
（別紙１）

品名 成分名 メーカー

アズトレム錠１ｍｇ ロフラゼプ酸エチル 高田製薬

アズトレム錠２ｍｇ ロフラゼプ酸エチル 高田製薬

アズロゲン錠０．５ ロラゼパム 高田製薬

アズロゲン錠１．０ ロラゼパム 高田製薬

アゾリタン錠０．４ アルプラゾラム 大洋薬品工業

アタラックス－Ｐカプセル２５ｍｇ パモ酸ヒドロキシジン ファイザー

アタラックス－Ｐカプセル５０ｍｇ パモ酸ヒドロキシジン ファイザー

アタラックス－Ｐシロップ０．５％ パモ酸ヒドロキシジン ファイザー

アタラックス－Ｐドライシロップ２．５％ パモ酸ヒドロキシジン ファイザー

アタラックス－Ｐ散１０％ パモ酸ヒドロキシジン ファイザー

アタラックス錠１０ｍｇ 塩酸ヒドロキシジン ファイザー

アタラックス錠２５ｍｇ 塩酸ヒドロキシジン ファイザー

アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「トーワ」 アルプラゾラム 東和薬品

アルプラゾラム錠０．８ｍｇ「トーワ」 アルプラゾラム 東和薬品

アロファルム錠０．５ エチゾラム 日医工ファーマ

アロファルム錠１．０ エチゾラム 日医工ファーマ

イソクリン錠１０ｍｇ クロチアゼパム 沢井製薬

イソクリン糖衣錠５ クロチアゼパム 沢井製薬

エチカーム錠０．５ｍｇ エチゾラム 東和薬品

エチカーム錠１ｍｇ エチゾラム 東和薬品

エチセダン錠０．５ｍｇ エチゾラム 共和薬品工業

エチセダン錠１ｍｇ エチゾラム 共和薬品工業

エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 エチゾラム サンノーバ

エチゾラン錠０．５ｍｇ エチゾラム 小林化工

エチゾラン錠１ｍｇ エチゾラム 小林化工

エマンダキシン錠５０ｍｇ トフィソパム 長生堂製薬

エリスパン細粒０．１％ フルジアゼパム 大日本住友製薬

エリスパン錠０．２５ｍｇ フルジアゼパム 大日本住友製薬

カームダン錠０．４ｍｇ アルプラゾラム 共和薬品工業

カームダン錠０．８ｍｇ アルプラゾラム 共和薬品工業

カプセーフ錠０．５ｍｇ エチゾラム 大原薬品工業

カプセーフ錠１ｍｇ エチゾラム 大原薬品工業

グペリース錠０．５ｍｇ エチゾラム ニプロジェネファ

クラソパン錠５０ｍｇ トフィソパム 日本ジェネリック

グランダキシン細粒１０％ トフィソパム 持田製薬

グランダキシン錠５０ トフィソパム 持田製薬

グランパム錠５０ｍｇ トフィソパム 東和薬品

クロチアゼパム錠１０ｍｇ「トーワ」 クロチアゼパム 東和薬品

クロチアゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 クロチアゼパム 東和薬品

１０ｍｇコントール錠（＊） クロルジアゼポキシド 武田薬品工業

５ｍｇコントール錠（＊） クロルジアゼポキシド 武田薬品工業

コバンダキシン錠５０ｍｇ トフィソパム 小林化工

コレミナール細粒１％ フルタゾラム 沢井製薬

コレミナール錠４ｍｇ フルタゾラム 沢井製薬

コンスーン錠１０（＊） クロルジアゼポキシド 鶴原製薬

コンスーン錠５（＊） クロルジアゼポキシド 鶴原製薬

コンスーン散１％（＊） クロルジアゼポキシド 鶴原製薬

コンスタン０．４ｍｇ錠 アルプラゾラム 武田薬品工業

コンスタン０．８ｍｇ錠 アルプラゾラム 武田薬品工業

コントール散１％ クロルジアゼポキシド 武田薬品工業

コントール散１0％（＊） クロルジアゼポキシド 武田薬品工業

サイラゼパム錠０．５ エチゾラム 日医工ファーマ

サイラゼパム錠１ エチゾラム 日医工ファーマ

ジアゼパム散１％「アメル」 ジアゼパム 共和薬品工業

ジアゼパム錠２「サワイ」 ジアゼパム 沢井製薬

ジアゼパム錠２「トーワ」 ジアゼパム 東和薬品

ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」 ジアゼパム 共和薬品工業

ジアゼパム錠５「トーワ」 ジアゼパム 東和薬品

ジアゼパム錠５ｍｇ「アメル」 ジアゼパム 共和薬品工業

ジアパックス錠２ｍｇ ジアゼパム 大鵬薬品工業

ジアパックス錠５ｍｇ ジアゼパム 大鵬薬品工業

ジスロン錠 塩酸ヒドロキシジン ナガセ医薬品

ジメトックス錠１ ロフラゼプ酸エチル 日医工ファーマ

ジメトックス錠２ ロフラゼプ酸エチル 日医工ファーマ

臭化カリウム（＊） 臭化カリウム 山善製薬

臭化ナトリウム（＊） 臭化ナトリウム 山善製薬

スカルナーゼ錠１ｍｇ ロフラゼプ酸エチル 東和薬品

スカルナーゼ錠２ｍｇ ロフラゼプ酸エチル 東和薬品

１０ｍｇセルシン錠 ジアゼパム 武田薬品工業

２ｍｇセルシン錠 ジアゼパム 武田薬品工業

５ｍｇセルシン錠 ジアゼパム 武田薬品工業

セエルカム錠１０ ジアゼパム 鶴原製薬

セエルカム錠２ ジアゼパム 鶴原製薬

セエルカム錠５ ジアゼパム 鶴原製薬

セダプランコーワ錠１０ プラゼパム 興和

セダプランコーワ錠５ プラゼパム 興和

セディール錠１０ｍｇ クエン酸タンドスピロン 大日本住友製薬

使用薬剤の薬価（薬価基準）に収載されている医薬品について（平成23年9月12日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　抗不安薬の抜粋



