
セルフメディケーション税制対象医薬品　品目一覧（全体版）

　※色付きの箇所は平成29年6月19日公表版から追加・修正したもの

販売名 製造販売業者名 成分名

アイカフーン錠 テイカ製薬株式会社 ケトチフェン

アイジーAL 佐賀製薬株式会社 クロモグリク酸

アイデールパップＶ 東和製薬株式会社 インドメタシン

アイビタン 至誠堂製薬株式会社 メコバラミン

ＩＢＵ鎮痛薬ＥＸ 奥田製薬株式会社 イブプロフェン

アイフリーコーワＡＬ 興和株式会社 アシタザノラスト

アイブルーAGⅡ キョーリンリメディオ株式会社　 クロモグリク酸

アイラートＡＧ 東亜薬品株式会社 クロモグリク酸

アイリスＡＧガード 大正製薬株式会社 ケトチフェン

アイリスガードP テイカ製薬株式会社 プラノプロフェン

アインADクリームS 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

アインAD軟膏EX 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

アインAD軟膏S 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

アインEX液S 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

アウチレスシップｉ 株式会社大石膏盛堂 インドメタシン

アクチビア軟膏 グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 アシクロビル

アクティL コーア製薬株式会社 フラボキサート

アクテージSN錠 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 メコバラミン

アジェンテＡＧ点鼻薬 奥田製薬株式会社 クロモグリク酸

アジェンテ鎮痛薬ａ 奥田製薬株式会社 イブプロフェン

アシクロビル軟膏α 奥田製薬株式会社 アシクロビル

アシノンＺ ゼリア新薬工業株式会社 ニザチジン

アシノンＺ胃腸内服液 ゼリア新薬工業株式会社 ニザチジン

アシノンＺ錠 ゼリア新薬工業株式会社 ニザチジン

アスゲンPVAクリームa 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

アスゲンＰＶＡクリームＥＸ８ 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

アスゲンPVA軟膏a 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

アスゲンＰＶＡ軟膏ＥＸ８ 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

アスゲン点眼薬AG 佐賀製薬株式会社 クロモグリク酸

アスゲン点鼻薬AG 株式会社雪の元本店 クロモグリク酸

アスタシオンＡＧ点鼻薬 池尻製薬株式会社 クロモグリク酸

アスタシオンＡＬＧプラス点鼻薬 セントラル製薬株式会社 クロモグリク酸

アステスクＥＸゲル 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

アステスクＥＸ液 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

アスピーアイAG 佐賀製薬株式会社 クロモグリク酸

アスミンＩＢ 薬王製薬株式会社 イブプロフェン

アスミンガードＡＺ 薬王製薬株式会社 アゼラスチン

ア



アスミン鼻炎薬 薬王製薬株式会社 ケトチフェン

アスレットＬＸクリーム 新生薬品株式会社 ビホナゾール

アスレットＬＸ液 新生薬品株式会社 ビホナゾール

アゼラスチンソフトカプセルＥＸ 株式会社ビオメディクス アゼラスチン

アゼラック錠 第一薬品工業株式会社 アゼラスチン

アダムＡ錠 皇漢堂製薬株式会社 イブプロフェン

アトレチオンＬＸ 新生薬品株式会社 ビホナゾール

アトレチオンＬＸクリーム 新生薬品株式会社 ビホナゾール

アトレチオンＬＸスプレー 新生薬品株式会社 ビホナゾール

アナガリスＡＧクール 奥田製薬株式会社 クロモグリク酸

アナガリスＡＧ点鼻薬 奥田製薬株式会社 クロモグリク酸

アナガリスαｓ セントラル製薬株式会社 イブプロフェン

アニベールエースクリーム 新生薬品株式会社 ビホナゾール

アニベールエース液 新生薬品株式会社 ビホナゾール

アネイクＥＸクリーム 前田薬品工業株式会社 ビホナゾール

アネイクＥＸ液 前田薬品工業株式会社 ビホナゾール

アバロン 大正製薬株式会社 ソファルコン

アバロンＳ 大正製薬株式会社 ソファルコン

アフタガード 佐藤製薬株式会社　 トリアムシノロンアセトニド

アフタッチA 帝人ファーマ株式会社 トリアムシノロンアセトニド

アフテイト水虫クリーム 株式会社雪の元本店 ビホナゾール

アフテイト水虫液 株式会社雪の元本店 ビホナゾール

アポスティークリーム ゼリア新薬工業株式会社 イブプロフェンピコノール

アムティパップ 株式会社ミクロ薬品 フェルビナク

アラセナＳ 佐藤製薬株式会社 ビダラビン

アラセナＳクリーム 佐藤製薬株式会社 ビダラビン

アリナミンEXゴールド 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 メコバラミン

アルガード　クイックチュアブル ロート製薬株式会社 メキタジン

アルガード持続性鼻炎シールド２４ｈ 森下仁丹株式会社 エピナスチン

アルガード鼻炎クールアップEX ロート製薬株式会社 メキタジン

アルクイックＡＧ点鼻薬 奥田製薬株式会社 クロモグリク酸

アルクイックＡＧ目薬 滋賀県製薬株式会社 クロモグリク酸

アルクイックＩＰａ 奥田製薬株式会社 イブプロフェン

アルシェルターEX 佐賀製薬株式会社 クロモグリク酸

アルシンカゼＩＰ 滋賀県製薬株式会社 イブプロフェン

アルシンかぜＭＸ 滋賀県製薬株式会社 メキタジン、ブロムヘキシン

アルテスミンファースト 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン

アルテナスＢＴエースクリーム 奥田製薬株式会社 ブテナフィン

アルテナスＢＴエース液 奥田製薬株式会社 ブテナフィン

アルテナスαクリーム 奥田製薬株式会社 ミコナゾール



アルテナスα液 奥田製薬株式会社 ミコナゾール

アルテナス液 中外医薬生産株式会社 ミコナゾール

アルテナス軟膏 中外医薬生産株式会社 ミコナゾール

アレギサール鼻炎 田辺三菱製薬株式会社 ペミロラストカリウム

アレグラＦＸ サノフィ株式会社 フェキソフェナジン

アレジオン１０ エスエス製薬株式会社 エピナスチン

アレジオン２０ エスエス製薬株式会社 エピナスチン

アレジラスト１０ 大興製薬株式会社 エピナスチン

アレジラスト２０ 大興製薬株式会社 エピナスチン

アレジンAZ錠 第一薬品工業株式会社 アゼラスチン

アレマンエース オール薬品工業株式会社 アゼラスチン

アレルギールSK 東興薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

アレルビ 皇漢堂製薬株式会社 フェキソフェナジン

アンカビンmic
ミ ッ ク

剤盛堂薬品株式会社 ミコナゾール

アンバーＳ錠 米田薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

アンブロスＥＸクリーム 前田薬品工業株式会社 ウフェナマート

アンメルシン１％ゲル 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

アンメルシン１％ヨコヨコ 小林製薬株式会社 インドメタシン

アンメルツ　ゴールド　ＥＸ 小林製薬株式会社 フェルビナク

アンメルツＮＥＯ 小林製薬株式会社 ジクロフェナク

アンメルツＮＥＯＪ 小林製薬株式会社 ジクロフェナク

イーナ錠 皇漢堂製薬株式会社 イブプロフェン

イヴウェル解熱鎮痛錠 テイカ製薬株式会社 イブプロフェン

イストサン下痢止めＬＰ 米田薬品株式会社 ロペラミド

イストロン　下痢止め 前田薬品工業株式会社 ロペラミド

イストロン　下痢止め　フィルム ツキオカフィルム製薬株式会社　 ロペラミド

イタノンＩＤスプレー 前田薬品工業株式会社 インドメタシン

胃腸薬チェロ 大日本除虫菊（株） ゲファルナート

イノキュアＳ 小林薬品工業株式会社 ブチルスコポラミン

イノセアバランス 佐藤製薬株式会社 トロキシピド

イノセアワンブロック あすか製薬株式会社 ロキサチジン酢酸エステル

イノセントアイAC ゼリア新薬工業株式会社 クロモグリク酸

イノック下痢止め 湧永製薬株式会社 ロペラミド

イノパンＭＩ錠 小林薬品工業株式会社 ピレンゼピン

イハダ アクネキュアクリーム 万協製薬株式会社 イブプロフェンピコノール

イハダ　プリスクリードAA 株式会社 資生堂 ウフェナマート

イハダ　プリスクリードD 株式会社 資生堂 ウフェナマート

イブ エスエス製薬株式会社 イブプロフェン

イブ<糖衣錠> エスエス製薬株式会社 イブプロフェン

イブA錠 エスエス製薬株式会社 イブプロフェン

イ



イブA錠EX エスエス製薬株式会社 イブプロフェン

イブクイック頭痛薬 エスエス製薬株式会社 イブプロフェン

イブクイック頭痛薬DX エスエス製薬株式会社 イブプロフェン

イブトレックス ワキ製薬株式会社 イブプロフェン

イブトンカプセル ワキ製薬株式会社 イブプロフェン

イブハーツ 武田テバファーマ株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

イブプロフェンソフトカプセル２００「キョーワ」 協和薬品工業株式会社 イブプロフェン

イブプロン 至誠堂製薬株式会社 イブプロフェン

インサイドテープ エスエス製薬株式会社 インドメタシン

インサイドハイパップＰ エスエス製薬株式会社 インドメタシン

インダスゲル 東和製薬株式会社 インドメタシン

インダス液 東和製薬株式会社 インドメタシン

インテクリーム１％ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

インテゲル１％ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

インテターム錠 神農製薬株式会社 イブプロフェン

インテミルリィーゲル１％ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

インデリンテープＦＢ３５ 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

インテローション１％ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

イントウェル 小林製薬株式会社 イブプロフェン

インドメクールＴ 大協薬品工業株式会社 インドメタシン

インドメサールプラス 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

インドメサット１％液 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

インドメシートＩＤ 大協薬品工業株式会社 インドメタシン

インドメタシンメトテック0.5％ 株式会社キンエイクリエイト インドメタシン

インドメタシンメトテックN　温感 株式会社キンエイクリエイト インドメタシン

インドメタシン液＜ニッスイ＞ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

インドメフィットＴ 大協薬品工業株式会社 インドメタシン

インペタン 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

インペタン１％クリーム 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

インペタン１％ゲル 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

インペタン１％ミルリィーゲル 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

インペタン1％液 三友薬品株式会社 インドメタシン

インペタンチックＰＸ 三友薬品株式会社 ピロキシカム

ウイルクイックＰＶＡクリーム 奥田製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ウイルクイックＰＶＡ軟膏 奥田製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ウイルクエストＩＰａ 奥田製薬株式会社 イブプロフェン

ウインパスＩＤ 帝國製薬株式会社 インドメタシン

ウインブルダンPCジェル ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ウインブルダンPCジェルⅩ ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ウインブルダンPCローション ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ウ



ウインブルダンPCローションⅩ ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ウナコーワエースＧ 興和株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ウナコーワエースＬ 興和株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

エアーサロンパスＤＸ 久光製薬株式会社 フェルビナク

エイクリヤー１％ゲル 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

エイクリヤー１％シップ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

エイクリヤー１％液 三友薬品株式会社 インドメタシン

エイクリヤーＬテープＦＢ５％α 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

エイクリヤーテープＦＢ３５温感 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

エイクリヤーテープＦＢ５％α 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

エイクリヤーテープＦＢ７０ 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

エイクリヤーテープＦＢ７０温感 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

エージ－アレルカットEX＜季節性アレルギー専用＞ 東興薬品工業株式会社 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

