide

࠴ࡊ࠴ࡦ setiptiline

࠹ࠪࡊ࡞ Tecipul

ࡆ࠰ࡊ࡞ Bisopool

ࡈ࡞ࡏࠠࠨࡒࡦ fluvoxamine*

࠺ࡊࡠࡔ࡞ Depromel㧘
࡞ࡏ࠶ࠢࠬ Luvox

ㆊ㘩ㆊ⌁ࠍ߁㕖ቯဳ߁ߟ∛㧘ᒝㄼᕈ㓚
ኂ㧘␠ળਇ㓚ኂߦ߽ല

ࡄࡠࠠ࠴ࡦ paroxetine*

ࡄࠠࠪ࡞ Paxil

ᓢ㍤ࠅ㧔ࡄࠠࠪ࡞ CR㧕

࡞࠻ࡦ sertraline

ࠫࠚࠗ࠱ࡠࡈ࠻ Jzoloft

ࠛࠬࠪ࠲ࡠࡊࡓ escitalopram

ࠢࠨࡊࡠ Lexapro

ࠢࡠࡦࡕࡦ Cronmolin㧘
ࡁࠗࠝࡒ࡞ Neuomil㧘
ࡑࡊࡠࡒ࡞ Mapromil

ࡁ࡞ࠕ࠼࠽ࡦ࠼ࡄࡒࡦ࠻ࡦࠬࡐ
࠲߳ߩⷫᕈ߇ૐ

ࡒ࡞࠽ࠪࡊࡦ milnacipran*

࠻࠼ࡒࡦ Toledomin

࠺ࡘࡠࠠ࠴ࡦ duloxetine

ࠨࠗࡦࡃ࡞࠲ Cymbalta

ࡒ࡞࠲ࠩࡇࡦ mirtazapine

ࡔࡠࡦ Remeron㧘
ࡈ࠶ࠢࠬ Reflex

ਇὶ῎ᗵ㧘ᕈᯏ⢻㓚ኂ╬ߩೋᦼ↪
߇ዋߥ

࠻࠱࠼ࡦ trazodone

ࠬࡦ Reslin㧘
࠺ࠫ࡞ Desyrel

ࠕࡦ࠺ࡊ Undepre

Serotonergic Antidepressant：NaSSA）である。

ものは，睡眠導入薬としても用いられる（後述）。

この一方，双極性障害に対しては気分安定薬（後
述）が用いられ，抗うつ剤は推奨されない。

Ⅱ

抗不安薬
antianxiety agents（minor tranquilizor）

抗不安薬は，パニック発作などに代表される不
安障害の治療や，他の疾患・障害でも不安・緊

Ⅲ

気分安定薬（抗躁薬） mood stabilizer
（antimanic agents）・精神刺激薬

気分安定薬は，躁病や双極性障害における躁状
態，双極性障害のうつ状態，それらの再発・悪化
の予防に用いられる。一部に抗てんかん薬（後述）
として開発された薬剤が含まれる。

張・焦燥感がみられる場合は対症療法的に用いら

精神刺激薬は中枢神経刺激薬（central nervous

れ，化学構造的にはベンゾジアゼピン系の薬剤が

system stimulant）ともよばれ，ナルコレプシー

主流を占める。効果を得るために必要な量（力価

に用いられるが，一部の薬剤は注意欠陥・多動性

potency）や持続時間によって多様に分類され，

障害の治療薬として関心を集めている。

症状に応じて使い分ける。催眠・鎮静作用が強い
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表２
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代表的な抗不安薬
௦⾲ⓗ࡞ၟရྡ

ࡑࡢࡢၟရྡ࣭ഛ⪃

࠺ࡄࠬ Depas

ࠕࡠࡈࠔ࡞ࡓ Arophalm㧘ࠛ࠴ࠞࡓ
Eticalm㧘ࠛ࠴࠳ࡦ Etisedan㧘ࠛ࠴࠱
ࡦ Etizolan㧘ࠞࡊࡈ Capsafe㧘࠺ࠦ
ࡄࡦ Sedekopan㧘࠺࠱ࡓ Dezolam㧘࠺
ࡓ࠽࠶࠻ Demunatto㧘ࡁࡦࡀ࡞ࡉ
Nonnerv㧘ࡄ࡞ࠡࡦ Palgin㧘ࡕ࠭ࡦ
Mozun

