
分類 GPCRs：G Protein Coupled Receptors (Gタンパク質共役型受容体)

種類 Gq Protein Coupled Receptor Gs Protein Coupled Receptor Gi Protein Coupled Receptor

特徴 ７回膜貫通型（N末端が細胞外・C末端が細胞内） 四次構造は単量体

機序図

機序

PLC (ホスホリパーゼC)活性化
↓

PIP2 → DAG + IP3
↓

IP3がCa チャネル開口, DAG が PKC活性化

AC (アデニル酸シクラーゼ) 活性化
↓

ATP → cAMP
↓

cAMPが PKA (Protein kinase A) 活性化

AC (アデニル酸シクラーゼ) 抑制
↓

ATP → cAMPを抑制
↓

PKA を抑制
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分類 ARBs (Angiotensin receptor blockers)
一般名 ロサルタン カンデサルタン バルサルタン テルミサルタン オルメサルタン イルベサルタン アジルサルタン

商品名 ニューロタンÒ ブロプレスÒ ディオバンÒ ミカルディスÒ オルメテックÒ イルベタンÒ

アバプロÒ アジルバÒ

規格
錠

25, 50, 100 mg
錠

2, 4, 8, 12 mg
錠

20, 40, 80, 160 mg
錠

20, 40, 80 mg
OD錠

5, 10, 20, 40 mg
錠

50, 100, 200 mg
錠

10, 20, 40 mg

粉砕可否 ×（著しい苦み） ○ △（苦味） △（要遮光・防湿） ○ △（苦味） 記載なし

適
応

①高血圧症 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

② 腎実性高血圧症 ○

③慢性心不全 ○（12 mg除く）

④ 2型DM性腎症 ○ △申請中 △海外適応あり

用法・用量

① 25~50 mg/day分1
max 100 mg/day

④ 50 mg/day 分1
max 100 mg/day

① 4~8 mg/day分1
max 12 mg/day

② 2~8 mg/day 分1
③ 4~8 mg/day 分1
ACE阻害薬が不適切な場合

40~80 mg/day 分1
max 160 mg

6歳以上の小児
Wt < 35 kg：20~40 mg

Wt ≧ 35 kg：40 mg

40 mg/day分1
(20 mgから開始)

max 80 mg/day
(肝障害：max 40mg)

10~20 mg/day分1
5~10 mg/dayで開始

max 40 mg/day

50~100 mg/day 分1
max 200 mg/day

20 mg/day分1
max 40 mg/day

腎・肝機能低下時
用量調節 不要 ①腎障害：2~8 mg/day 不要 肝障害：max 40 mg/day 不要

T1/2 (hr)
ロサルタン：1.7
主要活性代謝物：3.8

α相 : 2.2
β相 : 9.5 4.0 20.3 11.0 10.1 13.2

Tmax (hr)
ロサルタン：1.3
主要活性代謝物：3.0 5.0 3 4.6 2.2 1.4 1.8

B.A.(%) 33 42.3 39 43 25.6 61~88 75

蛋白結合率 (%) > 98 > 99 93.0~95.9 > 99 99 96.6 99.5

尿中排泄率 (%) ロサルタン：32
主要活性代謝物：70 9.8 9~14 < 0.5 12.6 0.8 15.1

代謝酵素 CYP2C9, 3A4 CYP2C9 CYP2C9 - - CYP2C9 CYP2C9

主要排泄経路 尿中・胆汁→糞中 胆汁→糞中

薬物相互作用
CYPの競合阻害に
より活性代謝物減少 ジゴキシン (P-gp)

食事の影響 ○ × ◎ ◎ △ ○ ×

その他、特徴 尿酸排泄促進作用 PPAR-γ 活性化作用
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分類 CCB：Calcium Channel Blockers (Dihydropyridine class)  (カルシウム拮抗薬)
世代 第１世代

一般名 ニカルジピン ニフェジピン

商品名 ペルジピンÒ アダラートÒ アダラートÒ ,セパミットÒ アダラートÒ セパミットÒ

剤形・規格
錠：10, 20 mg  

散：10 % (100 mg/g) LA capsule：20, 40 mg Capsule：5, 10 mg
（軟カプセル）

ア：L錠：10, 20 mg
セ：R capsule：10, 20 mg CR錠：10, 20, 40 mg R細粒：2% (20 mg/g) 細粒：1% (10 mg/g)

粉砕可否 ×（非） ×（脱カプOK） ×（内容物が液体） ×（徐放性） ×（徐放性） ― (光に不安定) ― (光に不安定)

適応 本態性高血圧症
①本態性高血圧症
②腎性高血圧症

③狭心症

①本態性高血圧症
②腎性高血圧症

③狭心症

①高血圧症
②腎実性高血圧症

③腎血管性高血圧症
④狭心症・異形狭心症

①本態性高血圧症
③狭心症

①本態性高血圧症
②腎性高血圧症
③狭心症

用法・用量 1回10 ~20 mg 分3 1回20 ~ 40 mg 分2 1回10 mg 分3 ①② 10 ~ 20 mg/day 分2
③ 1回20 mg 分2

① 20 ~ 40 mg/day分1
Max 40 mg/day 分2

②開始10 ~ 20 mg/day
維持20 ~ 40 mg/day 分1

③ 40 mg/day 分1 
max 60 mg/day 分1

①10 ~ 20 mg/day分2
②1回20 mg 分2 1回10 mg 分3

禁忌 頭蓋内出血・脳卒中急性期・妊婦・過敏症の既往
心原性ショック・急性心筋梗塞

妊婦・過敏症の既往
妊婦・心原性ショック・

過敏症の既往

妊婦・心原性ショック・

過敏症の既往

妊婦・心原性ショック・

過敏症の既往

心原性ショック・急性心筋梗塞

妊婦・過敏症の既往

併用禁忌 — —

拮抗Ca 受容体 L型 L型

分配係数 (pH=7) ∞ 1673

T1/2(hr) 1.5 7.6 α相：1.0 β相：2.6
（作用持続：6）

3.5 ~ 4
（作用持続：12）

11.7 約 2 1.5

Tmax (hr) 0.5 ~ 1 0.8, 6.0の2回 1.33（作用発現：0.5） 2 ~ 3（作用発現：0.5） 3, 12 の2回 4 0.5 作用発現：0.067（4分）

B.A. (%) 6.5 ~ 30.3 48.6 (吸収率：70) 60 (吸収率：> 90) 52 (吸収率：> 90) < 60 60
初回通過効果

(%) 69.7 ~ 93.5 21.4 30 ~ 40

分布容積 (L) 0.64 (L/kg) N.D. 98.9 215 ~ 287 N.D. N.D.

蛋白結合率 (%) > 90 93.4 ~ 95.7 92 ~ 98

代謝酵素 CYP3A4 CYP3A4

排泄経路 尿中・胆汁中 尿中・糞中 尿中・糞中 尿中・糞中 尿中・糞中

クリアランス
率 (%)

尿中代謝体：約 10
胆汁中：90

尿中代謝体：21
胆汁中：70

尿中代謝体：70 ~ 80
糞中：20 ~ 30

尿中代謝体：60
糞中：30

尿中代謝体：60
糞中：30

尿中代謝体：70
糞中：30

食事の影響 ○：Cmax, AUC 減少 × 食事内容による × N.D. N.D.



分類 CCB：Calcium Channel Blockers (Dihydropyridine class)  (カルシウム拮抗薬)
世代 第２世代

一般名 マニジピン シルニジピン アラニジピン エホニジピン バルニジピン ベニジピン

商品名 カルスロットÒ アテレックÒ サプレスタÒ ランデルÒ ヒポカÒ コニールÒ

剤形・規格 錠：5, 10, 20 mg 錠：5, 10, 20 mg Capsule：5, 10 mg
顆粒：2% (20 mg/g) 錠：10, 20 ,40 mg Capsule：5, 10, 15 mg 錠：2, 4, 8 mg 

粉砕可否 △（わずかに変色） △（含量低下）
遮光保存：○

×（溶出速度変化）
脱カプ：△（光に不安定）

N.D. ×（徐放性）
脱カプ：× △（分解の可能性）

適応 高血圧症 高血圧症 高血圧症
① 高血圧症
② 腎実性高血圧症

③ 狭心症

① 高血圧症
② 腎実性高血圧症

③ 腎血管性高血圧症

① 本態性高血圧症
② 狭心症

③ 頻脈性不整脈

用法・用量
開始：5 mg/day 分1 朝食後
維持：10 ~ 20 mg/day 分1 朝

5 ~ 10 mg/day 分1 朝食後
重症：10 ~ 20 mg/day 分1

Max 20 mg/day 分1

開始：5 mg/day 分1 朝食後
維持：5 ~ 10 mg/day 分1 朝

Max 20 mg/day

①② 20~40 mg/day 分1 ~ 2
max 60 mg/day
③ 40 mg/day 分1

開始：5 ~ 10 mg/day 分1 朝
維持：10 ~ 15 mg/day 分1 朝

30~60 mg/day
分1

禁忌 妊婦 妊婦 妊婦・過敏症の既往 妊婦 妊婦 妊婦・心原性ショック

併用禁忌 — — — — — —

拮抗Ca 受容体 L型 L・N型 L型 L・T型 L型 L・T型
（メンブレンアプローチ）

分配係数 (pH=7) ∞ 501187 280.1 > 1000 > 2000 6166

T1/2(hr)
α相：1.52
β相：7.25

α相：1.0 ~ 1.1
β相：5.2 ~ 8.1

Ara：1.1
M-1：3.3 2 9 ~ 11 1 ~ 1.7

（作用持続：24）

Tmax (hr) 3.6 2.8 ~ 3.0 Ara：4.5 M-1：5.0 1.4 ~ 2.2 0.5 ~ 2, 4 ~ 8 の2回 1 ~ 2
（作用発現：0.5）

B.A. (%) N.D. N.D. < 50 N.D. N.D. N.D.

初回通過効果 (%) N.D. N.D. 50 比較的小さい 受ける 受ける

分布容積 (L) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

蛋白結合率 (%) N.D. 99.3 Ara：91.3  M-1：94.3 99.4 ~ 99.8 88.0 ~ 93.0 98.46 ~ 98.93

代謝酵素
色付：主代謝物薬理活性有

N.D. CYP3A4, 2C19 (一部) CYP3A4
（M-1は1/5の活性有） N.D. CYP3A4 CYP3A4

排泄経路 胆汁・一部尿中 胆汁 胆汁・糞中・一部尿中 胆汁 尿中・糞中 尿中・糞中

クリアランス
率 (%)

尿中代謝体：2~5
肝代謝→胆汁：> 90

尿中代謝体：5 ~ 10
胆汁：> 90

尿中代謝体：13.4
代謝→胆汁：> 85 肝代謝→胆汁：> 96 肝代謝→尿中：40

糞中：60
肝代謝→尿中：36
糞中：59

食事の影響 N.D. × △：Cmax, AUC 増大 GFJの影響を受ける ○：AUCやや低下 N.D.



