
麻薬一覧表 アステム社内資料
H22.8
No.1

分類 成分名 商品名 製造販売元会社名

あへんアルカロイド系麻薬 あへん末製剤 アヘン アヘン末 末 第一三共
アヘン散 散 10% 第一三共、武田

あへんチンキ及びエキス類製剤 アヘンチンキ アヘンチンキ チンキ 10% 第一三共、武田
モルヒネ系製剤 塩酸アヘンアルカロイド パンオピン「タケダ」 末 武田

アヘンアルカロイド塩酸塩注射液 注 2%1mL 第一三共
オピアル注射液「三共」 第一三共
オピアル皮下注20mg 第一三共、田辺三菱
パンオピン注 武田
パンオピン皮下注20mg 武田

塩酸エチルモルヒネ エチルモルヒネ塩酸塩水和物 末 第一三共
塩酸エチルモルヒネ「三共」 第一三共

塩酸モルヒネ 塩酸モルヒネ 末 第一三共、武田、塩野義
モルヒネ塩酸塩水和物 第一三共
モルヒネ塩酸塩水和物原末 第一三共、武田、塩野義
塩酸モルヒネ錠「マルピー」 錠 10mg 大日本住友
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 10mg 大日本住友
パシーフカプセル30mg、60mg、120mg 徐放ｶﾌﾟｾﾙ 30mg、60mg、120mg 武田
オプソ内服液5mg、10mg 液 5mg2.5mL、10mg5mL 大日本住友
アンペック注10mg、50mg、200mg 注 1%1mL、1%5mL、4%5mL 大日本住友
塩酸モルヒネ注射液10mg、50mg、200mg 1%1mL、1%5mL、4%5mL 第一三共、武田、塩野義、田辺三菱
モルヒネ塩酸塩注射液10mg、50mg、200mg 1%1mL、1%5mL、4%5mL 第一三共、武田、塩野義
プレペノン注50mg、100mgシリンジ ｷｯﾄ 1%5mL、1%10mL テルモ
アンペック坐剤10mg、20mg、30mg 坐剤 10mg、20mg、30mg 大日本住友

硫酸モルヒネ カディアンスティック粒30mg、60mg、120mg 顆粒 30mg、60mg、120mg 大日本住友

モルペス細粒2%、6%※ 徐放細粒 2%、6% 藤本
ピーガード錠20mg、30mg、60mg、120mg 錠 20mg、30mg、60mg、120mg 田辺三菱
ＭＳコンチン錠10mg、30mg、60mg 徐放錠 10mg、30mg、60mg 塩野義
カディアンカプセル20mg、30mg、60mg 徐放ｶﾌﾟｾﾙ 20mg、30mg、60mg 大日本住友

ＭＳツワイスロンカプセル10mg、30mg、60mg※ 10mg、30mg、60mg 日本化薬
コデイン系製剤 リン酸コデイン コデインリン酸塩水和物 末 第一三共

コデインリン酸塩水和物原末 第一三共、武田、塩野義
コデインリン酸塩「タナベ」原末 田辺三菱
リン酸コデイン 第一三共、武田、塩野義
リン酸コデイン100%「タナベ」 田辺三菱
コデインリン酸塩散10% 散 10% 第一三共、武田、大日本住友、塩野義
リン酸コデイン散10% 10% 第一三共、武田、塩野義、田辺三菱
コデインリン酸塩錠 錠 20mg 第一三共、武田、大日本住友、塩野義
リン酸コデイン錠 20mg 第一三共、武田、塩野義

リン酸ジヒドロコデイン ジヒドロコデインリン酸塩 末 第一三共
ジヒドロコデインリン酸塩原末 第一三共、武田、塩野義、田辺三菱
リン酸ジヒドロコデイン 第一三共、武田、塩野義
リン酸ヒドロコデイン100%「タナベ」 田辺三菱
ジヒドロコデインリン酸塩散10% 散 10% 第一三共、武田、塩野義
リン酸ジヒドロコデイン散10% 10% 第一三共、武田、塩野義

