
かぜ薬とは
　かぜは，さまざまな原因によって起こる呼吸器の急性炎症性疾患の総称であり，普
通感冒（いわゆるふつうの「かぜ」）とインフルエンザの2つに大別されます。
　暖かい室内から急に寒いところへ出た時や，湯冷め・寝冷えのように，冷たい外気
により急に体温が奪われた時にも，体の調節機能が乱れて（非感染性），鼻・のどに炎
症やうっ血が起きてかぜの症状があらわれます。発病は，まず，くしゃみ・鼻みず・
鼻づまり・のどの痛みなどの症状があらわれ，その後，悪寒・発熱などがあらわれま
す。その症状は比較的軽く，数日～ 1週間程度で治癒し，気管支炎や肺炎などを併発
することは少ないようです。
　一方，インフルエンザはインフルエンザウイルスによる感染症です。普通感冒と比
べると発病が急で，悪寒・発熱，倦怠感などの全身症状にはじまり，関節痛・筋肉痛
などを伴い，その症状は強く，気管支炎や肺炎などを併発することもあります。
　普通感冒の大部分はウイルス（インフルエンザウイルス以外）による感染性のもので
す。インフルエンザウイルスに作用する医療用医薬品（抗インフルエンザウイルス薬）
はありますが，普通感冒の原因となるウイルスには効果があるわけではありません。
　そこで通常は，かぜの諸症状を緩和する成分を配合したかぜ薬が用いられます。こ
のかぜ薬には，熱を下げ，痛みをしずめる解熱鎮痛成分，くしゃみ・鼻みず・鼻づま
りといった不快な症状を抑える抗ヒスタミン成分，せき・痰に効果をあらわす鎮咳去
痰成分などが配合され，かぜの諸症状に効果をあらわします。
　かぜ薬による治療は対症療法ですから，5～ 6回服用しても効果が見られない場合
や，熱が続く時には，医師，薬剤師，登録販売者など専門家のアドバイスを受けてく
ださい。また，かぜ薬はごく稀に重篤な副作用が起きる可能性があり，他の薬剤との
相互作用が報告されている成分も配合されていますので注意が必要です。

かぜ薬に使用される主な成分
種類 リスク区分 主な成分 働き

解熱鎮痛成分 2 アセトアミノフェン

体温調節中枢に作用して皮膚血管
を拡張させて体温を下降させます。
また，中枢神経系に作用して痛覚
感受性を鈍化させて，鎮痛作用を
あらわします。

精神神経用薬
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種類 リスク区分 主な成分 働き

解熱鎮痛成分

②
2
②
②

アスピリン
イソプロピルアンチピリン
イブプロフェン
エテンザミド

プロスタグランジンの生合成に関
与するシクロオキシゲナーゼを阻
害し，プロスタグランジンの産生
を抑制することにより，抗炎症作
用，解熱作用，鎮痛作用をあらわ
します。

抗ヒスタミン
成分

2
2
2
2
2
2

カルビノキサミンマレイン酸塩
クレマスチンフマル酸塩
クロルフェニラミンマレイン酸塩＊

ジフェニルピラリン塩酸塩＊

ジフェンヒドラミン塩酸塩＊

メキタジン

ヒスタミン受容体にヒスタミンと
競合的に結合し，ヒスタミンの作
用を阻害します。その結果，鼻み
ず，くしゃみなどのアレルギー症
状をしずめます。

副交感神経遮
断成分

2
2

ヨウ化イソプロパミド
ベラドンナ総アルカロイド 鼻みずの分泌を抑えます。

鎮咳成分

②
2
2

3
3

ジヒドロコデインリン酸塩
チペピジンヒベンズ酸塩
デキストロメトルファン臭化水素
酸塩水和物
ノスカピン
ジメモルファンリン酸塩

延髄のせき中枢に働いてせきをし
ずめます。

② dl-メチルエフェドリン塩酸塩＊ 気管支拡張作用によりせきをしず
め，たんの排出も容易にします。

去痰成分

2
3
2
2
2
2

アンブロキソール塩酸塩
グアイフェネシン
グアヤコールスルホン酸カリウム
ブロムヘキシン塩酸塩
L-カルボシステイン
L-エチルシステイン塩酸塩

気道の分泌を促進し，痰の粘度を
下げて，痰を出やすくします。

抗炎症成分 3
3

トラネキサム酸＊

グリチルリチン酸
のどの炎症による腫れをしずめま
す。

漢方成分

2
2
2
2
2

葛根湯
桂枝湯
柴胡桂枝湯
小柴胡湯
小青竜湯

漢方成分の働きにより，かぜの諸
症状を緩和します。
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かぜ薬