ࠢࡠ࠴ࠕࡄࡓ clotiazepam*

 Rize

ࠗ࠰ࠢࡦ Isocline㧘࠽ࠝ Naorise

ࡈ࡞࠲࠱ࡓ flutazolam

ࠦࡒ࠽࡞ Coreminal

ᶖൻེ∝⁁ߦ߽ലᨐ

䐳⍴ᤨ㑆ဳ䐴

ࠛ࠴࠱ࡓ etizolam*

䐳ਛ㑆ဳ䐴

ࡌࡦ࠱ࠫࠕࡇࡦ♽

ࡠࡄࡓ lorazepam

ࡢࠗࡄ࠶ࠢࠬ Wypax

࡙ࡄࡦ U-pan

ࠕ࡞ࡊ࠱ࡓ alprazolam*

࠰࠽࠶ࠢࠬ Solanax㧘
ࠦࡦࠬ࠲ࡦ Constan

ࠞࡓ࠳ࡦ Calmdown㧘
ࡔ࠺ࡐࡦ Medepolin

ࡈ࡞ࠫࠕࡄࡓ fludiazepam

ࠛࠬࡄࡦ Erispan

ࡉࡠࡑࡄࡓ bromazepam

ࠠ࠰࠲ࡦ Lexotan

䐳㐳ᤨ㑆ဳ䐴

ࡔࠠࠨ࠱ࡓ mexazolam

ࡔ࠶ࠢࠬ Melex

ࠫࠕࡄࡓ diazepam*

࡞ࠪࡦ Cercine㧘
ࡎ࠱ࡦ Horizon

ࠢࡠࠠࠨ࠱ࡓ cloxazolam

ࡄ࠱ࡦ Sepazon

ࠢࡠ࡞ࠫࠕࡐࠠࠪ࠼
chlordiazepoxide

ࠦࡦ࠻࡞ Contol

ࠢࡠࡊ㉄ੑࠞ࠙ࡓ
clorazepate dipotassium

ࡔࡦ࠼ࡦ Mendon

࠾ࡦ Seniran
ࠫࠕࡄ࠶ࠢࠬ Diapax㧘ࠛ࡞ࠞࡓ
Cellkam㧘࠽ࡒࡦ Serenamin
ࡃࡦࠬ Balance㧘ࠦࡦࠬࡦ Consun

䐳㐳ᤨ㑆ဳ䐴

ߘߩઁ

ࡔ࠳ࡄࡓ medazepam*

ࠬࡒ࠶࠻ Resmit

ࠝࠠࠨ࠱ࡓ oxazolam

࠽࡞ Serenal

ࡍ࡞ࠨ࡞ Pelusarl

ࡠࡈࡊ㉄ࠛ࠴࡞
ethyl loflazepate

ࡔࠗ࠶ࠢࠬ Meilax

ࠫࡔ࠻࠶ࠢࠬ Demethox㧘ࠬࠞ࡞࠽
Sukarnase㧘ࡔ࠺࠲࠶ࠢࠬ Medetax㧘
ࡠࡦ࠶ࠢࠬ Ronlax

ࡈ࡞࠻ࡊࡄࡓ flutoprazepam

ࠬ࠲ࠬ Restas

࠲ࡦ࠼ࠬࡇࡠࡦ tandospirone*

࠺ࠖ࡞ Sediel

ࡅ࠼ࡠࠠࠪࠫࡦ hydroxyzine

ࠕ࠲࠶ࠢࠬ Atarax

ࡂ࠲࠽ࠫࡦ Hatanazin

࠻ࡈࠖ࠰ࡄࡓ tofisopam*

ࠣࡦ࠳ࠠࠪࡦ Grandaxin

ࠛࡑࡦ࠳ࠠࠪࡦ Emandaxin㧘ࠣࡦࡄࡓ
Granpam㧘࠷࡞ࡌ࡞ Tsurubel㧘࠻ࡈࠖ
࡞ Tofiel㧘࠻ࡈࠖࠬ Tofis㧘࠻ࡈࠖ࡞ࠪ
ࡦ Tofilsin㧘࠻࡞ࡃ࠽ࠪࡦ Tolbanasin㧘࠻
ࡠࡦࡋࠗࡓ Tronheim㧘ࡃࠗ࠳ࠠࠪࡦ
Bydaxin
⥄ᓞ⚻ᯏ⢻ߩਇဋⴧ⺞ᢛߦലᨐ
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Ⅳ

