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製 品 名 索 引
要指導：要指導医薬品，1：第１類医薬品，2：指定第２類医薬品，2：第２類医薬品，3：第３類医薬品，部外品：指定医薬部外品を表します。

製品名冒頭に接頭語や形容詞が付されている場合は，それらを除いた状態でも引けるようにしてあります。
例：新エスタック「W」→【え】に「エスタック「W」〔新〕」，【し】に「新エスタック「W」」

【あ】
アイビットV〔新〕 3 5
アイン口内軟膏A 2 8
アオキュア 2 12
浅田᷒薬用のど᷒N 部外品 18
アセムヒEX 2 9
アリナミンメディカルバランス 部外品 21
アレジフェンス 2 6

【い】
イソジンクリアうがい薬A 部外品 18
イソジンクリアうがい薬M 部外品 18
インテターム IB 2 1

【う】
ヴイックス メディケイテッド ドロッ
プ YZ 部外品 19

愛称 ヴイックス メディケイテッド ド
ロップ ゆず 部外品 19
ウエストンピンクＦ 2 4
ウルソウコン 部外品 19

【え】
エージーアレルカットEXc〈季節性ア
レルギー専用〉 2 7

愛称 エスカップNEXT 部外品 21
エビオス整腸薬 部外品 20
エンペシドLクリーム 要指導 12

【か】
ᷤ根湯エキスEX錠〔「クラシエ」漢
方〕 2 14
葛根湯内服液NS 2 2
カブナース 2 9

【き】
キューピーコーワiドリンク 部外品 21
キューピーコーワゴールドα錠 部外品 21
キンカンUFクリーム 2 9

【く】
「クラシエ」漢方ᷤ根湯エキスEX錠
2 14

「クラシエ」漢方当帰芍薬散料エキス
顆粒 2 16
「クラシエ」漢方当帰芍薬散料エキス
顆粒S 2 16
クロキュアEX 3 11

【け】
ケアノキュア 2 9
ゲインタイム 部外品 21
ケンエーうがい薬C 3 3

【こ】
コートfレグケア 3 11
コムレケア ヨコヨコ 2 9

【さ】
サンテ ボーティエ ムーンケア 2 5

【し】
JPSかぜ薬1号G 2 1
JPSかぜ薬2号G 2 1
JPSかぜ薬5号G 2 1
JPSかぜ薬6号G 2 1
JPSかぜ薬8号G 2 2
JPS釣藤散料エキス錠N 2 15
ジキニンシロップ〔小児用〕 2 2
ジキニンファースト顆粒N 2 2
小児用ジキニンシロップ 2 2
小児用ヒストミンかぜシロップD 2 2
新アイビットV 3 5
新・ロート防風通聖散錠ZⅡ 2 16

【す】
スカルプD メディカルミノキ5 1 11
スパークユンケルDX 2 13
スマイルコンタクトEX ひとみリペア
クール 3 5
スマイルコンタクトEX ひとみリペア
マイルド 3 5
スマイルザメディカル A 3 5
スマイルホワイティエ コンタクト 3 5
スミスリンシャンプープレミアム 2 12

【せ】
ゼノールジクロダイレクト 2 9

【そ】
ソアレスローチ 部外品 19

【た】
大正滋養液V 部外品 22
タクトL 2 10

【ち】
チオタミンD 部外品 21
チオタミンDX 部外品 22
チオビタドリンクアイビタスゼロ 3 13

【つ】
ツラレスSPゼリー 2 15

【て】
デシコートブロック 2 11

【と】
当帰芍薬散料エキス顆粒〔「クラシエ」
漢方〕 2 16
当帰芍薬散料エキス顆粒S〔「クラシ
エ」漢方〕 2 16
トピック葛根湯内服液D2 2 3

【に】
NewマイティアCLアイスリフレッシュ
3 7

NewマイティアCLビタクリアクール 3 6

【の】
のびのびサロンシップFα 3 8

【は】
バイタック紅内服液 2 13
愛称 パブロン滋養内服液プレミアム
部外品 22

パブロン鼻炎アタックJL〈季節性アレ
ルギー専用〉 2 7
パンシロンソフトベール 2 3

【ひ】
ビオスリーH 部外品 20
ビオスリーHi錠 部外品 20
ビオフェルミン ぽっこり整腸チュア
ブル 3 4
ヒストミンかぜシロップD〔小児用〕
2 2

ヒリギレ軟膏 3 10

【ふ】
フェイタスZαジクサス温感 2 8
フェイタスZαジクサス温感大判 2 8

【へ】
ヘパドロイド油性クリーム 2 10

【ま】
マイティアCLアイスリフレッシュ
〔New〕 3 7
マ イ ティア CL ビ タクリアクール
〔New〕 3 6

愛称 マジックハンドクリーム 部外品 20

【む】
ムヒHDm 2 10

【め】
メリドン IB 2 1
メンソレータムADボタニカル乳液 2 10
メンソレータムやわらか素肌オイル 3 10
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【や】
薬用フルハンド 部外品 20

【よ】
ヨクイノーゲンホワイト錠 2 14

【り】
リグロEX5 1 11
リハビット 2 17

【る】
ルナフェミン 2 14
ルルアタックTR 2 3

【ろ】
ロートアルガード鼻炎内服薬ゴールド
Z 2 4
ロート新緑水b 3 6
ロート トイリズム 2 15
ロート防風通聖散錠ZⅡ〔新〕 2 16

ヤクヨ2



003-004_16t_JITAJS03【会社名別索引】_下版_再校_初校.smd  Page 1 19/04/20 09:40  v3.60

会 社 名 別 索 引
要指導：要指導医薬品，1：第１類医薬品，2：指定第２類医薬品，2：第２類医薬品，3：第３類医薬品，部外品：指定医薬部外品を表します。

浅田᷒
浅田᷒薬用のど᷒Nïのど清涼剤ð 部外品 18
ヘパドロイド油性クリームïしもやけ・
あかぎれ用薬ð 2 10

アサヒグループ食品
エビオス整腸薬ï整腸薬ð 部外品 20

池田模範堂
アセムヒEXï外用湿疹・皮膚炎用薬ð 2 9
ヒリギレ軟膏ïしもやけ・あかぎれ用薬ð
3 10

ムヒHDmï外用湿疹・皮膚炎用薬ð 2 10

エスエス製薬
愛称 エスカップNEXTïビタミン含有保
健剤ð 部外品 21
ゲインタイム ïビタミン含有保健剤ð
部外品 21

大峰堂薬品工業
リハビットï補中益気湯ð 2 17
ロート トイリズムï牛車腎気丸ð 2 15

金冠堂
キンカンUFクリームï外用湿疹・皮膚
炎用薬ð 2 9

クラシエ薬品
「クラシエ」漢方ᷤ根湯エキスEX錠
ïᷤ根湯ð 2 14
「クラシエ」漢方当帰芍薬散料エキ
ス顆粒ï当帰芍薬散ð 2 16
「クラシエ」漢方当帰芍薬散料エキ
ス顆粒Sï当帰芍薬散ð 2 16
JPS釣藤散料エキス錠Nï釣藤散ð 2 15
ヨクイノーゲンホワイト錠ï桂枝茯苓
丸料加㫡苡仁ð 2 14

健栄製薬
ケンエーうがい薬Cïうがい薬ð 3 3

興和
キューピーコーワiドリンクïビタミン
含有保健剤ð 部外品 21
キューピーコーワゴールドα錠ïビタ
ミン含有保健剤ð 部外品 21

小林製薬
アオキュアïその他の外皮用薬ð 2 12
カブナースï外用湿疹・皮膚炎用薬ð 2 9
クロキュアEXï皮膚軟化薬ï乾燥性皮膚
用薬ðð 3 11
ケアノキュアï外用湿疹・皮膚炎用薬ð 2 9

コムレケア ヨコヨコï外用鎮痛・消炎
薬ï塗布薬ðð 2 9

小林薬品工業
アイン口内軟膏Aï外用口内炎用薬ð 2 8
ウエストンピンクＦï便秘薬ð 2 4
小児用ヒストミンかぜシロップDïか
ぜ薬ð 2 2

佐藤製薬
エンペシドLクリームï腟カンジダ用薬ð
要指導 12

スパークユンケルDXï液剤ð 2 13
タクトLï外用湿疹・皮膚炎用薬ð 2 10

参天製薬
サンテ ボーティエ ムーンケアï一
般点眼薬ð 2 5

ジェーピーエス製薬
インテターム IBï解熱鎮痛薬ð 2 1
JPSかぜ薬1号Gïかぜ薬ð 2 1
JPSかぜ薬2号Gïかぜ薬ð 2 1
JPSかぜ薬5号Gïかぜ薬ð 2 1
JPSかぜ薬6号Gïかぜ薬ð 2 1
JPSかぜ薬8号Gïかぜ薬ð 2 2
JPS釣藤散料エキス錠Nï釣藤散ð 2 15
メリドン IBï解熱鎮痛薬ð 2 1

シオノギヘルスケア
イソジンクリアうがい薬Aï含嗽薬ð
部外品 18

イソジンクリアうがい薬Mï含嗽薬ð
部外品 18

ゼリア新薬工業
愛称 マジックハンドクリームï外皮消
毒剤ð 部外品 20
薬用フルハンドï外皮消毒剤ð 部外品 20

千寿製薬
NewマイティアCLアイスリフレッ
シュï人工涙液ð 3 7
NewマイティアCLビタクリアクール
ï一般点眼薬ð 3 6

全薬工業
ジキニンファースト顆粒Nïかぜ薬ð 2 2
小児用ジキニンシロップïかぜ薬ð 2 2

第一三共ヘルスケア
エージーアレルカットEXc〈季節性
アレルギー専用〉ï鼻炎用点鼻薬ð 2 7
ルルアタックTRïかぜ薬ð 2 3

大正製薬
ヴイックス メディケイテッド ド
ロップ YZï口腔咽喉薬ð 部外品 19

愛称 ヴイックス メディケイテッド
ドロップ ゆずï口腔咽喉薬ð 部外品 19
大正滋養液V ïビタミン含有保健剤ð
部外品 22

愛称 パブロン滋養内服液プレミアム
ïビタミン含有保健剤ð 部外品 22
パブロン鼻炎アタックJL〈季節性ア
レルギー専用〉ï鼻炎用点鼻薬ð 2 7
ビオフェルミン ぽっこり整腸チュ
アブルï整腸薬ð 3 4

大鵬薬品工業
ゼノールジクロダイレクトï外用鎮痛・
消炎薬ï塗布薬ðð 2 9
チオビタドリンクアイビタスゼロï液
剤ð 3 13

武田コンシューマーヘルスケア
アリナミンメディカルバランスïビタ
ミン含有保健剤ð 部外品 21
NewマイティアCLアイスリフレッ
シュï人工涙液ð 3 7
NewマイティアCLビタクリアクール
ï一般点眼薬ð 3 6
ビオスリーHï整腸薬ð 部外品 20
ビオスリーHi錠ï整腸薬ð 部外品 20

田辺三菱製薬
ウルソウコンï健胃清涼剤ð 部外品 19
コートfレグケアï皮膚軟化薬ï乾燥性皮
膚用薬ðð 3 11

ダンヘルスケア
スミスリンシャンプープレミアムïシ
ラミ駆除用薬ð 2 12

テイカ製薬
新アイビットVï一般点眼薬ð 3 5

東亜薬品
スカルプD メディカルミノキ5ï発
毛・育毛薬ð 1 11

日新薬品工業
葛根湯内服液NSïかぜ薬ð 2 2
ソアレスローチï口腔咽喉薬ð 部外品 19
チオタミンD ïビタミン含有保健剤ð
部外品 21

チオタミンDXïビタミン含有保健剤ð
部外品 22

トピック葛根湯内服液D2ïかぜ薬ð 2 3

日新薬品工業
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バイタック紅内服液ï生薬主薬保健薬ð
2 13

バイエル薬品
エンペシドLクリームï腟カンジダ用薬ð
要指導 12

ビオフェルミン製薬
ビオフェルミン ぽっこり整腸チュ
アブルï整腸薬ð 3 4

久光製薬
のびのびサロンシップFαï外用鎮痛・
消炎薬ï貼付薬ðð 3 8
フェイタスZαジクサス温感ï外用鎮
痛・消炎薬ï貼付薬ðð 2 8
フェイタスZαジクサス温感大判ï外
用鎮痛・消炎薬ï貼付薬ðð 2 8

ムンディファーマ
イソジンクリアうがい薬Aï含嗽薬ð
部外品 18

イソジンクリアうがい薬Mï含嗽薬ð
部外品 18

ライオン
スマイルコンタクトEX ひとみリペ
ア クールï一般点眼薬ð 3 5
スマイルコンタクトEX ひとみリペ
ア マイルドï一般点眼薬ð 3 5
スマイルザメディカル Aï一般点眼
薬ð 3 5
スマイルホワイティエ コンタクト
ï一般点眼薬ð 3 5

ロート製薬
新・ロート防風通聖散錠ZⅡï防風通聖
散ð 2 16
ツラレスSPゼリーï芍薬甘草湯ð 2 15
パンシロンソフトベールï複合胃腸薬ð
2 3

メンソレータムADボタニカル乳液
ï外用湿疹・皮膚炎用薬ð 2 10
メンソレータムやわらか素肌オイル
ï外用湿疹・皮膚炎用薬ð 3 10
リグロEX5ï発毛・育毛薬ð 1 11
リハビットï補中益気湯ð 2 17
ルナフェミンï温経湯ð 2 14
ロートアルガード鼻炎内服薬ゴール
ドZï内服アレルギー用薬ð 2 4
ロート新緑水bï一般点眼薬ð 3 6
ロート トイリズムï牛車腎気丸ð 2 15

わかもと製薬
アレジフェンスïアレルギー用点眼薬ð
2 6

湧永製薬
デシコートブロックï水虫・たむし用
薬ð 2 11

日新薬品工業4
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解熱鎮痛薬

インテターム IB
ïジェーピーエス製薬ð

イブプロフェン配合解熱鎮痛
剤

区 分 指定第2類医薬品
成 分 錠 2錠中：
イブプロフェン200mg
添加物 無水ケイ酸，クロスCMCrNa，バレイ
ショデンプン，ステアリン酸Mg，ケイ酸
Al・ヒドロキシプロピルスターチ・セルロ
ース，乳糖，ヒプロメロース，マクロゴー
ル，酸化チタン，タルク

