
降圧薬一覧表
アステム社内資料

H23.1

分類 一　般　名 商　品　名 会社名 作　用　機　序

サイアザイド系 ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ フルイトラン 塩野義 2～8mg 分1～2

ﾒﾌﾙｼﾄﾞ バイカロン 田辺三菱 25～50mg 分1～2

非サイアザイド系 ﾄﾘﾊﾟﾐﾄﾞ ノルモナール ｴｰｻﾞｲ 15～30mg 分1～2

ｲﾝﾀﾞﾊﾟﾐﾄﾞ ナトリックス 大日本住友 2mg 分1

ループ系 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ ラシックス S･ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ 40～80mg 分1
主としてヘンレ係蹄の上行脚に働
いて、NaClの再吸収を阻止

ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ アルダクトンA ﾌｧｲｻﾞｰ 50～100mg 分割

主として集合尿細管に働いてアル
ドステロンと競合してその作用を
阻止し、結果としてNaを排泄させK
を保持するように作用

ﾄﾘｱﾑﾃﾚﾝ トリテレン 大日本住友 90～200mg 分2～3
主として集合尿細管において
Na再吸収を抑制

選択的ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝﾌﾞﾛｯｶｰ ｴﾌﾟﾚﾚﾉﾝ セララ ﾌｧｲｻﾞｰ 50～100mg 分1

鉱質コルチコイド受容体に結合
し、ﾚﾆﾝ-ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ-ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ系の
ホルモンであるアルドステロンの
結合を阻害して降圧

ﾗｳｵﾙﾌｨｱ薬 ﾚｾﾙﾋﾟﾝ アポプロン 第一三共 0.2～0.5mg 分3
交感神経末端における
ノルエピネフリンの枯渇

塩酸ｸﾛﾆｼﾞﾝ カタプレス 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 0.225～0.45mg 分1～3

中枢性降圧薬 酢酸ｸﾞｱﾅﾍﾞﾝｽﾞ ワイテンス ｱﾙﾌﾚｯｻ 4～8mg 分2

ﾒﾁﾙﾄﾞﾊﾟ アルドメット ｻﾞｲﾀﾞｽﾌｧｰﾏ 250～2000mg 分1～3

塩酸ﾌﾟﾗｿﾞｼﾝ ミニプレス ﾌｧｲｻﾞｰ 1～6mg 分2～3

デタントール
★ 1.5～6mg 分2～3

デタントールR 3～9mg 分1

α1選択性遮断薬 ｳﾗﾋﾟｼﾞﾙ エブランチル
  科研
　 ＝三和化学

30～120mg 分2

ハイトラシン ｱﾎﾞｯﾄ

バソメット 田辺三菱

ﾒｼﾙ酸ﾄﾞｷｻｿﾞｼﾝ カルデナリン ﾌｧｲｻﾞｰ 0.5～4mg 分1

(α)β遮断薬
心臓のβ受容体や、血管平滑筋の
α受容体を遮断し血圧を下降

塩酸ﾋﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ アプレゾリン ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ 30～200mg 分3～4

ﾌﾞﾄﾞﾗﾗｼﾞﾝ ブテラジン 第一三共 90～180mg 分2～3

Ｃａ拮抗薬
血管平滑筋細胞にあるCaチャネル
を遮断し、Caイオンの流入を抑制
することにより、血管を拡張

ＡＣＥ阻害薬

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅠからⅡへ変換する
酵素(ACE)を阻害し、ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ
(昇圧因子)の生成を抑制すること
により、血管を拡張

ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ ニューロタン MSD 25～50mg 分1

ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ ブロプレス 武田 4～8mg 分1

ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ ディオバン ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ 40～80mg 分1

ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ ミカルディス ｱｽﾃﾗｽ 40mg 分1

ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ オルメテック
第一三共
　＝興和創薬

10～20mg 分1

ｲﾙﾍﾞｻﾙﾀﾝ
アバプロ＝
　　イルベタン

大日本住友
　　＝塩野義

50～100mg 分1

ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ/
   ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ

プレミネント MSD
1錠

（50mg/12.5mg)
分1

ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ/
     ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ

エカード
(配合錠LD･HD)

武田
1錠

(LD:4mg/6.25mg又は
HD:8mg/6.25mg)

分1

ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ/
    ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ

コディオ
(配合錠MD･EX)

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
1錠

(MD:80mg/6.25mg又は
EX:80mg/12.5mg)

分1

ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ/
    ﾋﾄﾞﾛｸﾛﾛﾁｱｼﾞﾄﾞ

ミコンビ
(配合錠AP･BP)

ｱｽﾃﾗｽ
1錠

(AP:40mg/12.5mg又は
BP:80mg/12.5mg)

分1

ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ/
 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾞﾝﾍﾞｼﾙ酸塩

エックスフォージ ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ
1錠

（80mg/5mg)
分1

ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝﾒﾄﾞｷｿﾐﾙ/
     　ｱｾﾞﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ

レザルタス
(配合錠LD･HD)

第一三共
1錠

(LD:10mg/8mg又は
HD:20mg/16mg)

分1

ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝｼﾚｷｾﾁﾙ/
 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩

ユニシア
(配合錠LD･HD)

武田
1錠

(LD:8mg/2.5mg又は
HD:8mg/5mg)

分1

直接的レニン阻害薬 ｱﾘｽｷﾚﾝﾌﾏﾙ酸塩 ラジレス ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ 150～300mg 分1
ﾚﾆﾝ･ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ･ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ系(RAA系)
の起点に位置するﾚﾆﾝを直接的に阻
害する

★：錠3mg、細粒0.5%のみ経過措置品目(H23.3.31まで)

主として遠位尿細管に働いてNaCl
の再吸収を阻止し、利尿を促進

直接血管平滑筋に働いて、
これを拡張

ARB/利尿薬

AⅡ受容体拮抗薬(ARB)

配
　
合
　
剤

血管平滑筋弛緩薬

ﾚﾆﾝｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系を抑制して血管を
拡張させ血圧を下げるAⅡ受容体拮
抗薬(ARB)とCaﾁｬﾈﾙ拮抗作用により
血管を拡張させ降圧するCa拮抗薬
との配合剤

ﾚﾆﾝｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ系を抑制して血管を
拡張させ血圧を下げるAⅡ受容体拮
抗薬(ARB)と塩分・水分の尿中排泄
を促し体液量を減らす利尿薬を少
量加えた配合剤

ARB/Ca拮抗薬

中枢神経のα2受容体を刺激し、末

梢交感神経活性を抑制することに
より血圧を下降

１日通常用量・用法

利
　
尿
　
薬

β 遮 断 薬 一 覧 表 を 参 照

塩酸ﾌﾞﾅｿﾞｼﾝ ｴｰｻﾞｲ

Ｋ保持性

シナプス後のα受容体を選択的に
遮断することにより、血管を拡張

ＡＣＥ 阻 害 薬 一 覧 表 を 参 照

ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受容体を選択的に
遮断することにより、血管を拡張

塩酸ﾃﾗｿﾞｼﾝ 分2

Ｃａ 拮 抗 薬 一 覧 表 を 参 照

0.5～4mg

詳細は添付文書等をご参照ください 【参考】各添付文書