エージーアイズアレルカットC 第一三共ヘルスケア株式会社 クロモグリク酸

エージーアイズアレルカットM 第一三共ヘルスケア株式会社 クロモグリク酸

エージーアイズアレルカットS 第一三共ヘルスケア株式会社 クロモグリク酸

エージーノーズ 第一三共ヘルスケア株式会社 クロモグリク酸

エージーノーズアレルカットC 第一三共ヘルスケア株式会社 クロモグリク酸

エージーノーズアレルカットM 第一三共ヘルスケア株式会社 クロモグリク酸

エージーノーズアレルカットS 第一三共ヘルスケア株式会社 クロモグリク酸

エージーノーズクール 第一三共ヘルスケア株式会社 クロモグリク酸

エーゼットアルファ ゼリア新薬工業株式会社 クロモグリク酸

エーワンＬ 新生薬品株式会社 ビホナゾール

エーワンＬＸ 新生薬品株式会社 ビホナゾール

エーワンＬＸクリーム 新生薬品株式会社 ビホナゾール

エーワンＬクリーム 新生薬品株式会社 ビホナゾール

エキセドリンＬＯＸ ライオン株式会社 ロキソプロフェン

液体エマンテＥＸ 新生薬品株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

液体ダイヤメルゾンＥＸ 新生薬品株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

液体ムヒアルファＥＸ 株式会社池田模範堂 プレドニゾロン吉草酸エステル

液体リナα 東和製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

エクトパスＤＸローション 東光薬品工業株式会社 ジクロフェナク

エクトペイン１％ゲル 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

エクドランＩＢ錠 東和製薬株式会社 イブプロフェン

エコルデＥＸゲル 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

エコルデＥＸ液 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

エコルネ 堀井薬品工業株式会社 イブプロフェン

エサヘパンＳ アルフレッサファーマ株式会社 ポリエンホスファチジルコリン

エスコン口腔用軟膏 福地製薬株式会社 トリアムシノロンアセトニド

エスターパップＦＢ 東和製薬株式会社 フェルビナク

エ



エスターパップID 株式会社富士薬品 インドメタシン

エスタックイブ エスエス製薬株式会社 イブプロフェン

エスタックイブFT エスエス製薬株式会社 イブプロフェン

エスタックイブNT エスエス製薬株式会社 イブプロフェン

エスタックイブファイン エスエス製薬株式会社 イブプロフェン、アンブロキソール

エスタックイブファインEX エスエス製薬株式会社 イブプロフェン、アンブロキソール

エスタックイブファイン顆粒 エスエス製薬株式会社 イブプロフェン、アンブロキソール

エスタックイブ顆粒 エスエス製薬株式会社 イブプロフェン

エスナールＭＩ錠 小林薬品工業株式会社 ピレンゼピン

エスナールＭカプセル 小林薬品工業株式会社 ブチルスコポラミン

エスビヤンAC ゼリア新薬工業株式会社 クロモグリク酸

エスファイトゴールドEH エスエス製薬株式会社 ヘプロニカート

エナルフィンEXクリーム 中外医薬生産株式会社 テルビナフィン

エナルフィンEX液 中外医薬生産株式会社 テルビナフィン

ＮＩＤファーマシーパップＩＤホット 帝國製薬株式会社 インドメタシン

エパシオン 原澤製薬工業株式会社 ソイステロール

エバシャインＱ 薬王製薬株式会社 ユビデカレノン

エバステルＡＬ 興和株式会社 エバスチン

エパデールT 持田製薬株式会社 イコサペント酸エチル

エバユースにきび薬 久光製薬株式会社 イブプロフェンピコノール

エピアマートS 株式会社 資生堂 ウフェナマート

エピナスチン錠 20 「DX 」 リョートーファイン株式会社 エピナスチン

エプールＥＸゲル 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

エプールＥＸ液 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

エプールFEゲル２ 万協製薬株式会社 フェルビナク

エプールＰＶＡ９ゲル 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

エプールＰＶＡ９液 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

エプールＵ１０クリーム 万協製薬株式会社 テルビナフィン

エプールＵＦクリーム 万協製薬株式会社 ウフェナマート

エプールアクネクリーム 万協製薬株式会社 イブプロフェンピコノール

エフェクトプロ　クリーム 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

エフェクトプロ　ローション 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

エフェクトプロ　軟膏 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

エフカイＴクリーム 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

エフカイＴ軟膏 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

エフコート サンスター株式会社 フッ化ナトリウム

エフストリン去たん錠 大昭製薬株式会社 カルボシステイン、ブロムヘキシン

エフロフェンQ 東海カプセル株式会社 ユビデカレノン

エマンテクリームＳＶ 新生薬品株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

エマンテ軟膏ＳＶ 新生薬品株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル



エミリーEV ダイト株式会社 イブプロフェン

エメロット１０クリーム 奥田製薬株式会社 テルビナフィン

エメロット点鼻薬ＡＧ 万協製薬株式会社 クロモグリク酸

エルデパップＩＤ リードケミカル株式会社 インドメタシン

エルペインコーワ 興和株式会社 イブプロフェン、ブチルスコポラミン

エルモーネ水虫クリームＭＣ 万協製薬株式会社 ミコナゾール

エルモーネ水虫液ＭＣ 万協製薬株式会社 ミコナゾール

エルモディアPEクリーム ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

エルモディアPE軟膏 ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

エレット　EV ダイト株式会社 イブプロフェン

エンクロン ＵＦクリームEX 株式会社 資生堂 ウフェナマート

エンクロン　クリームＥＸ 岩城製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

エンクロン　ローションＥＸ 岩城製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

エンクロン　軟膏ＥＸ 岩城製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

エンペシドＬ 佐藤製薬株式会社 クロトリマゾール

オイラックスPZクリーム ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

オイラックスPZリペアクリーム ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

オイラックスPZリペア軟膏 ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

オイラックスPZ軟膏 ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

近江兄弟社メンターム　ディープナー１０クリーム 万協製薬株式会社 テルビナフィン

近江兄弟社メンタームＥＸアルファクリーム 株式会社　近江兄弟社 プレドニゾロン吉草酸エステル

近江兄弟社メンタームエプールＦＥ液プラス 株式会社　近江兄弟社 フェルビナク

近江兄弟社メンタームスカプルＨ 株式会社　近江兄弟社 プレドニゾロン吉草酸エステル

オールパスＦＲテープＶ 株式会社大石膏盛堂 フェルビナク

オキナゾールＬ１００ 田辺三菱製薬株式会社 オキシコナゾール

奥田家下呂膏ID液 株式会社奥田又右衛門膏本舗 インドメタシン

オスタールゴールドクリーム 東光薬品工業株式会社 テルビナフィン

オスタールゴールドスプレー 東光薬品工業株式会社 テルビナフィン

オスタールゴールド液 東光薬品工業株式会社 テルビナフィン

オスタールプラスＨＴクリーム 東光薬品工業株式会社 テルビナフィン

オスタールプラスＨＴスプレー 東光薬品工業株式会社 テルビナフィン

オスタールプラスＨＴ液 東光薬品工業株式会社 テルビナフィン

オノフェＦＥゲル３ 万協製薬株式会社 フェルビナク

オノフェＦＥ液２ 万協製薬株式会社 フェルビナク

オノフェＶ７水虫クリーム 万協製薬株式会社 ブテナフィン

オノフェＶ７水虫液 万協製薬株式会社 ブテナフィン

オノフェＶ水虫クリーム 万協製薬株式会社 ブテナフィン

オノフェＶ水虫液 万協製薬株式会社 ブテナフィン

オブラチルＥＸゲル 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

オブラチルＥＸ液 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

オ



オムニード０．５ＩＤパップ 帝國製薬株式会社 インドメタシン

オムニードＦＢパップ 帝國製薬株式会社 フェルビナク

オムニードＦＢプラスター 帝國製薬株式会社 フェルビナク

オムニードＦＢプラスターα 帝國製薬株式会社 フェルビナク

オムニードＦＢ温プラスター 帝國製薬株式会社 フェルビナク

オムニードＩＤプラスター３．７５Ｍ 帝國製薬株式会社 インドメタシン

オムニードケトプロフェンパップ 帝國製薬株式会社 ケトプロフェン

オムニードジェルプラスターＩＤ＜Ｌ＞ 帝國製薬株式会社 インドメタシン

オムニードジクロフェナク 帝國製薬株式会社 ジクロフェナク

オムニードパッププラス 帝國製薬株式会社 インドメタシン

オムニードフェルビナク 帝國製薬株式会社 フェルビナク

オムニードフェルビナク温感 帝國製薬株式会社 フェルビナク

オムニード温感０．５％ＩＤ 帝國製薬株式会社 インドメタシン

オムニンエース オール薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

オルテクサー口腔用軟膏 福地製薬株式会社 トリアムシノロンアセトニド

オルテンＥＸスプレー７ 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

オルテンＥＸスプレーＨ 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

オロファニック口腔用軟膏 協和薬品工業株式会社 トリアムシノロンアセトニド

オロンデールＬＸ 新生薬品株式会社 ビホナゾール

オロンデールＬＸクリーム 新生薬品株式会社 ビホナゾール

オロントールＥＸ 新生薬品株式会社 テルビナフィン

オロントールＥＸクリーム 新生薬品株式会社 テルビナフィン

温感オールパスＦＲテープＶ 株式会社大石膏盛堂 フェルビナク

温感コーホーパスＦＲテープＶ 株式会社大石膏盛堂 フェルビナク

温感ダイハップＦＲテープＶ 株式会社大石膏盛堂 フェルビナク

温感パステルハップＩＤ 株式会社大石膏盛堂 インドメタシン

温感ビーエスバンＦＲテープＶ 株式会社大石膏盛堂 フェルビナク

温感ホームパスＦＲテープＶ 株式会社大石膏盛堂 フェルビナク

温感ユーシップＩＤ 株式会社大石膏盛堂 インドメタシン

カアムＤＸゲルＭ 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

カアムＤＸ液Ｍ 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

カイゲンパックＩＢ顆粒 カイゲンファーマ株式会社 イブプロフェン

カイゲン感冒錠 武田テバファーマ株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

カイダーＳα 米田薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

かいつうせん外用液 合名会社　東宝製薬 インドメタシン

カイテキIP錠 株式会社富士薬品 イブプロフェン

カコナールカゼブロックUP錠 佐藤薬品工業株式会社 イブプロフェン

カコナールゴールドUP錠 佐藤薬品工業株式会社 イブプロフェン

ガスター10 第一三共ヘルスケア株式会社 ファモチジン

ガスター10 S錠 第一三共ヘルスケア株式会社 ファモチジン

カ



ガスター10〈散〉 第一三共ヘルスケア株式会社 ファモチジン

ガスター10内服液 第一三共ヘルスケア株式会社 ファモチジン

ガストール細粒 エスエス製薬株式会社 ピレンゼピン

ガストール錠 エスエス製薬株式会社 ピレンゼピン

カゼゴールドIB 第一薬品工業株式会社 イブプロフェン

カゼチームプロ 大協薬品工業株式会社 イブプロフェン

カゼワンイブ 至誠堂製薬株式会社 イブプロフェン

カタコシニードＶ 東和製薬株式会社 インドメタシン

カタコシニード液 ジャパンメディック株式会社 インドメタシン

かゆケア 新生薬品株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

かゆケアＮ 新生薬品株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

カユミックアルファクリーム 新生薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

カユミックアルファ軟膏 新生薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ガリバノールＡ－１液 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

ガリバノールＤＦゲル 新生薬品株式会社 ジクロフェナク

ガリバノールＤＦ液 新生薬品株式会社 ジクロフェナク

ガリバノールゲルＡ－１ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

カルテパハイパップ 帝國製薬株式会社 インドメタシン

ガロヘパン下痢止めＬＰ 米田薬品株式会社 ロペラミド

カンパラナス　クリーム 新生薬品工業株式会社 ビホナゾール

カンパラナス液 新生薬品工業株式会社 ビホナゾール

カンピオーネＥＸゲル 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

カンピオーネＥＸ液 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

カンピオーネα（ｓ） 奥田製薬株式会社 イブプロフェン

眼涼アルファ―スト 佐賀製薬株式会社 クロモグリク酸

眼涼アルファ―ストEX 佐賀製薬株式会社 クロモグリク酸

キュアレアａ 小林製薬株式会社 ウフェナマート

キューピーコーワｉプラス 興和株式会社 ヘプロニカート

キュウメタシンパップH 救急薬品工業株式会社 インドメタシン

キュウメタシンパップZ テイカ製薬株式会社 インドメタシン

キュルミナンＥＸ９ゲル 奥田製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

キュルミナンＥＸ９液 奥田製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

協和フィルム止瀉薬 ツキオカフィルム製薬株式会社　 ロペラミド

キョータップＬＸクリーム 新生薬品株式会社 ビホナゾール

キョータップＬＸ液 新生薬品株式会社 ビホナゾール

キョータップジェットスプレー 新新薬品工業株式会社 テルビナフィン

キョータップＴＦクリームＥＸ 新新薬品工業株式会社 テルビナフィン

キョータップＴＦ液ＥＸ 新新薬品工業株式会社 テルビナフィン

去痰CB錠 大昭製薬株式会社 カルボシステイン、ブロムヘキシン

キルカミンＦＥ液 万協製薬株式会社 フェルビナク

キ



キルカミンＶ７水虫クリーム 万協製薬株式会社 ブテナフィン

キルカミンＶ７水虫液 万協製薬株式会社 ブテナフィン

キルカミンＶ水虫クリーム 万協製薬株式会社 ブテナフィン

キンカンピラック セントラル製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

クーペαクリーム 福地製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

クーペ口腔用軟膏 福地製薬株式会社 トリアムシノロンアセトニド

クールストップ下痢止め薬 日本薬剤株式会社 ロペラミド

クールワンせきどめGX テイカ製薬株式会社 カルボシステイン

クールワンせき止めＧＸ液 日新薬品工業株式会社　 カルボシステイン

クールワン去たんソフトカプセル 佐藤製薬株式会社 カルボシステイン、ブロムヘキシン

グスタフＸクリーム 奥田製薬株式会社 ブテナフィン

グスタフＸ液 奥田製薬株式会社 ブテナフィン

グットエイドＡＧ点鼻薬 奥田製薬株式会社 クロモグリク酸

グットエイドＡＬＧプラス点鼻薬 奥田製薬株式会社 クロモグリク酸

グットエイドＥＶｓ 奥田製薬株式会社 イブプロフェン

グッドナー錠 東亜薬品株式会社 セトラキサート

グッドナー顆粒 東亜薬品株式会社 セトラキサート

グットノーズＡＧ点鼻薬 奥田製薬株式会社 クロモグリク酸

グットノーズＡＬＧプラス点鼻薬 奥田製薬株式会社 クロモグリク酸

グッパスID 株式会社タカミツ インドメタシン

グッパスID0.7％ 株式会社タカミツ インドメタシン

クミアイ　コリメタシン1％液 協同薬品工業株式会社 インドメタシン

クミアイ　コリメタシンパップ 協同薬品工業株式会社 インドメタシン

クミアイ　ミコナエース 協同薬品工業株式会社 ミコナゾール

グラッドル錠 湧永製薬株式会社 ヘプロニカート

クラリチンEX バイエル薬品株式会社 ロラタジン

グランキサＥＸスプレー７ 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

グランキサＥＸスプレーＨ 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

グランキサEX液S 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

グランキサゴールドＨＤ 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

グランドアクトＥＸ 米田薬品工業株式会社 メコバラミン

クリアガード 福地製薬株式会社 ウフェナマート

クリアガード口腔用軟膏 福地製薬株式会社 トリアムシノロンアセトニド

クリアキック水虫液 中外医薬生産株式会社 ミコナゾール

クリアキック水虫軟膏 中外医薬生産株式会社 ミコナゾール

クレーモアＩＰａ ワキ製薬株式会社 イブプロフェン

クレーモアファースト 日本製薬工業株式会社 イブプロフェン

グレラン・ビット 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 イブプロフェン

グローアルファＡＧ 池尻製薬株式会社 クロモグリク酸

グローアルファ鎮痛薬ａ 奥田製薬株式会社 イブプロフェン

ク



ゲート下痢止めチュアブル 大昭製薬株式会社 ロペラミド

ゲーリックＦＲテープＶ 株式会社大石膏盛堂 フェルビナク

ゲーリックｉ 株式会社大石膏盛堂 インドメタシン

ケナログA 口腔用軟膏 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 トリアムシノロンアセトニド

解熱鎮痛薬「クニヒロ」 皇漢堂製薬株式会社 イブプロフェン

ケロリンIBカプレット 内外薬品株式会社 イブプロフェン

口内炎軟膏大正クイックケア 大正製薬株式会社 トリアムシノロンアセトニド

口内炎パッチ大正クイックケア 帝國製薬株式会社 トリアムシノロンアセトニド

コーチレンＤＸスプレー７ 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

コーチレンEX液a 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

コーチレンＨＤ 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

コートfATクリーム ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

コートfAT軟膏 ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

コーホーパスＤＸテープ 株式会社大石膏盛堂 ジクロフェナク

コーホーパスＦＲテープＶ 株式会社大石膏盛堂 フェルビナク

コーホーパスハップｉ 株式会社大石膏盛堂 インドメタシン

コーミイＦＸソフト 東海カプセル株式会社 フェキソフェナジン

コーラックソフト 大正製薬株式会社 ピコスルファート

ココラＥＸ 東和製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ゴシレスト 小林製薬株式会社 イブプロフェン

