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製品名:和名 製造販売元 経済課コード リスク区分等

コーセー感冒カプセルS 愛知県厚生農業協同組合連合会 118D00D00005 指定第2類
コールドカットソフトカプセル 愛知県厚生農業協同組合連合会 118D00D00511 指定第2類
青木かぜ薬 （有）青木流芳院 590G00A04213 指定第2類
青木家宝湯 （有）青木流芳院 590G00A06234 第2類
神命湯 （有）青木流芳院 590G01A06234 第2類
浄血湯 （有）青木流芳院 590G02A06234 第2類
鎮狂湯 （有）青木流芳院 590G00A09655 第2類
鎮痛補血湯 （有）青木流芳院 590G01A09655 第2類
キクダマ胃腸丸 （株）赤玉堂 233R00D01610 第3類
コウドン（W） （株）赤玉堂 118B00D00132 指定第2類
サンプンラク （株）赤玉堂 114B00D00106 指定第2類
新セキドメ （株）赤玉堂 224B00D00309 指定第2類
浅田飴 （株）浅田飴 224Z00A05318 指定第2類
浅田飴子供せきどめドロップ （株）浅田飴 224C01A00009 指定第2類
浅田飴子供せきどめドロップG （株）浅田飴 224C00D10004 指定第2類
浅田飴子供せきどめドロップS （株）浅田飴 224C00A10021 指定第2類
浅田飴子供せきどめドロップY （株）浅田飴 224C00D10034 指定第2類
浅田飴せきどめ （株）浅田飴 224C02A00017 指定第2類
浅田飴せきどめCL （株）浅田飴 224C00A10020 指定第2類
浅田飴せきどめGA （株）浅田飴 224C00D10015 指定第2類
浅田飴せきどめLE （株）浅田飴 224C00D10016 指定第2類
浅田飴せきどめOG （株）浅田飴 224C00D10030 指定第2類
浅田飴せきどめSD （株）浅田飴 224C00D10032 指定第2類
固形浅田飴クールS （株）浅田飴 224C00D00757 指定第2類
固形浅田飴ニッキS （株）浅田飴 224C00D00736 指定第2類
固形浅田飴パッションS （株）浅田飴 224C00D00703 指定第2類
コフチンS （株）浅田飴 224C00D00008 指定第2類
トラベロップQQ G （株）浅田飴 133C00D10020 第2類
トラベロップQQ S （株）浅田飴 133C00D10021 第2類
ビエロップQQ （株）浅田飴 132C01D10004 第2類
鼻炎チュアブルM （株）浅田飴 132C00D00014 第2類
ビノックのどクールS （株）浅田飴 224C01A10033 指定第2類
新朝日エフコデ 朝日製薬（株）・奈 224B05D00001 指定第2類
新スターミンA 朝日製薬（株）・奈 118B00D00025 指定第2類
新スターミン錠G 朝日製薬（株）・奈 118C01D00055 指定第2類
スターミンカプセル 朝日製薬（株）・奈 118D00B00201 指定第2類
づつうはいたアサヒスピード 朝日製薬（株）・奈 114B00B00146 指定第2類
ネオスピード 朝日製薬（株）・奈 114B00B01823 指定第2類
ネオスピード錠 朝日製薬（株）・奈 114C00B01268 指定第2類
熨斗朝日胃腸丸 朝日製薬（株）・奈 233R00B01048 第3類
熨斗朝日丸 朝日製薬（株）・奈 231R00B01063 第3類
イノセアワンブロック あすか製薬（株） 232D00A00087 第1類
明日A アスゲン製薬（株） 222B00A00862 指定第2類
アスゲンT錠 アスゲン製薬（株） 279C01A00547 第3類
アスゲンかぜ総合錠 アスゲン製薬（株） 118C07A10002 指定第2類
アスゲン散 アスゲン製薬（株） 222B00A00964 指定第2類
アスゲン散EX アスゲン製薬（株） 222B00A00795 指定第2類
アスゲン錠EX アスゲン製薬（株） 222C00A00340 指定第2類
アスゲン長城冠丹元顆粒 アスゲン製薬（株） 219B00A00535 第2類
アスゲン鼻炎カプセルS アスゲン製薬（株） 132D01A00117 指定第2類
アスゲン鼻炎錠S アスゲン製薬（株） 132C01A10008 第2類
温経湯エキス錠N「アスゲン」 アスゲン製薬（株） 520C02A00594 第2類
温清飲エキス錠N「アスゲン」 アスゲン製薬（株） 520C01A00629 第2類
ガノン顆粒KA-Ⅱ アスゲン製薬（株） 118B06A10009 指定第2類
ガノン鼻炎L アスゲン製薬（株） 132D00A00127 指定第2類
牛黄純末カプセル アスゲン製薬（株） 211D00A00084 第3類
シロップAアスゲンa アスゲン製薬（株） 224E05A10001 指定第2類
錠Aアスゲン アスゲン製薬（株） 222C03A10007 指定第2類
スズレックス顆粒EX アスゲン製薬（株） 118B03A10008 指定第2類
スルーナAL錠 アスゲン製薬（株） 441C00A00458 第2類
清心蓮子飲エキス顆粒H アスゲン製薬（株） 520B00A01102 第2類
喘妙散A アスゲン製薬（株） 222B00A10011 指定第2類
喘妙散α アスゲン製薬（株） 222B00A10012 指定第2類
喘妙シロップ(販売名:喘妙シロップa) アスゲン製薬（株） 224E04A10002 指定第2類
喘妙錠A アスゲン製薬（株） 222C00A10008 指定第2類
喘妙錠α アスゲン製薬（株） 222C00A10009 指定第2類
喘妙鼻炎錠S アスゲン製薬（株） 132C00A10009 第2類
竹茹温胆湯エキス顆粒「アスゲン」 アスゲン製薬（株） 520B01A00357 第2類
長城冠丹元顆粒 アスゲン製薬（株） 219B70A00024 第2類
長城清心丸 アスゲン製薬（株） 329R70A00032 第2類
ナイフル アスゲン製薬（株） 112C00A10253 指定第2類
馬場安寿丸 アスゲン製薬（株） 329R00A00337 第2類
バリファックス アスゲン製薬（株） 114C04A10001 指定第2類
白虎加人参湯エキス錠N「アスゲン」 アスゲン製薬（株） 520C01A00471 第2類
プロアスゲン細粒 アスゲン製薬（株） 520B03A00156 第2類
プロアスゲン「細粒」 アスゲン製薬（株） 520B02A00423 第2類
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プロアスゲン細粒G アスゲン製薬（株） 520B01A00157 第2類
ベネスロン アスゲン製薬（株） 114C01A10002 指定第2類
ポレガード アスゲン製薬（株） 441C00A00455 第2類
メディスク アスゲン製薬（株） 114C02A10003 指定第2類
アースシラミとりシャンプー アース製薬（株） 734M01A00679 第2類
アースレッドW(販売名:アースレッドF) アース製薬（株） 734Z01A00100 第2類
アースレッドWノンスモーク霧タイプ　マ
ンション・アパート用(販売名:アース
レッドノンスモークFA)

アース製薬（株） 734L00A00150 第2類

アースレッドプロα(販売名:アースレッ
ドpx)

アース製薬（株） 734Z01A00636 第2類

アースレッド　リビング用(販売名:アー
スくん蒸剤KJE)

アース製薬（株） 734L00A00369 第2類

医薬品トコジラミゴキブリアース(販売
名:BBジェットDE)

アース製薬（株） 734L00A00275 第2類

ゴキジェットプロ秒殺＋まちぶせ(販売
名:ゴキジェットD1)

アース製薬（株） 734L00A00552 第2類

サラテクトFA アース製薬（株） 733L00A00071 第2類
ダニアースレッド(販売名:ダニアース
レッドM1)

アース製薬（株） 734Z00A10281 第2類

ダニアースレッドノンスモーク霧タイプ
マンション・アパート用(販売名:アース
レッドノンスモークM)

アース製薬（株） 734L00A10265 第2類

バポナ殺虫プレート アース製薬（株） 734Z03A01638 第1類
バポナハーフ殺虫プレート アース製薬（株） 734Z03A00626 第1類
バポナミニ殺虫プレート アース製薬（株） 734Z03A01639 第1類
アーススミラブ発泡錠 アース・バイオケミカル（株） 734Z00A00341 第2類
アーススミラブ発泡錠05 アース・バイオケミカル（株） 734Z00A10277 第2類
アーススミラブ発泡錠10 アース・バイオケミカル（株） 734Z00A10278 第2類
アーススミラブ発泡錠20 アース・バイオケミカル（株） 734Z00A10279 第2類
アーススミラブ粒剤 アース・バイオケミカル（株） 734Z00A00272 第2類
アルトシッド10F アース・バイオケミカル（株） 734Z01A01553 第2類
ウオノメバンA 阿蘇製薬（株） 266Z00A00468 第2類
ウオノメバンF 阿蘇製薬（株） 266P00D00836 第2類
エースバン〈クリスタル透明〉(販売名:
エースバンGC)

阿蘇製薬（株） 262Z00A00202 第3類

エースバン〈半透明〉(販売名:エースバ
ンGC)

阿蘇製薬（株） 262Z00A00202 第3類

エースバン〈防水〉(販売名:エースバン
AU)

阿蘇製薬（株） 262Z00A00203 第3類

エフゲン 阿蘇製薬（株） 732Z00A01593 要指導医薬品
きずテープ 阿蘇製薬（株） 262Z00D05052 第3類
ケンエーママラック 阿蘇製薬（株） 261Z00A00704 第2類
コーンプラスターワンタッチ 阿蘇製薬（株） 266P00D01037 第2類
デルコ(販売名:デルコS) 阿蘇製薬（株） 266Z00D00469 第2類
デルモーゲン 阿蘇製薬（株） 264M00A03678 第3類
リバユニテープA 阿蘇製薬（株） 262Z00D00301 第3類
内服ボラギノールEP 天藤製薬（株） 255B00A00588 第2類
ボラギノールA坐剤 天藤製薬（株） 255Q00A00093 指定第2類
ボラギノールA注入軟膏 天藤製薬（株） 255N00A00713 指定第2類
ボラギノールA軟膏 天藤製薬（株） 255N00A00092 指定第2類
ボラギノールM坐剤 天藤製薬（株） 255Q00A00095 第2類
ボラギノールM軟膏 天藤製薬（株） 255N00A00094 第2類
雨森無二膏 （有）雨森敬太郎薬房 264P00D02087 第2類
アラクス鼻炎スティック （株）アラクス 132B00A10010 第2類
カイベールC （株）アラクス 235C00A00183 指定第2類
カイベールアロエプラス （株）アラクス 235C02A10005 指定第2類
カフェクール200 （株）アラクス 115B00A00288 第3類
小中学生用ノーシンピュア （株）アラクス 114C02A10001 指定第2類
しんせんとう「五積散」 （株）アラクス 520G00A00415 第2類
セイドーA （株）アラクス 231C00A10003 第2類
セイドーストッピー （株）アラクス 231B00A10001 第2類
チェック ワン （株）アラクス 744J11T 第2類
チェックワンデジタル （株）アラクス 744J11T 第2類
ノーシン （株）アラクス 114B03A00003 指定第2類
ノーシンAc （株）アラクス 114C02A10005 第2類
ノーシンアイ頭痛薬 （株）アラクス 114C00A00334 指定第2類
ノーシンエフ200 （株）アラクス 114D00A00135 指定第2類
ノーシン「細粒」 （株）アラクス 114B00A00028 指定第2類
ノーシン錠 （株）アラクス 114C03A00005 指定第2類
ノーシンピュア （株）アラクス 114C00A00151 指定第2類
ノーシンホワイト〈細粒〉 （株）アラクス 114B00A00012 指定第2類
ノーシンホワイト錠 （株）アラクス 114C00A00011 指定第2類
ハイタミン錠 （株）アラクス 114C00A00043 指定第2類
ホワイトピュア （株）アラクス 114C00A00161 指定第2類
赤玉神教丸 有川製薬（株） 233R01D00935 第3類
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有川神教丸 有川製薬（株） 231R00D00934 第2類
宮川六神丸 有川製薬（株） 211R00D01126 第2類
新処赤玉千龍丸 （有）有川製薬所 231R00A01019 第2類
エサヘパンS アルフレッサファーマ（株） 218D70A00038 第3類
紫雲膏チューブ アルフレッサファーマ（株） 520N00D01762 第2類
シンプトップ アルフレッサファーマ（株） 218D70A00014 第3類
ノチラック アルフレッサファーマ（株） 218D70A00032 第3類
リリース総合感冒薬 アルフレッサファーマ（株） 118D00A00911 指定第2類
アロエ製薬便秘錠 アロエ製薬（株） 235C00D00162 第2類
間宮アロエ軟膏a アロエ製薬（株） 262N00D10109 第3類
ネオシーダー （株）アンターク本舗 224Z00A02584 指定第2類
アスタシオンAG点鼻薬 池尻製薬（株） 132M00A00369 第2類
オリール浣腸30 池尻製薬（株） 235M01A10038 第2類
オリール浣腸40 池尻製薬（株） 235M00A10047 第2類
グローアルファAG 池尻製薬（株） 132M00A00370 第2類
サニフィックノドスプレー 池尻製薬（株） 279M00B00375 第3類
スローティ 池尻製薬（株） 279M00A00492 第3類
のどスプレーモダンダッシュ 池尻製薬（株） 279M00A00505 第3類
フルルミンのどスプレー 池尻製薬（株） 279M00A00606 第3類
マキエース 池尻製薬（株） 261M00A00023 第2類
液体ムヒS2a （株）池田模範堂 264M00A00454 指定第2類
液体ムヒアルファEX （株）池田模範堂 264M00A10118 指定第2類
液体ムヒベビー （株）池田模範堂 264M00A00239 第3類
ケアレケア （株）池田模範堂 264N00A00672 第3類
こどもムヒソフト （株）池田模範堂 264N01A00048 第3類
テレスHiクリームS （株）池田模範堂 264N01A10014 指定第2類
テレスHi軟膏S （株）池田模範堂 264N01A10015 指定第2類
テレスハイクリーム （株）池田模範堂 264N00A00642 指定第2類
テレスハイ軟膏 （株）池田模範堂 264N02A00643 指定第2類
テレスハイローション （株）池田模範堂 264N01A00644 指定第2類
デリケア （株）池田模範堂 264N01A00372 第3類
デリケアM's(販売名:デリケアエムズ) （株）池田模範堂 264N00A00722 第3類
ヒビケアFT軟膏(販売名:ヒビケアFT) （株）池田模範堂 269N01A00639 第3類
ヒビケア軟膏(販売名:ヒビケア) （株）池田模範堂 269N01A00692 第3類
ポケムヒS （株）池田模範堂 264M00A10123 第3類
ムヒHD(販売名:ムヒエイチディ) （株）池田模範堂 264M01A00103 指定第2類
ムヒS （株）池田模範堂 264N00A00890 第3類
ムヒアルファEX （株）池田模範堂 264N00A00957 指定第2類
ムヒアルファSⅡ （株）池田模範堂 264N01A00572 指定第2類
ムヒソフトGX （株）池田模範堂 264N02A00485 第3類
ムヒソフトGX乳状液 （株）池田模範堂 264N01A00240 第3類
ムヒのきず液 （株）池田模範堂 261M00A00026 第3類
ムヒの虫よけムシペールPS （株）池田模範堂 733L00A00613 第2類
ムヒの虫よけムシペールα （株）池田模範堂 733M00A00612 第2類
ムヒ・ベビー （株）池田模範堂 264N00A00646 第3類
アオゾラのどスプレー 池田薬品工業（株） 279M00B00696 第3類
胃養丸 池田薬品工業（株） 233R00D00253 第3類
カイゲンAZのどスプレー 池田薬品工業（株） 279M00A00261 第3類
カイゲンのどスプレー 池田薬品工業（株） 279M00A01446 第3類
かぜえがお錠S 池田薬品工業（株） 118C00B00085 指定第2類
カヨナ 池田薬品工業（株） 265N00B04343 第2類
クリームワームS 池田薬品工業（株） 264N00B00058 第2類
サンマリエ 池田薬品工業（株） 266N00A00733 第3類
ジェントルスロートAZ 池田薬品工業（株） 279M00A00262 第3類
スロナースのどスプレー 池田薬品工業（株） 279M00A00526 第3類
スロパールのどスプレー 池田薬品工業（株） 279M00A00260 第3類
せきえがお 池田薬品工業（株） 222B00B00232 指定第2類
ナチュラルハンド20DX 池田薬品工業（株） 266N00A00572 第3類
ノーチカA 池田薬品工業（株） 114B00B03353 指定第2類
ノーチカ錠S 池田薬品工業（株） 114C01B00062 指定第2類
ワーム 池田薬品工業（株） 262N00B01180 第2類
ワムナールDX 池田薬品工業（株） 266N00A00479 第3類
ワムナールDXⅡ 池田薬品工業（株） 266N00A00571 第3類
ワムナールEX 池田薬品工業（株） 266N01A00026 第3類
ワムナールプラス20 池田薬品工業（株） 266N00A00253 第3類
ワムナールプラスローション 池田薬品工業（株） 266N00A00418 第3類
イスクラ温胆湯エキス顆粒 イスクラ産業（株） 520B01A00687 第2類
イスクラ衛益顆粒S イスクラ産業（株） 590B00A00651 第2類
イスクラ開気丸 イスクラ産業（株） 590R00A00497 第2類
イスクラ華陀膏 イスクラ産業（株） 265N00A10021 第2類
イスクラ冠元顆粒 イスクラ産業（株） 590B00A00359 第2類
イスクラ健胃顆粒S イスクラ産業（株） 590B00A00655 第2類
イスクラ健脾散エキス顆粒 イスクラ産業（株） 520B03A00657 第2類
イスクラ杞菊地黄丸 イスクラ産業（株） 520R00A00496 第2類
イスクラ参茸補血丸 イスクラ産業（株） 590R00A00514 第2類
イスクラ酸棗仁湯顆粒 イスクラ産業（株） 520B00A00740 第2類
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イスクラ瀉火補腎丸 イスクラ産業（株） 520R02A00011 第2類
イスクラ瀉火利湿顆粒 イスクラ産業（株） 520B03A00513 第2類
イスクラ勝湿顆粒 イスクラ産業（株） 520B02A00678 第2類
イスクラ逍遙丸 イスクラ産業（株） 520R00A00461 第2類
イスクラ浸膏槐角丸 イスクラ産業（株） 590R00A00478 第2類
イスクラ心脾顆粒 イスクラ産業（株） 590B00A00414 第2類
イスクラ参馬補腎丸 イスクラ産業（株） 329R00A00510 第2類
イスクラ清営顆粒 イスクラ産業（株） 235B00A10022 第2類
イスクラ双料杞菊顆粒S イスクラ産業（株） 520B01A00656 第2類
イスクラ双料参茸丸 イスクラ産業（株） 590R00A00511 第2類
イスクラ頂調顆粒 イスクラ産業（株） 520B03A00830 第2類
イスクラ天津感冒片 イスクラ産業（株） 590C00A00469 第2類
イスクラ天王補心丹T イスクラ産業（株） 590R00A00331 第2類
イスクラ独歩顆粒 イスクラ産業（株） 590B00A00404 第2類
イスクラ八仙丸T イスクラ産業（株） 520R00A00332 第2類
イスクラ麦味参顆粒 イスクラ産業（株） 329B00A00506 第3類
イスクラ鼻淵丸 イスクラ産業（株） 590R00A00477 第2類
イスクラ婦宝当帰膠 イスクラ産業（株） 590E00A00294 第2類
イスクラ婦宝当帰膠B イスクラ産業（株） 590E00A00032 第2類
イスクラ平喘顆粒 イスクラ産業（株） 520B01A00685 第2類
イスクラ補中丸T イスクラ産業（株） 590R00A00330 第2類
イスクラ麻杏止咳顆粒S イスクラ産業（株） 590B00A00654 指定第2類
イスクラ涼解楽 イスクラ産業（株） 590B00A00512 第2類
イヅミ正露丸 和泉薬品工業（株） 231R00D10029 第2類
イヅミ糖衣正露丸 和泉薬品工業（株） 2227APX10002 第2類
イノターゼ胃腸液 伊丹製薬（株） 233E01A10004 第3類
イノターゼ内服液G 伊丹製薬（株） 233E02A10005 第3類
ウット 伊丹製薬（株） 112C00D01909 指定第2類
コールトップB液 伊丹製薬（株） 224E01A00010 指定第2類
コールトップ液GK「小児用」 伊丹製薬（株） 118E01A10021 指定第2類
小児用新コールトップ液「プラス」 伊丹製薬（株） 118E00A10032 指定第2類
小児用新コールトップ液A 伊丹製薬（株） 118E03A00007 指定第2類
小児用新コールトップ液K 伊丹製薬（株） 118E00A00127 指定第2類
小児用ロイム液 伊丹製薬（株） 118E00A00021 指定第2類
新コアラドリンク 伊丹製薬（株） 329E00A00998 第3類
新バイトゴールド2000 伊丹製薬（株） 329E00A00987 第3類
新バイトゴールド3000 伊丹製薬（株） 329E00A00992 第3類
新ビタアリンドリンクⅡ 伊丹製薬（株） 329E00A00988 第3類
スカイラブソフト 伊丹製薬（株） 133C00D00027 第2類
スローソフト 伊丹製薬（株） 133C00D00030 第2類
バイトローヤルSG 伊丹製薬（株） 317E01A00673 第3類
ビタアリンドリンクⅡ 伊丹製薬（株） 329E00A00997 第3類
ビワ湖浣腸10 伊丹製薬（株） 235M00D00577 第2類
ビワ湖浣腸20 伊丹製薬（株） 235M00D00576 第2類
ビワ湖浣腸30 伊丹製薬（株） 235M00D00575 第2類
ビワ湖浣腸40 伊丹製薬（株） 235M00A00011 第2類
ヘパバイト 伊丹製薬（株） 317E00A00108 第3類
ランスミンC 伊丹製薬（株） 314C04A10006 第3類
ランスミンE300 伊丹製薬（株） 315D00D00020 第3類
一元乃錠剤乙字湯 一元製薬（株） 520C00A01308 第2類
一元乃錠剤牛車腎気丸 一元製薬（株） 520C00A01197 第2類
一元乃錠剤釣藤散 一元製薬（株） 520C00A01002 第2類
一元乃錠剤麻黄湯 一元製薬（株） 520C00A01152 第2類
一元乃錠剤麻杏甘石湯 一元製薬（株） 520C00A00864 第2類
一元乃錠剤抑肝散 一元製薬（株） 520C00A00498 第2類
黄解A錠 一元製薬（株） 520C00A00092 第2類
黄解B錠 一元製薬（株） 520C00A00093 第2類
還精 一元製薬（株） 520C00A00104 第2類
錠剤安中散 一元製薬（株） 520C00A00118 第2類
錠剤茵ちん蒿湯 一元製薬（株） 520C00A00136 第2類
錠剤温経湯 一元製薬（株） 520C00A00101 第2類
錠剤温清飲 一元製薬（株） 520C00A00134 第2類
錠剤越婢加朮湯 一元製薬（株） 520C00A00135 第2類
錠剤葛根湯 一元製薬（株） 520C00A00111 第2類
錠剤加味逍遙散 一元製薬（株） 520C00A00114 第2類
錠剤きゅう帰膠艾湯 一元製薬（株） 520C00A00148 第2類
錠剤桂枝加龍牡湯 一元製薬（株） 520C00A00129 第2類
錠剤桂枝湯 一元製薬（株） 520C00A00125 第2類
錠剤桂枝茯苓丸 一元製薬（株） 520C00A00098 第2類
錠剤香蘇散 一元製薬（株） 520C00A00144 第2類
錠剤五積散 一元製薬（株） 520C00A00127 第2類
錠剤五苓散 一元製薬（株） 520C00A00109 第2類
錠剤柴胡加竜骨牡蠣湯 一元製薬（株） 520C00A00122 第2類
錠剤柴胡桂枝乾姜湯 一元製薬（株） 520C00A00124 第2類
錠剤柴胡桂枝湯 一元製薬（株） 520C00A00097 第2類
錠剤柴胡清肝散 一元製薬（株） 520C00A00132 第2類
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錠剤四物湯 一元製薬（株） 520C00A00107 第2類
錠剤芍薬甘草湯 一元製薬（株） 520C00A00119 第2類
錠剤小建中湯 一元製薬（株） 520C00A00121 第2類
錠剤小柴胡湯 一元製薬（株） 520C00A00095 第2類
錠剤小青竜湯 一元製薬（株） 520C00A00108 第2類
錠剤消風散 一元製薬（株） 520C00A00133 第2類
錠剤鍼砂湯 一元製薬（株） 520C00A00147 第2類
錠剤十全大補湯 一元製薬（株） 520C00A00143 第2類
錠剤十味敗毒湯 一元製薬（株） 520C00A00116 第2類
錠剤清上防風湯 一元製薬（株） 520C00A00131 第2類
錠剤大黄牡丹皮湯 一元製薬（株） 520C00A00146 第2類
錠剤大柴胡湯 一元製薬（株） 520C00A00096 第2類
錠剤猪苓湯 一元製薬（株） 520C00A00115 第2類
錠剤桃核承気湯 一元製薬（株） 520C00A00103 第2類
錠剤当帰四逆加呉生姜湯 一元製薬（株） 520C00A00123 第2類
錠剤当芍散 一元製薬（株） 520C00A00090 第2類
錠剤人参湯 一元製薬（株） 520C00A00120 第2類
錠剤半夏厚朴湯 一元製薬（株） 520C00A00117 第2類
錠剤半夏しゃ心湯 一元製薬（株） 520C00A00094 第2類
錠剤麦門冬湯 一元製薬（株） 520C00A00145 第2類
錠剤茯苓飲 一元製薬（株） 520C00A00099 第2類
錠剤平胃散 一元製薬（株） 520C00A00126 第2類
錠剤補中益気湯 一元製薬（株） 520C00A00113 第2類
錠剤防已黄耆湯 一元製薬（株） 520C00A00130 第2類
錠剤防風通聖散 一元製薬（株） 520C00A00110 第2類
錠剤六君子湯 一元製薬（株） 520C00A00128 第2類
錠剤苓姜朮甘湯 一元製薬（株） 520C00A00142 第2類
錠剤苓桂朮甘湯 一元製薬（株） 520C00A00102 第2類
大黄錠 一元製薬（株） 520C00A00140 第2類
ノンパースA（錠剤葛根湯加辛夷川きゅ
う）

一元製薬（株） 520C00A00137 第2類

ノンパースB（錠剤荊芥連翹湯） 一元製薬（株） 520C00A00138 第2類
ノンパースD（錠剤辛夷清肺湯） 一元製薬（株） 520C00A00139 第2類
ハトムギ錠 一元製薬（株） 510C00A00141 第3類
補益 一元製薬（株） 520C00A00085 第2類
イチジク浣腸10 イチジク製薬（株） 235M00A10053 第2類
イチジク浣腸20 イチジク製薬（株） 235M00A10054 第2類
イチジク浣腸30 イチジク製薬（株） 235M00A10046 第2類
イチジク浣腸30E イチジク製薬（株） 235M00A10013 第2類
イチジク浣腸40 イチジク製薬（株） 235M00A00077 第2類
イチジク浣腸40E イチジク製薬（株） 235M00A10086 第2類
イチジク浣腸ジャバラ イチジク製薬（株） 235M00A00015 第2類
リセッチ イチジク製薬（株） 235M02A10010 第2類
イトーの葛根湯エキス顆粒 井藤漢方製薬（株） 520B02A00124 第2類
センナ錠I 井藤漢方製薬（株） 235C00A00056 指定第2類
ハーベルシーS 井藤漢方製薬（株） 2227APX10014 指定第2類
カンテン末　かんてんぱぱの寒天粉末 伊那食品工業（株） 5100041A1018 第3類
黄参活寿内服液 犬伏製薬（株） 317E01A01088 第3類
活寿内服液 犬伏製薬（株） 317E00A00272 第3類
敬震S 犬伏製薬（株） 211D00A01568 第2類
敬震丹 犬伏製薬（株） 211C00A01660 第2類
壮寿元 犬伏製薬（株） 211C00A01361 第2類
ユイマリンシロップ小児用 犬伏製薬（株） 118E04A10001 第2類
ユガトスV内服液 犬伏製薬（株） 317E00A00862 第3類
ユガトスカプセルS 犬伏製薬（株） 118D02A10001 指定第2類
ユガトスシロップ小児用 犬伏製薬（株） 118E07A00001 指定第2類
レイドミン内服液 犬伏製薬（株） 317E00A00625 第2類
アスコルビン酸錠500「イワキ」 岩城製薬（株） 314C00A00182 第3類
エンクロンクリームEX 岩城製薬（株） 264N00A10227 指定第2類
エンクロン軟膏EX 岩城製薬（株） 264N00A10226 指定第2類
エンクロンローションEX 岩城製薬（株） 264M00A00669 指定第2類
キンカンルギンクリーム 岩城製薬（株） 264N00A00778 指定第2類
スリーペイド 岩城製薬（株） 122C00A00388 指定第2類
ネオヨジンうがいぐすり 岩城製薬（株） 226M00A00444 第3類
ハピトップうがい薬 岩城製薬（株） 226M00A00078 第3類
ビタミンC「イワキ」 岩城製薬（株） 314A00A01233 第3類
ビタミンC錠500「イワキ」 岩城製薬（株） 314C00A00183 第3類
ビタミンEカプセル「イワキ」 岩城製薬（株） 315D00A00173 第3類
オーロラ-S ヴィタリス製薬（株） 247M00A03818 指定第2類
オットピン-S ヴィタリス製薬（株） 246N00A03817 第1類
外用ホルモン塗布剤オットピン ヴィタリス製薬（株） 246M00A03819 第1類
野中烏犀圓 ウサイエン製薬（株） 329Z00A04322 第3類
アイルビー・40E 牛津製薬（株） 131M00A00001 第3類
アイルビーAL 牛津製薬（株） 131M04A00002 第2類
アイルビークール 牛津製薬（株） 131M04A00001 第3類
アイルビー・ローズ 牛津製薬（株） 131M00A02410 第2類
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アイルビーロイヤル 牛津製薬（株） 131M21A10001 第3類
アンメルシンコンドロパワー錠 牛津製薬（株） 312C01A10001 第3類
インナーホワイト 牛津製薬（株） 314B00A10005 第3類
ウエルボーン・B錠 牛津製薬（株） 312C00A00870 第3類
エマフラシンシロップ 牛津製薬（株） 313E00A00004 第3類
グルコロイチンV 牛津製薬（株） 312C00A10004 第3類
こどもレジャール液 牛津製薬（株） 133E00A00703 第2類
こどもレバコール 牛津製薬（株） 317E01A00350 第3類
コフコール・ハイ 牛津製薬（株） 118C08A00001 指定第2類
紫香 牛津製薬（株） 231B00A00690 第2類
シャドーゲン 牛津製薬（株） 133C01A00002 指定第2類
新アイルビー 牛津製薬（株） 131M00A02462 第2類
新サルファ・ルビー 牛津製薬（株） 131M00A00960 第2類
じょとく 牛津製薬（株） 397C00A01448 第2類
セダックス錠 牛津製薬（株） 114C00A00660 指定第2類
バイオレット・アイ 牛津製薬（株） 131M03A00001 第3類
ビボーン・C 牛津製薬（株） 314B00A00003 第3類
ビボーン・C1500 牛津製薬（株） 314B00A00858 第3類
フェリアップ 牛津製薬（株） 397C00A01041 第2類
れいめいしん 牛津製薬（株） 211C00A00856 第2類
れいめいしん液 牛津製薬（株） 397E00A01415 第2類
レジャール液 牛津製薬（株） 133E00A00386 第2類
レジャール錠 牛津製薬（株） 133C00A01132 指定第2類
レジャール錠・学童用 牛津製薬（株） 133C00A01133 指定第2類
レジャール錠チュアブル 牛津製薬（株） 133C01A00005 第2類
レバコール 牛津製薬（株） 317E00A00674 第2類
レバコール100 牛津製薬（株） 397E00A00027 第3類
レバコール・S 牛津製薬（株） 397E00A00671 第2類
レバコール・ファイト 牛津製薬（株） 329C00A00285 第3類
レバコール・ロイヤル 牛津製薬（株） 317E00A00502 第2類
レバコールロイヤル・S 牛津製薬（株） 317E00A00316 第2類
ローズ・アイルビー 牛津製薬（株） 131M00A00010 第3類
うすきね血の道振薬 うすき製薬（株） 112G00A00934 第2類
後藤散 うすき製薬（株） 114B00A00289 指定第2類
後藤散いたみどめ顆粒 うすき製薬（株） 114B03A00001 指定第2類
後藤散かぜ薬顆粒 うすき製薬（株） 118B02A00001 指定第2類
後藤散せきどめ うすき製薬（株） 224B00A00478 指定第2類
ウチダの安中散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00373 第2類
ウチダの安中散料エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A01108 第2類
ウチダの茵ちん蒿湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00654 第2類
ウチダの茵ちん五苓湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00950 第2類
ウチダのウワウルシ （株）ウチダ和漢薬 510G00A03140 第2類
ウチダの温経湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01824 第2類
ウチダの温清飲 （株）ウチダ和漢薬 520Z00A00673 第2類
ウチダの温清飲エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B02A00025 第2類
ウチダの温清飲エキス散（分包） （株）ウチダ和漢薬 520B01A00026 第2類
ウチダの黄耆建中湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00459 第2類
ウチダの黄解丸加大黄 （株）ウチダ和漢薬 520R00A01055 第2類
ウチダの黄ごん湯 （株）ウチダ和漢薬 520G02A00569 第2類
ウチダの黄柏末 （株）ウチダ和漢薬 510G00A03142 第3類
ウチダの黄連解毒丸 （株）ウチダ和漢薬 520R00A02152 第2類
ウチダの黄連解毒湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00656 第2類
ウチダの黄連解毒湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A01073 第2類
ウチダの黄連湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00825 第2類
ウチダの黄連湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A01355 第2類
ウチダの黄連湯エキス散（分包） （株）ウチダ和漢薬 520B02A00091 第2類
ウチダの乙字湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00610 第2類
ウチダの乙字湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B01A00661 第2類
ウチダの温中止痛湯（分包） （株）ウチダ和漢薬 520B00A01342 第2類
ウチダの海人草 （株）ウチダ和漢薬 510G00A03179 第2類
ウチダの葛根黄連黄ごん湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00949 第2類
ウチダのカッコン湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01094 第2類
ウチダの葛根湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B01A00828 第2類
ウチダの葛根湯加辛夷川きゅう （株）ウチダ和漢薬 520G00A01682 第2類
ウチダの葛根湯加川きゅう辛夷エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B01A00055 第2類
ウチダの加味逍遙散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00893 第2類
ウチダの加味逍遙散料 （株）ウチダ和漢薬 520Z00A00657 第2類
ウチダの加味逍遙散料エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00658 第2類
ウチダの乾姜人参半夏丸 （株）ウチダ和漢薬 520R00A01239 第2類
ウチダの甘麦大棗湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00688 第2類
ウチダの帰脾湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00567 第2類
ウチダのきゅう帰膠艾湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00748 第2類
ウチダの九味梹榔湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00013 第2類
ウチダの荊芥連翹湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00951 第2類
ウチダの桂枝加黄耆湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00136 第2類
ウチダの桂枝加芍薬湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00005 第2類
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ウチダの桂枝加芍薬湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A01191 第2類
ウチダの桂枝加朮附湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00682 第2類
ウチダの桂枝加附子湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00686 指定第2類
ウチダの桂枝加竜骨牡蛎湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00747 第2類
ウチダの桂枝加竜骨牡蛎湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A01307 第2類
ウチダの恵賜去風 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00051 第2類
ウチダの桂枝芍薬知母湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00679 第2類
ウチダの桂枝湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01926 第2類
ウチダの桂枝湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B01A00840 第2類
ウチダの桂枝茯苓丸 （株）ウチダ和漢薬 520R00A02406 第2類
ウチダの桂枝茯苓丸料 （株）ウチダ和漢薬 520G01A00941 第2類
ウチダの桂枝茯苓丸料エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00198 第2類
ウチダの桂枝麻黄各半湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00955 第2類
ウチダの恵麗安順 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00290 第2類
ウチダの決明子 （株）ウチダ和漢薬 510G00A03153 第3類
ウチダの解筋止痛湯（分包） （株）ウチダ和漢薬 520B02A00301 第2類
ウチダの解表舒筋 （株）ウチダ和漢薬 520G01A00327 第2類
ウチダのげんのしょうこ末 （株）ウチダ和漢薬 510G00A03158 第3類
ウチダの香蘇散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00891 第2類
ウチダの香蘇散料 （株）ウチダ和漢薬 520Z00A00670 第2類
ウチダの攻肥聖健 （株）ウチダ和漢薬 520B01A00613 第2類
ウチダの牛黄 （株）ウチダ和漢薬 590B00A00453 第3類
ウチダの五積散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00890 第2類
ウチダの五積散料 （株）ウチダ和漢薬 520Z00A00668 第2類
ウチダの呉茱萸湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00824 第2類
ウチダの五味利水 （株）ウチダ和漢薬 520B02A01365 第2類
ウチダの五苓散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00810 第2類
ウチダの五苓散料 （株）ウチダ和漢薬 520Z00A00753 第2類
ウチダの五苓散料エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00830 第2類
ウチダの柴陥湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00056 第2類
ウチダの柴胡加龍骨牡蛎湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01931 第2類
ウチダの柴胡加竜骨牡蛎湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B01A01461 第2類
ウチダの柴胡桂枝乾姜湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01648 第2類
ウチダの柴胡桂枝乾姜湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00114 第2類
ウチダの柴胡桂枝湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01927 第2類
ウチダの柴胡桂枝湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B02A00659 第2類
ウチダの柴胡清肝湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00007 第2類
ウチダの柴胡清肝湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A01145 第2類
ウチダの柴苓湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00444 第2類
ウチダのサフラン （株）ウチダ和漢薬 510G00A03162 第3類
ウチダの三黄丸 （株）ウチダ和漢薬 520R00A01057 第2類
ウチダの三黄瀉心湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00661 第2類
ウチダの三黄瀉心湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B01A00186 第2類
ウチダの山梔子末 （株）ウチダ和漢薬 510G00A03164 第3類
ウチダの酸棗仁湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00612 第2類
ウチダの紫雲膏 （株）ウチダ和漢薬 520N00A01240 第2類
ウチダの四逆散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00811 第2類
ウチダの四逆湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00680 第2類
ウチダの紫根牡蠣湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00683 第2類
ウチダの梔子柏皮湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00004 第2類
ウチダの七物降下湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00307 第2類
ウチダの四物湯 （株）ウチダ和漢薬 520G01A00666 第2類
ウチダの四物湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B01A01371 第2類
ウチダの炙甘草湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01238 第2類
ウチダの芍薬甘草湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00662 第2類
ウチダの芍薬甘草湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B01A01357 第2類
ウチダの四薬温血湯（分包） （株）ウチダ和漢薬 520B04A00299 第2類
ウチダの小陥胸湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00684 第2類
ウチダの生姜瀉心湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01043 第2類
ウチダの小建中湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01823 第2類
ウチダの小柴胡合半夏厚朴湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00821 第2類
ウチダの小柴胡湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00057 第2類
ウチダの小柴胡湯エキス散U （株）ウチダ和漢薬 520B01A01141 第2類
ウチダの小柴胡湯加桔梗石膏 （株）ウチダ和漢薬 520Z00A00826 第2類
ウチダの小少陽 （株）ウチダ和漢薬 520B02A01143 第2類
ウチダの小青龍湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01095 第2類
ウチダの小青竜湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00227 第2類
ウチダの小ハンゲ加ブクリョウ湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01096 第2類
ウチダの消風散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00888 第2類
ウチダの升麻葛根湯 （株）ウチダ和漢薬 520G01A01494 第2類
ウチダの生薬製剤二号方 （株）ウチダ和漢薬 520B02A00787 第2類
ウチダの辛夷清肺湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00818 第2類
ウチダの辛夷清肺湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00187 第2類
ウチダの神秘湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00663 第2類
ウチダの神秘湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B01A01112 第2類
ウチダの真武湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00681 第2類
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ウチダの十全大補湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00795 第2類
ウチダの十味敗毒散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00812 第2類
ウチダの十味敗毒湯 （株）ウチダ和漢薬 520G01A00567 第2類
ウチダの十味敗毒湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B02A01150 第2類
ウチダの順血温補湯（分包） （株）ウチダ和漢薬 520B01A00297 第2類
ウチダの参蘇飲 （株）ウチダ和漢薬 520Z00A00600 第2類
ウチダの清熱瀉火 （株）ウチダ和漢薬 520B03A01075 第2類
ウチダの折衝飲 （株）ウチダ和漢薬 520Z00A00650 第2類
ウチダの洗肝明目湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00815 第2類
ウチダのセンナ末 （株）ウチダ和漢薬 510G00A03170 指定第2類
ウチダのせんぶり （株）ウチダ和漢薬 510G00A03171 第3類
ウチダのせんぶり末 （株）ウチダ和漢薬 510G00A03173 第3類
ウチダの旋覆花代赭石湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00648 第2類
ウチダの千方里芯 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00050 第2類
ウチダの双鈎順気 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00594 第2類
ウチダの疎経活血湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01042 第2類
ウチダの疎経活血湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00054 第2類
ウチダの疎風定痛湯（分包） （株）ウチダ和漢薬 520B00A00464 第2類
ウチダの続命湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00008 第2類
ウチダの太陽爽鼻湯（分包） （株）ウチダ和漢薬 520B00A00465 第2類
ウチダの大黄牡丹皮湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00745 第2類
ウチダの大甘丸 （株）ウチダ和漢薬 520R00A00649 第2類
ウチダの大柴胡去大黄湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01932 第2類
ウチダの大柴胡湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00546 第2類
ウチダの大柴胡湯エキス散U （株）ウチダ和漢薬 520B02A01138 第2類
ウチダの大少陽 （株）ウチダ和漢薬 520B01A01140 第2類
ウチダの大青龍湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00010 指定第2類
ウチダの大防風湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00012 指定第2類
ウチダの竹葉石膏湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00651 第2類
ウチダの中焦健和 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00796 第2類
ウチダの釣藤散 （株）ウチダ和漢薬 520Z00A00508 第2類
ウチダの釣藤散料エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A01130 第2類
ウチダの猪苓湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01589 第2類
ウチダの猪苓湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A10305 第2類
ウチダの通導散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00887 第2類
ウチダの通導散料 （株）ウチダ和漢薬 520Z00A00784 第2類
ウチダの天地通暢 （株）ウチダ和漢薬 520B01A00046 第2類
ウチダの当帰飲子 （株）ウチダ和漢薬 520Z00A01320 第2類
ウチダの当帰建中湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01646 第2類
ウチダの当帰四逆加呉茱萸生姜湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00676 第2類
ウチダの当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス
散

（株）ウチダ和漢薬 520B00A01012 第2類

ウチダの当帰芍薬散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00530 第2類
ウチダの当帰芍薬散料 （株）ウチダ和漢薬 520Z00A00940 第2類
ウチダの当帰芍薬散料エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B01A00721 第2類
ウチダのどくだみP （株）ウチダ和漢薬 510G00A03168 第3類
ウチダの人参 （株）ウチダ和漢薬 510G00A03176 第3類
ウチダの人参錠 （株）ウチダ和漢薬 590C00A00183 第3類
ウチダの人参湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01647 第2類
ウチダの人参養栄湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00947 第2類
ウチダの排膿散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00813 第2類
ウチダの排膿散及湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00743 第2類
ウチダの八味丸 （株）ウチダ和漢薬 520R00A01897 第2類
ウチダの八味丸料 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00952 第2類
ウチダの半夏厚朴湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01631 第2類
ウチダの半夏厚朴湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B02A00555 第2類
ウチダの半夏瀉心湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00294 第2類
ウチダの半夏瀉心湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A01222 第2類
ウチダの半夏白朮天麻湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00939 第2類
ウチダの半裏回陽 （株）ウチダ和漢薬 520B02A00048 第2類
ウチダの麦門冬湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00678 第2類
ウチダの表解麗容 （株）ウチダ和漢薬 520B00A01185 第2類
ウチダの表湿清澄 （株）ウチダ和漢薬 520B01A01145 第2類
ウチダの白虎加桂枝湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01448 第2類
ウチダの白虎加人参湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00677 第2類
ウチダの婦徳安潤 （株）ウチダ和漢薬 520B00A01131 第2類
ウチダの茯苓飲 （株）ウチダ和漢薬 520Z01A00940 第2類
ウチダの平胃散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00814 第2類
ウチダの平胃散料 （株）ウチダ和漢薬 520Z00A00671 第2類
ウチダの平胃散料エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00494 第2類
ウチダの補中益気湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01629 第2類
ウチダの補中益気湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B01A01192 第2類
ウチダの保中回帰 （株）ウチダ和漢薬 520B01A00044 第2類
ウチダの防已黄耆湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00658 第2類
ウチダの防已黄耆湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B02A01207 第2類
ウチダの防風通聖散料 （株）ウチダ和漢薬 520Z00A00822 第2類
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ウチダの防風通聖散料エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00616 第2類
ウチダの麻黄加朮湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00072 指定第2類
ウチダの麻黄湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01630 第2類
ウチダの麻黄湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B01A00966 第2類
ウチダの麻黄附子細辛湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00687 第2類
ウチダの麻杏甘石湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01930 第2類
ウチダの麻杏甘石湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A02234 第2類
ウチダの麻杏よく甘湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01683 第2類
ウチダの麻杏よく甘湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B01A00628 第2類
ウチダの麻子仁丸 （株）ウチダ和漢薬 520R00A01904 第2類
ウチダの明華順心 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00908 第2類
ウチダの木防已湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00746 第2類
ウチダの熊胆 （株）ウチダ和漢薬 510G00A03182 第3類
ウチダのよくいにん （株）ウチダ和漢薬 510G00A03183 第3類
ウチダのヨクイニンエキス細粒（分包） （株）ウチダ和漢薬 520B01A01360 第3類
ウチダのよく苡仁湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00568 第2類
ウチダのよくいにん末 （株）ウチダ和漢薬 510G01A03184 第3類
ウチダの抑肝散加陳皮半夏エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A01234 第2類
ウチダの抑肝散加陳皮半夏エキス散（分
包）