効 能 1ð頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽
喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・
筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・
ねんざ痛・月経痛・外傷痛の鎮痛 2ð
悪寒・発熱時の解熱

用法･用量 症状があらわれた時，次の量
をなるべく空腹時をさけて服用する。
成人ï15才以上ð1回2錠，通常1日2回ま
でとするが，再度症状があらわれた場
合には3回目を服用できる。服用間隔
は4時間以上おくこと

製 剤 白色のフィルムコーティング錠
包装･価格 60錠
その他 セ税対象。2018年9月11日発売

メリドン IB
ïジェーピーエス製薬ð

イブプロフェン配合解熱鎮痛
剤

区 分 指定第2類医薬品
成 分 錠 2錠中：
イブプロフェン200mg
添加物 無水ケイ酸，クロスCMCrNa，バレイ
ショデンプン，ステアリン酸Mg，ヒドロキ
シプロピルスターチ・セルロース，乳糖，
ヒプロメロース，マクロゴール，酸化チタ
ン，タルク

効 能 1ð頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽
喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・
筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・
ねんざ痛・月経痛・外傷痛の鎮痛 2ð
悪寒・発熱時の解熱

用法･用量 症状があらわれた時，次の量
をなるべく空腹時をさけて服用する。
成人ï15才以上ð1回2錠，通常1日2回ま
でとするが，再度症状があらわれた場
合には3回目を服用できる。服用間隔
は4時間以上おくこと

製 剤 白色のフィルムコーティング錠
包装･価格 30錠・60錠
その他 セ税対象。2017年12月27日発売

かぜ薬

JPSかぜ薬1号G
ïジェーピーエス製薬ð

ᷤ根湯エキス配合総合感冒薬

区 分 第2類医薬品
成 分 顆 3包中：
アセトアミノフェン720mg
デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物48mg

drクロルフェニラミンマレイン酸塩3☚5mg
グアヤコールスルホン酸カリウム250mg
無水カフェイン150mg
リボフラビンリン酸エステル
ナトリウム12mg

ᷤ根湯乾燥エキス1000mg
添加物 サッカリンNa，ステアリン酸Mg，ケ
イ酸Al，乳糖水和物

効 能 かぜの諸症状ï鼻水，鼻づまり，
くしゃみ，のどの痛み，せき，たん，
悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉
の痛みðの緩和

用法･用量 成人ï15才以上ð1回1包，11～
14才1回☶包，7～10才1回Ὸ包，3～6
才1回☵包，1～2才1回Ό包，1日3回食
後なるべく30分以内に服用

製品特有の注意 本剤に配合されているリ
ボフラビンリン酸エステルナトリウム
により尿が黄色になることがあるが，
心配ない

製 剤 淡灰褐色の顆粒剤

JPSかぜ薬2号G
ïジェーピーエス製薬ð

小青竜湯エキス配合総合感冒
薬

区 分 第2類医薬品
成 分 顆 3包中：
アセトアミノフェン900mg
デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物48mg

drクロルフェニラミンマレイン酸塩3☚5mg
グアヤコールスルホン酸カリウム250mg
無水カフェイン150mg
リボフラビンリン酸エステル
ナトリウム12mg

小青竜湯乾燥エキス900mg
添加物 サッカリンNa，ステアリン酸Mg，ケ
イ酸Al，乳糖水和物

効 能 かぜの諸症状ï鼻水，鼻づまり，
くしゃみ，のどの痛み，せき，たん，
悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉
の痛みðの緩和

用法･用量 成人ï15才以上ð1回1包，11～
14才1回☶包，7～10才1回Ὸ包，3～6

才1回☵包，1～2才1回Ό包，1日3回食
後なるべく30分以内に服用

製品特有の注意 本剤に配合されているリ
ボフラビンリン酸エステルナトリウム
により尿が黄色になることがあるが，
心配ない

製 剤 淡灰褐色の顆粒剤

JPSかぜ薬5号G
ïジェーピーエス製薬ð

半夏厚朴湯エキス配合総合感
冒薬

区 分 指定第2類医薬品
成 分 顆 3包中：
アセトアミノフェン900mg
デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物48mg

drクロルフェニラミンマレイン酸塩3☚5mg
グアヤコールスルホン酸カリウム250mg
無水カフェイン150mg
リボフラビンリン酸エステル
ナトリウム12mg

dlrメチルエフェドリン塩酸塩30mg
半夏厚朴湯乾燥エキス580mg
添加物 サッカリンNa，ステアリン酸Mg，ケ
イ酸Al，乳糖水和物

効 能 かぜの諸症状ï鼻水，鼻づまり，
くしゃみ，のどの痛み，せき，たん，
悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉
の痛みðの緩和

用法･用量 成人ï15才以上ð1回1包，11～
14才1回☶包，7～10才1回Ὸ包，3～6
才1回☵包，1～2才1回Ό包，1日3回食
後なるべく30分以内に服用

製品特有の注意 本剤に配合されているリ
ボフラビンリン酸エステルナトリウム
により尿が黄色になることがあるが，
心配ない

製 剤 淡灰褐色の顆粒剤

JPSかぜ薬6号G
ïジェーピーエス製薬ð

柴胡桂枝湯エキス配合総合感
冒薬

区 分 指定第2類医薬品
成 分 顆 3包中：
アセトアミノフェン900mg
デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物48mg

drクロルフェニラミンマレイン酸塩3☚5mg
グアヤコールスルホン酸カリウム250mg
リボフラビンリン酸エステル
ナトリウム12mg

dlrメチルエフェドリン塩酸塩30mg
柴胡桂枝湯乾燥エキス1000mg
添加物 サッカリンNa，ステアリン酸Mg，ケ

解熱鎮痛薬 かぜ薬 1
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イ酸Al，乳糖水和物
効 能 かぜの諸症状ï鼻水，鼻づまり，
くしゃみ，のどの痛み，せき，たん，
悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉
の痛みðの緩和

用法･用量 成人ï15才以上ð1回1包，11～
14才1回☶包，7～10才1回Ὸ包，3～6
才1回☵包，1～2才1回Ό包，1日3回食
後なるべく30分以内に服用

製品特有の注意 本剤に配合されているリ
ボフラビンリン酸エステルナトリウム
により尿が黄色になることがあるが，
心配ない

製 剤 淡黄褐色の顆粒剤

JPSかぜ薬8号G
ïジェーピーエス製薬ð

麦門冬湯エキス配合総合感冒
薬

区 分 指定第2類医薬品
成 分 顆 3包中：
アセトアミノフェン900mg
drクロルフェニラミンマレイン酸塩3☚5mg
デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物48mg

dlrメチルエフェドリン塩酸塩30mg
グアヤコールスルホン酸カリウム250mg
無水カフェイン150mg
リボフラビンリン酸エステル
ナトリウム12mg

麦門冬湯乾燥エキスïかぜ薬ð1800mg
添加物 ケイ酸Al，サッカリンNa，ステアリン
酸Mg，乳糖水和物

効 能 かぜの諸症状ï鼻水，鼻づまり，
くしゃみ，のどの痛み，せき，たん，
悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉
の痛みðの緩和

用法･用量 成人ï15才以上ð1回1包，11～
14才1回☶包，7～10才1回Ὸ包，3～6
才1回☵包，1～2才1回Ό包，1日3回食
後なるべく30分以内に服用

製品特有の注意 本剤に配合されているリ
ボフラビンリン酸エステルナトリウム
により尿が黄色になることがあるが，
心配ない

製 剤 淡灰黄白色の顆粒剤

葛根湯内服液NS
ï日新薬品工業ð

葛根湯満量処方／かぜのひき
はじめ・初期症状に

区 分 第2類医薬品
成 分 内液 90mLï30mL×3本ð中：
葛根湯エキス7☚1g
ï日局カッコン8☚0g・日局マオウ4☚0g・
日局タイソウ4☚0g・日局ケイヒ3☚0g・日

局シャクヤク3☚0g・日局カンゾウ2☚0g・
日局ショウキョウ1☚0gより抽出ð
添加物 精製白糖，ブドウ糖，ポリオキシエチ
レン硬化ヒマシ油60，パラオキシ安息香酸
ブチル，安息香酸ナトリウム，香料，エタ
ノール，プロピレングリコール

効 能 体力中等度以上のものの次の諸
症：感冒の初期ï汗をかいていないも
のð，鼻かぜ，鼻炎，頭痛，肩こり，
筋肉痛，手や肩の痛み

用法･用量 成人ï15才以上ð1回1本ï30mLð，
1日3回，食間に服用

製品特有の注意 よく振ってから服用する
こと

製 剤 褐色の内用液剤

ジキニンファースト顆粒N
ï全薬工業ð

つらいかぜに効く 胃を守る
成分プラス

区 分 指定第2類医薬品
成 分 顆 1包ï1☚2gð中：
アセトアミノフェン300mg
ジヒドロコデインリン酸塩8mg
ノスカピン16mg
dlrメチルエフェドリン塩酸塩20mg
カンゾウï甘草ðエキス粉末96mg
ï原生薬換算量：751mgð
drクロルフェニラミンマレイン酸塩1☚17mg
無水カフェイン25mg
グリシン60mg
添加物 アスパルテームïLrフェニルアラニン
化合物ð，タルク，部分アルファー化デンプ
ン，エリスリトール，ステビアエキス，デ
キストリン，ポビドン，無水ケイ酸，メタ
ケイ酸アルミン酸Mg

効 能 かぜの諸症状ïのどの痛み，発熱，
せき，たん，鼻水，鼻づまり，頭痛，
悪寒ï発熱によるさむけð，くしゃみ，
関節の痛み，筋肉の痛みðの緩和

用法･用量 成人ï15才以上ð1回1包，12～
14才1回☶包。1日3回。食後なるべく
30分以内に服用

製 剤 淡黄褐色の顆粒
包装･価格 6包 1☗100円・9包 1☗400円・15
包 2☗200円

小児用ジキニンシロップ
ï全薬工業ð

5つの成分を配合したお子さ
まのための総合感冒内服液

区 分 指定第2類医薬品
成 分 内液 30mL中：
dlrメチルエフェドリン塩酸塩20mg
アセトアミノフェン300mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩2☚5mg
無水カフェイン25mg

カンゾウï甘草ðエキス332mg
ï原生薬換算量：1☗660mgð
添加物 アルコール，クエン酸Na，パラベン，
プロピレングリコール，白糖

効 能 かぜの諸症状ïせき，発熱，頭痛，
くしゃみ，鼻水，鼻づまり，のどの痛
み，たん，悪寒ï発熱によるさむけð，
関節の痛み，筋肉の痛みðの緩和

用法･用量 3～6才1回5mL，6ヵ月～2才1
回3mL，3～5ヵ月1回2mL。1日3回。
食後なるべく30分以内にï添付の計量
カップではかりð服用。必要な場合に
は就寝前の服用も加えて1日6回まで服
用できるが，このような場合には約4
時間の間隔をおくこと

製品特有の注意 開栓後は長期保存しない
製 剤 黒褐色の内服液
包装･価格 30mL 550円

小児用ヒストミン
かぜシロップD

ï小林薬品工業ð

3つの生薬ïカンゾウ・キキョ
ウ・ナンテンジツð配合

区 分 指定第2類医薬品
成 分 内液 30mL中：
アセトアミノフェン300mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩2☚5mg
デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物16mg

dlrメチルエフェドリン塩酸塩10mg
グアイフェネシン45mg
無水カフェイン50mg
カンゾウエキス330mg
ï原生薬換算量：1100mgð
キキョウ流エキス0☚3mL
ï原生薬換算量：300mgð
ナンテンジツ流エキス0☚36mL
ï原生薬換算量：360mgð
添加物 白糖，スクラロース，クエン酸水和物，
クエン酸Na水和物，アルコール，安息香酸
Na，パラベン，香料，安息香酸ベンジル，
lrメントール，エチルバニリン，グリセリ
ン，バニリン

効 能 かぜの諸症状ï鼻水，鼻づまり，
くしゃみ，のどの痛み，せき，たん，
悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉
の痛みðの緩和

用法･用量 3～6才1回5mL，1日3回食後な
るべく30分以内に服用。また，必要な
場合には就寝前に用いてもよく，やむ
をえない場合には約4時間の間隔をお
いて6回まで服用できる。添付の目盛
付コップではかり服用する

製品特有の注意 生薬エキスを含むため，
まれに沈でんを生じることがある。よ
く振ってから服用する

製 剤 淡褐色の液
包装･価格 30mL 500円
その他 黒糖風味。2018年10月16日発売

かぜ薬2
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トピック葛根湯内服液D2
ï日新薬品工業ð

葛根湯満量処方／かぜのひき
はじめ・初期症状に

区 分 第2類医薬品
成 分 内液 90mLï45mL×2本ð中：
葛根湯エキス7☚1g
ï日局カッコン8☚0g・日局マオウ4☚0g・
日局タイソウ4☚0g・日局ケイヒ3☚0g・日
局シャクヤク3☚0g・日局カンゾウ2☚0g・
日局ショウキョウ1☚0gより抽出ð
添加物 精製白糖，ブドウ糖，ポリオキシエチ
レン硬化ヒマシ油60，パラオキシ安息香酸
ブチル，安息香酸ナトリウム，香料，エタ
ノール，プロピレングリコール

効 能 体力中等度以上のものの次の諸
症：感冒の初期ï汗をかいていないも
のð，鼻かぜ，鼻炎，頭痛，肩こり，
筋肉痛，手や肩の痛み

用法･用量 成人ï15才以上ð1回1本ï45mLð，
1日2回，食間に服用

製品特有の注意 よく振ってから服用する
こと

製 剤 褐色の内用液剤

ルルアタックTR
ï第一三共ヘルスケアð

1日2回の服用で☗つらいカゼ
の11症状によく効く

区 分 指定第2類医薬品
成 分 カ 4カプセル中：
イブプロフェン400mg
グリチルリチン酸26mg
ヨウ化イソプロパミド5mg
drクロルフェニラミンマレイン酸塩3☚5mg
デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物48mg

dlrメチルエフェドリン塩酸塩60mg
無水カフェイン75mg
添加物 Drマンニトール，セルロース，カルメ
ロースCa，ヒドロキシプロピルセルロース，
黄色５号，アクリル酸エチル・メタクリル
酸メチル共重合体，タルク，ヒプロメロー
ス，ポリビニルアルコール・アクリル酸・
メタクリル酸メチル共重合体，二酸化ケイ
素，ラウリル硫酸Na，ゼラチン

