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 医薬品の処方患者数ランキング（ATC 大分類 C 循環器用薬編） 
 

 2005 年～2007年における各年の推計処方患者数を多い順に男女別に30位までランキングしました。 

 

 各年の1位2位は男女共にノルバスクとヒルドイドソフト、3位は男性でブロプレス、女性でリピトール、と変動ありません。 

 男性に比べ女性では高脂血症用薬のランキング入りが多く見られます。2005年4月発売のクレストールは2007年によう

やくランクインしていますが、やはり女性の処方で高位置にいます（男性 23位、女性12位）。 

 この領域ではほとんどが先発品で、後発品はニトロペンとビーソフテンのみでした。今のところ先発品で占められている

領域のようです。 

順位 ブランド名 先発／後発 推計患者数（人） ブランド名 先発／後発 推計患者数（人） ブランド名 先発／後発 推計患者数（人）
1 ノルバスク 先発 2,449,471 ノルバスク 先発 2,900,582 ノルバスク 先発 3,186,121
2 ヒルドイドソフト 先発 1,750,856 ヒルドイドソフト 先発 1,973,380 ヒルドイドソフト 先発 2,377,034
3 ブロプレス 先発 1,345,321 ブロプレス 先発 1,645,619 ブロプレス 先発 1,929,559
4 ディオバン 先発 1,248,789 アムロジン 先発 1,497,673 ヒルドイド 先発 1,609,794
5 ヒルドイド 先発 1,175,830 リピトール 先発 1,457,520 アムロジン 先発 1,573,858
6 リピトール 先発 1,141,500 ディオバン 先発 1,357,567 リピトール 先発 1,498,883
7 アムロジン 先発 1,127,430 ヒルドイド 先発 1,257,995 ディオバン 先発 1,496,003
8 アダラート 先発 1,071,007 アダラート 先発 1,034,151 アダラート 先発 1,090,949
9 メバロチン 先発 968,770 メバロチン 先発 978,925 メバロチン 先発 978,326
10 ラシックス 先発 736,884 ラシックス 先発 737,740 ラシックス 先発 775,130
11 カルデナリン 先発 675,862 ニューロタン 先発 705,203 オルメテック 先発 733,341
12 ボスミン 先発 643,144 ミカルディス 先発 608,410 ニューロタン 先発 676,542
13 アデホスコーワ 先発 524,124 オルメテック 先発 599,222 ミカルディス 先発 658,089
14 ニューロタン 先発 518,741 ボスミン 先発 563,359 ボスミン 先発 603,261
15 ヘルベッサー 先発 503,090 カルデナリン 先発 557,806 ユベラＮ 先発 577,023
16 ポステリザン 先発 488,479 ポステリザン 先発 552,261 アデホスコーワ 先発 570,609
17 ミカルディス 先発 485,126 アデホスコーワ 先発 547,443 アーチスト 先発 560,724
18 ユベラＮ 先発 477,295 アーチスト 先発 505,057 ポステリザン 先発 554,283
19 タナトリル 先発 469,029 ヘルベッサー 先発 487,487 ニトロール 先発 502,334
20 コニール 先発 458,327 ニトロール 先発 474,376 ヘルベッサー 先発 501,952
21 ニトロール 先発 424,106 コニール 先発 464,811 カルデナリン 先発 468,949
22 ニトロペン 後発 416,971 テノーミン 先発 448,503 コニール 先発 443,683
23 カフェイン 先発 415,107 ユベラＮ 先発 443,811 クレストール 先発 443,159
24 ベザトールＳＲ 先発 390,261 ニトロペン 後発 431,856 リバロ 先発 438,381
25 テノーミン 先発 375,968 タナトリル 先発 406,220 テノーミン 先発 434,339
26 レニベース 先発 373,728 カフェイン 先発 405,466 ニトロペン 後発 433,105
27 リポバス 先発 348,040 リポバス 先発 399,015 タナトリル 先発 431,346
28 カルナクリン 先発 339,593 ベザトールＳＲ 先発 388,799 カルナクリン 先発 416,647
29 アーチスト 先発 316,988 レニベース 先発 381,963 ベザトールＳＲ 先発 367,922
30 リバロ 先発 312,133 リバロ 先発 377,142 レニベース 先発 345,376