エスタックEXネオ（エスエス製薬）
つらい風邪に　イブプロフェン600mg配合

区分　指定第2類医薬品
成分　錠　6錠（1日量）中
イブプロフェン 	 600mg
ヨウ化イソプロパミド 	 6mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 	 7.5mg
アンブロキソール塩酸塩 	 45mg
ジヒドロコデインリン酸塩 	 24mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 	 60mg
酸化マグネシウム 	 300mg
無水カフェイン 	 75mg
添加物　無水ケイ酸，セルロース，乳糖，ヒドロキシプロ
ピルセルロース，ヒプロメロース，クロスポビドン，マ
クロゴール，D-マンニトール，ステアリン酸Mg，タル
ク，酸化チタン，トウモロコシデンプン，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
効能　かぜの諸症状（のどの痛み，発熱，鼻水，鼻づ
まり，せき，たん，くしゃみ，悪寒，頭痛，関節の
痛み，筋肉の痛み）の緩和
用法・用量　成人（15才以上）1回2錠を，1日3回食
後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用
製剤　白色フィルムコーティング錠
包装・価格　12錠	1,480円／ 24錠	2,080円
その他　セ税対象

（製品写真010頁）

エスタックイブ（エスエス製薬）
ひきはじめから効く　イブプロフェン配合かぜ薬
区分　指定第2類医薬品
成分　錠　9錠（1日量）中
イブプロフェン 	 450mg
ジヒドロコデインリン酸塩 	 24mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 	 60mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 	 7.5mg
無水カフェイン 	 75mg
チアミン硝化物（ビタミン B1硝酸塩）	 24mg
アスコルビン酸（ビタミンC）	 300mg
添加物　無水ケイ酸，セルロース，乳糖，白糖，ヒドロキ
シプロピルセルロース，ヒプロメロース，マクロゴール，
炭酸Ca，カルナウバロウ，ステアリン酸Mg，タルク，
酸化チタン，部分アルファー化デンプン，プルラン，ポ
リオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール
効能　かぜの諸症状（のどの痛み，悪寒，鼻水，鼻づ
まり，くしゃみ，発熱，頭痛，せき，たん，関節の
痛み，筋肉の痛み）の緩和
用法・用量　成人（15才以上）1回3錠。1日3回。食
後なるべく30分以内に服用
製剤　白色の糖衣錠
包装・価格　30錠	1,600円／ 45錠	2,230円／ 60錠	

2,900円
その他　セ税対象

エスタックイブNT（エスエス製薬）
鼻水・鼻づまり，つらいのどの痛みに

区分　指定第2類医薬品
成分　錠　9錠（1日量）中
イブプロフェン 	 450mg
ヨウ化イソプロパミド 	 6mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 	 7.5mg
ジヒドロコデインリン酸塩 	 24mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 	 60mg
無水カフェイン 	 75mg
チアミン硝化物（ビタミン B1硝酸塩）	 24mg
アスコルビン酸（ビタミンC）	 300mg
添加物　無水ケイ酸，セルロース，乳糖，白糖，ヒドロキ
シプロピルセルロース，ヒプロメロース，マクロゴール，
炭酸Ca，カルナウバロウ，ステアリン酸Mg，タルク，
酸化チタン，部分アルファー化デンプン，プルラン，ポ
リオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール
効能　かぜの諸症状（鼻水，鼻づまり，のどの痛み，
くしゃみ，せき，たん，悪寒，発熱，頭痛，関節の
痛み，筋肉の痛み）の緩和
用法・用量　成人（15才以上）1回3錠。1日3回。食
後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用
製剤　白色の糖衣錠
包装・価格　18錠	1,180円／ 36錠	1,880円
その他　セ税対象