Generation Antipsychotics：FGA）は，錐体外路

抗精神病薬

症状や遅発性ジスキネジアなどの副作用を起こし

antipsychotics（major tranquilizor）

やすいため，現在ではドパミンやセロトニンの受

抗精神病薬は，統合失調症圏の幻覚・妄想や双

容体への選択性を高めた第二世代の抗精神病薬

極性障害，認知症における精神運動興奮などの抑

（Second-Generation Antipsychotics：SGA）が第

制に効果をもつ。クロルプロマジン，ハロペリド

一選択として用いられる。

ールに代表される第一世代の抗精神病薬（First-

表３
ศ㢮

代表的な気分安定薬・精神刺激薬

୍⯡ྡ

௦⾲ⓗ࡞ၟရྡ

䐳᛫ば⮎䐴
᳇ಽቯ⮎
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㉄࠴࠙ࡓ lithium carbonate*

ࡑࠬ Limas

࠴ࠝࡑ࡞ Litiomal

ࡃ࡞ࡊࡠ㉄࠽࠻࠙ࡓ
sodium valproate*

࠺ࡄࠤࡦ Depakene㧘
࠾ࠞ Selenica

ࠛࡇ࠽࠻ Epirenat㧘ࠨࡁ࠹ࡦ
Sanoten㧘ࡉ Cereb㧘ࡂࠗ࠾ࡦ
Hyserenin㧘ࡃ࡞࠺ࠤࡦ R Baldeken-R㧘
ࡃ࡞ࡊࡓ Valpram㧘ࡃࡦ Valerin

