
自動車運転等危険を伴う作業に注意することが必要な薬剤 H27.1.10現在

商品名 一般名 商品名 一般名

アイミクス配合錠LD, ＨＤ
イルベサルタン/アムロジピンベシル
酸塩

エクジェイド懸濁用錠
125mg

デフェラシロクス

アクトス錠15 ピオグリタゾン塩酸塩
エックスフォージ配合錠
１錠

バルサルタン/アムロジピンベシル酸
塩

アジルバ錠20mg アジルサルタン エバステルＯＤ錠10mg エバスチン

アダラートＣＲ錠10mg,
20mg

ニフェジピン エバステル錠10mg エバスチン

アダラートＬ錠10mg, 20mg ニフェジピン
エブランチルカプセル
15mg, 30mg

ウラピジル

アダラートカプセル
5mg, 10mg

ニフェジピン エボザックカプセル30mg セビメリン塩酸塩水和物

アテレック錠5, 10 シルニジピン エレナール錠10mg ニトレンジピン

アプルウェイ錠20mg トホグリフロジン水和物 オイグルコン錠1.25mg グリベンクラミド

アプレゾリン錠
10mg, 25mg

ヒドララジン塩酸塩 オドリック錠0.5mg, 1mg トランドラプリル

10%アプレゾリン散「チバ」 ヒドララジン塩酸塩
オルメテック錠5mg, 10mg,
20mg

オルメサルタンメドキソミル

アマリール0.5mg, 1mg グリメピリド オングリザ錠5mg サキサグリプチン水和物

アムロジン錠2.5mg, 5mg アムロジピンベシル酸塩 カタプレス錠75µg クロニジン塩酸塩

アルセノール錠25 アテノロール
カデュエット配合錠1番, 2
番, 3番, 4番

アムロジピンベシル酸塩/アトルバス
タチンカルシウム水和物

アルダクトンＡ細粒10% スピロノラクトン カナグル錠100mg カナグリフロジン水和物

アルダクトンＡ錠25mg スピロノラクトン カプトリル錠12.5mg カプトプリル

アルドメット錠125 メチルドパ水和物 カルスロット錠5, 10, 20 マニジピン塩酸塩

アレジオン錠10, 20 エピナスチン塩酸塩 カルデナリン錠0.5mg, 1mg ドキサゾシンメシル酸塩

アロチノロール塩酸塩錠
5mg, 10mg

アロチノロール塩酸塩 カルバン錠25, 50 ベバントロール塩酸塩

イクスタンジカプセル40mg エンザルタミド カルブロック錠8mg アゼルニジピン

イルトラ配合錠ＬＤ イルベサルタン/トリクロルメチアジド
グラクティブ錠
12.5mg, 25mg, 50mg

シタグリプチンリン酸塩水和物

イルベタン錠50mg, 100mg イルベサルタン クラビット錠500mg レボフロキサシン水和物

イレッサ錠250 ゲフィチニブ クリアミン配合錠Ａ1.0
エルゴタミン酒石酸塩/無水カフェイ
ン/イソプロピルアンチピリン

インデラル錠10mg プロプラノロール塩酸塩 グリコラン錠250mg メトホルミン塩酸塩

エースコール錠1mg, 2mg テモカプリル塩酸塩 グリベック錠100mg イマチニブメシル酸塩

エカード配合錠ＨＤ
カンデサルタンシレキセチル/ヒドロ
クロロチアジド

グリミクロンＨＡ錠20mg グリクラジド

エクア錠50mg ビルダグリプチン グリミクロン錠40mg グリクラジド
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グルファスト錠5mg, 10mg ミチグリニドカルシウム水和物 ステーブラ錠0.1mg イミダフェナシン