エスタックイブTT（エスエス製薬）
のどの痛み・発熱・さむけによく効く

区分　指定第2類医薬品
成分　錠　6錠（1日量）中
イブプロフェン 	 450mg
グリチルリチン酸 	 39mg
ジヒドロコデインリン酸塩 	 24mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 	 60mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 	 7.5mg
無水カフェイン 	 75mg
酸化マグネシウム 	 300mg	
添加物　無水ケイ酸，セルロース，ヒドロキシプロピルセ
ルロース，ヒプロメロース，マクロゴール，D-マンニ
トール，ステアリン酸Mg，タルク，酸化チタン，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
効能　かぜの諸症状（のどの痛み，発熱，悪寒，頭痛，
鼻水，鼻づまり，くしゃみ，せき，たん，関節の痛
み，筋肉の痛み）の緩和
用法・用量　成人（15才以上）1回2錠を1日3回，食
後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用
製剤　白色フィルムコーティング錠
包装・価格　12錠	1,180円／ 24錠	1,880円	
その他　セ税対象
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エスタックイブ顆粒（エスエス製薬）
ひきはじめから効く　イブプロフェン配合かぜ薬
区分　指定第2類医薬品
成分　顆　1包（1.3g）中
イブプロフェン 	 150mg
ジヒドロコデインリン酸塩 	 8mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 	 20mg
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
チアミン硝化物（ビタミン B1硝酸塩）	 8mg
アスコルビン酸（ビタミンC）	 100mg
添加物　カルメロースCa，無水ケイ酸，ヒドロキシプロ
ピルセルロース，D-マンニトール，タルク，塩化Na，
酒石酸，サッカリンNa，香料
効能　かぜの諸症状（のどの痛み，悪寒，鼻水，鼻づ
まり，くしゃみ，発熱 ,	頭痛，せき，たん，関節の
痛み，筋肉の痛み）の緩和
用法・用量　成人（15才以上）1回1包。1日3回。食
後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用
製剤　白色の顆粒
包装・価格　10包	1,750円／ 14包	2,330円
その他　セ税対象

エスタックイブファイン（エスエス製薬）
アンブロキソール塩酸塩配合　つらいかぜに効く
区分　指定第2類医薬品
成分　錠　9錠（1日量）中
イブプロフェン 	 450mg
アンブロキソール塩酸塩 	 45mg
ジヒドロコデインリン酸塩 	 24mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 	 60mg
ヨウ化イソプロパミド 	 6mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 	 7.5mg
無水カフェイン 	 75mg
アスコルビン酸（ビタミンC）	 300mg
チアミン硝化物（ビタミン B1硝酸塩）	 24mg
添加物　無水ケイ酸，セルロース，乳糖，白糖，ヒドロキ
シプロピルセルロース，ヒプロメロース，炭酸 Ca，カ
ルナウバロウ，ステアリン酸Mg，タルク，酸化チタン，
部分アルファー化デンプン，プルラン，ポリオキシエチ
レンポリオキシプロピレングリコール
効能　かぜの諸症状（発熱，悪寒，せき，たん，のど
の痛み，鼻水，鼻づまり，くしゃみ，頭痛，関節の
痛み，筋肉の痛み）の緩和
用法・用量　15才以上1回3錠，1日3回，食後なる
べく30分以内に水又はぬるま湯で服用
製剤　白色糖衣錠
包装・価格　30錠	1,680円／ 45錠	2,180円
その他　セ税対象