分類 CCB：Calcium Channel Blockers (Dihydropyridine class)  (カルシウム拮抗薬)
世代 第２世代 第３世代

一般名 ニソルジピン ニトレンジピン ニルバジピン フェロジピン アゼルニジピン アムロジピン

商品名 バイミカードÒ バイロテンシンÒ ニバジールÒ ムノバールÒスプレンジールÒ カルブロックÒ アムロジンÒ ノルバスクÒ

剤形・規格 錠：5, 10 mg 錠：5, 10 mg 錠：2, 4 mg 錠：2.5, 5 mg 錠：8,16 mg 錠, OD錠：2.5, 5, 10 mg 

粉砕可否 ×（分解） ×（変色・分解・吸湿） △（吸湿） N.D. △（光に不安定・着色） △（吸湿・力価低下）

適応
①高血圧症
②腎実性高血圧症
③腎血管性高血圧症
④狭心症・異形狭心症

① 高血圧症
② 腎実性高血圧症

③ 狭心症
本態性高血圧症 高血圧症 高血圧症

① 高血圧症
② 狭心症

③ 小児高血圧症

用法・用量
①~③：5 ~ 10 mg/day  分1
④：10 mg/day 分1

①②：5 ~ 10 mg/day  分1
③：10 mg/day 分1 2 ~ 4 mg/day分2 2.5 ~ 5 mg/day 分2

Max 10 mg/day 分2

開始：8 mg/day 分1
維持：8 ~ 16mg/day

Max 16 mg/day

①：2.5 ~ 5 mg/day  分1
Max 10 mg/day

②：5 mg/day 分1
③：2.5 mg/day 分1

禁忌
妊婦・心原性ショック・

過敏症の既往
妊婦

頭蓋内出血・脳卒中急性期

妊婦・過敏症の既往

妊婦・心原性ショック・

過敏症の既往
妊婦・過敏症の既往 妊婦・過敏症の既往

併用禁忌
イトラコナゾール（イトリゾールÒ）

ミコナゾール（フロリードÒ） — — —
アゾール系抗真菌薬・HIVプロテ
アーゼ阻害薬・コビシスタット —

拮抗Ca 受容体 L型 L型 L型 L型 L・T型
（メンブレンアプローチ）

L型
（膜リン脂質と共有結合）

分配係数 (pH=7) 10874 17700 14000 ∞ ∞ 26.1

T1/2(hr)
8.49 ~ 9.84

(24時間効果持続) β相：10 10.8 1.9 ~ 2.7 α相：1.4
β相：15 ~ 20 35.4 ~ 37.8

Tmax (hr) 1.5 2 ~ 3 1 ~ 1.5 1 ~1.4 2 ~ 3 5.5 ~ 6.0

B.A. (%) 8.4（吸収率：90） N.D.（吸収率：> 52.4) 14 (吸収率：> 65) 16（吸収率：100） N.D. 64（吸収率：96）

初回通過効果 (%) 81.6 N.D. > 50 84 少ない 32

分布容積 (L/kg) 1.6 ~ 7.1 N.D. 約100 10 N.D. 21

蛋白結合率 (%) 92 ~ 98 98 97.5 ~ 98.7 99.3 ~ 99.4 65 ~ 79 97.1

代謝酵素
色付：主代謝物薬理活性有

CYP3A4
M-9に1/10の活性

CYP3A4 CYP3A4 CYP3A4 CYP3A4 CYP3A4
Mに1/25以下の活性

排泄経路 尿中・一部糞中 尿中・糞中 尿中・糞中 尿中・胆汁中 尿中・胆汁中→糞中 尿中・胆汁中→糞中

クリアランス
率 (%)

尿中代謝体：約 80
糞中：14

尿中代謝体：50
糞中：50

尿中代謝体：75
糞中：25

尿中代謝体： 70
糞中：30

尿中代謝体：26
糞中：63

尿中未変化体：12
尿中代謝体：50
胆汁→糞中：22.7

食事の影響 △：Cmax, AUC 増大 N.D. ×：Tmaxやや遅延 GFJの影響を受ける △：Cmax, AUC 増大 ×：Tmaxやや遅延



▶平滑筋における筋収縮過程 1), 2)

チャネルタイプ 活性化閾値電位 発現部位 機能

L型 (long-lasting) 高電位
骨格筋・平滑筋
骨芽細胞・心筋・皮質ニューロンなどの樹状突起
網膜

骨格筋・平滑筋・心筋の収縮
ホルモン分泌
心筋細胞における長い活動電位の形成
神経伝達物質の放出

P/Q型 高電位 小脳のプルキンエ細胞/小脳顆粒細胞 神経伝達物質の放出

N型 (Neuron) 高電位 脳全体・交感神経終末 神経伝達物質の放出

R型 中間電位 小脳顆粒細胞、他のニューロン 不明

T型 (Transient) 低電位 神経・洞房結節（心筋）・骨芽細胞 規則的な洞調律

1) ニフェジピン（アダラートÒ）インタビューフォーム
2) 遠藤政夫 1987



▶GFJによるCa拮抗薬への影響 比較表

一般名 商品名 B.A. (%)
増加率（%）

相互作用
添付文書の
記載内容AUC Cmax

ﾆｿﾙｼﾞﾋﾟﾝ
ﾌｪﾛｼﾞﾋﾟﾝ
ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ
ﾏﾆｼﾞﾋﾟﾝ

ﾊﾞｲﾐｶｰﾄﾞÒ

ｽﾌﾟﾚﾝｼﾞｰﾙÒ

ｶﾙﾌﾞﾛｯｸÒ

ｶﾙｽﾛｯﾄÒ

8.4
16

No Data
No Data

198~455
143~334

332
231~244

306~492
170~435

252
235~307

極めて強い 併用注意

ﾆﾄﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝ
ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ
ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝ
ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ
ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ

ｴﾎﾆｼﾞﾋﾟﾝ

ﾊﾞｲﾛﾃﾝｼﾝÒ

ｱﾃﾚｯｸÒ

ｱﾀﾞﾗｰﾄÒ

ｺﾆｰﾙÒ

ﾍﾟﾙｼﾞﾋﾟﾝÒ

ﾗﾝﾃﾞﾙÒ

16
No Data

45
No Data
15~40

No Data

140~206
230

108~203
159

134~197
167

140~199
?

104~194
173

124~153
155

強い 併用注意

ｱﾗﾆｼﾞﾋﾟﾝ
ﾆﾙﾊﾞｼﾞﾋﾟﾝ
ﾊﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ

ｻﾌﾟﾚｽﾀÒ

ﾆﾊﾞｼﾞｰﾙÒ

ﾋﾎﾟｶÒ

No Data
14

No Data

No Data
No Data
No Data

No Data
No Data
No Data

Not Data 併用注意

ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ ﾜｿﾗﾝÒ 24 128~142 85~161 やや強い 併用注意

ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ
ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ

ﾍﾙﾍﾞｯｻｰÒ

ﾉﾙﾊﾞｽｸÒ
39
64

103~110
108~116

102~107
107~115 弱い

吸収率・B.A.が低いほどGFJの影響を受けやすい



分類 β1・β2 Blockers（非選択的 β 受容体遮断薬）
小分類 ISA (+) ISA (-)

一般名 カルテオロール ピンドロール プロプラノロール ニプラジロール ナドロール

商品名 ミケランÒ カルビスケンÒ インデラルÒ ハイパジールÒ ナディックÒ

剤形・規格
錠：5 mg  

小児用細粒：0.2% (2 mg/g)
細粒：1 % (10 mg/g)

LA capsule：15 mg 錠：5 mg 錠：10 mg 錠：3, 6 mg 錠：30, 60 mg 

粉砕可否 ×（非常に強い苦み） ×（脱カプOK） △（変色の恐れ） ×
（光により黒色に着色、強い苦み）

×（光に不安定・着色） ○

適応

①本態性高血圧症（錠のみ）
②心臓神経症

③頻脈性不整脈
④狭心症

⑤ファロー四微症に伴うチアノーゼ

本態性高血圧症
（軽度～中等度）

① 本態性高血圧症
② 狭心症

③ 洞性頻脈

① 本態性高血圧症
② 狭心症

③ 頻脈性不整脈
④ 褐色細胞腫手術時
⑤ 片頭痛発作の発症抑制

① 本態性高血圧症
② 狭心症

① 本態性高血圧症
② 狭心症
③ 頻脈性不整脈

用法・用量

①~④：10~15 mg/day  分2~3
Max 30 mg/day

⑤：0.1~0.15 g 分2~3 
（小児用のみ）

15 mg/day 分1
朝食後

Max 30 mg/day 分1

① 15 mg/day分3
② 15 mg/day 分3

max 30 mg/day
③ 1回1~5 mg 分3

① 30~60 mg/day 分3
max 120 mg/day

②③④ 30~90 mg/day 分3
小児③ 0.5~4 mg/kg 分3~4

max 90 mg/day
⑤ 20~60 mg/day 分2~3

6~12 mg/day
分2

max 18mg/day

30~60 mg/day
分1

気管支喘息 禁 忌

併用禁忌 —
チオリダジン（メレリルÒ）

不整脈誘発のため

ﾘｻﾞﾄﾘﾌﾟﾀﾝ（マクサルトÒ）

代謝阻害による作用増強の為

シルデナフィル・バルデナフィル
タダラフィル

リオシグアト（アデムパスÒ）
—

術前中止 (hr) 24 24 24 (④除く) 24 48

分配係数 (pH=7) 0.21 0.82 20.2 約 1 0.023

T1/2(hr) 4.62 9.9 3.65 3.9 3.7 α相：4.8
β相：19.6

Tmax (hr) 1.2 5.3 1.33 1.5 2 4

B.A. (%) 83.7 > 90 100 12.2 11.5~14.1

初回通過効果 (%) 少ない < 10 70 64.9 0

蛋白結合率 (%) 15 N.D. 80.5~95.8 34 23.9

代謝酵素
色付：主代謝物薬理活性有

CYP2D6 CYP2D6
（グルクロン酸・硫酸抱合体）

CYP2D6, 1A2, 2C19
（主代謝物に薬理活性有）

N.D.
(脱ニトロ体・グルクロン酸抱合)
脱ニトロ体の薬理活性は1/11程度

―

排泄経路 尿中 尿中 尿中 尿中 尿中

クリアランス
率 (%)

尿中未変化体：約 70
肝代謝：30

尿中未変化体：50~70
肝代謝：30

尿中未変化体：45.1
肝代謝：54.9

肝代謝：> 96
薬理活性のある代謝体は尿中排泄

尿中未変化体：11.8
肝代謝：88.2 尿中未変化体：100



分類 β1 Blockers（選択的 β1 受容体遮断薬）

小分類 ISA (+) ISA (-)

一般名 アセブトロール セリプロロール アテノロール ビソプロロール ベタキソロール メトプロロール

商品名 アセタノールÒ セレクトールÒ テノーミンÒ メインテートÒ ケルロングÒ セロケンÒ、ロプレソールÒ

剤形・規格 Capsule：100, 200 mg 錠：100, 200 mg 錠：25, 50 mg 錠：0.625, 2.5, 5 mg 錠：5, 10 mg (セ)錠：20 mg 
(ロ)錠：20, 40 mg