ࠞ࡞ࡃࡑࡇࡦ carbamazepine*

࠹ࠣ࠻࡞ Tegretol

ࠠࠪࡦ Lexin

ࡔ࠴࡞ࡈࠚ࠾࠺࠻
methylphenidate

࠲ࡦ Ritalin㧘
ࠦࡦࠨ࠲ Concerta

ᓢߩࠦࡦࠨ࠲ߪ AD/HD ߦㆡ↪

ࡕ࠳ࡈࠖ࠾࡞ modafinil

ࡕ࠺ࠖࠝ࠳࡞ Modiodal

ࡍࡕࡦ pemolin

ࡌ࠲࠽ࡒࡦ Betanamin

ࠕ࠻ࡕࠠ࠴ࡦ atomoxetine

ࠬ࠻࠹ Strattera

表４
ศ㢮
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AD/HD ∝⁁ߩᡷༀ

代表的な抗精神病薬
௦⾲ⓗ࡞ၟရྡ

ࡑࡢࡢၟရྡ࣭ഛ⪃

ࡈ䏑ࡁ࠴ࠕࠫࡦ♽

ࠢࡠ࡞ࡊࡠࡑࠫࡦ
chlorpromazine*

࠙ࠗࡦ࠲ࡒࡦ Wintermin㧘
ࠦࡦ࠻ࡒࡦ Contomin

ᦨೋߩ᛫♖∛⮎

ࡏࡔࡊࡠࡑࠫࡦ
levomepromazine*

ࡅ࡞࠽ࡒࡦ Hirnamin㧘
ࡏ࠻ࡒࡦ Levotomin

ࡏࡎ࡞࠹ Levohalte

ࡈ࡞ࡈࠚ࠽ࠫࡦ fluphenazine

ࡈ࡞ࡔࠫࡦ Flumezin

࠻ࡈࡠࡍࠫࡦ trifloperazine

࠻ࡈࡠࡍࠫࡦ Trifloperazine

ࡍ࡞ࡈࠚ࠽ࠫࡦ perphenazine

ࡇ࠶࠻ࠪPZC

ࡊࡠࠢࡠ࡞ࡍࠫࡦ proclorperazine

ࡁࡃࡒࡦ Novamin

࠻ࡎࡦ Trilafon

ࡉ࠴ࡠࡈ䏑ࡁࡦ♽

ࡊࡠࡍࠪࠕࠫࡦ propericiazine

࠾ࡘࡊ࠴࡞ Neuleptil

ࡂࡠࡍ࠼࡞ haloperidol*

ࡀࠬ Serenace

ࡇࡄࡦࡍࡠࡦ pipamperon

ࡊࡠࡇ࠲ࡦ Propitan

ࠬࡇࡍࡠࡦ spiperone

ࠬࡇࡠࡇ࠲ࡦ Spiropitan

࠴ࡒࡍࡠࡦ timiperone

࠻ࡠࡍࡠࡦ Tolopelon

࡞ࡑ࠾࡞ Celmanil

ࡉࡠࡓࡍ࠼࡞ bromperidol

ࠗࡦࡊࡠࡔࡦ Impromen

ࡊࡦ࠼࡞ Prindril

ࡂࡠࠬ࠹ࡦ Halosten㧘ࡦ࠻ࡦ Linton㧘
ࡕ࠽ࡒࡦ Lemonamin
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2013