（株）ウチダ和漢薬 520B00A01233 第2類

ウチダの抑肝散加陳皮半夏湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01300 第2類
ウチダの理気利心 （株）ウチダ和漢薬 520B01A00903 第2類
ウチダの理中丸 （株）ウチダ和漢薬 520R00A00923 第2類
ウチダの六君子湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00672 第2類
ウチダの六君子湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B00A03744 第2類
ウチダの竜化順清 （株）ウチダ和漢薬 520B00A00241 第2類
ウチダの竜胆瀉肝湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00744 第2類
ウチダの竜胆瀉肝湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B02A00209 第2類
ウチダの竜胆瀉肝湯エキス散（分包） （株）ウチダ和漢薬 520B01A00209 第2類
ウチダの苓甘姜味辛夏仁湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A00659 第2類
ウチダの苓姜朮甘湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01475 第2類
ウチダの苓桂朮甘湯 （株）ウチダ和漢薬 520G00A01964 第2類
ウチダの苓桂朮甘湯エキス散 （株）ウチダ和漢薬 520B01A00860 第2類
ウチダの六味丸 （株）ウチダ和漢薬 520R00A01031 第2類
カイキョー100 （株）ウチダ和漢薬 590D00A00390 第3類
駆お血丸 （株）ウチダ和漢薬 520R00A00052 第2類
桂苓加大黄丸 （株）ウチダ和漢薬 520R00A08900 第2類
原末・牛車腎気丸 （株）ウチダ和漢薬 520R00A00410 第2類
牛黄カプセル （株）ウチダ和漢薬 590D00A00344 第3類
牛開黄 （株）ウチダ和漢薬 590D00A00391 第3類
牛龍黄 （株）ウチダ和漢薬 590D00A01007 第2類
紫丹精 （株）ウチダ和漢薬 590B00A00010 第2類
丹心方 （株）ウチダ和漢薬 590B00A00796 第2類
桃核承気丸 （株）ウチダ和漢薬 520R00A00053 第2類
宇津救命丸 宇津救命丸（株） 211R00A00351 第2類
宇津救命丸GOLD(販売名:宇津救命丸金粒) 宇津救命丸（株） 211R00A00529 第2類
宇津救命丸金粒 宇津救命丸（株） 211R00A00529 第2類
宇津救命丸「糖衣」 宇津救命丸（株） 211R00A00444 第3類
宇津こどもせきどめ 宇津救命丸（株） 222B00A00028 指定第2類
宇津こども鼻炎顆粒 宇津救命丸（株） 132B00A10016 第2類
ジンローヤル 宇津救命丸（株） 329R00A00104 第2類
赤玉止瀉薬 占部大観堂製薬（株） 231R00A01198 第2類
即効丸 占部大観堂製薬（株） 231R00A03949 第2類
母の友 占部大観堂製薬（株） 590B00A03202 第3類
ウワウルシ永大 永大薬業（株） 5100013X1019 第2類
オウレン永大 永大薬業（株） 5100022X1018 第2類
カゴソウ永大 永大薬業（株） 5100026X1016 第3類
カンゾウ永大 永大薬業（株） 5100039X1013 第2類
キササゲ永大 永大薬業（株） 5100044X1014 第2類
ケツメイシ永大 永大薬業（株） 5100057X1011 第3類
ゲンノショウコ永大 永大薬業（株） 5100061X1018 第3類
コウカ永大 永大薬業（株） 5100062X1012 第3類
コウジン永大 永大薬業（株） 5100063X1017 第3類
サフラン永大 永大薬業（株） 5100078X1013 第3類
サンキライ永大 永大薬業（株） 5100079X1018 第3類
ジュウヤク永大 永大薬業（株） 5100100X1010 第3類
センナ永大 永大薬業（株） 5100115X1016 指定第2類
センブリ永大 永大薬業（株） 5100116X1010 第3類
ソウハクヒ永大 永大薬業（株） 5100118X1010 第3類
ニンジン永大 永大薬業（株） 5100148X1010 第3類
ボウイ永大 永大薬業（株） 5100163X1015 第2類
モクツウ永大 永大薬業（株） 5100173X1019 第2類
ヨクイニン永大 永大薬業（株） 5100180X1017 第3類
コンタックせき止めST エーザイ（株） 222D00A00928 第2類
新セルベール整胃〈細粒〉 エーザイ（株） 233B00A00285 第2類
新セルベール整胃〈錠〉 エーザイ（株） 233C00A00396 第2類
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スカイナーAL錠 エーザイ（株） 449C00A10197 第2類
セルベール エーザイ（株） 233B00A00424 第2類
チョコラAD エーザイ（株） 311D00A10013 指定第2類
チョコラBBジュニア エーザイ（株） 313C01A00008 第3類
チョコラBBピュア エーザイ（株） 313C01A10012 第3類
チョコラBBプラス エーザイ（株） 313C02A10012 第3類
チョコラBBローヤルT エーザイ（株） 317C00A00677 第3類
トラベルミン1 エーザイ（株） 133C00A10013 第2類
ナボリンEB錠 エーザイ（株） 317C00A10312 第3類
ナボリンS エーザイ（株） 317C00A00247 第3類
ユビテンS エーザイ（株） 211C00A00605 第3類
ユベラックス エーザイ（株） 315D02A00006 第3類
ユベラックスα2 エーザイ（株） 315D01A00007 第3類
アネロン「キャップ」 エスエス製薬（株） 133D00A00196 指定第2類
アネロンチュアブル エスエス製薬（株） 133C00A00157 第2類
アネロン「ニスキャップ」 エスエス製薬（株） 133D00A00073 指定第2類
アルケシクール エスエス製薬（株） 319C00A00235 第3類
アルピニーA坐剤 エスエス製薬（株） 114Q00A00772 第2類
アレジオン10 エスエス製薬（株） 449C00A00439 第1類
アンチスタックス エスエス製薬（株） 510D70A00001 要指導医薬品
アンナザルベ・エース エスエス製薬（株） 263N00A00888 第2類
イブ エスエス製薬（株） 114C00A01622 指定第2類
イブA錠 エスエス製薬（株） 114C00A00835 指定第2類
イブA錠EX エスエス製薬（株） 114C00A00289 指定第2類
イブアウターIゲル エスエス製薬（株） 264N00A00490 第2類
イブアウターIテープ エスエス製薬（株） 264P00A00468 第2類
イブアウターゲル エスエス製薬（株） 264N01A00265 第2類
イブアウターテープ エスエス製薬（株） 264P01A00259 第2類
イブアウターパップL エスエス製薬（株） 264P01A00257 第2類
イブクイック頭痛薬 エスエス製薬（株） 114C00A01067 指定第2類
イブ〈糖衣錠〉 エスエス製薬（株） 114C04A00001 指定第2類
インサイドテープ エスエス製薬（株） 264P00A00111 第2類
インサイドハイパップP エスエス製薬（株） 264P00A00517 第2類
エースメタゾン エスエス製薬（株） 264N00A01084 指定第2類
エアスロート「ニスキャップ」 エスエス製薬（株） 133D00A00074 指定第2類
エスアランD軟膏 エスエス製薬（株） 264N00A00107 指定第2類
エスエスブロン液L エスエス製薬（株） 224E00A00103 第2類
エスエスブロン液Z エスエス製薬（株） 224E00A00334 第2類
エスエスブロン「カリュー」 エスエス製薬（株） 224B00A00572 指定第2類
エスエスブロン錠 エスエス製薬（株） 224C00A00573 指定第2類
エスジールAE軟膏 エスエス製薬（株） 255N00A10060 指定第2類
エスタイム総合感冒薬 エスエス製薬（株） 118C00A00115 指定第2類
エスタックAC顆粒 エスエス製薬（株） 118B00A10101 指定第2類
エスタックEVE錠 エスエス製薬（株） 118C00A00471 指定第2類
エスタックGT「顆粒」 エスエス製薬（株） 118B00A00006 指定第2類
エスタックGT「有核」 エスエス製薬（株） 118C00A00008 指定第2類
エスタックK「顆粒」 エスエス製薬（株） 118B00A01732 指定第2類
エスタックK錠 エスエス製薬（株） 118C01A10024 指定第2類
エスタックTRカプセル エスエス製薬（株） 118D00A00284 指定第2類
エスタックアルファ錠 エスエス製薬（株） 118C00A10059 指定第2類
エスタックイブ エスエス製薬（株） 118C00A01235 指定第2類
エスタックイブFT エスエス製薬（株） 118C02A00290 指定第2類
エスタックイブNT エスエス製薬（株） 118C01A00175 指定第2類
エスタックイブ顆粒 エスエス製薬（株） 118B00A01234 指定第2類
エスタックイブファイン エスエス製薬（株） 118C00A00898 指定第2類
エスタックイブファインEX エスエス製薬（株） 118C00A00174 指定第2類
エスタックイブファイン顆粒 エスエス製薬（株） 118B00A00906 指定第2類
エスタックかぜ内服液 エスエス製薬（株） 118E70A00014 第2類
エスタック葛根湯内服液 エスエス製薬（株） 118E70A00012 第2類
エスタックゴールドA錠 エスエス製薬（株） 118C00A10041 指定第2類
エスタックゴールド顆粒 エスエス製薬（株） 118B00A01734 指定第2類
エスタック総合感冒 エスエス製薬（株） 118C02A10042 指定第2類
エスタック鼻炎クリアー エスエス製薬（株） 441D00A10091 第2類
エスタック鼻炎ソフトニスキャップ エスエス製薬（株） 441D00A10009 第2類
エスタロンモカ12 エスエス製薬（株） 115C00A00796 第3類
エスタロンモカ錠 エスエス製薬（株） 115C00A00500 第3類
エスファイトゴールド エスエス製薬（株） 317C00A00148 第3類
エスファイトゴールドDX エスエス製薬（株） 313C00A10052 第3類
エスファイトゴールドEH エスエス製薬（株） 317C00A00776 第3類
エスファイトゴールドEX エスエス製薬（株） 313C00A10053 第3類
エスファイトゴールドエース エスエス製薬（株） 317C00A00778 第3類
ガストールアクティブ エスエス製薬（株） 233B00A10010 第3類
ガストール細粒 エスエス製薬（株） 237B00A00424 第2類
ガストール錠 エスエス製薬（株） 237C00A00418 第2類
コレステガード エスエス製薬（株） 218D00A00805 第3類
シグナル胃腸薬「顆粒」 エスエス製薬（株） 237B00A00671 第2類
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シグナル胃腸薬「錠剤」 エスエス製薬（株） 237C00A00669 第2類
シグナル下痢止め エスエス製薬（株） 231D01A00965 指定第2類
小児用エスエスブロン液エース エスエス製薬（株） 224E00A00017 指定第2類
新エスエスブロン錠エース エスエス製薬（株） 224C02A10038 指定第2類
新エスタック12 エスエス製薬（株） 118C00A01296 指定第2類
新エスタックGL エスエス製薬（株） 118C00A10055 指定第2類
新エスタック「W」 エスエス製薬（株） 118D00A01422 指定第2類
新エスタックイブエース エスエス製薬（株） 118C00A10036 指定第2類
新エスタックイブエースカプセル エスエス製薬（株） 118D01A10040 指定第2類
新エスタックイブエース顆粒 エスエス製薬（株） 118B01A10041 指定第2類
新エスタックエース顆粒 エスエス製薬（株） 118B00A10274 指定第2類
新エスタック顆粒 エスエス製薬（株） 118B00A10273 指定第2類
新エスタック「顆粒」 エスエス製薬（株） 118B05A10005 指定第2類
新エスタックゴールド錠 エスエス製薬（株） 118C00A10279 指定第2類
新エスタックハイ顆粒 エスエス製薬（株） 118B00A10276 指定第2類
新スキンセーフ エスエス製薬（株） 264N01A01439 第2類
新フステノン エスエス製薬（株） 224C01A10037 指定第2類
新ブロン液エース エスエス製薬（株） 224E00A10063 指定第2類
スキンセーフAPクリーム エスエス製薬（株） 264N02A00660 第2類
スマリンCG エスエス製薬（株） 131M00A00142 第2類
スマリンi エスエス製薬（株） 131M04A10016 第3類
スマリンローズBB エスエス製薬（株） 131M02A10033 第2類
スルーラックS エスエス製薬（株） 235C02A10008 指定第2類
スルーラックデルジェンヌ エスエス製薬（株） 235C00A00009 第3類
スルーラックプラス エスエス製薬（株） 235C00A10050 指定第2類
トスマック「顆粒」 エスエス製薬（株） 237B00A00968 第2類
トスマック「錠剤」 エスエス製薬（株） 237C00A00670 第2類
ドリエル エスエス製薬（株） 112C00A00137 指定第2類
ドリエルEX エスエス製薬（株） 112D00A10327 指定第2類
ネーブルEC2000 エスエス製薬（株） 317B00A10043 第3類
ネーブルECB エスエス製薬（株） 317B00A10044 第3類
ネーブルECケア エスエス製薬（株） 317B00A10045 第3類
ネーブルエクセル エスエス製薬（株） 315D02A00047 第3類
ネーブルナチュール エスエス製薬（株） 315D70A00005 第3類
ネーブルファイン エスエス製薬（株） 315D70A00008 第3類
ハイチオールB エスエス製薬（株） 319C01A10004 第3類
ハイチオールBBキュア エスエス製薬（株） 319C00A10053 第3類
ハイチオールCプラス エスエス製薬（株） 319C00A00691 第3類
ハイチオールCプルミエール エスエス製薬（株） 317C01A00834 第3類
ハイチオールCホワイティア エスエス製薬（株） 319C01A00504 第3類
ビソルボンせき止め液 エスエス製薬（株） 224E01A00194 指定第2類
ブスコパンA錠 エスエス製薬（株） 124C70A00006 第2類
ブスコパンMカプセル エスエス製薬（株） 124D00A00543 第2類
ベアベリックス エスエス製薬（株） 251B00A00914 第2類
マイラックスS エスエス製薬（株） 235C01A00007 指定第2類
マルチビタミンゴールドEX エスエス製薬（株） 317C01A00213 指定第2類
メモA エスエス製薬（株） 263N01A01044 第2類
ユースゲンキング エスエス製薬（株） 329E00A00018 第2類
ラカルトメディカル エスエス製薬（株） 279N70A00029 第2類
ラカルトメディカルケア エスエス製薬（株） 279N00A00682 第3類
ラカルトメディキュアー エスエス製薬（株） 279N70A00019 第2類
リラッセ エスエス製薬（株） 317C00A00065 第3類
錠剤ミルマグLX エムジーファーマ（株） 234C01A10018 第3類
ミルマグ液 エムジーファーマ（株） 234E00A00656 第3類
ミルマグ内服液 エムジーファーマ（株） 235E00A00022 第3類
いけだや胃腸薬 （株）延寿堂 233G00D00520 第3類
いけだや葛根湯 （株）延寿堂 520G00D01135 第2類
いけだや實母散 （株）延寿堂 112G00D00527 第2類
いけだや通じ丸 （株）延寿堂 235R00B00928 指定第2類
いけだや熊参丸 （株）延寿堂 233R00D01015 第3類
いけだや六神丸 （株）延寿堂 211R00D01402 第2類
ウワウルシいけだや （株）延寿堂 510G00A01260 第2類
越中反魂丹 （株）延寿堂 233R00D00193 第3類
延寿神経痛リウマチス湯 （株）延寿堂 114G00A09362 指定第2類
延寿麝龍散 （株）延寿堂 211B00D02008 第2類
オウバク末いけだや （株）延寿堂 510G00A01828 第3類
オウレンいけだや （株）延寿堂 510G00A01829 第2類
オウレン末いけだや （株）延寿堂 510G00A01830 第2類
カンゾウいけだや （株）延寿堂 510G00A01832 第2類
カンゾウ末いけだや （株）延寿堂 510G00A01833 第2類
キキョウ末いけだや （株）延寿堂 510G00A01858 第3類
キササゲいけだや （株）延寿堂 510G00A01835 第2類
桂枝茯苓丸 （株）延寿堂 520R00A01939 第2類
ケイヒ末いけだや （株）延寿堂 510G00A01836 第3類
ケツメイシいけだや （株）延寿堂 510G00A01837 第3類
ゲンチアナ末いけだや （株）延寿堂 510G00A01838 第3類
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ゲンノショウコいけだや （株）延寿堂 510G00A01839 第3類
ゲンノショウコ末いけだや （株）延寿堂 510G00A10859 第3類
コウカいけだや （株）延寿堂 510G00A01841 第3類
コウジンいけだや （株）延寿堂 510G00A01842 第3類
五黄圓 （株）延寿堂 211R00A01425 第3類
サフランいけだや （株）延寿堂 510G00A01261 第3類
サンキライいけだや （株）延寿堂 510G00A01860 第3類
サンシシ末いけだや （株）延寿堂 510G00A01844 第3類
ザザ （株）延寿堂 118B01D00004 指定第2類
シャゼンソウいけだや （株）延寿堂 510G00A01845 第3類
ジュウヤクいけだや （株）延寿堂 510G00A01846 第3類
センナいけだや （株）延寿堂 510G00A01847 指定第2類
センナ末いけだや （株）延寿堂 510G00A01848 指定第2類
センブリいけだや （株）延寿堂 510G00A01849 第3類
センブリ末いけだや （株）延寿堂 510G00A01850 第3類
ソウハクヒいけだや （株）延寿堂 510G00A01851 第3類
ダイオウ末いけだや （株）延寿堂 510G00A01852 第2類
当帰芍薬散 （株）延寿堂 520G00A00023 第2類
ニンジンいけだや （株）延寿堂 510G00A01853 第3類
八味丸 （株）延寿堂 520R00D01339 第2類
ボウイいけだや （株）延寿堂 510G00A01861 第2類
モクツウいけだや （株）延寿堂 510G00A01855 第2類
ユウタンいけだや （株）延寿堂 510G00A01262 第3類
ヨクイニンいけだや （株）延寿堂 510G00A01856 第3類
ヨクイニン末いけだや （株）延寿堂 510G00A01857 第3類
六味丸 （株）延寿堂 520R00A01937 第2類
防風通聖散錠DK OJAS PHARMA（株） 520C01A00662 第2類
メグリモア OJAS PHARMA（株） 520C01A00299 第2類
近江兄弟社メンターム （株）近江兄弟社 264N00D01216 第3類
近江兄弟社メンタームEXアルファクリー
ム

（株）近江兄弟社 264N01A10006 指定第2類

近江兄弟社メンタームEXソフト （株）近江兄弟社 264N00A00548 第2類
近江兄弟社メンタームEXプラス （株）近江兄弟社 266N00A00577 第2類
近江兄弟社メンタームEXローション （株）近江兄弟社 269M00A00462 第2類
近江兄弟社メンタームHAクリーム （株）近江兄弟社 269N00A00227 第3類
近江兄弟社メンタームQ軟膏 （株）近江兄弟社 264N00D00250 第3類
近江兄弟社メンタームアクネローション （株）近江兄弟社 266M00D00362 第2類
近江兄弟社メンタームエプールFE液プラ
ス

（株）近江兄弟社 264M00A00822 第2類

近江兄弟社メンタームクリームU20 （株）近江兄弟社 266N00A00276 第3類
近江兄弟社メンタームスカプルH （株）近江兄弟社 264M01A00004 指定第2類
近江兄弟社メンタームペンソールH （株）近江兄弟社 264M00D00599 第2類
近江兄弟社メンタームペンソールS （株）近江兄弟社 264M00A00237 指定第2類
近江兄弟社メンタームペンソールSP （株）近江兄弟社 264M02A00048 指定第2類
近江兄弟社メンターム虫よけスプレーEX （株）近江兄弟社 733L00A00051 第2類
近江兄弟社メンターム虫よけミストEX （株）近江兄弟社 733M00A00058 第2類
ベクニスソフト （株）近江兄弟社 235B00A00206 指定第2類
ベクニスドラッジェ （株）近江兄弟社 235C01A00050 指定第2類
ベクニスハーブ T （株）近江兄弟社 235G01A00090 指定第2類
ベクニスハーブTB （株）近江兄弟社 235G00A10024 指定第2類
メンタームQ軟膏N （株）近江兄弟社 264N05A00332 第3類
萬病感應丸A 近江製薬（株） 211R01D00683 第3類
アスコラル （株）大石膏盛堂 264P00D00450 第3類
アスコラルL （株）大石膏盛堂 264P02A00798 第3類
アンマパスE （株）大石膏盛堂 264P00A00513 第3類
アンマパス温感パッチ （株）大石膏盛堂 264P06A00917 第3類
エイクレス （株）大石膏盛堂 264P00A00461 第2類
オールパスE （株）大石膏盛堂 264P01A00089 第3類
オールパスFRテープV （株）大石膏盛堂 264P01A00331 第2類
オールパスTA （株）大石膏盛堂 264P00A00419 第3類
オールパス温感パッチ （株）大石膏盛堂 264P03A00147 第3類
温感アスコラルL （株）大石膏盛堂 264P00A00705 第3類
温感エイクレスパップL （株）大石膏盛堂 264P02A00093 第3類
温感オールパスFRテープV （株）大石膏盛堂 264P00A00128 第2類
温感ゲーリックMS （株）大石膏盛堂 264P00A00729 第3類
温感コーホーパスFRテープV （株）大石膏盛堂 264P01A00134 第2類
温感コーホーパスパップMS （株）大石膏盛堂 264P02A00672 第3類
温感ダイハップFRテープV （株）大石膏盛堂 264P02A00132 第2類
温感ダイハップL （株）大石膏盛堂 264P01A00702 第3類
温感パステルハップID （株）大石膏盛堂 264P00A00814 第2類
温感パステルハップL （株）大石膏盛堂 264P00A00700 第3類
温感パスマンハップL （株）大石膏盛堂 264P01A00699 第3類
温感ビーエスバンFRテープV （株）大石膏盛堂 264P03A00131 第2類
温感ホームパスFRテープV （株）大石膏盛堂 264P01A00129 第2類
温感ユーシップL （株）大石膏盛堂 264P00A00701 第3類
温感ユーシップMS （株）大石膏盛堂 264P00A00728 第3類
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温感ワールドハップL （株）大石膏盛堂 264P00A00698 第3類
ゲーリックFRテープV （株）大石膏盛堂 264P02A00382 第2類
ゲーリックi （株）大石膏盛堂 264P01A00667 第2類
コーホーパスDXテープ （株）大石膏盛堂 264P00A00547 第2類
コーホーパスE （株）大石膏盛堂 264P01A00093 第3類
コーホーパスFRテープV （株）大石膏盛堂 264P03A00380 第2類
新パステルW （株）大石膏盛堂 264P02A00498 第3類
新ビーエスバンW （株）大石膏盛堂 264P02A00495 第3類
新ホームパスW （株）大石膏盛堂 264P01A00496 第3類
ジクロファインZXテープ （株）大石膏盛堂 246P00A00072 第2類
ジクロファインZXテープL （株）大石膏盛堂 246P00A00073 第2類
タナベインドメタシンシップ （株）大石膏盛堂 264P01A00650 第2類
ダイハップA （株）大石膏盛堂 264P00D01343 第3類
ダイハップFR （株）大石膏盛堂 264P00A00155 第2類
ダイハップFRテープV （株）大石膏盛堂 264P01A00337 第2類
ダイハップID0.5％ （株）大石膏盛堂 264P01A10216 第2類
ダイハップi （株）大石膏盛堂 264P00A00668 第2類
ダイハップ温感パッチ （株）大石膏盛堂 264P00A00916 第3類
ダイハップクール （株）大石膏盛堂 264P01D01069 第3類
ダイハップホット （株）大石膏盛堂 264P01D01068 第3類
トップパスE （株）大石膏盛堂 264P00A00514 第3類
トップパスFRテープV （株）大石膏盛堂 264P03A00338 第2類
トップパス温感パッチ （株）大石膏盛堂 264P04A00145 第3類
パスキネルE （株）大石膏盛堂 264P01A00196 第3類
パスキネルFRテープV （株）大石膏盛堂 264P02A00334 第2類
パスキネルテープ （株）大石膏盛堂 264P00A00418 第3類
パスタイムオーシップ （株）大石膏盛堂 264P01D00351 第3類
パステルE （株）大石膏盛堂 264P02A00088 第3類
パステルハップL （株）大石膏盛堂 264P01D00640 第3類
パステルハップi （株）大石膏盛堂 264P00A00670 第2類
パスマンVS （株）大石膏盛堂 264P00A00490 第3類
パスマンハップA （株）大石膏盛堂 264P00D01344 第3類
パスマンハップL （株）大石膏盛堂 264P01A00245 第3類
パスマンハップi （株）大石膏盛堂 264P01A00671 第2類
パスマンハップクール （株）大石膏盛堂 264P00A00817 第3類
ビーエスバンDNテープ （株）大石膏盛堂 264P01A00544 第2類
ビーエスバンDNテープL （株）大石膏盛堂 264P02A00540 第2類
ビーエスバンE （株）大石膏盛堂 264P01A00092 第3類
ビーエスバンFRテープV （株）大石膏盛堂 264P02A00335 第2類
ビーエスバン温感パッチ （株）大石膏盛堂 264P00A00318 第3類
ホームパスE （株）大石膏盛堂 264P02A00090 第3類
ホームパスFRテープV （株）大石膏盛堂 264P01A00332 第2類
ホッカパス （株）大石膏盛堂 264P01D00447 第3類
ムヒパッチA （株）大石膏盛堂 264P01D01148 第3類
ユーシップL （株）大石膏盛堂 264P01D00641 第3類
ユーシップi （株）大石膏盛堂 264P01A00672 第2類
ユーシップフェルビナク （株）大石膏盛堂 264P00A00154 第2類
ラクトパス冷感シップ （株）大石膏盛堂 264P01A00035 第3類
冷感エイクレスパップL （株）大石膏盛堂 264P01A00328 第3類
冷感ゲーリック （株）大石膏盛堂 264P00A00123 第3類
冷感ゲーリックMS （株）大石膏盛堂 264P01A00736 第3類
冷感パステルハップMS （株）大石膏盛堂 264P00A00734 第3類
冷感ユーシップMS （株）大石膏盛堂 264P00A00735 第3類
ワールドシップFR （株）大石膏盛堂 264P00A00151 第2類
ワールドシップID0.5％ （株）大石膏盛堂 264P00A10212 第2類
ワールドシップi （株）大石膏盛堂 264P00A00665 第2類
ワールドハップL （株）大石膏盛堂 264P01D00639 第3類
ワールドパスE （株）大石膏盛堂 264P01A00005 第3類
ワールドメタシン （株）大石膏盛堂 264P00A00763 第2類
大木五臓圓 大木製薬（株） 329Z00A00790 第2類
大木の流絆S 大木製薬（株） 262M00A00974 第3類
正官庄高麗紅蔘錠 大木製薬（株） 510C70D10028 第3類
正官庄高麗紅蔘粉カプセル 大木製薬（株） 510D70D10029 第3類
正官庄高麗蔘精丸 大木製薬（株） 510B70D00036 第3類
正官庄蔘元内服液 大木製薬（株） 510E70D00036 第2類
正官庄蔘元内服液ゴールド 大木製薬（株） 510E70D00037 第2類
正官庄蔘元内服液ロイヤル 大木製薬（株） 510E70D00039 第2類
正官庄中切高麗蔘 大木製薬（株） 510A70D00009 第3類
ぬりバン 大木製薬（株） 262M00A00646 第3類
パパーゼリー5 大木製薬（株） 319Z00A00802 指定第2類
パパーゼリープラス 大木製薬（株） 311C00A10073 指定第2類
パパービタミンゼリーADプラス 大木製薬（株） 311C00A10003 指定第2類
パパーホワイトゼリー 大木製薬（株） 311C00A10005 指定第2類
マスチゲンBBゼリー錠 大木製薬（株） 313C00A00049 第3類
リュウバンA(販売名:大木の流絆A) 大木製薬（株） 262M00A00973 第3類
SKコール内服液 大草薬品（株） 520E00A00170 第2類
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アルファ大草胃腸錠 大草薬品（株） 237C00A01301 第2類
アルファ大草胃腸薬（分包） 大草薬品（株） 237B00A01302 第2類
石川松石南の精錠 大草薬品（株） 219C00A10205 第2類
大草胃腸散 大草薬品（株） 237B00A01109 第3類
大草胃腸散顆粒（分包） 大草薬品（株） 237B00A01108 第3類
大草胃腸散（分包） 大草薬品（株） 237B00A00703 第3類
大草胃腸錠 大草薬品（株） 237C00A01110 第3類
大草胃腸薬内服液30 大草薬品（株） 233E00A00369 第2類
オオクサ葛根湯エキス顆粒（分包） 大草薬品（株） 520B00D00615 第2類
オオクサ葛根湯エキス錠 大草薬品（株） 520C00D01006 第2類
オオクサ桂枝茯苓丸 大草薬品（株） 520R00A00762 第2類
オオクサ桂枝茯苓丸料エキス錠 大草薬品（株） 520C00A00410 第2類
オオクサ柴胡加龍骨牡蠣湯エキス錠 大草薬品（株） 520C00A02163 第2類
オオクサ柴胡桂枝湯エキス顆粒（分包） 大草薬品（株） 520B02A00664 第2類
オオクサ小青龍湯エキス錠 大草薬品（株） 520C00D01359 第2類
オオクサ地竜エキス顆粒（分包） 大草薬品（株） 114B00A00459 第2類
オオクサ大甘丸 大草薬品（株） 520R00D00271 第2類
オオクサ調血丸 大草薬品（株） 590R00A01878 第2類
オオクサ八味丸 大草薬品（株） 520R00A01378 第2類
オオクサ八味丸（分包） 大草薬品（株） 520R00A01379 第2類
オオクサ半夏瀉心湯エキス錠 大草薬品（株） 520C00A00713 第2類
オオクサ鼻優S 大草薬品（株） 520C00D02017 第2類
オオクサ豊温 大草薬品（株） 590B00A01877 第3類
オオクサ豊温錠 大草薬品（株） 590C00A01883 第3類
オオクサ防風通聖散エキス錠 大草薬品（株） 520B02A00167 第2類
オオクサよく苡仁湯エキス錠 大草薬品（株） 520C00D00407 第2類
大草六神丸金粒 大草薬品（株） 211R00D00599 第2類
オオクサ六味丸 大草薬品（株） 520R00A01990 第2類
オオクサ六味丸（分包） 大草薬品（株） 520R00A01991 第2類
カゼコール 大草薬品（株） 590B00A04100 第2類
カゼコール内服液 大草薬品（株） 520E00A00481 第2類
感冒の解熱“地竜” 大草薬品（株） 114B00A01621 第2類
薬日本堂小青龍湯エキス錠 大草薬品（株） 520C00D01274 第2類
薬日本堂防風通聖散エキス錠 大草薬品（株） 520C00A01233 第2類
弘真胃腸錠 大草薬品（株） 237C00A01762 第3類
弘真胃腸薬S 大草薬品（株） 237B00A00832 第3類
弘真胃腸薬顆粒（分包） 大草薬品（株） 237B00A01764 第3類
紫雲膏〔大草〕 大草薬品（株） 269N00A01272 第2類
紫雲膏〔弘真〕 大草薬品（株） 269N00A01271 第2類
新大草延寿丸 大草薬品（株） 235R00A01474 指定第2類
新大草延寿丸（分包） 大草薬品（株） 235R00A01475 指定第2類
大草丸 大草薬品（株） 235R00A00304 指定第2類
タイソウガンT 大草薬品（株） 235C00A10011 指定第2類
ニンマム錠「漢龍」 大草薬品（株） 329C00A00085 第3類
八味地黄丸「オオクサ」 大草薬品（株） 520R00A01380 第2類
八味地黄丸（分包）「オオクサ」 大草薬品（株） 520R00A01381 第2類
ベルビオ 大草薬品（株） 237C00A00580 第3類
ラクモント 大草薬品（株） 237C00A00581 第3類
リバイチンS 大草薬品（株） 590C00A00448 指定第2類
オーカン 大杉製薬（株） 520B00A01568 第2類
オースギ　カンポール 大杉製薬（株） 520B00A01389 第2類
オースギ漢方胃腸薬 大杉製薬（株） 520B03A01281 第2類
オースギ桂枝茯苓丸加大黄 大杉製薬（株） 520R00A01071 第2類
オースギコーミン 大杉製薬（株） 520B01A00069 第2類
オースギ八味地黄丸A 大杉製薬（株） 520B01A01158 第2類
ケイボリウ 大杉製薬（株） 520B00A01412 第2類
ケンショトウ 大杉製薬（株） 520B00A01452 第2類
五苓散料A 大杉製薬（株） 520B01A00188 第2類
サン・コーミョウ 大杉製薬（株） 520B04A00150 第2類
サン・コーミン 大杉製薬（株） 520B01A00627 第2類
ジュホトウ 大杉製薬（株） 520B03A00041 第2類
ダイカーン 大杉製薬（株） 520B05A00055 第2類
釣藤散料A 大杉製薬（株） 520B02A00104 第2類
トーゴシュウ 大杉製薬（株） 520B01A01450 第2類
トーショキン 大杉製薬（株） 520B03A00053 第2類
ハイ・カッコー 大杉製薬（株） 520B00A01388 第2類
ハイ・カンポール 大杉製薬（株） 520B01A00795 第2類
ハイ・コーミン 大杉製薬（株） 520B01A00095 第2類
ハイビナール 大杉製薬（株） 520B00A00256 第2類
ハイリクン 大杉製薬（株） 520B02A01280 第2類
ハクスイトウ 大杉製薬（株） 520B00A01411 第2類
バクニン 大杉製薬（株） 520B01A01657 第2類
モリ　アンソクトウ 大杉製薬（株） 520B00A01381 第2類
モリ　ウーセイン 大杉製薬（株） 520B01A00102 第2類
モリ　エーシャン 大杉製薬（株） 520B00A01449 第2類
モリ　エーポン 大杉製薬（株） 520B00A00044 第2類
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モリ　カッコミン 大杉製薬（株） 520B04A00152 第2類
モリ　カンポールン 大杉製薬（株） 520B02A00066 第2類
モリ漢方胃腸薬 大杉製薬（株） 520B00A00103 第2類
モリ　ケーシャン 大杉製薬（株） 520B02A00509 第2類
モリ　コーミニ 大杉製薬（株） 520B03A00054 第2類
モリ　コーミョウ 大杉製薬（株） 520B01A00100 第2類
「モリ」サイボン 大杉製薬（株） 520B00A00755 第2類
モリシンニョウA 大杉製薬（株） 520B00A01589 第2類
「モリ」シンニョウ錠 大杉製薬（株） 590C00A04745 指定第2類
「モリ」ゼンチー錠 大杉製薬（株） 590C00A05607 指定第2類
モリ　ゼンチトウ 大杉製薬（株） 520B00A01383 第2類
モリ　タイヂーン 大杉製薬（株） 520B03A00052 第2類
モリ　チクノーン 大杉製薬（株） 520B01A00355 第2類
「モリ」ちくのう錠 大杉製薬（株） 590C00A06232 第2類
モリハイツウN 大杉製薬（株） 520B00A00585 第2類
「モリ」ハイツウ錠 大杉製薬（株） 590C00A04923 指定第2類
モリ　ハイツウル 大杉製薬（株） 520B00A01382 第2類
モリ　ハイツウン 大杉製薬（株） 520B00A01413 第2類
モリ　ハイドクミン 大杉製薬（株） 520B01A00123 第2類
モリ　ビーシャン 大杉製薬（株） 520B00A01414 第2類
モリ　ビトール 大杉製薬（株） 520B02A00127 第2類
モリ　ビナール 大杉製薬（株） 520B00A00101 第2類
モリ　マシン 大杉製薬（株） 520B02A00067 第2類
太田胃散 （株）太田胃散 237B00A01020 第2類
太田胃散A〈錠剤〉 （株）太田胃散 237C00A00442 第2類
太田胃散整腸薬 （株）太田胃散 231C00A10281 第3類
太田胃散整腸薬デ・ルモア錠 （株）太田胃散 231C00A00021 第3類
太田胃散〈分包〉 （株）太田胃散 237B00A01021 第2類
太田漢方胃腸薬Ⅱ （株）太田胃散 520B02A00808 第2類
太田漢方胃腸薬Ⅱ〈錠剤〉 （株）太田胃散 520C20A00807 第2類
ロコフィットGL （株）太田胃散 520C05A00233 第2類
ウレパールプラスクリーム （株）大塚製薬工場 266N00A00003 第2類
ウレパールプラスローション10 （株）大塚製薬工場 266M00A00215 第2類
オロナインH軟膏 （株）大塚製薬工場 263N00D00758 第2類
オロナイン液 （株）大塚製薬工場 261M00A00578 第2類
新サラリン （株）大塚製薬工場 235C02A10002 指定第2類
新ポリカイン液 （株）大塚製薬工場 265M00A10002 第2類
新ポリカインクリーム （株）大塚製薬工場 265N00A10001 第2類
新ポリカインスプレー （株）大塚製薬工場 265L00A10003 第2類
陀羅尼助丸 大峯山陀羅尼助製薬（有） 231R00D01383 第3類
アガラン錠(販売名:アガラン) 大峰堂薬品工業（株） 112C00A00066 第2類
アリナプロンV100 大峰堂薬品工業（株） 312C00D00038 第3類
安中散料エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C00A00900 第2類
胃苓湯エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C00A00399 第2類
温経湯エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B01A00504 第2類
温清飲エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B01A00511 第2類
温清飲エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C01A00620 第2類
エバユーススリムF 大峰堂薬品工業（株） 520C00A00010 第2類
エルネースG 大峰堂薬品工業（株） 520B02A00503 第2類
大峰胃腸丸 大峰堂薬品工業（株） 237R00D00065 第3類
大峰エキス錠黄連解毒湯A 大峰堂薬品工業（株） 520C00A01304 第2類
大峰エキス錠桃核承気湯 大峰堂薬品工業（株） 520C00A00977 第2類
大峰カルミン錠A 大峰堂薬品工業（株） 114C00D00055 指定第2類
大峰荊芥連翹湯錠 大峰堂薬品工業（株） 520C03A00489 第2類
大峰堂の八味丸B 大峰堂薬品工業（株） 520R00A00705 第2類
大峰ハイカルミン錠A 大峰堂薬品工業（株） 114C01D00035 指定第2類
大峰ハトムギ錠 大峰堂薬品工業（株） 266C00D01065 第3類
大峰薬草便秘薬 大峰堂薬品工業（株） 235C01D00037 指定第2類
乙字湯エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C00D02264 第2類
御嶽山風邪薬 大峰堂薬品工業（株） 118B00A01048 指定第2類
御嶽百草便秘薬 大峰堂薬品工業（株） 253C00A00001 指定第2類
かぜリンネカプセルN 大峰堂薬品工業（株） 118D00D10011 指定第2類
葛根湯エキス顆粒〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520B00D00235 第2類
葛根湯エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C00D00987 第2類
葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C00D00854 第2類
加味逍遙散エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C00A02112 第2類
加味逍遙散錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C03A00488 第2類
カルミン頭痛歯痛 大峰堂薬品工業（株） 114B03D00047 指定第2類
行者丸赤玉 大峰堂薬品工業（株） 231C00D00863 第2類
クラシエ薬草便秘薬 大峰堂薬品工業（株） 235C00D10015 指定第2類
荊芥連翹湯エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B02A00512 第2類
桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒「クラシ
エ」

大峰堂薬品工業（株） 520B02A00513 第2類

桂枝加苓朮附湯エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C00A00236 第2類
桂枝加苓朮附湯分包エキス顆粒〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520B00A01519 第2類
桂枝茯苓丸エキス錠OM 大峰堂薬品工業（株） 520C00D00527 第2類

15 / 145 ページ



一般用医薬品コード（経済課コード） 一般財団法人日本医薬情報センター（JAPIC）　2015年9月18日掲載

製品名:和名 製造販売元 経済課コード リスク区分等

恵婦丸 大峰堂薬品工業（株） 520R00A04527 第2類
玄武峰寿丸(販売名:峰寿丸) 大峰堂薬品工業（株） 520R00A01138 第2類
香蘇散料エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B03A00503 第2類
ココスリム 大峰堂薬品工業（株） 520C00A00567 第2類
五積散エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B03A00509 第2類
牛車腎気丸料エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B01A00516 第2類
五苓散料エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C01A00583 第2類
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C01A00149 第2類
柴胡桂枝湯エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C00A02365 第2類
柴胡桂枝湯分包エキス顆粒〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520B00A01419 第2類
サンスラット 大峰堂薬品工業（株） 520C00D00408 第2類
シオノギLCホワイト錠 大峰堂薬品工業（株） 314C00A00503 第3類
シナールLホワイト錠 大峰堂薬品工業（株） 314C00A00399 第3類
シナール イクシ 大峰堂薬品工業（株） 314C00A00402 第3類
シナール　フロールエバー 大峰堂薬品工業（株） 314C00A00400 第3類
小柴胡湯エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C00D02116 第2類
小青竜湯エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C00D04056 第2類
小青竜湯分包エキス顆粒〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520B00D04057 第2類
消風散料エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B03A00507 第2類
逍遙散料エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B01A00506 第2類
新アリナプロンBB 大峰堂薬品工業（株） 313C00A10048 第3類
辛夷清肺湯エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B00A00526 第2類
新コーピタンS 大峰堂薬品工業（株） 118C02D00034 指定第2類
新コーピタンカプセルN 大峰堂薬品工業（株） 118D01D10010 指定第2類
新大宝心 大峰堂薬品工業（株） 211C00D04852 第2類
新リバヘルスゴールド 大峰堂薬品工業（株） 317C00A00640 第2類
シンワの当帰建中湯エキス顆粒 大峰堂薬品工業（株） 520B00A00502 第2類
十全大補湯エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C00A00326 第2類
十味敗毒湯エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C00A00153 第2類
参蘇飲エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B00A00518 第2類
参苓白朮散料エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B00A00517 第2類
スート顆粒 大峰堂薬品工業（株） 520B03A00241 第2類
末広御種人参エキス錠 大峰堂薬品工業（株） 329C00A00438 第3類
ストップ 大峰堂薬品工業（株） 114B00D00198 指定第2類
センナダイオウ錠シンワ 大峰堂薬品工業（株） 235C01D10003 指定第2類
疎経活血湯エキス顆粒OM 大峰堂薬品工業（株） 520B00D10062 第2類
疎経活血湯エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B02A00521 第2類
疎経活血湯エキス錠クラシエ 大峰堂薬品工業（株） 520C01A00519 第2類
大宝心ゴールド 大峰堂薬品工業（株） 211C00D00126 第2類
猪苓湯エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C01A00779 第2類
ディアハダ 大峰堂薬品工業（株） 313C00A10026 第3類
当帰飲子エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B02A00515 第2類
当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス錠〔大
峰〕

大峰堂薬品工業（株） 520C00A02260 第2類

当帰芍薬散エキス錠OM 大峰堂薬品工業（株） 520C00D00526 第2類
二陳湯エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B02A00514 第2類
日本薬局方コウジン 末広御種人参 大峰堂薬品工業（株） 329G00D00726 第3類
人参湯エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B01A00520 第2類
八味地黄丸(販売名:峰寿丸) 大峰堂薬品工業（株） 520R00A01138 第2類
八味地黄丸料エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C00A01695 第2類
半夏厚朴湯エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C00A01277 第2類
半夏瀉心湯エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B00A00525 第2類
半夏瀉心湯エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C02A00093 第2類
半夏白朮天麻湯エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B03A00508 第2類
ピュアプラスホワイト 大峰堂薬品工業（株） 314C00D00428 第3類
平胃散エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B01A00505 第2類
ペア漢方エキス錠 大峰堂薬品工業（株） 520C02A00475 第2類
峰寿丸 大峰堂薬品工業（株） 520R00A01138 第2類
補中益気湯エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C00A02457 第2類
防已黄耆湯エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B01A00549 第2類
防已黄耆湯エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C02A00125 第2類
防風通聖散エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C00A01102 第2類
麻杏甘石湯エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C00D00618 第2類
麻杏よく甘湯エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B01A00522 第2類
ミネチオールCプラス 大峰堂薬品工業（株） 314C00D00452 第3類
メチオンパール 大峰堂薬品工業（株） 112C00A00133 第2類
よく苡仁錠シンワ 大峰堂薬品工業（株） 266C00D00066 第3類
ラフネクアH 大峰堂薬品工業（株） 313C00A10027 第3類
リシーエ 大峰堂薬品工業（株） 510C00A10024 指定第2類
六君子湯エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C00A01548 第2類
竜胆瀉肝湯エキス顆粒「クラシエ」 大峰堂薬品工業（株） 520B01A00523 第2類
苓桂朮甘湯エキス錠〔大峰〕 大峰堂薬品工業（株） 520C00A01068 第2類
ロート加味帰脾湯錠 大峰堂薬品工業（株） 520C01A00236 第2類
ロート牛車腎気丸錠Ⅱ 大峰堂薬品工業（株） 520C01A00313 第2類
ロート柴胡加竜骨牡蠣湯錠 大峰堂薬品工業（株） 520C01A00312 第2類
ロート小青竜湯錠 大峰堂薬品工業（株） 520C00A00672 第2類
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ロート補中益気湯錠 大峰堂薬品工業（株） 520C00A10028 第2類
六味丸料エキス錠クラシエ 大峰堂薬品工業（株） 520C00A00524 第2類
岡平萬病感應丸 （株）岡平製薬所 211R00D01270 第2類
ザハップフェルビナクS 岡山大鵬薬品（株） 264P02A00055 第2類
スポーツマン-シップクール 岡山大鵬薬品（株） 264P00A00105 第3類
スポーツマン-シップフェルビナク 岡山大鵬薬品（株） 264P01A00056 第2類
ロイヒ温シップ 岡山大鵬薬品（株） 264P00A00544 第3類
ロイヒ温シップフェルビナク 岡山大鵬薬品（株） 264P00A00540 第2類
奥田胃腸薬L（細粒） 奥田製薬（株） 233B00A00018 第2類
オクダ胃腸薬（細粒） 奥田製薬（株） 233B00A00017 第2類
奥田胃腸薬（細粒） 奥田製薬（株） 233B00A00016 第2類
奥田胃腸薬（散剤） 奥田製薬（株） 233B00A00631 第2類
奥田胃腸薬（錠）L 奥田製薬（株） 233C00A00361 第2類
オクダ胃腸薬（錠剤） 奥田製薬（株） 233C00A00360 第2類
奥田胃腸薬（錠剤） 奥田製薬（株） 233C00A00359 第2類
奥田胃腸薬〈分包〉 奥田製薬（株） 233B00A00092 第2類
奥田心臓薬 奥田製薬（株） 211C00A02338 第2類
奥田脳神経薬 奥田製薬（株） 117C00A08183 指定第2類
キュルミナンEX9液 奥田製薬（株） 264M00A10011 指定第2類
キュルミナンEX9ゲル 奥田製薬（株） 264N01A10008 指定第2類
ケナリス点鼻薬 奥田製薬（株） 132M00A10095 第2類
ジーベクトル坐剤 奥田製薬（株） 255Q01A10042 指定第2類
ジーベクトル軟膏 奥田製薬（株） 255N02A10003 指定第2類
スルーファインプラス 奥田製薬（株） 231B00A10004 指定第2類
ディパシオIP 奥田製薬（株） 114C00A00095 指定第2類
ディパシオIPa 奥田製薬（株） 114C00A00612 指定第2類
ペディラスBTエース液 奥田製薬（株） 265M02A00023 指定第2類
ペディラスBTエースクリーム 奥田製薬（株） 265N01A00035 指定第2類
ペディラスBTプラス液 奥田製薬（株） 265M00A00202 指定第2類
ペディラスBTプラスクリーム 奥田製薬（株） 265N01A00117 指定第2類
マニューバEX9液 奥田製薬（株） 264M01A10010 指定第2類
マニューバEX9ゲル 奥田製薬（株） 264N00A10004 指定第2類
ラティーノBTプラス液 奥田製薬（株） 265M01A00204 指定第2類
ラティーノBTプラスクリーム 奥田製薬（株） 265N01A00258 指定第2類
ラティーノXA液 奥田製薬（株） 265M01A00023 指定第2類
ラティーノXAクリーム 奥田製薬（株） 265N02A00031 指定第2類
レイテクトDX液 奥田製薬（株） 264M00A10015 指定第2類
レイテクトDXゲル 奥田製薬（株） 264N01A10009 指定第2類
ロキソプロフェン錠「AX」 奥田製薬（株） 114C01A00521 第1類
エースプラスター （株）奥田又右衛門膏本舗 264P00A00018 第3類
奥田家下呂膏 （株）奥田又右衛門膏本舗 264P01A00531 第3類
奥田家下呂膏ID液 （株）奥田又右衛門膏本舗 264M00A00333 第2類
白光（ネオプラスター） （株）奥田又右衛門膏本舗 264P00A00363 第3類
ティアーレCL （株）オフテクス 131M01A00023 第3類
ティアーレW （株）オフテクス 131M01A00739 第3類
ティアーレ抗菌目薬 （株）オフテクス 131M24A10004 第2類
ピューラックス （株）オーヤラックス 732Z00A01434 第2類
ピューラックス-10 （株）オーヤラックス 732Z00A01432 第2類
アレマンエース オール薬品工業（株） 449D00A00130 第2類
イノプロA オール薬品工業（株） 235C01A10006 第2類
オールP錠F オール薬品工業（株） 115C00A00117 第3類
オールP鼻炎ソフトカプセルA オール薬品工業（株） 441D00A10085 指定第2類
オールビタミンEXゴールド オール薬品工業（株） 319C03A10003 第3類
オムニンエース オール薬品工業（株） 118C02A10012 指定第2類
オムニン鼻炎カプセルS オール薬品工業（株） 441D00A10086 指定第2類
小児用新オムニンA オール薬品工業（株） 118E00A00006 指定第2類
小児用新オムニンB オール薬品工業（株） 118E00A01867 指定第2類
小児用新キコデB オール薬品工業（株） 118E00A01760 指定第2類
新オールA錠 オール薬品工業（株） 319C00A10018 第3類
新オールP オール薬品工業（株） 115E00A00322 第3類
新オールV オール薬品工業（株） 329E00A00442 第3類
新オムニンP錠 オール薬品工業（株） 114C00A00864 指定第2類
スカイブブロンEX オール薬品工業（株） 114C00A00359 指定第2類
ゼントルシロップ オール薬品工業（株） 224E00A00914 指定第2類
ゼントルシロップK オール薬品工業（株） 224E00A01413 指定第2類
デイトナC オール薬品工業（株） 314C00A10049 第3類
デイトナEXゴールド オール薬品工業（株） 319C00A00007 第3類
デイトナS オール薬品工業（株） 112D00A00622 指定第2類
ドリグッドせきどめ液 オール薬品工業（株） 224E01A00072 指定第2類
ネーボンC・Ca オール薬品工業（株） 314C02A10010 第3類
ネルベンエースA錠 オール薬品工業（株） 114C00A00865 指定第2類
ノイロダンA オール薬品工業（株） 312C00A10057 第3類
ノイロンホルテS オール薬品工業（株） 112C00A00242 第2類
ノイロンムーンS オール薬品工業（株） 112D00A00621 指定第2類
脳寿S オール薬品工業（株） 112C00A00243 第2類
ヒロオールPキング オール薬品工業（株） 115E00A01480 第3類
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ヒロタミンC錠 オール薬品工業（株） 313C00A10109 第3類
ヒロタミンC錠カルシウム オール薬品工業（株） 314C02A10009 第3類
ヒロタミンEX オール薬品工業（株） 313C01A10042 第3類
ヒロタミンEXゴールド オール薬品工業（株） 319C01A00009 第3類
ビタミンC錠オール オール薬品工業（株） 314C00A10066 第3類
ビタミンC錠オール・Ca オール薬品工業（株） 317C06A10005 第3類
ビタミンC錠オール・カルシウム オール薬品工業（株） 314C04A10008 第3類
フストールS オール薬品工業（株） 112D00A00620 指定第2類
フストールシロップ オール薬品工業（株） 224E00A00913 指定第2類
フストールシロップA オール薬品工業（株） 224E00A00140 第2類
フストールシロップS オール薬品工業（株） 224E00A00033 指定第2類
ボディーメイトEX オール薬品工業（株） 313C00A10108 第3類
ボディーメイトEXゴールド オール薬品工業（株） 319C00A00008 第3類
ボディーメイトVC錠カルシウム オール薬品工業（株） 314C04A10005 第3類
メディプロアクト オール薬品工業（株） 114C00A00866 指定第2類
ラキサタンA オール薬品工業（株） 235C00A02212 第2類
ラフェルサビタミンC・Ca オール薬品工業（株） 314C01A10007 第3類
ロポンC オール薬品工業（株） 314C00A10048 第3類
ロポンEX オール薬品工業（株） 313C01A10015 第3類
ロポンEXゴールド オール薬品工業（株） 319C00A00005 第3類
改源 カイゲンファーマ（株） 118B00D00166 指定第2類
改源かぜカプセル カイゲンファーマ（株） 118D00A10022 指定第2類
カイゲンかぜシロップ小児用 カイゲンファーマ（株） 118E00A01302 指定第2類
カイゲンかぜシロップ小児用S カイゲンファーマ（株） 118E01A10015 指定第2類
カイゲン顆粒 カイゲンファーマ（株） 118B00D00799 指定第2類
カイゲン顆粒G カイゲンファーマ（株） 118B00D00801 指定第2類
カイゲン感冒液小児用 カイゲンファーマ（株） 118E00A01213 指定第2類
カイゲン感冒カリュー カイゲンファーマ（株） 118B00A00679 指定第2類
改源感冒カリュー カイゲンファーマ（株） 118B00A10019 指定第2類
カイゲンこどもシロップ カイゲンファーマ（株） 118E00A10006 指定第2類
カイゲンゴールドカリュー カイゲンファーマ（株） 118B00A10007 指定第2類
改源錠 カイゲンファーマ（株） 118C04A10008 指定第2類
カイゲンせき止め液W カイゲンファーマ（株） 224E00A00050 指定第2類
改源咳止液W カイゲンファーマ（株） 224E00A01865 指定第2類
カイゲン咳止液α カイゲンファーマ（株） 224E00A10064 指定第2類
カイゲンせき止め液小児用 カイゲンファーマ（株） 224E00A00081 指定第2類
カイゲンせき止めカプセル カイゲンファーマ（株） 224D00D00038 指定第2類
カイゲンパックIB顆粒 カイゲンファーマ（株） 114B00A00009 指定第2類
カイゲン鼻炎カプセル12 カイゲンファーマ（株） 132D00A00380 指定第2類
カイゲン鼻炎カプセルP カイゲンファーマ（株） 132D00A10080 指定第2類
新カイゲンせき止め液W カイゲンファーマ（株） 224E00D00095 指定第2類
新キーパーU顆粒 カイゲンファーマ（株） 237B00A00292 第2類
新キーパーU細粒 カイゲンファーマ（株） 237B00D00285 第2類
ラ・フェルサ新胃腸薬 カイゲンファーマ（株） 237B00A10021 第2類
ルチオ カイゲンファーマ（株） 235B00A00137 指定第2類
ルチオDX カイゲンファーマ（株） 235B07A10003 指定第2類
胃腸薬ハイカイユ カシマ薬品商事（株） 237B01D01524 第2類
コデリンS カシマ薬品商事（株） 224B04D00001 指定第2類
ジスコール カシマ薬品商事（株） 118D00A00680 指定第2類
ジスコール顆粒 カシマ薬品商事（株） 118B09A10001 指定第2類
ジスコールせきどめ錠S カシマ薬品商事（株） 224B00A10002 指定第2類
スパロンエース顆粒 カシマ薬品商事（株） 118B02D10002 指定第2類
スパロンゴールド カシマ薬品商事（株） 118D01D01634 指定第2類
ニューサール カシマ薬品商事（株） 118C05D00001 指定第2類
森田アロエ錠 カシマ薬品商事（株） 235C00D00010 第3類
森田ケロリS カシマ薬品商事（株） 114B04D00008 指定第2類
森田トンプクピース カシマ薬品商事（株） 114B00D00006 指定第2類
アイデスワッブ （株）カナエ 261M00A04633 第3類
スワバーM・NW70 （株）カナエ 261M00A00241 第3類
スワバーミニNW70 （株）カナエ 261M00A00611 第3類
消毒用エタノール「カネイチ」（P） 兼一薬品工業（株） 261M00A02123 第3類
ベンザルコニウム塩化物液10％（カネイ
チ）