こどもパブロンせき止め液 明治薬品株式会社 ブロムヘキシン

コナリスＩＰ 奥田製薬株式会社 イブプロフェン

小林タムシチンキｂ 小林製薬株式会社 ミコナゾール

コランケットエース 武田テバファーマ株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

コランデスＤＣゲル ダイヤ製薬株式会社 ジクロフェナク

コランデスＦＢクール ダイヤ製薬株式会社 フェルビナク

コランデスＦＢパップ ダイヤ製薬株式会社 フェルビナク

コランデスアルファゲル ダイヤ製薬株式会社 フェルビナク

コランデスローション　α ダイヤ製薬株式会社 フェルビナク

コリアフタＦＢ液 東和製薬株式会社 フェルビナク

コリアフターＦＢパップ 東和製薬株式会社 フェルビナク

コリクリアーＦＢテープ３５温感 三友薬品株式会社 フェルビナク

コリクリアーＦＢテープ５％α 三友薬品株式会社 フェルビナク

コリクリアーＦＢテープＬ５％α 三友薬品株式会社 フェルビナク

コリクリアーＦＢテープＬ７０温感 三友薬品株式会社 フェルビナク

コルゲンコーワＩＢ「１日２回」Ｔカプセル 興和株式会社 イブプロフェン

コルゲンコーワＩＢ２ 興和株式会社 イブプロフェン

コルゲンコーワＩＢ錠 興和株式会社 イブプロフェン

コルゲンコーワＩＢ錠ＴＸ 興和株式会社 イブプロフェン

コルゲンコーワＩＢ透明カプセル 興和株式会社 イブプロフェン

ケ

コ



コルゲンコーワＩＢ透明カプセルα 興和株式会社 アンブロキソール、イブプロフェン

コルゲンコーワ鎮痛解熱ＬＸα 興和株式会社 ロキソプロフェン

コルゾンパーゲンS軟膏「コジマ」 新生薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

コレスゲン 東海カプセル株式会社 ソイステロール

コレスシーボン 薬王製薬株式会社 ソイステロール

コレステガード エスエス製薬株式会社 ソイステロール

コレステワン 新生薬品工業株式会社 ソイステロール

コレストライク 明治製薬株式会社 ソイステロール

コレストン 東海カプセル株式会社 ソイステロール

コンタック600ファースト 佐藤薬品工業株式会社 ケトチフェン

コンタック鼻炎Ｚ グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 セチリジン

コンタック鼻炎スプレー＜季節性アレルギー専用＞ 佐藤製薬株式会社 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

コンドロビーEX ゼリア新薬工業株式会社 メコバラミン

コンドロビープラス ゼリア新薬工業株式会社 ヘプロニカート、メコバラミン

コンフラージュＥＸＰＲＥＭＩＵＭ 協和薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

コンプラックPCジェル ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

コンプラックPCジェルⅩ ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

コンプラックPCローション ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

コンプラックPCローションⅩ ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

サーパスミンＤＩゲル 株式会社雪の元本店 ジクロフェナク

サーパスミンＤＩローション 株式会社雪の元本店 ジクロフェナク

サーパスミンFBゲル 株式会社雪の元本店 フェルビナク

サーパスミンFBローション 株式会社雪の元本店 フェルビナク

サイドミンＡＤ軟膏 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

サインＫＢ錠 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

サクロンＱ サンノーバ株式会社 オキセサゼイン

ザジテンＡＬ点眼薬 グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 ケトチフェン

ザジテンＡＬ鼻炎カプセル グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 ケトチフェン

ザジテンＡＬ鼻炎スプレーα グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 ケトチフェン

ザジテンＡＬ鼻炎スプレーαクール グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 ケトチフェン

ザハップフェルビナクS 岡山大鵬薬品株式会社 フェルビナク

サフィオＡＣ ゼリア新薬工業株式会社 クロモグリク酸

サブベートＥＸ「１％クリーム」 前田薬品工業株式会社 インドメタシン

サリスターＦＢパッフ゜ 帝國製薬株式会社 フェルビナク

サリスターパップＩＤ 帝國製薬株式会社 インドメタシン

サリスターパップＩＤ温感 帝國製薬株式会社 インドメタシン

サリトースゴールドＶ 東和製薬株式会社 インドメタシン

サリトロンFBゲル 株式会社雪の元本店 フェルビナク

サリトロンFBローション 株式会社雪の元本店 フェルビナク

サリドンWｉ 第一三共ヘルスケア株式会社 イブプロフェン

サ



サリメチックＩＤゲル 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

サリメチックＩＤ液 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

サリラベートPCローション ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

サロスリーIDS 救急薬品工業株式会社 インドメタシン

サロメチールＦＢゲルα 佐藤製薬株式会社 フェルビナク

サロメチールＦＢパッチ３５ 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

サロメチールＦＢローションα 佐藤製薬株式会社 フェルビナク

サロメチールID１％クリーム ジャパンメディック株式会社 インドメタシン

サロメチールＩＤ１％スプレー 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

サロメチールID１％液 ジャパンメディック株式会社 インドメタシン

サロメチールＩＤパップＥ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

サロメチールジクロ 佐藤製薬株式会社　 ジクロフェナク

サロメチールジクロ　テープL 佐藤製薬株式会社 ジクロフェナク

サロメチールジクロＬ 佐藤製薬株式会社　 ジクロフェナク

サロメチールジクロクールローション 佐藤製薬株式会社 ジクロフェナク

サロメチールジクロテープ 佐藤製薬株式会社 ジクロフェナク

サロメチールジクロローション 佐藤製薬株式会社 ジクロフェナク

サロンシップインドメタシンＥＸ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

サロントール１．０％液 新生薬品株式会社 インドメタシン

サロンパスＥＸ 久光製薬株式会社 インドメタシン

サロンパスＥＸ温感 久光製薬株式会社 インドメタシン

サンクトリート　アクネ 協和薬品工業株式会社 イブプロフェンピコノール

サンコリスＩＤパップ 東和製薬株式会社 インドメタシン

サンコリスＩＤ液 東和製薬株式会社 インドメタシン

サンツールＤＦテープ 東和製薬株式会社 ジクロフェナク

サンツールＤＦテープＬ 東和製薬株式会社 ジクロフェナク

サンツールＤＦ液α 東和製薬株式会社 ジクロフェナク

サンツールＦＢテープ 東和製薬株式会社 フェルビナク

サンツールＦＢテープＬ 東和製薬株式会社 フェルビナク

サンツールＦＢ液 東和製薬株式会社 フェルビナク

サンツールＩＤゲル 東和製薬株式会社 インドメタシン

サンツールＩＤパップ 東和製薬株式会社 インドメタシン

サンツールＩＤパップＤＸ 東和製薬株式会社 インドメタシン

サンツールＩＤ液 東和製薬株式会社 インドメタシン

サンツールパップＶＨ 東和製薬株式会社 インドメタシン

サンテアルフリー新目薬 参天製薬株式会社 クロモグリク酸

サンポーＦＢテープ 三友薬品株式会社 フェルビナク

サンポーインドメタシンシップＥＸ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

シートパップＩＤ 大協薬品工業株式会社 インドメタシン

ジェシックハップペイン－Ｅ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

シ



シオノギＣＦクリーム 新生薬品株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

シオノギＣＦ軟膏 新生薬品株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

シオノギＭクリーム 新生薬品株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

シオノギＭローション 新生薬品株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

シオノギＭ軟膏 新生薬品株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

シオノギＰＶ軟膏 新生薬品株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

シオノギ総合かぜ薬IB錠 ダイト株式会社 イブプロフェン

シガノンＣＱ１透明パッチ グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 ニコチン

シガノンＣＱ２透明パッチ グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 ニコチン

ジキナAL点眼薬 株式会社富士薬品 ケトチフェン

ジキナIP顆粒 株式会社富士薬品 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ジキナＩＰ錠 株式会社富士薬品 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ジキナ鼻炎スプレー 株式会社富士薬品 ケトチフェン

ジキナ鼻炎錠 株式会社富士薬品 ケトチフェン

ジキナ鼻炎錠ＦＸ 株式会社富士薬品 フェキソフェナジン

ジキニン錠エースＩＰ 全薬工業株式会社 イブプロフェン

ジキニン顆粒ＩＰ 全薬工業株式会社 イブプロフェン

ジキニン顆粒ゴールド 全薬工業株式会社 イブプロフェン

ジクターＡＧ ゼリア新薬工業株式会社 クロモグリク酸

ジクトペインＺゲル 三友薬品株式会社 ジクロフェナク

ジクトペインＺローション 三友薬品株式会社 ジクロフェナク

シグナル下痢止め エスエス製薬株式会社 ロペラミド

ジクペタスＺゲル 三友薬品株式会社 ジクロフェナク

ジクペタスＺテープ 三友薬品株式会社 ジクロフェナク

ジクペタスＺローション 三友薬品株式会社 ジクロフェナク

ジクリッチＺゲル 三友薬品株式会社 ジクロフェナク

ジクリッチＺシップ 三友薬品株式会社 ジクロフェナク

ジクリッチＺテープ 三友薬品株式会社 ジクロフェナク

ジクリッチＺテープＬ 三友薬品株式会社 ジクロフェナク

ジクリッチＺローション 三友薬品株式会社 ジクロフェナク

ジクロテクトPROゲル 同仁医薬化工株式会社 ジクロフェナク

ジクロテクトPROスプレー 同仁医薬化工株式会社 ジクロフェナク

ジクロテクトPROテープ 同仁医薬化工株式会社 ジクロフェナク

ジクロテクトPROテープL 同仁医薬化工株式会社 ジクロフェナク

ジクロテクトPROローション 同仁医薬化工株式会社 ジクロフェナク

ジクロファインＺＸテープ 株式会社大石膏盛堂 ジクロフェナク

ジクロファインＺＸテープＬ 株式会社大石膏盛堂 ジクロフェナク

ジクロフィット 大協薬品工業株式会社 ジクロフェナク

シペラ　EV ダイト株式会社 イブプロフェン

ジャスタットクールジェル 東興薬品工業株式会社 ビホナゾール



ジャスタットクリーム 東興薬品工業株式会社 ビホナゾール

シュトガード コーア製薬株式会社 フラボキサート

シュトガード鎮痛錠S コーア製薬株式会社 ロキソプロフェン

シュトガード鼻炎錠AL コーア製薬株式会社 アゼラスチン

シュトガード腟カンジダクリーム コーア製薬株式会社 ミコナゾール

シュトガード腟カンジダ坐剤 コーア製薬株式会社 ミコナゾール

ジョイントアルファＺプラス点鼻薬 奥田製薬株式会社 ケトチフェン

ジョイントアルファＺ点鼻薬 奥田製薬株式会社 ケトチフェン

ジョイントアルファＺ鼻炎カプセル 奥田製薬株式会社 ケトチフェン

消炎鎮痛インドメタシン温感パップ 帝國製薬株式会社 インドメタシン

消炎鎮痛インドメタシンパップＳ 帝國製薬株式会社 インドメタシン

消炎鎮痛フェルビナクプラスター 帝國製薬株式会社 フェルビナク

消炎鎮痛フェルビナクプラスターＳ 帝國製薬株式会社 フェルビナク

新ＮＩＤファーマシーパップＩＤ 帝國製薬株式会社 インドメタシン

新アクセスファイト 新生薬品株式会社 ブテナフィン

新アクセスファイト　クリーム 新生薬品株式会社 ブテナフィン

新アンバーＳ錠 米田薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

新イスミット錠 ダイト株式会社 イブプロフェン

新インペタン 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

新インペタン１％ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

新インペタンエース 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

新インペタンｍ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

新インペタン温感 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

新液体エミリエントEX ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

新エスエスブロン錠エース エスエス製薬株式会社 カルボシステイン

新エスタックイブエース エスエス製薬株式会社 イブプロフェン

新エスタックイブエースカプセル エスエス製薬株式会社 イブプロフェン

新エスタックイブエース顆粒 エスエス製薬株式会社 イブプロフェン

新エミリエントEXジェル ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

新オムニンＰ錠 オール薬品工業株式会社 イブプロフェン

新感冒薬エースＳ錠 米田薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

新感冒薬コロナＳα 米田薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

新感冒薬コロナＳ錠 米田薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

新コンタックかぜEX 佐藤薬品工業株式会社 イブプロフェン

新コンタックかぜ総合 グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 ブロムヘキシン

シンシンインドメタシンゲル1.0％ 新新薬品工業株式会社 インドメタシン

新スカイブブロンゴールド錠 米田薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

新セルベール整胃＜細粒＞ エーザイ株式会社 テプレノン

新セルベール整胃＜錠＞ エーザイ株式会社 テプレノン

新センロック散剤 東亜薬品株式会社 セトラキサート



新センロック錠 東亜薬品株式会社 セトラキサート

新タナベ総合感冒薬 滋賀県製薬株式会社 イブプロフェン

新タナベ水虫薬ＥＸ液 前田薬品工業株式会社 ビホナゾール

新テシトンＥＸゴールド液 協和薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

新テラポニンせき止め錠エース 小林薬品工業株式会社 カルボシステイン

シンパス　フェルビナク 株式会社ミクロ薬品 フェルビナク

シンパスFBテープα 株式会社タカミツ フェルビナク

新パームエース 滋賀県製薬株式会社 イブプロフェン,ブロムヘキシン

新パブロンせき止め液 大正製薬株式会社 ジメモルファン、ブロムヘキシン

新ビホナ　エース 新生薬品株式会社 ビホナゾール

新ビホナ　エース　クリーム 新生薬品株式会社 ビホナゾール

新フステノン エスエス製薬株式会社 カルボシステイン

シンプトップ アルフレッサファーマ株式会社 ポリエンホスファチジルコリン

新プラトンＩＢ錠 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ジンフリック コーア製薬株式会社 フラボキサート