(セ)L錠：120 mg
(ロ)SR錠：120 mg 

粉砕可否 △（苦味） △（苦味・吸湿） ×（苦味）
粉砕時のデータなし

○
（0.625 mg除く）

×
（苦味・一部凝集・吸湿）

○ ×

適応
① 本態性高血圧症
② 狭心症

③ 頻脈性不整脈

① 本態性高血圧症
② 腎実性高血圧症

③ 狭心症

① 本態性高血圧症
② 狭心症

③ 頻脈性不整脈
（洞性頻脈、期外収縮）

① 本態性高血圧症
② 狭心症

③ 心室性期外収縮
④ 慢性心不全
⑤ 頻脈性心房細動

0.625mgは④以外適応なし

①本態性高血圧症
②腎実性高血圧症
③狭心症

①本態性高血圧症
②狭心症

頻脈性不整脈
本態性高血圧症

用法・用量

① 200~400 mg/day
分1~2

②③ 300~600 mg/day
分3

①② 100~200 mg/day分1
Max 400 mg/day

③ 200mg/day分1
Max 400mg/day

50 mg/day 分1
Max 100 mg/day
腎機能に応じて用量調節

すべて分１
①②③ 5 mg/day 
④開始：0.625 mg/day
維持：0.625~5 mg/day
Max 5 mg/day

⑤ 2.5~5 mg/day

① 5~10 mg/day分1
Max 20 mg/day
② 5 mg/day 分1

Max 10 mg/day
③ 10 mg/day分1

Max 20mg/day

① 60~120 mg/day 
分3

Max 240 mg/day
② 60~120 mg/day 

分2~3

120 mg/day 分1

気管支喘息 慎重投与であり禁忌ではない

併用禁忌 ― ― ― ― ― —

術前中止 (hr) 24 48 48 48 48 48

分配係数 (pH=7) 0.21 0.06 0.015 1.09 4.03 0.18

T1/2(hr) 未：3.4, 代：6.7 4~6 8~10 8.6 13~17 2.8 3.5

Tmax (hr) 未：1.4, 代：2.1 2~5 3.8~4.6 3.1 4~5 1.9 6.7

B.A. (%) 50~60 N.D. 50 > 90 89 < 40

初回通過効果(%) 有 N.D. 0 < 10 0 60

蛋白結合率 (%) N.D. 20~27 3 26~33 51~54 11~12

代謝酵素
色付：主代謝物活性有

N-アセチル化
(薬理活性有) CYP2D6, 3A4（わずか） ― CYP2D6, 3A4

（代謝物に薬理活性はない）
N.D.

主代謝物の薬理活性は1/20以下 CYP2D6

排泄経路 尿中・糞中
尿中・胆汁中
（腸肝循環する） 尿中 尿中 尿中 尿中

クリアランス
率 (%)

未変化体；尿：36.8
糞：32.3

代謝体；尿：19
糞：11.8

尿中未変化体：50
胆汁中未変化体：30 尿中未変化体：> 90 尿中未変化体：47.8

肝代謝：42.2
尿中未変化体：46.6
肝代謝：53.4

尿中未変化体：3~5
肝代謝：90



分類 α・β Blockers
一般名 アモスラロール アロチノロール カルベジロール ベバントロール ラベタロール

商品名 ローガンÒ アロチノロールÒ アーチストÒ カルバンÒ トランデートÒ

剤形・規格 錠：10 mg 錠：5, 10 mg 錠：1.25, 2.5, 10, 20 mg 錠：25, 50, 100 mg 錠：50, 100 mg 

粉砕可否 △（苦味・吸湿） ○ △（光に不安定）
1.25, 2.5 mg ：均一性に注意

△（苦味） ○

適応
本態性高血圧症

褐色細胞腫による高血圧症

① 本態性高血圧症
② 狭心症

③ 頻脈性不整脈
④ 本態性振戦

①本態性高血圧症 (10, 20 mg)
②腎実性高血圧症 (10, 20 mg)
③狭心症 (10, 20 mg)
④慢性心不全 (1.25, 2.5, 10 mg)

高血圧症
本態性高血圧症

褐色細胞腫による高血圧症

用法・用量
分2

20 mg/day
max 60 mg/day

①②③ 20 mg/day 分2
max 30 mg/day

④開始：10 mg/day
効果不十分：20 mg/day 分2
Max 30 mg/day

①② 10 ~ 20 mg/day分1
③ 20 mg/day 分1
④開始：1回1.25 mg分2
維持：1回2.5~10 mg 分2

100 mg/day
分2

max 200mg/day

分3
150 mg/day

max 450 mg/day

気管支喘息 禁忌 禁忌 禁忌 慎重投与 禁忌

併用禁忌 — — — — —

ISA N.D. (-) (-) (-) (+)

β1/α1遮断比 1 8 8 14 (Ca拮抗作用有) 3

β1/β2選択性(比) 1 (N.D.) β2遮断作用有 (特に骨格筋) 7 11.5~32 1 (N.D.)

分配係数 (pH=7) 2.7 1.197 184.2 17.3 1.15

T1/2(hr) 4~6 10 6~8
(2-コンパートメントモデル)個人差が大きい

α相：1.4
β相：9.7

α相：1.3
β相：17

Tmax (hr) 2~4 2 1 0.75 1

B.A. (%) 100 N.D. 25 > 72 26

初回通過効果 (%) 0 < 10 75 受ける (N.D.) かなり受ける (N.D.)

蛋白結合率 (%) 96~98 91.2 94.2~96.1 > 99 50

代謝酵素
(色付き：主代謝物薬効有)

ST（硫酸転移酵素）
（酸化→ 硫酸抱合 (抱合体は薬効無)）

肝エステラーゼ
（主要代謝体はβ遮断作用有）

CYP2D6, 2C9
CYP3A4, 1A2, 2E1

CYP2D6, 3A4
(代謝物は抱合体であり薬効は考えにくい)

UDPGT
（グルクロン酸抱合）

排泄経路 尿中・糞中 (尿中)・糞中 胆汁→糞中 尿中 尿中・一部糞中

クリアランス率
(%)

尿中未変化体：30.1
尿中代謝物：12.7
糞中：57.2

尿中未変化体：3.6~5.2
尿中代謝物AC-623：2.9
糞中：> 90

肝代謝：> 90
代謝物が胆汁中へ

肝代謝：> 90
尿中代謝物：72.2
糞中代謝物：15.0

尿中未変化体：2
尿中代謝物：60
糞中：38



一般名 抗振戦作用 ISA
選択性

β1 β2

アロチノロール ＋＋＋ ー ＋ ＋

プロプラノロール ＋＋＋ ー ＋ ＋

ソタロール ＋＋＋ ー ＋ ＋

ナドロール ＋＋＋ ー ＋ ＋

ピンドロール ー ＋ ＋ ＋

アテノロール ＋ ー ＋ ±

メトプロロール ＋ ー ＋ ±

▶β遮断薬の薬理特性と抗振戦作用

森松光紀, 老化と疾患. 1998; 9 : 935を一部改変



分類 抗血小板薬

一般名 アスピリン チクロピジン クロピドグレル プラスグレル チカグレロル シロスタゾール

商品名 ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠A81Ò バイアスピリンÒ パナルジンÒ プラビックスÒ エフィエントÒ ブリリンタ® プレタールÒ

剤型・規格 錠 81 mg 錠 100 mg 錠 100 mg 錠 25 mg , 75 mg 錠 3.75 mg , 5 mg 錠 60, 90 mg 錠 50 mg , 100 mg

粉砕可否 ×（主薬分解） ×（腸溶錠） ×
（苦味・刺激性・特異臭）

△
（主薬変化ないがﾒｰｶｰ回避判定）

記載なし 記載なし ○

作用機序 COX阻害→ TXA2産生抑制 ADP受容体のｻﾌﾞﾀｲﾌﾟP2Y12受容体 拮抗 PDE3阻害

適 応

下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制
① 狭心症（慢性安定狭心症，不安定狭心症）、心筋

梗塞、虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作
（TIA），脳梗塞）冠動脈バイパス術（CABG）あ
るいは経皮経管冠動脈形成術（PTCA）施行後にお
ける血栓・塞栓形成の抑制

② 川崎病（川崎病による心血管後遺症を含む）

① 血管手術および血液体外循
環に伴う血栓・塞栓の治療
ならびに血流障害の改善

② 慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍、
疼痛および冷感などの阻血
性諸症状の改善

③ 虚血性脳血管障害（一過性
脳虚血発作(TIA)、脳梗塞）
に伴う血栓・塞栓の治療

④ クモ膜下出血術後の脳血管
攣縮に伴う血流障害の改善

① 虚血性脳血管障害（心
原性脳塞栓症を除く）
後の再発抑制

② 経皮的冠動脈形成術
（PCI）が適用される
下記の虚血性心疾患
急性冠症候群（不安定
狭心症、非ST上昇心筋
梗塞、ST上昇心筋梗
塞）
安定狭心症
陳旧性心筋梗塞

③ 末梢動脈疾患における
血栓・塞栓形成の抑制

経皮的冠動脈形成術(PCI)
が適用される下記の虚血
性心疾患

• 急性冠症候群(不安定
狭心症、非ST上昇心
筋梗塞、ST上昇心筋
梗塞)

• 安定狭心症
• 陳旧性心筋梗塞

①〈ブリリンタ錠90mg〉
経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用
される急性冠症候群（不安定狭心症、
非ST上昇心筋梗塞、ST上昇心筋梗
塞）（ただし、アスピリンを含む抗
血小板剤2剤併用療法が適切である
場合で、かつ、アスピリンと併用す
る他の抗血小板剤の投与が困難な場
合に限る）

②〈ブリリンタ錠60mg〉
以下のリスク因子を1つ以上有する
陳旧性心筋梗塞のうち、アテローム
血栓症の発現リスクが特に高い場合

65歳以上、薬物療法を必要とする
糖尿病、2回以上の心筋梗塞の既往、
血管造影で確認された多枝病変を有
する冠動脈疾患、又は末期でない慢
性の腎機能障害

① 慢性動脈閉塞症に

基づく潰瘍、疼痛
及び冷感等の虚血
性諸症状の改善

② 脳梗塞（心原性脳塞
栓症を除く）発症後
の再発抑制

用法・用量

① １錠 分1
（４錠まで増量可

能）

① １錠 分1
（３錠まで増量可

能）
① 200~300 mg 分2~3
② 300~600 mg 分2~3
③ 200~300 mg 分2~3
④ 300 mg 分3

① 75 mg (症状に応じ
て50 mg) 分1

② 投与開始日300 mg
分1以後75 mg 分1

③ 75 mg 分1

投与開始日20 mg 分1
以後3.75 mg 分1

① 初回：360 mg/日分2
維持：180 mg/日分2

② 120 mg/日分2

いずれもアスピリンと併用

200 mg 分2
② 急性期有熱期間：30~50 mg/kg 分3

慢性期：3~5 mg 分1

禁 忌

• 消化性潰瘍のある患者
• 出血傾向のある患者

• ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息またはその既往のある患者
• 出産予定日12週以内の妊婦

• 出血している患者
• 重篤な肝障害のある患者
• 白血球減少の患者

• ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝによる白血球減
少の既往のある患者

出血している患者 出血している患者

• 出血している患者
• 頭蓋内出血の既往がある患者
• 中等度から重度の肝障害のあ

る患者
• 過敏症のある患者

• 強いCYP3A阻害・誘導剤

• 出血している患者
• うっ血性心不全の患者

• 妊婦または妊娠している
可能性のある患者

効果発現/
消失時間
（術前中止期間）

10~14日 / 10~14日；半減期とは無関係、血小板の寿命に依存（14日以上前に中止） ５日以上前に中止 血中濃度に依存
（2日前；48時間で元通り）

t max (hr) 0.5 4 2.03 0.75 0.6 チカグレロル：2.0
代謝物：2.5 3.5

t ½ (hr) 0.4 0.44 1.61 6.9 26.3 チカグレロル：8.7
代謝物：10.0 13.5

代謝・排泄
経路 サリチル酸に加水分解→ 腎排泄 肝代謝

CYP2C9, 2C19, 3A4
肝代謝

（活性代謝物へ）
CYP1A2, 2C19, 3A4, 2B6

肝代謝
CYP2B6, 3A4

肝代謝
CYP3A
胆汁排泄

肝代謝
CYP3A4

B.A. (%) 80～100 90 50 80 36 No Data
過剰投与時 血小板輸血



活性化血小板 非活性化血小板

ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ
ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ
ﾌﾟﾗｽｸﾞﾚﾙ
Ticagrelor

ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠
ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ

▶抗血小板薬 作用機序



分類 経口抗凝固薬

一般名 ダビガトラン リバーロキサバン アピキサバン エドキサバン ワルファリン

商品名 プラザキサÒ イグザレルトÒ エリキュースÒ リクシアナÒ ワーファリンÒ

規格 カプセル 75 mg, 110 mg 錠, 顆粒 10 mg, 15 mg 錠 5 mg, 2.5 mg 錠, OD錠 15 mg, 30mg, 60mg 錠：0.5, 1, 5 mg 顆粒：0.2%

粉砕可否 脱カプセル：禁忌（吸収up）
一包化：回避（吸湿）

△（主薬は安定、他データなし） ×（簡易懸濁○） 錠：○ △：遮光（光により分解）

適応
①非弁膜症性心房細動患者にお

ける虚血性脳卒中および全身性
塞栓症の発症抑制

①非弁膜症性心房細動患者における虚血性
脳卒中および全身性塞栓症の発症抑制

②深部静脈血栓症及び肺血栓症の治療及び
再発抑制

①非弁膜症性心房細動患者における虚血性
脳卒中および全身性塞栓症の発症抑制

②深部静脈血栓症及び肺血栓症の治療及び
再発抑制

①非弁膜症性心房細動患者における虚血性
脳卒中および全身性塞栓症の発症抑制
②静脈血栓塞栓症の治療及び発症抑制
③下肢整形外科手術施工患者における

静脈血栓塞栓症の発症抑制 (60 mg除く)

血栓塞栓症の治療及び予防

用法・用量
1回150mg 分2

必要に応じて

1回110mg 分2

①1回15 mg 分1
年齢・体重・腎機能に応じて

1回10 mg 分1
②発症後3週間は1回15mg 分2

その後1日1回

①1回5 mg 分2
年齢・体重・腎機能に応じて

1回2.5 mg 分2
②1回10 mg 分2   7日間
その後 1回5 mg 分2

①②：1回30 mg (≦ 60 kg)
1回 60 mg ( > 60 kg) 分1
③：1回 30 mg 分1

成人：1~5 mg/day 分1
12か月未満：0.16 mg/kg/day
1~15歳：0.04~0.10 mg/kg/day

用量調節
Ccrに応じて減量
Ccr < 30 は禁忌

Ccr < 50 は10 mgに減量
15 ≦ Ccr < 30 は慎重

Ccr < 15 は禁忌

①年齢80歳以上②体重60㎏以下
③Cr：1.5mg/dL以上

のうち2つ以上該当する場合は2.5 mgに減量
Ccr < 15 は禁忌

15 ≦ Ccr < 30 は15~30 mgに減量
Ccr < 15 は禁忌 PT-INRにより調節

併用禁忌 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ（経口剤）
HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害薬, ｺﾋﾞｼｽﾀｯﾄ

ｱｿﾞｰﾙ系抗真菌薬 （経口・注射薬・ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙを除く） ― V.K2（メナテトレノン：グラケーÒ）

イグラチモド（ケアラムÒ）、ミコナゾール

作用機序 選択的直接的 F Ⅱa阻害 選択的直接的作用型 F Xa阻害 F Ⅱ・Ⅶ・Ⅸ・Ⅹ阻害

T1/2 (hr) 10~14 5.7~12.6 6~8 10~14 55~133

Tmax (hr) 0.5~2 1.4 3~3.5 1~2 0.5~1

B.A. (%) 6.5（吸収：7%） 80~100 50 62 100

蛋白結合率 (%) 34~35 92~95 87（血球にも移行） 40.0~58.9 90~99

分布容積 (L) 60~70 50 21 107 0.14 (L/kg)

代謝酵素 エステラーゼ（活性化）・UGT CYP3A4, 2J2 CYP3A4/5 ｶﾙﾎﾞｷｼｴｽﾃﾗｰｾﾞ・UGT・CYP3A4 CYP2C9 (1A2, 3A4)

排泄経路 尿中・糞中（一部） 尿中・糞中 尿中・胆汁・消化管分泌 尿中・糞中 尿中・糞中

クリアランス率
(%) 尿中：85 糞中：6 尿中未変化体：36、尿中不活代謝物：30

糞中不活代謝物：33 尿：27 糞：73 尿中未変化体：23.8、尿中代謝物：11.6
糞中未変化体：49.1、糞中代謝物：13.1 尿中：33 糞中：66

代謝薬物相互作用 P糖タンパク CYP3A4、P糖タンパク P糖タンパク ワーファリン相互作用一覧参照

ワーファリン
から切り替え PT-INR < 2 から 70歳以上：PT-INR < 1.6 から

70歳未満：PT-INR < 2.0から PT-INR < 2 から PT-INR < 2 から
ワーファリン以外の

抗凝固薬からの切り替え 予定服用時間2時間前から 12時間以上あけてから 次回に投与を予定していた
時間まで間隔をあけてから 次回の予定される時間から 個々の薬剤を参照

ワーファリン
への切り替え N.D. PT-INTの下限を超えるまでは併用 PT-INTの下限を超えるまでは併用 PT-INR > 2 まで本剤を併用

ワーファリン以外の
抗凝固薬への切り替え 12時間間隔をあけてから N.D. 次回に投与を予定していた

時間まで間隔をあけてから 次にリクシアナを投与する時間から 個々の薬剤を参照
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▶抗凝固薬作用機序

プラザキサÒ

ワーファリンÒ

エリキュースÒ

リクシアナÒ

イグザレルトÒ

ワーファリンÒワーファリンÒ
ワーファリンÒ

▶ワーファリンの作用発現時間・持続時間

発現：投与後12~24時間目、十分な効果は36~48時間後
持続時間：48~72時間持続する

▶PT-INR：Prothrombin Time-International Normalized Ratio
プロトロンビン時間の国際標準化

INR = 患者血漿の!"（秒）
正常血漿の平均!"（秒）

#$#

＊ISI：International Sensitivity Index
（測定試薬につけられているロット間および施設間等の差を補正するために標準化された値）



抗血小板薬と抗血栓薬の使い分け

血流の速い動脈では

血管が切れたり、血管壁が破れたりして、普段接しな

い組織やプラークと血液が接触することで、まず血小
板の凝集が進み、血小板血栓が形成される

治療薬

血小板の凝集を妨げる抗血小板薬が用いられる（アス
ピリン、チクロピジン、クロピドグレル、プラスグレ

ル、シロスタゾールなど）

適応となる疾患

狭心症、心筋梗塞、ステント留置術後 など

血流の遅い静脈や左心房では

血流の遅い部分で血液凝固因子の濃度が高まって凝固

作用が進行し、赤色血栓が形成される

治療薬

血液凝固因子の働きを抑える抗凝固薬が用いられる
（ワルファリン、ダビガトラン、リバーロキサバン、

アピキサバン、エドキサバン）

適応となる疾患

心房細動（心原性脳塞栓症）、下肢静脈血栓症 など



分類 HMG-CoA reductase阻害剤（スタチン系）薬剤

一般名 プラバスタチン シンバスタチン フルバスタチン アトルバスタチン ピタバスタチン ロスバスタチン

商品名 メバロチンÒ リポバスÒ ローコールÒ リピトールÒ リバロÒ クレストールÒ

剤形・規格
細粒：0.5, 1%
錠：5, 10 mg 錠：5, 10, 20 mg 錠：10, 20, 30 mg 錠：5, 10 mg 錠・OD錠：1, 2, 4 mg 錠：2.5, 5 mg

粉砕可否 ○ ○ ×
（光により着色、強い苦み）

△（苦味・吸湿）
×

（光に不安定、苦味）
×

(吸湿性、原薬が不安定で分解産物増加)

適応
高脂血症

家族性高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症
高脂血症

家族性高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

高コレステロール血症
家族性高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

高コレステロール血症
家族性高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

高コレステロール血症
家族性高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

高コレステロール血症
家族性高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

用法・用量
10 mg/day
分1又は分2

max 20 mg/day

5 mg/day
分1

max 20 mg/day

20 ~ 30 mg/day
分1 夕食後

max 60 mg/day

10 mg/day
分1

通常 max 20mg/day
家族性 max 40mg/day

1 ~ 2 mg/day 分1
max 4 mg/day

10歳以上の小児
1 mg/day 分1
Max 2 mg/day

2.5 ~ 5 mg/day
分1

通常 max 10 mg/day
家族性 max 20mg/day

禁忌  重篤な肝機能障害 重篤な肝機能障害 肝機能低下
重篤な肝機能障害又は

胆道閉塞
肝機能低下

併用禁忌 ﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ系薬
ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ ﾐｺﾅｿﾞｰﾙ

ｱﾀｻﾞﾅﾋﾞﾙ ｻｷﾅﾋﾞﾙ
ﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ系薬

ﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ系薬 ﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ系薬
ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ

ﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ系薬

ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ

ﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ系薬

物性 水溶性 脂 溶 性 水溶性

腎排泄率 (%) 10.7~11.8 < 0.42 < 0.05 < 1.2 0.3 4

T1/2(hr) 2.7 2.3 1.3 9.4 α相：0.7
β相：2.5 20.2

Tmax (hr) 1.1 3.7 0.8 0.8 0.8 5

B.A. (%) 17.3~19.1 < 5 29.0 12.2 60 29.0

蛋白結合率 (%) 53.1 > 98 95~97 95.6~99.0 > 99 89.0

代謝酵素 - CYP3A4 CYP2C9 CYP3A4 CYP2C9（わずか） CYP2C9, 2C19

排泄経路
胆汁→糞中
尿中

胆汁 胆汁→糞中 肝代謝→胆汁
（グルクロン酸抱合）

胆汁→糞中 胆汁→糞中

相互作用 少ない 多い 少ない 少ない

LDL-C低下作用 弱 い 強 力
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分類 インスリン分泌促進薬