兼一薬品工業（株） 261M00A00632 第3類

ポリヨードン・ガーグル 兼一薬品工業（株） 226M00A00528 第3類
金原ウワウルシ （株）金原市兵衛商店 510G00A01130 第2類
金原カゴソウ （株）金原市兵衛商店 510G00A01132 第3類
金原キササゲ （株）金原市兵衛商店 510G00A01134 第2類
金原ケツメイシ （株）金原市兵衛商店 510G00A01135 第3類
金原ゲンノショウコ （株）金原市兵衛商店 510G00A01136 第3類
金原サフラン （株）金原市兵衛商店 510G01A01040 第3類
金原シャゼンソウ （株）金原市兵衛商店 510G00A01139 第3類
金原ジュウヤク （株）金原市兵衛商店 510G00A01140 第3類
金原センナ （株）金原市兵衛商店 510G00A01141 指定第2類
金原センブリ （株）金原市兵衛商店 510G00A01142 第3類
金原ボウイ （株）金原市兵衛商店 510G00A01145 第2類
金原モクツウ （株）金原市兵衛商店 510G00A01147 第2類
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金原ユウタン （株）金原市兵衛商店 510G00A01041 第3類
金原ヨクイニン （株）金原市兵衛商店 510G00A01148 第3類
赤井筒薬亀田六神丸 （株）亀田利三郎薬舗 211R00A01360 第2類
赤井筒薬小児六神丸 （株）亀田利三郎薬舗 211R00A03011 第2類
仙丹 （株）亀田利三郎薬舗 211R00A00343 第2類
安中散料エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00018 第2類
温経湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B72A00003 第2類
温清飲エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00016 第2類
エスタック漢方「葛根湯」エキス顆粒 （株）カーヤ 520B70A10043 第2類
エスタック漢方「響声破笛丸料」エキス
顆粒

（株）カーヤ 520B70A10070 第2類

エスタック漢方「駆風解毒湯」エキス顆
粒

（株）カーヤ 520B70A10073 第2類

エスタック漢方「小柴胡湯」エキス顆粒 （株）カーヤ 520B70A10051 第2類
エスタック漢方「小青竜湯」エキス顆粒 （株）カーヤ 520B70A10052 第2類
黄連解毒湯エキス顆粒KM-2 （株）カーヤ 520B72A00066 第2類
乙字湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00019 第2類
葛根湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00091 第2類
葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B03A10147 第2類
加味帰脾湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B71A00059 第2類
加味逍遙散料エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B03A10160 第2類
帰脾湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B72A00064 第2類
きゅう帰膠艾湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B73A00066 第2類
響声破笛丸料エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A10069 第2類
駆風解毒湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A10072 第2類
荊芥連翹湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00090 第2類
桂枝加芍薬湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00023 第2類
桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒KM-2 （株）カーヤ 520B70A00087 第2類
桂枝加苓朮附湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B04A10350 第2類
桂枝湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00046 第2類
桂枝茯苓丸料エキス顆粒KM-2 （株）カーヤ 520B72A00073 第2類
五積散料エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B74A00003 第2類
牛車腎気丸料エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B05A10345 第2類
柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00066 第2類
柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B71A00091 第2類
柴胡桂枝湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B71A00022 第2類
柴朴湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B71A00092 第2類
柴苓湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00050 第2類
三物黄ごん湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B72A00059 第2類
四逆散（顆粒）KM （株）カーヤ 520B70A10041 第2類
四物湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00052 第2類
小建中湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B71A00039 第2類
小柴胡湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00059 第2類
小青竜湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00086 第2類
消風散料エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B71A00085 第2類
清宮寿桃丸 （株）カーヤ 329R70A00008 第2類
十全大補湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00070 第2類
十味敗毒湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00081 第2類
潤腸湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B73A00002 第2類
参蘇飲エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B71A00068 第2類
清上防風湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B71A00100 第2類
大黄牡丹皮湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B71A00009 第2類
大柴胡湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00088 第2類
釣藤散料エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00076 第2類
猪苓湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70B00065 第2類
桃核承気湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B71A00007 第2類
当帰芍薬散料エキス顆粒KM-2 （株）カーヤ 520B70A00045 第2類
二朮湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B71A00086 第2類
女神散料エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B71A00062 第2類
人参湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00104 第2類
八味地黄丸料エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B72A00009 第2類
半夏厚朴湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B71A00010 第2類
半夏瀉心湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00100 第2類
半夏白朮天麻湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00094 第2類
麦門冬湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B71A00024 第2類
白虎加桂枝湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00053 第2類
白虎加人参湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B71A00101 第2類
補中益気湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00109 第2類
防已黄耆湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00057 第2類
防風通聖散料エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B71A00041 第2類
麻黄湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00093 第2類
麻黄湯エキス顆粒KM（分包） （株）カーヤ 520B70A00096 第2類
麻杏甘石湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00099 第2類
麻杏よく甘湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00044 第2類
よく苡仁湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00049 第2類
抑肝散料エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B70A00107 第2類
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六君子湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B71A00074 第2類
竜胆瀉肝湯エキス顆粒KM （株）カーヤ 520B71A00104 第2類
苓桂朮甘湯エキス顆粒KM-2 （株）カーヤ 520B72A00024 第2類
カワイ肝油ドロップC20 河合製薬（株） 311Z00A01351 指定第2類
カワイ肝油ドロップM400 河合製薬（株） 311Z00A00045 指定第2類
カワイ肝油ドロップS 河合製薬（株） 311Z00A00054 指定第2類
ステリコットα 川本産業（株） 261Z00A00937 第3類
喜谷實母散 （株）キタニ 112G00A00101 第2類
黄快 北日本製薬（株） 520B00A04231 第2類
黄快顆粒 北日本製薬（株） 520B03A00203 第2類
黄快錠 北日本製薬（株） 520C01A00508 第2類
かぜの宝カプセル 北日本製薬（株） 118D00D01052 第2類
カッコン湯エキス顆粒H 北日本製薬（株） 520B00D00292 第2類
カッコン湯エキス顆粒S 北日本製薬（株） 520B00D00961 第2類
葛根湯エキス顆粒「至聖」 北日本製薬（株） 520C00D00279 第2類
葛根湯エキス顆粒「創至聖」 北日本製薬（株） 520B01D00201 第2類
カヨイソウ 北日本製薬（株） 520C00A00015 第2類
漢方胃腸薬「創至聖」 北日本製薬（株） 520B00D00381 第2類
漢方便秘薬「東亜」 北日本製薬（株） 520C00D00604 第2類
金粒牛黄鹿茸丸 北日本製薬（株） 329R00D00472 第3類
コレスパン 北日本製薬（株） 218D00A00124 第3類
三九漢方胃腸薬 北日本製薬（株） 520B00D00326 第2類
小青竜湯エキス顆粒「創至聖」 北日本製薬（株） 520B02A00468 第2類
小青竜湯エキス顆粒「トーア」 北日本製薬（株） 520B00D01740 第2類
新胃の宝 北日本製薬（株） 237B00D01181 第2類
新オール高トン 北日本製薬（株） 118C00D00036 指定第2類
新ダイヤ高トン 北日本製薬（株） 118D01D00037 指定第2類
新トアノージ 北日本製薬（株） 114B02D00001 指定第2類
新トアノージZ 北日本製薬（株） 114D00D00006 指定第2類
大黄甘草湯エキス錠 北日本製薬（株） 520C00D01337 第2類
トアノージA 北日本製薬（株） 114B00D00096 指定第2類
東亜漢方便秘薬 北日本製薬（株） 520C00D00297 第2類
東亜漢方便秘薬小粒 北日本製薬（株） 520C00D00963 第2類
二色玉高トン 北日本製薬（株） 118B01D00076 指定第2類
八味地黄丸錠「創至聖」 北日本製薬（株） 520C00D00840 第2類
はら薬「至聖」 北日本製薬（株） 231C00D00853 第3類
ピラトン21顆粒 北日本製薬（株） 118B00B10016 第2類
防已黄耆湯エキス錠「東亜」 北日本製薬（株） 520C01A00920 第2類
防風通聖散料エキス錠「創至聖」 北日本製薬（株） 520C00D00035 第2類
防風通聖散料エキス錠「東亜」 北日本製薬（株） 520C00A00631 第2類
麻杏甘石湯エキス顆粒「トーア」 北日本製薬（株） 520B00D01288 第2類
キップパイロール-Hi キップ薬品（株） 262N00D00729 第2類
ガイシ「咳止」 （株）きぬや薬舗 222B00D00001 指定第2類
きぬや胃散 （株）きぬや薬舗 237B00D00002 第3類
きぬや鎮咳錠 （株）きぬや薬舗 222C00D00001 指定第2類
きぬや鎮熱 （株）きぬや薬舗 114B03D00003 指定第2類
きぬや鯉膽丸 （株）きぬや薬舗 233R00D00001 第2類
ソラジン （株）きぬや薬舗 114B10D00001 指定第2類
ニューソラジン （株）きぬや薬舗 114C05D00002 指定第2類
ネオメトンカプセル （株）きぬや薬舗 118D08D00001 指定第2類
ネオメトン錠 （株）きぬや薬舗 118C04D00001 指定第2類
はいたづつうトンプク （株）きぬや薬舗 114B06D00002 指定第2類
メトン咳止錠 （株）きぬや薬舗 222C00A10017 指定第2類
リタン （株）きぬや薬舗 237C00D00001 第3類
鯉膽丸 （株）きぬや薬舗 231B00D00001 第2類
紀伊国屋ウワウルシ （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03351 第2類
紀伊国屋オウバク末 （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03352 第3類
紀伊国屋オウレン （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03353 第2類
紀伊国屋オウレン末 （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03354 第2類
紀伊国屋カゴソウ （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03355 第3類
紀伊国屋カッコン湯 （株）紀伊国屋漢薬局 520G00A01107 第2類
「紀伊国屋」カッコン湯エキス顆粒S （株）紀伊国屋漢薬局 520B00A01943 第2類
紀伊国屋カンゾウ （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03356 第2類
紀伊国屋カンゾウ末 （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03357 第2類
紀伊国屋キキョウ末 （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03358 第3類
紀伊国屋キササゲ （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03359 第2類
紀伊国屋桂枝茯苓丸 （株）紀伊国屋漢薬局 520R00A01427 第2類
紀伊国屋ケイヒ末 （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03360 第3類
紀伊国屋ケツメイシ （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03361 第3類
紀伊国屋ゲンチアナ末 （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03362 第3類
紀伊国屋ゲンノショウコ （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03363 第3類
紀伊国屋ゲンノショウコ末 （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03364 第3類
紀伊国屋コウカ （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03365 第3類
紀伊国屋コウジン （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03366 第3類
紀伊国屋サフラン （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03367 第3類
紀伊国屋三黄丸 （株）紀伊国屋漢薬局 520R00A00629 第2類
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紀伊国屋三黄錠 （株）紀伊国屋漢薬局 520C00A00007 第2類
紀伊国屋サンキライ （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03368 第3類
紀伊国屋サンシシ末 （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03369 第3類
紀伊国屋紫雲膏 （株）紀伊国屋漢薬局 520N00A01247 第2類
紀伊国屋シャゼンソウ （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03370 第3類
「紀伊国屋」小柴胡湯エキス顆粒 （株）紀伊国屋漢薬局 520B00A01085 第2類
紀伊国屋小青龍湯 （株）紀伊国屋漢薬局 520G00A01109 第2類
紀伊国屋ジュウヤク （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03371 第3類
紀伊国屋腎気丸（八味丸） （株）紀伊国屋漢薬局 520R00A00600 第2類
紀伊国屋センナ （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03372 指定第2類
紀伊国屋センナ末 （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03373 指定第2類
紀伊国屋センブリ （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03374 第3類
紀伊国屋センブリ末 （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03375 第3類
紀伊国屋ソウハクヒ （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03376 第3類
紀伊国屋大黄甘草湯錠 （株）紀伊国屋漢薬局 520C01A00702 第2類
紀伊国屋ダイオウ末 （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03377 第2類
紀伊国屋大甘丸 （株）紀伊国屋漢薬局 520R00A01096 第2類
「紀伊国屋」大柴胡湯エキス顆粒 （株）紀伊国屋漢薬局 520B01A00179 第2類
紀伊国屋ニンジン （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03378 第3類
紀伊国屋人参エキス （株）紀伊国屋漢薬局 329F00A01905 第3類
紀伊国屋ボウイ （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03379 第2類
紀伊国屋モクツウ （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03380 第2類
紀伊国屋ユウタン （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03381 第3類
紀伊国屋ヨクイニン （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03382 第3類
紀伊国屋ヨクイニン末 （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03383 第3類
紀伊国屋リュウタン末 （株）紀伊国屋漢薬局 510G00A03384 第3類
牛王丸 （株）紀伊国屋漢薬局 211R00A01867 第2類
さわやか（爽快散） （株）紀伊国屋漢薬局 235B00A00180 指定第2類
漢方中黄膏パップ 救急薬品工業（株） 520P00A01465 第2類
キュウメタシンパップH 救急薬品工業（株） 264P03D00620 第2類
サニックラン 救急薬品工業（株） 264P00B00488 第3類
サリエスタエース 救急薬品工業（株） 264P00B00485 第3類
サロスリー 救急薬品工業（株） 264P01D00687 第3類
サロスリーA 救急薬品工業（株） 264P00D01400 第3類
サロスリーIDS 救急薬品工業（株） 264P03A00050 第2類
スキルフH 救急薬品工業（株） 264P03A00044 第3類
スキルフIDS 救急薬品工業（株） 264P00A00051 第2類
スキルフクールA 救急薬品工業（株） 264P00D01399 第3類
トラフル　ダイレクト 救急薬品工業（株） 264Z00A00597 指定第2類
ナボリン フェルビナク70 救急薬品工業（株） 264P02A00695 第2類
マキロンかゆみどめパッチ 救急薬品工業（株） 264P00A04103 第3類
マキロンかゆみどめパッチP 救急薬品工業（株） 264P01A00700 第3類
マキロンパッチエース 救急薬品工業（株） 264P00A00386 指定第2類
延若禿鶏内服液 救心製薬（株） 329E00A00675 第2類
活命参 救心製薬（株） 329B00A00483 第2類
救心 救心製薬（株） 211R00A00638 第2類
救心カプセル 救心製薬（株） 211D00D00659 第2類
救心感應丸 氣 救心製薬（株） 211R00D00373 第2類
［救心漢方］葛根黄連黄ごん湯エキス顆
粒

救心製薬（株） 520B01A00039 第2類

［救心漢方］桔梗湯エキス散 救心製薬（株） 520B04A00557 第2類
［救心漢方］金匱腎気丸料エキス顆粒 救心製薬（株） 520B00A01109 第2類
［救心漢方］五苓散 救心製薬（株） 520B02A00854 第2類
［救心漢方］柴陥湯エキス顆粒 救心製薬（株） 520B00A01630 第2類
［救心漢方］四逆散 救心製薬（株） 520B01A00853 第2類
救心のかぜ薬赤箱 救心製薬（株） 118B00D01204 第2類
救心のかぜ薬白箱 救心製薬（株） 118B00D01289 第2類
救心六神丸 救心製薬（株） 211R00D00554 第2類
虔脩ホリ六神丸 救心製薬（株） 211R00D01274 第2類
生薬製剤救心T 救心製薬（株） 211R00A00576 第2類
新救心感冒薬顆粒 救心製薬（株） 118B00D01210 第2類
スラット 救心製薬（株） 235D00D00022 第2類
痛効散 救心製薬（株） 520B02A00425 第2類
ノイ・ホスロール 救心製薬（株） 520B00A01612 第2類
能活精 救心製薬（株） 329D00A00874 第3類
複方霊黄参丸 救心製薬（株） 329R00A00773 第3類
片仔黄 救心製薬（株） 237R00A00031 第3類
ホスロールS 救心製薬（株） 520B70A10003 第2類
律鼓心 救心製薬（株） 211R00A00005 第2類
霊黄参 救心製薬（株） 329D00A00522 第3類
霊鹿参 救心製薬（株） 329D00A00772 第3類
アイダム40DX キョーリンリメディオ（株） 131M05A10014 第2類
アイダムALクール キョーリンリメディオ（株） 131M03A10012 第2類
アイダムFX キョーリンリメディオ（株） 131M04A10013 第2類
アイダムR EX キョーリンリメディオ（株） 131M08A10015 第3類
アイブルーAG キョーリンリメディオ（株） 131M01A00072 第2類
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アイブルーAGⅡ キョーリンリメディオ（株） 131M00A00201 第2類
アイブルーS40 キョーリンリメディオ（株） 131M05A10004 第3類
アイブルーピュア キョーリンリメディオ（株） 131M00A00134 第2類
アウゲFX キョーリンリメディオ（株） 131M01A00066 第2類
アウゲドライアイ キョーリンリメディオ（株） 131M03A10034 第3類
イーマインFX キョーリンリメディオ（株） 131M02A10002 第2類
クールティアV12 キョーリンリメディオ（株） 131M20A10007 第2類
新ザルスH キョーリンリメディオ（株） 264P00B00236 第3類
スタディー40 キョーリンリメディオ（株） 131M08A10006 第3類
スタディーAG キョーリンリメディオ（株） 131M08A10002 第2類
スタディーALG キョーリンリメディオ（株） 131M01A00197 第2類
スタディーFX キョーリンリメディオ（株） 131M08A10001 第2類
スワンタッチ キョーリンリメディオ（株） 131M00A00104 第2類
スワン目薬 キョーリンリメディオ（株） 131M00B05392 第2類
スワン目薬R キョーリンリメディオ（株） 131M00B00865 第3類
スワン目薬フレッシュ キョーリンリメディオ（株） 131M00A00091 第2類
スワン目薬プラス キョーリンリメディオ（株） 131M00B00016 第2類
セルメディカ40 キョーリンリメディオ（株） 131M11A10021 第3類
セルメディカAL キョーリンリメディオ（株） 131M09A10020 第2類
セルメディカFX キョーリンリメディオ（株） 131M10A10016 第2類
セルメディカR キョーリンリメディオ（株） 131M28A10001 第2類
中京目薬クール キョーリンリメディオ（株） 131M00B00010 第2類
ノイプラス40DX キョーリンリメディオ（株） 131M07A10002 第3類
ファルチロン キョーリンリメディオ（株） 131M17A10002 第2類
ファルチロンAL キョーリンリメディオ（株） 131M00A00600 第2類
ファルミック40NEW キョーリンリメディオ（株） 131M11A10004 第2類
ファルミックAL キョーリンリメディオ（株） 131M08A10007 第2類
ファルミックR キョーリンリメディオ（株） 131M08A10008 第2類
フォスター40 キョーリンリメディオ（株） 131M02A00015 第3類
フォスターAG キョーリンリメディオ（株） 131M03A00014 第2類
フォスターALG キョーリンリメディオ（株） 131M01A00487 第2類
フォスターDX キョーリンリメディオ（株） 131M03A00013 第3類
フォスターFX キョーリンリメディオ（株） 131M03A00012 第2類
ミホエーAG キョーリンリメディオ（株） 131M05A10010 第2類
ミホエーゴールドDX キョーリンリメディオ（株） 131M09A10005 第3類
モチノキ目薬クール キョーリンリメディオ（株） 131M00B10009 第2類
モチノキ目薬ソフト キョーリンリメディオ（株） 131M00B10007 第2類
ラフェルサAL キョーリンリメディオ（株） 131M00A00601 第2類
ラフェルサEX キョーリンリメディオ（株） 131M14A10005 第2類
ラフェルサV12 キョーリンリメディオ（株） 131M17A10006 第2類
ルイビー40 キョーリンリメディオ（株） 131M02A00017 第3類
ルイビーAG キョーリンリメディオ（株） 131M01A00059 第2類
ルイビーALG キョーリンリメディオ（株） 131M00A00194 第2類
ルイビーDX キョーリンリメディオ（株） 131M07A10010 第2類
ルイビーE50 キョーリンリメディオ（株） 131M03A10006 第3類
ルイビーFX キョーリンリメディオ（株） 131M02A00018 第2類
ルイビーOA キョーリンリメディオ（株） 131M01A10009 第2類
ルイビーR キョーリンリメディオ（株） 131M01A00020 第2類
ルイビードライアイ キョーリンリメディオ（株） 131M04A10035 第3類
六こん目薬 キョーリンリメディオ（株） 131M00A00032 第2類
アペテート整腸薬NA 京都薬品工業（株） 231C00A00050 第3類
イストロン整腸錠 京都薬品工業（株） 231C00A10022 第3類
イストロン整腸錠プラス 京都薬品工業（株） 231C00A00736 第3類
エバユースホワイトEX 京都薬品工業（株） 317C00A00820 第3類
エバレッシュホワイトEX 京都薬品工業（株） 317C00A00821 第3類
キュアティホワイト 京都薬品工業（株） 317C00A00405 第3類
キュアティホワイトNKB 京都薬品工業（株） 317C00A00471 第3類
コーラック坐薬タイプ 京都薬品工業（株） 235Q00A00096 第3類
サンベルサーホワイト 京都薬品工業（株） 317C00A00299 第3類
新アペテート整腸薬 京都薬品工業（株） 231C00A00120 第3類
新笹岡整腸薬M 京都薬品工業（株） 231C00A00121 第3類
新レシカルボン坐剤S 京都薬品工業（株） 235Q01A00024 第3類
トランシーノ ホワイトC 京都薬品工業（株） 317C00A00235 第3類
ノイビタコンドロ錠 京都薬品工業（株） 312C00A10006 第3類
ビタサプリホワイトEX 京都薬品工業（株） 317C00A00404 第3類
ファスコン整腸錠 京都薬品工業（株） 231C00A10252 第3類
ファスコン整腸錠プラス 京都薬品工業（株） 231C00A00738 第3類
フェミールホワイト 京都薬品工業（株） 317C00A00300 第3類
フェミールホワイトNKB 京都薬品工業（株） 317C00A00472 第3類
フェロップストローチ 京都薬品工業（株） 279C00A00243 第2類
マードレトローチ 京都薬品工業（株） 279C00A00498 第2類
ミルセリンホワイトNKB 京都薬品工業（株） 317C00A00473 第3類
ラクティブプラス 京都薬品工業（株） 231C00A00209 第3類
ラクティブプラスNA 京都薬品工業（株） 231C00A00051 第3類
レーグルトローチ 京都薬品工業（株） 279C00A00499 第2類
エーカン 協同薬品工業（株） 264M00A00485 第3類
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クミアイ赤玉胃腸丸 協同薬品工業（株） 233R00D00515 第3類
クミアイ胃散「エス」 協同薬品工業（株） 237B00D04668 第2類
クミアイうがい薬「ナール」 協同薬品工業（株） 226M00D01814 第2類
クミアイウレアクリーム20 協同薬品工業（株） 266N00D00218 第3類
クミアイエーコープバン 協同薬品工業（株） 262Z00D00207 第3類
クミアイオーカン 協同薬品工業（株） 264M00D10128 第2類
クミアイかぜカプセル「ゴールド」 協同薬品工業（株） 118D00D00437 指定第2類
クミアイかぜぐすり「カプセルエース」 協同薬品工業（株） 118D03D00033 指定第2類
クミアイかぜぐすり「顆粒」 協同薬品工業（株） 118B05D10001 第2類
クミアイカユミン軟膏M 協同薬品工業（株） 264N01D00795 第3類
クミアイカルシウム錠DX 協同薬品工業（株） 321C00D00264 第2類
クミアイキズグスリ液「ホワイト」 協同薬品工業（株） 261M00D00164 第2類
クミアイきず軟膏H 協同薬品工業（株） 261N00D00325 第2類
クミアイ救急バン「エース」 協同薬品工業（株） 262Z00D00628 第3類
クミアイグットファン 協同薬品工業（株） 133C00D01290 指定第2類
クミアイけんぷく錠「エス」 協同薬品工業（株） 239C00D00392 指定第2類
クミアイ解熱鎮痛錠 協同薬品工業（株） 114C04D00008 指定第2類
クミアイコリトン「パンチ」 協同薬品工業（株） 264P00D00280 第3類
クミアイコリトン「パンチ」E 協同薬品工業（株） 264P00D00550 第3類
クミアイコリメタシン1％液 協同薬品工業（株） 264M00D00481 第2類
クミアイコリメタシンパップ 協同薬品工業（株） 264P01D00177 第2類
クミアイ新胃腸薬「細粒」 協同薬品工業（株） 237B00D00586 第2類
クミアイ新せき止錠「エス」 協同薬品工業（株） 224C00D00029 指定第2類
クミアイ新総合感冒錠「エス」 協同薬品工業（株） 118C00D10004 指定第2類
クミアイ新ビタカプセルE300 協同薬品工業（株） 315D00D10003 第3類
クミアイ新ビタミンBBピュア 協同薬品工業（株） 313C02D10002 第3類
クミアイ寿煌誕ロイヤル 協同薬品工業（株） 329D00D00792 第2類
クミアイ鎮痛薬「細粒」 協同薬品工業（株） 114B08D00001 指定第2類
クミアイネオエキス錠 協同薬品工業（株） 231C00D02577 第2類
クミアイ八味地黄丸錠 協同薬品工業（株） 520C00D00614 第2類
クミアイ鼻炎カプセル 協同薬品工業（株） 132D00D00426 指定第2類
クミアイビサコレット 協同薬品工業（株） 235C02D10001 第2類
クミアイビタエース「ゴールド」錠 協同薬品工業（株） 312C00D00001 第3類
クミアイビタパッション3000 協同薬品工業（株） 329E00D00427 第3類
クミアイビタパッション「50」A 協同薬品工業（株） 329E00D00001 第3類
クミアイビタパッションV-50SP 協同薬品工業（株） 317E00D00205 第3類
クミアイビタパッション寿煌 協同薬品工業（株） 329E00D10163 第2類
クミアイビタミンC錠「チュアブル」 協同薬品工業（株） 314C01D10001 第3類
クミアイ婦人薬「実母散顆粒」 協同薬品工業（株） 112B00D01162 第3類
クミアイ防風通聖散錠 協同薬品工業（株） 520C00D00454 第2類
クミアイミコナエース 協同薬品工業（株） 265M00D10005 第2類
クミアイ目薬クール 協同薬品工業（株） 131M10D00002 第2類
クミアイめぐすりクリアE 協同薬品工業（株） 131M08D00001 第3類
クミアイメンタムE 協同薬品工業（株） 262N00D00080 第3類
クミアイ六神丸 協同薬品工業（株） 211R00D00188 第2類
グルビタEX錠 協同薬品工業（株） 312C05A10001 第3類
ビタパッション「ゴールド・50」 協同薬品工業（株） 329E00D01680 第2類
ホワイトC錠 協同薬品工業（株） 325C00A00434 第3類
サニーラックス 共立機巧（株） 732Z00A10011 第2類
オーラク膏H 共立薬品工業（株） 266Z00D01122 第2類
キズタッチFX 共立薬品工業（株） 262Z00B00341 第3類
キズテープFX 共立薬品工業（株） 262Z00B00342 第3類
キズバリアA 共立薬品工業（株） 261M00D00091 第3類
キズリバエース 共立薬品工業（株） 261M00D10169 第2類
キズリバエースα 共立薬品工業（株） 261M00D00088 第3類
キズリバエースα泡タイプ 共立薬品工業（株） 261M00D00088 第3類
キズリバエース泡タイプ 共立薬品工業（株） 261M00D10169 第2類
キズリバテープBX 共立薬品工業（株） 262Z00B00332 第3類
キズリバテープBX1 共立薬品工業（株） 261P00D00632 第3類
キズリバテープEX 共立薬品工業（株） 262Z00B00348 第3類
キズリバテープFX 共立薬品工業（株） 262Z00B00340 第3類
キズリバテープSX 共立薬品工業（株） 262Z00B00344 第3類
キャッチコーン 共立薬品工業（株） 266P00D00704 第2類
共立胃腸丸 共立薬品工業（株） 233R00D04061 第3類
共立胃腸丸DX 共立薬品工業（株） 233R00B00556 第3類
コーニル膏 共立薬品工業（株） 266Z00D01121 第2類
コーンメイト 共立薬品工業（株） 266P00D01346 第2類
サリコーン 共立薬品工業（株） 266P00D00703 第2類
大日胃腸丸A 共立薬品工業（株） 233R00D04063 第3類
ノドクリアG 共立薬品工業（株） 229M00D00505 第3類
ハイバンドEX 共立薬品工業（株） 262Z00A00351 第3類
ハイバンドFX 共立薬品工業（株） 262Z00A00343 第3類
ハイバンドSX 共立薬品工業（株） 262Z00A00347 第3類
ハイバンドWX 共立薬品工業（株） 262Z00A00355 第3類
ハリワンFb 共立薬品工業（株） 264P00A00082 第2類
ハリワンFb35 共立薬品工業（株） 264P01A00452 第2類
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ハリワンFb50 共立薬品工業（株） 264P02A00419 第2類
ハリワンFbL 共立薬品工業（株） 264P01A00085 第2類
ハリワンFb温感 共立薬品工業（株） 264P01A00414 第2類
ポピクル 共立薬品工業（株） 279M00D00364 第3類
ポピクルG 共立薬品工業（株） 229M00D00504 第3類
ポピクルP 共立薬品工業（株） 279M00A00585 第3類
ポピクルX 共立薬品工業（株） 279M00D00731 第3類
マイテープFX 共立薬品工業（株） 262Z01D00302 第3類
宮島胃腸丸 共立薬品工業（株） 233R00D00963 第3類
メンフラ フェルビナク 共立薬品工業（株） 264P01A00020 第2類
メンフラ フェルビナク〈温感〉 共立薬品工業（株） 264P03A00019 第2類
薮内胃腸丸A 共立薬品工業（株） 233R00B00557 第3類
ダマリンエース 杏林製薬（株） 265N02A00656 指定第2類
トークール 杏林製薬（株） 265N00A00653 指定第2類
ミルトン 杏林製薬（株） 261M00A00491 第2類
エメロットHPクリーム 協和新薬（株） 269N00A00282 第2類
クールスロート 協和新薬（株） 226H00A00951 第3類
コーフル 協和新薬（株） 263N00D05992 第3類
コーフルS 協和新薬（株） 269N00A01206 第3類
太乙膏 協和新薬（株） 263N00D00782 第2類
ネクストクリーム 協和新薬（株） 269N00A00283 第2類
ノンアフターHPクリーム 協和新薬（株） 269N00A00281 第2類
ピロキシカム液「キョウワ」 協和新薬（株） 264M00A00126 第2類
ペレウス 協和新薬（株） 269M00A03968 第1類
アーター錠 協和薬品工業（株） 133C00A10005 第2類
アストカル 協和薬品工業（株） 317E00A00576 第3類
アストカル2000 協和薬品工業（株） 317E01A00476 第3類
アストカル3000 協和薬品工業（株） 397E00A00099 第3類
液体絆創膏EX 協和薬品工業（株） 262M00A00024 第3類
オフノーズ鼻炎カプセルW 協和薬品工業（株） 132D00A00126 指定第2類
オロファニックTX錠 協和薬品工業（株） 279C00A00031 第3類
ゲキタミンD3000 協和薬品工業（株） 317E00A00892 第2類
こどもアーター錠 協和薬品工業（株） 133C00A10007 第2類
こどもティメル錠 協和薬品工業（株） 133C00A10006 第2類
サンクトリート　アクネ 協和薬品工業（株） 263N00A00550 第2類
新スルーロン顆粒 協和薬品工業（株） 118B00A10057 指定第2類
新ノスポール鼻炎カプセル 協和薬品工業（株） 132D00A00494 指定第2類
スクミントEX液 協和薬品工業（株） 264M02A00003 指定第2類
スクミントEXゲル 協和薬品工業（株） 264N01A00004 指定第2類
スムジールVエース液 協和薬品工業（株） 265M00A00340 指定第2類
スムジールVエースクリーム 協和薬品工業（株） 265N00A00341 指定第2類
スムジールV液 協和薬品工業（株） 265M00A00625 指定第2類
スムジールVクリーム 協和薬品工業（株） 265N00A00622 指定第2類
スラトミン 協和薬品工業（株） 317E00A00575 第3類
スラトミン3000 協和薬品工業（株） 397E00A00098 第3類
スラトミンDX 協和薬品工業（株） 317E00A01595 第2類
スルーロンEX顆粒 協和薬品工業（株） 118B02A00006 指定第2類
スルーロンIBカプセル 協和薬品工業（株） 118D00A00460 指定第2類
スルーロンIB錠 協和薬品工業（株） 118C00A00553 指定第2類
スルーロンせきどめ錠 協和薬品工業（株） 224C00A10087 指定第2類
スルーロン鼻炎LカプセルW 協和薬品工業（株） 132D00A00125 指定第2類
ゼオリーDX2000 協和薬品工業（株） 317E00D00477 第3類
ゼオリーDX3000 協和薬品工業（株） 397E00D00100 第3類
ゼオリーキング 協和薬品工業（株） 317E00D00593 第2類
総合感冒薬エース微粒 協和薬品工業（株） 118B01A10009 指定第2類
タイアンテロンFBクール液 協和薬品工業（株） 264M00A00163 第2類
タイアンテロンFBクールゲル 協和薬品工業（株） 264N01A00075 第2類
タイアンテロンクール液 協和薬品工業（株） 264M00A00801 第2類
タイアンテロンクールゲル 協和薬品工業（株） 264N02A00198 第2類
ティファS錠 協和薬品工業（株） 235C05A00007 第3類
ティメル錠 協和薬品工業（株） 133C00A10004 第2類
ニッドこどもかぜ薬顆粒i 協和薬品工業（株） 118B01A00010 第2類
ノスポールαカプセル 協和薬品工業（株） 118D00A10129 指定第2類
ノスポールこどもかぜ薬a 協和薬品工業（株） 118B03A00009 第2類
ノスポール鎮咳カプセル 協和薬品工業（株） 224D00A00044 指定第2類
バイパークロンFBクール液 協和薬品工業（株） 264M01A00162 第2類
バイパークロンFBクールゲル 協和薬品工業（株） 264N01A00074 第2類
バイパークロンZ液 協和薬品工業（株） 264M00A00800 第2類
バイパークロンZゲル 協和薬品工業（株） 264N00A00196 第2類
パルグラン7液 協和薬品工業（株） 265M01A00247 指定第2類
パルグラン7クリーム 協和薬品工業（株） 265N00A00248 指定第2類
パルグランWクリーム 協和薬品工業（株） 265N00A00212 指定第2類
パルグランエース液 協和薬品工業（株） 265M00A00623 指定第2類
パルグランエースクリーム 協和薬品工業（株） 265N00A00620 指定第2類
パルゲンキ 協和薬品工業（株） 317E00A00900 第3類
ビタアルト 協和薬品工業（株） 317E01A00574 第3類
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ビタアルト3000 協和薬品工業（株） 397E00A00097 第3類
ビタアルトPW 協和薬品工業（株） 317E00A00592 第2類
ビタコリン3000 協和薬品工業（株） 317E00A00893 第2類
ビタゴールドEC顆粒 協和薬品工業（株） 317B03A00003 第3類
ベリントン3000 協和薬品工業（株） 397E00A00080 第3類
ベルサダンGK顆粒 協和薬品工業（株） 118B08A10001 指定第2類
ベルサダンエースカプセル 協和薬品工業（株） 118D00A10131 指定第2類
ベルサダンエース錠 協和薬品工業（株） 118C00A10130 指定第2類
モイシアUA 協和薬品工業（株） 265N00A00232 指定第2類
ラスピドン液 協和薬品工業（株） 265M02A00002 第2類
ラスピドンクリーム 協和薬品工業（株） 265N06A00001 第2類
リアルゲン3000 協和薬品工業（株） 397E01A00078 第3類
リドベートQ液 協和薬品工業（株） 264M02A00001 指定第2類
リドベートQゲル 協和薬品工業（株） 264N02A00002 指定第2類
キャメロットA キョクトウ（株） 114C00A10046 指定第2類
正露丸 キョクトウ（株） 237R00D01033 第2類
正露丸糖衣「キョクトウ」 キョクトウ（株） 237C00D00081 第2類
複方熊胆円 キョクトウ（株） 237R00D00026 第2類
複方熊胆丸 キョクトウ（株） 237R00D00284 第2類
本方正露丸 キョクトウ（株） 237R00D00440 第2類
熊胆円 キョクトウ（株） 237R00D01179 第2類
キンカン （株）金冠堂 264M00A10021 第2類
キンカンHPローション （株）金冠堂 269N00A00559 第2類
キンカンクールソフト （株）金冠堂 264M00A00637 第3類
赤玉天妙丸 近畿医薬品製造（株） 237R00D00995 第3類
アリナキンキA30 近畿医薬品製造（株） 312C00D00009 第3類
胃腸にダルムカプセル 近畿医薬品製造（株） 231D00D01808 第2類
胃腸薬チョーユ.M. 近畿医薬品製造（株） 234C00D00907 第2類
近畿延寿丸 近畿医薬品製造（株） 235R00D01374 指定第2類
キンキ奇應丸 近畿医薬品製造（株） 211R00D02267 第3類
「近畿」養心 近畿医薬品製造（株） 211R00D00117 第2類
近畿養心 近畿医薬品製造（株） 211R00D02147 第2類
近畿六神丸 近畿医薬品製造（株） 211R00D02185 第2類
「金粒」養心丸 近畿医薬品製造（株） 211R00D00151 第2類
駆熱散-S 近畿医薬品製造（株） 114B00D00113 指定第2類
コッテン錠 近畿医薬品製造（株） 114C05D00003 指定第2類
コルダン 近畿医薬品製造（株） 118C00D00081 指定第2類
コルダン-S 近畿医薬品製造（株） 118C00D00015 指定第2類
コルダンゴールドカプセル 近畿医薬品製造（株） 118D00D00098 指定第2類
サフナイン・ラブ 近畿医薬品製造（株） 264N00D04519 第3類
新胃腸薬「キンキ」 近畿医薬品製造（株） 237B00D01133 第3類
新コルダン「顆粒」 近畿医薬品製造（株） 118B01D00099 指定第2類
せきどめにスピール 近畿医薬品製造（株） 224B00D01368 指定第2類
ニンスメンタム 近畿医薬品製造（株） 262N00D01488 第3類
ノーセイ 近畿医薬品製造（株） 114B00D00102 指定第2類
ノハレゲン 近畿医薬品製造（株） 114B02D00002 指定第2類
マダルゲン 近畿医薬品製造（株） 231B00D01803 第2類
雪美人 近畿医薬品製造（株） 263N00D02025 第2類
リポチオ「キンキ」 近畿医薬品製造（株） 329C00D00944 第3類
宇津こどもドリンクA 金陽製薬（株） 397E03A00401 第3類
かぜ漢方内服液DX 金陽製薬（株） 520E00D00502 第2類
カツタイゲン 金陽製薬（株） 397E01D00777 第2類
キョーピン精D内服液 金陽製薬（株） 397E00D00833 第2類
キンヨーファイトゴールド 金陽製薬（株） 397E01A00643 第2類
ギガントスD3000 金陽製薬（株） 317E01D00137 第2類
ケンラク内服液 金陽製薬（株） 312E04A00005 第3類
牛蔘D 金陽製薬（株） 397E00D00832 第2類
小児用レオスミンシロップA 金陽製薬（株） 118E00A10041 指定第2類
新パスゲン内服液 金陽製薬（株） 233E00D01225 第3類
新ビタミックバーモントD3000 金陽製薬（株） 317E01D00142 第2類
じん仙A 金陽製薬（株） 397E01D00666 第3類
じん仙ゴールド 金陽製薬（株） 397E00D00159 第3類
ジンホル 金陽製薬（株） 219B00D00601 第3類
ストナ葛根湯2 金陽製薬（株） 520E00A00593 第2類
スノービタンDX内服液 金陽製薬（株） 397E00D00614 第2類
仙脩Ⅱ 金陽製薬（株） 397E00D00571 第3類
タギルDX3000 金陽製薬（株） 317E06D00900 第2類
タギルEX3000 金陽製薬（株） 317E01D00143 第2類
ダイワリバイスD 金陽製薬（株） 317E00D00216 第2類
ダイワリバイスD3000 金陽製薬（株） 397E00D10249 第3類
ダイワリバイスロイヤル 金陽製薬（株） 397E02D00537 第2類
トッカピン100 金陽製薬（株） 397E00D01191 第2類
トッカピンAⅡ内服液 金陽製薬（株） 397E00D00831 第2類
トッカピンFXⅡ 金陽製薬（株） 317E00D00752 第2類
トッカピンQ 金陽製薬（株） 397E00D01057 第2類
トッカピンキング 金陽製薬（株） 397E00D00225 第2類
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ビオタリッチGX 金陽製薬（株） 397E00A00542 第2類
ビオタリッチ内服液 金陽製薬（株） 397E01D00207 第3類
ビタグルコンK 金陽製薬（株） 317E00D00916 第2類
ビタグルコンエース 金陽製薬（株） 397E00D00671 第2類
ビタグルコン内服液DⅡ 金陽製薬（株） 397E01D00568 第3類
ビタグルコンローヤルK 金陽製薬（株） 317E00D00351 第2類
ビタミックバーモントDSSS 金陽製薬（株） 317E00D00141 第2類
ビタミックバーモントK 金陽製薬（株） 317E00D00352 第2類
ビタラッシュ内服液 金陽製薬（株） 312E01D00004 第3類
フルタイムD3000 金陽製薬（株） 317E00D00140 第2類
鵬飛ローヤルパンチ 金陽製薬（株） 397E00D00666 第3類
鵬飛ローヤルパンチD50 金陽製薬（株） 397E01D00617 第2類
薬鳳 金陽製薬（株） 397E00D01061 第3類
薬鳳D 金陽製薬（株） 397E00D00613 第2類
薬鳳フェルサDX 金陽製薬（株） 317E00D00353 第2類
友心A内服液Ⅱ 金陽製薬（株） 397E00D00570 第3類
リキカイザーD3000 金陽製薬（株） 317E00D00136 第2類
リキカイザーFX 金陽製薬（株） 317E01D00416 第2類
リポケンコー内服液Ⅱ 金陽製薬（株） 397E02D00569 第3類
龍じん仙 金陽製薬（株） 397E00D01060 第3類
龍じん仙X 金陽製薬（株） 397E01D00612 第2類
レオスミン漢方内服液 金陽製薬（株） 520E00D00503 第2類
安中散料エキス錠 クラシエ製薬（株） 520C00A01613 第2類
胃苓湯エキス錠クラシエ クラシエ製薬（株） 520C00A01196 第2類
温清飲エキス錠クラシエ クラシエ製薬（株） 520C01A00218 第2類
黄連阿膠湯エキス顆粒クラシエ クラシエ製薬（株） 520B01A01023 第2類
乙字湯エキス錠クラシエ クラシエ製薬（株） 520C01A01015 第2類
かっ香正気散料エキス顆粒クラシエ クラシエ製薬（株） 520B00A00970 第2類
葛根湯KIDS クラシエ製薬（株） 520B01A00338 第2類
葛根湯エキス顆粒Aクラシエ クラシエ製薬（株） 520B01A00154 第2類
葛根湯エキス顆粒Kクラシエ クラシエ製薬（株） 520B03A00337 第2類
葛根湯エキス顆粒Sクラシエ クラシエ製薬（株） 520B00A00087 第2類
葛根湯エキス顆粒クラシエ クラシエ製薬（株） 520B00A00086 第2類
葛根湯エキス錠クラシエ クラシエ製薬（株） 520C00A00437 第2類
加味帰脾湯エキス顆粒クラシエ クラシエ製薬（株） 520B01A00767 第2類
加味逍遙散料エキス錠クラシエ クラシエ製薬（株） 520C00A00979 第2類
銀翹散エキス顆粒Aクラシエ クラシエ製薬（株） 590B00A00028 第2類
駆風解毒湯エキス顆粒Aクラシエ クラシエ製薬（株） 520B01A00589 第2類
クラシエ加味温胆湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B00A01172 第2類
クラシエ冠心逐お丹エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 590B00A00434 第2類
「クラシエ」漢方安中散加茯苓エキス錠 クラシエ製薬（株） 520C02A00144 第2類
「クラシエ」漢方安中散料エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B00A00540 第2類
「クラシエ」漢方安中散料エキス顆粒S クラシエ製薬（株） 520B02A00626 第2類
「クラシエ」漢方茵ちん蒿湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B02A00241 第2類
「クラシエ」漢方黄連解毒湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B00A00538 第2類
「クラシエ」漢方黄連解毒湯エキス顆粒S クラシエ製薬（株） 520B01A00625 第2類
「クラシエ」漢方乙字湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B03A00628 第2類
「クラシエ」漢方葛根湯エキス顆粒SⅡ クラシエ製薬（株） 520B02A00788 第2類
「クラシエ」漢方葛根湯加川きゅう辛夷
エキス顆粒

クラシエ製薬（株） 520B00A00727 第2類

「クラシエ」漢方葛根湯加川きゅう辛夷
エキス錠

クラシエ製薬（株） 520C00A00786 第2類

「クラシエ」漢方加味逍遙散料エキス顆
粒

クラシエ製薬（株） 520B01A00533 第2類

「クラシエ」漢方甘草湯エキス顆粒S クラシエ製薬（株） 520B04A00298 第2類
「クラシエ」漢方甘草湯エキス顆粒SⅡ クラシエ製薬（株） 520B01A00132 第2類
「クラシエ」漢方九味檳榔湯エキス錠 クラシエ製薬（株） 520C00A00593 第2類
「クラシエ」漢方桂枝加芍薬湯エキス顆
粒

クラシエ製薬（株） 520B00A00251 第2類

「クラシエ」漢方桂枝加竜骨牡蛎湯エキ
ス顆粒

クラシエ製薬（株） 520B01A00252 第2類

「クラシエ」漢方桂枝加苓朮附湯エキス
顆粒

クラシエ製薬（株） 520B02A00487 第2類

「クラシエ」漢方桂枝茯苓丸料エキス顆
粒

クラシエ製薬（株） 520B03A00602 第2類

「クラシエ」漢方桂枝茯苓丸料エキス錠 クラシエ製薬（株） 520C01A00009 第2類
「クラシエ」漢方桂枝茯苓丸料加よく苡
仁エキス錠

クラシエ製薬（株） 520C02A00127 第2類

「クラシエ」漢方五虎湯エキス顆粒A クラシエ製薬（株） 520B00A00225 第2類
「クラシエ」漢方五虎湯エキス顆粒S クラシエ製薬（株） 520B02A00224 第2類
「クラシエ」漢方五虎湯エキス顆粒SⅡ クラシエ製薬（株） 520B02A01101 第2類
「クラシエ」漢方牛車腎気丸料エキス錠 クラシエ製薬（株） 520C00A00534 第2類
「クラシエ」漢方五苓散料エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B02A00537 第2類
「クラシエ」漢方柴胡加竜骨牡蛎湯エキ
ス顆粒

クラシエ製薬（株） 520B00A00624 第2類

「クラシエ」漢方柴胡桂枝湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B01A00468 第2類
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「クラシエ」漢方柴胡桂枝湯エキス顆粒A クラシエ製薬（株） 520B04A00470 第2類
「クラシエ」漢方柴胡桂枝湯エキス顆粒S
Ⅱ

クラシエ製薬（株） 520B00A00731 第2類

「クラシエ」漢方三黄瀉心湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B03A00532 第2類
「クラシエ」漢方芍薬甘草湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B01A00728 第2類
「クラシエ」漢方小建中湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B02A00652 第2類
「クラシエ」漢方小青竜湯エキス顆粒SⅡ クラシエ製薬（株） 520B03A00789 第2類
「クラシエ」漢方小青竜湯エキス錠 クラシエ製薬（株） 520C00A00654 第2類
「クラシエ」漢方十味敗毒湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B01A00489 第2類
「クラシエ」漢方大柴胡湯エキス錠 クラシエ製薬（株） 520C02A00489 第2類
「クラシエ」漢方竹茹温胆湯エキス顆粒i クラシエ製薬（株） 520B00A00325 第2類
「クラシエ」漢方調胃承気湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B03A00650 第2類
「クラシエ」漢方猪苓湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B01A00775 第2類
「クラシエ」漢方猪苓湯エキス錠 クラシエ製薬（株） 520C00A00238 第2類
「クラシエ」漢方桃核承気湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B01A00539 第2類
「クラシエ」漢方桃核承気湯エキス顆粒S クラシエ製薬（株） 520B00A00651 第2類
「クラシエ」漢方八味地黄丸料エキス錠 クラシエ製薬（株） 520C00A00653 第2類
「クラシエ」漢方半夏厚朴湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B00A00488 第2類
「クラシエ」漢方麦門冬湯エキス顆粒A クラシエ製薬（株） 520B06A00490 第2類
「クラシエ」漢方麦門冬湯エキス顆粒S クラシエ製薬（株） 520B00A10028 第2類
「クラシエ」漢方麦門冬湯エキス顆粒SⅡ クラシエ製薬（株） 520B00A10027 第2類
「クラシエ」漢方白虎加人参湯エキス顆
粒

クラシエ製薬（株） 520B02A00486 第2類

「クラシエ」漢方防風通聖散料エキスEX
錠

クラシエ製薬（株） 520C00A00600 第2類

「クラシエ」漢方防風通聖散料エキスFC
錠

クラシエ製薬（株） 520C01A00200 第2類

「クラシエ」漢方麻黄湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B01A00490 第2類
「クラシエ」漢方麻黄湯エキス顆粒i クラシエ製薬（株） 520B00A00303 第2類
「クラシエ」漢方よく苡仁湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B03A00627 第2類
「クラシエ」漢方六君子湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B02A00535 第2類
「クラシエ」漢方苓桂朮甘湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B03A00536 第2類
「クラシエ」漢方苓桂朮甘湯エキス顆粒S クラシエ製薬（株） 520B01A00008 第2類
クラシエ高麗人参エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 329B00A00455 第3類
クラシエ五苓散錠 クラシエ製薬（株） 520C00A01808 第2類
クラシエ紫雲膏 クラシエ製薬（株） 520N00A00511 第2類
クラシエ七物降下湯エキス錠 クラシエ製薬（株） 520C00A00832 第2類
クラシエ釣藤散料エキス錠 クラシエ製薬（株） 520C00A00080 第2類
クラシエ当帰芍薬散錠 クラシエ製薬（株） 520C00A01807 第2類
「クラシエ」独活寄生丸エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 590B00A00264 第2類
クラシエ八味地黄丸A クラシエ製薬（株） 520R00A00378 第2類
「クラシエ」ベルエムピK葛根湯加川きゅ
う辛夷エキス錠

クラシエ製薬（株） 520C00A00787 第2類

「クラシエ」ベルエムピS小青竜湯エキス
錠

クラシエ製薬（株） 520C00A00655 第2類

クラシエヨクイニンタブレット クラシエ製薬（株） 590C00A00656 第3類
「クラシエ」療方回陽救逆エキス顆粒A クラシエ製薬（株） 520B00A00576 第2類
荊芥連翹湯エキス錠Fクラシエ クラシエ製薬（株） 520C00A10007 第2類
桂枝加苓朮附湯エキス錠クラシエ クラシエ製薬（株） 520C00A00219 第2類
玄武温陽エキス顆粒A クラシエ製薬（株） 520B04A00008 第2類
コッコアポA錠 クラシエ製薬（株） 520C00A00474 第2類
コッコアポEX錠 クラシエ製薬（株） 520C00A00601 第2類
コッコアポG錠 クラシエ製薬（株） 520C00A00487 第2類
コッコアポL錠 クラシエ製薬（株） 520C00A10005 第2類
コッコアポプラスA錠 クラシエ製薬（株） 520C01A00042 第2類
呉茱萸湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B00A00340 第2類
柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B00A02046 第2類
七物降下湯エキス顆粒 クラシエ製薬（株） 520B00A01350 第2類
四物湯エキス顆粒クラシエ クラシエ製薬（株） 520B01A00542 第2類
小柴胡湯エキス顆粒クラシエ クラシエ製薬（株） 520B01A00485 第2類
小柴胡湯エキス錠クラシエ クラシエ製薬（株） 520C00A00466 第2類
小青竜湯エキス顆粒Aクラシエ クラシエ製薬（株） 520B00A00153 第2類
小青竜湯エキス顆粒クラシエ クラシエ製薬（株） 520B03A00127 第2類
消風散料エキス錠クラシエ クラシエ製薬（株） 520C00A10095 第2類
新コッコアポA錠 クラシエ製薬（株） 520C02A00049 第2類
新コッコアポS錠 クラシエ製薬（株） 520C00A00476 第2類
新ハイピロガンK クラシエ製薬（株） 118B00A00462 第2類
新ワカ末プラスA錠 クラシエ製薬（株） 231C01A10015 第2類
十全大補湯エキス錠クラシエ クラシエ製薬（株） 520C01A00090 第2類
十味敗毒湯エキス錠クラシエ クラシエ製薬（株） 520C00A00059 第2類
清上防風湯エキス顆粒クラシエ クラシエ製薬（株） 520B01A00279 第2類
川きゅう茶調散料エキス顆粒Aクラシエ クラシエ製薬（株） 520B00A01147 第2類
大柴胡湯エキス顆粒クラシエ クラシエ製薬（株） 520B00A00482 第2類
釣藤散料エキス顆粒クラシエ クラシエ製薬（株） 520B01A01359 第2類
当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス錠クラシ
エ