新プロストマック 大日本除虫菊（株） ゲファルナート

新ベサエースＩＰ 滋賀県製薬株式会社 イブプロフェン

新ベサエースＭＸ 滋賀県製薬株式会社 メキタジン、ブロムヘキシン

新ポリカイン液 株式会社大塚製薬工場 エコナゾール

新ポリカインクリーム 株式会社大塚製薬工場 エコナゾール

新ポリカインスプレー 株式会社大塚製薬工場 エコナゾール

新ユアIB（錠） ロート製薬株式会社 イブプロフェン

新ユアEXゴールド ロート製薬株式会社 ブロムヘキシン、メキタジン

新ラクールシップ冷感 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

新楽湿布ＩＤ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

新ラクスキットＩＤハップ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

新ラッシェルＩＤパップ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

新ルルAゴールドs 第一三共ヘルスケア株式会社 ブロムヘキシン

新ルルAゴールドＤＸ 第一三共ヘルスケア株式会社 ブロムヘキシン

新ルルＡゴールドＤＸ細粒 第一三共ヘルスケア株式会社 ブロムヘキシン

ジンレディケア コーア製薬株式会社 ミコナゾール

ジンレディケアクリーム コーア製薬株式会社 ミコナゾール

スーパスFα点鼻薬 株式会社雪の元本店 ケトチフェン

スーパスUFクリーム 株式会社雪の元本店 ウフェナマート

スカイナーＡＬ錠 エーザイ株式会社 アゼラスチン

スカイブブロンAGスプレー 株式会社雪の元本店 クロモグリク酸

スカイブブロンＥＸ オール薬品工業株式会社 イブプロフェン

スカイブブロンＬＸ セントラル製薬株式会社 ロキソプロフェン

スカイブブロンゴールド錠 米田薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

スカイブブロンファースト 日本製薬工業株式会社 イブプロフェン

ス



スキットアイＡＣ ゼリア新薬工業株式会社 クロモグリク酸

スキュータムＩＤ０．５％ 帝國製薬株式会社 インドメタシン

スキュータムＩＤ０．５％ホット 帝國製薬株式会社 インドメタシン

スキュータムＩＤクール 帝國製薬株式会社 インドメタシン

スキルパスi 株式会社タカミツ インドメタシン

スキルパスID温感 株式会社タカミツ インドメタシン

スキルフIDS 救急薬品工業株式会社 インドメタシン

スキンセーフＡＰクリーム エスエス製薬株式会社 ウフェナマート

スグナＩＢ 東和製薬株式会社 イブプロフェン

スクミントＥＸゲル 協和薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

スクミントＥＸ液 協和薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

スコルバEX 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 ブテナフィン

スコルバEXクリーム 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 ブテナフィン

スコルバEX液 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 ブテナフィン

スタディーALG キョーリンリメディオ株式会社　 クロモグリク酸

スットアイズＺ 佐賀製薬株式会社 ケトチフェン

スットノーズＺプラス点鼻薬 奥田製薬株式会社 ケトチフェン

スットノーズＺ点鼻薬 奥田製薬株式会社 ケトチフェン

スットモアAG点鼻薬 株式会社雪の元本店 クロモグリク酸

スットモアAG点鼻薬プラス 株式会社雪の元本店 クロモグリク酸

ストカイン 剤盛堂薬品株式会社 ミコナゾール

ストナアイビー 佐藤製薬株式会社 イブプロフェン

ストナアイビージェル 佐藤製薬株式会社 イブプロフェン

ストナアイビージェルＳ 佐藤製薬株式会社　 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ストナアイビー顆粒 佐藤製薬株式会社 イブプロフェン

ストナデイタイムカプセル 佐藤製薬株式会社 メキタジン

ストナプラスジェル２ 佐藤製薬株式会社 カルボシステイン、ブロムヘキシン

ストナプラスジェルＳ 佐藤製薬株式会社　 カルボシステイン、ブロムヘキシン

ストナリニ　Ｚ 佐藤製薬株式会社 セチリジン

ストナリニ・ガード 佐藤製薬株式会社 メキタジン

ストナ去たんカプセル 佐藤製薬株式会社 カルボシステイン、ブロムヘキシン

ストパン 大正製薬株式会社 チキジウム

ストマオフ糖衣錠 ダイト株式会社 ブチルスコポラミン

スナップキンＤＦクールゲル 協和薬品工業株式会社 ジクロフェナク

スナップキンＤＦクールローション 協和薬品工業株式会社 ジクロフェナク

スナップキンＩＤクール液 前田薬品工業株式会社 インドメタシン

スノーオリジンEX液a 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

スノーオリジン点鼻薬FA 株式会社雪の元本店 ケトチフェン

スパートアレギー 滋賀県製薬株式会社 フェキソフェナジン

スパート去たんカプセル 滋賀県製薬株式会社 カルボシステイン、ブロムヘキシン



スパルティス水虫液 中外医薬生産株式会社 ミコナゾール

スパルティス水虫軟膏 中外医薬生産株式会社 ミコナゾール

スパロミンエース 三宝製薬株式会社 イブプロフェン

スピーダム１％クリーム 三友薬品株式会社 インドメタシン

スピーダム１％ゲル 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

スピーダム１％液 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

スペジオンＩＰ 奥田製薬株式会社 イブプロフェン

スムジールＶエースクリーム 協和薬品工業株式会社 ブテナフィン

スムジールＶエース液 協和薬品工業株式会社 ブテナフィン

スムジールVプラスクリーム 協和薬品工業株式会社 ブテナフィン

スムジールVプラス液 協和薬品工業株式会社 ブテナフィン

スラートンⅢ 薬王製薬株式会社 ソイステロール

スルーロンＡＬソフトカプセル 株式会社ビオメディクス アゼラスチン

スルーロン去たん錠 協和薬品工業株式会社 カルボシステイン

セシオンハイ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

セシオンハイＶＣ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

セダックス錠 牛津製薬株式会社 イブプロフェン

セデスキュア シオノギヘルスケア株式会社 イブプロフェン

ゼノールエクサムＦＸ 三笠製薬株式会社 フェルビナク

ゼノールエクサムＳＸ 三笠製薬株式会社 フェルビナク

ゼノールエクサム液ゲル 三笠製薬株式会社 フェルビナク

セピーＩＰかぜゴールド錠 ゼリア新薬工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン、メキタジン

セピーＩＰかぜゴールド顆粒 ゼリア新薬工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン、メキタジン

セラミＥＸクリーム 東光薬品工業株式会社 テルビナフィン

セラミＥＸスプレー 東光薬品工業株式会社 テルビナフィン

ゼルスＥＸクリーム 前田薬品工業株式会社 ビホナゾール

ゼルスＥＸ液 前田薬品工業株式会社 ビホナゾール

セルベール エーザイ株式会社 テプレノン

セルベール整胃錠 日東薬品工業株式会社 テプレノン

セレキノンＳ 田辺三菱製薬株式会社 トリメブチン

セレチールＫ錠 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ゼロシャット　下痢止め 前田薬品工業株式会社 ロペラミド

セロトピークリーム 佐藤製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

セロトピー軟膏 佐藤製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

セロナＱＴ軟膏 佐藤製薬株式会社 ヒドロコルチゾン酪酸エステル

セロナＱＴローション 佐藤製薬株式会社 ヒドロコルチゾン酪酸エステル

セロナクリーム 佐藤製薬株式会社 ヒドロコルチゾン酪酸エステル

セロナソフト 佐藤製薬株式会社 ヒドロコルチゾン酪酸エステル

セロナ軟膏 佐藤製薬株式会社 ヒドロコルチゾン酪酸エステル

ソ 総合かぜ薬Ａ「クニヒロ」 皇漢堂製薬株式会社 イブプロフェン

セ



ダイアフラジンＥＸ軟膏 東光薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

タイアンテロンＤＦクールゲル 協和薬品工業株式会社 ジクロフェナク

タイアンテロンＤＦクールローション 協和薬品工業株式会社 ジクロフェナク

タイアンテロンＦＢクールゲル 協和薬品工業株式会社 フェルビナク

タイアンテロンＦＢクール液 協和薬品工業株式会社 フェルビナク

タイアンテロンＩＤクール液 前田薬品工業株式会社 インドメタシン

第一三共胃腸薬コアブロック散剤 東亜薬品株式会社 セトラキサート

第一三共胃腸薬コアブロック錠剤 東亜薬品株式会社 セトラキサート

大正胃腸薬Ｓ 大正製薬株式会社 ソファルコン

ダイハップＦＲ 株式会社大石膏盛堂 フェルビナク

ダイハップＦＲテープＶ 株式会社大石膏盛堂 フェルビナク

ダイハップｉ 株式会社大石膏盛堂 インドメタシン

ダイハップＩＤ０．５％ 株式会社大石膏盛堂 インドメタシン

タイムコール去たん錠 日東薬品工業株式会社 カルボシステイン、ブロムヘキシン

ダイヤメルゾンクリームＰＶ 新生薬品株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ダイヤメルゾン軟膏ＰＶ 新生薬品株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

タイヨー鼻炎スプレーAG 大洋製薬会社 クロモグリク酸

タイヨー鼻炎スプレーZ 大洋製薬会社 ケトチフェン

タウロイブ 福井製薬株式会社 イブプロフェン

タッチクールローションＦＢ ダイヤ製薬株式会社 フェルビナク

タナベインドメタシンシップ 株式会社大石膏盛堂 インドメタシン

タナベ胃腸薬＜調律＞ 田辺三菱製薬株式会社 トリメブチン

タナベ胃腸薬＜調律＞顆粒 田辺三菱製薬株式会社 トリメブチン

ダマリンＬ 大正製薬株式会社 ミコナゾール

ダマリンＬ液 大正製薬株式会社 ミコナゾール

ダマリンＳ 大正製薬株式会社 ミコナゾール

ダマリンＳ液 大正製薬株式会社 ミコナゾール

ダマリンエース 杏林製薬株式会社 アモロルフィン

ダマリングランデ 大正製薬株式会社 テルビナフィン

ダマリングランデＸ 大正製薬株式会社 テルビナフィン

ダマリングランデＸ液 大正製薬株式会社 テルビナフィン

ダマリングランデアイススプレー 大正製薬株式会社 テルビナフィン

ダマリングランデパウダースプレー 大正製薬株式会社 テルビナフィン

ダマリングランデ液 大正製薬株式会社 テルビナフィン

ダマリンパウダースプレーＤＸ 大正製薬株式会社 テルビナフィン

タミトールＩＤ液 東和製薬株式会社 インドメタシン

タミトールメタフィットＶ 東和製薬株式会社 インドメタシン

タムチンキ　P 小林製薬株式会社 オキシコナゾール

タムチンキパウダースプレー　Ｚ 小林製薬株式会社 ブテナフィン

ダルテノン　下痢止め 前田薬品工業株式会社 ロペラミド

タ



ダルテノン　下痢止め　フィルム ツキオカフィルム製薬株式会社　 ロペラミド

ダルトレシン１．０％液 新生薬品株式会社 インドメタシン

ダルトレシンＦ 新生薬品株式会社 フェルビナク

ダルトレシンFゲル 新生薬品工業株式会社 フェルビナク

チ チンツーミンＩＰコート 米田薬品株式会社 イブプロフェン

ツーロックＥＸクリーム 前田薬品工業株式会社 ビホナゾール

ツーロックＥＸ液 前田薬品工業株式会社 ビホナゾール

ディアトロンL ジャパンメディック株式会社 インドメタシン

DHC　アレルギー鼻炎スプレー 株式会社ディーエイチシー　 クロモグリク酸

DHC　解熱鎮痛薬 株式会社ディーエイチシー　 イブプロフェン

DHC　にきびクリーム 株式会社ディーエイチシー イブプロフェンピコノール

DHC　ヌルジクロラクボトル 株式会社ディーエイチシー ジクロフェナク

DHC　ハルジクロラクシート 株式会社ディーエイチシー ジクロフェナク

DHC　フクイゲン 株式会社ディーエイチシー　 ソイステロール

dZゲル ジャパンメディック株式会社 ジクロフェナク

dZローション ジャパンメディック株式会社 ジクロフェナク

テイカパップ＜IM＞ テイカ製薬株式会社 インドメタシン

テイクリームＩＤ１％ 前田薬品工業株式会社 インドメタシン

テイジェルＩＤ１％ 前田薬品工業株式会社 インドメタシン

ディパシオＩＰａ 奥田製薬株式会社 イブプロフェン

テイパップＦＢ 帝國製薬株式会社 フェルビナク

テイパップＩＤ（０．５％） 帝國製薬株式会社 インドメタシン

テイパップＩＤ０．１ホット 帝國製薬株式会社 インドメタシン

ティファ下痢止め ツキオカフィルム製薬株式会社　 ロペラミド

テイプラスターＦＢ 帝國製薬株式会社 フェルビナク

テイプラスターＦＢ５．０ 帝國製薬株式会社 フェルビナク

テイプラスターＩＤ 帝國製薬株式会社 インドメタシン

テイマックスＩＤプラスター 帝國製薬株式会社 インドメタシン

デートニンUFクリーム 新生薬品工業株式会社 ウフェナマート

デオブランカＥＸ液 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

デオブランカＥＸ液α 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

デシコートun液 東興薬品工業株式会社 ビホナゾール

デシコートunクリーム 東興薬品工業株式会社 ビホナゾール

テシトンＥＸ液 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

テピスクリーム 福地製薬株式会社 ウフェナマート

デプリゼクリーム 株式会社雪の元本店 ウフェナマート

テラポニンＺ点鼻薬 奥田製薬株式会社 ケトチフェン

テラポニンＺ鼻炎内服薬 奥田製薬株式会社 ケトチフェン

テラポニンエース錠 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

テルバインEXクリーム 中外医薬生産株式会社 テルビナフィン

ツ

テ



テルバインEX液 中外医薬生産株式会社 テルビナフィン

テルバスターEXクリーム 中外医薬生産株式会社 テルビナフィン

テルバスターEX液 中外医薬生産株式会社 テルビナフィン

テルフィーナEXクリーム 中外医薬生産株式会社 テルビナフィン

テルフィーナEX液 中外医薬生産株式会社 テルビナフィン

デルマパール軟膏 株式会社廣昌堂 ヒドロコルチゾン酪酸エステル

デルマレチゾンＰＶクリーム 新新薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

デルマレチゾンＰＶ軟膏 新新薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

テレスＨｉクリームＳ 株式会社池田模範堂 プレドニゾロン吉草酸エステル

テレスＨｉ軟膏Ｓ 株式会社池田模範堂 プレドニゾロン吉草酸エステル

テレスハイクリーム 株式会社　池田模範堂 プレドニゾロン吉草酸エステル

テレスハイ軟膏 株式会社　池田模範堂 プレドニゾロン吉草酸エステル

点鼻薬ＡＬ セントラル製薬株式会社 クロモグリク酸

点鼻薬ＡＬクール セントラル製薬株式会社 クロモグリク酸

トキワ　アレブロック 常盤薬品工業株式会社 エピナスチン

トキワ　イブプロエースA 常盤薬品工業株式会社 イブプロフェン

トクホンハップ（冷）ＩＤ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

ドップェル錠せきどめ 全薬工業株式会社 カルボシステイン

トップパスＦＲテープＶ 株式会社大石膏盛堂 フェルビナク

トピーホＲ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

トピーホ軟膏 常盤薬品工業株式会社 インドメタシン

トメダインコーワフィルム 興和株式会社 ロペラミド

トメダインコーワ錠 興和株式会社 ロペラミド

トメラクト 小林製薬株式会社 オキセサゼイン

トライク　クリーム 新生薬品株式会社 ビホナゾール

トライク　液 新生薬品株式会社 ビホナゾール

トラクペインパップＩＤ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

トラフル　ダイレクト 救急薬品工業株式会社 トリアムシノロンアセトニド

トラフル軟膏PROクイック ジャパンメディック株式会社 トリアムシノロンアセトニド

トリステアBTクリーム 万協製薬株式会社 ブテナフィン

トリステアBT液 万協製薬株式会社 ブテナフィン

トリステアＥＸ７クリーム 万協製薬株式会社 ブテナフィン

トリステアＥＸ７液 万協製薬株式会社 ブテナフィン

トリステアＥＸ８クリーム 万協製薬株式会社 ブテナフィン

トリステアＥＸ８液 万協製薬株式会社 ブテナフィン

トリステアＬ水虫クリーム 万協製薬株式会社 テルビナフィン

ドリムトリートエースクリーム 奥田製薬株式会社 ブテナフィン

ドリムトリートエース液 奥田製薬株式会社 ブテナフィン

ドリムトリート水虫クリーム 奥田製薬株式会社 ブテナフィン

ドリムトリート水虫液 奥田製薬株式会社 ブテナフィン

ト



トルネシン液 株式会社富士薬品 インドメタシン

トレンタムＧクリーム 佐藤製薬株式会社 ウフェナマート

トレンタムＧローション 佐藤製薬株式会社　 ウフェナマート

トレンタムクリーム 佐藤製薬株式会社 ウフェナマート

トワロックＶ8液 東和製薬株式会社 ブテナフィン

ナーザルスキットALG 株式会社雪の元本店 クロモグリク酸

ナーザルスキットFα 株式会社雪の元本店 ケトチフェン

ナザールＡＲ＜季節性アレルギー専用＞ 佐藤製薬株式会社 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