2005年 2006年 2007年

順位 ブランド名 先発／後発 推計患者数（人） ブランド名 先発／後発 推計患者数（人） ブランド名 先発／後発 推計患者数（人）
1 ノルバスク 先発 2,726,599 ノルバスク 先発 3,171,328 ノルバスク 先発 3,318,355
2 ヒルドイドソフト 先発 2,484,265 ヒルドイドソフト 先発 2,781,772 ヒルドイドソフト 先発 3,189,014
3 リピトール 先発 2,145,850 リピトール 先発 2,440,556 リピトール 先発 2,469,321
4 メバロチン 先発 1,928,456 メバロチン 先発 1,822,991 ヒルドイド 先発 2,059,840
5 ヒルドイド 先発 1,600,759 アムロジン 先発 1,806,489 ブロプレス 先発 1,837,680
6 アムロジン 先発 1,542,308 ヒルドイド 先発 1,657,672 アムロジン 先発 1,813,738
7 ブロプレス 先発 1,398,734 ブロプレス 先発 1,655,229 メバロチン 先発 1,688,723
8 ディオバン 先発 1,373,358 ディオバン 先発 1,530,197 ディオバン 先発 1,542,620
9 アデホスコーワ 先発 1,063,732 アデホスコーワ 先発 1,124,040 アデホスコーワ 先発 1,185,912
10 アダラート 先発 974,297 アダラート 先発 1,009,224 アダラート 先発 947,825
11 ユベラＮ 先発 790,147 ユベラＮ 先発 867,547 リバロ 先発 902,646
12 ラシックス 先発 712,182 ラシックス 先発 854,705 クレストール 先発 787,776
13 コニール 先発 623,832 ポステリザン 先発 731,226 オルメテック 先発 772,576
14 リバロ 先発 589,005 リバロ 先発 702,984 ラシックス 先発 749,183
15 ポステリザン 先発 586,429 コニール 先発 668,435 ミカルディス 先発 723,376
16 カルナクリン 先発 584,043 リポバス 先発 651,888 ポステリザン 先発 706,133
17 リポバス 先発 581,657 ボスミン 先発 626,991 ユベラＮ 先発 705,116
18 カフェイン 先発 581,296 カルナクリン 先発 619,205 コニール 先発 688,182
19 ニューロタン 先発 552,920 オルメテック 先発 611,775 ボスミン 先発 636,439
20 ボスミン 先発 526,915 ニューロタン 先発 583,291 ニューロタン 先発 578,061
21 オルメテック 先発 441,436 ミカルディス 先発 550,761 リポバス 先発 557,303
22 ローコール 先発 437,491 カルデナリン 先発 490,457 カルナクリン 先発 516,921
23 カルデナリン 先発 433,059 ローコール 先発 471,315 ローコール 先発 488,084
24 ミカルディス 先発 353,355 カフェイン 先発 457,053 ビーソフテン 後発 486,946
25 ヘルベッサー 先発 346,817 アルダクトンＡ 先発 428,536 カルデナリン 先発 481,185
26 アーチスト 先発 336,477 ネリプロクト 先発 420,774 ヘルベッサー 先発 439,483
27 ネリプロクト 先発 327,463 アーチスト 先発 416,923 ネリプロクト 先発 424,932
28 テノーミン 先発 324,317 テノーミン 先発 384,980 アーチスト 先発 409,217
29 アルダクトンＡ 先発 318,830 ビーソフテン 後発 383,847 カフェイン 先発 390,985
30 ニトロペン 後発 311,837 ヘルベッサー 先発 375,858 ニトロペン 後発 365,078
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