エスタックイブファインEX（エスエス製薬）
のどの痛み・熱・せき・鼻水に

区分　指定第2類医薬品

成分　錠　6錠（1日量）中
イブプロフェン 	 450mg
ヨウ化イソプロパミド 	 6mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 	 7.5mg
アンブロキソール塩酸塩 	 45mg
ジヒドロコデインリン酸塩 	 24mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 	 60mg
無水カフェイン 	 75mg
酸化マグネシウム 	 300mg
添加物　無水ケイ酸，セルロース，乳糖，ヒドロキシプロ
ピルセルロース，ヒプロメロース，マクロゴール，D-マ
ンニトール，ステアリン酸Ｍｇ，酸化チタン，タルク，
トウモロコシデンプン
効能　かぜの諸症状（のどの痛み，発熱，せき，鼻水，
鼻づまり，たん，関節の痛み，筋肉の痛み，くしゃ
み，悪寒，頭痛）の緩和
用法・用量　成人（15才以上）1回2錠。1日3回。食
後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用
製剤　白色のフィルムコーティング錠
包装・価格　12錠	1,380円／ 24錠	1,980円
その他　セ税対象

エスタックイブファイン顆粒（エスエス製薬）
アンブロキソール塩酸塩配合　つらいかぜに効く
区分　指定第2類医薬品
成分　顆　1包（1.3g）中
イブプロフェン 	 150mg
アンブロキソール塩酸塩 	 15mg
ジヒドロコデインリン酸塩 	 8mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 	 20mg
ヨウ化イソプロパミド 	 2mg
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
アスコルビン酸（ビタミンC）	 100mg
チアミン硝化物（ビタミン B1硝酸塩）	 8mg
添加物　カルメロースCa，無水ケイ酸，ヒドロキシプロ
ピルセルロース，タルク，酒石酸，サッカリンNa，l-
メントール，ビタミン B2，香料
効能　かぜの諸症状（発熱，悪寒，せき，たん，のど
の痛み，鼻水，鼻づまり，くしゃみ，頭痛，関節の
痛み，筋肉の痛み）の緩和
用法・用量　成人（15才以上）1回1包を，1日3回食
後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用
製剤　帯黄白色顆粒剤
包装・価格　10包	1,680円
その他　セ税対象

エスタック総合IB（エスエス製薬）
引き始めの風邪に　イブプロフェン＋生薬配合

区分　指定第2類医薬品
成分　錠　6錠（1日量）中
イブプロフェン 	 450mg
ショウキョウ末 	 200mg
ケイヒ末 	 400mg
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アクリノール水和物
【内服】	 （腸内殺菌剤）
アクロミンカプセルA 	･･････････････ 211
エクトール 	･････････････････････････････････ 211
エクトール赤玉 	･････････････････････････ 211
ケンエー・アクリガーゼ 	･･････････ 849
【外用】････････････････････････（殺菌消毒剤）
ケンエーアクリノール液P 	･･･････ 849
タマガワ新リバガーゼA 	･･････････ 420
橙色ペークミン 	･････････････････････････ 481
リバガーゼF 	･･････････････････････････････ 849

アシクロビル
【外用】	（口唇ヘルペス〔再発〕治療剤）
アクチビア軟膏 	･････････････････････････ 538
ヘルペシアクリーム 	･････････････････ 539

アシタザノラスト水和物
【外用】	
アレジフェンス 	･････････････････････････ 312

アシドフィルス菌
➡ラクトミン

アスコルビン酸
➡ビタミンC

アスコルビン酸カルシウム
➡ビタミンC

アスコルビン酸ナトリウム
➡ビタミンC

L-アスパラギン酸カリウム
➡アスパラギン酸カリウム

アスパラギン酸カリウム
【内服】	 （代謝改善剤）
アスパラMAX 	･･････････････････････････ 869
アスパラドリンクα 	･････････････････ 869
アスパラメガ 	･････････････････････････････ 581
新ローヤルゼロントB 	･･････････････ 611
新ローヤルゼロントBフレッシュ	