グルベス配合錠
ミチグリニドカルシウム水和物/ボグ
リボース

セイブル錠25mg, 50mg ミグリトール

ケルロング錠5mg ベタキソロール塩酸塩 セオノマール錠10 アロチノロール塩酸塩

コディオ配合錠ＥＸ バルサルタン/ヒドロクロロチアジド セタプリル錠12.5mg, 25mg アラセプリル

コナン錠5mg, 10mg キナプリル塩酸塩 セパミット-Ｒカプセル10 ニフェジピン

コニール錠2, 4 ベニジピン塩酸塩 セララ錠25mg, 50mg エプレレノン

コバシル錠2mg, 4mg ペリンドプリルエルブミン セリース錠2.5mg エナラプリルマレイン酸塩

コランチル配合顆粒
ジサイクロミン塩酸塩/乾燥水酸化ア
ルミニウムゲル/酸化マグネシウム

セレクトール錠100mg,
200mg

セリプロロール塩酸塩

ザーコリカプセル200mg,
250mg

クリゾチニブ セレコックス錠100mg セレコキシブ

ザクラス配合錠ＨＤ
アジルサルタン/アムロジピンベシル
酸塩

セロケン錠20mg メトプロロール酒石酸塩

サラジェン錠５ｍｇ　５ｍｇ１
錠

ピロカルピン塩酸塩 ダイアモックス錠250mg アセタゾラミド

サリグレンカプセル30mg セビメリン塩酸塩水和物 ダクチル錠50mg ピペリドレート塩酸塩

ザルティア錠5mg タダラフィル タナトリル錠2.5, 5 イミダプリル塩酸塩

サンリズムカプセル25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 タリオン錠5mg, 10mg ベポタスチンベシル酸塩

シアリス錠10mg, 20mg タダラフィル
ディオバン錠
20mg, 40mg, 80mg

バルサルタン

ジェイゾロフト錠25mg 塩酸セルトラリン
デトルシトールカプセル
2mg, 4mg

酒石酸トルテロジン

ジェニナック錠200mg メシル酸ガレノキサシン水和物 テネリア錠20mg
テネリグリプチン臭化水素酸塩水和
物

ジスロマックＳＲ成人用ド
ライシロップ2g

アジスロマイシン水和物 テノーミン錠25, 50 アテノロール

ジスロマック錠250mg,
600mg

アジスロマイシン水和物 テラビック錠250mg テラプレビル

ジヒデルゴット錠1mg ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩 トビエース錠4mg フェソテロジンフマル酸塩

ジャヌビア錠12.5mg,
25mg, 50mg, 100mg

シタグリプチンリン酸塩水和物 トラゼンタ錠5mg リナグリプチン

シュアポスト錠
0.25mg, 0.5mg

レパグリニド トランコロン錠7.5mg メペンゾラート臭化物

ジレニアカプセル0.5mg フィンゴリモド塩酸塩 トランデート錠50mg ラベタロール塩酸塩

スイニー錠100mg アナグリプチン トリテレン・カプセル50mg トリアムテレン

スーグラ錠25mg, 50mg イプラグリフロジンＬ－プロリン ナウゼリン錠5, 10 ドンペリドン

スーテントカプセル12.5mg スニチニブリンゴ酸塩 ナトリックス錠1 インダパミド

スターシス錠30mg, 90mg ナテグリニド ニバジール錠2mg ニルバジピン
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ニューロタン錠25mg,
50mg

