
向　精　神　薬　一　覧  表（物質名） アステム社内資料
H18.10

物　質　名 薬理作用 物　質　名 薬理作用

ジペプロール デロラゼパム 精神安定

第 セコバルビタール 催眠鎮静 ◯ トリアゾラム 催眠鎮静 ◯

フェネチリン 中枢興奮 ニトラゼパム 催眠鎮静 ◯

一 フェンメトラジン 中枢興奮 ニメタゼパム 催眠鎮静 ◯

メクロカロン 催眠鎮静 ノルダゼパム 精神安定

種 メタカロン 催眠鎮静 ハラゼパム 精神安定

メチルフェニデート 中枢興奮 ◯ バルビタール 催眠鎮静 ◯

モダフィニル 第 ハロキサゾラム 催眠鎮静 ◯

アモバルビタール 催眠鎮静 ◯ ピナゼパム 精神安定

カチン 中枢興奮 ビニルビタール 催眠鎮静

第 グルテチミド 催眠鎮静 ピプラドロール 中枢興奮

シクロバルビタール 催眠鎮静 ピロバレロン 中枢興奮

二 ブタルビタール 催眠鎮静 フェノバルビタール 抗てんかん ◯

ブプレノルフィン 鎮痛 ◯ フェンカンファミン 中枢興奮

種 フルニトラゼパム 催眠鎮静 ◯ フェンジメトラジン 中枢興奮

ペンタゾシン 鎮痛 ◯ フェンテルミン 中枢興奮

ペントバルビタール 催眠鎮静 ◯ フェンプロポレクス 中枢興奮

アミノレクス ブトバルビタール 催眠鎮静

アルプラゾラム 精神安定 ◯ プラゼパム 精神安定 ◯

アロバルビタール 催眠鎮静 ◯ 三 フルジアゼパム 精神安定 ◯

アンフェプラモン 中枢興奮 フルラゼパム 催眠鎮静 ◯

エスクロルビノール 催眠鎮静 ブロチゾラム 催眠鎮静 ◯

エスタゾラム 催眠鎮静 ◯ プロピルヘキセドリン 中枢興奮

第 エチナメート 催眠鎮静 ブロマゼパム 催眠鎮静 ◯

エチランフェタミン 中枢興奮 ペモリン 中枢興奮 ◯

オキサゼパム 精神安定 ベンツフェタミン 中枢興奮

オキサゾラム 精神安定 ◯ マジンドール 中枢興奮 ◯

カマゼパム 精神安定 ミダゾラム 催眠鎮静 ◯

三 クアゼパム 催眠鎮静 ◯ 種 メソカルブ

クロキサゾラム 精神安定 ◯ メダゼバム 精神安定 ◯

クロチアゼパム 精神安定 ◯ メチプリロン 催眠鎮静

クロナゼパム 抗てんかん ◯ メチルフェノバルビタール 抗てんかん

クロバザム 精神安定 ◯ メフェノレクス 中枢興奮

クロラゼプ酸 精神安定 ◯ メプロバメート 精神安定

種 クロルジアゼポキシド 精神安定 ◯ レフェタミン 鎮痛

ケタゾラム 精神安定 ロフラゼプ酸エチル 精神安定 ◯

ジアゼパム 精神安定 ◯ ロプラゾラム 催眠鎮静

酒石酸ゾルピデム 催眠鎮静 ◯ ロラゼパム 精神安定 ◯

セクタバルビタール 催眠鎮静 ロルメタゼパム 催眠鎮静 ◯

テトラゼパム 精神安定

テマゼパム 精神安定

注）◯印は、日本で医薬品として流通しているものを示す。（平成13年12月13日改）

詳細は添付文書等をご参照下さい



向精神薬一覧表（成分別商品名） アステム社内資料
H18.10
No.1

◆第一種向精神薬で市販されているもの

物　　　質　　　名 商　　品　　名　　(　会　　社　　名　)

セコバルビタール 注射用アイオナールナトリウム（日医工）

(セコバルビタールナトリウム)

メチルフェニデート リタリン散・錠（ノバルティス）

(塩酸メチルフェニデート)

◆第二種向精神薬で市販されているもの

物　　　質　　　名 商　　品　　名　　(　会　　社　　名　)

アモバルビタール イソミタール（日本新薬)