	･････････････････････････････････････････････ 612
【外用】	 （代謝改善剤）
アイラート40 	･･･････････････････････････ 282
アイリスネオ〈クール〉	･････････････ 284
アイリスネオ〈ソフト〉	･････････････ 284
アイリス	フォン	ブレイク 	･･･････ 284
アイリス	フォン	リフレッシュ	
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浅田飴こども鼻炎S❷ ･･････････････････ 343
浅田飴せきどめ② ････････････ 108,㊢ 002
浅田飴せきどめCL② ･･･････････････････ 108
浅田飴せきどめGA② ･･････････････････ 108
浅田飴せきどめLE② ････････････････････ 109
浅田飴せきどめOG② ･･････････････････ 109
浅田飴せきどめSD② ･･･････････････････ 109
浅田飴糖衣L 部 ･････････････････････････････ 836
浅田飴糖衣P 部 ･････････････････････････････ 836
浅田飴糖衣R 部 ･････････････････････････････ 837
浅田飴のどクールスプレー❸ ･･････ 369
アシノンZ胃腸内服液❶ ･･････････････ 171
アシノンZ錠❶ ････････････････ 172,㊢ 015
アスクロン❷ ･････････････････････････････････ 109
アスコル2000❸ ･･･････････････････････････ 594
アスコルビン酸K❸ ･･････････････････････ 594
アスターG軟膏❷ ･････････････････････････ 514
アスター軟膏❷ ･････････････････････････････ 514
アスター軟膏a❷ ･･････････････････････････ 514
アストフィリンS② ･･････････････････････ 110
アスパラMAX 部 ･･････････････････････････ 869
アスパライトロイヤルE❸ ･･････････ 285
アスパラドリンクα 部 ･････････････････ 869
アスパラメガ❸ ･････････････････････････････ 581
アスパラ目薬Lプラス❷ ･･････････････ 285
アスパラ目薬クールICプラス❷  
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アスビタン〈デルマ〉❸ ･････････････････ 584
アセス❸ ･･･････････････････････････ 383,㊢ 012
アセスE❸ ･････････････････････････････････････ 383
アセスL❸ ･････････････････････････････････････ 384
アセス液❸ ･ ･･･････････････････････････････････ 384
アセスジュニア❸ ･････････････････････････ 384
アセスメディクリーン❸  

･････････････････････････････････････ 384,㊢ 012
アセトアミノフェンK錠❷ ････････････ 10
アセムヒEX② ･･･････････････････････････････ 471
アセモア❷ ･ ･･･････････････････････････････････ 471
アセモアａ❷ ･････････････････････････････････ 471
アーチスキン 部 ････････････････････････････ 848
アットノン❷ ･････････････････････････････････ 539
アットノンcEX❷ ･････････････････････････ 539

アットノンEX❷ ･･･････････････････････････ 539
アットノンt❷ ･･･････････････････････････････ 540
アトラスミン葛根湯液❷ ･････････････ 713
アドレニンエース錠② ･････････････････ 110
穴あきサロンパスAe ❸ ････････････････ 438
 愛 称  ･アニマリンA 部 ･････････････････････ 850
アニマリンL錠❸ ･････････････････････････ 635
アネトンアルメディ鼻炎錠②  

･････････････････････････････････････ 343,㊢ 007
アネトンせき止め液② ････ 110,㊢ 006
アネトンせき止め液　分包② ･･････ 110
アネトンせき止め顆粒❶ ･････････････ 110
アネトンせき止め錠② ･････････････････ 111
アネロン「キャップ」② ･････････････････ 359
アネロン「ニスキャップ」② ･･････････ 359
アピトベール❷ ･････････････････････････････ 743
アフタガード② ･････････････････････････････ 374
アフタッチA② ･････････････････････････････ 375
アポスティー･EC＋B❸ ･･･････････････ 578
アポスティークリーム❷ ･････････････ 430
アポスティーローション❸ ･･････････ 417
アムティパップ❷ ･････････････････････････ 438
アラセナS❶ ･････････････････････ 538,㊢ 013
アラセナSクリーム❶ ･･････････････････ 539
アリナファイトエース-50❸ ･･･････ 581
アリナミン7 部 ････････････････ 850,㊢ 004
アリナミンA❸ ････････････････ 581,㊢ 003
アリナミンA50❸ ････････････････････････ 582
アリナミンEXゴールド❸  
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アリナミンR 部 ･････････････････････････････ 850
アリナミンRオフ 部 ･････････････････････ 850
アリナミンV 部 ････････････････ 851,㊢ 003
アリナミンV＆V･NEW 部 
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アリナミンV＆Vロイヤル 部 
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アリナミンVゼロ 部 ･ ･･････ 852,㊢ 003
アリナミン錠 部 ････････････････････････････ 852
アリナミンゼロ7 部 ･････････ 852,㊢ 004
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アルガードクイックチュアブル❷  
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製品名索引
要：要指導医薬品，❶：第1類医薬品，②：指定第2類医薬品，❷：第2類医薬品，❸：第3類医薬品，
部：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」
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浅田飴
浅田飴AZうがい薬❸ ･