効 能 かぜの諸症状ïのどの痛み，鼻水，
鼻づまり，くしゃみ，せき，たん，発
熱，悪寒，頭痛，関節の痛み，筋肉の
痛みðの緩和

用法･用量 成人ï15才以上ð1回2カプセル
を1日2回，朝夕食後なるべく30分以内
に服用

製 剤 橙色と白色のカプセル
包装･価格 12カプセル 1☗400円・24カプセ
ル 2☗000円

その他 セ税対象。2018年8月27日発売

うがい薬

ケンエーうがい薬C
ï健栄製薬ð

うすめずそのまま使用できる
ポビドンヨード配合うがい薬

区 分 第3類医薬品
成 分 外液 100mL中：
ポビドンヨード350mg
ï有効ヨウ素として35mgð
添加物 エタノール，グリセリン，lrメントー
ル，サッカリンNa水和物，その他1成分

効 能 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗
浄，口臭の除去

用法･用量 うすめずにそのまま適量ï約15
～20mLðを口に含んで，2～3回うがい
をする。これを1日数回行う

製品特有の注意 銀を含有する歯科材料ï義
歯等ðが変色することがある

製 剤 赤褐色澄明の液剤
包装･価格 540mL 700円
その他 2018年10月29日発売

複合胃腸薬

パンシロンソフトベール
ïロート製薬ð

テプレノン配合の複合胃腸薬

区 分 第2類医薬品
成 分 カ 3カプセル中：
テプレノン112☚5mg
ソウジュツ乾燥エキス150mg
ï原生薬換算量：1☚5gð
コウボク乾燥エキス83☚4mg
ï原生薬換算量：1☚0gð
銅クロロフィリンナトリウム40mg
添加物 ポリソルベート80，グリセリン脂肪酸
エステル，サラシミツロウ，中鎖脂肪酸ト
リグリセリド，コハク化ゼラチン，グリセ
リン，酸化チタン，黄色5号，赤色106号

効 能 胃もたれ，吐き気ïむかつき，嘔
気，悪心ð，食欲不振，胸やけ，嘔吐，
胸つかえ，胃部・腹部膨満感，食べ過
ぎ，飲み過ぎ

用法･用量 15才以上1カプセルを，1日3回
食後に水又はお湯で服用

製 剤 灰黄赤色のだ円形の軟カプセル剤，
内容物は暗青緑色の粘稠な懸濁液

包装･価格 10カプセル 900円
その他 セ税対象。2017年9月26日発売

かぜ薬 うがい薬 複合胃腸薬 3



005-026_16t_JIOTC001_下版_再校_初校.smd  Page 4 19/04/20 09:48  v3.60

整腸薬

ビオフェルミン
ぽっこり整腸チュアブル

ï大正製薬ð

2種類の乳酸菌＋生薬＋消泡
剤がおなかのハリを改善

区 分 第3類医薬品
成 分 錠 3錠中：
ビフィズス菌30mg
ラクトミンï乳酸菌ð30mg
ケツメイシエキス200mg
ï原生薬換算量：約1☗180mgð
ジメチルポリシロキサン180mg
添加物 トウモロコシデンプン，エリスリトー
ル，無水ケイ酸，結晶セルロース，還元麦
芽糖水アメ，アメ粉，白糖，ヒドロキシプ
ロピルセルロース，アスコルビン酸，カル
メロースカルシウム，ステアリン酸マグネ
シウム，スクラロース，アスパルテームïLr
フェニルアラニン化合物ð，香料

効 能 腹部膨満感，整腸ï便通を整えるð，
便秘，軟便

用法･用量 成人ï15才以上ð1回1錠を，1日
3回4時間以上の服用間隔で，かむか，
口内で溶かして服用

製品特有の注意 生薬ï薬用の草根木皮な
どðを用いた製品のため，錠剤の色調
や味が多少異なることがある。まれに
錠剤に黒い点が見られることがあるが，
これはケツメイシによるものであり，
品質には問題ない

製 剤 白色の斑点のある明るい灰黄色～
黄みの薄い帯緑灰色のチュアブル錠

包装･価格 30錠 1☗100円・60錠 1☗900円
その他 2018年10月1日発売
製造販売 ビオフェルミン製薬

便秘薬

ウエストンピンクＦ
ï小林薬品工業ð

乳酸菌配合の便秘薬

区 分 第2類医薬品
成 分 錠 1錠中：
ビサコジル5mg
有胞子性乳酸菌12mg
添加物 CMCrCa，乳糖水和物，ステアリン酸
Ca，還元麦芽糖水アメ，セルロース，ヒプ
ロメロース，ヒプロメロースフタル酸エス
テル，マクロゴール，クエン酸トリエチル，
ポリビニルアルコールï部分けん化物ð，酸
化チタン，タルク，ヒドロキシプロピルセ
ルロース，大豆レシチン，カルナウバロウ，
赤色3号

効 能 便秘。便秘に伴う次の症状の緩
和：頭重，のぼせ，肌あれ，吹出物，
食欲不振ï食欲減退ð，腹部膨満，腸内
異常醗酵，痔

用法･用量 成人ï15才以上ð1回1～3錠，1
日1回就寝前ï又は空腹時ðに服用。た
だし，初回は最小量を用い，便通の具
合や状態をみながら少しずつ増量又は
減量する

製品特有の注意 服用の前後1時間以内に食
事をしたり，制酸剤ï胃腸薬などðや牛
乳を飲まないようにする。かんだりつ
ぶしたりせずそのまま服用する

製 剤 淡紅色の腸溶性フィルムコート錠
包装･価格 100錠 1☗280円
その他 2018年6月1日発売

内服アレルギー用薬

ロートアルガード
鼻炎内服薬ゴールドZ
ïロート製薬ð

メキタジンなどの有効成分を
配合したアレルギー用内服薬

区 分 指定第2類医薬品
成 分 カ 3カプセル中：
メキタジン4mg
塩酸プソイドエフェドリン75mg
dlrメチルエフェドリン塩酸塩75mg
シンイエキス24mg
ベラドンナ総アルカロイド0☚4mg
無水カフェイン110mg
添加物 ポリソルベート80，グリセリン脂肪酸
エステル，サラシミツロウ，中鎖脂肪酸ト
リグリセリド，ゼラチン，コハク化ゼラチ
ン，グリセリン，酸化チタン，黄色5号

効 能 急性鼻炎，アレルギー性鼻炎又は
副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：く
しゃみ，鼻みずï鼻汁過多ð，鼻づまり，
なみだ目，のどの痛み，頭重ï頭が重
いð

用法･用量 成人ï15才以上ð1回1カプセル
を，1日3回食後に，水又はお湯で服用

製 剤 灰黄赤色の楕円球形の軟カプセル
剤

包装･価格 10カプセル 1☗280円・20カプセ
ル 1☗980円

その他 セ税対象。2017年12月20日発売

整腸薬 便秘薬 内服アレルギー用薬4
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一般点眼薬

サンテ ボーティエ
ムーンケア

ï参天製薬ð

代謝を促し1日の瞳の疲れを
癒す目薬

区 分 第2類医薬品
成 分 外液 ：
Lrアスパラギン酸カリウム1☚0％
パンテノール0☚1％
コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム0☚5％

天然型ビタミンEï酢酸drαr
トコフェロールð0☚05％

塩酸テトラヒドロゾリン0☚01％
添加物 アミノカプロン酸，エデト酸ナトリウ
ム水和物，ゲラニオール，ハッカ油，ヒア
ルロン酸ナトリウム，ベンザルコニウム塩
化物，ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油，
ポリソルベート80，ユーカリ油，等張化剤，
pH調節剤

効 能 目の疲れ，眼病予防ï水泳のあと，
ほこりや汗が目に入ったときなどð，
結膜充血，目のかすみï目やにの多い
ときなどð，ハードコンタクトレンズ
を装着しているときの不快感

用法･用量 1回1～3滴，1日5～6回点眼
製 剤 無色透明の薬液
包装･価格 12mL 1☗500円
その他 2018年9月10日発売

新アイビットV
ïテイカ製薬ð

目の疲れ・目のかゆみに
ピント調節機能成分配合

区 分 第3類医薬品
成 分 外液 100mL中：
ネオスチグミンメチル硫酸塩5mg
イプシロンrアミノカプロン酸1☗000mg
グリチルリチン酸二カリウム250mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩30mg
シアノコバラミンïビタミンB12ð10mg
ピリドキシン塩酸塩ïビタミンB6ð50mg
Lrアスパラギン酸カリウム1☗000mg
タウリン500mg
添加物 ホウ酸，ホウ砂，ポリソルベート80，
lrメントール，クロロブタノール，ベンザ
ルコニウム塩化物

効 能 目の疲れ，結膜充血，眼病予防
ï水泳のあと，ほこりや汗が目に入っ
たときなどð，紫外線その他の光線に
よる眼炎ï雪目などð，眼瞼炎ïまぶた
のただれð，ハードコンタクトレンズ
を装着しているときの不快感，目のか

ゆみ，目のかすみï目やにの多いとき
などð

用法･用量 1日3～6回，1回1～3滴点眼。
ソフトコンタクトレンズを装着したま
ま使用しないこと

製 剤 赤色澄明の点眼薬
包装･価格 10mL
その他 2018年4月発売

スマイルコンタクトEX
ひとみリペア クール

ïライオンð

コンタクトを長時間している
ときなどの疲れ・かすみに

区 分 第3類医薬品
成 分 外液 100mL中：
レチノールパルミチン酸
エステルïビタミンAð30☗000単位

酢酸drαrトコフェロール
ï天然型ビタミンEð0☚05g

ピリドキシン塩酸塩ïビタミンB6ð0☚04g
コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム0☚05g

添加物 ホウ酸，ホウ砂，トロメタモール，等
張化剤，エデト酸Na，ポリオキシエチレン
硬化ヒマシ油，ポリソルベート80，プロピ
レングリコール，lrメントール，pH調整剤

効 能 目の疲れ，目のかすみï目やにの
多いときなどð，ソフトコンタクトレ
ンズ又はハードコンタクトレンズを装
着しているときの不快感，眼病予防
ï水泳のあと，ほこりや汗が目に入っ
たときなどð

用法･用量 1日3～6回，1回1～2滴を点眼
製 剤 無色透明の液体
包装･価格 13mL 600円
その他 2018年3月7日発売

スマイルコンタクトEX
ひとみリペア マイルド

ïライオンð

コンタクトを長時間している
ときなどの疲れ・かすみに

区 分 第3類医薬品
成 分 外液 100mL中：
レチノールパルミチン酸
エステルïビタミンAð30☗000単位

酢酸drαrトコフェロール
ï天然型ビタミンEð0☚05g

ピリドキシン塩酸塩ïビタミンB6ð0☚04g
コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム0☚05g

添加物 ホウ酸，ホウ砂，トロメタモール，等
張化剤，エデト酸Na，ポリオキシエチレン
硬化ヒマシ油，ポリソルベート80，pH調整
剤

効 能 目の疲れ，目のかすみï目やにの
多いときなどð，ソフトコンタクトレ
ンズ又はハードコンタクトレンズを装
着しているときの不快感，眼病予防
ï水泳のあと，ほこりや汗が目に入っ
たときなどð

用法･用量 1日3～6回，1回1～2滴を点眼
製 剤 無色透明の液体
包装･価格 13mL 600円
その他 2018年3月7日発売

スマイルザメディカル A
ïライオンð

乾きなどによる疲れを治す

区 分 第3類医薬品
成 分 外液 100mL中：
レチノールパルミチン酸
エステルïビタミンAð50☗000単位

酢酸drαrトコフェロール
ï天然型ビタミンEð0☚05g

添加物 ヒプロメロース，ホウ酸，トロメタモ
ール，エデト酸Na，BHT，ポビドン，ポリ
オキシエチレンポリオキシプロピレングリ
コール，等張化剤，pH調整剤

効 能 目の疲れ，目のかすみï目やにの
多いときなどð，眼病予防ï水泳のあと，
ほこりや汗が目に入ったときなどð，
ハードコンタクトレンズを装着してい
るときの不快感

用法･用量 1日3～6回，1回1～3滴を点眼
製 剤 無色透明の液体
包装･価格 10mL 1☗400円
その他 2018年3月7日発売

スマイルホワイティエ
コンタクト

ïライオンð

コンタクトの疲れとって 輝
くすこやかな瞳に

区 分 第3類医薬品
成 分 外液 100mL中：
グリチルリチン酸二カリウム0☚125g
クロルフェニラミンマレイン酸塩0☚03g
コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム0☚5g

ピリドキシン塩酸塩ïビタミンB6ð0☚01g
Lrアスパラギン酸カリウム0☚2g
添加物 トロメタモール，ホウ酸，ホウ砂，塩
化Na，エデト酸Na，pH調整剤

効 能 ソフトコンタクトレンズ又はハー
ドコンタクトレンズを装着していると
きの不快感，目のかゆみ，目の疲れ，
目のかすみï目やにの多いときなどð，
眼病予防ï水泳のあと，ほこりや汗が
目に入ったときなどð，紫外線その他
の光線による眼炎ï雪目などð

一般点眼薬 5
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用法･用量 1日5～6回，1回1～2滴を点眼
製 剤 無色透明の液体
包装･価格 15mL 800円
その他 2018年9月26日発売

NewマイティアCL
ビタクリアクール

ï武田コンシューマーヘルスケアð

3つの有効成分が酷使した目
の疲労を改善

区 分 第3類医薬品
成 分 外液 1mL中：
ピリドキシン塩酸塩ïビタミンB6ð1mg
シアノコバラミンïビタミンB12ð0☚2mg
ネオスチグミンメチル硫酸塩0☚05mg
添加物 塩化ナトリウム，ホウ酸，ホウ砂，ク
エン酸ナトリウム水和物，クロロブタノー
ル，lrメントール，pH調節剤

効 能 目の疲れ，ソフトコンタクトレン
ズまたはハードコンタクトレンズを装
着しているときの不快感，眼病予防
ï水泳のあと，ほこりや汗が目に入っ
たときなどð，目のかすみï目やにの多
いときなどð

用法･用量 1回2～3滴，1日5～6回点眼
製品特有の注意 赤色の目薬であるため，
衣服などにつかないように注意する。
もし，衣服などについたときには，す
ぐに水で洗い落とす