ࠬ࡞ࡇ࠼ sulpiride*

࠼ࠣࡑ࠴࡞ Dogmatyl㧘
ࠕࡆ࠶࠻ Abilit㧘

ࡇࠞ࠶ࡊ࡞ Pyrikappl㧘ࡑࠥࡁ࡞
Margenol㧘ࡒ࠼࡞ Miradol

ࠬ࡞࠻ࡊ࠼ sultopride

ࡃ࡞ࡀ࠴࡞ Barnetil

ࠬ࠲࠼࡞ࡈ Stadorf㧘ࡃ࠴࡞ Batil

ࡀࡕ࠽ࡊ࠼ nemonapride

ࠛࡒࠬ Emilace

ࠬࡍ࠼ࡦ risperidone*

ࠬࡄ࠳࡞ Rispardal

ࡍࡠࠬࡇࡠࡦ perospirone*

࡞ࡦ Lullan

ࡉࡠ࠽ࡦࡦ blonanserin

ࡠ࠽ࡦ Lonasen

ࠢࠛ࠴ࠕࡇࡦ quetiapine*

ࡠࠢࠛ࡞ Seroquel

ࠝࡦࠩࡇࡦ olanzapine

ࠫࡊࠠࠨ Zyprexa

ࠕࡇࡊ࠱࡞ aripiprazole

ࠛࡆࡈࠔࠗ Abilify

ࠪ࠽ࡊࠬߩ࠼ࡄࡒࡦ㊂ߦᔕߓߡ↪߇ᄌ
ൻߔࠆޕᭂᕈ㓚ኂߩば⁁ᘒߦ߽ㆡ↪

ࡄࡍ࠼ࡦ pakiperidone

ࠗࡦࡧࠚࠟ Invega

ࠬࡍ࠼ࡦߩᡷༀຠޕᜬ⛯ဳࠅ

࠱࠹ࡇࡦ zotepine

ࡠ࠼ࡇࡦ Lodopin

࠻࠙ࠬ Setous㧘ࡔࠫࡖࡇࡦ Majorpin㧘
ࡠࠪ࠱ࡇࡠࡦ Losizopilon

ࠝࠠࠪࡍ࡞࠴ࡦ oxypertine

ࡎ࠶࠻ Forit

ࡇࡕࠫ࠼ pimozide

ࠝ࠶ࡊ Orap

ࠞ࡞ࡇࡊࡒࡦ carpipramine

࠺ࡈࠚࠢ࠻ࡦ Defekton

ࠢࡠࠞࡊࡒࡦ clocapramine

ࠢࡠࡈࠚࠢ࠻ࡦ Clofekton

ࡕࠨࡊࡒࡦ mosapramine

ࠢࡒࡦ Cremin

ࡄ࠼ࡦ Padrasen

ࠢࡠࠩࡇࡦ clozapin

ࠢࡠࠩ࡞ Clozaril

ࠫࡌࡦ࠱ࠫࠕࡇࡦ♽

࠺ࠞࡦ㉄ࡂࡠࡍ࠼࡞
haloperidol decanoate

ࡀࠝࡍ࠼࡞ Neoperidol㧘
ࡂࡠࡑࡦࠬ Halomonth

4 ㅳᜬലဳ

࠺ࠞࡦ㉄ࡈ࡞ࡈࠚ࠽ࠫࡦ
fluphenazine decanoate

ࡈ࡞࠺ࠞࠪࡦ Fludecasin

4 ㅳᜬലဳ

ࠬࡍ࠼ࡦ risperidone

ࠬࡄ࠳࡞ࠦࡦࠬ࠲
Risperdal Consta

2 ㅳᜬലဳ

ࡄࡍ࠼ࡦࡄ࡞ࡒ࠴ࡦ㉄
paliperidone palmitate

ࡊࠝࡦ Xeprion

2 ㅳᜬലဳ

睡眠・鎮静薬 sedative-hypnotic agents

睡眠・鎮静薬ではバルビツール酸系の薬剤が早

Ⅵ

その他

抗てんかん薬はてんかんの治療に用いるが，一

くから開発された。現在では安全性の観点から，

部（特に第2世代の薬剤）は既に挙げたように気

抗不安薬と同様にベンゾジアゼピン系の薬剤が多

分安定薬として双極性障害の治療にも用いられ

く用いられている。筋弛緩や呼吸抑制などの副作

る。脳循環・代謝改善薬は頭部外傷や脳梗塞・脳

用が重大なリスクとなる場合は，非ベンゾジアゼ

出血の後遺症である意識障害を初めとした種々の

ピン系の薬剤が選択される。

精神症状の治療に用いられ，抗認知症薬はアルツ
ハイマー型認知症症状の進行を抑制する。このほ
か，抗酒剤や禁煙補助薬は，厳密には向精神薬の
範疇に含まれないが，依存症の治療に用いられる
ことがあるため収載した。
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表５
䐳⍴ᤨ㑆ဳ䐴

