
骨粗鬆症治療剤（内服剤）一覧表

アステム社内資料
H23.1
No.1

分  類 一般名 商品名 会社名 薬価 用法・用量 適応症 作用機序

①200mg  1日1回（食間） ①骨粗鬆症 吸収抑制
  最高用量：400mg ②下記状態における初期及び
  投与期間：2週間 　進行期の異所性骨化の抑制

ｴﾁﾄﾞﾛﾝ酸   休薬期間：10～12週間    Ⅰ．脊髄損傷後
　二ﾅﾄﾘｳﾑ   以上1ｸｰﾙ→周期間歇投与    Ⅱ．股関節形成術後

②800～1000mg 1日1回（食間） ③骨ﾍﾟｰｼﾞｪｯﾄ病
③ 200mg  1日1回（食間）
  最高用量：1000mg

ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸
フォサマック MSD 5mg 115.20

5mg　1日1回（朝起床時）
     水約180mLとともに服用

骨粗鬆症 破骨細胞に直接作用し骨
吸収抑制

　　　ﾅﾄﾘｳﾑ
ボナロン 帝人 35mg 745.10

35mg　週1回（朝起床時）
      水約180mLとともに服用

ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸
アクトネル ｴｰｻﾞｲ 2.5mg 126.20

①2.5mg　1日1回（起床時）
　17.5mg　週１回 （起床時）
　　　    水約180mLとともに服用

①骨粗鬆症

　　　ﾅﾄﾘｳﾑ

ベネット 武田 17.5mg 767.20
②17.5mg　1日1回、起床時に水約
          180mLとともに8週間連日
          服用

②骨ﾍﾟｰｼﾞｪｯﾄ病

ﾐﾉﾄﾞﾛﾝ酸 ボノテオ ｱｽﾃﾗｽ

水和物 リカルボン 小野

60mg  1日1回

20mg　1日1回

①1回1㎎  1日2回 ①老人性骨粗鬆症
0.1㎎ 9.60 　(0.1㎎錠は適用なし)

錠 0.5㎎ 15.00 ②1回0.1～1mg　1日1～2回 ②更年期障害、腟炎(老人､小児
1㎎ 16.60   及び非特異性)､子宮頸管炎

  並びに子宮腟部びらん
①1mg　1日1回 ①閉経後骨粗鬆症
②0.5～1mg　1日1回 ②更年期障害及び卵巣欠落症状

  に伴う下記症状
  血管運動神経症状(Hot flush
  及び発汗)､腟萎縮症状

ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

ﾚﾎﾞﾉﾙｹﾞｽﾄﾚﾙ
1回200mg  1日3回

41.20

ﾊﾞｾﾞﾄﾞｷｼﾌｪﾝ
酢酸塩

ビビアント

閉経後骨粗鬆症

エビスタ
ﾗﾛｷｼﾌｪﾝ
塩酸塩

骨のｴｽﾄﾛｹﾞﾝ受容体に選
択的に作用し骨吸収抑制
(乳腺･子宮には作用しな
い)

ﾌｧｲｻﾞｰ 錠 20mg 132.20

132.20中外=ﾘﾘｰ

1mg　1日1回（起床時）
　　　    水約180mLとともに服用

剤型・規格

錠

錠

錠 60㎎

1錠　1日1回

骨粗鬆症における骨量減少の改善 破骨細胞への直接作用と
ｶﾙｼﾄﾆﾝ分泌促進による骨
吸収抑制

ウェールナラ ﾊﾞｲｴﾙ

オステン 武田 錠

ｴｽﾄﾘｵｰﾙ

ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ

ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ ｲﾌﾟﾘﾌﾗﾎﾞﾝ

骨
吸
収
抑
制
剤

ﾋﾞｽﾌｫｽﾌｫﾈｰﾄ

女性ﾎﾙﾓﾝ

選択的ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ
受容体ﾓｼﾞｭﾚｰﾀｰ

(SERM)

骨粗鬆症

1mg 133.70

ダイドロネル 426.60大日本住友

錠

200mg

錠

ｴｽﾄﾛｹﾞﾝの低下を補い骨
吸収抑制

ジュリナ ﾊﾞｲｴﾙ 錠 0.5mg

エストリール 持田

63.70

閉経後骨粗鬆症
157.50

200mg

配合錠　　 　1mg
　　　　　0.04mg



骨粗鬆症治療剤（内服剤）一覧表

アステム社内資料
H23.1
No.2

分  類 一般名 商品名 会社名 薬価 用法・用量 適応症 作用機序

0.25μg 25.50 ①,②-Ⅰ ①骨粗鬆症
0.5μg 48.00    0.5～1μg 1日1回  （ｱﾙﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3μgを除く）
1μg 89.80 ②-Ⅱ,Ⅲ ②下記疾患におけるﾋﾞﾀﾐﾝＤ代謝
3μg 342.70     1～4μg 1日1回   異常に伴う諸症状（低ｶﾙｼｳﾑ

ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙ 散 1μg  98.50 ②-Ⅳ 　血症、ﾃﾀﾆｰ、骨痛、骨病変、
液 0.5μg 86.40    0.008～0.1μg/kg 1日1回 　しびれ、知覚異常、筋力低下

0.25μg 25.30   等）の改善
錠 0.5μg 47.00 　　　※小児用量は省略 　　Ⅰ.慢性腎不全

1μg 85.50 　　Ⅱ.副甲状腺機能低下症
液 0.5μg 80.60 　　Ⅲ.ｸﾙ病、骨軟化症

①1回0.25μg　1日2回 　　Ⅳ.未熟児（ｱﾙﾌｧﾛｰﾙ液、
②-Ⅰ                ﾜﾝｱﾙﾌｧ液のみ）

0.25μg 37.50    0.25～0.75μg 1日1回
0.5μg 67.70 ②-Ⅱ,Ⅲ 　※下線部はﾛｶﾙﾄﾛｰﾙのみ

   0.5～2μg 1日1回
　

0.5μg
0.75μg

ｶﾌﾟｾﾙ
薬価基準
未収載

0.75μg　1日1回
症状により0.5μg　1日1回に減量

骨粗鬆症ｴﾙﾃﾞｶﾙｼﾄｰﾙ エディロール
中外=
大正富山

ロカルトロール

ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ グラケー ｴｰｻﾞｲ ｶﾌﾟｾﾙ
1回15mg  1日3回

15mg 39.10

腸管でのｶﾙｼｳﾑ吸収促進
腎でのｶﾙｼｳﾑ再吸収促進

ｸﾞﾗ化したｵｽﾃｵｶﾙｼﾝの増
加による骨形成促進と骨
吸収抑制作用

骨粗鬆症における骨量・疼痛の
改善

ｶﾌﾟｾﾙ

ｶﾌﾟｾﾙ
中外

中外=杏林

ワンアルファ 帝人

アルファロール

ｶﾙｼﾄﾘｵｰﾙ

促
進
剤

骨
形
成

骨
代
謝
改
善
剤

ﾋﾞﾀﾐﾝK２

活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD３

剤型・規格