ナザールαＡＲ＜季節性アレルギー専用＞ 佐藤製薬株式会社 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

ナザールαＡＲ０．１％＜季節性アレルギー専用＞ 佐藤製薬株式会社　 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

ナザールブロック 第一三共ヘルスケア株式会社 クロモグリク酸

ナシビンＭスプレー 佐藤製薬株式会社 オキシメタゾリン

ナフトレチン点鼻薬FA 株式会社雪の元本店 ケトチフェン

ナブルシオン１０ シオノケミカル株式会社 エピナスチン

ナブルシオン２０ シオノケミカル株式会社 エピナスチン

ナボリン　フェルビナク70 救急薬品工業株式会社 フェルビナク

ナボリンＥＢ錠 エーザイ株式会社 メコバラミン

ナボリンＳ エーザイ株式会社 メコバラミン

ナルタールUFクリーム 新生薬品工業株式会社 ウフェナマート

ナロンＡ 大正製薬株式会社 イブプロフェン

ナロンエース 大正製薬株式会社 イブプロフェン

ナロンエースＲ 大正製薬株式会社 イブプロフェン

ナロンエースＴ 大正製薬株式会社 イブプロフェン

ナロンフレッシュC ダイト株式会社 イブプロフェン

ナロンメディカル 大正製薬株式会社 イブプロフェン

ニコチネル　スペアミント グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 ニコチン

ニコチネル　パッチ１０ グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 ニコチン

ニコチネル　パッチ２０ グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 ニコチン

ニコチネル　マンゴー グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 ニコチン

ニコチネル　ミント グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 ニコチン

ニコレット ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ニコチン

ニコレットアイスミント ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ニコチン

ニコレットクールミント ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ニコチン

ニコレットフルーティミント ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ニコチン

ニチブロック10 新新薬品工業株式会社 ファモチジン

ニッドエース 日本薬剤株式会社 イブプロフェン

ニッポーデルマＰ軟膏 新生薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

NEWエージーアイズ 第一三共ヘルスケア株式会社 クロモグリク酸

NEWエージーアイズクール 第一三共ヘルスケア株式会社 クロモグリク酸

NEWエージーアイズモイストC 第一三共ヘルスケア株式会社 クロモグリク酸

ニ

ナ



NEWエージーノーズモイスト 東興薬品工業株式会社 クロモグリク酸

ニュータムシチンキゴールド　ａ 小林製薬株式会社 オキシコナゾール

ニューボランテ１％ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

ニューボランテ温感 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

ネクスト２４ 新生薬品株式会社 テルビナフィン

ネクストＢＴ２ 新生薬品株式会社 ブテナフィン

ネクストＬＸクリーム 新生薬品株式会社 ビホナゾール

ネクストＬＸスプレー 新生薬品株式会社 ビホナゾール

ネクストＬＸ液 新生薬品株式会社 ビホナゾール

ネクストクリーム２４ 新生薬品株式会社 テルビナフィン

ネクストクリームＢＴ２ 新生薬品株式会社 ブテナフィン

ネルベンエースＡ錠 オール薬品工業株式会社 イブプロフェン

ノアールＰガード点眼液 佐藤製薬株式会社 ペミロラストカリウム

ノアールアレジークールＳＨ 第一三共ヘルスケア株式会社 クロモグリク酸

ノーエチ錠ＩＰ 株式会社廣昌堂 イブプロフェン

ノーシンアイ頭痛薬 株式会社アラクス イブプロフェン

ノーシンエフ２００ 株式会社アラクス イブプロフェン

ノーシンピュア 株式会社アラクス イブプロフェン

ノーバルＭＣ水虫クリーム 万協製薬株式会社 ミコナゾール

ノーバルＭＣ水虫液 万協製薬株式会社 ミコナゾール

ノーリツＩＤハップ 大協薬品工業株式会社 インドメタシン

ノスポールαカプセル 協和薬品工業株式会社 イブプロフェン

ノスポール鼻炎錠ＦＸ 協和薬品工業株式会社 フェキソフェナジン

ノチラック アルフレッサファーマ株式会社 ポリエンホスファチジルコリン

ノンフィーブ 東和製薬株式会社 イブプロフェン

バーストンエースクリームＺ 小林薬品工業株式会社 ブテナフィン

バーストンエース液Ｚ 小林薬品工業株式会社 ブテナフィン

ハーバーSSクリーム 新生薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ハーバーSS軟膏 新生薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

パームエース 滋賀県製薬株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

パームかぜＩＰ 滋賀県製薬株式会社 イブプロフェン

パーム咳止めカプセルＥＸ 滋賀県製薬株式会社 カルボシステイン

バイエック水虫液ＭＣ 万協製薬株式会社 ミコナゾール

ハイカゼＥＶ錠 株式会社廣貫堂 イブプロフェン

ハイセーフーIB 大昭製薬株式会社 イブプロフェン

ハイセデPCジェル ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ハイセデPCローション ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

バイパークロンＦＢクールゲル 協和薬品工業株式会社 フェルビナク

バイパークロンＦＢクール液 協和薬品工業株式会社 フェルビナク

ハイポッツクリーム ゼリア新薬工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ネ

ノ

ハ



ハイポッツ軟膏 ゼリア新薬工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ハイユニーＣＴ目薬 中新薬業株式会社 クロモグリク酸

パイロンMK錠 シオノギヘルスケア株式会社 イブプロフェン

パイロンSα 佐藤薬品工業株式会社 カルボシステイン、ブロムヘキシン

パスキネルＦＲテープＶ 株式会社大石膏盛堂 フェルビナク

パスタイムFBこはる 祐徳薬品工業株式会社 フェルビナク

パスタイムFX7 祐徳薬品工業株式会社 フェルビナク

パスタイムFX7-L 祐徳薬品工業株式会社 フェルビナク

パスタイムFX7-L温感 祐徳薬品工業株式会社 フェルビナク

パスタイムFX7温感 祐徳薬品工業株式会社 フェルビナク

パスタイムFXシップ 祐徳薬品工業株式会社 フェルビナク

パスタイムZX 祐徳薬品工業株式会社 ジクロフェナク

パスタイムZX-L 祐徳薬品工業株式会社 ジクロフェナク

パスタイムZXクリーム 祐徳薬品工業株式会社 ジクロフェナク

パスタイムＺＸローション 久光製薬株式会社 ジクロフェナク

パステルハップｉ 株式会社大石膏盛堂 インドメタシン

パスマンハップｉ 株式会社大石膏盛堂 インドメタシン

パスロックＩＤ１％クリーム 前田薬品工業株式会社 インドメタシン

パスロックＩＤ１％ゲル 前田薬品工業株式会社 インドメタシン

パスロックＩＤ１％液 前田薬品工業株式会社 インドメタシン

パテックス　フェルビナク　メントールローション ジャパンメディック株式会社 フェルビナク

パテックスフェルビナスターAシップ 第一三共ヘルスケア株式会社 フェルビナク

パテックスフェルビナスターV 第一三共ヘルスケア株式会社 フェルビナク

パテックスフェルビナスターVＬ 第一三共ヘルスケア株式会社 フェルビナク

バファリンＥＸ ライオン株式会社 ロキソプロフェン

バファリンかぜＥＸ錠 ライオン株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

バファリンプレミアム ライオン株式会社 イブプロフェン

バファリンルナｉ ライオン株式会社 イブプロフェン

パブロンＡＧ錠 大正製薬株式会社 ブロムヘキシン

パブロンＬ 大正製薬株式会社 ブロムヘキシン

パブロンＮ 大正製薬株式会社 イブプロフェン

パブロンＳ 大正製薬株式会社 ブロムヘキシン

パブロンＳＣ錠 大正製薬株式会社 ブロムヘキシン

パブロンＳα錠 大正製薬株式会社 ブロムヘキシン

パブロンＳα微粒 大正製薬株式会社 ブロムヘキシン

パブロンＳカプセル 大正製薬株式会社 ブロムヘキシン

パブロンＳゴールドＷ錠 大正製薬株式会社 アンブロキソール、カルボシステイン

パブロンＳゴールドＷ微粒 大正製薬株式会社 アンブロキソール、カルボシステイン

パブロンＳゴールド錠 大正製薬株式会社 ブロムヘキシン

パブロンＳゴールド微粒 大正製薬株式会社 ブロムヘキシン



パブロンＳせき止め 大正製薬株式会社 ブロムヘキシン

パブロンＳ小児液 明治薬品株式会社 ブロムヘキシン

パブロンＳ錠 大正製薬株式会社 ブロムヘキシン

パブロンエースＡＸ錠 大正製薬株式会社 アンブロキソール、イブプロフェン

パブロンエースＡＸ微粒 大正製薬株式会社 アンブロキソール、イブプロフェン

パブロンエース錠 大正製薬株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

パブロンエース顆粒 大正製薬株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

パブロンクオリティ錠 大正製薬株式会社 アンブロキソール、イブプロフェン

パブロンクオリティ微粒 大正製薬株式会社 アンブロキソール、イブプロフェン

パブロン点鼻クイック 大正製薬株式会社 ケトチフェン

パブロン鼻炎アタック＜季節性アレルギー専用＞ 大正製薬株式会社 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

パブロン鼻炎カプセルＺ 大正製薬株式会社 ケトチフェン

ハヤオキＩＢ 薬王製薬株式会社 イブプロフェン

ハヤナＩＢ 東和製薬株式会社 イブプロフェン

バリアクトＨｉ２クリーム 東光薬品工業株式会社 テルビナフィン

バリアクトＨｉ２スプレー 東光薬品工業株式会社 テルビナフィン

バリアクトＨｉクリーム 前田薬品工業株式会社 テルビナフィン

バリアクトＨｉ液 前田薬品工業株式会社 テルビナフィン

ハリーＶせき止め液 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ハリーＶせき止め錠 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ハリーエースプレミアム 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ハリーエース錠Ｖ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン

ハリーエース錠ＶＸ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ハリー胃腸薬 大興製薬株式会社 ファモチジン

ハリー解熱鎮痛薬Ｌ 小林薬品工業株式会社 ロキソプロフェン

ハリー鼻炎ＦＸ シオノケミカル株式会社 フェキソフェナジン

ハリー鼻炎カプセルＭＰ 小林薬品工業株式会社 メキタジン

ハリックス　ホグリラ ライオン株式会社 フェルビナク

ハリックス　ホグリラ　温感 ライオン株式会社 フェルビナク

ハリックス　ホグリラ　冷感 ライオン株式会社 フェルビナク

ハリックス５５ＩＤプラス 帝國製薬株式会社 インドメタシン

ハリックス５５ＩＤ温感Ｈ ライオン株式会社 インドメタシン

ハリワンＦｂ３５ 共立薬品工業株式会社 フェルビナク

ハリワンＦｂ３５温感 共立薬品工業株式会社 フェルビナク

ハリワンＦｂ５０ 共立薬品工業株式会社 フェルビナク

ハリワンＦｂ５０ＥＧ 共立薬品工業株式会社 フェルビナク

ハリワンＦｂ温感 共立薬品工業株式会社 フェルビナク

貼るアクテージL 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 インドメタシン

貼るアクテージミニ 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 インドメタシン

パルグラン７クリーム 協和薬品工業株式会社 ブテナフィン



パルグラン７液 協和薬品工業株式会社 ブテナフィン

パルグランGXクリーム 協和薬品工業株式会社 ブテナフィン

パルグランGX液 協和薬品工業株式会社 ブテナフィン

バルクロンＥＸゲル 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

バルクロンＥＸ液 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

パルスターFRゼリー 新生薬品工業株式会社 フェルビナク

パルスターFR液 新生薬品工業株式会社 フェルビナク

バンキーＥＸ液 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

バンキーＥＸ液α 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

バンキーＵ１０クリーム 万協製薬株式会社 テルビナフィン

パンクＭＩ錠 小林薬品工業株式会社 ピレンゼピン

パンシロンキュアａ ロート製薬株式会社 ピレンゼピン

パンシロンキュアＳＰ ロート製薬株式会社 ピレンゼピン

パンシロンキュアＳＰ錠 ロート製薬株式会社 ピレンゼピン

パンシロンキュアＳ錠 ロート製薬株式会社 ピレンゼピン

バンスキットＦＢテープ３５温感 三友薬品株式会社 フェルビナク

バンスキットＦＢテープ５％α 三友薬品株式会社 フェルビナク

バンスキットＦＢテープＬ５％α 三友薬品株式会社 フェルビナク

バンスキットＩＤ１％ゲル 三友薬品株式会社 インドメタシン

バンスキットＩＤ１％ミルリィーゲル 三友薬品株式会社 インドメタシン

バンスキットＩＤ１％液 三友薬品株式会社 インドメタシン

バンスキットＺゲル 三友薬品株式会社 ジクロフェナク

バンスキットＺテープ 三友薬品株式会社 ジクロフェナク

バンスキットＺテープＬ 三友薬品株式会社 ジクロフェナク

バンスキットＺローション 三友薬品株式会社 ジクロフェナク

バンダール１％クリーム 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

バンダール１％ミルリィーゲル 三友薬品株式会社 インドメタシン

バンダール１％液 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

バンダール１．０％ゲル 三友薬品株式会社 インドメタシン

パンテフェクト 薬王製薬株式会社 ソイステロール

バンテリンコーワ１．０％ゲル 興和株式会社 インドメタシン

バンテリンコーワエアロゲル 興和株式会社 インドメタシン

バンテリンコーワエアロゲルＥＸ 興和株式会社 インドメタシン

バンテリンコーワクリーミィーゲルＥＸ 興和株式会社 インドメタシン

バンテリンコーワクリーミィーゲルＬＴ 興和株式会社 インドメタシン

バンテリンコーワクリームＥＸ 興和株式会社 インドメタシン

バンテリンコーワクリームＬＴ 興和株式会社 インドメタシン

バンテリンコーワゲルＥＸ 興和株式会社 インドメタシン

バンテリンコーワゲルＬＴ 興和株式会社 インドメタシン

バンテリンコーワパップＳ 興和株式会社 インドメタシン



バンテリンコーワパップホット 興和株式会社 インドメタシン

バンテリンコーワ液ＥＸ 興和株式会社 インドメタシン

バンテリンコーワ液Ｓ 興和株式会社 インドメタシン

バンテリンコーワ液Ｗ 興和株式会社 インドメタシン

バンテリンコーワ新ミニパット 興和株式会社 インドメタシン

パンパスＰＶＡ９ゲル 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

パンパスＰＶＡ９液 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ＰＶＡクリームα 奥田製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ビーエスバンＤＮテープ 株式会社大石膏盛堂 ジクロフェナク