･････････････････････････････････ 129,㊢ 002
浅田飴AZのどスプレーS❸ ･････ 369
浅田飴うがい薬W❸ ････････････････ 129
アサダアメガードドロップ
AP 部 ･･････････････････････････････････ 836

アサダアメガードドロップ
GF 部 ･･････････････････････････････････ 836

アサダアメガードドロップ
GR 部 ･･････････････････････････････････ 836

浅田飴子供せきどめドロップG
② ････････････････････････････････････････ 108

浅田飴子供せきどめドロップS
② ････････････････････････････････････････ 108

浅田飴こども鼻炎S❷ ･･･････････････ 343
浅田飴せきどめ② ････････ 108,㊢ 002
浅田飴せきどめCL② ･･･････････････ 108
浅田飴せきどめGA② ･･････････････ 108
浅田飴せきどめLE② ････････････････ 109
浅田飴せきどめOG② ･･････････････ 109
浅田飴せきどめSD② ･･･････････････ 109
浅田飴糖衣L 部 ･･････････････････････････ 836
浅田飴糖衣P 部 ･････････････････････････ 836
浅田飴糖衣R 部 ･････････････････････････ 837
浅田飴のどクールスプレー❸ ･･ 369
去痰CB錠❷ ･･････････････････････････････ 112
固形浅田飴クールS② ･･ 113,㊢ 002
固形浅田飴ニッキS② ･･･････････････ 113
固形浅田飴パッションS② ･･･････ 113
トラベロップQQG❷ ･･････････････ 362
トラベロップQQS❷ ･･･････････････ 363
トラベロップQQゼリー子供用

❷ ････････････････････････････････････････ 363
ヘパドロイド油性クリーム❷ ･･ 507
ルルのど飴DXグレープ味 部 ･･ 834

アサヒグループ食品 
エビオス錠 部 ････････････････････････････ 842
エビオス整腸薬 部 ･････････････････････ 843
新ラクトーンA 部 ･････････････････････ 844
和光堂マルツエキス・スティック

❸ ････････････････････････････････････････ 254

天藤製薬
内服ボラギノールEP❷ ････････････ 408
ボラギノールA坐剤② ･

･････････････････････････････････ 404,㊢ 008
ボラギノールA注入軟膏②  

･････････････････････････････････ 407,㊢ 008
ボラギノールA軟膏② ･

･････････････････････････････････ 407,㊢ 008

ボラギノールM坐剤❷ ･････････････ 404
ボラギノールM軟膏❷ ･････････････ 407

アラクス
オトナノーシンピュア② ････････････ 12
カイベールC② ･････････････････････････ 245
カフェクール500❸ ･･･････････････････ 92
小中学生用ノーシンピュア② ････ 14
チェックワン❷ ･････････････････････････ 807
チェックワンLH・Ⅱ排卵日予測
検査薬❶ ･････････････････････････････ 807

ノーシン② ･･･････････････････････････････････ 19
ノーシンアイ頭痛薬② ･･･････････････ 19
ノーシンエフ200② ･･･････････････････ 20
ノーシン錠② ･･･････････････････････････････ 20
ノーシンピュア② ･･･････････････････････ 20
ノーシンホワイト〈細粒〉② ････････ 20
ノーシンホワイト錠② ･･･････････････ 20
ハイタミン錠② ･･･････････････････････････ 21

アリナミン製薬
アクテージAN錠❸ ･････ 581,㊢ 005
アクテージSN錠❸ ･･････････････････ 591
アネトンアルメディ鼻炎錠②  

･････････････････････････････････ 343,㊢ 007
アネトンせき止め液②  

･････････････････････････････････ 110,㊢ 006
アネトンせき止め顆粒❶ ･･････････ 110
アネトンせき止め錠② ･････････････ 111
アリナミン7 部 ･････････････ 850,㊢ 004
アリナミンA❸ ････････････ 581,㊢ 003
アリナミンA50❸ ･････････････････････ 582
アリナミンEXゴールド❸ ･