製 剤 赤色透明の目薬
包装･価格 15mL 680円
その他 2018年10月23日発売
製造販売 千寿製薬

ロート新緑水b
ïロート製薬ð

ベルベリン塩化物水和物配合
一般点眼薬

区 分 第3類医薬品
成 分 外液 ：
ベルベリン塩化物水和物0☚012％
アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物0☚02％

コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム0☚5％

クロルフェニラミンマレイン酸塩0☚03％
添加物 ホウ酸，ホウ砂，lrメントール，ユー
カリ油，ゲラニオール，エデト酸Na，ポリ
オキシエチレンヒマシ油，ポリオキシエチ
レン硬化ヒマシ油，ポリソルベート80，
BHT，pH調節剤

効 能 目の疲れ，結膜充血，眼病予防
ï水泳のあと，ほこりや汗が目に入っ
たときなどð，紫外線その他の光線に
よる眼炎ï雪目などð，眼瞼炎ïまぶた
のただれð，ハードコンタクトレンズ

を装着しているときの不快感，目のか
ゆみ，目のかすみï目やにの多いとき
などð

用法･用量 1回1～3滴，1日5～6回点眼
製 剤 黄緑色～緑色澄明の液
包装･価格 13mL 880円
その他 2018年7月15日発売

アレルギー用点眼薬

アレジフェンス
ïわかもと製薬ð

オールシーズンのアレルギー
症状緩和に適した眼科用薬

区 分 第2類医薬品
成 分 外液 1mL中：
アシタザノラスト水和物1☚08mg
ïアシタザノラストとして1☚0mgð
添加物 モノエタノールアミン，イプシロンr
アミノカプロン酸，パラオキシ安息香酸メ
チル，パラオキシ安息香酸プロピル，クロ
ロブタノール，プロピレングリコール，ポ
リソルベート80，pH調節剤

効 能 花粉，ハウスダストï室内塵ðなど
による次のような目のアレルギー症状
の緩和：目のかゆみ，目の充血，目の
かすみï目やにの多いときなどð，なみ
だ目，異物感ïコロコロする感じð

用法･用量 1回1～2滴，1日4回ï朝，昼，
夕方及び就寝前ð点眼

製品特有の注意 花粉などの季節性のアレ
ルギーによる目の症状には，症状の軽
い早めの時期からの使用が効果的

製 剤 無色透明の液剤
包装･価格 5mL×2本 1480円
その他 セ税対象。2018年10月1日発売

一般点眼薬 アレルギー用点眼薬6
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人工涙液

NewマイティアCL
アイスリフレッシュ

ï武田コンシューマーヘルスケアð

配合を工夫した処方設計によ
り，クール感の持続を実現

区 分 第3類医薬品
成 分 外液 1mL中：
Lrアスパラギン酸カリウム1mg
塩化ナトリウム1mg
塩化カリウム1mg
添加物 ホウ酸，ホウ砂，クエン酸ナトリウム
水和物，エデト酸ナトリウム水和物，ヒプ
ロメロース，ポリソルベート80，lrメント
ール，クロロブタノール，pH調節剤

効 能 ソフトコンタクトレンズまたはハ
ードコンタクトレンズを装着している
ときの不快感，涙液の補助ï目のかわ
きð，目の疲れ，目のかすみï目やにの
多いときなどð

用法･用量 1回2～3滴，1日5～6回点眼
製 剤 無色澄明の目薬
包装･価格 15mL 680円
その他 2018年6月26日発売
製造販売 千寿製薬

鼻炎用点鼻薬

エージーアレルカットEXc
〈季節性アレルギー専用〉

ï第一三共ヘルスケアð

花粉による鼻づまり，鼻水，
くしゃみに

区 分 指定第2類医薬品
成 分 噴 100g中：
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル0☚1g
添加物 カルボキシビニルポリマー，Lrアルギ
ニン，エタノール，等張化剤，ベンザルコ
ニウム塩化物，エデト酸Na，ハッカ油，lr
メントール，ポリソルベート80，pH調節剤

効 能 花粉による季節性アレルギーの次
のような症状の緩和：鼻づまり，鼻み
ずï鼻汁過多ð，くしゃみ

用法･用量 成人ï18才以上ð通常朝・夕2回，
左右の鼻腔内にそれぞれ1噴霧ずつ使
用する。1日最大4回ï8噴霧ðまで使用
できるが使用間隔は3時間以上おく

製品特有の注意 1年間に3ヵ月を超えて使
用しない

製 剤 白色懸濁性の粘稠な液
包装･価格 10mL 1☗800円
その他 セ税対象。2018年12月3日発売
製造販売 東興薬品工業

パブロン鼻炎アタックJL
〈季節性アレルギー専用〉

ï大正製薬ð

ベクロメタゾンプロピオン酸
エステル配合点鼻薬

区 分 指定第2類医薬品
成 分 噴 100g中：
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル0☚1g
添加物 ベンザルコニウム塩化物，ポリソルベ
ート80，セルロース，カルメロースNa，グ
リセリン，プロピレングリコール，クエン
酸Na，クエン酸，ジェランガム，lrメント
ール

効 能 花粉による季節性アレルギーの次
のような症状の緩和：鼻づまり，鼻み
ずï鼻汁過多ð，くしゃみ

用法･用量 成人ï18才以上ð，左右の鼻腔
内にそれぞれ1回1度ずつ噴霧。1日2回
ï朝・夕ð左右の鼻腔内に噴霧。1日最
大4回ï8噴霧ðまで使用してもよいが，
使用間隔は3時間以上おく。症状が改
善すれば使用回数を減らす。症状が再
び悪化した場合は，使用回数を増やし
てもよい。1年間に3ヵ月間を超えて使
用しない

製品特有の注意 使用前に容器をよく振る
と，液がスムーズに出やすくなる

製 剤 白色の不透明な懸濁液
包装･価格 8☚5g 1☗380円
その他 セ税対象。2018年9月5日発売

人工涙液 鼻炎用点鼻薬 7
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外用口内炎用薬

アイン口内軟膏A
ï小林薬品工業ð

痛くてつらい口内炎に塗って
効く

区 分 指定第2類医薬品
成 分 軟 100g中：
トリアムシノロンアセトニド100mg
添加物 カルメロースナトリウム，キシリトー
ル，プルラン，ゲル化炭化水素

効 能 口内炎ïアフタ性ð
用法･用量 1日1～数回，適量を患部に塗
布

製 剤 淡褐色の軟膏
包装･価格 5g 900円
その他 セ税対象。2018年4月1日発売

外用鎮痛・消炎薬ï貼付薬ð

のびのびサロンシップFα
ï久光製薬ð

はがれにくい，心地よい冷感
の無臭性パップ剤

区 分 第3類医薬品
成 分 パ 膏体100g中：
サリチル酸グリコール2☚00g
ビタミンE酢酸エステル1☚00g
添加物 エデト酸ナトリウム，グリセリン，酸
化チタン，ゼラチン，Drソルビトール，パ
ラベン，ポリアクリル酸部分中和物，ポリ
ビニルアルコールï部分けん化物ð，メタケ
イ酸アルミン酸マグネシウム，その他4成分

効 能 筋肉痛，筋肉疲労，打撲，ねんざ，
肩こり，腰痛，関節痛，骨折痛，しも
やけ

用法･用量 1日1～2回患部に貼付
製 剤 白色基布のパップ剤
包装･価格 10cm × 14cm 16 枚 1☗040 円・
7cm×10cm ハーフ12枚 900円

その他 無臭性。2018年4月24日発売

フェイタスZα
ジクサス温感

ï久光製薬ð

ジクロフェナクナトリウム配合
の経皮鎮痛消炎温感テープ剤

区 分 第2類医薬品
成 分 硬 膏体100g中：
ジクロフェナクナトリウム2☚0g
lrメントール3☚5g
ノニル酸ワニリルアミド0☚01g
添加物 スチレン・イソプレン・スチレンブ
ロック共重合体，テルペン樹脂，BHT，ポ
リイソブチレン，流動パラフィン，その他2
成分

効 能 腰痛，筋肉痛，肩こりに伴う肩の
痛み，関節痛，腱鞘炎ï手・手首の痛
みð，肘の痛みïテニス肘などð，打撲，
ねんざ

用法･用量 1日1回1～2枚を患部に貼付す
る。ただし，1回あたり2枚を超えて使
用しないこと。なお，本成分を含む他
の外用剤を併用しないこと

製品特有の注意 ï1ð15才未満の小児に使用
させないï2ð貼った患部をコタツや電
気毛布等で温めないï3ð入浴の1時間前
には本剤をはがし，入浴後は30分くら
いしてから使用することï4ð1回あたり
24時間を超えて貼り続けないこと

製 剤 淡褐色のテープ剤
包装･価格 7枚 1☗000円・14枚 1☗700円
その他 セ税対象。2018年9月5日発売

フェイタスZα
ジクサス温感大判
ï久光製薬ð

ジクロフェナクナトリウム配合
の経皮鎮痛消炎温感テープ剤

区 分 第2類医薬品
成 分 硬 膏体100g中：
ジクロフェナクナトリウム2☚0g
lrメントール3☚5g
ノニル酸ワニリルアミド0☚01g
添加物 スチレン・イソプレン・スチレンブ
ロック共重合体，テルペン樹脂，BHT，ポ
リイソブチレン，流動パラフィン，その他2
成分

効 能 腰痛，筋肉痛，肩こりに伴う肩の
痛み，関節痛，腱鞘炎ï手・手首の痛
みð，肘の痛みïテニス肘などð，打撲，
ねんざ

用法･用量 1日1回1枚を患部に貼付する。
ただし，1回あたり1枚を超えて使用し
ないこと。なお，本成分を含む他の外
用剤を併用しないこと

製品特有の注意 ï1ð15才未満の小児に使用
させないï2ð貼った患部をコタツや電
気毛布等で温めないï3ð入浴の1時間前
には本剤をはがし，入浴後は30分くら
いしてから使用することï4ð1回あたり
24時間を超えて貼り続けないこと

製 剤 淡褐色のテープ剤
包装･価格 7枚 1☗650円
その他 セ税対象。2018年9月5日発売

外用口内炎用薬 外用鎮痛・消炎薬ï貼付薬ð8
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外用鎮痛・消炎薬ï塗布薬ð

コムレケア ヨコヨコ
ï小林製薬ð

フェルビナク配合。足つりな
どの筋肉の痛みに

区 分 第2類医薬品
成 分 外液 100g中：
フェルビナク3g
トコフェロール酢酸エステル0☚5g
lrメントール6g
添加物 ジイソプロパノールアミン，アジピン
酸ジイソプロピル，ミリスチン酸イソプロ
ピル，BHT，プロピレングリコール，硫酸
Mg，エタノール

効 能 筋肉痛，捻挫，関節痛，腰痛，腱
鞘炎ï手・手首・足首の痛みと腫れð，
肘の痛みïテニス肘などð，打撲，肩こ
りに伴う肩の痛み

用法･用量 1日2～4回，適量を患部に塗布
製 剤 無色澄明な液体
包装･価格 46mL 1☗000円
その他 セ税対象。2018年10月3日発売

ゼノールジクロダイレクト
ï大鵬薬品工業ð

肩こり・腰痛にダイレクトに
浸透

区 分 第2類医薬品
成 分 軟 100g中：
ジクロフェナクナトリウム1☚0g
lrメントール3☚0g
添加物 ステアリン酸Na，イソステアリン酸，
マクロゴール，オレイルアルコール，アジ
ピン酸ジイソプロピル，ショ糖脂肪酸エス
テル，イソプロパノール，その他1成分

効 能 関節痛，肩こりに伴う肩の痛み，
腱鞘炎ï手・手首の痛みð，肘の痛み
ïテニス肘などð，筋肉痛，腰痛，打撲，
捻挫ïねんざð

用法･用量 1日3～4回適量を患部にすり込
む。ただし，塗擦部位をラップフィル
ム等の通気性の悪いもので覆わないこ
と。なお，本成分を含む他の外用剤を
併用しないこと

製品特有の注意 ニューキノロン系抗菌剤
の投与を受けている人は要相談。患部
の汗をふきとってから，容器が直接患
部に当たらないように使用する。揮発
性があるので使用後はキャップをきち
んと閉めて，外気にふれないようにする

製 剤 透明固形タイプのハードゲル
包装･価格 1箱 1☗600円
その他 セ税対象。2018年3月28日発売
製造販売 三笠製薬

外用湿疹・皮膚炎用薬

アセムヒEX
ï池田模範堂ð

汗をかくたびにかゆくなる
「汗かぶれ」の治療薬

区 分 指定第2類医薬品
成 分 ク 100g中：
プレドニゾロン吉草酸エステル
酢酸エステルïPVAð0☚15g

ジフェンヒドラミン1☚0g
lrメントール3☚5g
クロタミトン5☚0g
タンニン酸0☚06g
添加物 Lrアルギニン，エデト酸Na，アジピ
ン酸ジイソプロピル，2rエチルヘキサン酸
セチル，カルボキシビニルポリマー，キサ
ンタンガム，ステアリルアルコール，トリ
イソオクタン酸グリセリン，1☗3rブチレン
グリコール，マクロゴール，ミリスチン酸
イソプロピル，銅クロロフィリンNa，ポリ
オキシエチレン硬化ヒマシ油，ポリオキシ
エチレンセチルエーテル，ステアリン酸グ
リセリン，リン酸二水素Na，ポリプロピレ
ングリコール

効 能 かゆみ，かぶれ，しっしん，皮ふ
炎，あせも，じんましん，虫さされ

用法･用量 1日数回，適量を患部に塗布
製 剤 淡緑色～暗緑色クリーム
包装･価格 15g 1☗200円
その他 セ税対象。2018年4月3日発売

カブナース
ï小林製薬ð

尿パッド等によるかぶれ治療
サラサラジェル

区 分 指定第2類医薬品
成 分 軟 100g中：
デキサメタゾン酢酸エステル0☚025g
ジフェンヒドラミン塩酸塩1☚0g
リドカイン0☚5g
グリチルレチン酸0☚1g
イソプロピルメチルフェノール0☚1g
添加物 ヒプロメロース，ヒドロキシエチルセ
ルロース，エタノール，アジピン酸ジイソ
プロピル，ポリソルベート80，プロピレン
グリコール，二酸化ケイ素，pH調節剤