ビーエスバンＤＮテープＬ 株式会社大石膏盛堂 ジクロフェナク

ビーエスバンＤＸゲル 新生薬品株式会社 ジクロフェナク

ビーエスバンＤＸローション 新生薬品株式会社 ジクロフェナク

ビーエスバンＦＲテープＶ 株式会社大石膏盛堂 フェルビナク

ＢＴプラスＶ８液 奥田製薬株式会社 ブテナフィン

ＢＴプラスＶ８クリーム 奥田製薬株式会社 ブテナフィン

ビーブル点鼻薬 中外医薬生産株式会社 ケトチフェン

ピーマTP健胃錠 三宝製薬株式会社 テプレノン

ピーマTP健胃薬 三宝製薬株式会社 テプレノン

ビオフェルミン便秘薬 ビオフェルミン製薬株式会社 ピコスルファート

ピコラックス 佐藤製薬株式会社 ピコスルファート

ビサット下痢止め薬 日本薬剤株式会社 ロペラミド

ビスティーEX 大昭製薬株式会社 イブプロフェン

ヒストニンＩＢＦ錠 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ヒストミンＡ錠 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ヒストミンＫＢ錠 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ヒストミンＳカプセル 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ヒストミンＶ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン

ヒストミンエース錠ＥＸ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ヒストミンエース錠ハイ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ヒストミンエース顆粒ＥＸ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ヒストミンせき止め 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ヒストミンせき止めＣＸ 小林薬品工業株式会社 カルボシステイン

ヒストミンせき止め液 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ヒストミン点鼻薬ＤＸ 株式会社雪の元本店 ケトチフェン

ヒストミン鼻炎ＦＸ 大興製薬株式会社 フェキソフェナジン

ヒストミン鼻炎カプセルＺ 小林薬品工業株式会社 ケトチフェン

ヒストンＶ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン

ヒスラミンＫＢ錠 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ビタクールＫＢ錠 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ビタクールＴＭ錠 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン、メキタジン

ヒ



ビタクールＶ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン

ビタクールエピナスチン２０ シオノケミカル株式会社 エピナスチン

ビタクールせき止め液 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ビタクール錠ＤＸ 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ビタクール錠ハイ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ビタクール錠ハイＥＸ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ビタクール点鼻薬ＤＸ 株式会社雪の元本店 ケトチフェン

ビタクール点鼻薬Ｚ 小林薬品工業株式会社 ケトチフェン

ビタクール鼻炎カプセルＳ 小林薬品工業株式会社 メキタジン

ビタクール鼻炎カプセルＺ 小林薬品工業株式会社 ケトチフェン

ビタコールせき止め錠 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ビタトレール　ケアクリーム 福地製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ピタリット 大正製薬株式会社 ロペラミド

ピタリノールＬＸ ワキ製薬株式会社 ロキソプロフェン

ビノックコバ錠 佐藤薬品工業株式会社 イブプロフェン

ビハーラID0.7％ 株式会社タカミツ インドメタシン

ヒフールＡＣ 万協製薬株式会社 アシクロビル

ヒフールＥＸゲル 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ヒフールＥＸ液 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ヒフールFEゲル３ 万協製薬株式会社 フェルビナク

ヒフールＴクリーム 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ヒフールＴ水虫クリーム 万協製薬株式会社 テルビナフィン

ヒフールＴ水虫液 万協製薬株式会社 テルビナフィン

ヒフールＴ軟膏 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ヒフールＵＦクリーム 万協製薬株式会社 ウフェナマート

ヒフールＶ７水虫クリーム 万協製薬株式会社 ブテナフィン

ヒフールＶ７水虫液 万協製薬株式会社 ブテナフィン

ヒフール口内炎軟膏 万協製薬株式会社 トリアムシノロンアセトニド

ヒフール水虫クリームＭＣ 万協製薬株式会社 ミコナゾール

ヒフール水虫液ＭＣ 万協製薬株式会社 ミコナゾール

ヒフサール１．０％クリーム 新生薬品株式会社 インドメタシン

ヒフサール1.0％ゲル 新生薬品工業株式会社 インドメタシン

ヒフサール１．０％ゲルＩＤ 新生薬品株式会社 インドメタシン

ヒフサール１．０％液 新生薬品株式会社 インドメタシン

ヒフサールＤＸ 新生薬品株式会社 ジクロフェナク

ヒフサールＦ 新生薬品株式会社 フェルビナク

ヒフサールゲルＤＸ 新生薬品株式会社 ジクロフェナク

ヒフサールパップＶ 東和製薬株式会社 インドメタシン

ヒフトップHD 新新薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ヒフメタUFクリーム 新生薬品工業株式会社 ウフェナマート



ヒフメディックPHローション ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ビフローゼＦＢゲル 万協製薬株式会社 フェルビナク

ビフローゼＦＢ液 万協製薬株式会社 フェルビナク

ヒフワン軟膏 新生薬品工業株式会社 ヒドロコルチゾン酪酸エステル

ピポンエースクリーム７ 小林薬品工業株式会社 ブテナフィン

ピポンエースクリームＶＸ 小林薬品工業株式会社 ブテナフィン

ピポンエース液７ 小林薬品工業株式会社 ブテナフィン

ピポンエース液ＶＸ 小林薬品工業株式会社 ブテナフィン

ヒヤップＥＸローションα 三友薬品株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ピュアクイックＳ軟膏 岡山大鵬薬品株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ビュークリアALクール 佐賀製薬株式会社 クロモグリク酸

ビュースルー・ソフト 皇漢堂製薬株式会社 ピコスルファート

ビューラック・ソフト 皇漢堂製薬株式会社 ピコスルファート

ビルモンＴＦクリームＥＸ 新新薬品工業株式会社 テルビナフィン

ビルモンＴＦ液ＥＸ 新新薬品工業株式会社 テルビナフィン

ピロエースＥＸクリーム 第一三共ヘルスケア株式会社 ラノコナゾール

ピロエースＥＸ液 第一三共ヘルスケア株式会社 ラノコナゾール

ピロエースＥＸ軟膏 第一三共ヘルスケア株式会社 ラノコナゾール

ピロエースZクリーム 第一三共ヘルスケア株式会社 ラノコナゾール

ピロエースZ液 第一三共ヘルスケア株式会社 ラノコナゾール

ピロエースＺ軟膏 第一三共ヘルスケア株式会社 ラノコナゾール

ピロキシカム液「キョウワ」 協和新薬株式会社 ピロキシカム

ピロットＡ錠 全薬工業株式会社 メキタジン

ピロットＸＰクリーム 全薬工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ピロットリペアクリーム 全薬工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ピロットリペアローション 全薬工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ピロットリペア軟膏 全薬工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ファイトップＯＺｎｅｏ ジェーピーエス製薬株式会社 オキセサゼイン

ファスコン　下痢止め 前田薬品工業株式会社 ロペラミド

ファスコン　下痢止め　フィルム ツキオカフィルム製薬株式会社　 ロペラミド

ファモガスＯＤ錠１０ シオノケミカル株式会社 ファモチジン

ファモチジンOD錠10「マイラン」 マイラン製薬株式会社 ファモチジン

ファモチジン錠「クニヒロ」 皇漢堂製薬株式会社 ファモチジン

ファモチジン錠Ｍ 皇漢堂製薬株式会社 ファモチジン

VVシーゼ水虫液 中外医薬生産株式会社 ミコナゾール

VVシーゼ水虫軟膏 中外医薬生産株式会社 ミコナゾール

フェイタス クリーム 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

フェイタス ローション 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

フェイタス３．５αＬ温感 久光製薬株式会社 フェルビナク

フェイタス３．５α温感 久光製薬株式会社 フェルビナク

フ



フェイタス５．０ 久光製薬株式会社 フェルビナク

フェイタス５．０温感 久光製薬株式会社 フェルビナク

フェイタスZ　ジクサス 祐徳薬品工業株式会社 ジクロフェナク

フェイタスZ　ジクサス大判 祐徳薬品工業株式会社 ジクロフェナク

フェイタスＺαジクサス 久光製薬株式会社 ジクロフェナク

フェイタスＺαジクサス大判 久光製薬株式会社 ジクロフェナク

フェイタスＺαローション 久光製薬株式会社 ジクロフェナク

フェイタスZクリーム 祐徳薬品工業株式会社 ジクロフェナク

フェイタスＺジクサスシップ 久光製薬株式会社 ジクロフェナク

フェイタスＺゲル 久光製薬株式会社 ジクロフェナク

フェイタスＺシップ 久光製薬株式会社 ジクロフェナク

フェイタスゲル 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

フェイタスシップ 久光製薬株式会社 フェルビナク

フェイタスシップ温感 久光製薬株式会社 フェルビナク

フェイタスチックＥＸ 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

フェキソフェナジン錠「ST」 佐藤薬品工業株式会社 フェキソフェナジン

フェキソフェナジン錠「クニヒロ」 皇漢堂製薬株式会社 フェキソフェナジン

フェキソフェナジン錠ＡＧ キョーリンリメディオ株式会社　 フェキソフェナジン

フェナレーフクリーム 新生薬品株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

フェナレーフ液 新生薬品株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

フェミニーナ　腟カンジダ錠 田辺三菱製薬株式会社 オキシコナゾール

フェリア 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 イブプロフェン

フェルビテクトα 株式会社大石膏盛堂 フェルビナク

フェルビナクメトテック 株式会社キンエイクリエイト フェルビナク

フェルビナファインα 株式会社大石膏盛堂 フェルビナク

フェルビロックエース 奥田製薬株式会社 フェルビナク

フェロテナスＡＧ点鼻薬 奥田製薬株式会社 クロモグリク酸

フェロテナスＩＰ 奥田製薬株式会社 イブプロフェン

フォスターALG キョーリンリメディオ株式会社　 クロモグリク酸

プオリナートＥＸゲル 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

プオリナートＥＸ液 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

フジアローEX 株式会社富士薬品 プレドニゾロン吉草酸エステル

フジアローEXクリーム 株式会社富士薬品 プレドニゾロン吉草酸エステル

フジアローＥＸ１０液 株式会社富士薬品 プレドニゾロン吉草酸エステル

フジアローEX１０ゲル 株式会社富士薬品 プレゾニトロン吉草酸エステル

フジアローEX軟膏 株式会社富士薬品 プレドニゾロン吉草酸エステル

フジアローＨＤ液 株式会社富士薬品 プレドニゾロン吉草酸エステル

フジアローUFクリーム 株式会社富士薬品 ウフェナマート

フジメタシン１．０％液 ホシエヌ製薬株式会社 インドメタシン

ブスコパンA錠 エスエス製薬株式会社 ブチルスコポラミン



ブスコパンＭカプセル エスエス製薬株式会社 ブチルスコポラミン

ブチスコミン 佐藤製薬株式会社 ブチルスコポラミン

ブチレニンＳ 日本製薬工業株式会社 イブプロフェン

フットガンコーワ液 東興薬品工業株式会社 ラノコナゾール

フットガンコーワクリーム 東興薬品工業株式会社 ラノコナゾール

フットゾールEXクリーム ジャパンメディック株式会社 テルビナフィン

フットゾールEX液 ジャパンメディック株式会社 テルビナフィン

フットラック 新生薬品株式会社 テルビナフィン

フットラック　クリーム 新生薬品株式会社 テルビナフィン

フットロック 大洋製薬会社 ブテナフィン

フツナロンＥＶ錠 ジェーピーエス製薬株式会社 イブプロフェン

ブテナロックＬ　パウダーゲル 久光製薬株式会社 ブテナフィン

ブテナロックＬスプレー 久光製薬株式会社 ブテナフィン

ブテナロックＶＲ　爽快パウダーゲル 久光製薬株式会社 ブテナフィン

ブテナロックＶαエアー 久光製薬株式会社 ブテナフィン

ブテナロックＶαクリーム 久光製薬株式会社 ブテナフィン

ブテナロックＶαスプレー 久光製薬株式会社 ブテナフィン

ブテナロックＶα液 久光製薬株式会社 ブテナフィン

ブテナロックＶα爽快パウダー 久光製薬株式会社 ブテナフィン

フボシストップ テイカ製薬株式会社 ロペラミド

プラトンＶ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン

ブルミンＫＢ錠 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ブルミンエース 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ブルミンエース錠ＶＸ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ブルミンエース顆粒Ｇ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ブルミンせき止め錠 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

プレアデスPCジェル ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

プレアデスPCローション ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

プレゾαクリーム 新生薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

プレゾα軟膏 新生薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

フレッシュタイムローションＦ 万協製薬株式会社 フェルビナク

フレッシング　アクネクリーム 久光製薬株式会社 イブプロフェンピコノール

プレバリンαクールクリーム ゼリア新薬工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

プレバリンαクール軟膏 ゼリア新薬工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

プレバリンαクリーム ゼリア新薬工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

プレバリンα軟膏 ゼリア新薬工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

プロアリシンＥＸ「１％ゲル」 前田薬品工業株式会社 インドメタシン

プロアリシンＥＸ「１％液」 前田薬品工業株式会社 インドメタシン

プロアリシンＥＸ１％クリーム 前田薬品工業株式会社 インドメタシン

プロアリシンＥＸクール 前田薬品工業株式会社 インドメタシン



プロテジェPCローション ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

プロデルマ軟膏 ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

プロナインドメタシンゲル1.0％ 新新薬品工業株式会社 インドメタシン

プロナHD 新新薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ペアアクネクリームＷ ライオン株式会社 イブプロフェンピコノール

ペアコール咳止め錠 米田薬品工業株式会社 カルボシステイン

ペインタリン１．０％ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

ペインタリンテープＦＢ３５ 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

ペインタリンテープＦＢ５％α 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

ベークかぜＩＰ 滋賀県製薬株式会社 イブプロフェン

ヘキシトール 東海カプセル株式会社 ソイステロール

ペシエルMスプレーEX＜季節性アレルギー専用＞ 東興薬品工業株式会社 ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