（アモバルビタールナトリウム）

ブプレノルフィン レペタン注・坐剤（大塚）、ザルバン注（日新：山形）

（塩酸ブプレノルフィン）

フルニトラゼパム サイレース錠・注（エーザイ）、ロヒプノール錠・注（中外）

ビビットエース錠（1mg:辰巳=日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，2mg:辰巳)、フルトラース錠（シオノ）、

フルニトラゼパム錠「アメル」（共和）

ペンタゾシン ソセゴン注･錠（アステラス）、 ペンタジン注・錠（三共）

ペルタゾン錠（日本化薬)、トスパリール注（小林化工）、ヘキサット注（メルク）

ペントバルビタール

（ペントバルビタールナトリウム） ネンブタール注（大日本住友）、動物用医薬品：ソムノペンチル（共立商事)

（ペントバルビタールカルシウム） ラボナ錠（田辺）

◆第三種向精神薬で市販されているもの

物　　　質　　　名 商　　品　　名　　(　会　　社　　名　)

アルプラゾラム コンスタン錠（武田）、ソラナックス錠（ファイザー）、メデポリン錠（沢井）

カームダン錠（共和）、メンビット錠（東和）、アゾリタン錠(大洋=日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ)

アロバルビタール配合剤 ザルソカイン（共和）

エスタゾラム ユーロジン散・錠（武田）、エスタゾラム錠「アメル」（共和=日医工=ﾌｧﾙﾏｰ）

オキサゾラム セレナール散・錠（三共）、ネブスン散・錠（辰巳）、ペルサール細粒・錠（イセイ）

トッカータ錠（共和）

クアゼパム ドラール錠（久光=三菱WP）

クロキサゾラム セパゾン散・錠（三共）

クロチアゼパム リーゼ顆粒・錠（三菱WP=吉富薬品）、

イソクリン糖衣錠（沢井）、エモレックス錠
＃
（日医工）、ナオリーゼ錠（鶴原）、

ニラタック錠（大正薬品）、リリフター錠（日医工）、リルミン錠（大洋）、ロミニアン錠（東和）

クロナゼパム ランドセン細粒・錠（大日本住友）、リボリトール細粒・錠（中外）

クロバザム マイスタン細粒・錠（大日本住友=アルフレッサ)

クロラゼプ酸 メンドンカプセル（アボット）

（クロラゼプ酸二カリウム）

クロルジアゼポキシド コンスーン 散・錠（鶴原）、コントール散・錠（武田）、バランス散・錠（アステラス）

リサチーフ散（ファルマー）

ジアゼパム セルシン散・錠・シロップ・注（武田）、ソナコン細粒・錠（中外）

ダイアップ坐剤（和光堂）、ホリゾン散・錠・注（アステラス）

アゼジパミン注（大洋）、ジアゼパム錠「サワイ」（沢井）

ジアゼパム錠「トーワ」（東和）、ジアゼパム錠・散「アメル」（共和）

ジアパックス錠（大鵬）、セエルカム錠（鶴原） 、セレナミン錠（旭化成）

パールキット散・錠（ニプロファーマ）、リリーゼン散・錠（日医工）、

リリバー散・錠（メルク）

酒石酸ゾルピデム マイスリー錠（アステラス）

トリアゾラム ハルシオン錠（ファイザー）、ハルラック錠（富士=共和）、アサシオン錠（長生堂=ケミファ）

アスコマーナ錠（日新：山形）、カムリトン錠（寿）、トリアラム錠（小林化工）

ネスゲン錠（辰巳=メルク）、パルレオン錠（0.125mg:大洋=日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ，0.25mg:大洋=日医工
＃
）、

ミンザイン錠（日医工）、トリアゾラム錠｢EMEC｣（エルメッドエーザイ）、トリアゾラム錠｢TSU｣（鶴原）

ニトラゼパム ネルボン散・錠（三共）、ベンザリン細粒・錠（塩野義）

チスボン錠（鶴原）、ニトラゼパム錠「トーワ」（東和）

ネルロレン細粒・錠（細粒･錠｢10｣:辰巳，錠｢5｣:辰巳=日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ）、ノイクロニック錠（大洋）