ศ㢮

୍⯡ྡ
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代表的な睡眠・鎮静薬
௦⾲ⓗ࡞ၟရྡ

ࡑࡢࡢၟရྡ࣭ഛ⪃

ࡂ࡞ࠪࠝࡦ Halcion

ࡒ࠳࠱ࡓ midazolam*

࠼࡞ࡒࠞࡓ Dormicum

ࡉࡠ࠴࠱ࡓ brotizolam*

ࡦ࠼࡞ࡒࡦ Lendormin

࡞ࡑࠩࡎࡦ rilmazafone*

ࠬࡒRhythmy

ࡠ࡞ࡔ࠲ࡄࡓ lormetazepam

ࠛࡃࡒ࡞ Evamyl

ࡠࡔ࠶࠻ Loramet

࠾࠻ࡄࡓ nitrazepam*

ࡌࡦࠩࡦ Banzalin㧘
ࡀ࡞ࡏࡦ Nelbon

࠴ࠬࡏࡦ Cysvon㧘ࡀ࡞ࡠࡦ Nelurolen㧘
ࡁࠗࠢࡠ࠾࠶ࠢ Neuchlonic㧘
ࡅ࡞ࠬࠞࡒࡦ Hirusukamin

࠾ࡔ࠲ࡄࡓ nimetazepam

ࠛࡒࡦ Erimin

ࠛࠬ࠲࠱ࡓ estazolam*

࡙ࡠࠫࡦ Eurodin

ࡈ࡞࠾࠻ࡄࡓ
flunitrazepam*

ࠨࠗࠬ Silece㧘
ࡠࡅࡊࡁ࡞ Rohypnol

ࡆࡆ࠶࠻ࠛࠬ Bibittoace㧘
ࡈ࡞࠻ࠬ Flutrace

ࡈ࡞ࡄࡓ flurazepam

ࡌࡁࠫ࡞ Benozil

࠳࡞ࡔ࠻ Dalmate㧘

ࡂࡠࠠࠨ࠱ࡓ haloxazolam

࠰ࡔࡦ Somelin

ࡌࡦ࠱ࠫࠕࡇࡦ♽

䐳⍴ᤨ㑆ဳ䐴

࠻ࠕ࠱ࡓ triazolam*

ࠕࠬࠦࡑ࠽ Ascomana㧘ࠞࡓ࠻ࡦ
Camriton㧘࠻ࠕࡓ Trialam㧘ࡂ࡞
࠶ࠢ Halrack㧘ࡄ࡞ࠝࡦ Paruleon㧘ࡒ
ࡦࠩࠗࡦ Minzain

ࠕࡓࡀ࠱ࡦ Amnezon㧘ࠣ࠶࠼ࡒࡦ
Goodmin㧘ࠬ࠻ࡠࡒࡦ Zestromin㧘࠰
ࡦ࠻ࡒࡦ Sorentmin㧘ࡀࠬ࠻ࡠࡓ
Nestrom㧘ࡁࠢࠬ࠲࡞ Noxtal㧘ࡉࡠ࠱
ࡓ Brozom㧘ࡉࡠ࠴࠱ࡦ Brotizolan㧘
ࡉࡠࡔ࠻ࡦ Brometon㧘࠼࡞ࡄ
Ledolpar㧘ࡠࡦࡈ࡞ࡑࡦ Ronfleman