ベッセンH2 新新薬品工業株式会社 ファモチジン

ペディラスＡＧ点鼻薬 奥田製薬株式会社 クロモグリク酸

ペディラスＢＴエースクリーム 奥田製薬株式会社 ブテナフィン

ペディラスＢＴエース液 奥田製薬株式会社 ブテナフィン

ペディラスＢＴプラスクリーム 奥田製薬株式会社 ブテナフィン

ペディラスＢＴプラス液 奥田製薬株式会社 ブテナフィン

ペラックコールド３ 第一三共ヘルスケア株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ペリゾナEXクールスプレー 前田薬品工業株式会社 インドメタシン

ペリドール 佐藤製薬株式会社 ポリエチレンスルホン酸

ベルサダンエースカプセル 協和薬品工業株式会社 イブプロフェン

ベルサダンエース錠 協和薬品工業株式会社 イブプロフェン

ベルダサポートＩＰａ 奥田製薬株式会社 イブプロフェン

ヘルビタＳ 米田薬品株式会社 メコバラミン

ヘルペエース 奥田製薬株式会社 アシクロビル

ヘルペシアクリーム 大正製薬株式会社 アシクロビル

ペルミナースUF 新生薬品工業株式会社 ウフェナマート

ペロット下痢止め ゼリア新薬工業株式会社 ロペラミド

ベンザブロックIP 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 イブプロフェン

ベンザブロックIPプラス 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 イブプロフェン

ベンザブロックIPプラス錠 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 イブプロフェン

ベンザブロックIP細粒 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 イブプロフェン

ベンザブロックIP錠 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 イブプロフェン

ベンザブロックL 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 イブプロフェン

ベンザブロックLプラス 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 イブプロフェン、カルボシステイン

ベンザブロックLプラス錠 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 イブプロフェン、カルボシステイン

ベンザブロックL錠 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 イブプロフェン

ベンザブロックせき止め錠 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 ブロムヘキシン

ホームパスＦＲテープＶ 株式会社大石膏盛堂 フェルビナクホ

ヘ



ポジナールＥＰ錠 株式会社廣昌堂 エピナスチン

ポジナールＭ錠 株式会社廣昌堂 メキタジン

ポパドンＩＰコート 米田薬品株式会社 イブプロフェン

ポパドンＩＰ錠 米田薬品株式会社 イブプロフェン

ボランテＦＢテープ３５温感 三友薬品株式会社 フェルビナク

ボランテＦＢテープ５％α 三友薬品株式会社 フェルビナク

ボランテＦＢテープＬ５％α 三友薬品株式会社 フェルビナク

ボランテＦＢテープＬ７０温感 三友薬品株式会社 フェルビナク

ボランテゲル１％ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

ボランテ液１％ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

ホルサ水虫液 中外医薬生産株式会社 ミコナゾール

ホルサ水虫軟膏 中外医薬生産株式会社 ミコナゾール

ボルタレンACゲル 同仁医薬化工株式会社 ジクロフェナク

ボルタレンACローション 同仁医薬化工株式会社 ジクロフェナク

ボルタレンEXゲル 同仁医薬化工株式会社 ジクロフェナク

ボルタレンEXスプレー 同仁医薬化工株式会社 ジクロフェナク

ボルタレンEXテープ 同仁医薬化工株式会社 ジクロフェナク

ボルタレンEXテープL 同仁医薬化工株式会社 ジクロフェナク

ボルタレンEXローション 同仁医薬化工株式会社 ジクロフェナク

ボルテスID 株式会社ミクロ薬品 インドメタシン

ボルテスID　温感 株式会社ミクロ薬品 インドメタシン

ポレガード アスゲン製薬株式会社 アゼラスチン

ほわっと下痢止めLP テイカ製薬株式会社 ロペラミド

ほわっと鼻炎KF テイカ製薬株式会社 ケトチフェン

マーシナリーＩＰａ 奥田製薬株式会社 イブプロフェン

マイキュロンＥＸ７クリーム 万協製薬株式会社 ブテナフィン

マイキュロンＥＸ７液 万協製薬株式会社 ブテナフィン

マイキュロンＥＸ８クリーム 万協製薬株式会社 ブテナフィン

マイキュロンＥＸ８液 万協製薬株式会社 ブテナフィン

マイキュロンＩＤパップＶ 東和製薬株式会社 インドメタシン

マイキュロンＬ水虫クリーム 万協製薬株式会社 テルビナフィン

マイコーチアルギークリーム 株式会社雪の元本店 インドメタシン

マイゼロンIDクリーム ジャパンメディック株式会社 インドメタシン

マイゼロンIDゲル ジャパンメディック株式会社 インドメタシン

マイゼロンIDローション ジャパンメディック株式会社 インドメタシン

マイティアアイテクト 千寿製薬株式会社 プラノプロフェン

マイティアアイテクトアルピタット 千寿製薬株式会社 クロモグリク酸、プラノプロフェン

マイティアアイテクトアルピタットＮ 千寿製薬株式会社 クロモグリク酸、プラノプロフェン

マイティアアルピタットＥＸα 千寿製薬株式会社 クロモグリク酸、プラノプロフェン

マイティアアルピタットＮＥＸα 千寿製薬株式会社 クロモグリク酸、プラノプロフェン

マ



マイルゾンＢＴ液 株式会社富士薬品 ブテナフィン

マイルゾンＢＴクリーム 株式会社富士薬品 ブテナフィン

マイルゾンTL液 株式会社富士薬品 テルビナフィン

マイルゾンTLクリーム 株式会社富士薬品 テルビナフィン

マエックHD ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

マエックHDプラス ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

マニューバＥＸ１１ゲル 奥田製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

マニューバＥＸ１１液 奥田製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

マニューバＥＸ９ゲル 奥田製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

マニューバＥＸ９液 奥田製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

マニューバＥＸゲル 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

マニューバＥＸ液 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

マリンアイAL 佐賀製薬株式会社 クロモグリク酸

マリンアイALG 佐賀製薬株式会社 クロモグリク酸

マルコミンＥＶ 株式会社廣貫堂 イブプロフェン

ミオリエット コーア製薬株式会社 ミコナゾール

ミオリエットクリーム コーア製薬株式会社 ミコナゾール

ミコナック液 中外医薬生産株式会社 ミコナゾール

ミコナック軟膏 中外医薬生産株式会社 ミコナゾール

水虫コンプラックEX液 ジャパンメディック株式会社 テルビナフィン

水虫コンプラックEXクリーム ジャパンメディック株式会社 テルビナフィン

水虫サリキースEX液 ジャパンメディック株式会社 テルビナフィン

水虫サリキースEXクリーム ジャパンメディック株式会社 テルビナフィン

水虫サリラベートEX液 ジャパンメディック株式会社 テルビナフィン

水虫サリラベートEXクリーム ジャパンメディック株式会社 テルビナフィン

ミッテンFBゲル 株式会社雪の元本店 フェルビナク

ミッテンFBローション 株式会社雪の元本店 フェルビナク

ミナテクト水虫クリーム 新生薬品工業株式会社 テルビナフィン

ミナテクト水虫液 新生薬品工業株式会社 テルビナフィン

ミミトンＩＢ ワキ製薬株式会社 イブプロフェン

ムヒＡＺ錠 日東薬品工業株式会社 アゼラスチン

ムヒアルファＥＸ 株式会社池田模範堂 プレドニゾロン吉草酸エステル

ムヒエイチディ 株式会社池田模範堂 プレドニゾロン吉草酸エステル

ムルコスＥＸゲルアルファ 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ムルコスＥＸ液アルファ 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

メコプロミン 至誠堂製薬株式会社 メコバラミン

メタクレスト0.5％ 片桐製薬株式会社 インドメタシン

メタシンパス1%ゲル 株式会社タカミツ インドメタシン

メタシンパスEX　温感 株式会社ミクロ薬品 インドメタシン

メタシンパスL 株式会社タカミツ インドメタシン

ミ

ム

メ



メタシンパスS0.5％ 株式会社タカミツ インドメタシン

メディータム水虫クリーム 三友薬品株式会社 ブテナフィン

メディータム水虫スプレー 三友薬品株式会社 ブテナフィン

メディータム水虫プラスＨＴ10クリーム 東光薬品工業株式会社 テルビナフィン

メディータム水虫プラスＨＴクリーム 東光薬品工業株式会社 テルビナフィン

メディータム水虫プラスＨＴ液 東光薬品工業株式会社 テルビナフィン

メディータム水虫液 三友薬品株式会社 ブテナフィン

メディストロクリーム 新新薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

メディストロ軟膏 新新薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

メディトリート 大正製薬株式会社 ミコナゾール

メディトリートクリーム 大正製薬株式会社 ミコナゾール

メディプロＥＸクリーム 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

メディプロＥＸ軟膏 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

メディプロUクリーム 株式会社雪の元本店 ウフェナマート

メディプロクリーム 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

メディプロ軟膏 株式会社雪の元本店 プレドニゾロン吉草酸エステル

メディペイン 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン

メディペインFEゲルS 株式会社雪の元本店 フェルビナク

メディペインFE液S 株式会社雪の元本店 フェルビナク

メディペインＳ 小林薬品工業株式会社 ロキソプロフェン

メリドンＥＶ錠 ジェーピーエス製薬株式会社 イブプロフェン

メルヂンゴールド 内外薬品株式会社 イブプロフェン

メルパス　フェルビナク 株式会社タカミツ フェルビナク

メルパスID0.5％ 株式会社タカミツ インドメタシン

メルパスIDH 温感 株式会社タカミツ インドメタシン

メンソレータム　アクネス２５　メディカルクリームｂ ロート製薬株式会社 イブプロフェンピコノール

メンソレータム　カブレーナ ロート製薬株式会社 ウフェナマート

メンソレータム　フレディＣＣクリーム ロート製薬株式会社 イソコナゾール

メンソレータム　フレディＣＣ膣錠 ロート製薬株式会社 イソコナゾール

メンソレータム　メディクイックＨ ロート製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

メンソレータム　メディクイックＨゴールド ロート製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

メンソレータム　メディクイッククリームＲ ロート製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

メンソレータム　メディクイッククリームＳ ロート製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

メンソレータム　メディクイック軟膏Ｒ ロート製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

メンソレータムＡＰソフトローション ロート製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

メンソレータムアクネス２５メディカルクリーム ロート製薬株式会社 イブプロフェンピコノール

メンソレータムアクネス２５メディカルクリームｃ ロート製薬株式会社 イブプロフェンピコノール

メンソレータムエクシブＷきわケアジェル ロート製薬株式会社 テルビナフィン

メンソレータムエクシブＷクリーム ロート製薬株式会社 テルビナフィン

メンソレータムエクシブＷスプレー ロート製薬株式会社 テルビナフィン



メンソレータムエクシブＷディープ１０クリーム ロート製薬株式会社 テルビナフィン

メンソレータムエクシブＷ液 ロート製薬株式会社 テルビナフィン

メンソレータムエクシブクリームｅ ロート製薬株式会社 テルビナフィン

メンソレータムエクシブスプレーｅ ロート製薬株式会社 テルビナフィン

メンソレータムエクシブディープ１０クリーム ロート製薬株式会社 テルビナフィン

メンソレータムエクシブ液 ロート製薬株式会社 テルビナフィン

メンソレータムフレディＣＣ膣錠Ａ ロート製薬株式会社 イソコナゾール

モアファイン　アクネ 協和薬品工業株式会社 イブプロフェンピコノール

モイシアＵＡ 協和薬品工業株式会社 テルビナフィン

モーテンAG点鼻薬 株式会社雪の元本店 クロモグリク酸

モデルビタンＱ 薬王製薬株式会社 ユビデカレノン

モンルナＰＶＡローション 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ユーシップｉ 株式会社大石膏盛堂 インドメタシン

ユーシップフェルビナク 株式会社大石膏盛堂 フェルビナク

雪の元AG点鼻スプレー 株式会社雪の元本店 クロモグリク酸

雪の元点鼻スプレーFA 株式会社雪の元本店 ケトチフェン

雪の元鼻炎カプセルFA 株式会社雪の元本店 ケトチフェン

雪の元鼻炎スプレーＦＮ 株式会社雪の元本店 ケトチフェン

ユニトップファースト 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン

ユニペイン 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン

ユニペインＬ 小林薬品工業株式会社 ロキソプロフェン

ユノパップｓＩＤ 帝國製薬株式会社 インドメタシン

ユビテンＳ エーザイ株式会社 ユビデカレノン

ユリガードＬ 薬王製薬株式会社 フラボキサート

ユンカーエースクリーム 新生薬品株式会社 ビホナゾール

ユンカーエース液 新生薬品株式会社 ビホナゾール

ユンゲオール３ 東亜薬品株式会社 ソイステロール

ユンケルＢ１２ 佐藤製薬株式会社 メコバラミン

ユンケルＢ１２アクティブ 佐藤製薬株式会社 メコバラミン

ユンケルＢ１２アクティブα 佐藤製薬株式会社 メコバラミン

ラウマーＦＥ液 万協製薬株式会社 フェルビナク

ラウマーＵ１０クリーム 万協製薬株式会社 テルビナフィン

ラウマーＶ７水虫クリーム 万協製薬株式会社 ブテナフィン

ラウマーＶ７水虫液 万協製薬株式会社 ブテナフィン

ラウレアＡＬＧプラス点鼻薬 奥田製薬株式会社 クロモグリク酸

ラクールＩＤ１％クリーム 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

ラクールＩＤ１％ゲル 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

ラクールＩＤ１％ミルリィーゲル 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

ラクールＩＤ１％液 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

ラクールテープＦＢ３５ 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

モ
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ラクールテープＦＢ５％α 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

ラグエス水虫液 中外医薬生産株式会社 ミコナゾール

ラグエス水虫軟膏 中外医薬生産株式会社 ミコナゾール

ラクスキットＩＤ１％ゲル 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

ラクスキットＩＤ１％ミルリィーゲル 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

ラクスキットＩＤ１％液 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

ラクスキットＩＤ温ハップ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

ラクスキットテープＦＢ３５ 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

ラクスキットテープＦＢ７０ 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

ラクストッププラスＨＴ10クリーム 東光薬品工業株式会社 テルビナフィン

ラクストッププラスＨＴクリーム 東光薬品工業株式会社 テルビナフィン

ラクストッププラスＨＴ液 東光薬品工業株式会社 テルビナフィン

ラクパステープＦＢ３５ 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

ラクパステープＦＢ５％α 三友薬品株式会社 フェルビナク

ラクピオンＥＸゲルα 東光薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ラクピオンＥＸローションα 東光薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ラクピオンＨスプレー 東光薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ラクピオンＨ液 東光薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ラクフォースＩＤ１％液 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