効 能 かぶれ，かゆみ，あせも，湿疹，
皮ふ炎，しもやけ，虫さされ，じんま
しん

用法･用量 1日数回，適量を患部に塗布
製 剤 ゲル剤
包装･価格 15g 1☗000円
その他 2018年3月7日発売
製造販売 東光薬品工業

キンカンUFクリーム
ï金冠堂ð

非ステロイド性外用湿疹・皮
膚炎用薬

区 分 第2類医薬品
成 分 ク 1g中：
ウフェナマート50mg
ジフェンヒドラミン10mg
トコフェロール酢酸エステル5mg
グリチルレチン酸3mg
ベンゼトニウム塩化物1mg
添加物 セタノール，サラシミツロウ，ステア
リン酸，ミリスチン酸イソプロピル，流動
パラフィン，自己乳化型ステアリン酸グリ
セリン，ポリソルベート60，1☗3rブチレン
グリコール，グリセリン，パラベン

効 能 湿疹，皮膚炎，ただれ，あせも，
かぶれ，かゆみ，おむつかぶれ

用法･用量 １日数回，適量を患部に塗布
製 剤 白色のクリーム
包装･価格 15g 1☗500円
その他 セ税対象。2018年9月19日発売
販売 キンカン

ケアノキュア
ï小林製薬ð

ムダ毛処理などで毛穴が目立
つ肌の炎症を鎮めるクリーム

区 分 第2類医薬品
成 分 ク 100g中：
ウフェナマート5☚0g
ジフェンヒドラミン1☚0g
グリチルレチン酸0☚3g
トコフェロール酢酸エステル0☚5g
イソプロピルメチルフェノール0☚1g
添加物 セタノール，ラノリンアルコール，流
動パラフィン，リノール酸イソプロピル，
ジメチルポリシロキサン，ポリオキシエチ
レン硬化ヒマシ油，ステアリン酸ポリオキ
シル，ステアリン酸グリセリン，1☗3rブチ
レングリコール，グリセリン，キサンタン
ガム，カルボキシビニルポリマー，エデト
酸Na，ニコチン酸アミド，ステアリン酸K，
パラベン，pH調節剤

効 能 湿疹，皮ふ炎，ただれ，あせも，
かぶれ，かゆみ，おむつかぶれ

用法･用量 1日数回，適量を患部に塗布
製 剤 白色クリーム
包装･価格 20g 1☗300円
その他 セ税対象。2018年3月7日発売

外用鎮痛・消炎薬ï塗布薬ð 外用湿疹・皮膚炎用薬 9
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タクトL
ï佐藤製薬ð

抗ヒスタミン剤・抗炎症剤配
合。あせも，かゆみに

区 分 第2類医薬品
成 分 軟 100g中：
リドカイン0☚5g
ジフェンヒドラミン塩酸塩2g
グリチルリチン酸二カリウム0☚5g
イソプロピルメチルフェノール0☚1g
酸化亜鉛5g
トコフェロール酢酸エステル2g
添加物 ハ ッ カ 油，ポ リ ソ ル ベ ー ト 80，
CMCrNa，クエン酸Na，香料ïlrメントー
ル，チモールを含むð

効 能 湿疹，皮膚炎，ただれ，あせも，
かぶれ，かゆみ，しもやけ，虫さされ，
じんましん

用法･用量 1日数回，適量を患部に塗布
製 剤 白色のゲル
包装･価格 32g 780円
その他 2018年5月14日発売

ムヒHDm
ï池田模範堂ð

頭皮などのかゆみ湿疹治療薬
しみないタイプ

区 分 指定第2類医薬品
成 分 外液 100g中：
ジフェンヒドラミン塩酸塩1☚0g
プレドニゾロン吉草酸エステル
酢酸エステルïPVAð0☚15g

lrメントール1☚0g
アラントイン0☚2g
パンテノールïプロビタミンB5ð1☚0g
イソプロピルメチルフェノール0☚1g
添加物 エデト酸Na，ポリビニルアルコール
ï部分けん化物ð，乳酸，Lr乳酸Na，プロピ
レングリコール

効 能 かゆみ，しっしん，皮ふ炎，かぶ
れ，あせも，じんましん，虫さされ

用法･用量 1日数回，適量を患部に塗布
製品特有の注意 本剤塗布後の患部をラッ
プフィルム等の通気性の悪いもので覆
わないこと

製 剤 無色澄明な液
包装･価格 30mL 1☗200円
その他 セ税対象。2018年4月3日発売

メンソレータムAD
ボタニカル乳液

ïロート製薬ð

かゆみ・皮フ炎に ハーブの
香りの治療薬

区 分 第2類医薬品
成 分 外液 1g中：
ジフェンヒドラミン10mg
リドカイン5mg
グリチルレチン酸2mg
アラントイン2mg
添加物 グリセリン，1☗3rブチレングリコール，
流動パラフィン，アルモンド油，ユーカリ
油，ラベンダー油，ワセリン，ステアリン
酸グリセリン，パルミチン酸イソプロピル，
ポリオキシエチレンセチルエーテル，ステ
アリルアルコール，乳酸ナトリウム液，乳
酸，キサンタンガム，ヒドロキシエチルセ
ルロース，エデト酸Na，香料

効 能 かゆみ，皮フ炎，かぶれ，じんま
しん，虫さされ，しっしん，ただれ，
あせも，しもやけ

用法･用量 １日数回，適量を患部に塗布
製 剤 白色のローション
包装･価格 130g 1☗550円
その他 2018年9月17日発売

メンソレータム
やわらか素肌オイル
ïロート製薬ð

かゆみ・皮フ炎に べたつか
ない浸透タイプ

区 分 第3類医薬品
成 分 外液 1g中：
ジフェンヒドラミン10mg
トコフェロール酢酸エステル5mg
添加物 流動パラフィン，中鎖脂肪酸トリグリ
セリド，パルミチン酸イソプロピル，ミリ
スチン酸オクチルドデシル，スクワラン，
トリイソオクタン酸グリセリン，アルモン
ド油，フェノキシエタノール，香料，BHT

効 能 皮フ炎，かゆみ，湿疹，かぶれ，
ただれ，しもやけ，じんましん，あせ
も，虫さされ

用法･用量 １日数回，適量を患部に塗布
製品特有の注意 火気に注意
製 剤 微黄色の液
包装･価格 45mL 1☗200円
その他 2018年9月17日発売

しもやけ・あかぎれ用薬

ヒリギレ軟膏
ï池田模範堂ð

水仕事のたびしみて痛い手の
甲などのヒリヒリ切れに

区 分 第3類医薬品
成 分 ク 100g中：
アラントイン0☚2g
パンテノールïプロビタミンB5ð1☚0g
γrオリザノール1☚0g
オウバク乾燥エキス0☚5g
トコフェロール酢酸エステル0☚5g
添加物 エデト酸Na，カルボキシビニルポリマ
ー，グリセリン，ステアリルアルコール，
ワセリン，1☗3rブチレングリコール，ベヘ
ニルアルコール，ベヘン酸，グリセリン脂
肪酸エステル，ポリオキシエチレン硬化ヒ
マシ油，ポリオキシエチレンセチルエーテ
ル，ステアリン酸ソルビタン，ジイソプロ
パノールアミン，パラベン

効 能 あかぎれ，しもやけ，ひび
用法･用量 1日数回，適量を患部に塗布
製 剤 黄色のクリーム
包装･価格 15g 850円・35g 1☗400円
その他 2018年9月4日

ヘパドロイド油性クリーム
ï浅田᷒ð

乾燥肌を保湿・改善し肌本来
のうるおいへ

区 分 第2類医薬品
成 分 ク 100g中：
ヘパリン類似物質0☚3g
添加物 グリセリン，スクワラン，流動パラ
フィン，ワセリン，セレシン，サラシミツ
ロウ，グリセリン脂肪酸エステル，ポリオ
キシエチレンオレイルエーテル，硫酸Mg，
パラベン

効 能 手指の荒れ，ひじ・ひざ・かか
と・くるぶしの角化症，手足のひび・
あかぎれ，乾皮症，小児の乾燥性皮ふ，
しもやけïただれを除くð，きず・やけ
どのあとの皮ふのしこり・つっぱり
ï顔面を除くð，打身・ねんざ後のは
れ・筋肉痛・関節痛

用法･用量 1日1～数回，適量を患部に擦
り込むか，またはガーゼ等にのばして
貼る

製 剤 白色のw/o型クリーム剤
包装･価格 50g 1☗100円
その他 2018年9月3日発売
製造販売 ジャパンメディック

外用湿疹・皮膚炎用薬 しもやけ・あかぎれ用薬10
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水虫・たむし用薬

デシコートブロック
ï湧永製薬ð

1日1回で効く 殺菌力

区 分 指定第2類医薬品
成 分 ク 100g中：
ラノコナゾール1☚0g
ジフェンヒドラミン塩酸塩2☚0g
クロタミトン5☚0g
アラントイン1☚0g
添加物 セタノール，ステアリルアルコール，
中鎖脂肪酸トリグリセリド，ポリソルベー
ト60，ステアリン酸ソルビタン，パラベン，
BHT

効 能 みずむし，いんきんたむし，ぜに
たむし

用法･用量 1日1回，適量を患部に塗布
製 剤 白色のクリーム剤
包装･価格 20g 1☗800円
その他 セ税対象。2018年4月1日発売
製造販売 万協製薬

皮膚軟化薬
ï乾燥性皮膚用薬ð

クロキュアEX
ï小林製薬ð

尿素20％配合，黒ずんだひ
じ・ひざザラザラ治療薬

区 分 第3類医薬品
成 分 ク 100g中：
尿素20☚0g
グリチルリチン酸ーアンモニウム0☚5g
トコフェロール酢酸エステル2☚0g
ガンマrオリザノール1☚0g
添加物 流動パラフィン，ジメチルポリシロキ
サン，ミリスチン酸イソプロピル，グリセ
リン，ステアリルアルコール，ポリオキシ
エチレンセチルエーテル，ポリオキシエチ
レンベヘニルエーテル，ステアリン酸グリ
セリン，キサンタンガム，グリシン，エデ
ト酸Na，BHT，パラベン，トリエタノール
アミン，pH調節剤，香料

効 能 ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの
角化症，手指のあれ，さめ肌，老人の
乾皮症

用法･用量 1日数回，適量を患部にすりこ
む

製 剤 白色クリーム
包装･価格 15g 1☗000円
その他 2018年3月7日発売

コートfレグケア
ï田辺三菱製薬ð

粉ふきの原因の古い角質を取
り除き，肌内部から保湿

区 分 第3類医薬品
成 分 ク 1g中：
尿素200mg
グリチルリチン酸二カリウム5mg
トコフェロール酢酸エステル
ïビタミンEð5mg

添加物 プロピレングリコール，グリセリン，
セタノール，ステアリン酸，ミリスチン酸
イソプロピル，流動パラフィン，パラフィ
ン，白色ワセリン，ジメチルポリシロキサ
ン，ポリオキシエチレンベヘニルエーテル，
ステアリン酸ポリオキシル，ステアリン酸
グリセリン，エデト酸Na，グリシン，塩化
アンモニウム，パラベン，ジイソプロパノ
ールアミン

効 能 ひざ・くるぶし・かかと・ひじの
角化症，さめ肌，手指のあれ，老人の
乾皮症

用法･用量 1日数回，適量を患部に塗擦
製 剤 白色のクリーム
包装･価格 45g 1☗280円
その他 2018年9月4日発売
製造販売 ジャパンメディック

発毛・育毛薬

スカルプD
メディカルミノキ5
ï東亜薬品ð

ミノキシジル5％配合／男性の
壮年性脱毛症における発毛剤

区 分 第1類医薬品
成 分 外液 100mL中：
ミノキシジル5☚0ｇ
添加物 グリセリン，1☗3rブチレングリコール，
エタノール，リン酸

効 能 壮年性脱毛症における発毛，育毛
及び脱毛ï抜け毛ðの進行予防

用法･用量 成人男性ï20才以上ðが，1日2
回，1回1mLを脱毛している頭皮に塗
布する

製 剤 無色～微黄色澄明の液
包装･価格 60mL 7☗223円
その他 2018年8月8日発売
販売 アンファー

リグロEX5
ïロート製薬ð

ミノキシジル5%配合 壮年
性脱毛症における発毛剤

区 分 第1類医薬品
成 分 外液 100mL中：
ミノキシジル5g
添加物 エタノール，プロピレングリコール，
1☗3rブチレングリコール，酒石酸

効 能 壮年性脱毛症における発毛，育毛
及び脱毛ï抜け毛ðの進行予防

用法･用量 成人男性ï20才以上ð1日2回，1
回1mLを脱毛している頭皮に塗布

製 剤 無色～淡黄色澄明の液
包装･価格 60mL 7☗000円
その他 2018年11月17日発売

水虫・たむし用薬 皮膚軟化薬ï乾燥性皮膚用薬ð 発毛・育毛薬 11
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シラミ駆除用薬

スミスリンシャンプー
プレミアム

ïダンヘルスケアð

ピレスロイド抵抗性シラミに
も有効

区 分 第2類医薬品
成 分 外液 1mL中：
フェノトリンïスミスリンð4mg
添加物 プロピレングリコール，ポリソルベー
ト80，アルキルジメチルアミンオキシド液，
エタノール，グリセリン，ラウリル硫酸ナ
トリウム，ラウリン酸ジエタノールアミド，
パラオキシ安息香酸メチル，カラメル，エ
デト酸ナトリウム水和物，塩酸，香料

効 能 シラミの駆除
用法･用量 シラミが寄生している頭髪又
は陰毛を水又はぬるま湯であらかじめ
濡らし，頭髪には10～20mL程度，陰
毛には3～5mL程度を用い，毛の生え
際に十分いきわたるように又全体に均
等になるようにシャンプーする。シャ
ンプーして5分間放置した後，水又は
ぬるま湯で十分洗い流す。この操作を
1日1回，3日に1度ずつï2日おきにð3～
4回繰り返す。シャンプー時間は3～5
分が適切

包装･価格 80mL 3☗300円
その他 2018年5月7日発売
製造販売 大日本除虫菊

その他の外皮用薬

アオキュア
ï小林製薬ð

打ち身等によってできた青あ
ざを伴う内出血・腫れを治療

区 分 第2類医薬品
成 分 ク 100g中：
ポリエチレンスルホン酸ナトリウム1g
ニコチン酸ベンジルエステル0☚125ｇ
添加物 グリセリン脂肪酸エステル，流動パラ
フィン，ミリスチン酸オクチルドデシル，
ベヘニルアルコール，グリセリン，エデト
酸Na，パラベン

