
（別紙２）

品名 成分名 メーカー

アサシオン０．２５ｍｇ錠 トリアゾラム 長生堂製薬

アスコマーナ錠０．２５ トリアゾラム 日新製薬（山形）

アムネゾン錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム 日新製薬（山形）

アモバンテス錠１０ ゾピクロン 小林化工

アモバンテス錠７．５ ゾピクロン 小林化工

アモバン錠１０ ゾピクロン サノフィ・アベンティス

アモバン錠７．５ ゾピクロン サノフィ・アベンティス

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

イソミタール原末（＊） アモバルビタール 日本新薬

エスタゾラム錠１ｍｇ「アメル」 エスタゾラム 共和薬品工業

エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」 エスタゾラム 共和薬品工業

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

エバミール錠１．０ ロルメタゼパム バイエル薬品

エリミン錠３ｍｇ ニメタゼパム 大日本住友製薬

エリミン錠５ｍｇ ニメタゼパム 大日本住友製薬

塩酸リルマザホン錠１「ＭＥＥＫ」 塩酸リルマザホン 小林化工

塩酸リルマザホン錠２「ＭＥＥＫ」 塩酸リルマザホン 小林化工

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

カムリトン０．２５ｍｇ錠 トリアゾラム 寿製薬

クアゼパム錠１５ｍｇ「ＭＮＰ」 クアゼパム 日新製薬（山形）

クアゼパム錠１５ｍｇ「ＹＤ」 クアゼパム 陽進堂

クアゼパム錠１５ｍｇ「アメル」 クアゼパム 共和薬品工業

クアゼパム錠１５ｍｇ「サワイ」 クアゼパム 沢井製薬

クアゼパム錠１５ｍｇ「トーワ」 クアゼパム 東和薬品

クアゼパム錠１５ｍｇ「日医工」 クアゼパム 日医工

クアゼパム錠２０ｍｇ「ＭＮＰ」 クアゼパム 日新製薬（山形）

クアゼパム錠２０ｍｇ「ＹＤ」 クアゼパム 陽進堂

クアゼパム錠２０ｍｇ「アメル」 クアゼパム 共和薬品工業

クアゼパム錠２０ｍｇ「サワイ」 クアゼパム 沢井製薬

クアゼパム錠２０ｍｇ「トーワ」 クアゼパム 東和薬品

クアゼパム錠２０ｍｇ「日医工」 クアゼパム 日医工

グッドミン錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム 田辺三菱製薬

グペリース錠０．５ｍｇ エチゾラム ニプロジェネファ

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

サイレース錠１ｍｇ フルニトラゼパム エーザイ

サイレース錠２ｍｇ フルニトラゼパム エーザイ

「純生」ブロムワレリル尿素 ブロムワレリル尿素 純生薬品工業

「純生」ルミナール散（＊） フェノバルビタール 純生薬品工業

スローハイム錠１０ ゾピクロン 共和薬品工業

スローハイム錠７．５ ゾピクロン 共和薬品工業

ゼストロミン錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム 東和薬品

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

ゾピクール錠１０ ゾピクロン 沢井製薬

ゾピクール錠７．５ ゾピクロン 沢井製薬

ゾピクロン錠１０ｍｇ「トーワ」 ゾピクロン 東和薬品

ゾピクロン錠７．５ｍｇ「トーワ」 ゾピクロン 東和薬品

ソメリン細粒１％ ハロキサゾラム 第一三共

ソメリン錠１０ｍｇ ハロキサゾラム 第一三共

ソメリン錠５ｍｇ ハロキサゾラム 第一三共

ソレントミン錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム 大正薬品工業

ダルメートカプセル１５ 塩酸フルラゼパム 共和薬品工業

チスボン錠１０ ニトラゼパム 鶴原製薬

チスボン錠５ ニトラゼパム 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

ドパリール錠１０ ゾピクロン キョーリンリメディオ

ドパリール錠７．５ ゾピクロン キョーリンリメディオ

ドラール錠１５ クアゼパム 久光製薬

ドラール錠２０ クアゼパム 久光製薬

トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＥＭＥＣ」 トリアゾラム サンノーバ

トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「ＪＧ」 トリアゾラム 大興製薬

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）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　睡眠薬の抜粋



トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 トリアゾラム 大興製薬

トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「ＴＳＵ」 トリアゾラム 鶴原製薬

トリアラム錠０．２５ｍｇ トリアゾラム 小林化工

トリクロリールシロップ１０％ トリクロホスナトリウム アルフレッサファーマ

ニトラゼパム錠５ｍｇ「トーワ」 ニトラゼパム 東和薬品

ネスゲン錠「０．２５」 トリアゾラム 辰巳化学

ネストローム錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム 辰巳化学

ネルボン散１％ ニトラゼパム 第一三共

ネルボン錠１０ｍｇ ニトラゼパム 第一三共

ネルボン錠５ｍｇ ニトラゼパム 第一三共

ネルロレン細粒１％ ニトラゼパム 辰巳化学

ネルロレン錠「１０」 ニトラゼパム 辰巳化学

ネルロレン錠「５」 ニトラゼパム 辰巳化学

ノイクロニック錠５ ニトラゼパム 大洋薬品工業

ノクスタール錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム アルフレッサファーマ

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

ハルシオン０．１２５ｍｇ錠 トリアゾラム ファイザー

ハルシオン０．２５ｍｇ錠 トリアゾラム ファイザー

バルビタール「ホエイ」（＊） バルビタール マイラン製薬

ハルラック錠０．１２５ｍｇ トリアゾラム 富士薬品

ハルラック錠０．２５ｍｇ トリアゾラム 富士薬品

パルレオン錠０．１２５ｍｇ トリアゾラム 大洋薬品工業

パルレオン錠０．２５ｍｇ トリアゾラム 大洋薬品工業

ビビットエース錠１ｍｇ フルニトラゼパム 辰巳化学

ビビットエース錠２ｍｇ フルニトラゼパム 辰巳化学

ヒルスカミン錠５ｍｇ ニトラゼパム イセイ

フェノバールエリキシル０．４％ フェノバルビタール 藤永製薬

フェノバール原末 フェノバルビタール 藤永製薬

フェノバール散１０％ フェノバルビタール 藤永製薬

フェノバール錠３０ｍｇ フェノバルビタール 藤永製薬

フェノバルビタール「ホエイ」 フェノバルビタール マイラン製薬

フェノバルビタール散１０％「ＪＧ」 フェノバルビタール 日本ジェネリック

フェノバルビタール散１０％「シオエ」 フェノバルビタール シオエ製薬

フェノバルビタール散１０％「ヒシヤマ」 フェノバルビタール ニプロファーマ

フェノバルビタール散１０％「ヒシヤマ」（＊） フェノバルビタール ニプロファーマ

フェノバルビタール散１０％「ホエイ」（＊） フェノバルビタール マイラン製薬

フェノバルビタール散１０％「マルイシ」 フェノバルビタール 丸石製薬

フルトラース錠１ｍｇ フルニトラゼパム シオノケミカル

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 フルニトラゼパム 共和薬品工業

フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」 フルニトラゼパム 共和薬品工業

ブロゾーム錠０．１２５ｍｇ ブロチゾラム ニプロファーマ

ブロゾーム錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム ニプロファーマ

ブロチゾラムＭ錠０．２５「ＥＭＥＣ」 ブロチゾラム サンノーバ

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 ブロチゾラム 大興製薬

ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「タイヨー」 ブロチゾラム 大洋薬品工業

ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＣＨ」 ブロチゾラム 長生堂製薬

ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 ブロチゾラム 大興製薬

ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＹＤ」 ブロチゾラム 陽進堂

ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「タイヨー」 ブロチゾラム 大洋薬品工業

ブロチゾラン錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム 日医工

ブロバリン原末 ブロムワレリル尿素 日本新薬

ブロムワレリル尿素（山善） ブロムワレリル尿素 山善製薬

ブロムワレリル尿素〈ハチ〉 ブロムワレリル尿素 東洋製薬化成

ブロムワレリル尿素「ＪＧ」 ブロムワレリル尿素 日本ジェネリック

ブロムワレリル尿素「ヒシヤマ」（＊） ブロムワレリル尿素 ニプロファーマ

ブロムワレリル尿素「ホエイ」 ブロムワレリル尿素 マイラン製薬

ブロムワレリル尿素「メタル」 ブロムワレリル尿素 中北薬品

ブロムワレリル尿素「三恵」 ブロムワレリル尿素 三恵薬品

ブロメトン錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム マイラン製薬

ブロモバレリル尿素「ヨシダ」 ブロムワレリル尿素 吉田製薬

ブロモバレリル尿素原末「マルイシ」 ブロムワレリル尿素 丸石製薬

ベゲタミン－Ａ配合錠 クロルプロマジン・プロメタジン 塩野義製薬

ベゲタミン－Ｂ配合錠 クロルプロマジン・プロメタジン 塩野義製薬

ベゲタミン錠－Ａ クロルプロマジン・プロメタジン 塩野義製薬

ベゲタミン錠－Ｂ クロルプロマジン・プロメタジン 塩野義製薬

ベノジールカプセル１０ 塩酸フルラゼパム 協和発酵キリン

ベノジールカプセル１５ 塩酸フルラゼパム 協和発酵キリン

ベンザリン細粒１％ ニトラゼパム 塩野義製薬

ベンザリン錠１０ ニトラゼパム 塩野義製薬

ベンザリン錠２ ニトラゼパム 塩野義製薬

ベンザリン錠５ ニトラゼパム 塩野義製薬

抱水クロラール「ホエイ」（＊） 抱水クロラール マイラン製薬

マイスリー錠１０ｍｇ 酒石酸ゾルピデム アステラス製薬

マイスリー錠５ｍｇ 酒石酸ゾルピデム アステラス製薬

ミンザイン錠０．１２５ｍｇ トリアゾラム 日医工

ミンザイン錠０．２５ｍｇ トリアゾラム 日医工

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



メトローム錠１０ ゾピクロン 辰巳化学

メトローム錠７．５ ゾピクロン 辰巳化学

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

ユーロジン１ｍｇ錠 エスタゾラム 武田薬品工業

ユーロジン２ｍｇ錠 エスタゾラム 武田薬品工業

ユーロジン散１％ エスタゾラム 武田薬品工業

ラボナ錠５０ｍｇ ペントバルビタールカルシウム 田辺三菱製薬

リスミー錠１ｍｇ 塩酸リルマザホン 塩野義製薬

リスミー錠２ｍｇ 塩酸リルマザホン 塩野義製薬

レドルパー錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム 大原薬品工業

レンデムＤ錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム メディサ新薬

レンデム錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム メディサ新薬

レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム 日本ベーリンガーインゲルハイム

レンドルミン錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム 日本ベーリンガーインゲルハイム

ロヒプノール錠１ フルニトラゼパム 中外製薬

ロヒプノール錠２ フルニトラゼパム 中外製薬

ロラメット錠１．０ ロルメタゼパム あすか製薬

ロンフルマン錠０．２５ｍｇ ブロチゾラム 共和薬品工業

（＊）統一名収載
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