クラシエ製薬（株） 520C01A01061 第2類
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当帰芍薬散料エキス顆粒クラシエ クラシエ製薬（株） 520B02A00657 第2類
独活葛根湯エキス錠クラシエ クラシエ製薬（株） 520C00A01070 第2類
人参養栄湯エキス顆粒クラシエ クラシエ製薬（株） 520B00A01227 第2類
八味地黄丸料エキス顆粒クラシエ クラシエ製薬（株） 520B00A00313 第2類
半夏瀉心湯エキス錠Fクラシエ クラシエ製薬（株） 520C00A10021 第2類
ベルアベトン クラシエ製薬（株） 520C00A00379 第2類
ベルエムピL錠 クラシエ製薬（株） 520C00A10008 第2類
ベルクリーンS軟膏 クラシエ製薬（株） 269N00A10165 第2類
ベルクリーン錠 クラシエ製薬（株） 520C00A01059 第2類
補中益気湯エキス顆粒クラシエ クラシエ製薬（株） 520B01A00675 第2類
補中益気湯エキス錠クラシエ クラシエ製薬（株） 520C00A00464 第2類
防已黄耆湯エキス錠Fクラシエ クラシエ製薬（株） 520C00A10004 第2類
防風通聖散料エキス顆粒クラシエ クラシエ製薬（株） 520B00A01019 第2類
防風通聖散料エキス錠クラシエ クラシエ製薬（株） 520C00A00475 第2類
麻杏よく甘湯エキス錠クラシエ クラシエ製薬（株） 520C00A00458 第2類
麻子仁丸料エキス錠クラシエ クラシエ製薬（株） 520C00A01252 第2類
ヨクイニンエキス顆粒クラシエ クラシエ製薬（株） 590B00A10010 第3類
ヨクイノーゲンBC錠 クラシエ製薬（株） 313C00A10001 第3類
抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒クラシエ クラシエ製薬（株） 520B01A00682 第2類
リエイジEX錠 クラシエ製薬（株） 520C01A00494 第2類
竜胆瀉肝湯エキス錠クラシエ クラシエ製薬（株） 520C00A00173 第2類
療方健脾顆粒 クラシエ製薬（株） 520B01A00416 第2類
療方昇陽顆粒 クラシエ製薬（株） 520B02A00073 第2類
療方調血顆粒 クラシエ製薬（株） 520B01A00166 第2類
療方調律顆粒 クラシエ製薬（株） 520B02A00410 第2類
療方調流顆粒 クラシエ製薬（株） 520B01A00165 第2類
療方扶陽理中顆粒 クラシエ製薬（株） 520B02A00725 第2類
療方補気升陽顆粒 クラシエ製薬（株） 520B03A00722 第2類
六味丸料エキス顆粒クラシエ クラシエ製薬（株） 520B02A00378 第2類
ワカゲン錠 クラシエ製薬（株） 520C00A01750 第2類
ワカ末漢方便秘薬錠 クラシエ製薬（株） 520C00A00069 第2類
ワカ末止瀉薬錠 クラシエ製薬（株） 231C00A00570 第2類
ワカ末錠 クラシエ製薬（株） 231C00A00272 第2類
アクチビア軟膏 グラクソ・スミスクライン（株） 625N00A00051 第1類
コンタック総合感冒薬（カプセル） グラクソ・スミスクライン（株） 118D00A00092 指定第2類
コンタック鼻炎Z グラクソ・スミスクライン（株） 132C00A00580 要指導医薬品
シガノンCQ1透明パッチ グラクソ・スミスクライン（株） 799P00A00259 第1類
シガノンCQ2透明パッチ グラクソ・スミスクライン（株） 799P00A00260 第1類
新コンタックかぜ総合 グラクソ・スミスクライン（株） 118D01A00221 指定第2類
ベトネベートN軟膏AS グラクソ・スミスクライン（株） 264N00A00258 指定第2類
ベトネベートクリームS グラクソ・スミスクライン（株） 264N00A00257 指定第2類
錠剤N通仙 （株）グローバル伸和製薬 235C02A00001 指定第2類
ミクロゲン・パスタ 啓芳堂製薬（株） 267N00A08768 第1類
アンモニア水 健栄製薬（株） 264M00A02128 第3類
イソプロピルアルコール50％P 健栄製薬（株） 261M00A00220 第3類
エタコット 健栄製薬（株） 261M00A00330 第3類
エタプラスゲル 健栄製薬（株） 261M00A00433 第3類
オキシドール 健栄製薬（株） 261M00A02131 第3類
オリブ油 健栄製薬（株） 712M00A00000 第3類
加香ヒマシ油 健栄製薬（株） 235E00A02148 第2類
希ヨードチンキ 健栄製薬（株） 261M00A02155 第3類
ケンエーうがい薬 健栄製薬（株） 226M00A01851 第3類
ケンエーうがい薬S 健栄製薬（株） 226M00A00477 第3類
ケンエー・浣腸 健栄製薬（株） 235M00D03735 第2類
ケンエー浣腸L40 健栄製薬（株） 235M00A00061 第2類
ケンエー浣腸S40 健栄製薬（株） 235M00A00013 第2類
ケンエーシロチン 健栄製薬（株） 261M00A00678 第2類
ケンエールゴールソフト 健栄製薬（株） 279M00D00965 第3類
消毒用エタノール 健栄製薬（株） 261M00A02143 第3類
消毒用エタノールIP「ケンエー」 健栄製薬（株） 261M01A00156 第3類
消毒用エタプラス 健栄製薬（株） 261M00A00056 第3類
ジアエン液2％ 健栄製薬（株） 739M00A00337 第2類
ジャバラク浣腸30 健栄製薬（株） 235M02A10013 第2類
ステリクロン0.05％綿球P 健栄製薬（株） 261Z00A00558 第2類
ステリクロン0.05％綿棒16 健栄製薬（株） 261Z00A00376 第2類
精製水 健栄製薬（株） 713E00A00000 第3類
大正ルゴール　ピゴン 健栄製薬（株） 279M00A02943 第3類
炭酸水素ナトリウム 健栄製薬（株） 234B00A02135 第3類
手ピカジェルP 健栄製薬（株） 261M01A00047 第3類
手ピカローションP 健栄製薬（株） 261M00A00549 第3類
白色ワセリン 健栄製薬（株） 712N00A00000 第3類
白色ワセリンソフト 健栄製薬（株） 712N00A00000 第3類
ハチミツ 健栄製薬（株） 714G00A00000 第3類
ビタミンC「ケンエー」 健栄製薬（株） 314B00A00009 第3類
ピュリファンP 健栄製薬（株） 261M00A00124 第2類
複方ヨード・グリセリン 健栄製薬（株） 279M00A02152 第2類
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ベンザルコニウム塩化物液　ザルコニン
液P

健栄製薬（株） 261M00A00721 第3類

ホウ酸 健栄製薬（株） 131M03A00731 第3類
ポピコット綿球P 健栄製薬（株） 261Z00A00213 第3類
ラビショット 健栄製薬（株） 261M00A00001 第3類
ラビジェル 健栄製薬（株） 261M00A00002 第3類
ラビネットP 健栄製薬（株） 261M00A00795 第3類
新ケログレン錠A 源平製薬（株） 114C00B00029 指定第2類
ピラトン21カプセル 源平製薬（株） 118D00B10014 指定第2類
乾坤 （株）玄妙洞本舗 235R00A00001 指定第2類
玄妙 （株）玄妙洞本舗 264P00A01005 第3類
うがいのABC(販売名:アズレアイうがい
液)

コーアイセイ（株） 226M00A00481 第3類

アクティL コーア製薬（株） 259C00A00012 指定第2類
シュトガード コーア製薬（株） 259C00A00394 指定第2類
シュトガード腟カンジダクリーム コーア製薬（株） 252N00A00626 第1類
シュトガード腟カンジダ坐剤 コーア製薬（株） 252Q00A00564 第1類
シュトガード鼻炎錠AL コーア製薬（株） 449C00A00480 第2類
ジンフリック コーア製薬（株） 259C00A00392 指定第2類
ジンレディケア コーア製薬（株） 252Q00A00549 第1類
ジンレディケアクリーム コーア製薬（株） 252N00A00184 第1類
ニッポークリーンFC コーア製薬（株） 317C02A10040 第3類
ニッポー紫雲膏 コーア製薬（株） 255N00A00803 第2類
ニッポー紫雲膏坐薬 コーア製薬（株） 255Q00A01506 第2類
バイロミン コーア製薬（株） 315D00A02300 指定第2類
バイロミンEC顆粒 コーア製薬（株） 317B00A00001 第3類
バイロミンナチュレE コーア製薬（株） 315D00A00150 第3類
バイロミンハイE300 コーア製薬（株） 315D00A00100 第3類
ポリグロン コーア製薬（株） 311D00A00394 指定第2類
ミオリエット コーア製薬（株） 252Q00A00548 第1類
ミオリエットクリーム コーア製薬（株） 252N00A00185 第1類
ラクゥリナL コーア製薬（株） 259C00A00393 指定第2類
ロキベール コーア製薬（株） 114C01A00151 第1類
ワコンMゴールド コーア製薬（株） 329D00A01155 指定第2類
アセプトン-C10 （株）小池メディカル 732Z00A00492 第2類
アセプトン-C20 （株）小池メディカル 732Z00A00493 第2類
アセプトン-C30 （株）小池メディカル 732Z00A00494 第2類
Eファイトナチュール （株）廣貫堂 315D00D10100 第3類
Jサンリキ3000 （株）廣貫堂 317E00D00137 第3類
アイガン （株）廣貫堂 131M00D00284 第2類
愛眼E （株）廣貫堂 131M00D00020 第2類
愛眼EN （株）廣貫堂 131M01D00049 第2類
アイガンゴールド （株）廣貫堂 131M00D00070 第3類
アイガンビューティ （株）廣貫堂 131M00D00098 第2類
アイガンピンキー （株）廣貫堂 131M01D10001 第3類
アイプレーン （株）廣貫堂 131M01B00044 第2類
アリナファイトエース-50 （株）廣貫堂 317E00D00103 第3類
アリフロミンCa （株）廣貫堂 321C00D00716 第2類
アリフロミンEX （株）廣貫堂 317C00D10022 第3類
アリフロミンハイ2 （株）廣貫堂 317C00D00627 指定第2類
イーガードグリーン （株）廣貫堂 237B00B00414 第2類
イキビタンEX3000 （株）廣貫堂 317E01D00023 第2類
イキビタンSP3000 （株）廣貫堂 317E01D00024 第2類
イキプレミアム （株）廣貫堂 317E02D00847 第2類
イキライフD3000 （株）廣貫堂 317E01D00138 第3類
イスロンG （株）廣貫堂 237B00B01158 第2類
胃腸反魂丹 （株）廣貫堂 239R00D01186 第2類
越撰 （株）廣貫堂 237C01D00042 第3類
エブリSD3000Z （株）廣貫堂 317E01D00089 第2類
エブリSD3000α （株）廣貫堂 317E00D00791 第2類
延寿壮心牛黄酥 （株）廣貫堂 211D00D01240 第2類
延寿壮心六神丸 （株）廣貫堂 211R00D01819 第2類
延寿太陽丸 （株）廣貫堂 237R00D00209 第2類
延寿内服液 （株）廣貫堂 317E00D00194 第3類
オイヒ （株）廣貫堂 118B00D10018 指定第2類
快通丸 （株）廣貫堂 235R00D00560 指定第2類
カゼセブン内服液 （株）廣貫堂 520E00D00811 第2類
カゼファースト内服液K （株）廣貫堂 520E00D00494 第2類
葛根湯エキス「顆粒」2 （株）廣貫堂 520B00D00467 第2類
葛根湯エキス「顆粒」A （株）廣貫堂 520B00D00895 第2類
葛根湯エキス「顆粒」S （株）廣貫堂 520B01D00461 第2類
葛根湯内服液N （株）廣貫堂 520E00D00450 第2類
葛根湯内服液「廣貫堂」 （株）廣貫堂 520E00D00490 第2類
葛根湯内服液「廣貫堂」2 （株）廣貫堂 520E00D00281 第2類
顆粒ネオ眞治S （株）廣貫堂 118B01D00132 指定第2類
カンボー内服液「廣貫堂」2 （株）廣貫堂 520E00D00283 第2類
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キャスコリンEX （株）廣貫堂 237C00D00298 第2類
キュキュソフトG （株）廣貫堂 118D00D00283 指定第2類
クミアイ感冒ソフトカプセル （株）廣貫堂 118D04D00032 指定第2類
クリーン真珠目薬A （株）廣貫堂 131M00B01800 第2類
グルコロマン （株）廣貫堂 312D00D10002 第3類
虔脩感應丸 （株）廣貫堂 119R00D01734 第2類
虔脩本方六神丸 （株）廣貫堂 211R00D02047 第2類
虔脩本方六神丸S （株）廣貫堂 211R00D00323 第2類
虔脩熊廣丸 （株）廣貫堂 237R00D00211 第2類
廣貫堂赤玉はら薬 （株）廣貫堂 231R00D01565 第2類
廣貫堂赤玉はら薬S （株）廣貫堂 231R00D00782 第2類
廣貫堂胃腸薬細粒 （株）廣貫堂 237B00D00335 第2類
廣貫堂ネオ眞治S （株）廣貫堂 118B00D00229 指定第2類
廣貫堂の参寿Eカプセル （株）廣貫堂 315D00D00109 第3類
広貫堂複方熊膽丸 （株）廣貫堂 233R00D01727 第3類
散剤せきどめ「廣貫堂」 （株）廣貫堂 224B00D01779 指定第2類
サンリキソZ3000Ⅱ （株）廣貫堂 317E00D00804 第3類
サンリキソセブン （株）廣貫堂 317E00D00554 第3類
サンリキソドリンクA （株）廣貫堂 317E00D00415 第3類
サンリキソドリンクGO （株）廣貫堂 397E00D00728 第3類
サンリキソドリンクJⅡ （株）廣貫堂 317E01D00637 第3類
サンリキソライト （株）廣貫堂 317E01D00353 第3類
歯痛頭痛ヒロリン （株）廣貫堂 114B00D07508 指定第2類
至寶胃腸薬（顆粒） （株）廣貫堂 237B00B01239 第2類
春寿 （株）廣貫堂 317D00D02470 第2類
春寿S （株）廣貫堂 317D00D00491 第2類
新胃腸内服液「廣貫堂」 （株）廣貫堂 233E00D01047 第3類
新カドリンカプセルG （株）廣貫堂 118D00A00876 指定第2類
新カンボーエース （株）廣貫堂 118B02D00768 指定第2類
新タブローンカプセル （株）廣貫堂 118D00B10052 指定第2類
新トップギアD （株）廣貫堂 317E01D00099 第3類
新マッハリンカゼカプセル （株）廣貫堂 118D00B00587 指定第2類
新マルコターンソフト （株）廣貫堂 237B00D00395 第2類
新マルコヒロリン （株）廣貫堂 114B00D00073 指定第2類
浄血丸 （株）廣貫堂 215R00D00928 指定第2類
蔘黄内服液Nゴールド （株）廣貫堂 317E01D00461 第3類
参寿EBカプセル （株）廣貫堂 315D00D10033 第3類
じん茸内服液 （株）廣貫堂 329E00D00437 第2類
ジンセンファイト100 （株）廣貫堂 317E00D00885 第2類
ストライクX3000 （株）廣貫堂 317E00B00202 第2類
スリービタンX （株）廣貫堂 397E00D00346 第2類
ずつう・はいた・神経痛「廣貫堂」 （株）廣貫堂 114B00D00060 指定第2類
セキセチンSP錠 （株）廣貫堂 224C00A10025 指定第2類
せきどめカプセル「廣貫堂」 （株）廣貫堂 224D00D00034 指定第2類
セネツロンソフトカプセル （株）廣貫堂 118D08D00012 指定第2類
ゼンソフトカプセルG （株）廣貫堂 118D00B10002 指定第2類
タブローンM （株）廣貫堂 237B00B01160 第2類
タブローン顆粒 （株）廣貫堂 118B01B00005 指定第2類
ダイワリバイスDゴールド （株）廣貫堂 317E01D00027 第3類
ダン12鼻炎用カプセル （株）廣貫堂 132D01A10038 指定第2類
ダンリッチ鼻炎カプセル （株）廣貫堂 132D00A10040 指定第2類
チュアマシンA （株）廣貫堂 133C01D00001 第2類
ティーダファイトJ （株）廣貫堂 317E00D00963 第3類
トップギアゴールドⅡ （株）廣貫堂 317E01D00233 第2類
トリファイトVカプセル （株）廣貫堂 313D00D00131 第3類
ネオ真治ゴールドカプセル （株）廣貫堂 118D00D00481 指定第2類
ネオ真治ゴールド錠 （株）廣貫堂 118C00D00144 指定第2類
ネオ真治内服液「葛根湯」 （株）廣貫堂 520E00D00492 第2類
ハイカゼEV錠 （株）廣貫堂 118C00D00343 指定第2類
ハイカゼGX （株）廣貫堂 118C00D10043 指定第2類
ハイカゼLカプセル （株）廣貫堂 118D00D10152 指定第2類
ハイカゼα錠 （株）廣貫堂 118C05D00143 指定第2類
ハイカゼ顆粒L （株）廣貫堂 118B00D10151 指定第2類
ハイカゼ顆粒α （株）廣貫堂 118B00D00345 指定第2類
ハイカゼ内服液K （株）廣貫堂 520E00D00493 第2類
八味地黄丸「廣貫堂」 （株）廣貫堂 520R00D01919 第2類
バイスエル （株）廣貫堂 317E01D00415 第2類
パナワン「廣貫堂」 （株）廣貫堂 329R00D00799 第2類
パピアセン （株）廣貫堂 312D00D00048 第3類
パピアセンG7 （株）廣貫堂 312D01D10012 第3類
鼻炎カプセル「キュキュ」S （株）廣貫堂 132D00D10069 第2類
ファイトDX3000Ⅱ （株）廣貫堂 317E00D01030 第3類
ファイトE100カプセル （株）廣貫堂 315D00D01658 第3類
ファイトGO （株）廣貫堂 317E01D00375 第2類
ファイトゴールド内服液 （株）廣貫堂 317E00D10001 第3類
ファイトタイムV （株）廣貫堂 317E00D00447 第3類
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ファイト内服液GO-30 （株）廣貫堂 397E00D00422 第3類
ファイトローヤルⅡ （株）廣貫堂 397E01D00232 第2類
ファイトワン （株）廣貫堂 317E04D00138 第3類
ボディーV3000Z （株）廣貫堂 317E00D00904 第3類
マージョンDX3000α （株）廣貫堂 317E00A00385 第2類
マージョンDX3000αゼロ （株）廣貫堂 317E00D00384 第2類
マルコフラノンP軟膏 （株）廣貫堂 261N00D00048 第3類
マルコミンEV （株）廣貫堂 114C00D00526 指定第2類
マルコミンブロック （株）廣貫堂 114C00D10056 第2類
マルコミンマイルドA （株）廣貫堂 114C00D01809 指定第2類
モアビタン-D3000 （株）廣貫堂 317E00D00070 第3類
熊光丸 （株）廣貫堂 233R00D00579 第3類
熊膽圓S （株）廣貫堂 237R00D00631 第2類
ゆうたん丸 （株）廣貫堂 233R00D00056 第3類
ラーバエースD3000 （株）廣貫堂 317E00D01032 第3類
龍玉心「顆粒」 （株）廣貫堂 118B00D10011 第2類
ワークエンザS （株）廣貫堂 118D00B10053 指定第2類
ワクナガ胃腸内服液N （株）廣貫堂 233E00A01046 第3類
ワントップ軟膏 （株）廣貫堂 264N00D02394 第3類
アダムA錠 皇漢堂製薬（株） 114C00A00711 指定第2類
アロエ錠 皇漢堂製薬（株） 235C03A00001 第3類
エルビタンE 皇漢堂製薬（株） 315D05A10001 第3類
解熱鎮痛薬「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 114C00A00710 指定第2類
下痢止め錠「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 231C00A10002 第2類
抗アレルギー錠「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 441C00A00471 第2類
皇漢堂漢方便秘薬 皇漢堂製薬（株） 520C00A01261 第2類
コンドロパワーEX錠 皇漢堂製薬（株） 312C01A10010 第3類
新総合感冒薬「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 118C05A00015 指定第2類
新ネオビタミンEX「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 313C03A10003 第3類
新ハイビタミンEX「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 313C05A10001 第3類
新パワーアクトEX 皇漢堂製薬（株） 313C05A10002 第3類
新ベルメイトEX 皇漢堂製薬（株） 313C02A10004 第3類
滋養強壮薬α 皇漢堂製薬（株） 329C01A00300 第3類
スルーリベール 皇漢堂製薬（株） 235B00D00001 指定第2類
スルーリベールA錠 皇漢堂製薬（株） 235C00D00005 指定第2類
センナ錠 皇漢堂製薬（株） 235C05A00001 指定第2類
総合かぜ薬A「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 118C00A00317 指定第2類
総合かぜ薬「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 118C01A10012 指定第2類
ナチュラルビタE「クニキチ」 皇漢堂製薬（株） 315D00A10013 第3類
ナチュラルビタミンE「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 315D02D00009 第3類
ネオ カルシューム錠 皇漢堂製薬（株） 321C00D01118 第3類
ネオビタBBプラス「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 313C02A10006 第3類
ネオビタC錠「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 314C02A10006 第3類
ネオビタE「クニキチ」 皇漢堂製薬（株） 325D00A10001 第3類
ネオビタホワイトプラス「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 314C00A00488 第3類
ネオビタミンB25「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 312C00A10016 第3類
ネオビタミンB「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 312C01A10023 第3類
ネオビビアミン-L錠 皇漢堂製薬（株） 317C01A10016 第3類
乗りもの酔いの薬「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 112C00A10006 第2類
パワーアクトゴールドα 皇漢堂製薬（株） 329C00A00302 第3類
鼻炎薬A「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 132C00A00003 指定第2類
ビタサプリB26L 皇漢堂製薬（株） 313C06A10001 第3類
ビタホワイトプラス「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 314C00A00490 第3類
ビタミンBB-L錠「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 317C02A10014 第3類
ビタミンBBプラス「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 313C01A10007 第3類
ビタミンC錠2000「クニキチ」 皇漢堂製薬（株） 314C00D00001 第3類
ビタミンC錠2000「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 314C04A10003 第3類
ビタミンC末「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 314B02D00002 第3類
ビタミンEC-L錠「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 317C02A00008 第3類
ビタロークゴールドα 皇漢堂製薬（株） 329C00A00301 第3類
ビュースルー 皇漢堂製薬（株） 235C06A00009 第2類
ビュースルー・ソフト 皇漢堂製薬（株） 235C00A00655 第2類
ビューティアクトBBプラス 皇漢堂製薬（株） 313C02A10008 第3類
ビューラックA 皇漢堂製薬（株） 235C04A10002 第2類
ビューラック・ソフト 皇漢堂製薬（株） 235C00A00653 第2類
ファモチジン錠「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 232C00A00270 第1類
ベルメイトC 皇漢堂製薬（株） 314C03A10005 第3類
ベルメイトEC-L錠 皇漢堂製薬（株） 317C04A10003 第3類
リポスミン 皇漢堂製薬（株） 112C00A00170 指定第2類
ロキソプロフェン錠「クニヒロ」 皇漢堂製薬（株） 114C01A00441 第1類
快精カプセル （株）廣昌堂 114D00D00276 指定第2類
確力救痛 （株）廣昌堂 114B03D00048 指定第2類
確力ヨワン錠 （株）廣昌堂 133C00B01309 指定第2類
カゼホワイトカプセル （株）廣昌堂 118D00D00917 指定第2類
葛根湯内服液G （株）廣昌堂 520E01A00539 第2類
カネドリン顆粒 （株）廣昌堂 222B00D00056 指定第2類
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駆風解毒湯エキス「顆粒」 （株）廣昌堂 520B00A00763 第2類
ケロゲン （株）廣昌堂 114B01D00116 指定第2類
ケロミーン （株）廣昌堂 114B00B10040 指定第2類
コーエサンプンカン（R） （株）廣昌堂 114B00B10041 指定第2類
こどもかぜカイセイⅡ （株）廣昌堂 118B00B10034 第2類
三愛鎮痛散 （株）廣昌堂 114B00A00137 指定第2類
新カネドリン錠 （株）廣昌堂 222C00A00002 第2類
新キヤラクトUⅡ （株）廣昌堂 237C00A00269 第2類
シンケロA （株）廣昌堂 114B00B10025 指定第2類
新サフサン （株）廣昌堂 114B00D01049 指定第2類
神薬廣貫堂 （株）廣昌堂 119Z00B11110 第3類
セデナフェンピュア （株）廣昌堂 114C00A00544 指定第2類
宝薬品のカイツーA1Z （株）廣昌堂 114B01B10037 指定第2類
デルマパール軟膏 （株）廣昌堂 264N00A00222 指定第2類
ノーエチA （株）廣昌堂 114B03B00045 指定第2類
ノーエチG （株）廣昌堂 114B00B01059 指定第2類
ノーエチS （株）廣昌堂 114B00A00046 指定第2類
ノーエチW顆粒 （株）廣昌堂 114B04A00003 指定第2類
ノーエチ錠IP （株）廣昌堂 114C00A10021 指定第2類
ノスポール鎮咳顆粒 （株）廣昌堂 222B00A10065 指定第2類
ピタトラベル （株）廣昌堂 133C00A10060 第2類
ペアコール顆粒 （株）廣昌堂 118B01A00037 指定第2類
ペアコール錠 （株）廣昌堂 118C02A00035 指定第2類
ペインサール顆粒 （株）廣昌堂 114B05A00004 指定第2類
ペインダームIP錠 （株）廣昌堂 114C00A00801 指定第2類
ポジナールM錠 （株）廣昌堂 441C00A10160 第2類
ポジョンエース顆粒 （株）廣昌堂 118B00A00195 指定第2類
ポジョンカプセルV （株）廣昌堂 118D01B10061 指定第2類
ポジョンゴールド「顆粒」 （株）廣昌堂 118B00D00653 指定第2類
ポジョンホワイト （株）廣昌堂 118D00B00018 指定第2類
ユトラ鼻炎カプセルS （株）廣昌堂 132D00A10013 指定第2類
アイフリーコーワAL 興和（株） 131M00A00205 要指導医薬品
ウナコーワα 興和（株） 264M00A00017 指定第2類
ウナコーワエースG 興和（株） 264N00A10002 指定第2類
ウナコーワエースL 興和（株） 264M00A10003 指定第2類
ウナコーワクールパンチ 興和（株） 264M01A10001 第2類
ウナコーワジェル 興和（株） 264N00A00757 指定第2類
液キャベコーワ 興和（株） 233E00A00484 第2類
液キャベコーワG 興和（株） 233E03A10002 第2類
液キャベコーワL 興和（株） 233E05A10001 第2類
エバステルAL 興和（株） 449C00A00619 要指導医薬品
エルペインコーワ 興和（株） 114C08A00002 第1類
キャベジンコーワα 興和（株） 237C01A00459 第2類
キャベジンコーワ細粒 興和（株） 237B01A01434 第2類
キャベジンコーワ錠 興和（株） 237C00A01073 第2類
キューピーコーワiプラス 興和（株） 312C00A00541 第3類
キューピーコーワ液 興和（株） 329E00A00249 第3類
キューピーコーワコンドロイザー 興和（株） 312C00A00334 第2類
キューピーコーワゴールドα 興和（株） 397C00A01089 第3類
キューピーコーワゴールドα-プラス 興和（株） 397C00A00418 第3類
ケラチナミンコーワ20％尿素配合クリー
ム

興和（株） 266N00A00196 第3類

ケラチナミンコーワWクリーム 興和（株） 266N00A00233 第3類
ケラチナミンコーワ乳状液10 興和（株） 266M00A00037 第3類
ケラチナミンコーワ乳状液20 興和（株） 266M00A00778 第3類
ケラチナミンコーワヒビエイド 興和（株） 269N00A00259 第3類
コーンソルベント 興和（株） 261M00A00840 第2類
コルゲンコーワIB「1日2回」Tカプセル 興和（株） 118D00A10317 指定第2類
コルゲンコーワIB2 興和（株） 118D02A00221 指定第2類
コルゲンコーワIB錠 興和（株） 118C00A00366 指定第2類
コルゲンコーワIB錠TX 興和（株） 118C00A00099 指定第2類
コルゲンコーワIB透明カプセル 興和（株） 118D00A00365 指定第2類
コルゲンコーワIB透明カプセルα 興和（株） 118D00A00537 指定第2類
コルゲンコーワ液体かぜ薬 興和（株） 520E00A00482 第2類
コルゲンコーワ顆粒かぜ薬 興和（株） 520B02A00335 第2類
コルゲンコーワ鎮痛解熱LXα 興和（株） 114C00A00188 第1類
コルゲンコーワ鼻炎ジェルカプセル 興和（株） 132D00A10016 第2類
コルゲンコーワ鼻炎ソフトミニカプセル 興和（株） 132D01A10012 第2類
コルゲンコーワ鼻炎ソフトミニカプセル
子ども用

興和（株） 132D03A10007 第2類

コルゲンコーワ鼻炎フィルム 興和（株） 132Z00A00424 第2類
コルゲンコーワ鼻炎フィルムクール 興和（株） 132Z00A00397 第2類
新ウナコーワクール 興和（株） 264M00A00063 第2類
新ウナコーワクール「もろこしヘッド」 興和（株） 264M00A00035 第2類
新キャベ2コーワ 興和（株） 237B00A10040 第2類
新キャベジンコーワS 興和（株） 237C00A00097 第2類
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新キューピーコーワi 興和（株） 312C02A10025 第3類
新ケラチナミンコーワ20％尿素配合ク
リーム

興和（株） 266N00A00716 第3類

新コルゲンコーワかぜカプセル 興和（株） 118D00A00272 指定第2類
新コルゲンコーワかぜ錠 興和（株） 118C00A00109 指定第2類
新コルゲンコーワ咳止め透明カプセル 興和（株） 224D00A10046 指定第2類
新コルゲンコーワトローチ 興和（株） 279C00A00552 第3類
新デスパコーワ 興和（株） 279N00A00849 第3類
新レスタミンコーワ軟膏 興和（株） 264N01A00632 第3類
ジェントスルーコーワ細粒 興和（株） 590B01A00387 指定第2類
トメダインコーワ錠 興和（株） 231C00A00371 指定第2類
トメダインコーワフィルム 興和（株） 231Z00A00250 指定第2類
ナチュラートコーワ 興和（株） 235C00A00508 第3類
バンテリンコーワエアロゲル 興和（株） 264L00A00449 第2類
バンテリンコーワエアロゲルEX 興和（株） 264L00A00238 第2類
バンテリンコーワ液EX 興和（株） 264M01A00156 第2類
バンテリンコーワ液S 興和（株） 264M00A00228 第2類
バンテリンコーワ液W 興和（株） 264M00A00226 第2類
バンテリンコーワクリーミィーゲルEX 興和（株） 264N00A00155 第2類
バンテリンコーワクリーミィーゲルLT 興和（株） 264N00A00231 第2類
バンテリンコーワクリームEX 興和（株） 264N01A00154 第2類
バンテリンコーワクリームLT 興和（株） 264N01A00230 第2類
バンテリンコーワゲルEX 興和（株） 264N02A00199 第2類
バンテリンコーワゲルLT 興和（株） 264N01A00229 第2類
バンテリンコーワ新ミニパット 興和（株） 264P02A00652 第2類
バンテリンコーワパップS 興和（株） 264P00A00520 第2類
バンテリンコーワパップホット 興和（株） 264P01A00069 第2類
パニオンコーワ錠 興和（株） 397C00A01881 第2類
フィニッシュコーワ 興和（株） 279E00A00347 第3類
フィニッシュコーワA 興和（株） 279M00A01350 第3類
フィニッシュコーワM 興和（株） 279M00A00325 第3類
プチウナコーワ 興和（株） 264M00A00048 第2類
プチウナコーワα 興和（株） 264M00A00758 指定第2類
ミオDコーワ100α 興和（株） 397E00A00926 第3類
ミオDコーワ200 興和（株） 397E00A00242 第2類
ミオDコーワ50α 興和（株） 397E00A00013 第3類
ミオDコーワ70α 興和（株） 397E00A00014 第3類
リビメックスコーワH 興和（株） 264M01A10011 指定第2類
リビメックスコーワクリーム 興和（株） 264N00A01035 指定第2類
リビメックスコーワ軟膏 興和（株） 264N01A01036 指定第2類
リビメックスコーワローション 興和（株） 264M00A00905 指定第2類
レスタミンUコーワ錠 興和（株） 441C00A00718 第2類
レスタミンコーワ糖衣錠 興和（株） 441C00A01309 第2類
レスタミンコーワパウダークリーム 興和（株） 264N00A00759 第3類
レディガードコーワ 興和（株） 259C00A00001 指定第2類
パナゴキキュー 国際衛生（株） 734Z03A00354 第1類
パナノック 国際衛生（株） 734Z01A00150 第1類
パナプレート 国際衛生（株） 734Z00A00604 第1類
パナプレートキュー 国際衛生（株） 734Z00A00214 第1類
パナプレートハーフ 国際衛生（株） 734Z00A00215 第1類
ベーパーセクトS 国際衛生（株） 734Z01A00812 第1類
クミアイ胃散 国産薬品工業（株） 237B00D00869 第2類
クミアイ胃腸錠 国産薬品工業（株） 237C00D00870 第2類
クミアイ胃腸薬「分包」 国産薬品工業（株） 237B00D00242 第2類
クミアイ新頭痛錠 国産薬品工業（株） 114C01D00025 指定第2類
クミチール 国産薬品工業（株） 264N00D02028 第2類
ケイホープB 国産薬品工業（株） 520R00A04823 第2類
小児用フロッキス 国産薬品工業（株） 133C01D00020 第2類
ジスコールせきどめ錠 国産薬品工業（株） 222C00D10004 指定第2類
スタゾール 国産薬品工業（株） 26161109K005 第3類
ストーゼ止瀉薬 国産薬品工業（株） 231C00A00062 第2類
スパロンA 国産薬品工業（株） 133C00D10001 第2類
腸草薬 国産薬品工業（株） 235C02A10013 指定第2類
フジパイゾールK錠 国産薬品工業（株） 520C00A00273 第2類
フジパイゾールS錠 国産薬品工業（株） 255C00A00119 指定第2類
フジビトールB錠 国産薬品工業（株） 520C00A00274 第2類
フロッキスA 国産薬品工業（株） 133C00D00005 第2類
ロイマン湯 国産薬品工業（株） 520B00A01316 指定第2類
ワクナガ八味地黄丸 国産薬品工業（株） 520R00A00572 第2類
ワクレッシュ 国産薬品工業（株） 235R00A10001 第2類
實母散 国民製薬（株） 112G00B01414 第2類
精寿 国民製薬（株） 329G00D00583 第3類
ママヘルス 国民製薬（株） 520R00D01786 第2類
亜鉛華軟膏「コザカイ・P」 小堺製薬（株） 264N00A01577 第3類
アンモニア水「コザカイ・P」 小堺製薬（株） 264M00A01565 第3類
イソプロパノール「コザカイ・P」 小堺製薬（株） 261M00A01566 第3類
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エタノール「コザカイ・P」 小堺製薬（株） 261M01A00246 第3類
オキシドール「コザカイ・P」 小堺製薬（株） 261M00A01568 第3類
オリブ油 小堺製薬（株） 712M01A00000 第3類
加香ヒマシ油「コザカイ・P」 小堺製薬（株） 235E00A01587 第2類
希ヨードチンキ「コザカイ・P」 小堺製薬（株） 261M00A01594 第3類
逆性石鹸コザカイ・P 小堺製薬（株） 261M00A01567 第3類
グリセリン「コザカイ・P」 小堺製薬（株） 719Z00A01569 第2類
消エタスプレー・P 小堺製薬（株） 261M01A00368 第3類
消毒用エタノールIK 小堺製薬（株） 261M00A00094 第3類
消毒用エタノール「コザカイ・P」 小堺製薬（株） 261M00A01580 第3類
シルキテン・P 小堺製薬（株） 261M01A00784 第3類
精製水 小堺製薬（株） 111Z00A00000 第3類
炭酸水素ナトリウム「コザカイ・P」 小堺製薬（株） 234B00A01571 第3類
炭酸水素ナトリウム（重曹）(販売名:ス
マリー（分包）重曹)

小堺製薬（株） 234B00A01572 第3類

チンク油「コザカイ・P」 小堺製薬（株） 264N00A01586 第3類
白色ワセリン 小堺製薬（株） 712N01A00000 第3類
ハチミツ 小堺製薬（株） 714Z01A00000 第3類
フェノール・亜鉛華リニメント「コザカ
イ・P」

小堺製薬（株） 264N00A01591 第2類

複方ヨード・グリセリン(販売名:ルゴー
ル液〔コザカイ〕)

小堺製薬（株） 279E00A01592 第2類

ベンザルコニウム塩化物液(販売名:逆性
石ケン液10P「ヨシダ」)

小堺製薬（株） 261M00A00059 第3類

ホウ酸「コザカイ・P」 小堺製薬（株） 131Z01A00245 第3類
ホウ砂「コザカイ・P」 小堺製薬（株） 131Z01A00244 第3類
マーキュロクロム液「コザカイ・P」 小堺製薬（株） 261M00A01575 第2類
無水エタノール「コザカイ・P」 小堺製薬（株） 261M01A00247 第3類
ヤマサンウワウルシ （株）小島漢方 510G00A00162 第2類
ヤマサンオウバク末 （株）小島漢方 510G00A00163 第3類
ヤマサンオウレン （株）小島漢方 510G00A00164 第2類
ヤマサンオウレン末 （株）小島漢方 510G00A00165 第2類
ヤマサンカゴソウ （株）小島漢方 510G00A00166 第3類
ヤマサンカンゾウ （株）小島漢方 510G00A00167 第2類
ヤマサンカンゾウ末 （株）小島漢方 510G00A00168 第2類
ヤマサンキササゲ （株）小島漢方 510G00A00169 第2類
ヤマサンケイヒ末 （株）小島漢方 510G00A00170 第3類
ヤマサンケツメイシ （株）小島漢方 510G00A00171 第3類
ヤマサンゲンノショウコ （株）小島漢方 510G00A00172 第3類
ヤマサンコウカ （株）小島漢方 510G00A00173 第3類
ヤマサンコウジン （株）小島漢方 510G00A00174 第3類
ヤマサンサンキライ （株）小島漢方 510G00A00176 第3類
ヤマサンサンシシ末 （株）小島漢方 510G00A00177 第3類
ヤマサンシャゼンソウ （株）小島漢方 510G00A00178 第3類
ヤマサンジュウヤク （株）小島漢方 510G00A00179 第3類
ヤマサンセンナ （株）小島漢方 510G00A00180 指定第2類
ヤマサンセンナ末 （株）小島漢方 510G00A00181 指定第2類
ヤマサンセンブリ （株）小島漢方 510G00A00182 第3類
ヤマサンセンブリ末 （株）小島漢方 510G00A00183 第3類
ヤマサンソウハクヒ （株）小島漢方 510G00A00184 第3類
ヤマサンダイオウ末 （株）小島漢方 510G00A00185 第2類
ヤマサンニンジン （株）小島漢方 510G00A00186 第3類
ヤマサンボウイ （株）小島漢方 510G00A00187 第2類
ヤマサンモクツウ （株）小島漢方 510G00A00188 第2類
ヤマサンヨクイニン （株）小島漢方 510G00A00190 第3類
ヤマサンヨクイニン末 （株）小島漢方 510G01A00191 第3類
アンチュンN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00186 第2類
アンチュンS「コタロー」（安中散エキス
錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C00A01504 第2類

茵ちん五苓散エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00010 第2類
温清飲エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B03A00676 第2類
ウンセインN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00493 第2類
温胆湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B02A00440 第2類
延年半夏湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00715 第2類
黄耆建中湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B04A00503 第2類
オウゲインN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00488 第2類
黄連解毒湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B00A00713 第2類
オツジンS「コタロー」（乙字湯エキス
錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C00A01205 第2類

カッコーサンN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00185 第2類
カッコーサン「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A01496 第2類
カッコーンV「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C05A00360 第2類
かっ香正気散エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B04A00055 第2類
葛根黄連黄ごん湯エキス細粒G「コタ
ロー」

小太郎漢方製薬（株） 520B03A00439 第2類

葛根湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B00A00058 第2類
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葛根湯エキス細粒V「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B02A00103 第2類
葛根湯エキス細粒分包「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00394 第2類
葛根湯エキス錠S「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00359 第2類
葛根湯カプレット「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C02A00741 第2類
加味逍遙散エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B00A00057 第2類
加味逍遙散エキス錠N「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00738 第2類
カミセーヌC「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00062 第2類
カミセーヌN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C02A00739 第2類
加味平胃散エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00726 第2類
環元清血飲エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 590B01A00407 第2類
環元清血飲エキス錠N「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 590C00A00294 第2類
漢方せき止めトローチS「麦門冬湯」 小太郎漢方製薬（株） 520C02A00286 第2類
漢方ニキビ薬N「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00039 第2類
甘露飲エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B00A00193 第2類
桔梗石膏エキス錠「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00538 第2類
帰脾湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B02A00011 第2類
キュウキイン「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00886 第2類
きゅう帰調血飲第一加減エキス細粒G「コ
タロー」

小太郎漢方製薬（株） 520B02A00673 第2類

玉屏風散エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B02A00297 第2類
銀翹散エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B04A00178 第2類
銀翹散エキス錠N「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00179 第2類
九味檳榔湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B05A00181 第2類
荊芥連翹湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00164 第2類
ケイガインN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00334 第2類
桂枝加黄耆湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00727 第2類
桂枝芍薬知母湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B02A00072 第2類
桂枝茯苓丸料エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B00A00059 第2類
ケイジップS「コタロー」（桂枝加朮附湯
エキス錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C00A00501 第2類

ケイブックN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00490 第2類
荊防敗毒散エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B03A00012 第2類
ケイヨック「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A01404 第2類
香砂六君子湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B02A00650 第2類
香砂六君子湯エキス錠N「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00115 第2類
コオソニンN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C02A00403 第2類
杞菊地黄丸エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B03A00345 第2類
杞菊地黄丸エキス錠N「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C02A00320 第2類
小太郎漢方せき止め錠 小太郎漢方製薬（株） 520C02A00023 第2類
小太郎漢方ぢ内服薬 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00689 第2類
小太郎漢方の生薬便秘薬Ns 小太郎漢方製薬（株） 235C10A10001 指定第2類
小太郎漢方鼻炎薬A「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00021 第2類
コムロン 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00829 第2類
ゴーシャン「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A01117 第2類
五積散エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B02A00504 第2類
牛車腎気丸エキス錠N「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00454 第2類
ゴリンサンN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00040 第2類
五淋散エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B06A00814 第2類
五淋散エキス錠N「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00037 第2類
五淋散カプレット「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00321 第2類
ゴレーンN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00116 第2類
ゴレーンS「コタロー」（五苓散料エキス
錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C02A00005 第2類

五苓散料エキス錠「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00003 第2類
柴葛解肌湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B04A00536 第2類
サイケーカンN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00013 第2類
サイケットN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00545 第2類
柴胡桂枝湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00529 第2類
柴胡清肝湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B04A00398 第2類
柴胡疎肝湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B05A00117 第2類
柴芍六君子湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B03A00011 第2類
サイセイン「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00876 第2類
サイボック「コタロー」（柴朴湯エキス
錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C00A00230 第2類

サイリュンN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00035 第2類
柴苓湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B02A00090 第2類
酸棗仁湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B00A00716 第2類
三物黄ごん湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B03A00008 第2類
シギロン「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00557 第2類
紫根牡蛎湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B02A00031 第2類
シチモール「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A01093 第2類
七物降下湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00291 第2類
シモツS「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A01509 第2類
シモラS「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00505 第2類
芍薬甘草湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B00A00712 第2類
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ショーケン分包「小児用」（小建中湯エ
キス細粒）

小太郎漢方製薬（株） 520B00A04698 第2類

ショウサインN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00014 第2類
小青竜湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00550 第2類
小青竜湯エキス錠N「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C03A00204 第2類
ショウセリンN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C02A00203 第2類
消風散エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B03A00431 第2類
辛夷清肺湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00229 第2類
神仙太乙膏「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520N00A00226 第2類
滋陰降火湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B03A00034 第2類
滋腎通耳湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B03A00327 第2類
滋腎明目湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00032 第2類
ジューゼンS「コタロー」（十全大補湯エ
キス錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C00A00407 第2類

ジューハインN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C02A00293 第2類
十全大補湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B00A00296 第2類
ジュウヤクA「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 590C00A00311 第3類
参蘇飲エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B04A00012 第2類
ジンソニン「コタロー」（参蘇飲エキス
錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C01A00226 第2類

参苓白朮散料エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00009 第2類
清心蓮子飲エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00087 第2類
清上けん痛湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B03A00535 第2類
清上防風湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B02A00815 第2類
セッショイン「コタロー」（折衝飲エキ
ス錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C01A00222 第2類

洗肝明目湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00581 第2類
千金内托散エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B03A00342 第2類
ソケーカンS「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00389 第2類
疎経活血湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00390 第2類
蘇子降気湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00367 第2類
続命湯エキス散「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 590B00A01244 第2類
沢瀉湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B02A00730 第2類
大黄甘草湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00022 第2類
大建中湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B03A00468 第2類
ダイサインS「コタロー」（大柴胡湯エキ
ス錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C02A00805 第2類

チーボック「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A01097 第2類
竹葉石膏湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00222 第2類
チョウトーン「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A01592 第2類
釣藤散エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B00A00545 第2類
猪苓湯エキス錠V「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00028 第2類
チョレインN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00187 第2類
チョレインV「コタロー」（猪苓湯エキス
錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C00A00030 第2類

治打撲一方エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B04A00286 第2類
ツードーンS「コタロー」（通導散エキス
錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C00A00105 第2類

通導散エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00649 第2類
トーガックV「コタロー」（桃核承気湯エ
キス錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C03A00125 第2類

トーキイン「コタロー」（当帰飲子エキ
ス錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C00A00673 第2類

当帰飲子エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B02A00098 第2類
当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒G「コ
タロー」

小太郎漢方製薬（株） 520B02A00429 第2類

当帰芍薬散エキス錠N「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00491 第2類
当帰芍薬散料エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B00A00060 第2類
トウシャンN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00495 第2類
ドカクール「コタロー」（独活葛根湯エ
キス錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C00A01083 第2類

独活葛根湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00289 第2類
独活寄生丸エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 590B00A00422 第2類
独活寄生丸エキス錠N「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00285 第2類
ニンジーナ「コタロー」（人参湯エキス
錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C00A00200 第2類

人参湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B03A00110 第2類
ネオカキックス細粒「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B00A00132 第2類
ノーザA「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00020 第2類
ノーザV「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00669 第2類
八味地黄丸料エキス錠N「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00565 第2類
ハンゲコーN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00259 第2類
半夏厚朴湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B02A00430 第2類
ハンシャンN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C03A00109 第2類
バックモンS「コタロー」（麦門冬湯エキ
ス錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C00A00677 第2類
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婦人宝 小太郎漢方製薬（株） 590E01A00294 第2類
分消湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B04A00117 第2類
ベーラコタローN 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00038 第2類
ホエキンN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00213 第2類
補気建中湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B02A00009 第2類
補中益気湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B03A00530 第2類
補中益気湯エキス錠N「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C02A00212 第2類
補陽還五湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00111 第2類
ボーキットN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00494 第2類
ボーツーンN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00606 第2類
防已黄耆湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00755 第2類
防風通聖散エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B03A00475 第2類
防風通聖散エキス錠N「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00605 第2類
マキセリン「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00197 第2類
マキョーN「コタロー」（麻杏甘石湯エキ
ス錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C01A00682 第2類

マシニーンV「コタロー」（麻子仁丸料エ
キス錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C00A00022 第2類

マヨッカンN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00301 第2類
味麦地黄丸エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B00A00028 第2類
味麦地黄丸エキス錠N「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C02A00037 第2類
ヨクイット「コタロー」（よく苡仁湯エ
キス錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C00A00854 第2類

ヨクイニンS「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 590C00A00310 第3類
ヨクイニンエキス細粒S「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 590B00A00113 第3類
ヨクカーンN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00010 第2類
抑肝散加陳皮半夏エキス細粒G「コタ
ロー」

小太郎漢方製薬（株） 520B02A00007 第2類

リックーンS「コタロー」（六君子湯エキ
ス錠）

小太郎漢方製薬（株） 520C00A00239 第2類

リュウセーヌN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00485 第2類
竜胆瀉肝湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B00A00531 第2類
苓桂甘棗湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B03A00033 第2類
苓桂朮甘湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00753 第2類
苓桂朮甘湯エキス錠N「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C00A00486 第2類
苓桂味甘湯エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00621 第2類
レイジットN「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00487 第2類
連珠飲エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B02A00394 第2類
六味丸エキス細粒G「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520B01A00651 第2類
ロクミナール「コタロー」 小太郎漢方製薬（株） 520C01A00228 第2類
消毒用エタノール「コニシ」P コニシ（株） 2615703X1353 第3類
花扇補中益気湯 小西製薬（株） 510G00A00969 第2類
ダン鼻炎錠 小林化工（株） 132C01A10003 指定第2類
アイボンAL d 小林製薬（株） 131M04A10009 第3類
アイボンC 小林製薬（株） 131M05A10061 第3類
アイボンWビタミン(販売名:アイボン w) 小林製薬（株） 131M15A10007 第3類
アイボンd 小林製薬（株） 131M05A10035 第3類
アイボンうるおいケア 小林製薬（株） 131M13A10019 第3類
アイボンクールC 小林製薬（株） 131M01A10062 第3類
アイボンマイルド c 小林製薬（株） 131M04A10060 第3類
アイボン メディカル a 小林製薬（株） 131M11A10015 第3類
アセモア 小林製薬（株） 264L01A00049 第2類
アセモアaパウダージェル(販売名:アセモ
アa)