その他 塩酸オキシコドン オキシコンチン錠5mg、10mg、20mg、40mg 徐放錠 5mg、10mg、20mg、40mg 塩野義
オキノーム散0.5% 散 0.5% 塩野義

オキシメテバノール メテバニール錠2mg 錠 2mg 第一三共

※：診療報酬点数表における後発医薬品

剤形・規格

詳細は添付文書等をご参照ください 【参考】各添付文書、保険薬事典
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分類 成分名 商品名 製造販売元会社名剤形・規格

あへんアルカロイド系麻薬 配合剤 アヘン・トコン アヘン・トコン散 散 第一三共
(続き) ドーフル散 第一三共、武田、大日本住友

アヘンアルカロイド アヘンアルカロイド・アトロピン注射液 注 1mL 第一三共
　　　・アトロピン オピアト注射液 1mL 第一三共、田辺三菱

オピアト皮下注「第一三共」 1mL 第一三共
パンアト注 1mL 武田

アヘンアルカロイド アヘンアルカロイド・スコポラミン注射液 注 1mL 第一三共
　　　・スコポラミン オピスコ注射液 1mL 第一三共、田辺三菱

パンスコ注 1mL 武田
弱アヘンアルカロイド 弱アヘンアルカロイド・スコポラミン注射液 注 1mL 第一三共
　　　・スコポラミン 弱オピスコ注射液 1mL 第一三共、田辺三菱

弱オピスコ皮下注「第一三共」 1mL 第一三共
弱パンスコ注 1mL 武田

複方オキシコドン パビナール注「タケダ」 注 1mL 武田
複方オキシコドン・アトロピン パビナール・アトロピン注 注 1mL 武田
モルヒネ・アトロピン モヒアト注射液 注 1mL 第一三共、武田、田辺三菱

モヒアト皮下注「第一三共」 1mL 第一三共
モルヒネ・アトロピン注射液 1mL 第一三共

コカアルカロイド系麻薬 コカイン系製剤 塩酸コカイン 塩酸コカイン 末(外用) 武田、塩野義
コカイン塩酸塩原末 武田、塩野義

合成麻薬 フェニルピペリジン系製剤 塩酸ペチジン オピスタン100% 末 田辺三菱
オピスタン原末 田辺三菱
塩酸ペチジン注射液 注 3.5%1mL、5%1mL 武田
オピスタン注射液35mg、50mg 3.5%1mL、5%1mL 田辺三菱
ペチジン塩酸塩注射液35mg、50mg「タケダ」 3.5%1mL、5%1mL 武田

その他 クエン酸フェンタニル フェンタニル注射液0.1mg、0.25mg「第一三共」注 0.005%2mL、0.005%5mL 第一三共

フェンタニル注射液0.1mg、0.25mg「三共」☆ 0.005%2mL、0.005%5mL 第一三共

フェンタニル注射液0.1mg、0.25mg、0.5mg※ 0.005%2mL、0.005%5mL、0.0005%10mL ﾔﾝｾﾝ

フェントステープ1mg、2mg、4mg、6mg、8mg 貼付 1mg、2mg、4mg、6mg、8mg 久光=協和発酵ｷﾘﾝ

フェンタニル デュロテップＭＴパッチ 貼付 2.1mg、4.2mg、8.4mg、12.6mg、16.8mgﾔﾝｾﾝ
塩酸レミフェンタニル アルチバ静注用2mg、5mg 注 2mg、5mg ﾔﾝｾﾝ

配合剤 塩酸ペチジン ペチロルファン注射液 注 1mL 武田
　・酒石酸レバロルファン 弱ペチロルファン注射液 1mL 武田
ドロペリドール タラモナール静注 注 2mL 第一三共
　・クエン酸フェンタニル

その他 塩酸ケタミン ケタラール静注用200mg 注 200mg20mL 第一三共
ケタラール筋注用500mg 500mg10mL 第一三共

※：診療報酬点数表における後発医薬品 ☆：経過措置品目(H23.3.31まで)

詳細は添付文書等をご参照ください 【参考】各添付文書、保険薬事典