ラクペタンＤＸゲル 東光薬品工業株式会社 ジクロフェナク

ラクペタンＤＸテープ 東光薬品工業株式会社 ジクロフェナク

ラクペタンＤＸテープＬ 東光薬品工業株式会社 ジクロフェナク

ラクペタンＤＸパップ 東光薬品工業株式会社 ジクロフェナク

ラクペタンＤＸ液 東光薬品工業株式会社 ジクロフェナク

ラクペタンＬテープＦＢ５％α 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

ラクペタンシップＦＢ 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

ラクペタンテープＦＢ３５ 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

ラクペタンテープＦＢ３５温感 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

ラクペタンテープＦＢ５％α 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

ラクペタンテープＦＢ７０ 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

ラクペタンテープＦＢ７０温感 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

ラクリシアクリーム 三友薬品株式会社 アシクロビル

ラスピドンクリーム 協和薬品工業株式会社 ミコナゾール

ラスピドン液 協和薬品工業株式会社 ミコナゾール

ラッシェルテープＦＢ７０ 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

ラッシェル液１％ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

ラッシュピードＺ 奥田製薬株式会社 フェルビナク

ラティーノＢＴエースクリーム 奥田製薬株式会社 ブテナフィン

ラティーノＢＴエース液 奥田製薬株式会社 ブテナフィン

ラティーノＢＴプラスクリーム 奥田製薬株式会社 ブテナフィン



ラティーノＢＴプラス液 奥田製薬株式会社 ブテナフィン

ラティーノＸＡクリーム 奥田製薬株式会社 ブテナフィン

ラティーノＸＡ液 奥田製薬株式会社 ブテナフィン

ラティーノ液 中外医薬生産株式会社 ミコナゾール

ラティーノ軟膏 中外医薬生産株式会社 ミコナゾール

ラフェルサＡＬ鼻炎カプセルＺ 株式会社パナケイア製薬 ケトチフェン

ラフェルサＦＢゲル ダイヤ製薬株式会社 フェルビナク

ラフェルサFBローション ダイヤ製薬株式会社 フェルビナク

ラフェルサ下痢止めＬＰ 米田薬品株式会社 ロペラミド

ラフェルサ水虫クリームプラス 前田薬品工業株式会社 テルビナフィン

ラフェルサ水虫液プラス 前田薬品工業株式会社 テルビナフィン

ラフレッドゴールドＳα 米田薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ラフレッドゴールドＳ錠 米田薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ラポミックL液 東興薬品工業株式会社 ラノコナゾール

ラポミックLクリーム 東興薬品工業株式会社 ラノコナゾール

ラホヤＥＸゲル 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ラホヤＥＸ液 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ラホヤＰＶＡ９ゲル 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ラホヤＰＶＡ９液 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ラマストン　クリーム 佐藤製薬株式会社 シクロピロクスオラミン

ラマストンＭＸ２ 佐藤製薬株式会社 ブテナフィン

ラマストンＭＸ２ゲル 佐藤製薬株式会社 ブテナフィン

ラマストンＭＸ２液 佐藤製薬株式会社 ブテナフィン

ラマストンリキッド 佐藤製薬株式会社 ブテナフィン

ラマストンリキッドＮ 佐藤製薬株式会社 ブテナフィン

ラマストン液 佐藤製薬株式会社 シクロピロクスオラミン

ラミシールＡＴクリーム グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 テルビナフィン

ラミシールＡＴ液 グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 テルビナフィン

ラミシールキュアジェル グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 テルビナフィン

ラミシールプラスクリーム グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 テルビナフィン

ラミシールプラススプレー グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 テルビナフィン

ラミシールプラス液 グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社 テルビナフィン

ラモンIBエリア 中央薬品株式会社 イブプロフェン

リーザZ ダイト株式会社 イブプロフェン

リーベルバンＦＢパップ 帝國製薬株式会社 フェルビナク

リーベルバンＦＸプラスターα 帝國製薬株式会社 フェルビナク

リーベルバンＩＤパップ 帝國製薬株式会社 インドメタシン

リキパワービタミンＥＸプレミアム 米田薬品工業株式会社 メコバラミン

リクレスかぜＥＶ錠 ジェーピーエス製薬株式会社 イブプロフェン

リケアＡ水虫薬　クリーム 万協製薬株式会社 ミコナゾール

リ



リケアＡ水虫薬　液 万協製薬株式会社 ミコナゾール

リコリプラスエースａ セントラル製薬株式会社 イブプロフェン

リズミカルシン ジャパンメディック株式会社 インドメタシン

リズミカルシンG ジャパンメディック株式会社 インドメタシン

リズミカルシンW ジャパンメディック株式会社 インドメタシン

リドベートＱゲル 協和薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

リドベートＱ液 協和薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

リナαクリーム 万協製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

リビメックスコーワＨ 興和株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

リビメックスコーワクリーム 興和株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

リビメックスコーワローション 興和株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

リビメックスコーワ軟膏 興和株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

リファットPCジェル ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

リファットPCジェルⅩ ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

リファットPCローション ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

リファットPCローションⅩ ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

リフェンダ　フェルビナク 株式会社タカミツ フェルビナク

リフェンダFBテープα 株式会社タカミツ フェルビナク

リフェンダID0.5％ 株式会社タカミツ インドメタシン

リフェンダIDH 温感 株式会社タカミツ インドメタシン

リフェンダゲル 株式会社タカミツ フェルビナク

リフェンダジクロフェナクゲル 株式会社タカミツ ジクロフェナク

リフェンダジクロフェナクテープ 株式会社タカミツ ジクロフェナク

リフェンダジクロフェナク液 株式会社タカミツ ジクロフェナク

リフェンダローション 株式会社タカミツ フェルビナク

リボナミンアクネクリーム 小林薬品工業株式会社 イブプロフェンピコノール

龍角散せき止め錠 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

リラッセ エスエス製薬株式会社 ヘプロニカート、メコバラミン

リラテックス 東興薬品工業株式会社 ピロキシカム

リリース総合感冒薬 アルフレッサファーマ株式会社 メキタジン

リレイジュPEクリーム ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

リレイジュPE軟膏 ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

リングルアイビー 佐藤製薬株式会社 イブプロフェン

リングルアイビー２００ 佐藤製薬株式会社 イブプロフェン

リングルアイビーα２００ 佐藤製薬株式会社 イブプロフェン

リングルアイビー錠２００ 佐藤製薬株式会社 イブプロフェン

リングルアイビー錠α２００ 佐藤製薬株式会社 イブプロフェン

ルーフ水虫液 中外医薬生産株式会社 ミコナゾール

ルーフ水虫軟膏 中外医薬生産株式会社 ミコナゾール

ルキノンＫＢ錠 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ル



ルキノンエース錠ＥＸ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ルキノンエース錠Ｖ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ルキノンせき止め液 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ルキノンせき止め錠 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ルキノンファースト 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン

ルキノン錠ＡＺ 小林薬品工業株式会社 アゼラスチン

ルグナンＫＢ錠 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ルグナン錠ＶＣ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ルッケル解熱鎮痛錠 テイカ製薬株式会社 イブプロフェン

ルビナンEXクリーム 中外医薬生産株式会社 テルビナフィン

ルビナンEX液 中外医薬生産株式会社 テルビナフィン

ルミフェン 佐藤製薬株式会社 アルミノプロフェン

ルメジＥＸゲル 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ルメジＥＸ液 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ルルアタックＥＸ 滋賀県製薬株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ルルアタックＥＸ顆粒 滋賀県製薬株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ルルアタックＩＢ 第一三共ヘルスケア株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ルルアタックNＸ 第一三共ヘルスケア株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

ルルカゼブロックＩＢ 第一三共ヘルスケア株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

レイテクトＤＸゲル 奥田製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

レイテクトＤＸ液 奥田製薬株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

レガーテ点鼻薬　Ｋ ダイヤ製薬株式会社 ケトチフェン

レガーテ鼻炎薬　Ｋ 薬王製薬株式会社 ケトチフェン

レガリアンＣＴ目薬 中新薬業株式会社 クロモグリク酸

レディガードコーワ 興和株式会社 フラボキサート

レナートＥＶ錠 ジェーピーエス製薬株式会社 イブプロフェン

レビューＳ錠ＥＸ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン、ブロムヘキシン

レビューＳ錠ハイ 小林薬品工業株式会社 イブプロフェン

レビューせき止め液Ｓ 小林薬品工業株式会社 ブロムヘキシン

ロアメタシンG 株式会社雪の元本店 インドメタシン

ロイヒフェルビ温 ニチバン株式会社 フェルビナク

ロイヒ温シップ　フェルビナク 岡山大鵬薬品株式会社 フェルビナク

ローカスタ 明治製薬株式会社 ソイステロール

ローカスタＥＸ 明治製薬株式会社 ソイステロール

ロートアルガード　ＳＴ鼻炎スプレー ロート製薬株式会社 クロモグリク酸

ロートアルガード　クリアブロックEXa ロート製薬株式会社 クロモグリク酸、プラノプロフェン

ロートアルガード　クリアブロックＺ ロート製薬株式会社 クロモグリク酸、プラノプロフェン

ロートアルガード　クリアマイルドEXa ロート製薬株式会社 クロモグリク酸、プラノプロフェン

ロートアルガード　クリアマイルドＺ ロート製薬株式会社 クロモグリク酸、プラノプロフェン

ロートアルガード　プレテクト ロート製薬株式会社 トラニラスト
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ロートアルガード　鼻炎内服薬ＺⅡ ロート製薬株式会社 メキタジン

ロートアルガードクリアブロックEX ロート製薬株式会社 クロモグリク酸、プラノプロフェン

ロートアルガードクリアブロックＺⅡ ロート製薬株式会社 クロモグリク酸、プラノプロフェン

ロートアルガードクリアマイルドEX ロート製薬株式会社 クロモグリク酸、プラノプロフェン

ロートアルガードクリアマイルドＺⅡ ロート製薬株式会社 クロモグリク酸、プラノプロフェン

ロートクリア ロート製薬株式会社 プラノプロフェン

ローレンミコナクリーム 万協製薬株式会社 ミコナゾール

ローレンミコナ液 万協製薬株式会社 ミコナゾール

ロキソニンS 第一三共ヘルスケア株式会社 ロキソプロフェン

ロキソニンＳゲル 第一三共ヘルスケア株式会社 ロキソプロフェン

ロキソニンSテープ リードケミカル株式会社 ロキソプロフェン

ロキソニンSテープL リードケミカル株式会社 ロキソプロフェン

ロキソニンSパップ リードケミカル株式会社 ロキソプロフェン

ロキソニンSプラス 第一三共ヘルスケア株式会社 ロキソプロフェン

ロキソニンSプレミアム 第一三共ヘルスケア株式会社 ロキソプロフェン

ロキソプロフェンソフトカプセル「ＢＭＤ」 株式会社ビオメディクス ロキソプロフェン

ロキソプロフェン錠「ＡＸ」 奥田製薬株式会社 ロキソプロフェン

ロキソプロフェン錠「ＬＳ」 セントラル製薬株式会社 ロキソプロフェン

ロキソプロフェン錠「ＧＸ」 奥田製薬株式会社 ロキソプロフェン

ロキソプロフェン錠「クニヒロ」 皇漢堂製薬株式会社 ロキソプロフェン

ロキソプロフェン錠Ｍ 皇漢堂製薬株式会社 ロキソプロフェン

ロキベール コーア製薬株式会社 ロキソプロフェン

ロコイダンクリーム 鳥居薬品株式会社 ヒドロコルチゾン酪酸エステル

ロコイダン軟膏 鳥居薬品株式会社 ヒドロコルチゾン酪酸エステル

ロスミンＳ 米田薬品株式会社 メコバラミン

ロバックHi 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 ヒドロコルチゾン酪酸エステル

ロバックU 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 ウフェナマート

ロペラＦＬＭ ツキオカフィルム製薬株式会社　 ロペラミド

ロペラマックサット 佐藤製薬株式会社 ロペラミド

ロミノン三宝ＯＺ ジェーピーエス製薬株式会社 オキセサゼイン

ロン三宝IP錠 三宝製薬株式会社 イブプロフェン

ロン三宝IP顆粒 三宝製薬株式会社 イブプロフェン

ワールドシップＦＲ 株式会社大石膏盛堂 フェルビナク

ワールドシップｉ　 株式会社大石膏盛堂 インドメタシン

ワールドシップＩＤ０．５％ 株式会社大石膏盛堂 インドメタシン

ワールドメタシン 株式会社大石膏盛堂 インドメタシン

ワコーリスＡＬＧ 滋賀県製薬株式会社 クロモグリク酸

ワルツHD 新新薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ワントップＥＸゲル 前田薬品工業株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

ワ



アフタカバ－ 帝人ファーマ株式会社 トリアムシノロンアセトニド

アフタコートT 帝人ファーマ株式会社 トリアムシノロンアセトニド

アフタロン 帝人ファーマ株式会社 トリアムシノロンアセトニド

パスビタン軟膏1.0% 常盤薬品工業株式会社 インドメタシン

ダイアフラジンEX軟膏 内外薬品株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

セブスキット 三友薬品株式会社 イブプロフェン

オノフェアクネクリーム 万協製薬株式会社 イブプロフェンピコノール

協和アセモ軟膏 万協製薬株式会社 ヒドロコルチゾン酪酸エステル

サリラベートPCジェル ジャパンメディック株式会社 プレドニゾロン吉草酸エステル

マナスルTP健胃薬 三宝製薬株式会社 テプレノン

ボランテチックＰＸ 三友薬品株式会社 ピロキシカム

ビフナイトｃ 小林製薬株式会社 イブプロフェンピコノール

オムニードパップ 帝國製薬株式会社 インドメタシン

リーベルバンＦＸプラスター 帝國製薬株式会社 フェルビナク

アンバーS錠 米田薬品工業株式会社 ブロムヘキシン塩酸塩

新感冒薬コロナＳ錠 米田薬品工業株式会社 ブロムヘキシン塩酸塩

スカイブブロンゴールド錠 米田薬品工業株式会社 ブロムヘキシン塩酸塩

総合かぜ薬Ｓ錠 米田薬品工業株式会社 ブロムヘキシン塩酸塩

ラフレッドゴールドＳ錠 米田薬品工業株式会社 ブロムヘキシン塩酸塩

トクホンフェルビナプラスター 株式会社トクホン フェルビナク

新ラクールシップ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

ニューボランテ 東光薬品工業株式会社 インドメタシン

エイクリヤーテープＦＢ３５ 東光薬品工業株式会社 フェルビナク

平成29年４月18日公表版から削除した品目

ツーストIB錠 テイカ製薬株式会社 イブプロフェン

平成29年１月17日公表版から削除した品目

平成28年８月17日公表版から削除した品目

平成28年10月17日公表版から削除した品目

平成28年６月17日公表版から削除した品目