ロサルタンカリウム ベシケア錠2.5mg, 5mg コハク酸ソリフェナシン

ネシーナ錠
6.25mg, 12.5mg, 25mg

アログリプチン安息香酸塩
ベプリコール錠
50mg, 100mg

ベプリジル塩酸塩水和物

ノルバスク錠2.5mg, 5mg アムロジピンベシル酸塩 ベラサスＬＡ錠60µg ベラプロストナトリウム

バイアグラ錠50mg シルデナフィルクエン酸塩 ベラプロストＮａ錠20µg ベラプロストナトリウム

ハイトラシン錠0.25mg,
0.5mg, 1mg

テラゾシン塩酸塩水和物
ペルジピンＬＡカプセル
20mg, 40mg

ニカルジピン塩酸塩

バイミカード錠5mg ニソルジピン ペルジピン錠10mg, 20mg ニカルジピン塩酸塩

パキシルＣＲ錠12.5mg パロキセチン塩酸塩水和物
ヘルベッサーＲカプセル
100mg

ジルチアゼム塩酸塩

パキシル錠5mg, 10mg,
20mg

パロキセチン塩酸塩水和物 ヘルベッサー錠30 ジルチアゼム塩酸塩

バソメット錠0.5mg テラゾシン塩酸塩水和物 ポラキス錠1, 2 オキシブチニン塩酸塩

バルサルタン錠40mg,
80mg

バルサルタン ポンタールシロップ3.25% メフェナム酸

ハルナールＤ錠0.1mg,
0.2mg

タムスロシン塩酸塩 ポンタール散50% メフェナム酸

ヒポカ10mg, 15mg バルニジピン塩酸塩 ポンタール錠250mg メフェナム酸

ビルトリシド錠600g プラジカンテル ミカムロ配合錠ＡＰ, BP
テルミサルタン/アムロジピンベシル
酸塩

ファムビル錠250mg ファムシクロビル
ミカルディス錠20mg,
40mg, 80mg

テルミサルタン

フェマーラ錠2.5mg レトロゾール ミコンビ配合錠ＡＰ テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド

フォシーガ錠5mg
ダパグリフロジンプロピレングリコー
ル水和物

ミニプレス錠0.5mg プラゾシン塩酸塩

プリジスタナイーブ錠
800mg

ダルナビルエタノール付加物
メインテート錠0.625mg,
2.5mg, 5mg

ビソプロロールフマル酸塩

フリバスＯＤ錠75mg ナフトピジル メトグルコ錠250mg, 500mg メトホルミン塩酸塩

フリバス錠25mg, 50mg ナフトピジル メトピロンカプセル250mg メチラポン

フルイトラン錠1mg, 2mg トリクロルメチアジド ユニシア配合錠ＨＤ
カンデサルタンシレキセチル/アムロ
ジピンベシル酸塩

プレミネント配合錠LD, ＨＤ
ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチア
ジド

ユリーフ錠4mg シロドシン

プロサイリン錠20 ベラプロストナトリウム
ラシックス錠10mg, 20mg,
40mg

フロセミド

プロノン錠100mg, 150mg プロパフェノン塩酸塩 ラジレス錠150mg アリスキレンフマル酸塩

ブロプレス錠2, 4, 8 カンデサルタンシレキセチル ラミシール錠125mg テルビナフィン塩酸塩

ベイスンＯＤ錠0.2, 0.3 ボグリボース ランデル錠10, 20
エホニジピン塩酸塩エタノール付加
物

ベイスン錠0.2, 0.3 ボグリボース リオベル配合錠ＨＤ
アログリプチン安息香酸塩/ピオグリ
タゾン塩酸塩

ベシケアＯＤ錠2.5mg, 5mg コハク酸ソリフェナシン リスモダンＲ錠150mg ジソピラミドリン酸塩
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リスモダンカプセル50mg,
100mg

ジソピラミド

ルセフィ錠2.5mg ルセオグリフロジン水和物

ルプラック錠4mg トラセミド

レクサプロ錠10mg エスシタロプラムシュウ酸塩

レザルタス配合錠ＨＤ
オルメサルタンメドキソミル/アゼル
ニジピン

レニベース錠2.5, 5 エナラプリルマレイン酸塩

レバチオ錠20mg シルデナフィルクエン酸塩

レビトラ錠5mg, 10mg,
20mg

バルデナフィル塩酸塩水和物

レブラミドカプセル5mg レナリドミド水和物

レミニールＯＤ錠4mg, 8mg ガランタミン臭化水素酸塩

レミニール内用液4mg/mL
0.4%

ガランタミン臭化水素酸塩

ロプレソール錠20mg,
40mg

メトプロロール酒石酸塩

ロンゲス錠5mg, 10mg リシノプリル水和物

ナウゼリン坐剤10, 60 ドンペリドン

ネオキシテープ73.5mg オキシブチニン塩酸塩

ビソノテープ4mg ビソプロロール

アイファガン点眼液0.1% ブリモニジン酒石酸塩

アゾルガ配合懸濁性点眼
液

ブリンゾラミド/チモロールマレイン酸
塩

エイゾプト懸濁性点眼液
1%

ブリンゾラミド

ムコスタ点眼液ＵＤ2%
0.35mL

レバミピド

グルカゴンＧノボ注射用
1mg（溶解液付）

グルカゴン（遺伝子組換え）

バイエッタ皮下注10µgペン
300

エキセナチド

バイエッタ皮下注5µgペン
300

エキセナチド

ビクトーザ皮下注18mg リラグルチド（遺伝子組換え）

フォルテオ皮下注キット
600µg

テリパラチド（遺伝子組換え）

リキスミア皮下注300µg リキシセナチド