セディール錠２０ｍｇ クエン酸タンドスピロン 大日本住友製薬

セディール錠５ｍｇ クエン酸タンドスピロン 大日本住友製薬

セデコパン細粒１％ エチゾラム 長生堂製薬

セデコパン錠０．５ｍｇ エチゾラム 長生堂製薬

セデコパン錠１ｍｇ エチゾラム 長生堂製薬

セニラン細粒１％ ブロマゼパム サンド

セニラン錠２ｍｇ ブロマゼパム サンド

セニラン錠３ｍｇ ブロマゼパム サンド

セニラン錠５ｍｇ ブロマゼパム サンド

セパゾン散１％ クロキサゾラム 第一三共

セパゾン錠１ クロキサゾラム 第一三共

セパゾン錠２ クロキサゾラム 第一三共

セルシンシロップ０．１％ ジアゼパム 武田薬品工業

セルシン散１％ ジアゼパム 武田薬品工業

セレナール散１０％ オキサゾラム 第一三共

セレナール錠１０ オキサゾラム 第一三共

セレナール錠５ オキサゾラム 第一三共

セレナミン錠２ｍｇ ジアゼパム 旭化成ファーマ

セレナミン錠５ｍｇ ジアゼパム 旭化成ファーマ

ソラナックス０．４ｍｇ錠 アルプラゾラム ファイザー

ソラナックス０．８ｍｇ錠 アルプラゾラム ファイザー

タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「アメル」 クエン酸タンドスピロン 共和薬品工業

タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 クエン酸タンドスピロン 沢井製薬

タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 クエン酸タンドスピロン 東和薬品

タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 クエン酸タンドスピロン 日医工

タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ「アメル」 クエン酸タンドスピロン 共和薬品工業

タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 クエン酸タンドスピロン 沢井製薬

タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 クエン酸タンドスピロン 東和薬品

タンドスピロンクエン酸塩錠２０ｍｇ「日医工」 クエン酸タンドスピロン 日医工

タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ「アメル」 クエン酸タンドスピロン 共和薬品工業

タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 クエン酸タンドスピロン 沢井製薬

タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 クエン酸タンドスピロン 東和薬品

タンドスピロンクエン酸塩錠５ｍｇ「日医工」 クエン酸タンドスピロン 日医工

ツルベール細粒１０％ トフィソパム 鶴原製薬

デゾラム錠０．５ｍｇ エチゾラム 大正薬品工業

デゾラム錠１ｍｇ エチゾラム 大正薬品工業

デパス細粒１％ エチゾラム 田辺三菱製薬

デパス錠０．５ｍｇ エチゾラム 田辺三菱製薬

デパス錠１ｍｇ エチゾラム 田辺三菱製薬

デムナット錠０．５ｍｇ エチゾラム 鶴原製薬

デムナット錠１ｍｇ エチゾラム 鶴原製薬

トフィール錠５０ｍｇ トフィソパム 大原薬品工業

トフィス錠５０ｍｇ トフィソパム メディサ新薬

トフィソパム細粒１０％「ＣＨ」 トフィソパム 長生堂製薬

トフィルシン錠５０ トフィソパム シオノケミカル

トルバナシン錠５０ トフィソパム 大正薬品工業

トロンヘイム錠５０ｍｇ トフィソパム 日医工ファーマ

ナオリーゼ錠１０ｍｇ クロチアゼパム 鶴原製薬

ナオリーゼ錠５ｍｇ クロチアゼパム 鶴原製薬

