
188 せん妄診療実践マニュアル

薬剤リスト ※本書に登場する薬剤のみ

抗精神病薬

アセナピン •シクレスト 97，102，181

アリピプラゾール •エビリファイ 34，97，110

オランザピン •ジプレキサ 34，97，104

クエチアピン •セロクエル 34，97，100

クロルプロマジン •コントミン	
•ウインタミン

34，53，
97，109

スルピリド •ドグマチール 34

チアプリド •グラマリール 34，49，97

ハロペリドール •セレネース 34，98，105，
143，180

プロクロルペラジン •ノバミン 33，34

ブロナンセリン •ロナセン 97

ペロスピロン •ルーラン 34，97，101

リスペリドン •リスパダール 34，84，100，
104

レボメプロマジン •ヒルナミン 34，53，101，
109

抗うつ薬

アミトリプチリン •トリプタノール 34，53

アモキサピン •アモキサン 34

イミプラミン •トフラニール 34，53

エスシタロプラム •レクサプロ 34

クロミプラミン •アナフラニール 34，53

スルピリド •ドグマチール 34

セルトラリン •ジェイゾロフト 34

トラゾドン •レスリン
•デジレル

34，61，98，
110

パロキセチン •パキシル 34，53

フルボキサミン •ルボックス	
•デプロメール

34，62

マプロチリン •ルジオミール 34

ミアンセリン •テトラミド 34，61，99

ミルタザピン •リフレックス	
•レメロン

34，53

ミルナシプラン •トレドミン 34
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気分安定薬 炭酸リチウム •リーマス 53

抗不安薬
（ベンゾジアゼピン
受容体作動薬）

アルプラゾラム •ソラナックス	
•コンスタン

53，55，57

エチゾラム •デパス	
•デゾラム

53，55，57

オキサゾラム •セレナール 57

クロキサゾラム •セパゾン 55，57

抗不安薬
（ベンゾジアゼピン
受容体作動薬）　　　　　

クロチアゼパム •リーゼ 55，57

クロラゼプ •メンドン 57

クロルジアゼポキシド •コントール	
•バランス

57

ジアゼパム •セルシン	
•ホリゾン
•ジアパックス
•ダイアップ坐剤

53，55，57，
134，159，
184

トフィソパム •グランダキシン 55，57

フルジアゼパム •エリスパン 57

フルタゾラム •コレミナール 57

フルトプラゼパム •レスタス 57

ブロマゼパム •レキソタン	
•セニラン

55，57

メキサゾラム •メレックス 57

メダゼパム •レスミット 57

ロフラゼプ酸
エチル

•メイラックス 55，57

ロラゼパム •ワイパックス 55，57，159

抗不安薬
（セロトニン作動性
薬剤）

タンドスピロン •セディール 34

睡眠薬
（ベンゾジアゼピン
受容体作動薬）

エスゾピクロン •ルネスタ 55，57，61

エスタゾラム •ユーロジン 55，57

クアゼパム •ドラール 55，57

ゾピクロン •アモバン	
•アモバンテス

53，55，57

ゾルピデム •マイスリー 53，55，57
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190 せん妄診療実践マニュアル