一般名 グリベンクラミド グリクラジド グリメピリド ナテグリニド ミチグリニド レパグリニド

商品名
オイグルコンÒ

ダオニールÒ グリミクロンÒ アマリールÒ スターシスÒ

ファスティックÒ グルファストÒ シュアポストÒ

規格
錠

1.25, 2.5 mg
錠

20, 40 mg
錠, OD錠

0.5, 1, 3 mg
錠

30, 90 mg
錠

5, 10 mg
錠

0.25 mg, 0.5 mg

適応 ２型糖尿病
2型糖尿病における食後
血糖推移の改善 2型糖尿病 2型糖尿病

適応条件 食事運動療法で効果不十分の場合
食事運動療法で効果不十分、また
は食事運動＋αGI・BG系・TZ系の

併用で効果不十分の場合
- -

用法・用量
1.25~2.5 mg/day

分1~2
max 10 mg/day

40~120 mg/day
分1~2

max 160 mg /day

開始：0.5~1 mg/day分1~2
維持：1~4 mg/day

max 6 mg/day

90 mg/回
分3食直前

max 120 mg/回

10 mg/回
分3食直前

（高齢者は1回5 mgから開
始）

開始：0.25mg/回
分3食直前

維持：0.25~0.5 mg/回
max 1 mg/回

粉砕の可否 ○ ○ ○ n.d. ○ ×

T1/2 (hr) 2.7 12.3 1.47 1.1~1.3 1.2 0.75

Tmax (hr) 1.5 2 1.33 0.9~1.8 0.23~0.28 0.5

B.A.(%) 45 n.d. (100) 100 n.d. >93 62.5

蛋白結合率 (%) 99 93.7 99.4 n.d. 97 98.3~98.6
クリアランス

(mL/min) 100 13.5 47.8 n.d. 108 543

代謝・排泄 肝代謝→腎排泄
主に腎排泄

胆汁・糞中もあり
腸管循環する

CYP2C9 代謝 (CYP2C9)
活性代謝物へ

抱合→腎排泄
UGT1A9, 1A3

グルクロン酸抱合
肝代謝：CYP2C8

排泄割合
（尿中：糞中）

68 : 23 尿中：61% 57.5 : 35.0 40 : 60 93 : 6 5 : 95

注意点 体重増加に注意
3 hr後に効果最大
6 hrで効果消失

活性代謝物が腎排泄のた
め腎機能低下者には禁忌



分類 DPP-4阻害薬

一般名 ｼﾀｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ ﾋﾞﾙﾀﾞｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ ｱﾛｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ ﾘﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ ﾃﾈﾘｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ ｱﾅｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ ｻｷｻｸﾞﾘﾌﾟﾁﾝ

商品名
ジャヌビアÒ

グラクティブÒ エクアÒ ネシーナÒ トラゼンタÒ テネリアÒ スイニーÒ オングリザÒ

規格
錠

12.5, 25, 50, 100 mg
錠

50 mg
錠

6.25, 12.5, 25 mg
錠

5 mg
錠

20 mg
錠

100 mg
錠

2.5 mg, 5 mg

適応 2型糖尿病

用法・用量
50 mg/day
分1

max 100 mg/day

100 mg/day
分2

状況により分1

25 mg/day
分1

5 mg/day
分1

20 mg/day
分1

max 40 mg/day

100 mg/day
分2

max 200 mg/day

5 mg/day
分1

腎・肝機能低
下時

用量調節

30 ≦ Ccr < 50：25 mg
Ccr < 30 ：12.5 mg
透析：12.5 mg

慎重投与
30 ≦ Ccr < 50 ：12.5 mg
Ccr < 30：6.25 mg 不要 不要

Ccr < 30 ：100 mg 分1
透析：100 mg分1

Ccr < 30 ：2.5 mg 
透析：慎重投与

代謝・排泄
主に腎排泄
（尿細管分泌）

全身で加水分解
腎尿細管分泌

主に腎排泄
（尿細管分泌）

主に
胆汁糞中排泄

代謝 (CYP3A4, FMO1/3)
尿細管分泌 (20%)

P-gp基質：阻害作用有

主に腎排泄
（尿細管分泌）

代謝 (CYP3A4/5)
尿細管分泌

T1/2 (hr) 12 2 17 105 24 α相 : 1.87 
β相 : 5.75 

6.0~6.8 
主要活性代謝物

8.6~10.8 

Tmax (hr) 2~4 1.0~1.5 1.1 記載なし 1 0.92 0.8

作用時間 (hr) 24 12~24 24 24 24 12~24 24

B.A.(%) 87 85 記載なし 30 記載なし 73.2 記載なし

蛋白結合率 (%) 38 9.3 28.2~38.4 90（濃度依存的） 77.6~82.2 37.1~48.2 0



分類 SGLT-2阻害薬

一般名 イプラグリフロジン トホグリフロジン ダパグリフロジン ルセオグリフロジン カナグリフロジン エンパグリフロジン

商品名 スーグラÒ
アプルウェイÒ

デベルザÒ フォシーガÒ ルセフィÒ カナグルÒ ジャディアンスÒ

剤型・規格 錠 25, 50 mg 錠 20 mg 錠 5, 10 mg 錠 2.5, 5 mg 錠 100 mg 錠 10, 25 mg

用法・用量
50 ~ 100 mg/day

分1 
朝食前又は朝食後

20 mg/day
分1

朝食前又は朝食後

5 ~ 10 mg/day
分1

2.5 ~ 5 mg/day
分1

朝食前又は朝食後

100 mg/day
分1

朝食前又は朝食後

10 ~ 25 mg/day
分1

朝食前又は朝食後

適応 1・2型糖尿病 2型糖尿病 1・2型糖尿病 2型糖尿病 2型糖尿病 2型糖尿病

作用機序 近位尿細管のグルコース輸送タンパク SGLT-2 を阻害し、グルコースの再吸収を抑制

分配係数 251.2 1.7 2.45 159 3.44 50.1

T1/2(hr) 9.81 5.29± 0.508 12.1 11.2 ± 1.05 10.2 7.76 ~ 11.7

Tmax (hr) 1.25 1.00± 0.000 1.25 1.11 ± 0.546 1.0 1.25 ~ 2.5

B.A. (%) 90.2 97.5 78 N.D. 65 > 22.9

初回通過効果 (%) ほとんど受けない < 2.5 7 N.D. N.D. ほとんど受けない

分布容積 (L) 127 50.6 118 41.3 260 76.5

蛋白結合率 (%) 94.6~96.5 82.3~82.6 91 96 98 84.7

主な代謝酵素 UGT2B7
(グルクロン酸抱合)

CYP2D18, 4A11,
4F3B, ADH

UGT1A9
(グルクロン酸抱合)

UGT1A1
(グルクロン酸抱合)

CYP3A4/5, 4A11, 4F2, 4F3B

UGT1A9, UGT2B4
(グルクロン酸抱合)

CYP3A4, 2D6

UGT1A3, 2B7, 1A8, 
1A9

排泄経路 尿中・糞中

排泄
(尿中：糞中) 67.9 : 32.7 77.0 : 21.7 75 : 21 ‐

32.5 : 60.4
（投与後168時間）
投与後48時間までは尿中に
未変化体は認められない

54.4：41.2
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▶SGLT-2阻害薬作用機序

SGLT-2阻害薬
SGLT-2阻害薬

カナグルのインタビューフォームより引用



分類 高尿酸血症治療薬

小分類 尿酸合成阻害 尿酸排泄促進

一般名 アロプリノール フェブキソスタット トピロキソスタット ドチヌラド プロベネシド ベンズブロマロン ブコローム

商品名 ザイロリックÒ フェブリクÒ トピロリックÒ

ウリアデックÒ ユリスÒ ベネシッドÒ ユリノームÒ パラミジンÒ

剤形・規
格

錠：50, 100 mg  錠：10, 20, 40 mg 錠：20, 40, 60 mg 錠：0.5, 1, 2 mg 錠：250 mg 錠：25, 50 mg Capsule：300 mg 

粉砕可否 ○ N.D. N.D. N.D. △（苦味有） △（光に不安定）
×（主成分の融点が低い為）

脱カプOK

適応
痛風・高尿酸血症を伴う高血
圧症における高尿酸血症の是

正
痛風・高尿酸血症 痛風・高尿酸血症 痛風・高尿酸血症

① 痛風
② ペニシリン・パラアミノサリチル

酸の血中濃度維持

① 痛風
② 高尿酸血症を伴う

高血圧症

① 高尿酸血症
② 関節リウマチ
③ その他の消炎

（添付文書参照）

用法・用量
200~300 mg/day
分2~3食後

開始：10 mg/day 分1
維持：40 mg/day 分1

Max 60 mg/day 分1

開始：40 mg/day 分2
維持：120 mg/day 分2

Max 160 mg/day 分2
すべて朝夕食後

開始：0.5 mg/day 分1
維持：2 mg/day 分1
max：4 mg/day 分1

① 0.5~2 g/day 分2~4
維持：1~2 g/day 分2~4
② 1~2 g/day 分4

①開始：25 or 50 mg/day 分1
維持：1回50 mg 分1~3
② 1回50 mg 分1~3

① 300~900 mg/day 分2~4
② 900~1200 mg/day 分2~4
③ 600~1200 mg/day 分2~4

併用禁忌 — メルカプトプリン（ロイケリンÒ散10%）
アザチオプリン（アザニンÒ錠50 mg・イムランÒ錠 50 mg） — — — —

作用機序 Xanthine Oxidase 阻害 1度目の尿酸再吸収阻害
URAT1阻害

1度目の尿酸再吸収阻害
尿細管分泌阻害

分泌後の尿酸再吸収阻害 尿酸再吸収阻害

分配係数 (pH=7) 0.33 39.8 25.7 31.6 N.D. (水にはほとんど溶けない) ∞ ∞

T1/2 (hr)
未：1.6 代：

17.1 6.2 ~ 7.3 4.56 ~ 7.49 9.3 6 ~ 12 未：5.4 6 - ﾋﾄﾞﾛｷｼ体：18.0 29

Tmax (hr) 未：2.1 代：4.6 1.2 ~ 1.9 0.67 ~ 0.92 3 1 ~ 5 未：2.7 6 - ﾋﾄﾞﾛｷｼ体：4.8 4 ~ 6

B.A. (%) 67 ~ 90 N.D. (吸収率：84 ~ 92以上) N.D. (吸収率：76.8以上) 91.4 100 N.D. (ある程度は吸収されている) N.D. (おそらく50程度)

初回通過効果 (%) N.D. N.D. N.D. N.D. 0 N.D. N.D.

蛋白結合率 (%) 0 97.8 ~ 99.0 97.5 ~ 98.8 99.2~99.4 83 ~ 95 96.3 ~ 98.3 90

代謝酵素
色付：主代謝物薬理活性有

Xanthine Oxidase
代謝体のオキシプリノールに薬理活性有

複数のCYP・UGT
（主にグルクロン酸抱合体）
酸化代謝物には薬理活性有

UGT1A9
（グルクロン酸抱合体）
代謝体に活性はほとんどない

UGT, SULT
(グルクロン酸・硫酸抱合)

UGT, 一部別代謝
抱合体以外の代謝物には活性有

CYP2C9
6 -ヒドロキシ体には薬理活性有

N.D.