効 能 外傷ï打ち身，ねんざなどðによる
腫れ・内出血，やけど・けがによる傷
跡，しもやけ，手指の角化，肩こり，
筋肉痛

用法･用量 患部に適量を1日1～数回塗擦
するか，またはガーゼなどにのばして
貼付する

製 剤 白色クリーム
包装･価格 5g 1☗300円
その他 セ税対象。2018年3月7日発売

腟カンジダ用薬

エンペシドLクリーム
ï佐藤製薬ð

腟カンジダの再発による外陰
部症状の治療薬

区 分 要指導医薬品
成 分 ク ：
クロトリマゾール1%
添加物 ステアリン酸ソルビタン，ポリソルベ
ート60，ミリスチン酸セチル，セトステア
リルアルコール，オクチルドデカノール，
ベンジルアルコール

効 能 腟カンジダの再発による，発疹を
伴う外陰部のかゆみï過去に医師の診
断・治療を受けた方に限るðただし，
腟症状ïおりもの，熱感等ðを伴う場合
は，必ず腟剤ï腟に挿入する薬ðを併用
すること

用法･用量 成人ï15才以上60才未満ð，1日
2～3回適量を患部に塗布。ただし，3
日間使用しても症状の改善がみられな
いか，6日間使用しても症状が消失し
ない場合は医師の診療を受けること。
ï1ð外陰部症状のみの場合：本剤を使
用すること。ただし，腟剤ï腟に挿入
する薬ðを併用することが望ましい。
ï2ð腟症状ïおりもの，熱感等ðを伴う
場合：腟剤ï腟に挿入する薬ðを併用す
ること

製品特有の注意 生理中は使用しない。使
用中に生理になった場合は使用を中止
する。その場合は，治癒等の確認が必
要であることから，医師の診療を受け
ること。コンドームやペッサリー等の
避妊用ラテックス製品との接触を避け
ること

製 剤 白色のクリーム剤
包装･価格 10g 1☗780円
その他 セ税対象。2018年7月10日発売
製造販売 バイエル薬品

シラミ駆除用薬 その他の外皮用薬 腟カンジダ用薬12
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液剤

スパークユンケルDX
ï佐藤製薬ð

イカリソウなど5種類の生薬
を配合したミニドリンク

区 分 第2類医薬品
成 分 内液 1本ï50mLð中：
イカリソウ流エキス300mg
エレウテロコック流エキス200mg
オウセイ流エキス300mg
クコシ流エキス300mg
ローヤルゼリー50mg
タウリン500mg
ビタミンB2リン酸エステル5mg
ビタミンB65mg
ニコチン酸アミド20mg
無水カフェイン50mg
添加物 クエン酸，DLrリンゴ酸，コハク酸，
白糖，安息香酸Na，パラベン，ポリオキシ
エチレン硬化ヒマシ油，カラメル，pH調節
剤，香料ïプロピレングリコール，グリセリ
ン，lrメントール，エチルバニリン，バニ
リンを含むð，アルコールï0☚5mL以下ð

効 能 滋養強壮，虚弱体質，肉体疲労・
病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱
性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合
の栄養補給

用法･用量 成人ï15才以上ð1回1本ï50mLð
を1日1回服用

製品特有の注意 服用により尿が黄色くな
ることがある。わずかに濁りを生じる
ことがある

製 剤 黄褐色の内用液剤
包装･価格 50mL 350円・50mL×3本 1☗050
円・50mL×10本 3☗500円

その他 2018年1月11日発売

チオビタドリンク
アイビタスゼロ

ï大鵬薬品工業ð

糖類ゼロ，カフェインゼロ，
ブルーベリー風味

区 分 第3類医薬品
成 分 内液 100mL中：
タウリン1000mg
イノシトール50mg
ニコチン酸アミド20mg
チアミン硝化物ïビタミンB1ð10mg
リボフラビンリン酸エステル
ナトリウムïビタミンB2ð15mg

ピリドキシン塩酸塩ïビタミンB6ð50mg
カルニチン塩化物120mg
添加物 エリスリトール，アセスルファムK，
スクラロース，クエン酸，クエン酸Na，没

食子酸プロピル，安息香酸Na，pH調整剤，
バニリン，エチルバニリン，クエン酸トリ
エチル，サリチル酸メチル，オイゲノール，
香料

効 能 滋養強壮，虚弱体質，肉体疲労・
病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱
性消耗性疾患・産前産後などの場合の
栄養補給

用法･用量 成人ï15才以上ð 1日 1回 1本
ï100mLðを服用。小児ï15才未満ðは服
用しないこと

製品特有の注意 尿が黄色になることがあ
る

製 剤 黄色のドリンク
包装･価格 1本 ï100mLð 180円・3本 540
円・10本 1☗800円

その他 2018年5月28日発売

生薬主薬保健薬

バイタック紅内服液
ï日新薬品工業ð

6年根高麗紅参6000mg配合

区 分 第2類医薬品
成 分 内液 1瓶ï30mLð中：
コウジンエキス1250mg
ï原生薬換算：6000mgð
ショウキョウ流エキス0☚5mL
ï原生薬換算：500mgð
トチュウ流エキス0☚3mL
ï原生薬換算：300mgð
クコシ流エキス0☚2mL
ï原生薬換算：200mgð
ゴミシ流エキス0☚2mL
ï原生薬換算：200mgð
オウギ流エキス0☚1mL
ï原生薬換算：100mgð
ケイヒ流エキス0☚26mL
ï原生薬換算：260mgð
インヨウカク流エキス0☚2mL
ï原生薬換算：200mgð
シャクヤクエキス18mg
ï原生薬換算：72mgð
タイソウエキス300mg
ï原生薬換算：750mgð
添加物 精製白糖，Drソルビトール液，クエン
酸水和物，DLrリンゴ酸，ポリオキシエチ
レンï160ðポリオキシプロピレンï30ðグリコ
ール，ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60，
デキストリン，クエン酸ナトリウム水和物，
安息香酸ナトリウム，パラオキシ安息香酸
ブチル，香料，エタノール，フェノールïア
ルコール含量0☚6mL以下ð

効 能 次の場合の滋養強壮：虚弱体質，
肉体疲労，病中病後，胃腸虚弱，食欲
不振，血色不良，冷え症

用法･用量 成人ï15才以上ð 1日 1回 1瓶
ï30mLð

製品特有の注意 生薬成分を配合している
ため，沈殿又は浮遊を生じることがあ
る。よく振って服用すること

製 剤 褐色の内用液剤

液剤 生薬主薬保健薬 13
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温経湯
うんけいとう

ルナフェミン
ïロート製薬ð

手足がほてり唇がかわく方の
月経不順，月経困難に

区 分 第2類医薬品
成 分 錠 12錠中：
温経湯エキス3520mg
ïハンゲ2☚0g・バクモンドウ2☚0g・トウ
キ1☚5g・センキュウ1☚0g・シャクヤク
1☚0g・ニンジン1☚0g・ケイヒ1☚0g・ゼラ
チン 1☚0g・ボタンピ 1☚0g・カンゾウ
1☚0g・ゴシュユ0☚5g・ショウキョウ0☚25g
より抽出ð
添加物 メタケイ酸アルミン酸Mg，炭酸水素K，
ラウリル硫酸Na，ステアリン酸Mg，マク
ロゴール，カラメル，ヒプロメロース，タ
ルク

効 能 体力中等度以下で，手足がほてり，
唇がかわくものの次の諸症：月経不順，
月経困難，こしけïおりものð，更年期
障害，不眠，神経症，湿疹・皮膚炎，
足腰の冷え，しもやけ，手あれï手の
湿疹・皮膚炎ð

用法･用量 成人ï15才以上ð１回4錠，7～
14才１回3錠，1日3回食前又は食間に，
水又はお湯で服用

製品特有の注意 本剤は天然物ï生薬ðのエ
キスを用いているため，錠剤の色が多
少異なることがある

製 剤 くすんだ黄赤色のフイルムコート
錠

包装･価格 168錠 3☗500円
その他 2018年9月26日発売

ᷤ根湯
かっこんとう

「クラシエ」漢方
ᷤ根湯エキスEX錠
ïクラシエ薬品ð

ᷤ根湯エキスのフィルムコー
ト錠

区 分 第2類医薬品
成 分 錠 12錠中：
ᷤ根湯エキスï☶量ð3☗467mg
ïカッコン5☚33g・マオウ2☚67g・タイソ
ウ2☚67g・ケイヒ2☚0g・シャクヤク2☚0g・
カンゾウ1☚33g・ショウキョウ0☚67gð
添加物 ヒドロキシプロピルセルロース，タル
ク，二酸化ケイ素，クロスCMCrNa，クロ
スポビドン，ステリアン酸Mg，ポリビニル
アルコール・アクリル酸・メタクリル酸メ
チル共重合体，酸化チタン，カルナウバロ
ウ

効 能 体力中等度以上のものの次の諸
症：感冒の初期ï汗をかいていないも
のð，鼻かぜ，鼻炎，頭痛，肩こり，
筋肉痛，手や肩の痛み

用法･用量 次の量を1日3回食前又は食間
に水又は白湯にて服用。成人ï15才以
上ð1回4錠，7才以上15才未満1回3錠，
5才以上7才未満1回2錠。5才未満は服
用しないこと

製 剤 白色のフィルムコート錠
包装･価格 96錠 2☗980円
その他 2018年9月10日発売
製造販売 クラシエ製薬

桂枝茯苓丸料加㫡苡仁
けいしぶくりょうがんりょうかよくいにん

ヨクイノーゲンホワイト錠
ïクラシエ薬品ð

桂枝茯苓丸料加㫡苡仁エキス
のフィルムコート錠

区 分 第2類医薬品
成 分 錠 8錠中：
桂枝茯苓丸料加㫡苡仁エキス粉末 1☗800mg
ïケイヒ2☚0g・ブクリョウ2☚0g・ボタン
ピ 2☚0g・トウニン 2☚0g・シャクヤク
2☚0g・ヨクイニン5☚0gð
添加物 二酸化ケイ素，クロスCMCrNa，セル
ロース，ステアリン酸Mg，ヒプロメロース，
酸化チタン，カルナウバロウ

効 能 比較的体力があり，ときに下腹部
痛，肩こり，頭重，めまい，のぼせて
足冷えなどを訴えるものの次の諸症：
にきび，しみ，手足のあれï手足の湿
疹・皮膚炎ð，月経不順，血の道症ï月
経，妊娠，出産，産後，更年期など女
性のホルモンの変動に伴って現れる精
神不安やいらだちなどの精神神経症状
および身体症状ð

用法･用量 次の量を1日2回食前又は食間
に水又は白湯にて服用。成人ï15才以
上ð1回4錠，7才以上15才未満1回3錠，
5才以上7才未満1回2錠，5才未満は服
用しないこと

製 剤 白色フィルムコート錠
包装･価格 56錠 1☗200円・208錠 3☗700円
その他 2018年3月7日発売
製造販売 クラシエ製薬

温経湯
うんけいとう

ᷤ根湯
かっこんとう

桂枝茯苓丸料加㫡苡仁
けいしぶくりょうがんりょうかよくいにん

14
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牛車腎気丸
ごしゃじんきがん

ロート トイリズム
ïロート製薬ð

疲れやすくて，四肢が冷えや
すい方の，排尿困難，頻尿に

区 分 第2類医薬品
成 分 錠 8錠中：
牛車腎気丸エキスï½量ð2400mg
ïジオウ2☚5g・サンシュユ1☚5g・サンヤ
ク 1☚5g・タクシャ 1☚5g・ブクリョウ
1☚5g・ボタンピ1☚5g・ゴシツ1☚5g・シャ
ゼンシ1☚5g・ケイヒ0☚5g・ブシ末0☚5gよ
り抽出ð
添加物 CMCrCa，無 水 ケ イ 酸，ク ロ ス
CMCrNa，タルク，ステアリン酸Mg，セ
ルロース，ヒプロメロース，マクロゴール，
カルナウバロウ

効 能 体力中等度以下で，疲れやすくて，
四肢が冷えやすく尿量減少し，むくみ
があり，ときに口渇があるものの次の
諸症：下肢痛，腰痛，しびれ，高齢者
のかすみ目，かゆみ，排尿困難，頻尿，
むくみ，高血圧に伴う随伴症状の改善
ï肩こり，頭重，耳鳴りð

用法･用量 成人ï15才以上ð1回4錠，1日2
回食前又は食間に，水又はお湯で服用

製品特有の注意 本剤は天然物ï生薬ðのエ
キスを用いているため，錠剤の色が多
少異なることがある

製 剤 淡褐色～灰褐色のフィルムコー
ティング錠

包装･価格 80錠 2☗500円
その他 2018年9月26日発売
製造販売 大峰堂薬品工業

芍薬甘草湯
しゃくやくかんぞうとう

ツラレスSPゼリー
ïロート製薬ð

足のつりやこむらがえりに。
水なしで飲めるゼリータイプ

区 分 第2類医薬品
成 分 内液 1日量2包ï24gð中：
芍薬甘草湯エキスï½量ð2☚4g
ïシャクヤク3g・カンゾウ3gより抽出ð
添加物 カンテン末，カラギーナン，粉末還元
麦芽糖水アメ，クエン酸ナトリウム水和物，
クエン酸水和物，スクラロース，デキスト
リン，ローカストビーンガム，パラオキシ
安息香酸エチル，パラオキシ安息香酸ブチ
ル，プロピレングリコール，香料

効 能 体力に関わらず使用でき，筋肉の
急激なけいれんを伴う痛みのあるもの
の次の諸症：こむらがえり，筋肉のけ
いれん，腹痛，腰痛

用法･用量 成人ï15才以上ð1回1包，1日2
回食前又は食間に，口の中でゼリーを
くずして服用

製品特有の注意 本剤は天然物ï生薬ðを成
分としているため，ゼリーの色が多少
異なることがある

製 剤 茶褐色のゼリー
包装･価格 4包 900円
その他 2018年9月26日発売
製造販売 松浦薬業

釣藤散
ちょうとうさん

JPS釣藤散料エキス錠N
ïクラシエ薬品ð

頭痛や肩こりを伴う高血圧に

区 分 第2類医薬品
成 分 錠 12錠中：
釣藤散エキスïῸ量ð2500mg
ïチョウトウコウ1☚5g・チンピ1☚5g・バ
クモンドウ1☚5g・ハンゲ1☚5g・ブクリョ
ウ1☚5g・ボウフウ1☚0g・キクカ1☚0g・ニ
ンジン1☚0g・セッコウ2☚5g・ショウキョ
ウ0☚5g・カンゾウ0☚5gð
添加物 トウモロコシデンプン，無水ケイ酸，
ケイ酸Al，CMCrCa，ステアリン酸Mg