䐳ਛ㑆ဳ䐴

(

㐳ᤨ㑆ဳ

)
㕖ࡌࡦ࠱ࠫࠕࡇࡦ♽
ࡃ࡞ࡆ࠷䏚࡞㉄♽
ว

ࠢࠕࡄࡓ quazepam*

࠼࡞ Doral

࠱࡞ࡇ࠺ࡓ zolpidem*

ࡑࠗࠬMyslee

࠱ࡇࠢࡠࡦ zopiclone*

ࠕࡕࡃࡦ Amoban

ࠕࡕࡃࡦ࠹ࠬ Amobantes㧘ࠬࡠࡂࠗࡓ
Slowheim㧘࠱ࡇࠢ࡞ Zopicool㧘
࠼ࡄ࡞ Dopareel㧘
ࡔ࠻ࡠࡓ Metrom

ࠛࠬ࠱ࡇࠢࡠࡦ eszopiclone

࡞ࡀࠬ࠲ Lunesta

⍴ᤨ㑆ဳ㧔⌁࿎㔍ߦല㧕

ࡔ࡞࠹ࠝࡦ ramelteon

ࡠࡓ Roserem

ࡔ࠻࠾ࡦฃኈߦ↪ߒ㧘ⷡ㉕࠭ࡓᡷ
ༀߦല

ࡍࡦ࠻ࡃ࡞ࡆ࠲࡞
pentobarbital

ࡏ࠽ Ravona

ࠦࡃ࡞ࡆ࠲࡞ secobarbital

ࠕࠗࠝ࠽࡞࠽࠻࠙ࡓ
Ional sodium

ࠕࡕࡃ࡞ࡆ࠲࡞ amobarbital

ࠗ࠰ࡒ࠲࡞ Isomytal

ࡈࠚࡁࡃ࡞ࡆ࠲࡞
phenobarbital*

ࡈࠚࡁࡃ࡞ Phenobal

࡞ࡇࠕ࡞ Lupial㧘ࡢࠦࡆ࠲࡞
Wakobital㧘᛫ߡࠎ߆ࠎ⮎ߣߒߡ߽↪

㧔ࠢࡠ࡞ࡊࡠࡑࠫࡦ㧘ࡊࡠࡔ࠲ࠫ
ࡦ promethazine㧘ࡈࠚࡁࡃ࡞ࡆ࠲
࡞㧕

ࡌࠥ࠲ࡒࡦ Vegetamin A㧘B

ࡊࡠࡔ࠲ࠫࡦߪ㎾㕒᛫ࡄࠠࡦ࠰ࡦ↪
ࠍߔࠆ᛫ࡅࠬ࠲ࡒࡦ
A ߪ B ߩ 2 ߩ㈩วᚑಽ㊂

ߘߩઁ

ᛴ᳓ࠢࡠ࡞ cloral hydrate*

ࠛࠬࠢ Escre

ࡉࡠࡓࡢ࡞ዩ⚛
bromovalerylurea*

ࡉࡠࡃࡦ Brovarin

࠻ࠢࡠࡎࠬ࠽࠻࠙ࡓ
triclofos sodium

࠻ࠢࡠ࡞ Tricloryl

⥇ൻࠞ࠙ࡓ KBr

⥇ൻࠞ࠙ࡓ KBr

⥇ൻࠞ࡞ࠪ࠙ࡓ CaBr2

ࡉࡠࠞ࡞ Brocal

ዊఽ㔍ᴦᕈߡࠎ߆ࠎߦ߽ㆡ↪
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表６
ศ㢮

2013

精神科領域で用いられるその他の薬

୍⯡ྡ

௦⾲ⓗ࡞ၟရྡ

ࡑࡢࡢၟရྡ࣭ഛ⪃

᛫ߡࠎ߆ࠎ⮎

╙㧝ઍ䐳㧞㧜㧜㧡ᐕ߹ߢߦ⊒ᄁ䐴

ࠛ࠻ࠬࠢࠪࡒ࠼ ethosuximide

ࠩࡠࡦ࠴ࡦ Zarontin

ࠛࡇࠝࡊ࠴ࡑ࡞ Epileo petit mal

ࠞ࡞ࡃࡑࡇࡦ carbamazepine*

࠹ࠣ࠻࡞ Tegretol

ࠠࠪࡦ Lexin

ࠢࡠ࠽ࡄࡓ clonazepam

ࡏ࠻࡞ Rivotril

ࡦ࠼ࡦ Landsen

ࠢࡠࡃࠩࡓ clobazam

ࡑࠗࠬ࠲ࡦ Mystan

࠱࠾ࠨࡒ࠼ zonisamide

ࠛࠢࠣࡦ Excegran

ࠛࠢࡒ࠼ Excemide

ࡃ࡞ࡊࡠ㉄࠽࠻࠙ࡓ
sodium valproate*

࠺ࡄࠤࡦ Depakene㧘
࠾ࠞ R Selenica-R

ࠛࡇ࠽࠻ Epirenat㧘ࠨࡁ࠹ࡦ
Sanoten㧘ࡏ࠻ࡏ࡞ Cebotval㧘ࡉ
Cereb㧘ࡂࠗ࠾ࡦ Hyserenin㧘
ࡃ࡞࠺ࠤࡦ R Baldeken-R㧘ࡃ࡞ࡊࡓ
Valpram㧘ࡃࡦ Valerin
ࡅ࠳ࡦ࠻࡞ Hidantol㧔㈩วࠅ㧕

╙㧞ઍ
⣖ᓴⅣઍ⻢ᡷༀ⮎
᛫⍮∝⮎

ࡈࠚ࠾࠻ࠗࡦ phenytoin

ࠕࡆࠕ࠴ࡦ Aleviatin

࠻ࡇࡑ࠻ topiramate

࠻ࡇ࠽ Topina

ࡕ࠻ࠡࡦ lamotrigine

ࡒࠢ࠲࡞ Lamictal

ࠟࡃࡍࡦ࠴ࡦ gabapentin

ࠟࡃࡍࡦ Gabapen

ࡌ࠴࠲ࡓ levetiracetam

ࠗࠤࡊ E Keppra

࠴ࠕࡊ࠼ tiapride*

ࠣࡑ࡞ Gramalil

ࠢ࠶ࠢ࡞ Cuckool㧘ࠣࡁ࠻
Grinolart㧘࠴ࠕࡊࡓ Tiaprim㧘࠴ࠕ
࠼ Tialaread㧘࠴ࠕ࡞ Tiaryl㧘
ࡁࠗࠢ Neurelark㧘ࡏࠗࡦ࡞
Boinlil