排泄経路 尿中（濾過）・糞中
肝代謝→ 尿中

糞中
肝代謝→ 尿中

糞中
尿・糞・呼気

肝代謝→ 尿中
尿中・胆汁中

肝代謝→ 胆汁中・糞中 尿中

クリアランス
率 (%)

アロプリノール (A)：7.9
オキシプリノール (O)：55.9
（A) ヌクレオシド：9.5
(O) ヌクレオシド：2.66

糞中：24

尿中未変化体：2.2 ~ 3.9
グルクロン酸抱合体：49.0 ~ 51.6
酸化代謝体：9.7 ~ 12.7
糞中 (未吸収体含)：< 39.1

尿中未変化体：< 0.1
尿中代謝体：76.8
糞中：23.2

尿中：86.4
糞中：7.93
呼気：5.02

尿中未変化体：< 4
グルクロン酸抱合体：40
尿中肝代謝体：約 35
胆汁中：約 20

尿中 6 - ﾋﾄﾞﾛｷｼ体：1.2
胆汁・糞中：> 90

尿中未変化体：25.0
尿中代謝体：23.4

糞中：50



▶Xanthine Oxidase 阻害薬の作用機序と体内プリン体代謝経路

尿 酸

XO：Xanthine Oxidoreductase

フェブキソスタット

トピロキソスタット

アロプリノール

主に肝・小腸・腎・血管内皮等の組織に分布

＜フェブキソスタット＞

• XOの触媒部位の空間を埋めるようにしてXOと強固に結合する
• XOの酸化還元状態にかかわらず結合し阻害する
• 混合型の阻害形式

＜トピロキソスタット＞

• XOの反応中心であるモリブデン (Ⅳ価) と共有結合する
• XOの複数のアミノ酸残基との相互作用によって阻害作用を示す（左図）
• 競合型の阻害形式

＜アロプリノール＞

• 尿酸と拮抗することでXOを阻害する
• 主代謝体のオキシプリノールもXO阻害作用がある
• 競合型の阻害形式



▶プロベネシド（ベネシッドÒ）・ベンズブロマロン（ユリノームÒ）・ドチヌラド（ユリスÒ）作用機序

①

②

③

④

⑤

① 糸球体濾過：100%
② 尿細管再吸収

③ 尿細管分泌
④ 分泌後再吸収
⑤ 尿中尿酸排泄：10%

▶尿酸排泄過程

プロベネシド
ベネシッドÒ

一部

尿酸の移行イメージ図

ベンズブロマロン
ユリノームÒ

近位尿細管のトランスポーター分布と尿酸以降イメージ図

ドチヌラド
ユリスÒ



▶高尿酸血症治療アルゴリズムと病型

＜通常高尿酸血症の場合＞ ＜高血圧症を合併した高尿酸血症の場合＞

●高尿酸血症の病型とデータ算出方法



大分類 抗精神病治療薬（非定型）

小分類 DSS SDAM DSA SDA

一般名 アリピプラゾール ブレクスピプラゾール ブロナンセリン ルラシドン ペロスピロン リスペリドン パリペリドン

商品名 エビリファイÒ レキサルティÒ ロナセンÒ ラツーダÒ ルーランÒ リスパダールÒ インヴェガÒ

規格
錠：3, 6, 12, 24 mg

OD錠：3, 6, 12, 24 mg
内用液：0.1% 1 mL

錠：1, 2 mg 錠：2, 4 mg
散：20 mg/g

錠：20, 40, 60, 80 
mg 錠：4, 8, 16 mg

錠：1, 2, 3 mg
OD錠：1, 2, 3 mg
細粒：10 mg/g
内用液：1 mg/mL

錠：3, 6, 9 mg

粉砕可否 ×（吸湿） n.d. ○ n.d. △（苦味） △（苦味） ×
（徐放性：OROS）

適応

用法・用量

①統合失調症
②双極性障害（躁）
③うつ病・うつ状態

④小児自閉症スペクトラムに
伴う易刺激性

統合失調症 統合失調症
①統合失調症
②双極性障害におけ
るうつ状態の改善

統合失調症
①統合失調症
②小児自閉症スペクトラムに
伴う易刺激性

統合失調症

6~12 mg/day 分1～2
維持量：6～24 mg/day

max 30mg/day
②・④は添付文書参照 開始：1 mg 分1

維持：2 mg 分1
だだし増量の際は４日以
上の間隔を開ける

6~12 mg/day
分1～2

維持量：6～24 mg/day
max 30mg/day

①開始： 40 mg 分1
維持：40~80 mg 分1

Max 80 mg/day

②開始： 20 mg 分1
維持：20~60 mg 分1

Max 60 mg/day

腎機能に応じて要用量調節

1回4 mg分3
維持量：12~48 mg/day

max 48 mg/day

統合失調症

1回1 mg分2
維持量：2~6 mg/day

max 12 mg/day

小児：添付文書参照

分1朝食後 6 mg
max 12 mg

増量時：3 mg ずつ
5日以上の間隔をあけて

うつ病（24 mg除く）

3 mg/day 分1
増量時：3 mg ずつ up

max 15 mg/day

等価換算 4 n.d. 4 n.d. 8 1 1.5
併用禁忌 アドレナリン（アナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く）

禁忌

ｱｿﾞｰﾙ系抗真菌薬
HIVﾌﾟﾛﾃｱｰｾﾞ阻害薬 CYP3A4の強い阻害・誘導剤 Ccr＜ 50 mL/min

昏睡状態の患者。ﾊﾞﾙﾋﾞﾂｰﾙ酸誘導体・麻酔剤等の中枢神経抑制剤の強い影響下にある患者

T1/2 (hr)
61

主要活性代謝物：279 53~67 13.1
主要活性代謝物：28.9 22.45 α相 : 1~3

β相 : 5~8 
3.9 

主要活性代謝物：21.7 20~23

Tmax (hr)
3.6

主要活性代謝物：69.6 6.0 2 1.50 1.4~2.3 1.1 
主要活性代謝物：3.3 24

B.A.(%) 86.6 100 N.D. >9.19~19.1 N.D. 66 28
蛋白結合率(%) 99.8~99.9 99.8 > 99.7 99.8 96~97 90 73.2
クリアランス

(mL/min) 70.5 EM:19.1, IM:12.3 N.D. 1330 N.D. 378 70.5

主要代謝酵素 CYP2D6, 3A4 CYP3A4, 2D6 CYP3A4 CYP3A4 CYP3A4,1A1, 2C8, 2D6 CYP2D6, 3A4 CYP2D6, 3A4（わずか）

排泄経路
割合（%）

尿中（代謝物）27%
糞中(未):18%, (代):42%

尿中：46.0%
糞中：24.6%

尿中（代謝物）58.6%
糞中（代謝物）30.4%

尿中(代謝物)：
9.19~19.1%

糞中：67.2~80.1%
尿中と糞中

尿中（代謝物）69%
糞中（代謝物）14% 尿中59%, 糞中11%



大分類 抗精神病治療薬（非定型）

小分類 MARTA

一般名 オランザピン クエチアピン クロザピン クエチアピン アセナピン

商品名 ジプレキサÒ セロクエルÒ クロザリルÒ ビプレッソ® シクレスト®

規格
錠：2.5, 5, 10 mg
ｻ゙ ｲﾃ゙ ｨｽ錠：2.5, 5, 10 mg
細粒：10 mg/g

錠：25, 100, 200 mg
細粒：500 mg/g 錠：25, 100 mg 徐放錠：50, 100 mg 舌下錠 5, 10 mg

粉砕可否
錠：×（安全性不確立）
ｻﾞｲﾃﾞｨｽ：×（速溶錠） ○ ○ × -

適応

用法・用量

①統合失調症
②双極性障害（躁・うつ）
③抗悪性腫瘍剤投与に伴う消化器症状

統合失調症 治療抵抗性統合失調症
双極性障害における
うつ症状の改善

統合失調症

①1回5~10 mg分1
維持量：5～10 mg/day
max 20 mg/day

②1回10 mg分1
max 20 mg/day

③1回5 mg分1
max 10 mg/day
原則他剤と併用

1回25 mg分2~3
維持量：150~600 mg/day

max 750 mg/day

初日：12.5 mg 分1
2日目：25 mg 分1

3日目以降：
1日25 mgずつ up

50 mg以上時：分2~3
維持：200~400 mg/day

max 600 mg/day

初回：50 mg
2日以上間隔をあけて 150 mg へ
さらに２日以上あけて 300 mg へ

分１ 寝る前

食後2時間以上あけて服用

開始・維持：1回 5 mg を分2
Max 1回 10 mg を分2

等価換算 2.5 66 50 66 2.5

併用禁忌
個別にあり添付文書参照

アドレナリン（アナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く）

禁忌
糖尿病患者・既往歴のある患者

昏睡状態の患者。ﾊﾞﾙﾋﾞﾂｰﾙ酸誘導体・麻酔剤等の中枢神経抑制剤の強い影響下にある患者

T1/2 (hr) 28.5 3.2 16 6.8 17.1

Tmax (hr) 4.8 1.3 2 7.0 1.25

B.A.(%) 60 >72.8 2 >72.8 34.8
蛋白結合率

(%) 93 83 91 83.0 97.3
クリアランス

(mL/min) 413.3 1330 1462 865

主要代謝酵素 CYP1A2, 2D6 CYP3A4 CYP1A2, 3A4 CYP3A4 グルクロン酸抱合
CYP1A2 (一部2D6, 3A4)

排泄経路
尿中（代謝物）57%
糞中（代謝物）30%

尿中（代謝物）72.8%
糞中（代謝物）20.2%

尿中（代謝物）49%
糞中（代謝物）29.6%

尿中（代謝物）72.8%
糞中（代謝物）20.2%

尿中（代謝物）49%
糞中（代謝物）39%



大分類 抗精神病治療薬（定型）

小分類 ベンザミド系 ブチロフェノン系 フェノチアジン系

一般名 チアプリド スルピリド スルトプリド ハロペリドール ペルフェナジン フルフェナジン レボメプロマジン クロルプロマジン

商品名 グラマリールÒ ドグマチールÒ バルネチールÒ セレネースÒ

リントンÒ
トリラホンÒ

PZCÒ
フルデカシンÒ

フルメジンÒ
ヒルナミンÒ

レボトミンÒ
コントミンÒ

ウインタミンÒ

規格
錠：25, 50 mg
細粒：100 mg/g

錠：50, 100, 200mg
カ：50 mg

細粒：100 mg/g
500 mg/g

筋注：50, 100 mg

錠：50, 100, 200mg
細粒：500 mg/g

錠：0.75, 1 (セ), 
1.5, 2 (リ), 3 mg
細粒：10 mg/g
内用液：2 mg/mL(セ)
注：5 mg

トリラホン
錠：2, 4, 8 mg
散：10 mg/g

PZC
糖衣錠：2, 4 ,8 mg
散：10 mg/g
筋注：2 mg

フルメジン
糖衣錠：0.25, 0.5, 1 mg
散：2 mg/g

フルデカシン

筋注：25 mg

錠：5, 25, 50 mg
散：500 mg/g
散：100 mg/g (レ)
顆粒：100 mg/g (レ)
筋注：25 mg

コントミン
糖衣錠：12.5, 25, 50, 100 mg
筋注：10, 25, 50 mg

ウインタミン
錠：12.5, 25, 50, 100 mg
細粒：100 mg/g

粉砕可否
△

（苦味・吸湿性）
△

（苦味・吸湿性）
△

（苦味）
△

（主薬含量少量）
○

（苦味有）
×

（光に不安定）
×

（光に不安定）
×

（光に不安定）

適応

脳梗塞後遺症に伴う

攻撃的行為・精神興
奮・徘徊・せん妄の

改善

①胃・十二指腸潰瘍
②統合失調症

③うつ病・うつ状態

躁病、統合失調症の

興奮および幻覚・妄
想状態の改善

統合失調症・躁病
統合失調症

術前後の悪心・嘔吐

メニエール症候群
統合失調症

統合失調症・躁病

うつ病における
不安・緊張

統合失調症・躁病
その他※

用法・用量

75~150 mg/day 
分3

ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑや

ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱの患者：

25 mg/day 分1

① 150 mg/day 分3
② 300~600 mg/day 分服

max 1200 mg/day
③ 150~300 mg/day 分服

max 600 mg/day

300~600 mg/day
max 1800 mg/day

0.75~2.25 mg/day
維持量：3~6 mg/day
注：1回5 mg 分1~2

6~24 mg/day分服
精神科：6~48 mg/day

筋注：1回 2~5 mg

フルメジン

1~10 mg/day分服
フルデカシン

12.5~75 mg/ 4 week

25~200 mg/day 分服

筋注：1回25 mg

30~150 mg/day
精神科：50~450

mg/day
筋注：1回10~50 mg

等価換算 100 200 200 2 10 2 100 100

併用禁忌 ― ― QT延長薬 アドレナリン
アドレナリン

筋注のみクロザピン アドレナリン

特徴
スルピリドは脳内移行率が悪い 食欲増進作用

薬剤性パーキンソン症状・高ﾌﾟﾛﾗｸﾁﾝ血症（月経停止・乳汁分泌）
抗幻覚妄想作用
せん妄・チックに有効

α1遮断作用 → 鎮静・催眠作用 ⇒ 興奮・不穏患者に用いられる
EPSは比較的マイルド 抗コリン作用・起立性低血圧あり

T1/2 (hr) 3.91 6~8 3 24.1

N.D.