効 能 体力中等度で，慢性に経過する頭
痛，めまい，肩こりなどがあるものの
次の諸症：慢性頭痛，神経症，高血圧
の傾向のあるもの

用法･用量 次の量を1日3回食前又は食間
に水又は白湯にて服用。成人ï15才以
上ð1回4錠，7才以上15才未満1回3錠，
5才以上7才未満1回2錠。5才未満は服
用しないこと

製 剤 淡褐色の錠剤
包装･価格 96錠 1☗886円・240錠 4☗800円
その他 2018年11月6日発売
製造販売 ジェーピーエス製薬

牛車腎気丸
ごしゃじんきがん

芍薬甘草湯
しゃくやくかんぞうとう

釣藤散
ちょうとうさん

15
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当帰芍薬散
とうきしゃくやくさん

「クラシエ」漢方
当帰芍薬散料エキス顆粒

ïクラシエ薬品ð

足腰の冷えや肩こり・むくみ
に

区 分 第2類医薬品
成 分 顆 3包中：
当帰芍薬散エキスïῸ量ð2☗500mg
ïトウキ1☚5g・センキュウ1☚5g・ブク
リョウ2☚0g・ビャクジュツ2☚0g・タク
シャ2☚0g・シャクヤク3☚0gð
添加物 乳糖，ヒドロキシプロピルセルロース
効 能 体力虚弱で，冷え症で貧血の傾向
があり疲労しやすく，ときに下腹部痛，
頭重，めまい，肩こり，耳鳴り，動悸
などを訴えるものの次の諸症：月経不
順，月経異常，月経痛，更年期障害，
産前産後あるいは流産による障害ï貧
血，疲労倦怠，めまい，むくみð，め
まい・立ちくらみ，頭重，肩こり，腰
痛，足腰の冷え症，しもやけ，むくみ，
しみ，耳鳴り

用法･用量 次の量を1日3回食前又は食間
に水又は白湯にて服用。成人ï15才以
上ð1包，7才以上15才未満☶包，4才以
上7才未満Ὸ包，2才以上4才未満☵包，
2才未満Ό包

製 剤 褐色の顆粒剤
包装･価格 45包 3☗000円
その他 2018年9月27日発売
製造販売 クラシエ製薬

「クラシエ」漢方
当帰芍薬散料エキス顆粒S

ïクラシエ薬品ð

足腰の冷えや肩こり・むくみ
に

区 分 第2類医薬品
成 分 顆 3包中：
当帰芍薬散エキスï☷量ð3☗750mg
ïトウキ2☚25g・センキュウ2☚25g・ブク
リョウ3☚0g・ビャクジュツ3☚0g・タク
シャ3☚0g・シャクヤク4☚5gð
添加物 乳糖，ヒドロキシプロピルセルロース
効 能 体力虚弱で，冷え症で貧血の傾向
があり疲労しやすく，ときに下腹部痛，
頭重，めまい，肩こり，耳鳴り，動悸
などを訴えるものの次の諸症：月経不
順，月経異常，月経痛，更年期障害，
産前産後あるいは流産による障害ï貧
血，疲労倦怠，めまい，むくみð，め
まい・立ちくらみ，頭重，肩こり，腰
痛，足腰の冷え症，しもやけ，むくみ，

しみ，耳鳴り
用法･用量 次の量を1日3回食前又は食間
に水又は白湯にて服用。成人ï15才以
上ð1包，7才以上15才未満☶包，4才以
上7才未満Ὸ包，2才以上4才未満☵包，
2才未満Ό包

製 剤 褐色の顆粒剤
包装･価格 24包 1☗790円
その他 2018年9月27日発売
製造販売 クラシエ製薬

防風通聖散
ぼうふうつうしょうさん

新・ロート防風通聖散錠
ZⅡ

ïロート製薬ð

おなか周りの脂肪が多く便秘
がちな方の肥満症に

区 分 第2類医薬品
成 分 錠 10錠中：
防風通聖散エキスï☽量ð4167mg
ïキキョウ1☚67g・ビャクジュツ1☚67g・
カンゾウ1☚67g・オウゴン1☚67g・セッコ
ウ1☚67g・ダイオウ1☚25g・トウキ1☚0g・
シャクヤク1☚0g・センキュウ1☚0g・サン
シシ 1☚0g・レンギョウ 1☚0g・ハッカ
1☚0g・ケイガイ1☚0g・ボウフウ1☚0g・マ
オウ1☚0g・ショウキョウ0☚33g・カッセ
キ2☚5g・ボウショウ1☚25gより抽出ð
添加物 メタケイ酸アルミン酸Mg，バレイ
ショデンプン，CMCrCa，ステアリン酸Mg

効 能 体力充実して，腹部に皮下脂肪が
多く，便秘がちなものの次の諸症：高
血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼ
せ・むくみ・便秘，蓄膿症ï副鼻腔炎ð，
湿疹・皮膚炎，ふきでものïにきびð，
肥満症

用法･用量 成人ï15才以上ð1回5錠，1日2
回食前又は食間に，水又はお湯で服用

製品特有の注意 本剤は天然物ï生薬ðのエ
キスを用いているため，錠剤の色が多
少異なることがある

製 剤 黄褐色～灰茶褐色の錠剤
包装･価格 50錠 1☗100円・210錠 4☗200円
その他 2018年4月15日発売

当帰芍薬散
とうきしゃくやくさん

防風通聖散
ぼうふうつうしょうさん

16
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補中益気湯
ほちゅうえっきとう

リハビット
ïロート製薬ð

胃腸のはたらきが衰えている
方の病後の衰弱，疲労倦怠に

区 分 第2類医薬品
成 分 錠 8錠中：
補中益気湯エキスï½量ð2370mg
ïニンジン2☚0g・ビャクジュツ2☚0g・オ
ウギ2☚0g・トウキ1☚5g・チンピ1☚0g・タ
イソウ 1☚0g・サイコ 1☚0g・カンゾウ
0☚75g・ショウキョウ0☚25g・ショウマ
0☚5gより抽出ð
添加物 二酸化ケイ素，カルメロースCa，クロ
スカルメロースNa，ステアリン酸Mg，タ
ルク，結晶セルロース，ヒプロメロース，
マクロゴール6000，カルナウバロウ

効 能 体力虚弱で，元気がなく，胃腸の
はたらきが衰えて，疲れやすいものの
次の諸症：虚弱体質，疲労倦怠，病
後・術後の衰弱，食欲不振，ねあせ，
感冒

用法･用量 成人ï15才以上ð1回4錠，7～14
才1回3錠，5～6才１回2錠，1日2回食
前又は食間に，水又はお湯で服用

製品特有の注意 本剤は天然物ï生薬ðのエ
キスを用いているため，錠剤の色が多
少異なることがある

製 剤 淡褐色～褐色のフィルムコーティ
ング錠

包装･価格 80錠 2☗000円
その他 2018年9月26日発売
製造販売 大峰堂薬品工業

補中益気湯
ほちゅうえっきとう

17
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のど清涼剤

浅田᷒薬用のど᷒N
ï浅田᷒ð

のどの痛みやはれ，たん，声
がれに効く

成 分 ト 9錠中：
カンゾウエキス62☚5mg
キキョウ根エキス200mg
ソヨウ流エキス0☚2mL
添加物 還元水アメ，還元麦芽糖水アメ，グリ
セリン脂肪酸エステル，アセスルファムK，
塩化Na，コハク酸二Na，アラビアゴム，カ
ルナウバロウ，lrメントール，タルク，サ
ラシミツロウ，赤色102号，黄色5号，青色1
号，香料

効 能 たん，のどの炎症による声がれ・
のどのあれ・のどの不快感・のどの痛
み・のどのはれ

用法･用量 成人ï15才以上ð1回3錠，1日3
回。口中に含み，かまずにゆっくり溶
かして服用

製 剤 暗赤褐色のトローチ剤
包装･価格 15錠 300円
その他 2018年10月9日発売

含嗽薬

イソジンクリアうがい薬A
ïシオノギヘルスケアð

CPC☗ グリチルリチン酸二カ
リウム配合うがい薬

成 分 外液 100mL中：
セチルピリジニウム塩化物水和物
ïCPCð250mg

グリチルリチン酸二カリウム250mg
添加物 エタノール，lrメントール，サッカリ
ンナトリウム水和物，pH調整剤，香料

効 能 口腔内およびのどの殺菌・消毒・
洗浄，口臭の除去

用法･用量 1回約1mLを約50mLの水にう
すめてうがいする。1日数回行う

製品特有の注意 小児に使用させる場合に
は，保護者の指導監督のもとに使用さ
せること。本剤はうがい用のみに使用
し，内服はしないこと。本剤は使用す
るときにうすめて，早めに使用するこ
と

製 剤 透明の液剤
包装･価格 200mL 1☗280円
その他 2018年8月1日発売
製造販売 ムンディファーマ

イソジンクリアうがい薬M
ïシオノギヘルスケアð

CPC☗ グリチルリチン酸二カ
リウム配合うがい薬

成 分 外液 100mL中：
セチルピリジニウム塩化物水和物
ïCPCð250mg

グリチルリチン酸二カリウム250mg
添加物 エタノール，lrメントール，pH調整剤，
香料

効 能 口腔内およびのどの殺菌・消毒・
洗浄，口臭の除去

用法･用量 1回約1mLを約50mLの水にう
すめてうがいする。1日数回行う

製品特有の注意 小児に使用させる場合に
は，保護者の指導監督のもとに使用さ
せること。本剤はうがい用のみに使用
し，内服はしないこと。本剤は使用す
るときにうすめて，早めに使用するこ
と

製 剤 透明の液剤
包装･価格 200mL 1☗280円
その他 2018年8月1日発売
製造販売 ムンディファーマ

のど清涼剤 含嗽薬18
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口腔咽喉薬

愛称 ヴイックス
メディケイテッドドロップ

ゆず
ヴイックス メディケイテッド

ドロップ YZ
ï大正製薬ð

カロリーが気になる方に適し
たシュガーレスシリーズ！

成 分 ト 12個中：
セチルピリジニウム塩化物水和物6☚0mg
添加物 還元水アメ，Drマンニトール，香料，
緑色3号，黄色5号，シリコーン樹脂乳化液，
アスパルテームïLrフェニルアラニン化合
物ð，クエン酸，lrメントール，タルク

効 能 のどの炎症による声がれ・のどの
あれ・のどの不快感・のどの痛み・の
どのはれ，口腔内の殺菌・消毒，口臭
の除去

用法･用量 成人ï15才以上ð及び5才以上の
小児。1回2個を1日3～6回。1個ずつ2
個までを口中に含み，かまずにゆっく
り溶かして使用。2時間以上の間隔を
おく

製品特有の注意 使用するときは1個ずつな
めること。1度に2個を使用しない

製 剤 三角形板状の淡橙色のトローチ剤
包装･価格 25個 500円
その他 ゆず風味。2018年9月18日発売

ソアレスローチ
ï日新薬品工業ð

砂糖を含まないシュガーレス
素材を使用したトローチ

成 分 ト 6錠ï7200mgð中：
セチルピリジニウム塩化物水和物6mg
キキョウエキス150mg
ï原生薬換算量：600mgð
添加物 粉末還元麦芽糖水アメ，エリスリトー
ル，キシリトール，リン酸水素Ca水和物，
ヒプロメロース，軽質無水ケイ酸，マクロ
ゴール20000，ステアリン酸Mg，スクラロ
ース，アセスルファムK，銅クロロフィリ
ンNa，lrメントール，香料，プロピレング
リコール

効 能 口腔内の殺菌・消毒，口臭の除去。
のどの炎症による声がれ・のどのあ
れ・のどの不快感・のどの痛み・のど
のはれ

用法･用量 5才以上1回1錠，1日6回。使用
間隔2時間以上。口中に含み，かまず
にゆっくり溶かす

製品特有の注意 lrメントールが温度変化
等により綿状又は繊維状に析出する場

合があるが，品質には問題ない
製 剤 淡緑色のトローチ剤 健胃清涼剤

ウルソウコン
ï田辺三菱製薬ð

肝臓に作用し，二日酔いのむ
かつきに効く！

成 分 内液 50mL中：
ウルソデオキシコール酸20mg
ケイヒエキス10mg
ï原生薬換算量：222mgð
ニンジンエキス15mg
ï原生薬換算量：100☚5mgð
ウコン流エキス1mL
ï原生薬換算量：1000mgð
ホップ流エキス0☚3mL
ï原生薬換算量：300mgð
カルニチン塩化物100mg
添加物 lrメントール，クエン酸，クエン酸Na，
果糖ブドウ糖液糖，カラメル，安息香酸Na，
パラベン，アルコール，シクロデキストリ
ン，ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油，香
料，エチルバニリン，バニリン，グリセリ
ン，安息香酸ベンジル，フェノールïアルコ
ール含有0☚47mL以下ð

効 能 食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部
不快感及びはきけïむかつき，胃のむ
かつき，二日酔・悪酔いのむかつき，
嘔気，悪心ð

用法･用量 成人ï15才以上ð 1日 1回 1本
ï50mLðを食前に服用

製 剤 褐色の液
包装･価格 50mL 290円・50mL×3本 870
円・50mL×10本 2☗900円・50mL×45
本 13☗050円・50mL×50本 14☗500円

その他 2018年10月31日発売
製造販売 大同薬品工業

口腔咽喉薬 健胃清涼剤 19
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整腸薬

エビオス整腸薬
ïアサヒグループ食品ð

便通を整える
便秘，軟便，整腸

成 分 錠 18錠中：
ビフィズス菌40mg
ラクトミンïフェカリス菌ð40mg
ラクトミンïアシドフィルス菌ð40mg
乾燥酵母2025mg
チアミン硝化物ï硝酸チアミンð 1☚125mg
リボフラビンïビタミンB2ð2☚25mg
添加物 乳糖水和物，ステアリン酸Mg，無水
ケイ酸

