
抗精神病薬一覧表
アステム社内資料

H18.6
No.1

用法・用量 *2

商品名 一般名 会社名 剤形 統合失調症 躁病 他 初期量 1日維持量(最大) 1日投与回数 特徴

＜定型＞
phenothiazine誘導体

コントミン クロルプロマジン 三菱WP=吉富 錠、散、顆、注 ○ ○ ○ － 50～450mg － 50 最も標準的な抗精神病薬

ウインタミン (CPZ) 塩野義 錠、細

ヒルナミン レボメプロマジン 塩野義 錠、散、細、注 ○ ○ ○ － 25～200mg 分服 50 鎮静、催眠作用強く、抗うつ作用もある

レボトミン 三菱WP=吉富 錠、散、顆、注

ノバミン プロクロルペラジン 塩野義 錠、注 ○ ○ － 15～45mg 分服 7.5 CPZより鎮静効果は弱い

トリフロペラジン トリフロペラジン 三菱WP=吉富 錠、散 ○ 　 － 5～30mg 分服 2.5 ﾌﾟﾛｸﾛﾙﾍﾟﾗｼﾞﾝに似るが、やや強力

ピーゼットシー ペルフェナジン 三菱WP=吉富 錠、散、注 ○ ○ － 6～48mg 分服 5 鎮静効果は弱いが、意欲減退、無為有効

トリラホン 共和 錠、散 錐体外路症状が出現しやすい

フルメジン フルフェナジン 三菱WP=吉富 錠、散 ○ － 1～10mg 分服 1 ﾍﾟﾙﾌｪﾅｼﾞﾝに似ているが、より強い

フルデカシン
デカン酸フルフェナ
ジン

三菱WP=吉富 注
ﾌﾙﾌｪﾅｼﾞﾝの長時間作用薬
1回の筋注で効果が4週間持続(デポ剤)、維持療法に適する

メレリル
※ チオリダジン ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ 錠、散 ○ ○ －

30～90mg
(400mg)

分服 50
作用は比較的緩和、錐体外路症状は少ない。大量では心機能への影響
に要注意

ニューレプチル プロペリシアジン 塩野義 錠、細、液 ○ － 10～60mg 分服 10 CPZに作用が似ている

butyrophenone誘導体

セレネース ハロペリドール 大日本住友 錠、細、液、注 ○ ○ 0.75～ 3～6mg － 抗幻覚妄想作用が強い。精神運動興奮の鎮静、

2.25mg 1 意欲増進等の効果

ハロマンス
デカン酸ハロペリ
ドール

大日本住友 注 ○
1回の筋注で効果が約4週間持続(デポ剤)
維持療法、服薬不履行例などに適する

インプロメン ブロムペリドール 三菱WP=吉富 錠、細 ○ － 3～18mg（36mg） － 1 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙよりやや緩和だが、副作用は少ない

ルバトレン モペロン ｱｽﾃﾗｽ 錠、散 ○ 10～15mg 10～15mg － 6.3 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙより緩和

プロピタン ピパンペロン ｴｰｻﾞｲ 錠、散 ○ 50～150mg 150～600mg 3回 100 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙより緩和

スピロピタン スピペロン ｴｰｻﾞｲ 錠、散 ○ 0.45～1.5mg 1.5～4.5mg － 0.5 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙに近いがやや強い

トロペロン チミペロン 第一=三菱WP=吉富 錠、細、注 ○ 0.5～3mg 3～12mg 分服 0.75 ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙに近い

オーラップ ピモジド ｱｽﾃﾗｽ 錠、細 ○ ○ 1～3mg 4～6mg（9mg）
1回、もしく
は分服

2 選択的に抗ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作用がある。意欲増進などと賦活作用がある

reserpine及び近縁物質

アポプロン レセルピン 第一 錠、散、注 ○ 0.2～2mg － － 作用はCPZに近い。副作用(低血圧、鼻閉、錐体外路性)が出やすい

ホーリット オキシペルチン 第一 錠、散 ○ 1回20mg
80～240mg
(300mg)