小林製薬（株） 264M00A10041 第2類

アッチQQ 小林製薬（株） 264L00A10034 第2類
アットノン 小林製薬（株） 264N01A00301 第2類
アットノン c 小林製薬（株） 264N02A00384 第2類
アットノンt 小林製薬（株） 266N00A00270 第2類
アンメルシン1％ヨコヨコ 小林製薬（株） 264M01A00203 第2類
アンメルツJ 小林製薬（株） 264M00A00576 第3類
アンメルツゴールドEX 小林製薬（株） 264M01A00448 第2類
アンメルツほぐタイムm 小林製薬（株） 264M00A00504 第3類
アンメルツヨコヨコ 小林製薬（株） 264M01A00873 第3類
アンメルツレディーナ 小林製薬（株） 264M00A00764 第3類
イタナイト 小林製薬（株） 114C03A10006 指定第2類
命の母生薬内服液 小林製薬（株） 590E00A00439 第2類
イントウェル 小林製薬（株） 114D00A00497 指定第2類
オイルデル 小林製薬（株） 235D00A10020 第2類
オシリア 小林製薬（株） 255N01A10017 指定第2類
活歩源 小林製薬（株） 520B02A00186 第2類
丸薬七ふく 小林製薬（株） 235R00A00325 第2類
キズアワワ 小林製薬（株） 261L01A00669 第2類
ギャクリア 小林製薬（株） 520B01A00112 第2類
クレンジル 小林製薬（株） 237D00A10002 第2類
小林タムシチンキb 小林製薬（株） 265M06A10002 第2類
コムレケアa 小林製薬（株） 520C00A00183 第2類
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コルソゲン60 小林製薬（株） 233B00A00385 第3類
ゴシレスト 小林製薬（株） 114C00A00193 指定第2類
さいき 小林製薬（株） 264M00A00563 第2類
さいきa 小林製薬（株） 264M02A00201 第2類
サカムケアa 小林製薬（株） 261M00A00354 第3類
シジラック 小林製薬（株） 520C00A00414 第2類
生葉液薬 小林製薬（株） 269M00A00231 第3類
生葉漢方内服薬 小林製薬（株） 520C01A00196 第2類
生葉口内塗薬 小林製薬（株） 279N00A00491 第3類
新アンメールヨコヨコ 小林製薬（株） 264M02A00065 第3類
新キズドライ 小林製薬（株） 262L00A00019 第2類
女性保健薬　命の母A 小林製薬（株） 590C00A03617 第2類
女性薬　命の母ホワイト 小林製薬（株） 590C00A01937 第2類
ズッキノン 小林製薬（株） 520B04A00737 第2類
タムチンキパウダーinジェル(販売名:タ
ムチンキP)

小林製薬（株） 265N00A10169 第2類

タムチンキパウダースプレーC 小林製薬（株） 265L00A10025 第2類
タムチンキパウダースプレーZ 小林製薬（株） 265L00A00796 指定第2類
ダスモック 小林製薬（株） 520B03A00183 第2類
チクナイン 小林製薬（株） 520B00A00350 第2類
チクナイン錠 小林製薬（株） 520C00A00368 第2類
トメラクト 小林製薬（株） 121C00A00277 第2類
ドルチトール 小林製薬（株） 218C00A00092 第3類
ナイシトール85 小林製薬（株） 520C01A00411 第2類
ナイシトール85a 小林製薬（株） 520C01A00601 第2類
ナイシトールG 小林製薬（株） 520C00A00299 第2類
ナイシトール L 小林製薬（株） 520C03A00561 第2類
ナイシトールZ 小林製薬（株） 520C00A00295 第2類
ニノキュア 小林製薬（株） 266N00A00358 第3類
ニューアンメルツヨコヨコA 小林製薬（株） 264M01A00375 第3類
ニュータムシチンキゴールドa 小林製薬（株） 265M00A00261 第2類
塗るズッキノンa軟膏(販売名:ズッキノン
a)

小林製薬（株） 264N02A00349 第3類

のどぬーる 小林製薬（株） 229M00A00776 第3類
のどぬーる　ガラゴック 小林製薬（株） 520F00A10051 第2類
のどぬーるスプレーB 小林製薬（株） 279M00A00180 第3類
のどぬーるスプレー　EXクール 小林製薬（株） 279E00A00133 第3類
のどぬーるスプレーキッズC 小林製薬（株） 279L00A00063 第3類
ハッキリエースa 小林製薬（株） 114B01A10036 指定第2類
ハレナース 小林製薬（株） 229B00A00154 第3類
ビスラットゴールドa 小林製薬（株） 520C00A00749 第2類
ビスラットゴールドb 小林製薬（株） 520C02A00319 第2類
ビフナイトc 小林製薬（株） 269N00A00336 第2類
ビフナイトs 小林製薬（株） 263N00A00081 第3類
フェミニーナ J 小林製薬（株） 264M00A10023 第2類
フェミニーナ軟膏S 小林製薬（株） 264N71A00016 第2類
フェミニーナミスト 小林製薬（株） 264L70A00012 第2類
ホグナース 小林製薬（株） 520B00A00599 第2類
ボーコレン 小林製薬（株） 520C01A00332 第2類
ムズメン 小林製薬（株） 264N00A10211 第2類
ユリナールa 小林製薬（株） 520B03A00730 第2類
ユリナールb 小林製薬（株） 520C03A00127 第2類
ラクミナ 小林製薬（株） 520C03A00502 第2類
ラナケインG冷感ジェル(販売名:ラナケイ
ンG)

小林製薬（株） 264N00A00820 第2類

ラナケインS 小林製薬（株） 264N72A00008 第3類
ラナケインaオイル(販売名:ラナケインa) 小林製薬（株） 264M00A00509 第2類
ラナケインクリーム 小林製薬（株） 264N71A00009 第2類
JAクミアイせき止め錠 小林薬品工業（株） 224C00D00080 指定第2類
JAクミアイ総合感冒カプセル 小林薬品工業（株） 118D04D00004 指定第2類
JA新感冒錠 小林薬品工業（株） 118C00D10005 指定第2類
アインCG錠 小林薬品工業（株） 317C00A10020 第3類
アインゴールド錠 小林薬品工業（株） 317C00D00024 第3類
アインゴールド内服液 小林薬品工業（株） 317C00D10063 第3類
アクロミンカプセルA 小林薬品工業（株） 231D00D03770 第2類
アスコルビン酸K(販売名:ビタミンC) 小林薬品工業（株） 314A00A00454 第3類
イノキュアS 小林薬品工業（株） 239D00A00201 第2類
ウエストン・S 小林薬品工業（株） 235C00D10002 指定第2類
ウエストンサラ 小林薬品工業（株） 235C00D00262 指定第2類
ウエストンピンク 小林薬品工業（株） 235C00D01381 第2類
エムビタE300 小林薬品工業（株） 315D00D00143 第3類
エムビタEハイ 小林薬品工業（株） 315D00D00185 第3類
エムビタアミノゴールド 小林薬品工業（株） 317E00D00316 第2類
カアムKゲルS 小林薬品工業（株） 264N01A00840 第2類
クミアイ乗物酔い液 小林薬品工業（株） 133E00D10023 第2類
クミアイ鼻炎カプセルP 小林薬品工業（株） 132D00D10011 指定第2類
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クレビタンE300 小林薬品工業（株） 315D01D00142 第3類
クレビタン内服液A 小林薬品工業（株） 397E00D00473 第3類
ゴールドユニーLV液 小林薬品工業（株） 317E01D00444 第3類
サインエース内服液 小林薬品工業（株） 317E00D01016 第3類
参黄エースS 小林薬品工業（株） 397E00D01312 第3類
参黄内服液A 小林薬品工業（株） 397E00D00368 第3類
参黄ローヤル内服液 小林薬品工業（株） 397E00D01016 第2類
小児用ヒストミンかぜシロップZ 小林薬品工業（株） 118E00D00015 指定第2類
小児用ヒストミンセーフシロップ 小林薬品工業（株） 118E00A10062 指定第2類
小児用ヒストミンせき止めシロップS 小林薬品工業（株） 224E05A00002 指定第2類
新ヒストミンカプセルS 小林薬品工業（株） 118D01D00033 指定第2類
セイブ錠 小林薬品工業（株） 133C00D10009 第2類
セイブ内服液 小林薬品工業（株） 133E00D01064 第2類
仙寿内服液A 小林薬品工業（株） 397E00D00474 第3類
ツバイ内服液S 小林薬品工業（株） 397E00D01287 第3類
ハリーエースカプセル 小林薬品工業（株） 118D00D00375 指定第2類
ハリーエース錠VX 小林薬品工業（株） 118C02A00167 指定第2類
パンクターゼ胃腸内服液 小林薬品工業（株） 233E00D10010 第2類
パンクターゼ錠A 小林薬品工業（株） 237C01D00373 第3類
ヒストミンSカプセル 小林薬品工業（株） 118D01A00034 指定第2類
ヒストミンV 小林薬品工業（株） 118C00A00521 指定第2類
ヒストミンエース錠EX 小林薬品工業（株） 118C01A00162 指定第2類
ヒストミンエース錠S 小林薬品工業（株） 118C00A01406 指定第2類
ヒストミンエース錠ハイ 小林薬品工業（株） 118C00A00630 指定第2類
ヒストミンせき止め 小林薬品工業（株） 224C00A01403 指定第2類
ヒストミンせき止めCX 小林薬品工業（株） 224C00A00297 指定第2類
ヒストミンせき止め液 小林薬品工業（株） 224E00A00512 指定第2類
ヒストミン内服液 小林薬品工業（株） 397E00D00979 第3類
ヒストミン鼻炎カプセルLP 小林薬品工業（株） 132D00A00118 指定第2類
ヒストミン鼻炎カプセルZ 小林薬品工業（株） 132D00A00536 第2類
ヒストミンプラス液S 小林薬品工業（株） 317E00D00458 第2類
ビタクールKB錠 小林薬品工業（株） 118C00A00639 指定第2類
ビタクール錠ハイEX 小林薬品工業（株） 118C00A00164 指定第2類
ビタケンエースD3000 小林薬品工業（株） 397E00D00672 第3類
ビタミンCカプセル「コバヤシ」 小林薬品工業（株） 314D00D00074 第3類
ビタユニーCG錠 小林薬品工業（株） 317C00A10021 第3類
ビタユニーDX3000 小林薬品工業（株） 397E01D00671 第3類
ビタユニーEX 小林薬品工業（株） 397E00D00625 第3類
ビタユニーF 小林薬品工業（株） 317C00D10068 第3類
ビタユニーゴールドD3000 小林薬品工業（株） 397E00D00669 第3類
ピポンエースクリーム7 小林薬品工業（株） 265N00A00171 指定第2類
ベリーA錠 小林薬品工業（株） 441C00A00643 第2類
ホルユニーアミノD 小林薬品工業（株） 317E00D10228 第3類
ホルユニーキングドリンク 小林薬品工業（株） 397E00D00662 第2類
ユニー 小林薬品工業（株） 114C03D00066 指定第2類
ユニーD2000 小林薬品工業（株） 397E00D00622 第3類
ユニーD3000 小林薬品工業（株） 397E01D00665 第3類
ユニーゴールド目薬 小林薬品工業（株） 131M00D02430 第2類
ユニーサルファ目薬 小林薬品工業（株） 131M00D01832 第2類
ユニードリンク1500 小林薬品工業（株） 397E00D00180 第3類
ユニペイン 小林薬品工業（株） 114C00A00373 指定第2類
ユニペインL 小林薬品工業（株） 114C00D00547 第1類
リボナミン錠F 小林薬品工業（株） 313C00D10014 第3類
ローヤルユニーK 小林薬品工業（株） 397E01D00184 第2類
ローヤルユニーエースK 小林薬品工業（株） 397E01D00079 第3類
ローヤルユニーキング 小林薬品工業（株） 317E00D01743 第2類
アリナロングDXカプセル 米田薬品工業（株） 312D01D00002 第3類
オキソBB錠 米田薬品工業（株） 319C00D02376 第3類
オキソピタンDXカプセル 米田薬品工業（株） 312D01A00001 第3類
オキソピタン錠 米田薬品工業（株） 312C00A00070 第3類
コバガード 米田薬品工業（株） 237C00A00495 第3類
コバラミンEX 米田薬品工業（株） 312C04A10016 第3類
珠光胃腸散 米田薬品工業（株） 233B00D01064 第3類
総合かぜ薬ゴールドA微粒 米田薬品工業（株） 118B00A00097 指定第2類
爽通 米田薬品工業（株） 235C00D01794 第2類
パルミン 米田薬品工業（株） 520C00A00610 第2類
ミネビットゴールド 米田薬品工業（株） 317C00D04168 第2類
リケンガジン丸 米田薬品工業（株） 237R00D00094 第3類
ゴージョーMHS ゴージョージャパン（株） 732M70A00022 第3類
赤玉はら薬虎腸丸 御所薬舗（株） 233R00D00882 第3類
かぜぐすり天祐A 御所薬舗（株） 118B00D00027 第2類
葛根湯エキス［顆粒］A 御所薬舗（株） 520B00D00015 第2類
葛根湯エキス［顆粒］S 御所薬舗（株） 520B00D00014 第2類
金粒祐心 御所薬舗（株） 211R00D00258 第2類
御所救命丸 御所薬舗（株） 211R00D02136 第2類
御所仙修六神丸 御所薬舗（株） 211R00D00437 第2類
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御所和漢胃腸薬 御所薬舗（株） 237B00D00904 第3類
新スカス顆粒 御所薬舗（株） 237B00D01136 第2類
新セキドメS 御所薬舗（株） 224B00D00002 指定第2類
新祐心 御所薬舗（株） 211R00D00136 第2類
若心 御所薬舗（株） 211R00D00433 第2類
セキドメコゼイン「顆粒」 御所薬舗（株） 224B00D00474 指定第2類
仙修六神丸 御所薬舗（株） 211R00D02137 第2類
づつうにノーキ 御所薬舗（株） 114B02D00096 指定第2類
トラコドモかぜぐすりS 御所薬舗（株） 118B01D00074 指定第2類
ノツーチンA 御所薬舗（株） 114B00D00047 指定第2類
ハレミンS 御所薬舗（株） 114B00D00068 第2類
ハレルミンA 御所薬舗（株） 114B00D00017 指定第2類
ピラコールゴールド顆粒 御所薬舗（株） 118B00D00204 指定第2類
風龍 御所薬舗（株） 118B00D00631 指定第2類
船倉赤玉胃腸丸 御所薬舗（株） 233R00D01575 第3類
辯才天胃腸薬 御所薬舗（株） 237B00D10005 第3類
ホンジンベン 御所薬舗（株） 231C00D01246 第3類
［満量処方］麻黄湯エキス顆粒A 御所薬舗（株） 520B01D00182 第2類
祐心 御所薬舗（株） 211R00D01658 第2類
ロイマシンA 御所薬舗（株） 114B00D00128 指定第2類
蒼蔘散AT サイアヤファーマ（株） 237B00A10001 第2類
百毒下し サイアヤファーマ（株） 235Z00A00001 第2類
リリーシェ　ハーブ便秘薬 サイアヤファーマ（株） 235C03A10008 指定第2類
赤玉胃腸丸 西海製薬（株） 233R00D00624 第3類
アセドリン 西海製薬（株） 114B04D00007 指定第2類
アミドサンエース 西海製薬（株） 118D02D10001 指定第2類
アミドサンゴールド顆粒 西海製薬（株） 118B00A00018 指定第2類
胃ダカラ顆粒 西海製薬（株） 236B00A01262 第2類
西海華朗利 西海製薬（株） 114B01B00007 指定第2類
西海分包胃散 西海製薬（株） 234B00D01415 第2類
新チンツー 西海製薬（株） 114B01D00014 指定第2類
新モートサン 西海製薬（株） 114B00A00003 指定第2類
セキドメ 西海製薬（株） 224B00D01376 指定第2類
ツートン 西海製薬（株） 114B01D00015 指定第2類
とくかぜD錠 西海製薬（株） 118C01B00009 指定第2類
ヒカリゴールド顆粒 西海製薬（株） 118B00B00020 指定第2類
日本薬局方消毒用エタノール （株）サイキョウ・ファーマ 261M70A00003 第3類
強力蘇命湯 （株）再春館製薬所 590G00A03331 指定第2類
再春痛散湯エキス顆粒 （株）再春館製薬所 590B00A00063 指定第2類
蘇命湯エキストラクト （株）再春館製薬所 590F00A06139 指定第2類
痛散湯 （株）再春館製薬所 590G01A01164 指定第2類
プラセンタードモホルン （株）再春館製薬所 269N00A02903 第2類
アンラビリSS （株）阪本漢法製薬 520C00A00376 第2類
阪本赤まむし膏 （株）阪本漢法製薬 269R00D08715 第2類
阪本漢法の葛根湯エキス顆粒 （株）阪本漢法製薬 520B01A00730 第2類
阪本漢法の葛根湯顆粒2 （株）阪本漢法製薬 520B01A00147 第2類
阪本漢法の桂枝茯苓丸300 （株）阪本漢法製薬 520R00A02371 第2類
阪本漢法の小青竜湯エキス顆粒 （株）阪本漢法製薬 520B00A00020 第2類
阪本漢法の八味丸300A （株）阪本漢法製薬 520R00A02217 第2類
阪本漢法の防風通聖散S錠 （株）阪本漢法製薬 520C02A00377 第2類
阪本漢法の麻子仁丸 （株）阪本漢法製薬 520R00A01137 第2類
サカンポー葛根湯顆粒 （株）阪本漢法製薬 520B01A00711 第2類
翔雲A （株）阪本漢法製薬 329E01A00046 第2類
翔雲D （株）阪本漢法製薬 329E02A00085 第2類
スビット顆粒 （株）阪本漢法製薬 520B04A00376 第2類
ドルチェ顆粒 （株）阪本漢法製薬 520B01A00375 第2類
パスタントン顆粒 （株）阪本漢法製薬 520B01A00221 第2類
マスラックⅡ （株）阪本漢法製薬 520C00A00945 第2類
マスラックSS （株）阪本漢法製薬 520C00A00375 第2類
マムシグロン （株）阪本漢法製薬 329E01A00565 第3類
マムシグロンスーパー内服液 （株）阪本漢法製薬 329E00A00251 第2類
マムシグロン内服液 （株）阪本漢法製薬 329E00D01441 第3類
マムシゲンD LC （株）阪本漢法製薬 329E00A00347 第2類
マムシゲン内服液 （株）阪本漢法製薬 329E02A00136 第3類
マムシホルモ （株）阪本漢法製薬 329E02A00098 第2類
マムシホルモA （株）阪本漢法製薬 329E00A00328 第2類
マムシホルモ（カプセル） （株）阪本漢法製薬 329D00D01448 第2類
マムシホルモ内服液 （株）阪本漢法製薬 329E00A01443 第3類
マムシホルモ内服液（A） （株）阪本漢法製薬 329E00A01444 第2類
ローヤルマムシゲン内服液 （株）阪本漢法製薬 329E03A00138 第3類
アイクリスタ11 佐賀製薬（株） 131M24A10001 第2類
アイジーAL 佐賀製薬（株） 131M05A00050 第2類
アイブルー抗菌目薬α 佐賀製薬（株） 131M06D00003 第2類
アイリッチ 佐賀製薬（株） 131M01D10002 第3類
アイリッチα 佐賀製薬（株） 131M13A10006 第2類
アイリッチα11 佐賀製薬（株） 131M23A10003 第2類
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アイリッチナチュラリズム 佐賀製薬（株） 131M02A00197 第3類
アイリッチモイスロック 佐賀製薬（株） 131M01A00062 第3類
アクアピュア 佐賀製薬（株） 131M03A00387 第3類
アスゲンうるおい点眼薬 佐賀製薬（株） 131M01A00452 第3類
アスゲン点眼薬AG 佐賀製薬（株） 131M00A00862 第2類
うるるバランス 佐賀製薬（株） 131T00A00195 第3類
エバアクアドライアイ 佐賀製薬（株） 131M00A00439 第3類
オプターナ黄粋目薬 佐賀製薬（株） 131M09A00010 第2類
御嶽目薬EX 佐賀製薬（株） 131M17A10004 第3類
眼涼 佐賀製薬（株） 131M05D00005 第2類
眼涼12 佐賀製薬（株） 131M19A10003 第2類
眼涼α 佐賀製薬（株） 131M00D10002 第3類
眼涼アルファーストEX 佐賀製薬（株） 131M03A00049 第2類
眼涼潤 佐賀製薬（株） 131M00A01014 第3類
雲切目薬α 佐賀製薬（株） 131M03A00005 第3類
クリスタルクール 佐賀製薬（株） 131M10A00001 第2類
こどもロビンアイA 佐賀製薬（株） 131M03D00008 第3類
七面目薬 佐賀製薬（株） 131M09A00003 第2類
シャルマン 佐賀製薬（株） 131M03A00040 第3類
新黄珠目薬 佐賀製薬（株） 131M00D10005 第3類
スットアイズZ 佐賀製薬（株） 131M00A00667 第2類
壷阪沢市晴明水 佐賀製薬（株） 131M18A10007 第3類
滴涼DX 佐賀製薬（株） 131M21A10003 第2類
滴涼ドライアイ 佐賀製薬（株） 131M02A00061 第3類
ナチュ・うる・バランス 佐賀製薬（株） 131M00A00196 第3類
ネオ晴明水 佐賀製薬（株） 131M01D00007 第3類
百草目薬プラス 佐賀製薬（株） 131M10A00009 第3類
ビュークリアALクール 佐賀製薬（株） 131M00D00517 第2類
ピュアリッチα 佐賀製薬（株） 131M10A00002 第2類
ピュアリッチウルージュ 佐賀製薬（株） 131M07A00005 第2類
ピュアリッチドライフリー 佐賀製薬（株） 131M03A00105 第3類
布田の目薬 佐賀製薬（株） 131M12A10006 第3類
ベルロビンEX 佐賀製薬（株） 131M02D10004 第3類
ベロリチンEX点眼薬 佐賀製薬（株） 131M05A10009 第2類
マイビーアイクリアα 佐賀製薬（株） 131M19A10004 第2類
マインディAL 佐賀製薬（株） 131M17A10003 第2類
マインディ目薬 佐賀製薬（株） 131M03A00030 第3類
マリンアイAG 佐賀製薬（株） 131M20A10002 第2類
マリンアイAL 佐賀製薬（株） 131M00D00276 第2類
マリンアイALG 佐賀製薬（株） 131M00A00670 第2類
マリンアイ抗菌S 佐賀製薬（株） 131M00B10002 第2類
マリンクリア40 佐賀製薬（株） 131M23A10002 第3類
身延久遠水 佐賀製薬（株） 131M07D00001 第2類
ラフェルサ抗菌目薬 佐賀製薬（株） 131M06D00002 第2類
アセス 佐藤製薬（株） 279P00A01835 第3類
アセスE 佐藤製薬（株） 279P00A00347 第3類
アセスL 佐藤製薬（株） 279P00A01185 第3類
アセス液 佐藤製薬（株） 279M00A00345 第3類
アセスジュニア 佐藤製薬（株） 279P00A00344 第3類
アセスメディクリーン 佐藤製薬（株） 279M00A00257 第3類
アラセナS 佐藤製薬（株） 625N00A00707 第1類
アラセナSクリーム 佐藤製薬（株） 625N00A00519 第1類
イノセア胃腸内服液 佐藤製薬（株） 237E00A01720 第2類
イノセアグリーン 佐藤製薬（株） 237B00A01486 第2類
イノセアバランス 佐藤製薬（株） 239B00A00089 第2類
イノセアプラス錠 佐藤製薬（株） 233C00A00578 第2類
エアミット 佐藤製薬（株） 133C00A01296 第2類
エアミットサットF 佐藤製薬（株） 133C00A10090 指定第2類
エミネトン 佐藤製薬（株） 322C00A00953 第2類
エンペシドL 佐藤製薬（株） 265Q00A00044 第1類
オイチミン 佐藤製薬（株） 264N00A00328 指定第2類
オイチミンD 佐藤製薬（株） 264N00A00087 指定第2類
オイチミンクリーム 佐藤製薬（株） 264N00A00205 指定第2類
オイチミン「ローション」 佐藤製薬（株） 264N01A01198 指定第2類
カルカルシン 佐藤製薬（株） 321C00A01151 第2類
学童ストナ 佐藤製薬（株） 118C01A00841 指定第2類
キーパン 佐藤製薬（株） 261M00A00234 第2類
クールワン去たんソフトカプセル 佐藤製薬（株） 224D00A00249 第2類
クールワンのどトローチ 佐藤製薬（株） 520C01A00677 第2類
クールワン鼻スプレー 佐藤製薬（株） 132M00A00001 第2類
黄帝酒 佐藤製薬（株） 329E00A00131 第3類
こどもノアール 佐藤製薬（株） 131M00A02160 第3類
こどもリングルサット 佐藤製薬（株） 114C00A10075 第2類
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） 132M02A00003 指定第2類

サトウ葛根湯エキス顆粒 佐藤製薬（株） 520B00D00065 第2類
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サトウ葛根湯顆粒〈満量処方〉 佐藤製薬（株） 520B02A00606 第2類
サトウ駆風解毒湯エキストローチ 佐藤製薬（株） 520C01A01279 第2類
サトウ口内軟膏 佐藤製薬（株） 279N00A00992 第3類
サトラックス 佐藤製薬（株） 235B70A00078 指定第2類
サトラックスエース 佐藤製薬（株） 235C00A10025 第2類
サトラックスビオファイブ 佐藤製薬（株） 235B00A10296 指定第2類
サトラックス「分包」 佐藤製薬（株） 235B70A00079 指定第2類
サロメチールFBゲルα 佐藤製薬（株） 264N01A00505 第2類
サロメチールFBローションα 佐藤製薬（株） 264N02A00506 第2類
サロメチールジクロテープ 佐藤製薬（株） 264P01A00524 第2類
サロメチールジクロローション 佐藤製薬（株） 264M00A00355 第2類
サロメチール・ソフト 佐藤製薬（株） 264N01A00633 第3類
サロメチール・ゾル 佐藤製薬（株） 264L01A01214 第3類
三快錠 佐藤製薬（株） 235C01A00002 指定第2類
シーリズム 佐藤製薬（株） 235B00A00026 指定第2類
歯痛リングル 佐藤製薬（株） 114B00A00109 指定第2類
神恵 佐藤製薬（株） 219C00A04106 第2類
新トニン咳止め液 佐藤製薬（株） 224E01A10013 指定第2類
ジーフォーL 佐藤製薬（株） 255Q02A10002 指定第2類
ジーフォーL軟膏 佐藤製薬（株） 255N04A10001 指定第2類
ストナアイビー 佐藤製薬（株） 118C00A01292 指定第2類
ストナアイビージェル 佐藤製薬（株） 118D00A00817 指定第2類
ストナ漢方かぜフルー 佐藤製薬（株） 520B01A00404 第2類
ストナ去たんカプセル 佐藤製薬（株） 224D00A00118 第2類
ストナ三層 佐藤製薬（株） 118C00A01002 指定第2類
ストナシロップA「小児用」 佐藤製薬（株） 118E00A02381 指定第2類
ストナシロップA小児用 佐藤製薬（株） 118E00A00549 指定第2類
ストナジェルサイナスS 佐藤製薬（株） 118D00A00818 指定第2類
ストナデイタイム 佐藤製薬（株） 118B00A00074 指定第2類
ストナのどスプレー 佐藤製薬（株） 229M00A00009 第3類
ストナプラス2 佐藤製薬（株） 118C03A00013 指定第2類
ストナプラス2顆粒 佐藤製薬（株） 118B00A00014 指定第2類
ストナプラスジェル2 佐藤製薬（株） 118D01A00052 指定第2類
ストナメルティ小児用 佐藤製薬（株） 118C02A10017 指定第2類
ストナリニAG 佐藤製薬（株） 131M09A00001 第2類
ストナリニS 佐藤製薬（株） 132C00A00924 第2類
ストナリニZ 佐藤製薬（株） 132C00A00579 要指導医薬品
ストナリニ・ガード 佐藤製薬（株） 132C00A00277 第1類
ストナリニ・サット 佐藤製薬（株） 132C00A10074 第2類
ストナリニ・サット小児用 佐藤製薬（株） 132C00A10073 第2類
ストナリニシロップ小児用 佐藤製薬（株） 132E01A10004 指定第2類
ストナリニフィルム 佐藤製薬（株） 118C00A00683 第2類
スパークユンケル 佐藤製薬（株） 329E00A00397 第2類
スパークユンケルDCF 佐藤製薬（株） 329E00A00006 第2類
スメクタテスミン 佐藤製薬（株） 231B71A00017 第2類
スラジン 佐藤製薬（株） 441C00A00688 指定第2類
スラジンA 佐藤製薬（株） 441C00A00731 指定第2類
スラジンシロップ 佐藤製薬（株） 441E00A01293 指定第2類
スラジン-軟膏 佐藤製薬（株） 264N00A00612 第2類
セロトピークリーム 佐藤製薬（株） 264N05A00114 指定第2類
セロトピー軟膏 佐藤製薬（株） 264N05A00113 指定第2類
セロナQTローション 佐藤製薬（株） 264M01A00200 指定第2類
セロナクリーム 佐藤製薬（株） 264N00A00284 指定第2類
セロナソフト 佐藤製薬（株） 264N00A01102 指定第2類
セロナ軟膏 佐藤製薬（株） 264N00A00285 指定第2類
タクトプラスクリーム 佐藤製薬（株） 264N03A00372 指定第2類
タクトプラスゼリー 佐藤製薬（株） 264N00A00301 指定第2類
タクトプラスローション 佐藤製薬（株） 264M01A00005 指定第2類
タクトホワイトL 佐藤製薬（株） 264N00A00550 第2類
タクトローション 佐藤製薬（株） 264N00A00446 第2類
テスミンエース 佐藤製薬（株） 231D00A01310 第2類
デリーザクールゼリー 佐藤製薬（株） 264B00A10134 第2類
トニン咳どめ液D 佐藤製薬（株） 224E01A00125 指定第2類
トニン咳止サット 佐藤製薬（株） 224C00A10050 指定第2類
トニン咳止錠 佐藤製薬（株） 224C00A01135 指定第2類
トレンタムクリーム 佐藤製薬（株） 264N00A00534 第2類
内服用ジーフォー 佐藤製薬（株） 255C00A00018 第2類
ナザールAR〈季節性アレルギー専用〉 佐藤製薬（株） 132M01A00001 指定第2類
ナザール「スプレー」 佐藤製薬（株） 132M00A00067 第2類
ナザール「スプレー」ポンプ 佐藤製薬（株） 132M00A00003 第2類
ナザールスプレー（ラベンダー） 佐藤製薬（株） 132M00A00003 第2類
ナシビンMスプレー 佐藤製薬（株） 132M00A00046 第2類
ノアール12EX 佐藤製薬（株） 131M13A10021 第2類
ノアールAZ 佐藤製薬（株） 131M02A00007 第2類
ノアールNアルファ 佐藤製薬（株） 131M20A10001 第2類
ノアールPガード点眼液 佐藤製薬（株） 131M00A00620 要指導医薬品
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ノアールSG 佐藤製薬（株） 131M00A00700 第2類
ノアールUV 佐藤製薬（株） 131M10A10029 第3類
ノアールアイウォッシュS 佐藤製薬（株） 131M01A10073 第3類
ノアールクール 佐藤製薬（株） 131M02A00076 第2類
ノアール小児用 佐藤製薬（株） 131M13A10023 第3類
ノアールワイド 佐藤製薬（株） 131M00A01254 第3類
ノアールワンN 佐藤製薬（株） 131M00A10009 第2類
ノアールワンSG 佐藤製薬（株） 131M01A10010 第2類
ノアールワンティア-α 佐藤製薬（株） 131M01A10013 第3類
ハイウルソU 佐藤製薬（株） 233E00A10012 第3類
ハイウルソ顆粒 佐藤製薬（株） 233B00A01095 第3類
ハイスキール 佐藤製薬（株） 269N00A00781 第3類
ハイトス12 佐藤製薬（株） 329E00A00985 第2類
ハイトスD 佐藤製薬（株） 329E00A00538 第3類
ハイ-ベチックUゼリー 佐藤製薬（株） 265N00A01171 第2類
ハクビホワイトC 佐藤製薬（株） 317C00A10310 第3類
パスタロンM20％ 佐藤製薬（株） 266N00A00830 第3類
パスタロンSEクリーム 佐藤製薬（株） 266N00A00282 第3類
パスタロンSEローション 佐藤製薬（株） 266M00A00220 第3類
パモキサン錠 佐藤製薬（株） 642C00A00085 第2類
パロタックス 佐藤製薬（株） 279N00A00448 第3類
パンセダン 佐藤製薬（株） 112C00A00131 第2類
ヒューゴユンケル 佐藤製薬（株） 329E00A00620 第2類
ビタミネンアクティブ 佐藤製薬（株） 312B00A10022 第3類
ビタミネンゴールド 佐藤製薬（株） 329C00A00009 指定第2類
ビタミンC2000「サトウ」 佐藤製薬（株） 314C00A10034 第3類
ビハク 佐藤製薬（株） 313C00A00083 第3類
ビハクB2ドリンク 佐藤製薬（株） 313E00A00102 第3類
ビハクシロップ 佐藤製薬（株） 313E00A00243 第3類
ピコラックス 佐藤製薬（株） 235C00A00463 第2類
ファンテユンケル 佐藤製薬（株） 329E00A00602 第3類
ファンテユンケル3Bドリンク 佐藤製薬（株） 312E00A10014 第3類
ファンテユンケルゴールド 佐藤製薬（株） 329E00A00564 第3類
ブチスコミン 佐藤製薬（株） 239C00A00574 第2類
ペラックコールドTD錠 佐藤製薬（株） 118C00A00129 指定第2類
ペラックコールドTM顆粒 佐藤製薬（株） 118B00A00122 指定第2類
ペリドール 佐藤製薬（株） 264N00A00289 第2類
ポリ 佐藤製薬（株） 263N01A01322 第2類
ポリベース 佐藤製薬（株） 263N00A01322 第2類
ポリベビー 佐藤製薬（株） 264N00A04598 第3類
マイレストS 佐藤製薬（株） 112D00A00597 指定第2類
ミニカS 佐藤製薬（株） 235M00A00178 第2類
ミルコデシロップ 佐藤製薬（株） 224E00A02283 指定第2類
ミルコデ錠A 佐藤製薬（株） 224C00A10041 第1類
ユンケル1・6・12EX 佐藤製薬（株） 312C01A10009 第3類
ユンケル1・6・12液 佐藤製薬（株） 313E00A10034 第3類
ユンケルB12 佐藤製薬（株） 319C00A00504 第3類
ユンケルB12アクティブ 佐藤製薬（株） 329C00A00004 第3類
ユンケルB12アクティブα 佐藤製薬（株） 319C00A00249 第3類
ユンケルC 佐藤製薬（株） 314C00A00112 第3類
ユンケルD 佐藤製薬（株） 329E00A00274 第2類
ユンケルEC 佐藤製薬（株） 317C01A00015 第3類
ユンケルECプラス 佐藤製薬（株） 317B02A00007 第3類
ユンケルEナトール 佐藤製薬（株） 315D01A00101 第3類
ユンケル黄帝D 佐藤製薬（株） 329E00A00708 第2類
ユンケル黄帝-L 佐藤製薬（株） 329E00A01146 第2類
ユンケル黄帝L 佐藤製薬（株） 329E02A00332 第2類
ユンケル黄帝L40DCF 佐藤製薬（株） 329E00A00410 第2類
ユンケル黄帝液 佐藤製薬（株） 329E00A01965 第2類
ユンケル黄帝液40 佐藤製薬（株） 329E00A00544 第2類
ユンケル黄帝液DCF 佐藤製薬（株） 329E00A01338 第2類
ユンケル黄帝顆粒 佐藤製薬（株） 329B00A00389 第3類
ユンケル黄帝顆粒DCF 佐藤製薬（株） 329B00A00371 第2類
ユンケル黄帝ゴールド 佐藤製薬（株） 329E00A00043 第2類
ユンケル黄帝ロイヤル 佐藤製薬（株） 329E00A00009 第2類
ユンケル黄帝ロイヤル2 佐藤製薬（株） 329E00A01291 第2類
ユンケル心臓薬 佐藤製薬（株） 211C00A00207 第2類
ユンケルスーパー黄帝液Ⅱ 佐藤製薬（株） 329E00A00523 第2類
ユンケルスーパー黄帝液Ⅱα 佐藤製薬（株） 329E00A00078 第2類
ユンケルスター 佐藤製薬（株） 329E00A00059 第2類
ユンケルゾンネゴールド錠 佐藤製薬（株） 329C00A01538 第2類
ユンケルゾンネロイヤル 佐藤製薬（株） 329C00A00392 第2類
ユンケルファンティ 佐藤製薬（株） 329E00A01079 第2類
ユンケルファンティー 佐藤製薬（株） 329E00A01078 第2類
ユンケルロイヤル黄帝 佐藤製薬（株） 329E03A00710 第2類
ラマストンMX2 佐藤製薬（株） 265N00A00581 指定第2類
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ラマストンMX2液 佐藤製薬（株） 265M00A00583 指定第2類
ラマストンMX2ゲル 佐藤製薬（株） 265N00A00585 指定第2類
ラマストン液 佐藤製薬（株） 265M00A00980 第2類
ラマストンクリーム 佐藤製薬（株） 265N00A00597 第2類
ラマストンリキッド 佐藤製薬（株） 265M01A00266 指定第2類
ラマストンリキッドN 佐藤製薬（株） 265M03A00079 指定第2類
ラリンゴール 佐藤製薬（株） 279M00A01624 第3類
ラングロン 佐藤製薬（株） 218D00A00343 第3類
リングルAP 佐藤製薬（株） 114C07A00001 指定第2類
リングルアイビー 佐藤製薬（株） 114D00A00256 指定第2類
リングルアイビー200 佐藤製薬（株） 114D01A00001 指定第2類
リングルアイビー錠200 佐藤製薬（株） 114C00A00226 指定第2類
リングルアイビー錠α200 佐藤製薬（株） 114C00A00625 要指導医薬品
ルミフェン 佐藤製薬（株） 114C01A00235 要指導医薬品
レバウルソドリンク 佐藤製薬（株） 322E00A00010 第3類
ロペラマックサット 佐藤製薬（株） 231C00A00042 指定第2類
NEWエバレッシュB26 佐藤薬品工業（株） 313C01A10003 第3類
赤玉腹調丸 佐藤薬品工業（株） 233R00D00399 第2類
アクアナチュラル便秘薬 佐藤薬品工業（株） 235C00D10064 第3類
アストルベン錠 佐藤薬品工業（株） 235C01D10001 第3類
アスナミンZ 佐藤薬品工業（株） 118D00D00060 指定第2類
アスビタンV100 佐藤薬品工業（株） 312C00D00064 第3類
アスビタンVC錠2000 佐藤薬品工業（株） 314C01D00003 第3類
アスビタン〈デルマ〉 佐藤薬品工業（株） 313D00A00138 第3類
アスピタGO 佐藤薬品工業（株） 118D00D00031 指定第2類
エスタック鼻炎カプセル12 佐藤薬品工業（株） 132D00A00726 指定第2類
エバユースプライムB26 佐藤薬品工業（株） 313C07A10002 第3類
海老 佐藤薬品工業（株） 211D00D01209 第2類
海老丸A 佐藤薬品工業（株） 237R00D04588 第3類
カコナールカゼブロックUP錠 佐藤薬品工業（株） 118C00A00809 指定第2類
カコナールゴールドUP錠 佐藤薬品工業（株） 118C00A00810 指定第2類
クミアイいたみどめカプセル 佐藤薬品工業（株） 114D00B10019 指定第2類
クミアイ胃腸錠 佐藤薬品工業（株） 237C00D00986 第2類
クミアイかぜぐすりカプセル 佐藤薬品工業（株） 118D00B00005 指定第2類
クミアイ新胃腸薬M錠 佐藤薬品工業（株） 237C00D01391 第2類
クミアイ新感冒錠 佐藤薬品工業（株） 118C01B10007 指定第2類
クミアイ新頭痛錠 佐藤薬品工業（株） 114C00B00043 第2類
クミアイせきぐすりカプセル 佐藤薬品工業（株） 224D00B01153 指定第2類
クミアイビタレオンVE 佐藤薬品工業（株） 312C00D10015 第3類
コデポン 佐藤薬品工業（株） 224D00D00885 指定第2類
コンタック600ファースト 佐藤薬品工業（株） 132D00A00656 第2類
コンタック600プラス 佐藤薬品工業（株） 132D00A10151 指定第2類
コンタック600プラス小児用 佐藤薬品工業（株） 132D00A00348 指定第2類
さとういたみ止め 佐藤薬品工業（株） 114D00D00014 指定第2類
さとうかぜぐすり 佐藤薬品工業（株） 118D01D00013 指定第2類
さとう鎮痛錠 佐藤薬品工業（株） 114C00D00116 指定第2類
新エザック鼻炎カプセル 佐藤薬品工業（株） 132D02A10026 指定第2類
新エスタックニスキャップL 佐藤薬品工業（株） 132D00A00763 指定第2類
新エバユースB26 佐藤薬品工業（株） 313C01A10001 第3類
新コンタックかぜEX 佐藤薬品工業（株） 118D00A00573 指定第2類
新佐藤胃腸薬L 佐藤薬品工業（株） 237A00D01252 第2類
新佐藤胃腸薬〈分包〉 佐藤薬品工業（株） 237B00D00386 第2類
新持続性エスタックニスキャップ 佐藤薬品工業（株） 132D00A00764 指定第2類
新ヒトミタン錠 佐藤薬品工業（株） 312C00D10025 第3類
新ビタレオンEC〈ナチュレ〉 佐藤薬品工業（株） 317B00D10019 第3類
シンピタGO 佐藤薬品工業（株） 118D04D00013 指定第2類
シンピタエース 佐藤薬品工業（株） 118D00A10015 指定第2類
持続性さとう鼻炎カプセル 佐藤薬品工業（株） 132D00A00186 指定第2類
スックル〈鼻炎用〉 佐藤薬品工業（株） 132D00D10033 指定第2類
スックル鼻炎ロング 佐藤薬品工業（株） 132D00A00187 指定第2類
スックル便秘薬 佐藤薬品工業（株） 235C00D00008 指定第2類
3Aアクアマグ 佐藤薬品工業（株） 235C01D10010 第3類
3Aマグネシア 佐藤薬品工業（株） 235C02D10009 第3類
スルーシア 佐藤薬品工業（株） 235C01D10002 第3類
精改心 佐藤薬品工業（株） 211R00D02283 第2類
精海老 佐藤薬品工業（株） 317D00D01223 第3類
腸胃丸 佐藤薬品工業（株） 237R00D00398 第2類
テラポニン 佐藤薬品工業（株） 118D01D00054 指定第2類
天平宝漢 佐藤薬品工業（株） 329C00D10064 第3類
トラフルBBチャージ 佐藤薬品工業（株） 313C03A10010 第3類
トレル細粒〈分包〉 佐藤薬品工業（株） 114B01D00005 指定第2類
バニシペインV 佐藤薬品工業（株） 114C00A00624 指定第2類
ヒトミタンf 佐藤薬品工業（株） 312D00D00031 第3類
ビオヂアスA顆粒 佐藤薬品工業（株） 237B00A01253 第2類
ビタサプリC錠レモン味 佐藤薬品工業（株） 314C01D10015 第3類
ビタミンC錠2000 佐藤薬品工業（株） 314C00D00041 第3類
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ビタミンC錠G・G 佐藤薬品工業（株） 314C00A00004 第3類
ビタレオンB2 佐藤薬品工業（株） 313B00D10024 第3類
ビノックコバ錠 佐藤薬品工業（株） 118C00A00888 指定第2類
フジビトール鼻炎薬S 佐藤薬品工業（株） 132D00A10037 指定第2類
プレコール持続性せき止めカプセル 佐藤薬品工業（株） 224D00A00259 指定第2類
プレコール持続性鼻炎カプセルL 佐藤薬品工業（株） 132D00A00102 指定第2類
プレコール持続性鼻炎カプセルLX 佐藤薬品工業（株） 132D00A00641 指定第2類
プレコール鼻炎カプセルA 佐藤薬品工業（株） 132D01A10034 指定第2類
ペアコール鼻炎カプセルLG 佐藤薬品工業（株） 132D00A10032 指定第2類
マリジンAグリーン 佐藤薬品工業（株） 232B00A00034 第2類
アレグラFX サノフィ（株） 449C00A00307 要指導医薬品
ウィル・ステラV サラヤ（株） 261M01A00172 第3類
ウィル・ステラVジェル サラヤ（株） 261M00A00626 第3類
うがい薬コロロSP サラヤ（株） 226M00A00020 第2類
うがい薬コロロダイン サラヤ（株） 226M00A01094 第3類
サニサーラEGO サラヤ（株） 732M00A00096 第3類
サニサーラW サラヤ（株） 261M00A00441 第3類
サラサイド サラヤ（株） 732M00A00157 第2類
ザルコノック サラヤ（株） 732M00A00112 第3類
ヒビスコールS サラヤ（株） 261M00A01196 第2類
ヒビスコールフォーム サラヤ（株） 261M00A00143 第2類
アクリノールガーゼ 三栄製薬（株） 261P00A02796 第3類
オキシドール「サンエイ-S」 三栄製薬（株） 261M00A00785 第3類
オリブ油 三栄製薬（株） 71221191K000 第3類
希ヨードチンキ「サンエイ-S」 三栄製薬（株） 261M00A00791 第3類
精製水 三栄製薬（株） 71311370K008 第3類
マーキュロクロム液「サンエイ-S」 三栄製薬（株） 261M00A00789 第2類
ルゴール液「サンエイ-S」 三栄製薬（株） 261M00A00790 第2類
サンクロン （株）サンクロン 411E00A10425 第3類
サンクロン軟膏 （株）サンクロン 411N00A00597 第3類
強力バイヒットDV油剤 サンケミファ（株） 734Z00A03796 第2類
消毒用エタノール（サンケミファ） サンケミファ（株） 26151075K001 第3類
スパールオルソS サンケミファ（株） 734Z00A01025 第2類
ディプサイドD乳剤 サンケミファ（株） 734Z00A00742 第2類
ディプサイド粉剤 サンケミファ（株） 734Z00A01091 第2類
ディプサイド粉剤B サンケミファ（株） 734Z01A00659 第2類
バイヒットDV乳剤 サンケミファ（株） 734Z00A01688 第2類
バイヒット粉剤 サンケミファ（株） 734Z00A01094 第2類
三丸バイテックスNP乳剤 サンケミファ（株） 734Z00A04986 第2類
三丸バイテックスNP油剤 サンケミファ（株） 734Z00A04987 第2類
明治ゾール77 サンケミファ（株） 734Z00A02148 第2類
G・U・Mメディカルマージナルポイントケ
アA