࠾࡞ࠧࡦ nicergolin*

ࠨࠕࡒࠝࡦ Sermion

ࠨ࡞ࡕࠪࡦ Salumosin㧘࡞ࡈࠔࡒࡦ
Selphamin㧘࠰ࠢࡢ࡞ Socwarl㧘ࡃ࠰
ࠧࡦ S Vasogoline-S㧘ࡅ࡞ࡉࡦ N
Hirubulin-N㧘ࡑࠝࡦ N Marileon-N

ࡔࠢࡠࡈࠚࡁࠠࠨ࠻ meclofenoxate

࡞ࠪ࠼࡞ Lucidril

ࡔࠢࡠࠨ࠻ Meclosert

ࠪ࠴ࠦࡦ citicolone*

࠾ࠦࡦ Nicholin

ࠪࠬࠦࡦ Cyscholin

࠼ࡀࡍࠫ࡞ donepezil*

ࠕࡊ࠻ Aricept

ࠊ߇࿖ೋߩ᛫⍮∝⮎

ࠟࡦ࠲ࡒࡦ galantamine

ࡒ࠾࡞ Reminyl

シਛᐲࠕ࡞࠷ࡂࠗࡑဳ⍮∝ߦㆡ↪

᛫㈬⮎ᾍഥ⮎

ࡔࡑࡦ࠴ࡦ memantine

ࡔࡑMemary

ਛ㜞ᐲࠕ࡞࠷ࡂࠗࡑဳ⍮∝ߦㆡ↪

ࡃࠬ࠴ࠣࡒࡦ rivastigmine

ࠗࠢࡠࡦ Exelon㧘
ࡃࠬ࠲࠶࠴ Rivastach

シਛᐲࠕ࡞࠷ࡂࠗࡑဳ⍮∝ߦㆡ↪㧘
⾍↪

ࠪࠕ࠽ࡒ࠼ cyanamide

ࠪࠕ࠽ࡑࠗ࠼ Cyanamide

ࠫࠬ࡞ࡈࠖࡓ disulfiram

ࡁ࠶ࠢࡆࡦ Nocbin

ࠕࠞࡦࡊࡠࠨ࠻ࠞ࡞ࠪ࠙ࡓ
acamprosate calcium

ࠣ࠹ࠢ࠻ Regtect
࠾ࠦ࠴ࡀ࡞ Nicotinell

ࡃ࠾ࠢࡦ varenicline

࠴ࡖࡦࡇ࠶ࠢࠬ Champix

ࠟࡃࡍࡦ࠴ࡦࠛ࠽ࠞ࡞ࡆ࡞
gabapentin enacarbil

ࠣ࠽ࠗ࠻ Regnite

ࠬ࠻ࠬ࠶ࠣࠬ∝⟲ᴦ≮⮎

ࠞ࡞࠹ࠝࡠ࡞ carteolol*

ࡒࠤࡦ Mikelan

ࠞ࡞࠹ࡠ࡞ Cartelol㧘ࠞ࡞ࡁࡁࡦ
Kalnonon㧘࠴ࠝࠣ࡞ Thiogule㧘
࠴ࠬ࠲ࡠ࡞ Cystarol㧘ࡌ࠲ࡔࡁ࡞
Betamenol㧘ࡔ࡞ࠞ࠻ࠕ Mercatoa
Ǫࠕ࠼࠽ࡦฃኈࠍㆤᢿߒ㧘㗫⣂ᡷ
ༀ↪߇ࠆߚ㧘ᔃ⤳⚻∝ߦㆡ↪

࠳ࡦ࠻ࡠࡦ࠽࠻࠙ࡓ
dantrolene sodium

࠳ࡦ࠻࠙ࡓ Dantrium

⣖ⴊ▤㓚ኂᓟㆮ∝߿⣖ᕈ㤗∽ߥߤߦ߁
∨ᕈ㤗∽㧘ᖡᕈ∝⟲ߦㆡ↪

ࡈ࡞ࡑ࠾࡞ flumazenil*

ࠕࡀࠠ࠻ Anexate

ࡌࡦ࠱ࠫࠕࡇࡦ♽⮎ߦࠃࠆ㎾㕒⸃㒰

ߘߩઁ

࠾ࠦ࠴ࡦ nicotine
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