2～3回 40 意欲・行為の賦活作用がある

※：経過措置品目(H19.3.31まで)･販売中止(H17.12.26） *1 統合失調症、躁病以外の適応は添付文書参照　

*2 精神科領域、内服のみ　

*3 ハロペリドール1mgと等価の薬物mg量

等力
価量
*3

適応症 *1

詳細は添付文書等をご参照下さい

参考：各添付文書、医薬ジャーナル(Vol.33,No.4,1997、Vol.38,No.3,2002)
臨床と薬物治療(Vol.19,No.6～7,2000)、今日の治療薬2002、ﾒｰｶｰ確認



抗精神病薬一覧表
アステム社内資料

H18.6
No.2

用法・用量 *2

商品名 一般名 会社名 剤形 統合失調症 躁病 他 初期量 1日維持量(最大) 1日投与回数 特徴

等力
価量
*3

適応症 *1

＜定型＞
その他

デフェクトン カルピプラミン 三菱WP=吉富 錠、散 ○ － 75～225mg 3回 50 情意鈍麻、抑うつ状態などに賦活作用を示す

クロフェクトン クロカプラミン 三菱WP=吉富 錠、顆 ○ － 30～150mg 3回 20 ｶﾙﾋﾟﾌﾟﾗﾐﾝよりやや強力

クレミン モサプラミン 三菱WP=吉富 錠、顆 ○ － 30～150mg(300mg) 3回 17 抗精神病作用と陰性症状改善作用がある

ロドピン ゾテピン ｱｽﾃﾗｽ 錠、細 ○ －
75～150mg
(450mg)

分服 33 CPZに近い抗精神作用がある。抗躁作用もある

ドグマチール スルピリド ｱｽﾃﾗｽ 錠、Cap、細、注 ○ ○ － 300～600mg 分服 100 抗精神病作用と抗うつ作用がある

アビリット 大日本住友 (1200mg) 鎮静作用が少なく、副作用が少ない

ミラドール ｼｴｰﾘﾝｸﾞ

バルネチール スルトプリド
ｼｴｰﾘﾝｸﾞ=
大日本住友

錠、細 ○ ○ －
300～600mg
(1800mg)

分服 100 抗精神病作用と鎮静作用、抗躁作用がある

エミレース ネモナプリド ｱｽﾃﾗｽ 錠、細 ○ － 9～36mg（60mg） － 2.3 抗精神病作用があり、副作用が少ない

＜非定型＞

エビリファイ アリピプラゾール 大塚 錠、散 ○ 6～12mg 6～24mg(30mg) 1～2回 2
ﾄﾞﾊﾟﾐﾝｼｽﾃﾑｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ(DSS:D2ｱｺﾞﾆｽﾄ･ｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ作用)
5-HT1A部分ｱｺﾞﾆｽﾄ作用、5-HT2Aｱﾝﾀｺﾞﾆｽﾄ作用

リスパダール リスペリドン ﾔﾝｾﾝ 錠、細、液 ○ 1回 1mg 2～6mg(12mg) 2回 0.5 抗ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ、抗ｾﾛﾄﾆﾝ作用がある

ルーラン ペロスピロン 大日本住友 錠 ○ 1回 4mg
12～48mg
(48mg)

3回(食後)
抗ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作用はﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙの1/4、抗ｾﾛﾄﾆﾝ作用は約10倍
神経症様症状に優れた改善効果

セロクエル クエチアピン ｱｽﾃﾗｽ 錠、細 ○ 1回 25mg
150～600mg
(750mg)

2～3回
MARTA系薬剤
α1、H1受容体遮断作用が強く、抗ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ作用は比較的弱い

ジプレキサ オランザピン ﾘﾘｰ
錠、細、
口腔内崩壊錠

○ 1回 5～10mg 10mg（20mg） 1回
MARTA系薬剤
ｾﾛﾄﾆﾝ、ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ、M1、H1、α1など多くの受容体拮抗作用を示す

*1 統合失調症、躁病以外の適応は添付文書参照　

*2 精神科領域、内服のみ　

*3 ハロペリドール1mgと等価の薬物mg量

錠、Cap、細

詳細は添付文書等をご参照下さい

参考：各添付文書、医薬ジャーナル(Vol.33,No.4,1997、Vol.38,No.3,2002)
臨床と薬物治療(Vol.19,No.6～7,2000)、今日の治療薬2002、ﾒｰｶｰ確認