･････････････････････････････････ 591,㊢ 003
アリナミンEXプラス❸  

･････････････････････････････････ 592,㊢ 003
アリナミンEXプラスα❸  

･････････････････････････････････ 592,㊢ 003
アリナミンR 部 ･････････････････････････ 850
アリナミンRオフ 部 ･････････････････ 850
アリナミンV 部 ････････････ 851,㊢ 003
アリナミンV＆V･NEW 部 

･････････････････････････････････ 851,㊢ 004
アリナミンV＆Vロイヤル 部 ･

･････････････････････････････････ 851,㊢ 004
アリナミンVゼロ 部 ････ 852,㊢ 003
アリナミン錠 部 ･････････････････････････ 852
アリナミンゼロ7 部 ･････ 852,㊢ 004
アリナミンナイトリカバー 部 ･

･････････････････････････････････ 853,㊢ 004
アリナミンメディカルバラン
ス 部 ･･･････････････････････ 853,㊢ 004

オスバンS❸ ･･････････････････････････････ 418
オスバンラビングA❸ ･･････････････ 418
クリア❷ ･ ･･･････････････････････････････････ 246
グレランエース錠② ･･･････････････････ 12
グレラン・ビット② ･･･････････････････ 12
ザッツ❷ ･ ･･･････････････････････････････････ 180
ザッツ錠❷ ･････････････････････････････････ 180
ザッツ21❷ ･･･････････････････････････････ 180
新カルシチュウD3 ❷ ･･･ 658,㊢ 006
新カルシチュウD3グリーンT❷ ･

･･････････････････････････････････････････････ 658
新マイティアA❸ ･････････････････････ 317
ストレージタイプG❷ ･ 185,㊢ 008
ストレージタイプH❷ ･ 185,㊢ 007
ストレージタイプI❷ ･･ 185,㊢ 007
ストレージタイプSA❷ ････････････ 754
ストレージタイプSK❷ ････････････ 710
ストレージタイプZK❷ ･･･････････ 760
ストレージタイプZM❷ ･ ･････････ 791
タケダ漢方胃腸薬A❷ ･･････････････ 174
タケダ漢方胃腸薬A末〈分包〉❷ ･

･･････････････････････････････････････････････ 174
タケダ漢方胃腸薬K❷ ･･････････････ 190
タケダ漢方胃腸薬K末❷ ･･････････ 190
タケダ漢方便秘薬❷ ････ 253,㊢ 007
ドキシン錠② ･･･････････････････････････････ 97
トコロールEゴールド❸ ･･････････ 576
内服ボラギノールEP❷ ････････････ 408
ニコレット② ･････････････････････････････ 802
ニコレットアイスミント② ･･････ 802
ニコレットクールミント② ･

･････････････････････････････････ 802,㊢ 009
ニコレットフルーティミント② ･

･･････････････････････････････････････････････ 803
NewマイティアCL-a❸ ･･････････ 319
NewマイティアCL-s❸ ･･････････ 319
NewマイティアCL-Wケア❸ ･

･････････････････････････････････ 299,㊢ 008
NewマイティアCLアイスク
ラッシュ❸ ･････････････････････････ 319

NewマイティアCLアイスリフ
レッシュ❸ ･････････････････････････ 320

NewマイティアCLクール-a❸  
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NewマイティアCLクールHi-a
❸ ････････････････････････････････････････ 320

NewマイティアCLクールHi-s
❸ ･･･････････････････････････ 320,㊢ 008

NewマイティアCLクール-s❸  
･･････････････････････････････････････････････ 320

NewマイティアCLビタクリア
クール❸ ･････････････････････････････ 299

会社別索引
要：要指導医薬品，❶：第1類医薬品，②：指定第2類医薬品，❷：第2類医薬品， 

❸：第3類医薬品，部：指定医薬部外品を表します。
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