14.7 15~30 α相 : 2.5
β相 : 11.7 

Tmax (hr) 2 2 1 5.1 0.5 1~4 3.2

B.A.(%) 100 27 10~15 60 N.D. N.D. 32
蛋白結合率(%) < 10 3.6~4.5 N.D. 92 N.D. > 90 95~98
クリアランス

(mL/min) 310 607 N.D. 826 N.D. 600~4940 1088

主要代謝酵素 一部 N-脱エチル化 N.D. 一部酸化 CYP2D6, 3A4 CYP2D6 CYP2D6 CYP2D6
活性代謝物へ

CYP2D6

排泄経路
割合 (%) 尿中：71.7 尿中（未）：30

糞中（未）：16.5
尿中（未）：88
尿中（代）：4

尿中：29
糞中：15 N.D. N.D.

腎（未）1
腎（代）10
胆汁

尿中(代)：50
糞中(代)：50



ドパミン神経系と抗精神病薬の作用

1 陽性症状（幻覚・妄想）と関連（A10）
遮断により抗精神病作用
活性化により多幸感・快感

2 陰性症状・認知機能低下と関連（A10）
遮断により抑うつ的・認知機能低下が引き起こされる

3 運動調節と関連（A9）
遮断により遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ・薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症状

4 ﾌﾟﾛﾗｸﾁﾝの分泌と関連（A12）
遮断によりﾌﾟﾛﾗｸﾁﾝ分泌促進
⇒ 無月経・乳汁漏出・食欲増進（体重増加）



神経集団番号 神経集団名称 主な作用

A8 赤核後核 辺縁系へ投射

A9 黒質緻密部 新線条体へ投射。パーキンソン病の関連部位として錐体外路運動に関与

A10 腹側被蓋野
辺縁系へ投射する中脳辺縁系路：扁桃体の興奮（情動）により活性化
前頭葉へ投射する中脳皮質路 ：ストレスや不安等負の要因で活性化

A11 間脳後部 視床下部へ投射。レストレスレッグス症候群の関連部位

A12 弓状核
下垂体ホルモンの分泌に制御する。この系の抑制はプロラクチンの分泌を促進する（D2ブロッカーの
高プロラクチン血症の原因部位）。

A13、A14 不確帯 視床下部へ投射

A15 嗅球

ドパミン・ノルアドレナリン神経系



黒質-線条体路では、中脳の黒質に細胞体を置くドパミンニューロンが、線条体で
GABAを伝達物質とする抑制性の中型有棘神経細胞を抑制的に制御している。

抑制性の中間有棘神経細胞の抑制制御
がうまく行かない
アセチルコリン神経の活性化
→GABA神経の興奮
→視床下核の興奮
→視床の抑制
→錐体外路障害

主として前頭葉のNMDA受容体やドパ
ミン受容体の異常

→ドパミンの分泌が亢進
→基底核のD2受容体を刺激
→視床が興奮
→ちょっとのことでもビクッとしてし
まうような知覚過敏の状態を作り出す

パーキンソン病

統合失調症

黒質‐線条体系



分類 認知症治療薬

一般名 ドネペジル ガランタミン リバスチグミン メマンチン

商品名 アリセプトÒ レミニールÒ リバスタッチÒ イクセロンÒ メマリーÒ

剤

形
・
規
格

錠 3, 5, 10 mg 4, 8, 12 mg - 5, 10, 20 mg

口腔内崩壊錠 3, 5, 10 mg 4, 8, 12 mg - 5, 10, 20 mg

細粒・DS (細粒0.5%) 5 mg/g・(DS1%) 10mg/g - - (DS2%) 20mg/g

内用液 - (0.4%) 4 mg/mL  1, 2, 3 mL - -

内服ゼリー 3, 5, 10 mg - - -

貼付剤 - - 4.5, 9, 13.5, 18 mg -

適応
アルツハイマー型・レビー小体型認知症 アルツハイマー型認知症

軽度～高度 軽度～中等度 軽度～中等度 中等度～高度

用法・用量 3 ~ 10 mg/day 分1 8 ~ 24 mg/day 分2 4.5 ~ 18 mg/day 分1 5 ~ 20 mg/day 分1

増量の仕方

作用機序 可逆的 AchE阻害 可逆的 AchE阻害 nAchR ｱﾛｽﾃﾘｯｸﾓｼﾞｭﾚｰﾀｰ 非可逆的 AchE / BuChE阻害 NMDA受容体阻害

主な副作用 悪心・嘔吐・食欲不振などの消化器症状（食後投与や経過観察で改善することも） めまい、傾眠

分配係数 18620 0.363 > 100 0.32

T1/2(hr) 62.2 ~ 70.0 8.0 ~ 9.4 2.12 ~ 2.78 55.3 ~ 71.3

Tmax (hr) 2 ~ 3 1.0 ~ 1.5 8 ~ 16 3.5 ~ 6.0

B.A. (%) 約50 (吸収率：> 90) 88.5 (吸収率：> 93.4) - 97

分布容積 (L/kg) 13.5 175 (L) 1.5 About 900 (L)

蛋白結合率 (%) 88.9 ~ 92.6 17.8 36 ~ 59 41.9 ~ 45.3

代謝酵素 CYP3A4, 一部2D6 CYP2D6 エステラーゼ→ 硫酸抱合 ‐

排泄経路 主に胆汁・一部尿中 肝代謝→尿中 尿中 尿中（濾過・分泌）

クリアランス率 (%) 尿中；(未)：10.6, (代)：25.3
胆汁：45.7 糞中：8.4

尿中；(未)：約20, (代)：73.4
糞中：3.4

投与量の半分が吸収されたとすると

尿中代謝体：ほぼ100
尿中：60

残りの40はどこから排泄されるか不明

相互作用 代謝酵素の競合阻害 相互作用は少ない
シメチジンなど（カチオン輸送系）：分泌遅延

NaHCO3, ｱｾﾀｿ゙ ﾗﾐﾄ゙など（尿アルカリ化薬）：排泄遅延
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分類 新規抗うつ薬

小分類 SSRI

一般名 フルボキサミン パロキセチン セルトラリン エスシタロプラム

商品名 デプロメールÒ

ルボックスÒ パキシルÒ ジェイゾロフトÒ レクサプロÒ

剤形・規格 錠：25, 50, 75 mg 錠：5, 10, 20 mg CR錠：6.25, 12.5, 25 mg 錠・OD錠：25, 50, 100 mg 錠：10 mg

粉砕可否 ×（苦味・舌の痺れ） ○ × △（N.D.） N.D.

適応
① うつ病・うつ状態
② 強迫性障害

③ 社会不安障害

① うつ病・うつ状態
② パニック障害

③ 強迫性障害
④ 社会不安障害
⑤ 外傷後ストレス障害

うつ病・うつ状態
① うつ病・うつ状態
② パニック障害 うつ病・うつ状態

用法・用量
初期：50 mg/day分2
max 150 mg/day分2

① 10~40 mg/day
② 10~30 mg/day 
③ 20~50 mg/day 
④ 10~40 mg/day
⑤ 10~40 mg/day 

すべて分1 夕食後
＊増量の仕方添付文書参照

開始：12.5 mg/day
12.5~50 mg/day

増量は１週間以上あけて
12.5 mg/dayずつ

初期：25 mg/day分1
以後漸増

max 100 mg/day分1

10 mg/day 分１
増量は1週間以上間隔をあける

max 20 mg/day

併用禁忌

セレギリン（エフピーÒ）、ラサギリン（アジレクトÒ）サフィナミド（エクフィナÒ）（投与中・中止後2週間以内） ピモジド（オーラップÒ）

チザニジン（テルネリンÒ）
ラメルテオン（ロゼレムÒ） ― ― ―

分配係数 (pH=7) 18 3.38 700 1.3

T1/2(hr) 9~14 15 13 24 24.6~27.7
Tmax (hr) 4~5 5 10 6.3~8.7 3.8~4.3

B.A. (%) 54.4 > 86 N.D. 80
初回通過効果(%) < 45.6 < 14 受けるN.D. 20
蛋白結合率 (%) 81 95 98.5 55.4

代謝酵素
色付：主代謝物活性有

CYP2D6
CYP1A2, 2C19 強力に阻害
CYP2C9, 2D6, 3A4阻害

CYP2D6
（脱メチレン化→不活）

CYP2C19, 2C9, 3A4
（代謝物に薬理活性無）

CYP2C19
CYP2D6, 3A4も関与

（代謝物に薬理活性無視可）

排泄経路 尿中 尿中・糞中 尿中・糞中 尿中・胆汁

クリアランス率 (%)
未変化体：1

肝代謝→ 尿中：99
肝代謝→ 尿中：64

糞中：35
肝代謝→ 尿中：49

糞中：51

尿中未変化体(EM)：13
尿中未変化体(PM)：22
尿中代謝体(EM)：20
尿中代謝体(EM)：13
残りは胆汁排泄と考えられる



分類 新規抗うつ薬

小分類 SNRI SRI・SRM NaSSA

一般名 ミルナシプラン デュロキセチン ベンラファキシン ボルセオキセチン ミルタザピン

商品名 トレドミンÒ サインバルタÒ イフェクサーÒ トリンテリックスÒ レメロンÒ

リフレックスÒ

剤形・規格 錠：12.5, 15, 25, 50 mg Capsule：20, 30 mg SR Capsule：37.5, 75 mg 錠：10, 20 mg 錠：15 mg

粉砕可否 △（苦味・吸湿性） ×（腸溶性） ×（徐放性） N.D. ×（苦味・変色）

適応 うつ病・うつ状態

①うつ病・うつ状態
②糖尿病性神経障害

に伴う疼痛

高度腎・肝障害・ｺﾝﾄﾛｰﾙ不良の閉塞隅角
緑内障には禁忌

うつ病・うつ状態 うつ病・うつ状態 うつ病・うつ状態

用法・用量

初期：25 mg/day
100 mg/day まで漸増
高齢者：max 60 mg/day

分2~3 食後

開始：20 mg/day
増量：1週間以上の間隔をあけて20 

mg/day ずつ

維持：40 mg/day
max 60 mg/day
分1 朝食後

開始：37.5 mg/day
1週後より 75 mg/day

max 225 mg/day
増量は75 mg/dayずつ１週以上

あけて

開始：10 mg/day 分1
max 20 mg/day

増量は１週間以上あけて

開始：15 mg/day
増量：1週間以上の間隔をあけて15 

mg/day ずつ

維持：15~30 mg/day
max 45 mg/day
分1 就寝前

併用禁忌 セレギリン（エフピーÒ）、ラサギリン（アジレクトÒ）サフィナミド（エクフィナÒ）（投与中・中止後2週間以内）

分配係数 (pH=7) 1.2 37.8 0.344〜204 >1000 1820

T1/2(h.r) β：7.9 β：12~17 未変化体：7.6〜9.7
活性代謝物：11.1〜12.3 67.63 32

Tmax (hr) 2~3 6~8 未：6, 活：8〜10 12 1.5

B.A. (%) 85 50.2 91.8（吸収率）
34.2 (B.A.) 74.9 49.7

初回通過効果(%) < 15 受ける N.D. 高い初回通過効果を受ける 62.7 N.D. 受ける N.D.