サンスター（株） 279N00A00594 第3類

エフコート サンスター（株） 279M00A00112 要指導医薬品
ペリオメディカ サンスター（株） 279N00A01526 第3類
こどもサンテ 参天製薬（株） 131M01A00042 第3類
サンテ40クール 参天製薬（株） 131M09A10012 第3類
サンテ40ゴールド 参天製薬（株） 131M04A10011 第3類
サンテ40プラス 参天製薬（株） 131M09A10010 第3類
サンテALn 参天製薬（株） 131M09A10024 第2類
サンテALクールⅡ 参天製薬（株） 131M07A10015 第2類
サンテFX Vプラス 参天製薬（株） 131M11A10019 第2類
サンテFXネオ 参天製薬（株） 131M04A10003 第2類
サンテPC 参天製薬（株） 131M16A10006 第2類
サンテアスティ 参天製薬（株） 131M03A10041 第2類
サンテアスティ40 参天製薬（株） 131M02A10037 第3類
サンテアスティAL 参天製薬（株） 131M02A10050 第2類
サンテアスティクール 参天製薬（株） 131M02A10027 第2類
サンテアスティ抗菌 参天製薬（株） 131M02A10035 第2類
サンテアルフリー新目薬 参天製薬（株） 131M00A00560 第2類
サンテうるおいコンタクトa 参天製薬（株） 131M02A00204 第3類
サンテ快滴40 参天製薬（株） 131M11A10016 第3類
サンテ抗菌新目薬 参天製薬（株） 131M04A00010 第2類
サンテコンタクト 参天製薬（株） 131M00A00712 第3類
サンテザイオン 参天製薬（株） 131M00A10084 第2類
サンテザイオンV3 参天製薬（株） 131M00A10086 第3類
サンテドウ 参天製薬（株） 131M00A01713 第3類
サンテドウプラスEアルファ 参天製薬（株） 131M01A10031 第3類
サンテドライケア 参天製薬（株） 131M01A10097 第3類
サンテパッソ 参天製薬（株） 131M01A10027 第2類
サンテビオ 参天製薬（株） 131M00A00640 第2類
サンテピュア 参天製薬（株） 131M00A10018 第2類
サンテフォーカスV 参天製薬（株） 131M20A10004 第3類
サンテボーティエ 参天製薬（株） 131M13A10018 第2類
サンテメディカル10 参天製薬（株） 131M13A10007 第2類
サンテメディカルガード 参天製薬（株） 131M08A10014 第2類
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新サンテドウα 参天製薬（株） 131M08A10037 第3類
ソフトサンティア 参天製薬（株） 131M00A01526 第3類
ソフトサンティアひとみストレッチ 参天製薬（株） 131M00A00327 第3類
大学目薬 参天製薬（株） 131M00A02043 第2類
アストフィリンS サンノーバ（株） 224C02A10001 指定第2類
カーフェソフト錠 サンノーバ（株） 115C00A04822 第3類
サクロフィール錠 サンノーバ（株） 411C00A03053 第3類
サクロン サンノーバ（株） 234B01A10001 第2類
サクロンG サンノーバ（株） 234B00A00004 第2類
サクロンQ サンノーバ（株） 237C00A00230 第2類
サクロンS サンノーバ（株） 234B00A10032 第2類
サクロン錠 サンノーバ（株） 234C02A10002 第2類
チョコラザーネプラス サンノーバ（株） 266N00A00313 第3類
トラベルミン サンノーバ（株） 133C02A00001 第2類
トラベルミンR サンノーバ（株） 133C01A00003 第2類
トラベルミン・ジュニア サンノーバ（株） 133C02A00002 第2類
トラベルミンファミリー サンノーバ（株） 133C01A10001 第2類
ユベラ-Cソフト サンノーバ（株） 317B00A00104 第3類
ユベラリッチ サンノーバ（株） 269N00A00650 第3類
アドレニンエースシロップ 三宝製薬（株） 224E00A00167 指定第2類
アドレニンエースシロップ小児用 三宝製薬（株） 224E00A00053 指定第2類
アドレニンエース錠 三宝製薬（株） 224C01A10031 指定第2類
エフレチンG顆粒 三宝製薬（株） 255B00A00657 第2類
ギルメサゾンS 三宝製薬（株） 269N00A00692 指定第2類
コーナ軟膏 三宝製薬（株） 269N00A01713 第3類
ココ 三宝製薬（株） 264M00A01298 第3類
三宝葛根湯液 三宝製薬（株） 520E00A00312 第2類
三宝葛根湯エキス顆粒 三宝製薬（株） 520B00A01979 第2類
三宝柴胡桂枝湯液 三宝製薬（株） 520E00A00236 第2類
三宝柴胡桂枝湯エキス顆粒 三宝製薬（株） 520B00A02250 第2類
三宝はぐきみがき 三宝製薬（株） 279Z00A04919 第3類
三宝八味地黄丸 三宝製薬（株） 520R00A01410 第2類
小児用かぜシロップ三宝 三宝製薬（株） 118E00A00983 指定第2類
新エフレチン 三宝製薬（株） 255Q00A00061 第2類
新エフレチンK 三宝製薬（株） 255Q00A00062 指定第2類
新エフレチンK軟膏 三宝製薬（株） 255N00A00106 指定第2類
新エフレチン軟膏 三宝製薬（株） 255N00A00109 第2類
新ビオミットS 三宝製薬（株） 235C00A00548 指定第2類
參寶 三宝製薬（株） 329Z00A00148 第2類
スパロミンエース 三宝製薬（株） 114C00A00420 指定第2類
ヂアトミンG錠 三宝製薬（株） 233C00A00651 第3類
テリオミンカプセル 三宝製薬（株） 231D00A01040 第2類
トフメルA 三宝製薬（株） 261N00A00414 第2類
トフメルソフト 三宝製薬（株） 264N01A10017 第3類
パルモアー 三宝製薬（株） 269N00A04937 第2類
ビデオDX 三宝製薬（株） 317E00A00964 第3類
ピーマTP健胃薬 三宝製薬（株） 233B00A00304 第2類
ピーマ胃腸内服液 三宝製薬（株） 233E00A00774 第2類
ブルマインS 三宝製薬（株） 317E00A02506 第2類
ブロニー 三宝製薬（株） 329E00A00767 第2類
プラタギン 三宝製薬（株） 441C00A01172 第2類
プラタギン鼻炎カプセルS 三宝製薬（株） 132D00A10067 指定第2類
ベストアップD 三宝製薬（株） 397E00A00079 第2類
ベリコデエース錠 三宝製薬（株） 224C00A00855 指定第2類
ベリコデ咳シロップ 三宝製薬（株） 224E01A00170 指定第2類
ベリコデせきどめ顆粒 三宝製薬（株） 224B00A00114 指定第2類
マナスルTP健胃薬 三宝製薬（株） 233B00A00305 第2類
ロン三宝IP顆粒 三宝製薬（株） 118B00A00219 指定第2類
ロン三宝IP錠 三宝製薬（株） 118C01A00290 指定第2類
ロン三宝K顆粒 三宝製薬（株） 118B01A00017 指定第2類
ロン三宝S錠 三宝製薬（株） 118C01A00018 指定第2類
ロン三宝内服液A 三宝製薬（株） 397E00A00187 第3類
インペタン1％液 三友薬品（株） 264M00A00298 第2類
インペタンチックPX 三友薬品（株） 264N01A00583 第2類
エイクリヤー1％液 三友薬品（株） 264M00A00296 第2類
エクトペインSクール 三友薬品（株） 264P02A00054 第3類
エクトペインSホット 三友薬品（株） 264P02A00056 第3類
クリピタローション 三友薬品（株） 264M00A00211 第2類
ケスラクール液 三友薬品（株） 264M01A00155 第2類
月中仙ゲルパップ 三友薬品（株） 264P00A00245 第3類
コリクリアーFBテープ35 三友薬品（株） 264P00A00192 第2類
コリクリアーFBテープ35温感 三友薬品（株） 264P00A00612 第2類
コリクリアーFBテープ5％α 三友薬品（株） 264P02A00327 第2類
コリクリアーFBテープL5％α 三友薬品（株） 264P01A00573 第2類
コリクリアーFBテープL70 三友薬品（株） 264P02A00198 第2類
コリクリアーFBテープL70温感 三友薬品（株） 264P02A00611 第2類
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サンポーFBテープ 三友薬品（株） 264P00A00577 第2類
新ラクケストアルファ 三友薬品（株） 266N02A00688 第3類
新ラクパスSローション 三友薬品（株） 264M01A00287 第3類
ジクトペインZゲル 三友薬品（株） 264N02A00505 第2類
ジクトペインZローション 三友薬品（株） 264M01A00502 第2類
ジクペタスZゲル 三友薬品（株） 264N03A00506 第2類
ジクペタスZテープ 三友薬品（株） 264P00A00167 第2類
ジクペタスZローション 三友薬品（株） 264M00A00503 第2類
ジクリッチZゲル 三友薬品（株） 264N00A00504 第2類
ジクリッチZシップ 三友薬品（株） 264P02A00202 第2類
ジクリッチZテープ 三友薬品（株） 264P00A00166 第2類
ジクリッチZテープL 三友薬品（株） 264P00A00168 第2類
ジクリッチZローション 三友薬品（株） 264M00A00501 第2類
セブオーレ 三友薬品（株） 114C00A10155 指定第2類
セブスキット 三友薬品（株） 114C00A10156 指定第2類
トラクペインローションS 三友薬品（株） 264M00A00008 第3類
ネハゼトール 三友薬品（株） 114C00A00128 指定第2類
ネハゼルEX 三友薬品（株） 112C00A00536 指定第2類
バンスキットFBテープ35 三友薬品（株） 264P00A00194 第2類
バンスキットFBテープ35温感 三友薬品（株） 264P00A00610 第2類
バンスキットFBテープ5％α 三友薬品（株） 264P01A00329 第2類
バンスキットFBテープL5％α 三友薬品（株） 264P00A00575 第2類
バンスキットFBテープL70 三友薬品（株） 264P00A00200 第2類
バンスキットID1％液 三友薬品（株） 264M00A00036 第2類
バンスキットID1％ゲル 三友薬品（株） 264N00A00458 第2類
バンスキットID1％ミルリィーゲル 三友薬品（株） 264N01A00457 第2類
バンスキットSシップ 三友薬品（株） 264P02A00340 第3類
バンスキットSローション 三友薬品（株） 264M00A00792 第3類
バンスキットZゲル 三友薬品（株） 264N00A00320 第2類
バンスキットZテープ 三友薬品（株） 264P01A00475 第2類
バンスキットZテープL 三友薬品（株） 264P00A00476 第2類
バンスキットZローション 三友薬品（株） 264M00A00319 第2類
バンダール1.0％ゲル 三友薬品（株） 264N00A00641 第2類
バンダール1％ミルリィーゲル 三友薬品（株） 264N00A00456 第2類
パイルスキットEX液 三友薬品（株） 264M00A00156 指定第2類
パイルスキット液 三友薬品（株） 264M00A00154 第2類
パイルダールうすップ 三友薬品（株） 264P01A00552 第3類
パイルペインSローション 三友薬品（株） 264M01A00035 第3類
パレスタミン20DX 三友薬品（株） 266N00A00594 第2類
パレスタミン20DX乳液 三友薬品（株） 266M00A00596 第2類
ヒヤップEXローションα 三友薬品（株） 264M00A00270 指定第2類
ヒヤップローション 三友薬品（株） 264M00A00128 第2類
ボランテFBテープ35 三友薬品（株） 264P02A00193 第2類
ボランテFBテープ35温感 三友薬品（株） 264P00A00614 第2類
ボランテFBテープ5％α 三友薬品（株） 264P05A00328 第2類
ボランテFBテープL5％α 三友薬品（株） 264P00A00574 第2類
ボランテFBテープL70 三友薬品（株） 264P00A00199 第2類
ボランテFBテープL70温感 三友薬品（株） 264P01A00615 第2類
ボランテチックPX 三友薬品（株） 264N01A00455 第2類
ミルスキットEX液 三友薬品（株） 264M00A00450 指定第2類
メディータム20DX 三友薬品（株） 266N00A00597 第2類
メディータム20DXローション 三友薬品（株） 266M00A00599 第2類
メディータム20E 三友薬品（株） 266N00A00689 第3類
メディータムひび・あかぎれAT軟膏 三友薬品（株） 264N00A00269 第3類
メディータムひび・あかぎれ軟膏 三友薬品（株） 264N00A00631 第3類
メディータム水虫液 三友薬品（株） 265M02A00205 指定第2類
メディータム水虫クリーム 三友薬品（株） 265N00A00210 指定第2類
メディータム水虫スプレー 三友薬品（株） 265M01A00209 指定第2類
ラクケストDX 三友薬品（株） 266N00A00593 第2類
ラクケストDXローション 三友薬品（株） 266M00A00595 第2類
ラクケストアルファ（クリーム） 三友薬品（株） 266N00A00326 第3類
ラクケストひび・あかぎれ軟膏 三友薬品（株） 264N00A00630 第3類
ラクスキットSローション 三友薬品（株） 264M00A00288 第3類
ラクトリック液 三友薬品（株） 265M00A00223 指定第2類
ラクトリッククリーム 三友薬品（株） 265N00A00229 指定第2類
ラクトリックスプレー 三友薬品（株） 265M02A00226 指定第2類
ラクパステープFB5％α 三友薬品（株） 264P02A00323 第2類
ラクペタン液 三友薬品（株） 264M01A00791 第3類
ラクリシアクリーム 三友薬品（株） 625N00A00330 第1類
ルビナクリンSローション 三友薬品（株） 264M01A00311 第3類
アコニンサン糖衣錠 三和生薬（株） 590C00A05311 指定第2類
安中散料Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B03A00769 第2類
安中散料Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B03A00770 第2類
温清飲エキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B00A00621 第2類
黄連解毒湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B00A00714 第2類
黄連解毒湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B00A00715 第2類
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乙字湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00546 第2類
乙字湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00547 第2類
葛根湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00519 第2類
葛根湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00520 第2類
加味逍遙散エキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00619 第2類
桂枝茯苓丸料Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00699 第2類
桂枝茯苓丸料Aエキス細粒「分包」三和生
薬

三和生薬（株） 520B05A00700 第2類

五苓散料Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00728 第2類
五苓散料Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00729 第2類
柴胡桂枝湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00554 第2類
柴胡桂枝湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00553 第2類
サンワ茵ちん蒿湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A00008 第2類
サンワ茵ちん蒿湯エキス細粒「分包」 三和生薬（株） 520B00A03972 第2類
サンワ温清飲エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A04117 第2類
サンワ黄耆建中湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A03963 第2類
サンワ黄耆建中湯エキス細粒「分包」 三和生薬（株） 520B00A03966 第2類
サンワ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A01964 第2類
サンワ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒
「分包」

三和生薬（株） 520B00A03969 第2類

サンワ加味逍遙散エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A04388 第2類
サンワ加味逍遙散エキス錠 三和生薬（株） 520C00A04390 第2類
サンワ甘草湯エキス細粒「分包」 三和生薬（株） 520B01A00003 第2類
サンワ荊芥連翹湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A03493 第2類
サンワ荊芥連翹湯エキス細粒「分包」 三和生薬（株） 520B00A04118 第2類
サンワ荊芥連翹湯エキス錠 三和生薬（株） 520C00A00006 第2類
サンワ桂枝加葛根湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A04479 第2類
サンワ桂枝加葛根湯エキス細粒「分包」 三和生薬（株） 520B00A04592 第2類
サンワ桂枝加芍薬湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A04332 第2類
サンワ桂枝加芍薬湯エキス細粒「分包」 三和生薬（株） 520B00A04333 第2類
サンワ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B01A01963 第2類
サンワ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒「分
包」

三和生薬（株） 520B00A03971 第2類

サンワ桂枝湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A04303 第2類
サンワ桂枝湯エキス細粒「分包」 三和生薬（株） 520B00A04304 第2類
サンワ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A03967 第2類
サンワ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒「分
包」

三和生薬（株） 520B00A03968 第2類

サンワ酸棗仁湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A03494 第2類
サンワ酸棗仁湯エキス細粒「分包」 三和生薬（株） 520B00A03965 第2類
サンワ酸棗仁湯エキス錠 三和生薬（株） 520C00A03495 第2類
サンワ四物湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A01722 第2類
サンワ四物湯エキス細粒「分包」 三和生薬（株） 520B00A03960 第2類
サンワ芍薬甘草湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A04391 第2類
サンワ芍薬甘草湯エキス錠 三和生薬（株） 520C00A04217 第2類
サンワ小半夏加茯苓湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A03890 第2類
サンワ小半夏加茯苓湯エキス細粒「分
包」

三和生薬（株） 520B00A03889 第2類

三和生薬腎臓仙 三和生薬（株） 520G00A02079 第2類
三和生薬ぜんそく散 三和生薬（株） 520G01A00276 指定第2類
サンワダイオウ末 三和生薬（株） 510B00A03267 第2類
サンワダイオウ末「分包」 三和生薬（株） 510B00A03268 第2類
サンワ人参湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A03892 第2類
サンワ人参湯エキス細粒「分包」 三和生薬（株） 520B00A03933 第2類
サンワ排膿散料エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A01723 第2類
サンワ排膿散料エキス細粒「分包」 三和生薬（株） 520B00A03891 第2類
サンワ麦門冬湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A04593 第2類
サンワ麦門冬湯エキス細粒「分包」 三和生薬（株） 520B00A04594 第2類
サンワ白虎加人参湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A04481 第2類
サンワ白虎加人参湯エキス細粒「分包」 三和生薬（株） 520B00A04482 第2類
サンワ茯苓沢瀉湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A03887 第2類
サンワ茯苓沢瀉湯エキス細粒「分包」 三和生薬（株） 520B00A03961 第2類
サンワ平胃散エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A01721 第2類
サンワ平胃散エキス細粒「分包」 三和生薬（株） 520B00A03888 第2類
サンワ防已黄耆湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A04329 第2類
サンワ防已黄耆湯エキス細粒「分包」 三和生薬（株） 520B00A04330 第2類
サンワ麻黄湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A04113 第2類
サンワ麻黄湯エキス細粒「分包」 三和生薬（株） 520B00A04114 第2類
サンワ麻杏甘石湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A04305 第2類
サンワ麻杏甘石湯エキス細粒「分包」 三和生薬（株） 520B00A04306 第2類
サンワ麻子仁丸料エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A04218 第2類
サンワ麻子仁丸料エキス細粒「分包」 三和生薬（株） 520B00A04319 第2類
サンワ麻子仁丸料エキス錠 三和生薬（株） 520C00A04215 第2類
サンワよく苡仁湯エキス細粒 三和生薬（株） 520B00A04674 第2類
サンワロン 三和生薬（株） 520C00A06666 第2類
サンワロンC 三和生薬（株） 520C00A00583 指定第2類
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サンワロンC顆粒 三和生薬（株） 520B00A06040 指定第2類
サンワロンD 三和生薬（株） 520C00A00584 指定第2類
サンワロンD顆粒 三和生薬（株） 520B00A01421 指定第2類
サンワロンK 三和生薬（株） 520C00A02396 第2類
サンワロンK顆粒 三和生薬（株） 520B00A05707 第2類
サンワロンM 三和生薬（株） 520C00A02117 第2類
サンワロンM顆粒 三和生薬（株） 520B00A05749 第2類
サンワロンN 三和生薬（株） 520C00A00585 第2類
サンワロンN顆粒 三和生薬（株） 520B00A06041 第2類
サンワロンS 三和生薬（株） 520C00A02397 第2類
サンワロンS顆粒 三和生薬（株） 520B00A05750 第2類
サンワロンT 三和生薬（株） 520C00A01828 第2類
サンワロンT顆粒 三和生薬（株） 520B00A06042 第2類
サンワロンY 三和生薬（株） 520C00A02586 第2類
サンワロンY顆粒 三和生薬（株） 520B00A05709 第2類
サンワロン顆粒 三和生薬（株） 520B00A05708 第2類
芍薬甘草湯エキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00622 第2類
小柴胡湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00526 第2類
小柴胡湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B00A00524 第2類
小青竜湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00522 第2類
小青竜湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00523 第2類
十全大補湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00623 第2類
十全大補湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00624 第2類
十味敗毒湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00549 第2類
十味敗毒湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00551 第2類
大黄甘草湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B00A00743 第2類
大黄甘草湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B00A00744 第2類
大柴胡湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00725 第2類
大柴胡湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B00A00726 第2類
猪苓湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00748 第2類
猪苓湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B00A00778 第2類
桃核承気湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B03A00775 第2類
桃核承気湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B03A00777 第2類
当帰芍薬散料Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00517 第2類
当帰芍薬散料Aエキス細粒「分包」三和生
薬

三和生薬（株） 520B05A00516 第2類

当帰芍薬散料Aエキス錠三和生薬 三和生薬（株） 520C00A00515 第2類
半夏厚朴湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B00A00543 第2類
半夏厚朴湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00544 第2類
半夏瀉心湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00717 第2類
半夏瀉心湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00718 第2類
半夏白朮天麻湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00617 第2類
半夏白朮天麻湯Aエキス細粒「分包」三和
生薬

三和生薬（株） 520B05A00618 第2類

半夏白朮天麻湯Aエキス錠三和生薬 三和生薬（株） 520C05A00620 第2類
補中益気湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00530 第2類
補中益気湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00531 第2類
補中益気湯Aエキス錠三和生薬 三和生薬（株） 520C00A00532 第2類
防風通聖散料Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00697 第2類
防風通聖散料Aエキス細粒「分包」三和生
薬

三和生薬（株） 520B05A00698 第2類

防風通聖散料Aエキス錠三和生薬 三和生薬（株） 520C00A00555 第2類
麻杏よく甘湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00741 第2類
麻杏よく甘湯Aエキス細粒「分包」三和生
薬

三和生薬（株） 520B00A00742 第2類

六君子湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00722 第2類
六君子湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B00A00723 第2類
六君子湯Aエキス錠三和生薬 三和生薬（株） 520C00A00724 第2類
竜胆瀉肝湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00702 第2類
竜胆瀉肝湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00703 第2類
苓桂朮甘湯Aエキス細粒三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00525 第2類
苓桂朮甘湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 三和生薬（株） 520B05A00529 第2類
ロクジョン 三和生薬（株） 520C00A00032 指定第2類
一等丸 三和薬品工業（株） 237R00D10006 第3類
三和正露丸 三和薬品工業（株） 231R00D00789 第2類
たんせき　ぜんそくの良薬立効丸 三和薬品工業（株） 224R00A04332 第3類
はらのくすり　成田山一粒丸 三和薬品工業（株） 231R00A10040 第3類
宝丹 三和薬品工業（株） 233B00A01755 第3類
守妙守田家方妙振り出し 三和薬品工業（株） 590G00A04331 指定第2類
あい気散 剤盛堂薬品（株） 239B00A00200 第2類
アクトマン 剤盛堂薬品（株） 449C00A01695 第2類
アクマチック 剤盛堂薬品（株） 590C00A01414 第2類
アンカビンmic（ミック） 剤盛堂薬品（株） 265M03A10001 第2類
安静錠 剤盛堂薬品（株） 590C00A02879 第2類
ウンケイトーサン 剤盛堂薬品（株） 590B00A04171 第2類
エスマーゲン 剤盛堂薬品（株） 233B00A00620 第2類
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エスマーゲン錠 剤盛堂薬品（株） 233C00A00449 第2類
エスマーゲン（徳用） 剤盛堂薬品（株） 233B00A00621 第2類
エッキ錠 剤盛堂薬品（株） 112C00A00406 第3類
エンピーズ 剤盛堂薬品（株） 132B00A03517 第2類
オウゲEP錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A00520 第2類
黄解清血散 剤盛堂薬品（株） 590B00A02885 第2類
黄色ワグラス軟膏S 剤盛堂薬品（株） 263N00A00001 第2類
お熱散 剤盛堂薬品（株） 590B00A06350 第2類
オルスビー 剤盛堂薬品（株） 233B00A00286 第3類
オルスビー錠 剤盛堂薬品（株） 233C00A00916 第3類
温石錠 剤盛堂薬品（株） 233C00A03614 第3類
カイケツEP錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A00695 第2類
桔梗・石膏エキス散 剤盛堂薬品（株） 590B00A02484 第2類
気上錠 剤盛堂薬品（株） 590C00A02876 第2類
強安中脾虚散 剤盛堂薬品（株） 590B00A02270 第2類
強胃腸散 剤盛堂薬品（株） 590B00A01099 第2類
強胃痛散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00562 第2類
強悪阻散 剤盛堂薬品（株） 133B00A01116 第2類
強温血散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00768 第2類
強回血散 剤盛堂薬品（株） 590B00A01096 第3類
強活腎散 剤盛堂薬品（株） 590B00A01101 第2類
強気上散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00769 第2類
強胸汗散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00772 第2類
強胸虚散 剤盛堂薬品（株） 590B00A01102 第2類
強虚労散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00770 第3類
強結胸散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00773 第2類
強下血散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00774 第2類
強実胸散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00777 第2類
強水気散 剤盛堂薬品（株） 590B00A01001 第2類
強水逆散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00778 第3類
強衰性散 剤盛堂薬品（株） 590B00A01117 第2類
強清肝散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00826 第2類
強折衝お血散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00825 第2類
強喘咳散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00779 指定第2類
強足腫散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00559 指定第2類
強蘇生散 剤盛堂薬品（株） 590B00A01104 第3類
強痰飲散 剤盛堂薬品（株） 590B00A01114 第3類
強治胸散 剤盛堂薬品（株） 590B00A01105 第3類
強鎮咳散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00561 指定第2類
強鎮悸散 剤盛堂薬品（株） 590B00A01106 第2類
強発汗散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00780 指定第2類
強表水散 剤盛堂薬品（株） 590B00A01118 第2類
強風弱散 剤盛堂薬品（株） 590B00A01109 第3類
強平胃食傷散 剤盛堂薬品（株） 590B00A02271 第2類
強補中医王散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00824 第2類
強冒眩散 剤盛堂薬品（株） 590B00A01002 第2類
強腰冷散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00560 第2類
強六君利気散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00827 第2類
強ワグラスD 剤盛堂薬品（株） 590B00A04192 第2類
強ワグラスW 剤盛堂薬品（株） 590B00A04317 第2類
グレニアチン 剤盛堂薬品（株） 129B00A04889 第2類
コイクシン 剤盛堂薬品（株） 590B00A01879 第2類
コイクラセリド 剤盛堂薬品（株） 590B00A00092 第2類
コイクラセリド錠 剤盛堂薬品（株） 590C00A10179 第2類
香蘇発表散 剤盛堂薬品（株） 590B00A02883 第2類
コンレス錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A00594 第2類
五積腰痛散 剤盛堂薬品（株） 590B00A04215 指定第2類
サイロ 剤盛堂薬品（株） 219D00A03520 第2類
サイロヤング錠 剤盛堂薬品（株） 520C01A00489 第2類
シノミッテルカプセル 剤盛堂薬品（株） 396D00A04331 第2類
四物血行散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00848 第3類
小児用ヒューゲン（分包） 剤盛堂薬品（株） 224B00A00005 第2類
十一味敗因散 剤盛堂薬品（株） 590B00A00396 第2類
ジヨッキ 剤盛堂薬品（株） 391C00A05909 第3類
ジンソインエキスサン 剤盛堂薬品（株） 590B00A04661 第3類
スイギャクEP錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A00634 第2類
ストカイン 剤盛堂薬品（株） 265M01A00003 第2類
赤色ワグラス軟膏 剤盛堂薬品（株） 262N00A01845 第3類
蘇生錠 剤盛堂薬品（株） 590C00A02872 第3類
ダイアベトン 剤盛堂薬品（株） 396B00A04521 第2類
チェリメントAG軟膏 剤盛堂薬品（株） 269N01A00937 第3類
ツウケイ散 剤盛堂薬品（株） 520B00A01174 第2類
デーチカ 剤盛堂薬品（株） 264N00A02816 第3類
デプロキ 剤盛堂薬品（株） 114C05A00002 指定第2類
ネオトラバングリーン 剤盛堂薬品（株） 261M00A03485 第3類
ネバシー 剤盛堂薬品（株） 441C00A04376 第2類
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ハニドール 剤盛堂薬品（株） 235C00A00994 第2類
パティオレディー 剤盛堂薬品（株） 235C02A00004 第2類
パナパール 剤盛堂薬品（株） 329D00A06195 第3類
パナパール錠 剤盛堂薬品（株） 329C00A10178 第3類
ヒポレス 剤盛堂薬品（株） 219B00A00634 第2類
ヒューゲン 剤盛堂薬品（株） 224B01A00003 第2類
ヒューゲン錠 剤盛堂薬品（株） 224C00A00001 第2類
ヒューゲン（分包） 剤盛堂薬品（株） 224B00A00002 第2類
ビスキット 剤盛堂薬品（株） 132C05A10001 第2類
ビスキットdeux 剤盛堂薬品（株） 132C04A10003 第2類
腹寒散 剤盛堂薬品（株） 590B00A10931 第3類
フッケツ散 剤盛堂薬品（株） 520B01A01738 第2類
フラーリンA錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A00327 第2類
フラーリンA粒 剤盛堂薬品（株） 520B02A00262 第2類
フラーリンI錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A01054 第2類
フラーリンI粒 剤盛堂薬品（株） 520B02A00313 第2類
フラーリンJ錠 剤盛堂薬品（株） 233C00A00962 第2類
フラーリンJ粒 剤盛堂薬品（株） 520B03A00398 第2類
フラーリンL錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A00814 第2類
フラーリンL粒 剤盛堂薬品（株） 520B00A00221 第2類
フラーリンQ 剤盛堂薬品（株） 590B00A01347 第3類
フラーリンQ錠 剤盛堂薬品（株） 590C00A00853 第3類
ヘトイン-S 剤盛堂薬品（株） 520B00A00326 第2類
ヘモゼット 剤盛堂薬品（株） 255B00A02365 第2類
ヘモファースト錠 剤盛堂薬品（株） 255C00A00240 第2類
ホノザルベ 剤盛堂薬品（株） 264P00A00531 第2類
ホノビエン錠 剤盛堂薬品（株） 132C00A00004 第2類
ホノビエン錠deux 剤盛堂薬品（株） 132C02A10002 第2類
ホノピレチン 剤盛堂薬品（株） 118D00A00515 指定第2類
ホノピレチン「せき」 剤盛堂薬品（株） 224C01A00004 第2類
ホノマリア顆粒（分包） 剤盛堂薬品（株） 520B00A05031 第2類
ホノマリア錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A04467 第2類
ホノミアンセイ錠 剤盛堂薬品（株） 520C01A00430 第2類
ホノミアンセイ粒 剤盛堂薬品（株） 520B00A00431 第2類
ホノミアンピ錠 剤盛堂薬品（株） 520C02A01402 第2類
ホノミイチョウ錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A00714 第2類
ホノミイネツ錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A01030 第2類
ホノミオウセイ錠 剤盛堂薬品（株） 520C01A00717 第2類
ホノミオンケツ錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A01175 第2類
ホノミカイケツEX錠 剤盛堂薬品（株） 520C01A00882 第2類
ホノミカツジン錠 剤盛堂薬品（株） 520C02A00328 第2類
ホノミカンタン粒 剤盛堂薬品（株） 520B01A01377 第2類
ホノミキシュ錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A01056 第2類
ホノミキシュ粒 剤盛堂薬品（株） 520B00A01058 第2類
ホノミキジョウ錠 剤盛堂薬品（株） 520C01A00596 第2類
ホノミキネツ錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A01526 第2類
ホノミキョウカン錠 剤盛堂薬品（株） 520C01A00883 第2類
ホノミキョウキョ錠 剤盛堂薬品（株） 520C02A00886 第2類
ホノミキョロウ錠 剤盛堂薬品（株） 520C01A00808 第2類
ホノミサイキ錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A00309 第2類
ホノミサンイン錠 剤盛堂薬品（株） 520C01A00266 第2類
ホノミショウフン錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A00004 第2類
ホノミショウフン粒 剤盛堂薬品（株） 520B02A00064 第2類
ホノミシンキ粒 剤盛堂薬品（株） 520B00A00040 第2類
ホノミジッキョウ錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A01458 第2類
ホノミジュンケツ錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A10277 第2類
ホノミジュンケツ粒 剤盛堂薬品（株） 520B00A10276 第2類
ホノミスイギャクEX錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A01132 第2類
ホノミスイセイ錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A04411 第2類
ホノミゼンガイ錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A01722 第2類
ホノミ大黄エキス粒 剤盛堂薬品（株） 235B00A00996 第2類
ホノミダイギャク錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A01427 第2類
ホノミダイギャク粒 剤盛堂薬品（株） 520B00A01408 第2類
ホノミチキョウ錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A01061 第2類
ホノミチョウケイ錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A00042 第2類
ホノミチョウケイ粒 剤盛堂薬品（株） 520B00A00043 第2類
ホノミチンガイン錠 剤盛堂薬品（株） 520C01A00934 第2類
ホノミツウケット錠 剤盛堂薬品（株） 520C02A01280 第2類
ホノミビスキン 剤盛堂薬品（株） 132D00A03515 第2類
ホノミフッケツEX錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A01460 第2類
ホノミホイオー錠 剤盛堂薬品（株） 520C01A01301 第2類
ホノミボウネツ錠 剤盛堂薬品（株） 520C00A04413 第2類
ホノミボウネツ粒 剤盛堂薬品（株） 520B01A01239 第2類
ホノミもへじ 剤盛堂薬品（株） 255D00A01992 第2類
ホノミヨウジョウ錠 剤盛堂薬品（株） 520C01A00889 第2類
ホノミヨウジョウ粒 剤盛堂薬品（株） 520B02A00891 第2類
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ホノミヨクゲン錠 剤盛堂薬品（株） 520C01A00675 第2類
ホノミラビオ錠 剤盛堂薬品（株） 112C00A00650 第2類
ホノミリキ錠 剤盛堂薬品（株） 520C01A01135 第2類
ムツリキ 剤盛堂薬品（株） 520C00A00995 第2類
メディセット 剤盛堂薬品（株） 329C00A00527 第3類
抑肝眩悸散 剤盛堂薬品（株） 590B00A02741 第2類
ラフローラ 剤盛堂薬品（株） 112C00A00233 第2類
ラリアン錠 剤盛堂薬品（株） 112C00A00408 第2類
リグス 剤盛堂薬品（株） 112D00A00875 第2類
ロイルック 剤盛堂薬品（株） 129D00A01725 第2類
ロイルック錠 剤盛堂薬品（株） 129C00A01229 第2類
ワグラスB錠 剤盛堂薬品（株） 590C00A00847 第2類
ワグラスD錠 剤盛堂薬品（株） 590C00A00852 第2類
ワグラスW錠 剤盛堂薬品（株） 590C00A02501 第2類
ワグレッド 剤盛堂薬品（株） 590N00A00468 第3類
テキサントP シオエ製薬（株） 732M00A00110 第2類
塩釜さふらん圓(販売名:塩釜蛮紅華円) 塩釜蛮紅華湯（株） 520B00A07050 第3類
塩釜さふらん湯(販売名:塩釜蛮紅華湯) 塩釜蛮紅華湯（株） 520Z00A07050 第2類
SD軟膏「シオノギ」 塩野義製薬（株） 264N00A00251 指定第2類
コランチルA顆粒 塩野義製薬（株） 234B00A01141 第2類
シオノギBEプラス 塩野義製薬（株） 317C04A10005 第3類
シオノギD軟膏 塩野義製薬（株） 264N00A04052 指定第2類
シオノギ解熱鎮痛薬ACE 塩野義製薬（株） 114C03A10012 指定第2類
シオノギ鼻炎顆粒 塩野義製薬（株） 132B00A10021 第2類
シナールEX顆粒 塩野義製薬（株） 314B00A10007 第3類
シナールEXチュアブル錠 塩野義製薬（株） 314C05A10006 第3類
新セデス錠 塩野義製薬（株） 114C02A00024 指定第2類
セデスV 塩野義製薬（株） 114C00A10006 指定第2類
セデスキュア 塩野義製薬（株） 114C00A00197 指定第2類
セデス・ハイ 塩野義製薬（株） 114C00A01697 指定第2類
セデス・ハイG 塩野義製薬（株） 114B00A00360 指定第2類
セデス・ファースト 塩野義製薬（株） 114C01A10008 指定第2類
総合感冒薬 シオノギHi 塩野義製薬（株） 118C00A00769 指定第2類
パイロンAM錠 塩野義製薬（株） 118C00A02339 指定第2類
パイロンIPA 塩野義製薬（株） 118C00A00770 指定第2類
パイロンMK錠 塩野義製薬（株） 118C00A00275 指定第2類
パイロンS錠 塩野義製薬（株） 118C01A10003 第2類
パイロンS鼻炎顆粒 塩野義製薬（株） 132B00A10058 第2類
パイロンα 塩野義製薬（株） 118C01A00043 指定第2類
ベリックスAプラス 塩野義製薬（株） 317C08A10001 第3類
ベリックスSプラス 塩野義製薬（株） 317C07A10002 第3類
ベリックスZプラス 塩野義製薬（株） 317C07A10003 第3類
ファモガスOD錠10 シオノケミカル（株） 232C00A00025 第1類
アクション 滋賀県製薬（株） 131M09A10023 第2類
アクションVX 滋賀県製薬（株） 131M13A10003 第3類
アルクイックAG目薬 滋賀県製薬（株） 131M00A00651 第2類
アルシン40 滋賀県製薬（株） 131M05A10027 第3類
アルシンAG 滋賀県製薬（株） 131M08A10025 第2類
アルシンFX 滋賀県製薬（株） 131M03A10031 第2類
アルシンカゼIP 滋賀県製薬（株） 118D01A00396 指定第2類
アルシンカゼMX 滋賀県製薬（株） 118D00A00227 指定第2類
アルシン葛根湯液WS 滋賀県製薬（株） 520E00A00018 第2類
アルシンゴールド液Ⅱ 滋賀県製薬（株） 397E06A00276 第2類
アルシンレッド 滋賀県製薬（株） 131M05A10026 第2類
ウイサン胃腸薬G 滋賀県製薬（株） 237B00D00145 第2類
エクトール 滋賀県製薬（株） 237D00A00568 第2類
延若Hゴールド 滋賀県製薬（株） 397E00A02173 第3類
オットゲン 滋賀県製薬（株） 397E00D00428 第2類
カイホー 滋賀県製薬（株） 114C03D00004 指定第2類
カイホー顆粒 滋賀県製薬（株） 114B04D00005 指定第2類
葛根湯液EX2 滋賀県製薬（株） 520E00A00363 第2類
葛根湯液SX 滋賀県製薬（株） 520E00A00879 第2類
葛根湯液WS 滋賀県製薬（株） 520E00A00017 第2類
葛根湯エキス顆粒MX 滋賀県製薬（株） 520B05A00343 第2類
葛根湯エキス顆粒WS-R 滋賀県製薬（株） 520B05A00344 第2類
小児用カゼヒスミン 滋賀県製薬（株） 118B02A10004 指定第2類
新アルシン鼻炎カプセル 滋賀県製薬（株） 132D01A10026 指定第2類
新・ウイサン胃腸薬N 滋賀県製薬（株） 234B00D10002 第2類
新エスベナン鼻炎カプセル 滋賀県製薬（株） 132D00A10018 指定第2類
新スパーク鼻炎カプセルS 滋賀県製薬（株） 132D00D10024 指定第2類
新タナベ総合感冒薬 滋賀県製薬（株） 118D01A00542 指定第2類
新タナベ鼻炎カプセル 滋賀県製薬（株） 132D00A10030 指定第2類
新ハイビタンA 滋賀県製薬（株） 312E00D10015 第3類
新パームゴールド液 滋賀県製薬（株） 397E06A00277 第2類
新ベサエース 滋賀県製薬（株） 118D00A10011 指定第2類
新ベサエースEX(販売名:新ベサエースIP) 滋賀県製薬（株） 118D00A00568 指定第2類
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新ベサエースMX 滋賀県製薬（株） 118D00A00228 指定第2類
新ベサエース小児用 滋賀県製薬（株） 118B00A10006 指定第2類
新ラスター目薬 滋賀県製薬（株） 131M05A10028 第2類
新ラスター目薬RV 滋賀県製薬（株） 131M08A10023 第2類
スパーク21G 滋賀県製薬（株） 118D02D00005 指定第2類
スパーク葛根湯内服液 滋賀県製薬（株） 520E00D00388 第2類
スパークカプセル 滋賀県製薬（株） 118D02D00016 指定第2類
スパーク糖衣 滋賀県製薬（株） 118C00D00019 指定第2類
スパークハイザイム 滋賀県製薬（株） 118D00A00447 指定第2類
ソボンこどもかぜ薬細粒 滋賀県製薬（株） 118B06A10002 指定第2類
朝光水 滋賀県製薬（株） 131M00A00003 第3類
デルクスEC顆粒ハイ 滋賀県製薬（株） 317B00A10013 第3類
デルクス内服液 滋賀県製薬（株） 312E01A10017 第3類
トラフル錠 滋賀県製薬（株） 229C00A01036 第3類
トラベルミン内服液 滋賀県製薬（株） 133E00A00233 第2類
日朝水 滋賀県製薬（株） 131M02A10005 第3類
乗り物酔い止めQD錠 滋賀県製薬（株） 133C02A10016 第2類
ハイクミンECB2ハイ 滋賀県製薬（株） 317B00A10012 第3類
ハイスミンジュニア 滋賀県製薬（株） 397E00A00376 第3類
ハイスミン内服液 滋賀県製薬（株） 397E00A00277 第3類
ハイビタン30 滋賀県製薬（株） 397E00D01748 第3類
ハイビタン活生源 滋賀県製薬（株） 317E00D00212 第3類
パームFX 滋賀県製薬（株） 131M29A10001 第2類
パームエース 滋賀県製薬（株） 118D00A00259 指定第2類
パームかぜIP 滋賀県製薬（株） 118D00A00567 指定第2類
パームカゼカプセル 滋賀県製薬（株） 118D00A10010 指定第2類
パーム抗菌EX 滋賀県製薬（株） 131M11A10010 第2類
パンシロン胃腸内服液 滋賀県製薬（株） 233E00A01661 第3類
ベークかぜIP 滋賀県製薬（株） 118D00A00569 指定第2類
ペラックT錠 滋賀県製薬（株） 229C00A00225 第3類
マスチゲンこども用G 滋賀県製薬（株） 397E01A00759 第3類
モラールE 滋賀県製薬（株） 131M00A01399 第3類
ラスター40 滋賀県製薬（株） 131M03A10019 第3類
ラスター40EX 滋賀県製薬（株） 131M01A10028 第3類
ラスターガード目薬 滋賀県製薬（株） 131M00A10029 第2類
ラスタークール洗眼薬 滋賀県製薬（株） 131M12A10001 第3類
ラスター抗菌目薬EX 滋賀県製薬（株） 131M09A10019 第2類
ラスターこどもソフト 滋賀県製薬（株） 131M13A10001 第3類
ラスターゴールド12 滋賀県製薬（株） 131M06A00005 第2類
ラスター洗眼薬RV 滋賀県製薬（株） 131M25A10004 第3類
ラスター内服液N 滋賀県製薬（株） 312E00A10016 第3類
ラスター養眼水 滋賀県製薬（株） 131M06A10011 第3類
リバーホルモファイブ 滋賀県製薬（株） 397E00D00429 第2類
ルルアタックEX 滋賀県製薬（株） 118C00A00295 指定第2類
ルルアタックEX顆粒 滋賀県製薬（株） 118B00A00299 指定第2類
ロブレンゴールド2000 滋賀県製薬（株） 397E00D00323 第3類
ロブレンゴールドN 滋賀県製薬（株） 397E01A01017 第2類
ロブレンゴールドα 滋賀県製薬（株） 397E01D00644 第2類
ワイビー12 滋賀県製薬（株） 131M04A10024 第2類
ワイビー40 滋賀県製薬（株） 131M01A10032 第3類
ワイビーAL 滋賀県製薬（株） 131M05A10022 第2類
ワイビーVクール 滋賀県製薬（株） 131M08A10029 第2類
ワイビー抗菌EX 滋賀県製薬（株） 131M02A10020 第2類
ワイビーゴールド液 滋賀県製薬（株） 397E00A00278 第2類
ワコーリス12 滋賀県製薬（株） 131M06A10025 第2類
ワコーリス40EX 滋賀県製薬（株） 131M01A10029 第3類
ワコーリスAL 滋賀県製薬（株） 131M04A10021 第2類
ワコーリスFX 滋賀県製薬（株） 131M05A10030 第2類
ワコーリスクール洗眼薬 滋賀県製薬（株） 131M13A10002 第3類
ワコーリス抗菌EX 滋賀県製薬（株） 131M10A10021 第2類
ワコーリス内服液 滋賀県製薬（株） 312E00A10018 第3類
ワコーリスネオ 滋賀県製薬（株） 131M03A10020 第3類
ワコール目薬 滋賀県製薬（株） 131M00D02102 第3類
ネオクロール90W 四国化成工業（株） 732Z00A01036 第2類
ネオクロールT-20S 四国化成工業（株） 732Z00A00695 第2類
ネオクロールT-20V 四国化成工業（株） 732Z00A00799 第2類
ネオクロールタブレット 四国化成工業（株） 732Z00A00386 第2類
ネオクロール・ニュー・S 四国化成工業（株） 732Z00A01938 第2類
ポンシロール 四国化成工業（株） 732Z00A01121 第2類
ポンシロールB-70H 四国化成工業（株） 732Z00A00052 第2類
ポンシロールB-90H 四国化成工業（株） 732Z00A03657 第2類
ポンシロールBL-90 四国化成工業（株） 732Z00A00044 第2類
ポンシロールL-70VT 四国化成工業（株） 732Z00A00360 第2類
ポンシロールL-90 四国化成工業（株） 732Z00A00871 第2類
ポンシロールM-70H 四国化成工業（株） 732Z00A01456 第2類
ポンシロールM-90H 四国化成工業（株） 732Z00A04163 第2類
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ポンシロールML-90H 四国化成工業（株） 732Z00A00045 第2類
ポンシロールS-70 四国化成工業（株） 732Z00A00805 第2類
ポンシロールS-90H 四国化成工業（株） 732Z00A04729 第2類
アトメディックローション （株）資生堂 264M00A00292 第3類
アポスティーローション （株）資生堂 261M00A00389 第3類
イハダ　プリスクリードAA （株）資生堂 264N00A00025 第2類
イハダ　プリスクリードAC （株）資生堂 261M00A00339 第3類
イハダ　プリスクリードD （株）資生堂 264M00A00411 第2類
イハダ　プリスクリードS （株）資生堂 264M00A00497 第3類
エピアマートS （株）資生堂 264N00A00388 第2類
エンクロンUFクリームEX （株）資生堂 264N00A10014 第2類
エンクロン レメディーナ （株）資生堂 264M00A00018 第2類
ピンプリットN （株）資生堂 261N00A01277 第2類
ピンプリットにきび治療薬C （株）資生堂 261N00A00962 第2類
フェルゼアDX20クリーム N （株）資生堂 266N00A00138 第2類
フェルゼアDX20ローション （株）資生堂 266M00A00626 第2類
フェルゼアHA20クリーム （株）資生堂 266N00A00317 第3類
フェルゼアレチノバイタルクリーム （株）資生堂 266N00A00194 第3類
モアリップ （株）資生堂 279N00A00762 第3類
ラブトッピ （株）資生堂 264N00A00716 第2類
アミドサンA 至誠堂製薬（株） 118D01B10016 指定第2類
カコタック 至誠堂製薬（株） 118B00B10004 指定第2類
かぜアートンG 至誠堂製薬（株） 118D02D00030 指定第2類
カゼコール 至誠堂製薬（株） 118D00D00295 指定第2類
カゼマイG 至誠堂製薬（株） 118D00D00032 指定第2類
かぜリートン糖衣錠 至誠堂製薬（株） 118C02D10007 指定第2類
風龍 至誠堂製薬（株） 118B00D01109 指定第2類
カゼワン 至誠堂製薬（株） 118D01D10005 指定第2類
カゼワンGカプセル 至誠堂製薬（株） 118D01D00031 指定第2類
カゼワンK錠 至誠堂製薬（株） 118C02D00041 指定第2類
カゼワンデイナイト 至誠堂製薬（株） 118C00D10036 指定第2類
顆粒ピラドン 至誠堂製薬（株） 118B00D02340 指定第2類
キョーレバ 至誠堂製薬（株） 317C00A00201 第3類
コンドロビタンBプラス 至誠堂製薬（株） 312C00D10005 第3類
新カゼコールカプセル 至誠堂製薬（株） 118D00D00024 指定第2類
新カゼワンエースAカプセル 至誠堂製薬（株） 118D02D00021 指定第2類
新カゼワンゴールドAカプセル 至誠堂製薬（株） 118D03D00025 指定第2類
新セキコデチン 至誠堂製薬（株） 224D00D10058 指定第2類
新セキコデチンカプセル 至誠堂製薬（株） 224D00D00019 第2類
新トルエープ錠 至誠堂製薬（株） 114C00D10002 指定第2類
新パギラス 至誠堂製薬（株） 326C01A00673 第3類
新ピタリワン錠 至誠堂製薬（株） 114C02D10001 指定第2類
新ピラドンエースカプセル 至誠堂製薬（株） 118D00D00092 指定第2類
スットワンGカプセル 至誠堂製薬（株） 118D04D00027 指定第2類
スットワン鼻炎 至誠堂製薬（株） 132D00D10042 指定第2類
スピードストップ錠V 至誠堂製薬（株） 114C01D00015 指定第2類
スポットG 至誠堂製薬（株） 118D02D00028 指定第2類
スルーリー 至誠堂製薬（株） 235C00A10019 指定第2類
熱龍 至誠堂製薬（株） 118B00D01811 指定第2類
ハイマックS 至誠堂製薬（株） 237B00D00132 第2類
ビルタミンC-2000 至誠堂製薬（株） 314B00D00028 第3類
ビルタミンC錠 至誠堂製薬（株） 314C00D10007 第3類
ビルタミンゴールドAE25 至誠堂製薬（株） 397D00D01022 第3類
ピタリワン鼻炎カプセル 至誠堂製薬（株） 132D00D00261 指定第2類
フータンカプセルG 至誠堂製薬（株） 118D01B10025 指定第2類
フジスタミゲンSカプセル 至誠堂製薬（株） 397D00D01461 第2類
フルタイムBB錠 至誠堂製薬（株） 313C00B10011 第3類
マザーセブン 至誠堂製薬（株） 397C00D03120 指定第2類
マックロームED 至誠堂製薬（株） 237D00D01752 第2類
メコプロミン 至誠堂製薬（株） 313C00D00257 第3類
ラクトールS 至誠堂製薬（株） 235C02A10017 指定第2類
カンフルチンキ 司生堂製薬（株） 264M00A01246 第3類
タス胃散 司生堂製薬（株） 233G00A04092 第3類
ヴィタミリン軟膏 司生堂製薬（株） 269N00A01843 第2類
かぜ実妙P （株）島伊兵衛薬品 118R00B00008 指定第2類
救胆 （株）島伊兵衛薬品 233R00B00190 第2類
敬震感応丸 （株）島伊兵衛薬品 211R00B00974 第2類
虔修六神丸 （株）島伊兵衛薬品 211R00B00100 第2類
高級整腹 （株）島伊兵衛薬品 231R00B00771 第2類
高級ピンノミン （株）島伊兵衛薬品 114B00B00089 指定第2類
鍾馗 （株）島伊兵衛薬品 114B00B00223 指定第2類
セキトマル （株）島伊兵衛薬品 222B00B00009 指定第2類
人参サフラン湯 （株）島伊兵衛薬品 112G00B05059 第2類
フロリン （株）島伊兵衛薬品 114B00B00088 指定第2類
本方虔修感応丸 （株）島伊兵衛薬品 211R00B00878 第2類
ウワウルシ清水 清水薬草（有） 510G61A10747 第2類
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カゴソウ清水 清水薬草（有） 510G61A10793 第3類
キササゲ清水 清水薬草（有） 510G61A10840 第2類
ケツメイシ清水 清水薬草（有） 510G61A10873 第3類
ゲンノショウコ清水 清水薬草（有） 510G61A10918 第3類
コウカ清水 清水薬草（有） 510G61A10953 第3類
サンキライ清水 清水薬草（有） 510G61A10986 第3類
シャゼンソウ清水 清水薬草（有） 510G61A11012 第3類
ジュウヤク清水 清水薬草（有） 510G61A11034 第3類
センナ清水 清水薬草（有） 510G61A11078 指定第2類
センブリ清水 清水薬草（有） 510G61A11080 第3類
ソウハクヒ清水 清水薬草（有） 510G61A11114 第3類
ボウイ清水 清水薬草（有） 510G61A11524 第2類
モクツウ清水 清水薬草（有） 510G61A11546 第2類
ヨクイニン清水 清水薬草（有） 510G61A11568 第3類
ミックファイにきび治療クリーム シミックCMO（株） 263N00A00185 第2類
霜鳥胃腸薬 （株）霜鳥研究所 239B00A03900 第3類
複方糾励根 （株）霜鳥研究所 269P00A05319 第3類
健胃整腸湯 （株）昇龍堂製薬 510G00D00681 第2類
婦人調血湯 （株）昇龍堂製薬 510G00D00367 第2類
流注下し （株）昇龍堂製薬 510G00D00369 第2類
流注下し顆粒 （株）昇龍堂製薬 510G00D00001 第2類
るちゅうさら （株）昇龍堂製薬 510G00D10001 第2類
胃腸薬桂鯉丸 昭和化学工業（株） 233R00D00443 第3類
回春仙 昭和化学工業（株） 211R00D02176 第2類
回寿仙 昭和化学工業（株） 211R00D01132 第2類
恵鯉胃腸薬 昭和化学工業（株） 233R00D03610 第3類
虔脩六神丸 昭和化学工業（株） 211R00D05418 第2類
高野陀羅尼助丸 昭和化学工業（株） 233R00D00891 第3類
小児救命丸 昭和化学工業（株） 211R01D05418 指定第2類
聖恵 昭和化学工業（株） 590R00D02223 第2類
聖恵感応丸 昭和化学工業（株） 211R00D00683 第3類
人参実母散 昭和化学工業（株） 112G00D05418 第2類
百草丸 昭和化学工業（株） 033R00D00895 第3類
和漢のきもち 昭和化学工業（株） 112R00D00380 第3類
昭和ゲンノショウコ 昭和製薬（株）・愛 51002127K003 第3類
昭和ジュウヤク 昭和製薬（株）・愛 51002200K007 第3類
昭和センナ 昭和製薬（株）・愛 51001384K008 指定第2類
昭和センブリ 昭和製薬（株）・愛 51001386K007 第3類
アンモニア水「昭和」P 昭和製薬（株）・大 264M00A00418 第3類
塩化ベンザルコニウム液「昭和」P 昭和製薬（株）・大 261M00A00419 第3類
オキシドール「昭和」P 昭和製薬（株）・大 261M00A00420 第3類
ガーグルフレッシュ 昭和製薬（株）・大 226M00A00153 第3類
希ヨードチンキ「昭和」P 昭和製薬（株）・大 261M00A00421 第3類
グリセリン「昭和」P 昭和製薬（株）・大 235M00A00422 第2類
消毒用エタノールS 昭和製薬（株）・大 261M00A00285 第3類
消毒用エタノール「昭和」P 昭和製薬（株）・大 261M00A00424 第3類
昭和希ヨーチン 昭和製薬（株）・大 261M00A08629 第3類
新エスベナンうがい薬 昭和製薬（株）・大 226M00A00367 第2類
チンク油「昭和」P 昭和製薬（株）・大 264N00A00425 第3類
ナクロカインSR 昭和製薬（株）・大 261M00A01170 第2類
のどケアスプレーS 昭和製薬（株）・大 279M00A00265 第3類
複方ヨード・グリセリン「昭和」P 昭和製薬（株）・大 279M00A00426 第2類
フレッシュハンドパス 昭和製薬（株）・大 261M00A00634 第3類
マーキュロクロム液「昭和」P 昭和製薬（株）・大 261M01A00427 第2類
メイプルラビング 昭和製薬（株）・大 261M01A00027 第3類
ノンバクト-E 昭和電工ガスプロダクツ（株） 732Z00A00998 第2類
ノンバクトE-20 昭和電工ガスプロダクツ（株） 732Z00A01135 第2類
ノンバクトE-30 昭和電工ガスプロダクツ（株） 732Z00A01134 第2類
アセサールソフト 新新薬品工業（株） 264N00D00280 第2類
ウレッシュU20クリーム 新新薬品工業（株） 266N00D00670 第3類
エザックエース 新新薬品工業（株） 118C00A00191 指定第2類
エザックプラス 新新薬品工業（株） 118C00A00193 指定第2類
エスピラCS 新新薬品工業（株） 118D00D00048 指定第2類
エルスカットD 新新薬品工業（株） 264M00D00075 指定第2類
キョータップTF液EX 新新薬品工業（株） 265M01A00238 指定第2類
キョータップTFクリームEX 新新薬品工業（株） 265N01A00235 指定第2類
キョータップジェットスプレー 新新薬品工業（株） 265L00A00104 指定第2類
キョウビタンV100 新新薬品工業（株） 312C00D10040 第3類
強力せきどめコデンK 新新薬品工業（株） 224C00D10070 指定第2類
解熱鎮痛ケロチン 新新薬品工業（株） 114B00D00037 指定第2類
コバドリンA錠 新新薬品工業（株） 224C00A01742 指定第2類
新アセサールA 新新薬品工業（株） 264N01A00539 第2類
新アセボンS 新新薬品工業（株） 264N02A00540 第2類
新新A2胃腸薬顆粒 新新薬品工業（株） 233B00A01251 第2類
新新A2胃腸薬錠 新新薬品工業（株） 233C00A01247 第2類
新新DS胃腸薬 新新薬品工業（株） 233C00A01177 第3類
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新新胃腸薬S 新新薬品工業（株） 237B00D01242 第2類
シンシンインドメタシンゲル1.0％ 新新薬品工業（株） 264N01A00540 第2類
新ビノックエース 新新薬品工業（株） 118D00A00027 指定第2類
新ビノック鼻炎用カプセル 新新薬品工業（株） 132D00A10105 指定第2類
すいせい 新新薬品工業（株） 114B00D00016 指定第2類
総合かぜ薬ヨカボンカプセルA 新新薬品工業（株） 118D00B00482 指定第2類
総合かぜ薬ラドンカプセルA 新新薬品工業（株） 118D00B00481 指定第2類
総合かぜ薬ラドン顆粒A 新新薬品工業（株） 118B00B10039 指定第2類
鎮咳去痰剤ポリコデン錠 新新薬品工業（株） 224C00D03324 指定第2類
デルマレチゾンHD 新新薬品工業（株） 264M00A10033 指定第2類
デルマレチゾンPVクリーム 新新薬品工業（株） 264N00A00539 指定第2類
デルマレチゾンPV軟膏 新新薬品工業（株） 264N01A00569 指定第2類
ニチブロック10 新新薬品工業（株） 232C00A00193 第1類
ニューイーロンS 新新薬品工業（株） 233B00D00851 第2類
布亀かぜゴールドカプセルA 新新薬品工業（株） 118D00B00480 指定第2類
布亀かぜゴールド顆粒 新新薬品工業（株） 118B00B00731 指定第2類
ノーカイA 新新薬品工業（株） 114B03D00057 指定第2類
ノーカイN 新新薬品工業（株） 114C00D00057 指定第2類
ノーベル100番 新新薬品工業（株） 114B00D00088 指定第2類
ヒフトップB 新新薬品工業（株） 264N00D00038 第3類
ヒフトップBプラス 新新薬品工業（株） 264N00D10017 第3類
ヒフトップHD 新新薬品工業（株） 264M00A10030 指定第2類
ヒフトップS 新新薬品工業（株） 264N00D03531 第3類
鼻炎カプセルA 新新薬品工業（株） 132D00D00343 指定第2類
ビオヂアスA錠 新新薬品工業（株） 233C00A00304 第2類
ビノック顆粒S 新新薬品工業（株） 118B00A01091 指定第2類
ビルモンM 新新薬品工業（株） 264N01A00784 第2類
ビルモンTF液EX 新新薬品工業（株） 265M00A00242 指定第2類
ビルモンTFクリームEX 新新薬品工業（株） 265N02A00241 指定第2類
ピアソンSクリーム 新新薬品工業（株） 266N00D00147 第3類
フィーメリナ 新新薬品工業（株） 264N00A00435 第2類
フィーメリナクール 新新薬品工業（株） 264N01A00115 第2類
フェミノン 新新薬品工業（株） 264N00A00437 第2類
フタバダイア軟膏S 新新薬品工業（株） 261N00D00261 第2類
プロナHD 新新薬品工業（株） 264M00A10031 指定第2類
プロナインドメタシンゲル1.0％ 新新薬品工業（株） 264N00A00541 第2類
プロナクリームL 新新薬品工業（株） 264N00A00436 第2類
ベッセンH2 新新薬品工業（株） 232C00A00191 第1類
ベッセンアイ錠 新新薬品工業（株） 312C00A00461 第2類
マーカムTF液EX 新新薬品工業（株） 265M02A00240 指定第2類
マーカムTFクリームEX 新新薬品工業（株） 265N00A00237 指定第2類
メディストロクリーム 新新薬品工業（株） 264N01A00008 指定第2類
メディストロ軟膏 新新薬品工業（株） 264N00A00568 指定第2類
ルーメア 新新薬品工業（株） 235C00A00132 指定第2類
ワルツ 新新薬品工業（株） 264N01A00434 第2類
ワルツA 新新薬品工業（株） 264N00D10016 第3類
ワルツEX 新新薬品工業（株） 264N00A10039 第2類
ワルツHD 新新薬品工業（株） 264M00A10029 指定第2類
ワルツM 新新薬品工業（株） 264N01A00780 第2類
アイデール1.0％液 新生薬品（株） 264M00A00618 第2類
アイデール1.0％クリーム 新生薬品（株） 264N01A00619 第2類
アスレットLX液 新生薬品（株） 265M00A00070 第2類
アスレットLXクリーム 新生薬品（株） 265N00A00071 第2類
アスレットZ液 新生薬品（株） 265M00A00034 指定第2類
アスレットZクリーム 新生薬品（株） 265N00A00035 指定第2類
アセモフィット 新生薬品（株） 262N00A00088 第3類
アトレチオンLX 新生薬品（株） 265M00A00049 第2類
アトレチオンLXクリーム 新生薬品（株） 265N01A00056 第2類
アトレチオンLXスプレー 新生薬品（株） 265M00A00063 第2類
アニベールエース液 新生薬品（株） 265M00A00073 第2類
アニベールエースクリーム 新生薬品（株） 265N00A00074 第2類
アフテイト液WT 新生薬品（株） 265M00A00407 指定第2類
アフテイトクリームWT 新生薬品（株） 265N00A00427 指定第2類
エーワンL 新生薬品（株） 265M01A00325 第2類
エーワンLX 新生薬品（株） 265M01A00046 第2類
エーワンLXクリーム 新生薬品（株） 265N00A00050 第2類
エーワンLXスプレー 新生薬品（株） 265M00A00057 第2類
エーワンLクリーム 新生薬品（株） 265N00A00326 第2類
エーワンLスプレー 新生薬品（株） 265M00A00636 第2類
液体エマンテEX 新生薬品（株） 264M00A00089 指定第2類
液体ダイヤメルゾンEX 新生薬品（株） 264M01A00086 指定第2類
エマンテクール 新生薬品（株） 264M00D00448 第2類
エマンテクリームSV 新生薬品（株） 264N00A00734 指定第2類
エマンテ軟膏SV 新生薬品（株） 264N00A00733 指定第2類
オロンデールDFゲル 新生薬品（株） 264N02A00046 第2類
オロンデールLX 新生薬品（株） 265M01A00067 第2類
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オロンデールLXクリーム 新生薬品（株） 265N00A00068 第2類
オロンデールLXスプレー 新生薬品（株） 265M00A00069 第2類
オロントールA 新生薬品（株） 265M00A00046 第2類
オロントールEX 新生薬品（株） 265M00A00627 指定第2類
オロントールEXクリーム 新生薬品（株） 265N00A00628 指定第2類
オロントールクリーム 新生薬品（株） 265N00A00080 第2類
かゆケア 新生薬品（株） 264N00A00168 指定第2類
かゆケアN 新生薬品（株） 264N00A00239 指定第2類
キョータップLX液 新生薬品（株） 265M00A00047 第2類
キョータップLXクリーム 新生薬品（株） 265N00A00052 第2類
キンメルW液 新生薬品（株） 265M00A00048 第2類
キンメルWクリーム 新生薬品（株） 265N00A00051 第2類
コナリス1.0％液 新生薬品（株） 264M00A00620 第2類
サロントール1.0％液 新生薬品（株） 264M01A00616 第2類
シオノギCFクリーム 新生薬品（株） 264N00A10008 指定第2類
シオノギCF軟膏 新生薬品（株） 264N00A10007 指定第2類
シオノギMクリーム 新生薬品（株） 264N01A10012 指定第2類
シオノギM軟膏 新生薬品（株） 264N01A10011 指定第2類
シオノギMローション 新生薬品（株） 264M00A10010 指定第2類
シオノギPVクリーム 新生薬品（株） 264N00A00327 指定第2類
シオノギPV軟膏 新生薬品（株） 264N00A00326 指定第2類
新アクセスファイト 新生薬品（株） 265M00A00186 指定第2類
新アクセスファイト　クリーム 新生薬品（株） 265N00A00187 指定第2類
シンセエーワンS 新生薬品（株） 264N00B01687 第3類
新ビホナエース 新生薬品（株） 265M00A00792 第2類
新ビホナエースクリーム 新生薬品（株） 265N00A00730 第2類
ダイヤゾンG軟膏 新生薬品（株） 264N00B01010 第2類
ダイヤメルゾンクリームPV 新生薬品（株） 264N00A00092 指定第2類
ダイヤメルゾン軟膏 新生薬品（株） 264N00B00915 指定第2類
ダイヤメルゾン軟膏PV 新生薬品（株） 264N00A00091 指定第2類
ダルトレシン1.0％液 新生薬品（株） 264M01A00835 第2類
ダルトレシンF 新生薬品（株） 264M01A00141 第2類
トライク液 新生薬品（株） 265M00A00045 第2類
トライククリーム 新生薬品（株） 265N01A00054 第2類
ネクスト24 新生薬品（株） 265M00A00406 指定第2類
ネクストBT2 新生薬品（株） 265M00A00180 指定第2類
ネクストBT液 新生薬品（株） 265M00A00036 指定第2類
ネクストBTクリーム 新生薬品（株） 265N00A00037 指定第2類
ネクストLX液 新生薬品（株） 265M01A00043 第2類
ネクストLXクリーム 新生薬品（株） 265N00A00053 第2類
ネクストLXスプレー 新生薬品（株） 265M00A00058 第2類
ネクストクリーム24 新生薬品（株） 265N00A00426 指定第2類
ネクストクリームBT2 新生薬品（株） 265N00A00181 指定第2類
ハイスキル液 新生薬品（株） 265M00A00064 第2類
ハイスキルクリーム 新生薬品（株） 265N00A00065 第2類
ハイスキルスプレー 新生薬品（株） 265M00A00066 第2類
ヒフサール1.0％液 新生薬品（株） 264M01A00614 第2類
ヒフサール1.0％クリーム 新生薬品（株） 264N00A00615 第2類
ヒフサールF 新生薬品（株） 264M00A00139 第2類
ヒフダイヤE軟膏 新生薬品（株） 264N00B01009 第2類
ビーモンKクリーム 新生薬品（株） 264N02A00094 指定第2類
ビーモンK軟膏 新生薬品（株） 264N00A00093 指定第2類
ピカ1S 新生薬品（株） 264N00B00065 第3類
ピカ一ゲル 新生薬品（株） 264N00B00708 第3類
フェナレーフ液 新生薬品（株） 264M00A00315 指定第2類
フェナレーフクリーム 新生薬品（株） 264N00A00195 指定第2類
フェナレーフ軟膏 新生薬品（株） 264N02A00309 指定第2類
フットラック 新生薬品（株） 265M00A00411 指定第2類
フットラッククリーム 新生薬品（株） 265N00A00431 指定第2類
ホームベビー軟膏 新生薬品（株） 264N00A00794 第3類
マイキュロンスカッシュ液 新生薬品（株） 265M00A00038 指定第2類
マイキュロンスカッシュクリーム 新生薬品（株） 265N00A00039 指定第2類
ユームH 新生薬品（株） 264N00D01410 第3類
ユンカーエース液 新生薬品（株） 265M00A00076 第2類
ユンカーエースクリーム 新生薬品（株） 265N00A00077 第2類
アウトC液 新生薬品工業（株）・富 265M00B01186 第2類
エルゾンE軟膏 新生薬品工業（株）・富 264N00B10240 指定第2類
カユミックアルファクリーム 新生薬品工業（株）・富 264N00A10105 指定第2類
カユミックアルファ軟膏 新生薬品工業（株）・富 264N00A10103 指定第2類
カンパラナス液 新生薬品工業（株）・富 265M01A00606 第2類
カンパラナスクリーム 新生薬品工業（株）・富 265N00A00608 第2類
クールタームC 新生薬品工業（株）・富 264N01D00242 第2類
クロトリンゼリー 新生薬品工業（株）・富 265N00A10017 第2類
新アウト軟膏 新生薬品工業（株）・富 265N00B00685 第2類
新ダイアコーチノンS 新生薬品工業（株）・富 264N00B00022 指定第2類
新テシトン軟膏 新生薬品工業（株）・富 264N00A00236 指定第2類
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新デキサGゲル 新生薬品工業（株）・富 264N00A00192 指定第2類
新デキサG軟膏 新生薬品工業（株）・富 264N00A01296 指定第2類
新ハイスイッチ・H 新生薬品工業（株）・富 264N00A00667 第3類
新ハイスイッチ・P 新生薬品工業（株）・富 264N00D00666 第3類
スターゼリー 新生薬品工業（株）・富 264N00B00243 第2類
ツーエーワンA 新生薬品工業（株）・富 264N00B01435 指定第2類
デートニンUFクリーム 新生薬品工業（株）・富 264N00A00073 第2類
ナルタールUFクリーム 新生薬品工業（株）・富 264N00A00075 第2類
ニッシンコーチA軟膏 新生薬品工業（株）・富 264N00A01299 指定第2類
ニッポーデルマP軟膏 新生薬品工業（株）・富 264N01A00241 指定第2類
ヒフS 新生薬品工業（株）・富 264N00B00200 指定第2類
ヒフナップ20CE 新生薬品工業（株）・富 266N01A00879 第3類
ヒフメタUFクリーム 新生薬品工業（株）・富 264N00A00074 第2類
ペルミナースUF 新生薬品工業（株）・富 264N00A00069 第2類
ミナゼリー 新生薬品工業（株）・富 264N00D00240 第2類
ミナテクト水虫液 新生薬品工業（株）・富 265M02A00077 指定第2類
ミナテクト水虫クリーム 新生薬品工業（株）・富 265N00A00076 指定第2類
ワンマインA 新生薬品工業（株）・富 264N00B00483 指定第2類
アルファーE 新生薬品工業（株）・奈 315D00B01121 第3類
アルファーEd 新生薬品工業（株）・奈 315D00B01206 第3類
宇津こどもかぜシロップA 新生薬品工業（株）・奈 118E06A10006 指定第2類
宇津こどもせきどめシロップA 新生薬品工業（株）・奈 118E01A10008 指定第2類
宇津こども鼻炎シロップA 新生薬品工業（株）・奈 118E03A10007 指定第2類
カコナール 新生薬品工業（株）・奈 520E00A03622 第2類
カコナール2 新生薬品工業（株）・奈 520E00A00658 第2類
カコナール2DX顆粒 新生薬品工業（株）・奈 118B00A00087 第2類
カコナール2 V顆粒 新生薬品工業（株）・奈 118B00A00086 第2類
カコナール2葛根湯顆粒〈満量処方〉 新生薬品工業（株）・奈 510B00A00005 第2類
カコナール葛根湯顆粒F 新生薬品工業（株）・奈 510B00A00007 第2類
カコナール葛根湯顆粒〈満量処方〉 新生薬品工業（株）・奈 510B00A00008 第2類
カコナールこどもかぜシロップ(販売名:
カコナールこどもシロップa)