薬剤リスト

睡眠薬
（ベンゾジアゼピン
受容体作動薬）

トリアゾラム •ハルシオン	
•ハルラック

53，55，57

ニトラゼパム •ベンザリン	
•ネルボン

55，57

ハロキサゾラム •ソメリン 57

フルニトラゼパム •サイレース 53，55，57，
98，107

フルラゼパム •ダルメート 57

ブロチゾラム •レンドルミン	
•ノクスタール

53，55，159

リルマザホン •リスミー 55，57

ロルメタゼパム •ロラメット	
•エバミール

55，57，160

睡眠薬
（オレキシン
受容体拮抗薬）

スボレキサント •ベルソムラ 61

睡眠薬
（メラトニン
受容体作動薬）

ラメルテオン •ロゼレム 62

抗てんかん薬
（ベンゾジアゼピン
受容体作動薬）

クロナゼパム •ランドセン	
•リボトリール

57

クロバザム •マイスタン 57

抗てんかん薬

カルバマゼピン •テグレトール 53

ゾニザミド •エクセグラン 53

バルプロ酸 •デパケン 34，53，93，
98，104

フェニトイン •アレビアチン 53

抗認知症薬 ドネペジル •アリセプト 34

漢方 抑肝散 98，104

鎮静薬
（ベンゾジアゼピン
受容体作動薬）

ミダゾラム •ドルミカム 139，180，
184

鎮静薬 デクスメデトミジン •プレセデックス 128，142

レストレスレッグス
症候群治療薬

ガバペンチン
エナカルビル

•レグナイト 36

ベンゾジアゼピン
受容体拮抗薬

フルマゼニル •アネキセート 107
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パーキンソン病薬
アマンタジン •シンメトレル 53

レボドパ •メネシット	
•ドパストン

53

パーキンソン病薬
（ドパミンアゴニスト）

カベルゴリン  •カバサール 53

プラミペキソール •ビ・シフロール 53

ブロモクリプチン •パーロデル 53

ペルゴリド •ペルマックス 53

ロピニロール  •レキップ 53

パーキンソン病薬
（抗コリン薬）

トリヘキシフェニジル •アーテン 53，58

ビペリデン •アキネトン 53，58

抗アレルギー薬

オキサトミド •オキサトミド 34

クロルフェニラミン •ポララミン 53

ジフェンヒドラミン •レスタミン 53

ヒドロキシジン •アタラックス -P 53，98，107，
180

プロメタジン •ピレチア	
•ヒベルナ

53

消化性潰瘍治療薬

アトロピン •アトロピン 53

オメプラゾール •オメプラール	
•オメプラゾン

160

シメチジン •タガメット 53，160

スルピリド •ドグマチール 34

ファモチジン •ガスター 34，53

ブチルスコポラミン •ブスコパン 53

ラニチジン •ザンタック 34，53

ラフチジン •プロテカジン 53

消化管運動機能
改善薬

イトプリド •ガナトン 34

ドンペリドン •ナウゼリン 34

メトクロプラミド •プリンペラン 33，34

モサプリド •ガスモチン 34

制吐薬 オンダンセトロン •オンダンセトロン 34
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薬剤リスト

鎮痛薬
（オピオイド）

オキシコドン •オキシコンチン
•オキノーム
•オキファスト

53

トラマドール •トラマール	
•トラムセット

53

フェンタニル •デュロテップ	
•MTパッチ
•フェントステープ
•ワンデュロパッチ
•アブストラル
•フェンタニル

34，53，139

モルヒネ •オプソ	
•MSコンチン
•モルペス	
•アンペック
•モルヒネ

53，172

鎮痛薬 ナプロキセン •ナイキサン 53

抗がん剤

イホスファミド •イホマイド 34

カペシタビン •ゼローダ 34

テガフール •フトラフール 34

フルオロウラシル • 5-FU 34，53

気管支拡張薬
アミノフィリン •ネオフィリン 53

テオフィリン •テオドール 53

降圧薬

クロニジン •カタプレス 53

ジルチアゼム •ヘルベッサー 34

プロプラノロール •インデラル 53

マニジピン •カルスロット 34

メチルドパ •アルドメット 34

レセルピン •アポプロン 34

抗不整脈薬
ジソピラミド •リスモダン 53

プロカインアミド •アミサリン 53

リドカイン •キシロカイン 53

心不全治療薬 ジゴキシン •ジゴキシン 53
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頻尿治療薬

オキシブチニン •ポラキス 53

ソリフェナシン •ベシケア 52

フェソテロジン •トビエース 52

プロピベリン •バップフォー 53

免疫抑制薬 メトトレキサート •メソトレキセート 53

副腎皮質
ステロイド

デキサメタゾン •デカドロン 53

プレドニゾロン •プレドニン 53

ベタメタゾン •リンデロン 53

抗菌薬

クラリスロマイシン •クラリス 62

セフェピム •マキシピーム 53

メトロニダゾール •フラジール	
•アネメトロ

53

抗真菌薬
イトラコナゾール •イトリゾール 62

ボリコナゾール •ブイフェンド　 62

抗ウイルス薬 アシクロビル •ゾビラックス 53

ビタミン製剤
ニコチン酸 •ナイクリン 157

フルスルチアミン •アリナミン F 157
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