効 能 整腸ï便通を整えるð，便秘，腹部
膨満感，軟便

用法･用量 以下の分量を1日3回，食後に
服用。15才以上1回6錠，11才以上15才
未満1回4錠，8才以上11才未満1回3錠，
5才以上8才未満1回2錠，5才未満の乳
幼児は服用しない

製品特有の注意 本製剤は味・色・におい
に多少の変動がある場合もあるが，服
用に差し支えない

製 剤 淡黄白色から淡褐色の素錠
包装･価格 504錠 1☗680円
その他 2018年8月27日発売

ビオスリーH
ï武田コンシューマーヘルスケアð

腸内フローラを改善して腸を
整える酪酸菌配合整腸薬

成 分 散 3包中：
糖化菌150mg
ラクトミンï乳酸菌ð30mg
酪酸菌150mg
添加物 ポリビニルアルコールï完全けん化物ð，
ポビドン，乳糖水和物，バレイショデンプ
ン

効 能 整腸ï便通を整えるð，便秘，軟便，
腹部膨満感

用法･用量 成人ï15才以上ð1回1包，3ヵ月
～14才1回Ὸ包。1日3回。食後に服用

製 剤 白色～淡黄色の粉末
包装･価格 36包 1☗380円
その他 2019年4月1日発売
製造販売 東亜薬品工業

ビオスリーHi錠
ï武田コンシューマーヘルスケアð

腸内フローラを改善して腸を
整える酪酸菌配合整腸薬

成 分 錠 6錠中：
糖化菌150mg
ラクトミンï乳酸菌ð30mg
酪酸菌150mg
添加物 ポリビニルアルコールï完全けん化物ð，
ポビドン，バレイショデンプン，乳糖水和
物，ステアリン酸Mg

効 能 整腸ï便通を整えるð，便秘，軟便，
腹部膨満感

用法･用量 成人ï15才以上ð1回2錠，5～14
才1回1錠。1日3回。食後に服用

製 剤 白色～淡黄色の素錠
包装･価格 42錠 980円・180錠 2☗280円・
270錠 3☗180円

その他 2019年4月1日発売
製造販売 東亜薬品工業

外皮消毒剤

愛称 マジック
ハンドクリーム

薬用フルハンド
ïゼリア新薬工業ð

手の消毒・洗浄ができるハン
ドクリーム

成 分 ク ：
ベンゼトニウム塩化物0☚05w╋v％
添加物 エタノール，コンドロイチン硫酸Na，
ヒアルロン酸Naï2ð，スクワラン，アラン
トイン，トコフェロール酢酸エステル，ミ
リスチン酸イソプロピル，ジメチルポリシ
ロキサン，ポリオキシエチレンセチルエー
テル，モノステアリン酸グリセリン，ステ
アリルアルコール，流動パラフィン，グリ
セリン，カルボキシビニルポリマー，pH調
節剤

効 能 手指・皮膚の洗浄・消毒
用法･用量 適量を手指にとり，塗布又は
塗擦する

製 剤 白色のクリーム
包装･価格 40g 980円
その他 2018年12月3日発売
製造販売 大阪製薬

整腸薬 外皮消毒剤20
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ビタミン含有保健剤

アリナミン
メディカルバランス

ï武田コンシューマーヘルスケアð

疲労回復・予防の効能を持つ
口栓付アルミパウチドリンク

成 分 内液 1袋ï100mLð中：
フルスルチアミン塩酸塩
ïビタミンB1誘導体ð1☚5mg

リボフラビンリン酸エステルナトリウム
ïビタミンB2リン酸エステルð2☚54mg

ピリドキシン塩酸塩ïビタミンB6ð10mg
ニコチン酸アミド25mg
Lrアスパラギン酸ナトリウム125mg
タウリンïアミノエチルスルホン酸ð 1☗000mg
無水カフェイン50mg
ローヤルゼリーエキスS20mg
添加物 プロピレングリコール，DLrリンゴ酸，
水アメ，ブドウ糖，白糖，アセスルファム
カリウム，ステビア抽出精製物，安息香酸
Na，パラベン，シリコーン樹脂，カンテン，
グァーガム，キサンタンガム，香料，エタ
ノール，グリセリン脂肪酸エステル，pH調
整剤

効 能 疲労の回復・予防。体力，身体抵
抗力または集中力の維持・改善。日常
生活における栄養不良に伴う身体不調
の改善・予防：肩，首，腰または膝の
不調，疲れやすい，疲れが残る，体力
がない，身体が重い，身体がだるい，
二日酔いに伴う食欲の低下，だるさ，
目の疲れ。病中病後の体力低下時，発
熱を伴う消耗性疾患時，食欲不振時，
妊娠授乳期または産前産後等の栄養補
給

用法･用量 成人ï15才以上ð 1日 1回 1袋
ï100mLðを服用

製品特有の注意 本剤の服用により尿が黄
色くなることがある

製 剤 流動性のある内用液剤
包装･価格 100mL 210円
その他 109kcal。グレープフルーツ風味。
2019年4月22日発売

愛称 エスカップNEXT
ゲインタイム
ïエスエス製薬ð

疲労回復・集中力の維持に

成 分 内液 1瓶ï100mLð中：
タウリン1☗000mg
Lrアルギニン塩酸塩30mg
ジクロロ酢酸ジイソプロピル
アミン6mg

ビタミンB1硝酸塩5mg

ビタミンB2リン酸エステル5mg
ビタミンB65mg
ニコチン酸アミド20mg
無水カフェイン50mg
添加物 果糖ブドウ糖液糖，クエン酸，安息香
酸Na，パラベン，アルコール，カラメル，
香料，プロピレングリコール，バニリン

効 能 疲労の回復・予防。体力，身体抵
抗力又は集中力の維持・改善。日常生
活における栄養不良に伴う身体不調の
改善・予防：肩，首，腰又は膝の不調，
疲れやすい，疲れが残る，体力がない，
身体が重い，身体がだるい，二日酔い
に伴う食欲の低下，だるさ，目の疲れ。
虚弱体質ï加齢による身体虚弱を含
む。ðに伴う身体不調の改善・予防。病
中病後の体力低下時，発熱を伴う消耗
性疾患時，食欲不振時，妊娠授乳期又
は産前産後等の栄養補給

用法･用量 成人ï15才以上ð1日1回1瓶を服
用

製 剤 黄褐色の液剤
包装･価格 100mL 146円
その他 2018年3月1日発売
製造販売 大同薬品工業

キューピーコーワ
iドリンク

ï興和ð

眼がツライ時に速攻1本！

成 分 内液 100mL中：
ベンフォチアミン13☚8mg
ïチアミン塩化物塩酸塩ïV☚B1ðとして
10mgð
リボフラビンリン酸エステル
ナトリウム15mg

ïリボフラビンïV☚B2ðとして11☚8mgð
ピリドキシン塩酸塩ïV☚B6ð10mg
オキソアミヂン50mg
クコシ流エキス0☚2mL
ïクコシとして200mgð
Lrアスパラギン酸マグネシウム・
カリウム400mg

無水カフェイン50mg
添加物 クエン酸，クエン酸Na，DLrリンゴ酸，
パラベン，安息香酸Na，白糖，Drソルビト
ール，スクラロース，アセスルファムK，
香料，エタノール，グリセリンïアルコール
含有0☚12mL以下ð

効 能 日常生活における栄養不良に伴う
身体不調の改善・予防：目の疲れ。疲
労の回復・予防

用法･用量 成人ï15才以上ð1回1本，1日1
回服用

製品特有の注意 ï1ð生薬成分配合のため，
まれに混濁を生じることがあるï2ð服
用により尿が黄色になることがある

製 剤 黄色～黄褐色の液
包装･価格 100mL×1本 オープン価格・
100mL×3本 オープン価格・100mL×

10本 オープン価格・100mL×50本 オ
ープン価格

その他 販売 興和新薬

キューピーコーワ
ゴールドα錠

ï興和ð

しつこく残った疲労を取る

成 分 錠 2錠中：
エゾウコギ乾燥エキス16☚0mg
ï原生薬換算量：400☚0mgð
オキソアミヂン末50☚0mg
チアミン硝化物ïV☚B1ð10☚0mg
リボフラビンïV☚B2ð4☚0mg
ピリドキシン塩酸塩ïV☚B6ð10☚0mg
ニコチン酸アミド25☚0mg
Lrアスコルビン酸ナトリウム112☚6mg
ïLr ア ス コ ル ビ ン 酸 ïV☚Cð と し て
100☚0mgð
トコフェロールコハク酸
エステルカルシウム20☚7mg

ïdlrαrトコフェロールコハク酸エステ
ルïV☚Eðとして20☚0mgð
Lrアルギニン塩酸塩60☚0mg
無水カフェイン50☚0mg
添加物 トウモロコシデンプン，セルロース，
ヒドロキシプロピルセルロース，クロスポ
ビドン，ステアリン酸Mg，ヒプロメロース，
タルク，アラビアゴム，炭酸Ca，白糖，ゼ
ラチン，ポリオキシエチレンポリオキシプ
ロピレングリコール，リン酸水素Na，酸化
チタン，黄色五号，カルナウバロウ

効 能 疲労の回復・予防。日常生活にお
ける栄養不良に伴う身体不調の改善・
予防：疲れやすい・疲れが残る・体力
がない・身体が重い・身体がだるい。
病中病後の体力低下時，発熱を伴う消
耗性疾患時，食欲不振時，妊娠授乳期
又は産前産後等の栄養補給

用法･用量 成人ï15才以上ð1回1錠，1日1
～2回。1日2回服用する場合は，服用
間隔を6時間以上おく

製品特有の注意 服用により，尿が黄色に
なることがある

製 剤 淡黄赤色の糖衣錠
包装･価格 2錠 150円
その他 販売 興和新薬

チオタミンD
ï日新薬品工業ð

疲労回復・身体抵抗力の改善
に／ノンカフェインドリンク

成 分 内液 1瓶ï100mLð中：
ニコチン酸アミド25mg
ピリドキシン塩酸塩10mg
リボフラビン2mg
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タウリンïアミノエチルスルホン酸ð1000mg
Lrアスパラギン酸マグネシウム・
カリウム200mg

ローヤルゼリーチンキ50mg
添加物 精製白糖，ハチミツ，ブドウ糖，Drソ
ルビトール液，クエン酸水和物，DLrリン
ゴ酸，ポリリン酸ナトリウム，安息香酸ナ
トリウム，パラオキシ安息香酸ブチル，香
料，エタノール，グリセリン，バニリン

効 能 疲労の回復・予防。体力，身体抵
抗力又は集中力の維持・改善。日常生
活における栄養不良に伴う身体不調の
改善・予防：疲れやすい・疲れが残
る・体力がない・身体が重い・身体が
だるい，二日酔いに伴う食欲の低下・
だるさ。病中病後の体力低下時，発熱
を伴う消耗性疾患時，食欲不振時，妊
娠授乳期又は産前産後等の栄養補給。
虚弱体質ï加齢による身体虚弱を含
む。ðに伴う身体不調の改善・予防

用法･用量 成人ï15才以上ð 1日 1回 1瓶
ï100mLð

製 剤 黄色～黄褐色の内用液剤

チオタミンDX
ï日新薬品工業ð

疲れたからだの栄養補給に

成 分 内液 1瓶ï100mLð中：
チアミン硝化物5mg
リボフラビン2mg
ピリドキシン塩酸塩10mg
ニコチン酸アミド25mg
タウリン1000mg
Lrアスパラギン酸マグネシウム・
カリウム200mg

Lrアルギニン塩酸塩30mg
ローヤルゼリーチンキ50mg
添加物 精製白糖，ハチミツ，ブドウ糖，Drソ
ルビトール液，クエン酸水和物，DLrリン
ゴ酸，安息香酸ナトリウム，パラオキシ安
息香酸ブチル，カラメル，香料，エタノー
ル，バニリン

効 能 疲労の回復・予防。体力，身体抵
抗力又は集中力の維持・改善。日常生
活における栄養不良に伴う身体不調の
改善・予防：肩・首・腰又は膝の不調，
疲れやすい・疲れが残る・体力がな
い・身体が重い・身体がだるい，二日
酔いに伴う食欲の低下・だるさ，目の
疲れ。病中病後の体力低下時，発熱を
伴う消耗性疾患時，食欲不振時，妊娠
授乳期又は産前産後等の栄養補給

用法･用量 成人ï15才以上ð 1日 1回 1瓶
ï100mLð

製 剤 黄褐色の内用液剤

愛称 パブロン滋養内服液
プレミアム
大正滋養液V
ï大正製薬ð

10種の配合生薬の力

成 分 内液 1本ï50mLð中：
ショウキョウï生姜ðエキス77☚8mg
ï生姜700mgに相当ð
ショウキョウï生姜ð流エキス0☚3mL
ï生姜300mgに相当ð
ケイヒï桂皮ð流エキス0☚15mL
ï桂皮150mgに相当ð
シャクヤクï芍薬ðエキス30mg
ï芍薬120mgに相当ð
タイソウï大棗ðエキス300mg
ï大棗750mgに相当ð
カンゾウï甘草ðエキス30mg
ï甘草120mgに相当ð
トウキï当帰ð流エキスS0☚3mL
ï当帰300mgに相当ð
チンピï陳皮ðエキス20mg
ï陳皮100mgに相当ð
ニンジンï人参ðエキス－P85☚8mg
ï人参600mgに相当ð
シゴカï刺五加ð流エキス0☚2mL
ï刺五加200mgに相当ð
サンヤクï山薬ð流エキス－A0☚2mL
ï山薬200mgに相当ð
タウリン500mg
リボフラビンリン酸エステル
ナトリウムïビタミンB2ð12mg

ピリドキシン塩酸塩ïビタミンB6ð10mg
ニコチン酸アミド20mg
添加物 白糖，クエン酸，クエン酸Na，ポリオ
キシエチレン硬化ヒマシ油，ポビドン，安
息香酸Na，パラベン，カラメル，香料，ア
ルコールïアルコール0☚39mL以下ð

効 能 体力，身体抵抗力又は集中力の維
持・改善，疲労の回復・予防，日常生
活における栄養不良に伴う身体不調の
改善・予防：疲れやすい・疲れが残
る・体力がない・身体が重い・身体が
だるい，病中病後の体力低下時，発熱
を伴う消耗性疾患時，食欲不振時，妊
娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

用法･用量 成人ï15才以上ð 1日 1回 1本
ï50mLðを服用

製 剤 赤褐色の液
包装･価格 50mL 908円
その他 55kcal。2018年9月10日発売
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