新生薬品工業（株）・奈 118B01A00008 指定第2類

カコナールⅡ 新生薬品工業（株）・奈 520E01D00657 第2類
カコナミン葛根湯液2 新生薬品工業（株）・奈 520E01D00283 第2類
カコナミン内服液S 新生薬品工業（株）・奈 520E00D00560 第2類
カンポンコール感冒内服液葛根湯（小・
中学生用）

新生薬品工業（株）・奈 520E00A00778 第2類

ガンマーE300 新生薬品工業（株）・奈 315D00B00015 第3類
救風葛根湯内服液 新生薬品工業（株）・奈 520E00D00257 第2類
クラシエ桔梗湯内服液 新生薬品工業（株）・奈 520E00A00294 第2類
コフト顆粒 新生薬品工業（株）・奈 118B01A10012 指定第2類
コレステワン 新生薬品工業（株）・奈 218D00D00803 第3類
新生カッコンBC顆粒 新生薬品工業（株）・奈 118B00D00417 第2類
新生防風通聖散顆粒〈満量処方〉 新生薬品工業（株）・奈 520B01A00266 第2類
ダラマックSP 新生薬品工業（株）・奈 234E00B00192 第2類
ツムラ漢方内服液葛根湯（小・中学生
用）

新生薬品工業（株）・奈 520E00A00777 第2類

ツムラ漢方内服液柴胡桂枝湯S 新生薬品工業（株）・奈 510E00A00002 第2類
ツムラ漢方内服液小青竜湯S 新生薬品工業（株）・奈 510E00A00160 第2類
ツムラ漢方内服液麦門冬湯S 新生薬品工業（株）・奈 510E00A00674 第2類
ツムラ漢方内服液麻黄湯 新生薬品工業（株）・奈 520E01A00868 第2類
東亜葛根湯かぜ内服液 新生薬品工業（株）・奈 520B05A00279 第2類
ハイアルファ-E300 新生薬品工業（株）・奈 315D00B00019 第3類
ハイガンマ-E300 新生薬品工業（株）・奈 315D00B00020 第3類
ビタトレールE300 新生薬品工業（株）・奈 315D01A10009 第3類
ビューンかぜ顆粒 新生薬品工業（株）・奈 118B00B10001 指定第2類
ビューンかぜ漢方内服液 新生薬品工業（株）・奈 520E00B00559 第2類
ビューンかぜ漢方内服液2 新生薬品工業（株）・奈 510E00A00373 第2類
ビューンせきどめ顆粒 新生薬品工業（株）・奈 222B00B10004 指定第2類
ラックル顆粒 新生薬品工業（株）・奈 520B03A00095 第2類
アクティビオ （株）新日本医薬 231C00A00322 第3類
桂枝茯苓丸錠SH （株）新日本医薬 520C03A00487 第2類
システィーホワイトプラス （株）新日本医薬 314C01A00006 第3類
システィーホワイトプラス＋ （株）新日本医薬 314C00A00239 第3類
芍薬甘草湯エキス〔細粒〕SH （株）新日本医薬 520B00A00264 第2類
当帰芍薬散錠SH （株）新日本医薬 520C02A00486 第2類
ヨクイニン錠SH （株）新日本医薬 266C00A00499 第3類
ルキナガード （株）新日本医薬 449D00A00295 第2類
ルキナシー1600 （株）新日本医薬 314B00A10001 第3類
ルキナミンEクリア （株）新日本医薬 315D07A10001 第3類
ルキナミンV100 （株）新日本医薬 312C01A10005 第3類
ルキナミンフレックスDX （株）新日本医薬 312C04A10001 第3類
インテターム錠 神農製薬（株） 114C01A00072 指定第2類
ガノン顆粒SR 神農製薬（株） 118C07A10001 第2類
神農黄連解毒湯エキス錠 神農製薬（株） 520C00A00232 第2類
神農葛根湯エキス顆粒 神農製薬（株） 520B02A00071 第2類
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神農葛根湯エキス錠 神農製薬（株） 520C01A00108 第2類
神農葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠 神農製薬（株） 520C00A00312 第2類
神農加味逍遙散料エキス錠 神農製薬（株） 520C00A00221 第2類
神農漢方胃腸薬 神農製薬（株） 520B02A01225 第2類
神農桂枝茯苓丸料エキス錠 神農製薬（株） 520C02A00107 第2類
神農五苓散料エキス錠 神農製薬（株） 520C04A00226 第2類
神農柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 神農製薬（株） 520C00A00229 第2類
神農柴胡桂枝湯エキス錠 神農製薬（株） 520C01A00235 第2類
神農小青竜湯エキス錠 神農製薬（株） 520C01A00482 第2類
神農十味敗毒湯エキス錠 神農製薬（株） 520C02A00227 第2類
神農清上防風湯エキス錠 神農製薬（株） 520C01A00105 第2類
神農猪苓湯エキス錠 神農製薬（株） 520C02A00316 第2類
神農桃核承気湯エキス錠 神農製薬（株） 520C00A00260 第2類
神農当帰芍薬散料エキス錠 神農製薬（株） 520C02A00222 第2類
神農八味地黄丸料エキス錠 神農製薬（株） 520C02A00109 第2類
神農半夏厚朴湯エキス錠 神農製薬（株） 520C00A00231 第2類
神農半夏瀉心湯エキス錠 神農製薬（株） 520C01A00257 第2類
神農麦門冬湯エキス錠 神農製薬（株） 520C00A00258 第2類
神農補中益気湯エキス錠 神農製薬（株） 520C01A00224 第2類
神農防已黄耆湯エキス錠 神農製薬（株） 520C02A00947 第2類
神農防風通聖散料エキス錠 神農製薬（株） 520C01A00311 第2類
神農ラベリン顆粒A 神農製薬（株） 520B00A10003 指定第2類
神農ラベリン顆粒K 神農製薬（株） 520B00A10001 第2類
神農ラベリン顆粒L 神農製薬（株） 520B00A10004 指定第2類
神農ラベリン顆粒P 神農製薬（株） 118B07A10001 指定第2類
神農ラベリン顆粒S 神農製薬（株） 520B00A10002 第2類
神農ラベリン錠剤A 神農製薬（株） 118C02A10003 指定第2類
神農ラベリン錠剤K 神農製薬（株） 118C03A10001 第2類
神農ラベリン錠剤L 神農製薬（株） 118C03A10002 指定第2類
神農ラベリン錠剤S 神農製薬（株） 118C04A10002 第2類
神農苓桂朮甘湯エキス錠 神農製薬（株） 520C01A00234 第2類
ダイヤルかぜ1顆粒 神農製薬（株） 118B05A10003 第2類
ダイヤルかぜ1錠剤 神農製薬（株） 118C06A10001 第2類
ダイヤルかぜ2顆粒 神農製薬（株） 118B05A10004 第2類
ダイヤルかぜ2錠剤 神農製薬（株） 118C06A10002 第2類
ダイヤルかぜ3顆粒 神農製薬（株） 118B06A10001 指定第2類
ダイヤルかぜ3錠剤 神農製薬（株） 118C08A10003 指定第2類
ダイヤルかぜ5顆粒 神農製薬（株） 118B07A10005 指定第2類
ダイヤルかぜ5錠剤 神農製薬（株） 118C07A10003 指定第2類
ダイヤルかぜ7顆粒 神農製薬（株） 118B05A10002 指定第2類
ヤギクラミン 神農製薬（株） 520C00A00180 第2類
寿王 神薬工業（株） 590C00A00001 第2類
JPS安中散料エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C01A00151 第2類
JPS黄連解毒湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C01A00122 第2類
JPS乙字湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00269 第2類
JPSかぜ1号錠 ジェーピーエス製薬（株） 118C00A10003 指定第2類
JPSかぜ2号錠 ジェーピーエス製薬（株） 118C00A10004 指定第2類
JPSかぜ5号錠 ジェーピーエス製薬（株） 118C00A10007 指定第2類
JPSかぜ6号錠 ジェーピーエス製薬（株） 118C00A10008 指定第2類
JPSかぜ薬〈1号〉N ジェーピーエス製薬（株） 118B01A01224 指定第2類
JPSかぜ薬〈2号〉N ジェーピーエス製薬（株） 118B00A00372 第2類
JPSかぜ薬〈5号〉N ジェーピーエス製薬（株） 118B00A00374 第2類
JPSかぜ薬〈6号〉N ジェーピーエス製薬（株） 118B00A00596 第2類
JPSかっ香正気散液 ジェーピーエス製薬（株） 520E00A00772 第2類
JPS葛根湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00174 第2類
JPS葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00355 第2類
JPS加味帰脾湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00071 第2類
JPS加味逍遙散料エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C01A00212 第2類
JPS漢方胃腸薬N ジェーピーエス製薬（株） 520B04A00034 第2類
JPS漢方顆粒-10号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A01625 第2類
JPS漢方顆粒-11号 ジェーピーエス製薬（株） 520B04A00038 第2類
JPS漢方顆粒-12号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00633 第2類
JPS漢方顆粒-13号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00073 第2類
JPS漢方顆粒-14号 ジェーピーエス製薬（株） 520B02A00286 第2類
JPS漢方顆粒-15号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A00710 第2類
JPS漢方顆粒-16号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00104 第2類
JPS漢方顆粒-17号 ジェーピーエス製薬（株） 520B02A00292 第2類
JPS漢方顆粒-18号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A00929 第2類
JPS漢方顆粒-1号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00343 第2類
JPS漢方顆粒-20号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A01175 第2類
JPS漢方顆粒-23号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00288 第2類
JPS漢方顆粒-24号 ジェーピーエス製薬（株） 520B02A00824 第2類
JPS漢方顆粒-25号 ジェーピーエス製薬（株） 520B02A00001 第2類
JPS漢方顆粒-27号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A01337 第2類
JPS漢方顆粒-28号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A00909 第2類
JPS漢方顆粒-31号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00825 第2類
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JPS漢方顆粒-32号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A00781 第2類
JPS漢方顆粒-33号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00908 第2類
JPS漢方顆粒-34号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A00166 第2類
JPS漢方顆粒-35号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A00348 第2類
JPS漢方顆粒-37号 ジェーピーエス製薬（株） 520B02A00431 第2類
JPS漢方顆粒-38号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00125 第2類
JPS漢方顆粒-39号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00429 第2類
JPS漢方顆粒-3号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A01624 第2類
JPS漢方顆粒-40号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A00586 第2類
JPS漢方顆粒-41号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A00670 第2類
JPS漢方顆粒-43号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A00467 第2類
JPS漢方顆粒-44号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00473 第2類
JPS漢方顆粒-45号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00430 第2類
JPS漢方顆粒-46号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00930 第2類
JPS漢方顆粒-47号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A01223 第2類
JPS漢方顆粒-48号 ジェーピーエス製薬（株） 520B04A00999 第2類
JPS漢方顆粒-49号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00585 第2類
JPS漢方顆粒-4号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A00242 第2類
JPS漢方顆粒-50号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A00170 第2類
JPS漢方顆粒-52号 ジェーピーエス製薬（株） 520B03A00286 第2類
JPS漢方顆粒-53号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00428 第2類
JPS漢方顆粒-54号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A01171 第2類
JPS漢方顆粒-58号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A01044 第2類
JPS漢方顆粒-5号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A00477 第2類
JPS漢方顆粒-60号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A01173 第2類
JPS漢方顆粒-61号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00270 第2類
JPS漢方顆粒-62号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00601 第2類
JPS漢方顆粒-63号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A00737 第2類
JPS漢方顆粒-65号 ジェーピーエス製薬（株） 520B02A00168 第2類
JPS漢方顆粒-66号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00172 第2類
JPS漢方顆粒-67号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A00783 第2類
JPS漢方顆粒-68号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A00850 第2類
JPS漢方顆粒-69号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A01045 第2類
JPS漢方顆粒-70号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00284 第2類
JPS漢方顆粒-71号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A01099 第2類
JPS漢方顆粒-72号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A00243 第2類
JPS漢方顆粒-73号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A01293 第2類
JPS漢方顆粒-74号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A01497 第2類
JPS漢方顆粒-75号 ジェーピーエス製薬（株） 520B02A00246 第2類
JPS漢方顆粒-76号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A00317 第2類
JPS漢方顆粒-77号 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A01046 第2類
JPS漢方顆粒-7号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A01623 第2類
JPS漢方顆粒-80号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00272 第2類
JPS漢方顆粒-9号 ジェーピーエス製薬（株） 520B01A00881 第2類
JPS桔梗石膏エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 590C00A00425 第2類
JPS駆風解毒湯液 ジェーピーエス製薬（株） 520E00A00243 第2類
JPS荊芥連翹湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00070 第2類
JPS桂枝加芍薬湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C02A00025 第2類
JPS桂枝加朮附湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00290 第2類
JPS桂枝加竜骨牡蛎湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C02A00204 第2類
JPS桂枝茯苓丸料エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C03A00093 第2類
JPS五積散料エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00592 第2類
JPS五苓散料エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C01A00153 第2類
JPS柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C01A00155 第2類
JPS柴胡桂枝乾姜湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C04A00233 第2類
JPS柴胡桂枝湯液 ジェーピーエス製薬（株） 520E00A00177 第2類
JPS柴胡桂枝湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C02A00111 第2類
JPS小柴胡湯液 ジェーピーエス製薬（株） 520E00A00710 第2類
JPS小柴胡湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00356 第2類
JPS小青竜湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C01A00820 第2類
JPS十全大補湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C03A00023 第2類
JPS十味敗毒湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C02A00223 第2類
JPS清上防風湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C01A00018 第2類
JPS疎経活血湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00662 第2類
JPS大黄甘草湯（錠剤） ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00349 第2類
JPS大柴胡湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C01A00148 第2類
JPS釣藤散料エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00354 第2類
JPS猪苓湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C01A00110 第2類
JPS桃核承気湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00521 第2類
JPS当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00596 第2類
JPS当帰芍薬散料エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C01A00353 第2類
JPS熱さまし ジェーピーエス製薬（株） 114B00A01271 第2類
JPS八味地黄丸料エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C02A00193 第2類
JPS半夏厚朴湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00352 第2類
JPS半夏瀉心湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00215 第2類
JPS麦門冬湯液 ジェーピーエス製薬（株） 520E00A00667 第2類
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JPS麦門冬湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00265 第2類
JPS鼻炎錠 ジェーピーエス製薬（株） 132C00A10001 指定第2類
JPS補中益気湯液 ジェーピーエス製薬（株） 520E00A00080 第2類
JPS補中益気湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C01A00199 第2類
JPS防已黄耆湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C03A00233 第2類
JPS防風通聖散料エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00311 第2類
JPS麻黄湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00319 第2類
JPS麻杏よく甘湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C01A00400 第2類
JPS麻子仁丸料エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00206 第2類
JPS六君子湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00369 第2類
JPS苓桂朮甘湯エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00267 第2類
JPS六味丸料エキス錠N ジェーピーエス製薬（株） 520C02A00022 第2類
アピトベール ジェーピーエス製薬（株） 520N00A00140 第2類
温経湯エキス錠J ジェーピーエス製薬（株） 520C01A00595 第2類
温清飲エキス錠J ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00630 第2類
越婢加朮湯エキス錠 ジェーピーエス製薬（株） 520C00A04945 第2類
葛根湯液 ジェーピーエス製薬（株） 520E00A00385 第2類
桔梗石膏エキス顆粒J ジェーピーエス製薬（株） 520B00A00769 第2類
恵仙胃腸内服液 ジェーピーエス製薬（株） 233E01A10001 第3類
コリッシュ ジェーピーエス製薬（株） 590B00A00163 第2類
豪傑泉 ジェーピーエス製薬（株） 319E00A00873 第2類
五苓黄解内服液 ジェーピーエス製薬（株） 233E00A05220 第2類
サースモン煌樹 ジェーピーエス製薬（株） 319E00A00797 第2類
サースモンゴールドS ジェーピーエス製薬（株） 319E00A00348 第2類
サモンGX ジェーピーエス製薬（株） 319C00A00016 第2類
紫雲膏 ジェーピーエス製薬（株） 520N00A02258 第2類
新オルマイト錠 ジェーピーエス製薬（株） 231C00A01007 第2類
新ファイトップ（細粒） ジェーピーエス製薬（株） 237B00A00515 第2類
スズレックスD ジェーピーエス製薬（株） 118C01A10002 指定第2類
スズレックスDX内服液Ⅱ ジェーピーエス製薬（株） 319E00A00137 第3類
咳止めフツナロンA ジェーピーエス製薬（株） 222C00A00577 指定第2類
双参 ジェーピーエス製薬（株） 329B00A01069 第3類
大正漢方胃腸薬〈内服液〉 ジェーピーエス製薬（株） 233E00A00053 第2類
ダイヤルモカ ジェーピーエス製薬（株） 119C00A00308 第3類
当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス錠J ジェーピーエス製薬（株） 520C01A00597 第2類
とをしや感冒剤 ジェーピーエス製薬（株） 118B04A10002 指定第2類
とをしや鎮咳去痰剤 ジェーピーエス製薬（株） 224B01A10001 指定第2類
ノドゲン漢方トローチ ジェーピーエス製薬（株） 520C01A00775 第2類
排膿散エキス錠J ジェーピーエス製薬（株） 520C01A00225 第2類
排膿散及湯エキス錠 ジェーピーエス製薬（株） 520C00A01430 第2類
八味地黄丸（錠剤） ジェーピーエス製薬（株） 520C00A01877 第2類
パブロン50顆粒 ジェーピーエス製薬（株） 118B10A10002 第2類
パブロン50錠 ジェーピーエス製薬（株） 118C09A10001 第2類
ピルケ ジェーピーエス製薬（株） 441C00A00541 第2類
婦人華N ジェーピーエス製薬（株） 112C00A00506 第2類
婦人華（顆粒） ジェーピーエス製薬（株） 112B00A00336 第2類
フツナロンEV錠 ジェーピーエス製薬（株） 114C00A00871 指定第2類
ペアコールK顆粒 ジェーピーエス製薬（株） 118B04A10003 指定第2類
ペアコールK錠 ジェーピーエス製薬（株） 118C01A10001 指定第2類
ペアコールS錠 ジェーピーエス製薬（株） 118C02A10002 指定第2類
マイティ葛根湯液 ジェーピーエス製薬（株） 520E01A00478 第2類
マクトOZ ジェーピーエス製薬（株） 232C00A00160 第2類
メリドンEV錠 ジェーピーエス製薬（株） 114C00A00602 指定第2類
よく苡仁煎エキス錠 ジェーピーエス製薬（株） 269C00A05219 第3類
ラベリン葛根湯内服液 ジェーピーエス製薬（株） 520E00A00508 第2類
リクレスかぜEV錠 ジェーピーエス製薬（株） 118C00A00496 指定第2類
リフレライフ漢方胃腸薬 ジェーピーエス製薬（株） 520B00A00456 第2類
レディシトルG ジェーピーエス製薬（株） 520B02A00480 第2類
レディシトルT ジェーピーエス製薬（株） 520C00A00479 第2類
レナートEV錠 ジェーピーエス製薬（株） 114C00A00085 指定第2類
ロミノン三宝Oz ジェーピーエス製薬（株） 232C00A00162 第2類
HPクリーム ジャパンメディック（株） 269N00A00329 第2類
HPローション ジャパンメディック（株） 269M00A00219 第2類
dZゲル ジャパンメディック（株） 264N01A00560 第2類
dZローション ジャパンメディック（株） 264M01A00534 第2類
アクネザールT ジャパンメディック（株） 313C00A00006 第3類
浅田飴AZうがい薬 ジャパンメディック（株） 226M00A00611 第3類
浅田飴AZのどスプレーS ジャパンメディック（株） 279M00A10243 第3類
浅田飴のどクールスプレー ジャパンメディック（株） 269M00D00095 第3類
アズレンのどスプレーマエック ジャパンメディック（株） 279M00A10275 第3類
アネミンケア ジャパンメディック（株） 264N00A00089 指定第2類
ウインブルダンPCジェル ジャパンメディック（株） 264N01A00394 指定第2類
ウインブルダンPCローション ジャパンメディック（株） 264M00A00416 指定第2類
ウレア20デリケーション ジャパンメディック（株） 266N00A00419 第3類
液体エミリエントEX ジャパンメディック（株） 264M00A00302 指定第2類
エルモディアHPゲル ジャパンメディック（株） 269N00A00532 第2類
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エルモディアPEクリーム ジャパンメディック（株） 264N00A00772 指定第2類
エルモディアPE軟膏 ジャパンメディック（株） 264N01A00778 指定第2類
エルモディアひび・あかぎれクリーム ジャパンメディック（株） 269N00A00362 第3類
オイラックスA ジャパンメディック（株） 264N00A00428 指定第2類
オイラックスPZクリーム ジャパンメディック（株） 264N00D00623 指定第2類
オイラックスPZ軟膏 ジャパンメディック（株） 264N00D00626 指定第2類
オイラックスソフト ジャパンメディック（株） 264N00A00964 第3類
オイラックスデキサS軟膏 ジャパンメディック（株） 264N00A00369 指定第2類
かぜマエックN ジャパンメディック（株） 118D03B10041 指定第2類
カタコシニード液 ジャパンメディック（株） 264M00D00410 第2類
カタコシニードゲル ジャパンメディック（株） 264N00A00656 第2類
カユミージェル ジャパンメディック（株） 264N01A00708 指定第2類
カユミーナローション ジャパンメディック（株） 264M00D00772 指定第2類
カユミールA ジャパンメディック（株） 264M00D00914 第2類
カユミーローション ジャパンメディック（株） 264M00A00517 指定第2類
かゆみグーバローション ジャパンメディック（株） 264M01A01030 指定第2類
カユミックAローション ジャパンメディック（株） 264M00D00777 指定第2類
カユミックAローションⅦ ジャパンメディック（株） 264M02A10023 指定第2類
河上胃腸薬 ジャパンメディック（株） 237C00B00481 第2類
キシロA軟膏 ジャパンメディック（株） 264N00A01028 第2類
グーバ胃腸薬 ジャパンメディック（株） 233C00D10019 第3類
グーバ・ローション ジャパンメディック（株） 264M00D00632 第3類
コートf ATクリーム ジャパンメディック（株） 264N00A10024 指定第2類
コートf AT軟膏 ジャパンメディック（株） 264N00A10023 指定第2類
コシニードHT ジャパンメディック（株） 264M01A00545 第3類
コンプラックPCジェル ジャパンメディック（株） 264N00A00400 指定第2類
コンプラックPCローション ジャパンメディック（株） 264M00A00422 指定第2類
コンプラックPCローションⅩ ジャパンメディック（株） 264M01A10035 指定第2類
コンプラック液 ジャパンメディック（株） 264M02A00548 第3類
コンプラック液DX ジャパンメディック（株） 264M00A00515 第3類
笹岡U胃腸薬 ジャパンメディック（株） 237C00A10003 第3類
サリキッスジェル ジャパンメディック（株） 264N01A00711 指定第2類
サリキッスローション ジャパンメディック（株） 264M00A00520 指定第2類
サリキッスローションⅦ ジャパンメディック（株） 264M00A10018 指定第2類
サリラベートHL ジャパンメディック（株） 264M00A10236 第3類
サリラベートPCジェル ジャパンメディック（株） 264N00A00396 指定第2類
サリラベートPCローション ジャパンメディック（株） 264M02A00418 指定第2類
サロメチールID1％液 ジャパンメディック（株） 264M00D00241 第2類
サロメチールID1％クリーム ジャパンメディック（株） 264N00D00447 第2類
サロメチールL ジャパンメディック（株） 264M00A00322 第3類
サロンパスローション ジャパンメディック（株） 264M00A00456 第3類
サンラックミンG ジャパンメディック（株） 237C00B10004 第2類
サンリラS胃腸薬 ジャパンメディック（株） 237C01B10022 第3類
サンリラックスS胃腸薬 ジャパンメディック（株） 237C00B10020 第3類
新液体エミリエントEX ジャパンメディック（株） 264M00A10013 指定第2類
新・液体マイラックミン ジャパンメディック（株） 264M00A00542 第3類
新エミリエントEXジェル ジャパンメディック（株） 264N00A10006 指定第2類
新オイラックスHクリーム ジャパンメディック（株） 264N02A00040 指定第2類
新河上胃腸薬 ジャパンメディック（株） 237C00B10014 第3類
新ハイコリナールDX ジャパンメディック（株） 264M00A00512 第3類
新マイゼロン鼻炎錠 ジャパンメディック（株） 449C00B10067 指定第2類
新マイラックミンエース ジャパンメディック（株） 312D00D10041 第3類
新モハンピラミンA ジャパンメディック（株） 118D01B00044 指定第2類
ストマッシュAZのどスプレーS ジャパンメディック（株） 279M00A00654 第3類
ストマッシュW ジャパンメディック（株） 264M00A00547 第3類
ストマッシュエース ジャパンメディック（株） 237C00A10005 第3類
ストマッシュガーグル ジャパンメディック（株） 226M00A00484 第3類
スリムノール ジャパンメディック（株） 218C00D00250 第3類
スリムロールB ジャパンメディック（株） 218C00D00002 第3類
ディアトロンL ジャパンメディック（株） 264M00D00411 第2類
デリケーション ジャパンメディック（株） 264N00A00431 第2類
デリケーションクール ジャパンメディック（株） 264N01A00477 第2類
デリナースクール ジャパンメディック（株） 264N01A00478 第2類
デンター歯痛ゼリー ジャパンメディック（株） 273N00A01152 第2類
トラフル軟膏 ジャパンメディック（株） 279N00A00495 第3類
トルカーユローション ジャパンメディック（株） 264M01A01027 指定第2類
ニューウレアクリーム20％ ジャパンメディック（株） 266N01A00420 第3類
ノピカンテかゆみジェルm ジャパンメディック（株） 264N01A00095 第3類
ノンカユミールG ジャパンメディック（株） 264N01A00709 指定第2類
ノンカユミールL ジャパンメディック（株） 264M00A00518 指定第2類
ハイカユミーNIジェル ジャパンメディック（株） 264N00A01032 指定第2類
ハイカユミーNIローション ジャパンメディック（株） 264M06A01029 指定第2類
ハイカユミールジェル ジャパンメディック（株） 264N00A00299 第2類
ハイセデPCジェル ジャパンメディック（株） 264N01A00395 指定第2類
ハイセデPCローション ジャパンメディック（株） 264M01A00417 指定第2類
ハイノモーゼIY ジャパンメディック（株） 233C01D10019 第2類
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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） 264M00A00230 第2類

ヒフメディックPHローション ジャパンメディック（株） 264M01A10047 指定第2類
フィーデリアクール ジャパンメディック（株） 264N01A00480 第2類
フィクテアかゆみジェルm ジャパンメディック（株） 264N01A00092 第3類
フットゾールEX液 ジャパンメディック（株） 265M00A00370 指定第2類
フットゾールEXクリーム ジャパンメディック（株） 265N00A00350 指定第2類
プラミナかゆみジェルm ジャパンメディック（株） 264N03A00093 第3類
プラミナひび・あかぎれクリーム ジャパンメディック（株） 269N00A00364 第3類
プレアデスPCジェル ジャパンメディック（株） 264N00A00544 指定第2類
プレアデスPCローション ジャパンメディック（株） 264M00A00546 指定第2類
プロテジェPCローション ジャパンメディック（株） 264M02A00545 指定第2類
プロデルマ軟膏 ジャパンメディック（株） 264N00A00130 指定第2類
ヘリペアHPゲル ジャパンメディック（株） 269N00A00531 第2類
マイゼロックG ジャパンメディック（株） 264N00D00451 指定第2類
マイゼロックL ジャパンメディック（株） 264M00D00773 指定第2類
マイゼロンIDクリーム ジャパンメディック（株） 264N01A00050 第2類
マイゼロンIDゲル ジャパンメディック（株） 264N00A00664 第2類
マイゼロンIDローション ジャパンメディック（株） 264M00A00528 第2類
マイゼロンガーグル ジャパンメディック（株） 226M00A00483 第3類
マイラックミン900ゴールド ジャパンメディック（株） 312D01D10062 第3類
マイラックミンウレア ジャパンメディック（株） 266N00A00615 第3類
マイラックミンソフトCA ジャパンメディック（株） 311D00B10001 指定第2類
マイラックミンソフトα ジャパンメディック（株） 311D00D10025 指定第2類
マエックG胃腸薬 ジャパンメディック（株） 237C00B10021 第3類
マエックHD ジャパンメディック（株） 264M01A10045 指定第2類
マエックSP胃腸薬 ジャパンメディック（株） 237C00B10003 第2類
マエックT胃腸薬 ジャパンメディック（株） 237C00B00999 第2類
マエックローション ジャパンメディック（株） 264M00A00549 第3類
マエック和漢胃腸薬 ジャパンメディック（株） 237C00B10005 第3類
マキロンsキズ軟膏 ジャパンメディック（株） 261N00A00830 第3類
マキロンかゆみどめ液P ジャパンメディック（株） 264M01A00764 第3類
水虫コンプラックEX液 ジャパンメディック（株） 265M00A00372 指定第2類
水虫コンプラックEXクリーム ジャパンメディック（株） 265N01A00348 指定第2類
水虫サリキースEX液 ジャパンメディック（株） 265M00A00371 指定第2類
水虫サリキースEXクリーム ジャパンメディック（株） 265N00A00351 指定第2類
水虫サリラベートEX液 ジャパンメディック（株） 265M00A00375 指定第2類
水虫サリラベートEXクリーム ジャパンメディック（株） 265N00A00345 指定第2類
メルフィーナひび・あかぎれクリーム ジャパンメディック（株） 269N00A00363 第3類
ユーラックミン胃腸薬 ジャパンメディック（株） 233C00D01000 第2類
ユーラックミンウレア ジャパンメディック（株） 266N00A00616 第3類
ユーラックミンソフトCA ジャパンメディック（株） 311D00B10002 指定第2類
ユーラックミンソフトα ジャパンメディック（株） 311D00D10026 指定第2類
ユーリラックスU ジャパンメディック（株） 266N00A00613 第3類
ラシュリアG ジャパンメディック（株） 264N00A01031 指定第2類
ラシュリアHPゲル ジャパンメディック（株） 269N00A00534 第2類
ラシュリアL ジャパンメディック（株） 264M01A01028 指定第2類
ラッキンダムHL ジャパンメディック（株） 264M00A10235 第3類
リズミカールAZのどスプレーS ジャパンメディック（株） 279M00A00655 第3類
リズミカールN ジャパンメディック（株） 264M00A00544 第3類
リズミカルDA ジャパンメディック（株） 312D00A10013 第3類
リズミカルシン ジャパンメディック（株） 264N00A00416 第2類
リズミカルシンG ジャパンメディック（株） 264N00A00658 第2類
リズミカルシンW ジャパンメディック（株） 264M00A00412 第2類
リトマック胃腸薬 ジャパンメディック（株） 237C00B10026 第3類
リファットPCジェル ジャパンメディック（株） 264N02A00398 指定第2類
リファットPCローション ジャパンメディック（株） 264M00A00420 指定第2類
リプキュアLP ジャパンメディック（株） 269N01A00359 第3類
リレイジュHPゲル ジャパンメディック（株） 269N01A00484 第2類
リレイジュPEクリーム ジャパンメディック（株） 264N02A00770 指定第2類
リレイジュPE軟膏 ジャパンメディック（株） 264N00A00776 指定第2類
レプシアLip ジャパンメディック（株） 269N00A00360 第3類

アネトンアルメディ鼻炎錠
ジョンソン・エンド・ジョンソン
（株）

132C00A10002 指定第2類

アネトンせき止めZ液
ジョンソン・エンド・ジョンソン
（株）

224E00A10001 指定第2類

アネトンせき止めZ錠
ジョンソン・エンド・ジョンソン
（株）

224C00A10027 指定第2類

アネトンせき止め顆粒
ジョンソン・エンド・ジョンソン
（株）

224B00A10036 第1類

ニコレット
ジョンソン・エンド・ジョンソン
（株）

799Z00A00014 指定第2類

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）

799Z00A00451 指定第2類

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）

799Z70A00023 指定第2類
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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）

799Z00A00734 指定第2類

ニコレット・ミント
ジョンソン・エンド・ジョンソン
（株）

799Z70A00026 指定第2類

バイシン
ジョンソン・エンド・ジョンソン
（株）

131M02A00081 第2類

バイシンUV
ジョンソン・エンド・ジョンソン
（株）

131M11A10008 第2類

バイシンウェイクアップキュア
ジョンソン・エンド・ジョンソン
（株）

131M09A10025 第2類

バイシンディープクール
ジョンソン・エンド・ジョンソン
（株）

131M07A10038 第2類

バイシンプラスⅡ
ジョンソン・エンド・ジョンソン
（株）

131M03A10014 第2類

十全湯 （株）仁生堂 520G00A01006 指定第2類
調血湯 （株）仁生堂 520G00A01007 第2類
安中散 （有）杉原達二商店 590B00A04169 第2類
茵ちん五苓散 （有）杉原達二商店 590B01A04169 第2類
黄解丸 （有）杉原達二商店 590R00A04169 第2類
葛根湯散 （有）杉原達二商店 590B02A04169 第2類
加味逍遙散 （有）杉原達二商店 590B03A04169 第2類
甘草乾姜散 （有）杉原達二商店 590B04A04169 第3類
桂皮茯苓加大黄丸 （有）杉原達二商店 590R02A04169 第2類
桂皮茯苓加ヨクイニン丸 （有）杉原達二商店 590R03A04169 第2類
五苓散 （有）杉原達二商店 520B00A04169 第2類
三黄丸 （有）杉原達二商店 590R04A04169 第2類
四逆散 （有）杉原達二商店 590B06A04169 第2類
小建中湯丸 （有）杉原達二商店 590R05A04169 第2類
逍遙散 （有）杉原達二商店 590B08A04169 第2類
十味敗毒散 （有）杉原達二商店 590B07A04169 第2類
参苓白朮散 （有）杉原達二商店 590B09A04169 第2類
杉原達二商店カンゾウ （有）杉原達二商店 510G00A00350 第2類
杉原達二商店カンゾウ末 （有）杉原達二商店 510G00A00351 第2類
杉原達二商店キササゲ （有）杉原達二商店 510G00A00353 第2類
杉原達二商店ケツメイシ （有）杉原達二商店 510G00A00355 第3類
杉原達二商店ゲンノショウコ （有）杉原達二商店 510G00A00357 第3類
杉原達二商店ジュウヤク （有）杉原達二商店 510G00A00365 第3類
杉原達二商店ヨクイニン （有）杉原達二商店 510G00A00377 第3類
杉原達二商店ヨクイニン末 （有）杉原達二商店 510G00A00378 第3類
杉原の桂皮茯苓丸 （有）杉原達二商店 520R01A01095 第2類
杉原の香蘇散 （有）杉原達二商店 520B00A00353 第2類
杉原の大甘丸 （有）杉原達二商店 520R00A01306 第2類
杉原の当帰散 （有）杉原達二商店 520B01A01343 第2類
杉原の八味丸 （有）杉原達二商店 520R00A01886 第2類
大黄牡丹皮丸 （有）杉原達二商店 590R06A04169 第2類
桃核承気丸 （有）杉原達二商店 590R07A04169 第2類
当帰芍薬丸 （有）杉原達二商店 590R10A04169 第2類
当帰芍薬散 （有）杉原達二商店 590B10A04169 第2類
排膿散 （有）杉原達二商店 520B01A04169 第2類
白朮散 （有）杉原達二商店 590B11A04169 第3類
平胃散 （有）杉原達二商店 520B02A04169 第2類
防風通聖散 （有）杉原達二商店 590B12A04169 第2類
麻子仁丸 （有）杉原達二商店 520R00A04169 第2類
理中丸 （有）杉原達二商店 520R01A04169 第2類
六味丸 （有）杉原達二商店 520R02A04169 第2類
活蔘28 スノーデン（株） 317E70A00003 第3類
活蔘28ROYAL スノーデン（株） 510E00A00678 第3類
活蔘力　丸剤 スノーデン（株） 317R70A00004 第3類
カンエース液 スノーデン（株） 317E00A00012 第2類
カンエース錠 スノーデン（株） 317C00A01484 第2類
正官庄・高麗紅蔘錠S スノーデン（株） 329C70A00007 第3類
正官庄・高麗紅蔘精S スノーデン（株） 329F70A00009 第3類
正官庄・高麗紅蔘精丸S スノーデン（株） 329R71A00008 第3類
正官庄高麗帝王液 スノーデン（株） 329E71A00010 第3類
ドルタック液 スノーデン（株） 317E00A00536 第2類
ドルタック錠 スノーデン（株） 317C00A00862 第2類
パワーファイト液 スノーデン（株） 317E00A00888 第2類
パワーファイト錠 スノーデン（株） 317C00A00326 第2類
プラセントップ液 スノーデン（株） 317E00A01111 第2類
プラセントップ錠 スノーデン（株） 317C00A00498 第2類
リキファイトゴールド液 スノーデン（株） 317E01D00097 第2類
リキファイトゴールド錠 スノーデン（株） 317C00D00244 第2類