ヒルスカミン錠（イセイ）

ニメタゼパム エリミン錠（大日本住友）

バルビタール バルビタール（山善）、バルビタール｢エビス｣（エビス=吉田）

バルビタール「ホエイ」（メルク）、バルビタール「ヨシダ」（吉田）

ハロキサゾラム ソメリン細粒・錠（三共）

＊1：経過措置品目(H18.8.31まで)
＊2：経過措置品目(H19.3.31まで)
＃：在庫限り販売中止

詳細は添付文書等をご参照下さい 参考：麻薬・向精神薬・覚せい剤ハンドブック2000年版(第5版)、保険薬事典



向精神薬一覧表（成分別商品名） アステム社内資料
H18.10
No.2

◆第三種向精神薬で市販されているもの（前ﾍﾟｰｼﾞ続き）

物　　　質　　　名 商　　品　　名　　(　会　　社　　名　)

フェノバルビタール フェノバール末・散・錠・エリキシル・注（三共）

フェノバルビタール注「マルコ」
＊1
(日医工)、フェノバルビタール注「ノーベル」（ノーベル）

フェノバルビタール・散10%「ホエイ」(メルク)、フェノバルビタール・散(日本新薬)

フェノバルビタール｢メタル｣（中北）、「純生」ルミナール（純生）

フェノバルビタール「エビス」（エビス=吉田）、フェノバルビタール（山善）

フェノバルビタール散（三晃）(協和医療)、フェノバルビタール散10%「ヒシヤマ」(ニプロファーマ)

フェノバルビタール散10%「フソー」
＃
（扶桑）、フェノバルビタール錠「純生」（純生）

フェノバルビタール散10%（日本新薬）、フェノバルビタール散10%「マルイシ」(丸石)

フェノバルビタール
＊2
・散10%「ヨシダ」(吉田)

（フェノバルビタールナトリウム） ルピアール坐剤（久光）、ワコビタール坐剤（和光堂）

（フェノバルビタールナトリウムの トランコロンP錠（アステラス）、アストモリジンD、M錠（マルホ）、ベケタミン錠A、B（塩野義）

配合剤） ヒダントールD、E、F錠（三共）、複合アレビアチン錠（大日本住友）

プラゼパム セダプランコーワ細粒・錠（興和創薬）

フルジアゼパム エリスパン細粒・錠（大日本住友）

フルラゼパム インスミンカプセル
＊2
（杏林）

（塩酸フルラゼパム） ダルメートカプセル（共和）、ベノジールカプセル（協和発酵）

ネルガートカプセル（鶴原）

ブロチゾラム レンドルミン、D錠（ベーリンガー）、アムネゾン錠（日新：山形）、グッドミン錠（三菱WP=吉富薬品）

シンベラミン錠、D錠（大洋）、ゼストロミン錠（東和）、ソレントミン錠（大正薬品=メルク）

ネストローム錠（辰巳）、ノクスタール錠（アルフレッサ）、ブロゾーム錠（ニプロファーマ）

ブロチゾラム錠「YD」(陽進堂)、ブロチゾラムM錠(エルメッドエーザイ)、ブロチゾラン錠（日医工）

ユリモラン錠（長生堂）、レドルパー錠（大原=旭化成）

レンデム錠（沢井）、ロンフルマン錠（共和）

ブロマゼパム レキソタン細粒・錠（エーザイ）、セニラン細粒・錠・坐剤（サンド）

ペモリン ベタナミン錠（三和化学）

マジンドール サノレックス錠（ノバルティス）

ミダゾラム ドルミカム注（アステラス）、ミダゾラム注「F」(サンド=富士)

メダゼパム レスミット錠（塩野義）、カマリネス錠（全星）、パムネース細粒・錠（東邦新薬）

メダゼパム錠（ツルハラ）(鶴原)、メダゼパム錠「トーワ」(東和)

ロフラゼプ酸エチル メイラックス細粒・錠（明治）、アズトレム錠（高田）、ジメトックス錠（三和化学）

スカルナーゼ（東和）、メデタックス錠（沢井）

ロンラックス錠（シオノ=メルク）

ロラゼパム ワイパックス錠（ワイス）、アズロゲン錠（高田）、ユーパン錠（沢井）

ロコスゲン錠（辰巳）、

ロルメタゼパム ロラメット錠（ワイス）、エバミール錠（日本シエーリング）

＊1：経過措置品目(H18.8.31まで)
＊2：経過措置品目(H19.3.31まで)
＃：在庫限り販売中止

詳細は添付文書等をご参照下さい 参考：麻薬・向精神薬・覚せい剤ハンドブック2000年版(第5版)、保険薬事典