ノンネルブ錠０．５ エチゾラム 日新製薬（山形）

ノンネルブ錠１ エチゾラム 日新製薬

パールキット散１％ ジアゼパム ニプロファーマ

パールキット錠２ｍｇ ジアゼパム ニプロファーマ

パールキット錠５ｍｇ ジアゼパム ニプロファーマ

バイダキシン錠５０ｍｇ トフィソパム ナガセ医薬品

ハイミジン錠５０ｍｇ トフィソパム ニプロジェネファ

ハタナジン錠 パモ酸ヒドロキシジン 日新製薬（山形）

ハタナジン錠２５ｍｇ パモ酸ヒドロキシジン 日新製薬（山形）

パムネース細粒 メダゼパム 東邦新薬

パムネース錠２ メダゼパム 東邦新薬

パムネース錠５ メダゼパム 東邦新薬

バランス錠１０ｍｇ（＊） クロルジアゼポキシド アステラス製薬

バランス錠５ｍｇ（＊） クロルジアゼポキシド アステラス製薬

バランス散１0％（＊） クロルジアゼポキシド アステラス製薬

パルギン錠０．５ｍｇ エチゾラム 藤永製薬

パルギン錠１ｍｇ エチゾラム 藤永製薬

ペルサール細粒１０％ オキサゾラム イセイ

ペルサール錠１０ｍｇ オキサゾラム イセイ

ペルサール錠２０ｍｇ オキサゾラム イセイ

ホリゾン散１％ ジアゼパム アステラス製薬

ホリゾン錠２ｍｇ ジアゼパム アステラス製薬

ホリゾン錠５ｍｇ ジアゼパム アステラス製薬

マイロニン錠５０ｍｇ トフィソパム キョーリンリメディオ

メイラックス細粒１％ ロフラゼプ酸エチル Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ

メイラックス錠１ｍｇ ロフラゼプ酸エチル Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ

メイラックス錠２ｍｇ ロフラゼプ酸エチル Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ

メダゼパム錠２（ツルハラ） メダゼパム 鶴原製薬

メダゼパム錠５（ツルハラ） メダゼパム 鶴原製薬

メディピース錠０．５ エチゾラム メディサ新薬

メディピース錠１ エチゾラム メディサ新薬

メデタックス錠１ ロフラゼプ酸エチル メディサ新薬



メデタックス錠２ ロフラゼプ酸エチル メディサ新薬

メデポリン錠０．４ アルプラゾラム メディサ新薬

メデポリン錠０．８ アルプラゾラム メディサ新薬

メレックス細粒０．１％ メキサゾラム 第一三共

メレックス錠０．５ｍｇ メキサゾラム 第一三共

メレックス錠１ｍｇ メキサゾラム 第一三共

メンドンカプセル７．５ｍｇ クロラゼプ酸二カリウム アボットジャパン

モーズン錠０．５ｍｇ エチゾラム 辰巳化学

モーズン錠１ｍｇ エチゾラム 辰巳化学

ユーパン錠０．５ｍｇ ロラゼパム 沢井製薬

ユーパン錠１．０ｍｇ ロラゼパム 沢井製薬

リーゼ錠１０ｍｇ クロチアゼパム 田辺三菱製薬

リーゼ錠５ｍｇ クロチアゼパム 田辺三菱製薬

リーゼ顆粒１０％ クロチアゼパム 田辺三菱製薬

リリバー散１％ ジアゼパム マイラン製薬

リリフター錠１０ クロチアゼパム 日医工ファーマ

リリフター錠５ クロチアゼパム 日医工ファーマ

リルミン錠５ クロチアゼパム 大洋薬品工業

レキソタン細粒１％ ブロマゼパム 中外製薬

レキソタン錠１ ブロマゼパム 中外製薬

レキソタン錠２ ブロマゼパム 中外製薬

レキソタン錠５ ブロマゼパム 中外製薬

レスタス錠２ｍｇ フルトプラゼパム ＭＳＤ

レスミット錠２ メダゼパム 塩野義製薬

レスミット錠５ メダゼパム 塩野義製薬

ロンラックス錠１ｍｇ ロフラゼプ酸エチル シオノケミカル

ロンラックス錠２ｍｇ ロフラゼプ酸エチル シオノケミカル

ワイパックス錠０．５ ロラゼパム ファイザー

ワイパックス錠１．０ ロラゼパム ファイザー

（＊）統一名収載
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