蛋白結合率 (%) 36.3~38.5 97~99 30 98.2〜99.3 85

代謝酵素
色付：主代謝物活性有

UDPGT, CYP3A4
(代謝物に薬理活性無)

CYPの代謝を受けにくい

CYP1A2, (2D6)
CYP2D6阻害

(一部の代謝物に薬理活性有)
CYP2D6, 一部3A4 CYP2D6, 3A4/5, 2C19

2C9, 2A6, 2C8, 2B6
CYP1A2, 2D6, 3A4
（一部代謝物に薬理活性有）

排泄経路 尿中 尿中・糞中 主に尿中 尿中・糞中 尿中・糞中

クリアランス率 (%) 未変化体 + 代謝体：85
肝代謝→ 尿中：72
肝代謝→ 糞中：18.5
薬理活性を持つ代謝物割合：N.D.

尿中：92
糞中：1.9

尿中：59
糞中：26

肝代謝→ 尿中：75
肝代謝→ 糞中：15
薬理活性を持つ代謝物：< 5

SRI・SRM：セロトニン再取り込み阻害、セロトニン受容体調節薬



▶ミルタザピン（レメロンÒ・リフレックスÒ）の作用機序および特徴

NaSSA：Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant
(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)

① NA 神経シナプス前 α2 自己受容体を遮断することにより NA の遊離を促進
② NA 細胞体に存在する α2 自己受容体を遮断することにより、NA 神経を活性化し、NA の遊離を促進
③ NA 遊離の促進による 5-HT 神経細胞体 α1 受容体を介した 5-HT 神経活動の活性化
④ 5-HT 神経シナプス前 α1 ヘテロ受容体を遮断することにより 5-HT 遊離を促進
⑤ シナプス後 5-HT2 及び 5-HT3 受容体を遮断することにより、遊離された 5-HT は 5-HT1 受容体を特異的に刺激

5-HT2 5-HT3

①

②

③

④

⑤
5-HT1

① 5-HT1受容体への刺激を選択的に増強させる
② 早期効果発現が認められている。（投与1週目から）
③ 催眠作用を併せ持つ1日1回就寝前投与の抗うつ薬
④ 薬物代謝酵素に対する阻害や誘導作用が少ない

⑤ 重大な副作用：
セロトニン症候群
無顆粒球症
好中球減少症

痙攣
肝機能障害
黄疸
SIADH

▶特徴



分類 PPIs (Proton Pump Inhibitors)
一般名 オメプラゾール ランソプラゾール ラベプラゾール エソメプラゾール

商品名 オメプラゾンÒ, オメプラールÒ タケプロンÒ パリエットÒ ネキシウムÒ

規格・剤形
錠：10, 20 mg OD錠・カプセル：15, 30 mg 錠：5, 10, 20 mg カプセル：10, 20 mg、懸濁用顆粒

10 mg 20 mg 15 mg 30 mg 5, 10 mg 20 mg 10 mg 20 mg

適
応

①

胃潰瘍
十二指腸潰瘍

吻合部潰瘍

逆流性食道炎
Zollinger-Ellison症候群

分1 20 mg
胃・吻合部潰瘍：8週間まで
逆流性食道炎：8週間まで
十二指腸潰瘍：6週間まで

再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持：
分1 10~20 mg

分1 30 mg
胃・吻合部潰瘍：8週間まで
逆流性食道炎：8週間まで
十二指腸潰瘍：6週間まで

再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持：

分1 15~30 mg

分1 10~20 mg
胃・吻合部潰瘍：8週間まで
逆流性食道炎：8週間まで
十二指腸潰瘍：6週間まで

PPIで効果不十分な逆流性食道炎：分2  
20~40 mg（維持：分1~2  10~20mg）

分1 20 mg
胃・吻合部潰瘍：8週間まで
逆流性食道炎：8週間まで
十二指腸潰瘍：6週間まで

再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持：

分1 10~20 mg

②
ヘリコバクター・ピロリ菌の

除菌の補助 1回 20 mg 分2 1回 30 mg 分2 1回 10 mg 分2 - 1回 20 mg 分2

③ 非びらん性胃食道逆流症
分1 10 mg
4 週間まで - 分1 15 mg

4週間まで - 分1 10 mg
4週間まで - 分1 10 mg

4 週間まで -

④
NSAIDs・低用量アスピリン投
与時における胃潰瘍または十
二指腸潰瘍の再発抑制

- - 分1 15 mg - 分1  5~10 mg - 分1 20 mg

併用禁忌
アタザナビル（レイアタッツÒ）、リルピビリン（エジュラントÒ）

理由：胃内pH上昇による溶解性低下→血中濃度低下

胃内pH上昇作用 (%)
(Holding time above pH 4)*

10 mg：42.7
20 mg：58.9 55~59 10 mg：72.6

20 mg：78.3
10 mg：47.5
20 mg：62.4

投与後効果発現時間 (hr) 2~6 4~6 N.D. N.D.

特 徴 腸溶錠；分割・粉砕不可
腸溶錠・顆粒；粉砕不可

経管投与可能
腸溶錠；分割・粉砕不可
相互作用が少ない

腸溶性顆粒；粉砕不可
オメプラゾールのS体

T1/2(hr) 2 1.4 0.9 1.1

Tmax (hr) 2 2.2 (食後：3.5) 3.6 (食後：5.3) 2.5

B.A. (%) ≧ 80 66.2 51.8 50

蛋白結合率 (%) 96.0~97.8 97.7~99.4 94.8~97.5 97

代謝酵素 CYP2C19, 一部3A4 CYP2C19, 3A4 主に非酵素的還元反応 CYP2C19,一部3A4

排泄経路 肝代謝→尿中排泄 肝代謝→胆汁排泄 肝代謝→尿中・胆汁排泄 肝代謝→尿中・胆汁排泄

排泄率 (%) (尿中：糞中) 80 (代謝物)：20 18 (代謝物)：81 40 (代謝物)：60 75 (代謝物)：25
* 24時間中に胃内pHが4以上を示す時間の割合



① 胃粘膜壁細胞の酸生成部位へ移行

② 酸による転移反応→活性体へと構造変換

③ 酸生成部位に局在しているプロトンポンプとして
役割を果たしているH+,K+-ATPaseのSH基と結合

④ 酵素活性を抑制

酸分泌を抑制

◆壁細胞における酸分泌機構とランソプラゾールの作用機序

◆プロトンポンプ活性回復機序

l 内因性のグルタチオン（GSH）によるジスルフィド
結合の開裂

l de novoのタンパク合成で新たにプロトンポンプ生成

注：図の構造は便宜的にランソプラゾールを用いているがPPIsにすべて当てはまる

ランソプラゾールのインタビューフォームより引用

PPIs 作用機序と活性回復機序



PPIs 構造式

◆ランソプラゾール

◆オメプラゾール ◆ラベプラゾール

◆エソメプラゾール



分類 H2 Blochkers (H2 receptor antagonist)

一般名 ラフチジン ニザジジン ロキサチジン ファモチジン ラニチジン シメチジン

商品名
ストガーÒ

プロテカジンÒ アシノンÒ アルタットÒ ガスターÒ ザンタックÒ タガメットÒ

規格・剤形 錠：5, 10 mg 錠：75, 150 mg カプセル：37.5, 75 mg
20%細粒

錠・D錠・2%散・10%散
10, 20 mg (錠・OD錠) 錠：75, 150 mg 錠：200, 400 mg、20% 細粒

適
応
・

用
法
・

用
量

①

胃潰瘍・
十二指腸潰瘍

20 mg/day
分2

朝食後・夕食後 or 就寝前

300 mg/day
分2 (朝食後・就寝前）
又は分1 (就寝前)

150 mg/day
分2 (朝食後・就寝前 or 夕食後)

又は分1 (就寝前)
小児：30 kg未満は半量

40 mg/day 分2
(朝食後・就寝前 or 夕食後)
又は分1 (就寝前)

300 mg/day
分2 (朝食後・就寝前)
又は分1 (就寝前)

800 mg/day
分2 (朝食後・就寝前）
又は分4 (毎食後・就寝前)
又は分1 (就寝前)

吻合部潰瘍 -

800 mg/day
分2 (朝食後・就寝前）
又は分4 (毎食後・就寝前)

Zollinger-
Ellison症候群 - -

150 mg/day分2
(朝食後・就寝前 or 夕食後)
小児：30 kg未満は半量

逆流性食道炎 - 300 mg/day
分2 (朝食後・就寝前）

150 mg/day分2
(朝食後・就寝前 or 夕食後)
又は 分1就寝前

小児：30 kg未満は半量

上部消化管出血 - - -

② 急性胃炎、慢性胃

炎の急性憎悪期の
胃粘膜病変の改善

10 mg/day分1
夕食後 or 就寝前

150 mg/day
分2 (朝食後・就寝前）

75 mg/day 分1
就寝前 or 夕食後

小児：30 kg未満は半量

20 mg/day分2
(朝食後・就寝前 or 夕食後)
又は分1 (就寝前)

150 mg/day
分2 (朝食後・就寝前)
又は分1 (就寝前)

400 mg/day
分2 (朝食後・就寝前)
又は分1 (就寝前)

③ 麻酔前投薬
10 mg/回 2回
手術前日就寝前

当日麻酔導入2時間前
-

10 mg/回 2回
手術前日就寝前

当日麻酔導入2時間前
又は 1回手術前日就寝前
小児：30 kg未満は半量

-
150 mg/回 2回
手術前日就寝前

当日麻酔導入2時間前
-

腎機能低下時の用量調節 透析：慎重投与 データなし

Ccr ≧ 60：40 mg分2
30 < Ccr < 60：20 mg/day 分1~2

Ccr ≦ 30：20 mg/回
2~3日に1回 or 10mg/day 分1
透析：1回20 mg透析後
又は10 mg/day 分1

Ccr > 70：300 mg分2
30 ≦ Ccr ≦ 70：150 mg/day 

分2
Ccr < 30：20 mg/回

50 ≦ Ccr：800mg分4
30 < Ccr <49：600mg分3
5 < Ccr < 29：400mg 分2
0 < Ccr < 4：200mg 分1

腎排泄率 (%) 10.9 63.6 55 21.0~49.0 48.9 59.8

T1/2(hr) α相：1.6, β相：3.3 1.2 4.1 3.1 2.5 2.2

Tmax (hr) 0.8 1.1 3.0 2.8 2.4 1.9

B.A. (%) データなし 98 93~95 37 60 60

蛋白結合率 (%) 87.7~88.6 23.9~45.4 9 19.3 26.7~29 18.0~26.3

代謝酵素 CYP3A4, 2D6 - エステラーゼ：脱アセチル化 ‐ CYP1A2, 2D6, 3A4/5 CYP3A4, 2D6

排泄経路 肝代謝 腎排泄