SP油剤「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00142 第2類

SV乳剤L「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A01950 第2類
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SV油剤C「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A02196 第2類

SV油剤「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00492 第2類

VPO乳剤50「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A01178 第2類

VP乳剤L「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00994 第2類

コリノンZ
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

732Z00A00192 第3類

ゴキブリ用スミチオンMC「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00042 第2類

サフロチンVP乳剤L「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00233 第2類

サフロチン・VP乳剤「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A01496 第2類

サフロチン・VP油剤「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A01497 第2類

サフロチン乳剤「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A01495 第2類

スーパーNP「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00168 第2類

スーパーS（2号）「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00148 第2類

水性サフロチン乳剤「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00798 第2類

スミチオン10FL「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00170 第2類

スミチオンNP-FL「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00177 第2類

スミチオンNP乳剤NS1「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z01A00175 第2類

スミチオンNP乳剤「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00143 第2類

スミチオンゴキラートFL
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00585 第2類

スミチオン乳剤「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00160 第2類

スミチオン粉剤「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z01A00158 第2類

スミチオン油剤「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z01A00159 第2類

スミラブS粒剤「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00173 第2類

スミラブ発泡錠剤「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00303 第2類

スミラブ発泡粒剤「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00176 第2類

スミラブ粒剤「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z01A01160 第2類

ダイアジノンクリン「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00156 第2類

ダイヤ乳剤L「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00333 第2類

低臭性SV乳剤K「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00417 第2類

低臭性スミチオン乳剤「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z02A00532 第2類

トコジラミエースMC(販売名:スミチオン
MC「SES」)

住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00461 第2類

ネオダイヤV油剤「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A02499 第2類

ネオミサイルP油剤
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A01628 第2類

ネオラック
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

732Z00A00578 第3類

ネオラックSB
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

732Z00A00954 第3類

ノックダウン乳剤K
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00257 第2類

ノンソル乳剤B「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z01A02148 第2類

バイテックス粒剤「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00164 第2類

バイテ乳剤C-2「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00154 第2類
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ミサイル
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A06996 第2類

ミサイルD
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00606 第2類

ミサイル乳剤B5
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A06267 第2類

ラック10「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

732Z00A00157 第2類

粒剤DF「SES」
住化エンバイロメンタルサイエン
ス（株）

734Z00A00155 第2類

角野葛根湯 （有）角野製薬所 520G00A01234 第2類
角野血の薬 （有）角野製薬所 520G01A00651 第2類
角野の疎経活血湯 （有）角野製薬所 520G00A00163 第2類
角野の通導散 （有）角野製薬所 520G00A00161 第2類
角野薬師湯 （有）角野製薬所 520G00A00650 第2類
角野龍雲湯 （有）角野製薬所 520G00A01235 第2類
エセブロンE 生晃栄養薬品（株） 315D00D01001 第3類
シオノギマルチビタミン＆ミネラルα 生晃栄養薬品（株） 317C00A00595 指定第2類
新シオノギBE錠 生晃栄養薬品（株） 312C03A10015 第3類
スノービタンEゴールド 生晃栄養薬品（株） 315D00D00293 第3類
ハイガE大商 生晃栄養薬品（株） 315D01D00084 第3類
ベリックスBEアミノ 生晃栄養薬品（株） 312C00A10007 第3類
ベリックスDXネオ 生晃栄養薬品（株） 312C02A10017 第3類
ベリックスV 生晃栄養薬品（株） 312C03A10016 第3類
ベリックス・ネオ 生晃栄養薬品（株） 312C01A10014 第3類
ポポンSプラス 生晃栄養薬品（株） 317C00A00594 指定第2類
マルチビタンゴールド 生晃栄養薬品（株） 317C00D00392 指定第2類
ロアノンキャップE 生晃栄養薬品（株） 315D02D00020 第3類
ロアノンキャップR 生晃栄養薬品（株） 315D01D00021 第3類
アイゲン 成光薬品工業（株） 231C00B10012 第2類
エフニン 成光薬品工業（株） 224B00A10004 指定第2類
かぜ童風 成光薬品工業（株） 118B00B00039 指定第2類
かぜリートンカプセルC 成光薬品工業（株） 118D00B00044 指定第2類
コタン 成光薬品工業（株） 233R00B01288 第3類
仁救六神丸 成光薬品工業（株） 211R00B01279 第2類
スグチンA 成光薬品工業（株） 114B01B00056 指定第2類
成光胃腸薬141 成光薬品工業（株） 234B00B00203 第2類
成光仁救 成光薬品工業（株） 211R00B01470 第2類
成光大虎散 成光薬品工業（株） 114B00B00057 指定第2類
成光片仔膽 成光薬品工業（株） 211B00B00139 第2類
仙客保光 成光薬品工業（株） 211R00B00685 第2類
ネオスグチンK 成光薬品工業（株） 114B01B00055 指定第2類
リートン鼻炎カプセルC 成光薬品工業（株） 132D00B00032 指定第2類
祿丈 成光薬品工業（株） 317R00A00268 第3類
祿丈ロイヤル成光 成光薬品工業（株） 317E03D00691 第2類
アポセーフ錠 （有）盛大堂製薬 211C00A06847 第2類
ホルモン綜合　アポセーフ （有）盛大堂製薬 211B00A03923 第2類
腰痛パテックス 積水メディカル（株） 264P00A01171 第3類
延命一心丸 千金丹ケアーズ（株） 211R00A00337 第2類
爽快丸 千金丹ケアーズ（株） 235R00A04054 指定第2類
ピンヘット 千金丹ケアーズ（株） 114B01A00003 指定第2類
桃の葉の薬 千金丹ケアーズ（株） 269M00A18896 第2類
雷神丸 千金丹ケアーズ（株） 211R00A02355 第2類
NewマイティアCL 千寿製薬（株） 131M00A00252 第3類
NewマイティアCL-a 千寿製薬（株） 131M00A00185 第3類
NewマイティアCLアイスクラッシュ 千寿製薬（株） 131M01A00106 第3類
NewマイティアCLクール 千寿製薬（株） 131M00A00253 第3類
NewマイティアCLクールHi 千寿製薬（株） 131M00A00254 第3類
NewマイティアCLクールHi-a 千寿製薬（株） 131M00A00191 第3類
NewマイティアCLクール-a 千寿製薬（株） 131M00A00188 第3類
新マイティアA 千寿製薬（株） 131M00A00043 第3類
ファーストマイティアCL-B 千寿製薬（株） 131M00A00783 第3類
ファーストマイティアCL-G 千寿製薬（株） 131M00A00781 第3類
ファーストマイティアCL-P 千寿製薬（株） 131M00A00778 第3類
マイティアアイテクト 千寿製薬（株） 131M00A00826 第2類
マイティアアイテクトアルピタット 千寿製薬（株） 131M03A00690 第2類
マイティアアイテクトアルピタットN 千寿製薬（株） 131M01A00515 第2類
マイティアアルピタットEXα 千寿製薬（株） 131M02A00500 第2類
マイティアアルピタットNEXα 千寿製薬（株） 131M00A00508 第2類
マイティアクリーンクール 千寿製薬（株） 131M01A10098 第2類
マイティア抗菌目薬 千寿製薬（株） 131M02A10054 第2類
マイティアビタミンB2B6E 千寿製薬（株） 131M02A00021 第3類
マイティア美瞳 千寿製薬（株） 131M05A10013 第3類
マイティアフレッシュ40 千寿製薬（株） 131M02A00058 第3類
イオナミン （株）ゼットイオン研究所 235C00A02155 第3類
イスロ錠 ゼネル薬工伊都（株） 233C00A01198 第3類
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ゼネル50内服液 ゼネル薬工伊都（株） 329E00A02178 第3類
ゼネル八味地黄丸 ゼネル薬工伊都（株） 520R00A00413 第2類
ゼネルミンα ゼネル薬工伊都（株） 312E00A00007 第3類
ネオゼネル液-B ゼネル薬工伊都（株） 329E00A00378 第2類
フレンドール ゼネル薬工伊都（株） 315D00A00489 第3類
マイビーS ゼネル薬工伊都（株） 313E00A00001 第3類
ラピルP ゼネル薬工伊都（株） 235C02A00008 第2類
ラリヤ ゼネル薬工伊都（株） 264N00A00182 第2類
アプタス50 ゼネル薬工粉河（株） 329E00A00634 第2類
アプタスXⅡ ゼネル薬工粉河（株） 329E00A00579 第2類
アプタスZ ゼネル薬工粉河（株） 329E00A00635 第2類
アルドミン錠 ゼネル薬工粉河（株） 114C02A00004 指定第2類
アルドミン錠A ゼネル薬工粉河（株） 114C09A10001 指定第2類
アルドミン錠N ゼネル薬工粉河（株） 114C07A10001 指定第2類
イスロ胃腸ドリンクS ゼネル薬工粉河（株） 233E03A10005 第2類
イスロ顆粒 ゼネル薬工粉河（株） 237B00A10004 第2類
イスロガウンエース ゼネル薬工粉河（株） 233B00A10002 第3類
エルキスN ゼネル薬工粉河（株） 264N03A00790 第2類
エルキス・パスタ ゼネル薬工粉河（株） 269P00A01311 第3類
「小児用」感冒薬ハイリココデ液 ゼネル薬工粉河（株） 118E00A01455 第2類
「小児用」感冒薬リココデS液 ゼネル薬工粉河（株） 118E02A00005 指定第2類
「小児用」ベナール液 ゼネル薬工粉河（株） 118E10A00004 指定第2類
新リココデ錠 ゼネル薬工粉河（株） 224C01A10002 指定第2類
ゼネルB1ファイン ゼネル薬工粉河（株） 317D00A00001 第3類
鎮咳きょ痰剤リココデ錠 ゼネル薬工粉河（株） 224C00A03016 指定第2類
バルタス・A ゼネル薬工粉河（株） 211R00A04190 第2類
パートスS錠 ゼネル薬工粉河（株） 449C00A00817 第2類
ヨイラック内服液 ゼネル薬工粉河（株） 133E00A00692 第2類
ヨイラックワンデイ ゼネル薬工粉河（株） 133C00A00011 指定第2類
リココデSP錠 ゼネル薬工粉河（株） 118C05A10001 指定第2類
リココデ顆粒-S ゼネル薬工粉河（株） 118B00A04589 指定第2類
リココデシロップ ゼネル薬工粉河（株） 224E00A11070 指定第2類
リココデせきトローチ ゼネル薬工粉河（株） 224C00A00003 第2類
リココデせき止め液Z ゼネル薬工粉河（株） 224E04A10001 指定第2類
リココデ・バッカンエース ゼネル薬工粉河（株） 329E00A01472 第2類
リココデ鼻炎顆粒 ゼネル薬工粉河（株） 132B00A10002 指定第2類
リココデ鼻炎シロップ ゼネル薬工粉河（株） 132E01A10001 指定第2類
MCカルシウム ゼリア新薬工業（株） 321C00A00540 第3類
アシノンZ ゼリア新薬工業（株） 232D00A00093 第1類
アシノンZ胃腸内服液 ゼリア新薬工業（株） 232E00A00474 第1類
アシノンZ錠 ゼリア新薬工業（株） 232C00A00457 第1類
アポスティーEC＋B ゼリア新薬工業（株） 317C02A10035 第3類
アポスティークリーム ゼリア新薬工業（株） 269N00A10046 第2類
アンミナイト ゼリア新薬工業（株） 112E00A00925 指定第2類
ウィズワンエル ゼリア新薬工業（株） 235B00A00114 指定第2類
エーゼットA ゼリア新薬工業（株） 131M00A00149 第3類
エーゼットアルファ ゼリア新薬工業（株） 131M00A10249 第2類
エーゼット抗菌目薬 ゼリア新薬工業（株） 131M05A00047 第2類
エスビヤンS ゼリア新薬工業（株） 131M00A04453 第3類
カンイ錠 ゼリア新薬工業（株） 233C00A01370 第2類
ケラスギー ゼリア新薬工業（株） 441C00A00003 第2類
コンドロイチンZS錠 ゼリア新薬工業（株） 399C00A01317 第3類
コンドロハイ900 ゼリア新薬工業（株） 397E00A00024 第3類
コンドロハイ900E ゼリア新薬工業（株） 397E00A00003 第3類
コンドロハイ900ゼリー ゼリア新薬工業（株） 312A00A00365 第3類
コンドロビーEX ゼリア新薬工業（株） 319C00A01023 第3類
新ウィズワン ゼリア新薬工業（株） 235B02A10007 指定第2類
新エーゼットA ゼリア新薬工業（株） 131M03A10010 第2類
新エスビヤンフレッシュ ゼリア新薬工業（株） 131M01A10096 第2類
新サニアD軟膏 ゼリア新薬工業（株） 269N00A00402 指定第2類
新セピー液「小児用」 ゼリア新薬工業（株） 118E00A00081 指定第2類
新ゼリアスV10 ゼリア新薬工業（株） 397E00A00569 第2類
新ハイゼリーSN ゼリア新薬工業（株） 397E00A00422 第2類
新ハイゼリーエースⅡ ゼリア新薬工業（株） 317D00A00626 第3類
新ハイゼリーエースE ゼリア新薬工業（株） 315D00A00157 第3類
新ハイゼリー顆粒 ゼリア新薬工業（株） 397B00A00601 第3類
新ヘパリーゼドリンク ゼリア新薬工業（株） 397E02A00124 第3類
新ヘパリーゼプラス ゼリア新薬工業（株） 397C00A00761 第3類
新ヘルサンソフトB ゼリア新薬工業（株） 397E01A00351 第2類
新ヘルサンソフトBフレッシュ ゼリア新薬工業（株） 397E00A00709 第2類
新ローヤルゼロントB ゼリア新薬工業（株） 397E01A00352 第2類
新ローヤルゼロントBフレッシュ ゼリア新薬工業（株） 397E00A00708 第2類
新ローヤルゼロントSL ゼリア新薬工業（株） 397E01A00423 第2類
ジオスゴールド ゼリア新薬工業（株） 397E00A00023 第2類
ジュラール ゼリア新薬工業（株） 264N01A01299 第3類
ストマクールA細粒 ゼリア新薬工業（株） 234B00A10041 第2類
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セピーIPかぜゴールド顆粒 ゼリア新薬工業（株） 118B00A00335 指定第2類
セピーIPかぜゴールド錠 ゼリア新薬工業（株） 118C00A00334 指定第2類
セピーせき止めカプセル ゼリア新薬工業（株） 224D00A00079 指定第2類
セピーせき止め顆粒 ゼリア新薬工業（株） 224B01A00011 指定第2類
セピートローチ ゼリア新薬工業（株） 279C00A01195 第3類
セピーハーブドリンク ゼリア新薬工業（株） 397E00A00541 第2類
セピー鼻炎ソフトN ゼリア新薬工業（株） 132D01A10035 指定第2類
セルメEC顆粒 ゼリア新薬工業（株） 315B00A00050 第3類
ゼリア健胃内服液 ゼリア新薬工業（株） 233E00A01333 第2類
ゼリア「地竜エキス」顆粒 ゼリア新薬工業（株） 114B00A01002 第2類
ゼリアスV5 ゼリア新薬工業（株） 397E00A00701 第2類
ドルマイコーチ軟膏 ゼリア新薬工業（株） 263N00A03974 指定第2類
ドルマイシン軟膏 ゼリア新薬工業（株） 263N00A04179 第2類
ドルマインH軟膏 ゼリア新薬工業（株） 255N02A10034 指定第2類
ハイゼリー ゼリア新薬工業（株） 397E00A02285 第2類
ハイゼリーB ゼリア新薬工業（株） 397E00A02286 第2類
ハイゼリーBフレッシュ ゼリア新薬工業（株） 397E00A00039 第2類
ハイゼリーEX ゼリア新薬工業（株） 397E00A00406 第2類
ハイゼリーSG50 ゼリア新薬工業（株） 397E00A01364 第2類
ハイゼリーV5 ゼリア新薬工業（株） 397E00A00865 第2類
ハイゼリー顆粒 ゼリア新薬工業（株） 397B00A00851 第3類
ハイゼリー散 ゼリア新薬工業（株） 329B00A01380 第3類
ハイゼリー散「分包」 ゼリア新薬工業（株） 329B00A01706 第3類
ハイゼリーロイヤル ゼリア新薬工業（株） 397E00A00790 第3類
ビュークリアHi40 ゼリア新薬工業（株） 131M06A10027 第3類
ビュークリアキュアコンタクト ゼリア新薬工業（株） 131M01A00158 第3類
ビュークリアクール ゼリア新薬工業（株） 131M06A00046 第2類
ビュークリアゴールド ゼリア新薬工業（株） 131M03A10032 第2類
ビュークリアビタコンタクト ゼリア新薬工業（株） 131M02A00153 第3類
ビュークリアロッソ ゼリア新薬工業（株） 131M01A00045 第2類
プレバリンαクールクリーム ゼリア新薬工業（株） 264N00A00700 指定第2類
プレバリンαクール軟膏 ゼリア新薬工業（株） 264N01A00699 指定第2類
プレバリンαクリーム ゼリア新薬工業（株） 264N01A00055 指定第2類
プレバリンα軟膏 ゼリア新薬工業（株） 264N01A00054 指定第2類
プレフェミン ゼリア新薬工業（株） 510C00A00214 要指導医薬品
ヘパリーゼHi ゼリア新薬工業（株） 397E02A00636 第3類
ヘパリーゼ胃腸内服液 ゼリア新薬工業（株） 233E00A00760 第2類
ヘパリーゼキング ゼリア新薬工業（株） 397E00A00504 第2類
ヘパリーゼゴールド ゼリア新薬工業（株） 397C00A00741 第3類
ヘパリーゼロイヤル ゼリア新薬工業（株） 397C00A00547 第3類
ヘパリンZクリーム ゼリア新薬工業（株） 333N00A00149 第2類
ベルランゼットS ゼリア新薬工業（株） 231D00A00964 第2類
ペロット下痢止め ゼリア新薬工業（株） 231Z00A00347 指定第2類
ミグソフト ゼリア新薬工業（株） 114D00A00065 指定第2類
ユチーフ錠 ゼリア新薬工業（株） 232C00A00264 第2類
リナティア ゼリア新薬工業（株） 397B00A00279 第3類
アイラート40 全薬工業（株） 131M01A00124 第3類
アルクラック内服液 全薬工業（株） 520E01A00137 第2類
アロパノール 全薬工業（株） 520C00A01295 第2類
アロパノール顆粒 全薬工業（株） 520B01A00766 第2類
アロパノール内服液 全薬工業（株） 520E00A00370 第2類
エベナL 全薬工業（株） 510C00A01511 第2類
カタセ錠 全薬工業（株） 321C00A01896 第3類
カタセ錠A 全薬工業（株） 321C00A00006 第3類
カタセ錠D3 全薬工業（株） 321C00A00092 第2類
強ゴールドルパール 全薬工業（株） 131M00A02538 第2類
コザックコートW 全薬工業（株） 265M00A10065 第2類
コザックコートWクリーム 全薬工業（株） 265N00A10067 第2類
サブスM 全薬工業（株） 255C00A00039 第2類
サブス坐剤 全薬工業（株） 255Q00A10050 指定第2類
サブス軟膏 全薬工業（株） 255N00A10046 指定第2類
新小児ジキニンシロップ 全薬工業（株） 118E00A00020 指定第2類
新ジキニン顆粒 全薬工業（株） 118B00A00015 指定第2類
新ジキニン錠D 全薬工業（株） 118C00A00149 指定第2類
新バック液 全薬工業（株） 233E00A01027 第2類
新リコリス「ゼンヤク」 全薬工業（株） 397E00A01657 第2類
ジキニンC 全薬工業（株） 118B00A00224 指定第2類
ジキニン液D 全薬工業（株） 224E00A00495 指定第2類
ジキニン顆粒A 全薬工業（株） 118B00A00119 指定第2類
ジキニン顆粒IP 全薬工業（株） 118B00A00352 指定第2類
ジキニン顆粒エース 全薬工業（株） 118B00A00120 指定第2類
ジキニン錠エースIP 全薬工業（株） 118C00A00872 指定第2類
ジキニンのどクリア 全薬工業（株） 520E00A00251 第2類
ジキニン鼻炎AG顆粒 全薬工業（株） 132B00A10070 指定第2類
ステイタスD3 全薬工業（株） 311D00A05000 第2類
ステイブ胃腸薬 全薬工業（株） 233B00A00851 第3類
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セミドン顆粒 全薬工業（株） 114B00A00659 指定第2類
橙色ペークミン 全薬工業（株） 264N00A00753 第3類
ドックマン 全薬工業（株） 397C00A09028 指定第2類
ドックマン肝寿 全薬工業（株） 317C01A00771 第3類
ドックマンビガー 全薬工業（株） 329E00A00791 第2類
ドップェル錠D 全薬工業（株） 224C00A00934 指定第2類
ドップェル錠せきどめ 全薬工業（株） 224C00A00726 指定第2類
ピロットA錠 全薬工業（株） 441C00A00384 第2類
ピロットD 全薬工業（株） 264M00A01047 指定第2類
ピロットリペアクリーム 全薬工業（株） 264N00A00013 指定第2類
ピロットリペア軟膏 全薬工業（株） 264N01A00012 指定第2類
ピロットリペアローション 全薬工業（株） 264M01A00011 指定第2類
プレカクリーム 全薬工業（株） 264N00A00372 指定第2類
ヘマニック 全薬工業（株） 322C00A00775 第2類
ラリーエイ 全薬工業（株） 264N00A04683 指定第2類
リコリス「ゼンヤク」エース 全薬工業（株） 397E00A00408 第2類
リコリス「ゼンヤク」ゴールド 全薬工業（株） 397E01A00188 第2類
リコリス「ゼンヤク」小児用 全薬工業（株） 319E00A01102 第2類
アサヒパスE 大協薬品工業（株） 264P00D00196 第3類
アスパイン内服液 大協薬品工業（株） 397E00B01260 第2類
アスパビタンDX 大協薬品工業（株） 329E00D00678 第3類
温丸膏 大協薬品工業（株） 264P01D00324 第3類
アリナエイト内服液 大協薬品工業（株） 313E00D00563 第3類
イナーゼ 大協薬品工業（株） 237B01D00338 第2類
インドメクールT 大協薬品工業（株） 264P01D00355 第2類
インドメシートID 大協薬品工業（株） 264P01A00584 第2類
インドメフィットT 大協薬品工業（株） 264P00D00356 第2類
エンカセブン 大協薬品工業（株） 118B00D00352 指定第2類
エンカセブンカプセルG 大協薬品工業（株） 118D01B00257 指定第2類
おきゅ膏Z 大協薬品工業（株） 264P01D00845 第3類
おきゅ膏マイルド 大協薬品工業（株） 264P00A00323 第3類
温感シートハップ 大協薬品工業（株） 264P00D00599 第3類
カールバンN 大協薬品工業（株） 261Z00D10106 第3類
かぜエーシン 大協薬品工業（株） 118B00D01119 指定第2類
かぜキープS 大協薬品工業（株） 118D00A00018 指定第2類
かぜジエットA 大協薬品工業（株） 118D01D00018 指定第2類
カゼスタイルⅠ 大協薬品工業（株） 118D01D10025 指定第2類
カゼチーム 大協薬品工業（株） 118B00D00355 指定第2類
カゼチームカプセルG 大協薬品工業（株） 118D00D00256 指定第2類
カゼチームプロ 大協薬品工業（株） 118D00D00312 指定第2類
かぜピラシリンゴールドK 大協薬品工業（株） 118B00D01117 指定第2類
かぜピラシンゴールドS 大協薬品工業（株） 118D01D00061 指定第2類
かぜほがらか 大協薬品工業（株） 118C00B10041 指定第2類
かぜロビンR 大協薬品工業（株） 118D02D00071 指定第2類
かわかみんかぜ 大協薬品工業（株） 118B00D13740 指定第2類
漢方カゼカッコン液 大協薬品工業（株） 520E00B00513 第2類
漢方ラックホン内服液 大協薬品工業（株） 520E01A00299 第2類
気孔付AパスG 大協薬品工業（株） 264P01B00191 第3類
きずパットソフトN 大協薬品工業（株） 261Z00D10104 第3類
きずパットフィットN 大協薬品工業（株） 261Z00D10105 第3類
きずフィットN 大協薬品工業（株） 261Z00D10108 第3類
キズプラスターフィットN 大協薬品工業（株） 261Z00D10107 第3類
クラシエ葛根湯液Ⅱ 大協薬品工業（株） 520E00A00486 第2類
「クラシエ」柴胡桂枝湯液 大協薬品工業（株） 520E00A00487 第2類
ケロンパスE 大協薬品工業（株） 264P00B00459 第3類
コーエパスエリートE 大協薬品工業（株） 264P00D00190 第3類
コリシート 大協薬品工業（株） 264P00B00587 第3類
コリシートホット 大協薬品工業（株） 264P02D00597 第3類
コリチル膏E 大協薬品工業（株） 264P00D00189 第3類
ゴールドパスE 大協薬品工業（株） 264P00D01169 第3類
サリエースA 大協薬品工業（株） 264P00D01116 第3類
シートハップP 大協薬品工業（株） 264P00D00788 第3類
シートパップID 大協薬品工業（株） 264P00B00736 第2類
シップサールA3 大協薬品工業（株） 264P00D01323 第3類
新アイチャームEC 大協薬品工業（株） 319B00D10003 第3類
新スムーディA 大協薬品工業（株） 118B03D10002 第2類
新生パスエリート 大協薬品工業（株） 264P00D01114 第3類
新ハイペット鼻炎 大協薬品工業（株） 139D00D10075 第2類
新鼻炎スムーディS 大協薬品工業（株） 132D00D10063 指定第2類
新薬温膏D 大協薬品工業（株） 264P01D00754 第3類
ジクロフィット 大協薬品工業（株） 264P01A00460 第2類
ジャストパップ 大協薬品工業（株） 264P00D01076 第3類
スムーディP 大協薬品工業（株） 118B00D01505 指定第2類
スリムゴールド 大協薬品工業（株） 520C00D00566 第2類
セキピタール 大協薬品工業（株） 222B00D00307 指定第2類
大協葛根湯内服液 大協薬品工業（株） 520E00A00840 第2類
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タイヨーパップE 大協薬品工業（株） 264P01D00046 第3類
タミトールパスN1 大協薬品工業（株） 264P01A00533 第3類
大協漢方肩こり内服液 大協薬品工業（株） 520E01A00298 第2類
ダイラップE 大協薬品工業（株） 264P00B00502 第3類
だるまハイトンスリー 大協薬品工業（株） 118B00B10055 指定第2類
ヅシチン錠A 大協薬品工業（株） 114C00D00045 指定第2類
点温膏K 大協薬品工業（株） 264P01A00756 第3類
デンターハップV 大協薬品工業（株） 264P00D00823 第3類
トリパスES 大協薬品工業（株） 264P00B00246 第3類
ナオリンパス 大協薬品工業（株） 264P00D00408 第3類
ニューコーラクパスA 大協薬品工業（株） 264P00D00079 第3類
ニューパス（A） 大協薬品工業（株） 264P00D01162 第3類
ニューパス温膏 大協薬品工業（株） 264P00A00101 第3類
ニューピリット 大協薬品工業（株） 118C00D00099 指定第2類
布亀パスE 大協薬品工業（株） 264P00B00744 第3類
ネオンパスエリート 大協薬品工業（株） 264P00D01170 第3類
ノーリツクールハップ 大協薬品工業（株） 264P01D00694 第3類
ノビエース 大協薬品工業（株） 264P00D01198 第3類
ハップクールG 大協薬品工業（株） 264P00D01623 第3類
はりほんE 大協薬品工業（株） 264P00D01173 第3類
貼温膏 大協薬品工業（株） 264P00D00173 第3類
はれやかS 大協薬品工業（株） 114B02D00044 指定第2類
バンノパス 大協薬品工業（株） 264P01D00526 第3類
パスライト 大協薬品工業（株） 264P03A00255 第3類
パップクール 大協薬品工業（株） 264P00D01081 第3類
ピタコリ 大協薬品工業（株） 264P00D00406 第3類
ピラシリンゴールド錠 大協薬品工業（株） 118C00D00092 指定第2類
ピラシリン内服液 大協薬品工業（株） 313E00D00883 第3類
ピリットカプセルS 大協薬品工業（株） 118D01D00068 指定第2類
ファイナルバンA 大協薬品工業（株） 264P00D00340 第3類
フィットハップ 大協薬品工業（株） 264P00B01199 第3類
フィットハップT 大協薬品工業（株） 264P00D00145 第3類
ベルゲンカプセルⅢ 大協薬品工業（株） 118D00B00749 指定第2類
ペインレス 大協薬品工業（株） 114B01D00008 指定第2類
蜂蔘精内服液 大協薬品工業（株） 313E00B00484 第3類
本熊圓 大協薬品工業（株） 233C00D00782 第3類
本熊圓N 大協薬品工業（株） 233C00D00587 第3類
メンフラA 大協薬品工業（株） 264P01D00186 第3類
やまり膏E 大協薬品工業（株） 264P00D01110 第3類
ラウンドパス 大協薬品工業（株） 264P00A00541 第3類
リードパップDS 大協薬品工業（株） 264P00A00220 第3類
リリーフゴールド 大協薬品工業（株） 118D02D00069 指定第2類
レモンパスA 大協薬品工業（株） 264P00D01166 第3類
ロードパスC 大協薬品工業（株） 264P00D00409 第3類
ロードパスE 大協薬品工業（株） 264P00D01108 第3類
ワイドパスE 大協薬品工業（株） 264P00D00165 第3類
ワイドホットIM 大協薬品工業（株） 264P01A00774 第2類
正露丸 大幸薬品（株） 231R00D01123 第2類
セイロガン糖衣A 大幸薬品（株） 231C00D00569 第2類
悦我「分包」 太虎精堂製薬（株） 520B04A00014 第2類
太虎堂の紅蘭川Aエキス顆粒 太虎精堂製薬（株） 520B00A00973 第2類
太虎堂の仙敢「分包」 太虎精堂製薬（株） 520B01A01266 第2類
胃腸良剤大師丸 大師製薬（株） 237R00D01345 第2類
かぜ退熱 大師製薬（株） 118B00D00001 指定第2類
惠心 大師製薬（株） 211R00D00641 第2類
健胃薬赤玉はら薬 大師製薬（株） 233R00D00262 第3類
虔修六神丸 大師製薬（株） 211R00D01436 第2類
広和丸 大師製薬（株） 233R00D01078 第3類
新ペルトミンP錠 大師製薬（株） 114C00D00099 指定第2類
慈光散 大師製薬（株） 114B01D00044 指定第2類
スピード散 大師製薬（株） 114B00D00062 指定第2類
ダイシかぜ薬 大師製薬（株） 118B00D00031 指定第2類
大師散 大師製薬（株） 231B00D01243 第2類
ダイシベルG 大師製薬（株） 118D00D01040 指定第2類
ダイシベルS 大師製薬（株） 118D00D01813 指定第2類
ダイシベルカプセルT 大師製薬（株） 118D00D00097 指定第2類
ダイシベル錠 大師製薬（株） 118C01D00005 指定第2類
テッキリ錠 大師製薬（株） 114C01D00062 指定第2類
トッコー散 大師製薬（株） 114B00D00092 指定第2類
ネビラックD 大師製薬（株） 315D00D01071 第3類
日の出ケロリー 大師製薬（株） 114B01D00046 指定第2類
リアント鼻炎カプセル 大師製薬（株） 132D00D10021 指定第2類
六神丸 大師製薬（株） 211R02D00323 第2類
アイリス50 大正製薬（株） 131M01A00032 第3類
アイリス50クール 大正製薬（株） 131M02A00035 第3類
アイリスAGガード 大正製薬（株） 131M01A00348 第2類
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アイリスPC 大正製薬（株） 131M08A00010 第3類
アスクロン 大正製薬（株） 224B00A01246 第2類
アニマリンL錠 大正製薬（株） 325C00A00818 第3類
アニマリンM 大正製薬（株） 397E00A00769 第3類
アバロンS 大正製薬（株） 234B00A00344 第2類
アバロンZ 大正製薬（株） 232C00A00274 第1類
アルフェMD 大正製薬（株） 397E00A00649 第2類
アルフェ エフイーアップ 大正製薬（株） 397E00A00091 第2類
エマゼンクリーム 大正製薬（株） 269N00A01865 指定第2類
エマゼン軟膏 大正製薬（株） 269N00A00919 指定第2類
エマゼンローション 大正製薬（株） 269M00A00699 指定第2類
コーラック 大正製薬（株） 235C00A00401 第2類
コーラックⅡ 大正製薬（株） 235C70A10003 第2類
コーラックソフト 大正製薬（株） 235C02A00003 第2類
コーラックファースト 大正製薬（株） 235C02A10012 第2類
抗菌アイリス使いきり 大正製薬（株） 131M02A00019 第2類
口内炎軟膏大正A 大正製薬（株） 279N00A00520 第3類
口内炎軟膏大正クイックケア 大正製薬（株） 279N00A00573 指定第2類
こどもセンパアS 大正製薬（株） 133C00A00147 第2類
こどもセンパアS液 大正製薬（株） 133E00A10038 第2類
こどもパブロン坐薬 大正製薬（株） 114Q00A00174 第2類
サモンビガーⅠ 大正製薬（株） 397E01A01002 第2類
新パブロンせき止め液 大正製薬（株） 224E00A00496 第2類
ストパン 大正製薬（株） 124D00A00746 第2類
センパア 大正製薬（株） 133C00A00084 第2類
センパア　Kidsドリンク 大正製薬（株） 133E01A10020 第2類
センパア・QT 大正製薬（株） 133C70A10007 第2類
センパアQT〈ジュニア〉 大正製薬（株） 133C00A10003 第2類
センパアS 大正製薬（株） 133C00A01089 第2類
センパア液 大正製薬（株） 133E00A10039 第2類
センパア　トラベル1 大正製薬（株） 133C00A10017 第2類
センパア　ドリンク 大正製薬（株） 133E01A10019 第2類
センパア　プチベリー 大正製薬（株） 133C00A10018 第2類
ゼナF-I 大正製薬（株） 397E01A01003 第2類
ゼナF-Ⅱ 大正製薬（株） 397E00A01005 第2類
ゼナ キング 大正製薬（株） 317E00A00306 第2類
ゼナ ジンジャー 大正製薬（株） 397E02A00029 第2類
ゼナ ノンカフェ 大正製薬（株） 397E01A00028 第2類
大正胃腸薬K 大正製薬（株） 237B00A01318 第2類
大正胃腸薬K〈錠剤〉 大正製薬（株） 237C00A01319 第2類
大正胃腸薬S 大正製薬（株） 234B01A00343 第2類
大正胃腸薬Z 大正製薬（株） 232C00A00273 第1類
大正漢方胃腸薬 大正製薬（株） 237B00A00920 第2類
大正漢方胃腸薬「爽和」錠剤 大正製薬（株） 237C00A00462 第2類
大正漢方胃腸薬「爽和」微粒 大正製薬（株） 237B00A00458 第2類
大正漢方胃腸薬〈錠剤〉 大正製薬（株） 237C00A00921 第2類
大正漢方便秘薬 大正製薬（株） 235C00A01996 第2類
大正下痢止め〈小児用〉 大正製薬（株） 231B00A00510 第2類
大正口内軟膏 大正製薬（株） 279N00A00664 第2類
大正トンプク 大正製薬（株） 114B00A00043 指定第2類
ダマリンL 大正製薬（株） 265N00A01056 第2類
ダマリンL液 大正製薬（株） 265M00A00274 第2類
ダマリンS 大正製薬（株） 265N00A00234 第2類
ダマリンS液 大正製薬（株） 265M00A00237 第2類
ダマリングランデ 大正製薬（株） 265N02A00870 指定第2類
ダマリングランデX 大正製薬（株） 265N00A00421 指定第2類
ダマリングランデX液 大正製薬（株） 265M01A00422 指定第2類
ダマリングランデアイススプレー 大正製薬（株） 265L00A00765 指定第2類
ダマリングランデ液 大正製薬（株） 265M00A00824 指定第2類
ダマリングランデパウダースプレー 大正製薬（株） 265L00A00816 指定第2類
ダマリンパウダースプレーDX 大正製薬（株） 265L00A00817 指定第2類
デリトリーナ 大正製薬（株） 264N02A00206 第2類
ナロンA 大正製薬（株） 114C00A00837 指定第2類
ナロンエース 大正製薬（株） 114C00A00838 指定第2類
ナロンエースR 大正製薬（株） 114C00A01137 指定第2類
ナロン顆粒 大正製薬（株） 114B00A00032 指定第2類
ナロン錠 大正製薬（株） 114C01D00058 指定第2類
ナロンメディカル 大正製薬（株） 114C00A00312 要指導医薬品
ニューゼナF-Ⅱ 大正製薬（株） 397E00A00698 第2類
ニューゼナF-Ⅲ 大正製薬（株） 397E00A10197 第2類
ニューマーレン 大正製薬（株） 263N00A00345 第2類
ネオデイ 大正製薬（株） 112C00A00014 指定第2類
バランサー 健胃錠 大正製薬（株） 237C00A00411 第3類
パブロン50 大正製薬（株） 118C02A10035 第2類
パブロンAG錠 大正製薬（株） 118C00A00825 指定第2類
パブロンL 大正製薬（株） 118D00A01505 指定第2類
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パブロンN 大正製薬（株） 118D00A01233 指定第2類
パブロンS 大正製薬（株） 118B00D00726 指定第2類
パブロンSC 大正製薬（株） 118B00A00184 指定第2類
パブロンSC錠 大正製薬（株） 118C00A00181 指定第2類
パブロンSα錠 大正製薬（株） 118C01A00580 指定第2類
パブロンSα微粒 大正製薬（株） 118B01A00581 指定第2類
パブロンSカプセル 大正製薬（株） 118D00D00821 指定第2類
パブロンSゴールドW錠 大正製薬（株） 118C02A00016 指定第2類
パブロンSゴールドW微粒 大正製薬（株） 118B01A00014 指定第2類
パブロンSゴールド錠 大正製薬（株） 118C00A00400 指定第2類
パブロンSゴールド微粒 大正製薬（株） 118B01A00392 指定第2類
パブロンS錠 大正製薬（株） 118C00A00442 指定第2類
パブロンSせき止め 大正製薬（株） 224D00A00068 指定第2類
パブロンエースAX錠 大正製薬（株） 118C03A00885 指定第2類
パブロンエースAX微粒 大正製薬（株） 118B00A00888 指定第2類
パブロンエース顆粒 大正製薬（株） 118B00A00190 指定第2類
パブロンエース錠 大正製薬（株） 118C00A00792 指定第2類
パブロン〈学童用〉 大正製薬（株） 118C00A00053 指定第2類
パブロンキッズかぜシロップ 大正製薬（株） 118E04A10016 第2類
パブロンキッズかぜ錠 大正製薬（株） 118C01A10015 第2類
パブロンキッズかぜ微粒 大正製薬（株） 118B05A10014 第2類
パブロンクオリティ錠 大正製薬（株） 118C01A00886 指定第2類
パブロンクオリティ微粒 大正製薬（株） 118B00A00889 指定第2類
パブロンゴールドA錠 大正製薬（株） 118C00A10054 指定第2類
パブロンゴールドA〈錠〉 大正製薬（株） 118C10A10002 指定第2類
パブロンゴールドA微粒 大正製薬（株） 118B00A10053 指定第2類
パブロンゴールドA〈微粒〉 大正製薬（株） 118B08A10003 指定第2類
パブロンせき止め 大正製薬（株） 224B00A02010 指定第2類
パブロンタイプⅡ錠 大正製薬（株） 118C00A00182 指定第2類
パブロンタイプⅡ微粒 大正製薬（株） 118B00A00185 指定第2類
パブロン点鼻 大正製薬（株） 132M00A04543 第2類
パブロン点鼻JL 大正製薬（株） 132M00A10003 第2類
パブロン点鼻クイック 大正製薬（株） 132M00A00441 第2類
パブロン鼻炎カプセルS 大正製薬（株） 132D00A00171 指定第2類
パブロン鼻炎カプセルSα 大正製薬（株） 132D00A00361 指定第2類
パブロン鼻炎カプセルSα小児用 大正製薬（株） 132D00A00360 指定第2類
パブロン鼻炎カプセルS小児用 大正製薬（株） 132D00A00172 指定第2類
パブロン鼻炎カプセルZ 大正製薬（株） 132D00A10307 第2類
パブロン鼻炎錠S 大正製薬（株） 132C00A10029 指定第2類
ビノロン 大正製薬（株） 317C00A00591 第3類
ピタリット 大正製薬（株） 231C00A00473 指定第2類
プリザS坐剤 大正製薬（株） 255Q03A10001 指定第2類
プリザS軟膏 大正製薬（株） 255N00A00667 指定第2類
プリザエース坐剤T 大正製薬（株） 255Q01A10002 指定第2類
プリザエース軟膏 大正製薬（株） 255M00A00039 指定第2類
プリザクールジェル 大正製薬（株） 255M00A10072 第2類
ヘルペシアクリーム 大正製薬（株） 625N00A00278 第1類
メディトリート 大正製薬（株） 265Q00A00424 第1類
メディトリートクリーム 大正製薬（株） 265N00A00006 第1類
リアップ 大正製薬（株） 267M00A00096 第1類
リアップX5 大正製薬（株） 267M01A00106 第1類
リアップX5プラスローション 大正製薬（株） 267M00A00248 第1類
リアップジェット 大正製薬（株） 267L00A00430 第1類
リアッププラス 大正製薬（株） 267M00A00067 第1類
リアップリジェンヌ 大正製薬（株） 267M01A00433 第1類
リポビタンDⅡα 大正製薬（株） 397E00A10249 第2類
リポビタンD　PRO 大正製薬（株） 397E00A10251 第2類
リポビタンDロイヤル 大正製薬（株） 397E00A00458 第3類
リポビタンJr. 大正製薬（株） 397E01A00557 第3類
リポビタンゴールドN 大正製薬（株） 397E01A00652 第2類
リポビタンゴールドS 大正製薬（株） 397E00A00705 第2類
リポビタンゴールドX 大正製薬（株） 397E00A00579 第3類
リポビタンゴールドα 大正製薬（株） 397E00A00706 第2類
リポビタンゴールドエース 大正製薬（株） 397E00A00524 第2類
リポビタンゴールドマクシオ 大正製薬（株） 397E01A00332 第3類
レビオ 大正製薬（株） 269M00A00332 第3類
JAアスマリン葛根湯シロップ 大生堂薬品工業（株） 590E00D00006 第2類
JAセイカンゴールド内服液 大生堂薬品工業（株） 317E00D00248 第3類
JAドリグロンMXネオ 大生堂薬品工業（株） 317E00D00287 第2類
JAドリビタンS 大生堂薬品工業（株） 317E00D00273 第3類
アスマリンK 大生堂薬品工業（株） 118B00D04895 指定第2類
アスマリンかぜぐすりカプセル 大生堂薬品工業（株） 118D01D10001 指定第2類
アズマリン葛根湯シロップ 大生堂薬品工業（株） 590E00A00713 第2類
アリナリポピン内服液 大生堂薬品工業（株） 312E01D00001 第3類
クミアイ感冒K 大生堂薬品工業（株） 118B01D00001 指定第2類
クミアイセイカンゴールド内服液 大生堂薬品工業（株） 317E00B00451 第2類
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クミアイセイカン内服液 大生堂薬品工業（株） 317E00D01701 第3類
クミアイ六神丸 大生堂薬品工業（株） 211R00D02306 第2類
グビロン2000EX 大生堂薬品工業（株） 317E00D00592 第3類
グルグロンD内服液 大生堂薬品工業（株） 317E00D00618 第3類
グルグロンG内服液 大生堂薬品工業（株） 317E01A00098 第2類
ザイルカップEX 大生堂薬品工業（株） 317E00A00600 第3類
新 感冒K 大生堂薬品工業（株） 118B00D10014 指定第2類
新ドリグロンM 大生堂薬品工業（株） 317E00A00957 第2類
シンドリグロンMX 大生堂薬品工業（株） 317E00A00288 第2類
新ドリグロンMX 大生堂薬品工業（株） 317E00D00376 第3類
ジスコールかぜ内服液〈小児用〉 大生堂薬品工業（株） 118E03A10022 指定第2類
ジスコール葛根湯液 大生堂薬品工業（株） 590E00A00630 第2類
ゼリス液 大生堂薬品工業（株） 224E00A01864 指定第2類
ゼリスかぜ内服液「小児用」 大生堂薬品工業（株） 118E01A10002 指定第2類
ゼリス葛根湯シロップ 大生堂薬品工業（株） 590E00A00007 第2類
ゼリスン葛根湯内服液 大生堂薬品工業（株） 590E00D00601 第2類
ゼリスン葛根湯内服液Ⅱ 大生堂薬品工業（株） 590E00D00202 第2類
パオニンM100 大生堂薬品工業（株） 317E00A00959 第2類
パオニンS100 大生堂薬品工業（株） 317E00A00274 第3類
パオニン葛根湯内服液 大生堂薬品工業（株） 590E00A00600 第2類
パオニン葛根湯内服液Ⅱ 大生堂薬品工業（株） 590E00A00198 第2類
百草 大生堂薬品工業（株） 237R00D01863 第2類
ビタグロン 大生堂薬品工業（株） 317E03D00132 第3類
ビタグロンM 大生堂薬品工業（株） 317E00D00379 第3類
ピレトK 大生堂薬品工業（株） 114B00D00012 指定第2類
本草かぜ内服液小児用-S 大生堂薬品工業（株） 118E05A10017 指定第2類
本草葛根湯シロップ 大生堂薬品工業（株） 590E00A00645 第2類
マンツーマン3000EX 大生堂薬品工業（株） 317E01A00589 第2類
リキアスパゴールド2000EX 大生堂薬品工業（株） 317E01A00591 第3類
リキアスパゴールド3000EX 大生堂薬品工業（株） 317E01A00588 第2類
龍精漢ゴールド内服液 大生堂薬品工業（株） 317E00D00206 第2類
ロイヤルゾラビタンEX内服液 大生堂薬品工業（株） 317E01D00205 第2類
ロイヤルゾラビタン内服液 大生堂薬品工業（株） 317E00A00253 第3類
アンモニア水「タイセイ」P 大成薬品工業（株） 264M00A01109 第3類
オキシドール「タイセイ」P 大成薬品工業（株） 261M00A01112 第3類
オリブ油「タイセイ」P 大成薬品工業（株） 71221191K000 第3類
希ヨードチンキ「タイセイ」P 大成薬品工業（株） 261M00A01118 第3類
クレゾール石ケン液「タイセイ」P 大成薬品工業（株） 261M00A01115 第2類
消毒用エタノール「タイセイ」P 大成薬品工業（株） 261M00A01110 第3類
精製水 大成薬品工業（株） 71311370K008 第3類
炭酸水素ナトリウム「タイセイ」P 大成薬品工業（株） 234B00A03700 第3類
複方ヨードグリセリン「タイセイ」P 大成薬品工業（株） 239M00A01117 第2類
ベンザルコニウム塩化物液10w／v％「タ
イセイ」P

大成薬品工業（株） 261M00A01111 第3類

ホウ酸「タイセイ」P 大成薬品工業（株） 261Z00A00225 第3類
エキバンA タイヘイ薬品（株） 799Z00A05069 第3類
ソルマックEX2 大鵬薬品工業（株） 237E00A10026 第2類
ソルマックプラス 大鵬薬品工業（株） 237E01A10010 第2類
チオビタゴールド 大鵬薬品工業（株） 329E00A01016 第2類
チオビタゴールド2000 大鵬薬品工業（株） 317E00A00219 第2類
チオビタドリンク1000 大鵬薬品工業（株） 317E00A00125 第3類
チオビタドリンクアイビタス 大鵬薬品工業（株） 317E01A00677 第3類
ハルンケアゼリー 大鵬薬品工業（株） 259E00A10023 指定第2類
ハルンケア内服液 大鵬薬品工業（株） 259E00A00440 指定第2類
ペレックストローチ 大鵬薬品工業（株） 279Z00A00787 第2類
AZのどスプレータイヨー 大洋製薬（株） 279M01A00271 第3類
アクリノール液大洋 大洋製薬（株） 262M00A00978 第3類
アクリノールガーゼ大洋 大洋製薬（株） 262M00D00977 第3類
泡ジーケア 大洋製薬（株） 261M00A00101 第3類
イージーガーグル 大洋製薬（株） 226M00A00143 第3類
オキシドール(販売名:オキシドール
「TOX」)

大洋製薬（株） 261M00A01309 第3類

オリブ油(販売名:オリブ油「TOO」) 大洋製薬（株） 269M00A00000 第3類
希ヨードチンキ 大洋製薬（株） 261M00A00471 第3類
コサジン・ガーグル「TY」 大洋製薬（株） 226M00A00144 第3類
サニアクリーン 大洋製薬（株） 261M00A01132 第2類
食塩錠「タイヨー」 大洋製薬（株） 322C00A00627 第3類
新ホルム散 大洋製薬（株） 261Z00A00094 第3類
スキネード 大洋製薬（株） 261M00D00590 第2類
スキネードアルファスプレー 大洋製薬（株） 261M00A00822 第3類
スキネードアルファフォーム 大洋製薬（株） 261M00A00745 第3類
スキネード射泡 大洋製薬（株） 261M00A00381 第2類
精製水 大洋製薬（株） 713M00A00000 第3類
セピーAZうがい薬 大洋製薬（株） 226Z00A00336 第3類
セピーAZのどスプレークール 大洋製薬（株） 231M00A00493 第3類
セピーAZ鼻炎スプレー 大洋製薬（株） 132M01A10038 第2類
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タイヨーAZうがい薬 大洋製薬（株） 226M00A00272 第3類
タイヨー鼻炎スプレーAG 大洋製薬（株） 132M00A00553 第2類
タイヨー鼻炎スプレーZ 大洋製薬（株） 132M00A00552 第2類
タイヨー鼻炎スプレーアルファ 大洋製薬（株） 132M00A10030 第2類
炭酸水素ナトリウム(販売名:炭酸水素ナ
トリウム「TJ500」)

大洋製薬（株） 234B00A00668 第3類

炭酸水素ナトリウム3g×15包(販売名:炭
酸水素ナトリウム「TJ」)

大洋製薬（株） 234B00A01816 第3類

白色ワセリン 大洋製薬（株） 269N00A00000 第3類
複方ヨード・グリセリン 大洋製薬（株） 279M00A00472 第2類
フットロック 大洋製薬（株） 617M00A00225 指定第2類
青ぐすりA 太陽堂製薬（株） 231R00D04726 第2類
青ぐすり「錠剤」 太陽堂製薬（株） 231C00D01523 第2類
胃腸薬青ぐすり 太陽堂製薬（株） 233B00D01498 第3類
カゼロンA 太陽堂製薬（株） 118D00D00044 指定第2類
カゼロンSカプセル 太陽堂製薬（株） 118D02D00063 指定第2類
カゼロンゴールド顆粒 太陽堂製薬（株） 118B00D00021 指定第2類
解熱赤ぐす里 太陽堂製薬（株） 114B02D00057 指定第2類
サイパルS 太陽堂製薬（株） 114C01D00072 指定第2類
サッチール点鼻薬 太陽堂製薬（株） 441M00D00011 第2類
招ふく 太陽堂製薬（株） 235R00D00329 指定第2類
蔘茸六神丸 太陽堂製薬（株） 211R00D00982 第2類
セキドメ「タイヨー」 太陽堂製薬（株） 224C00D01492 指定第2類
セフラン300 太陽堂製薬（株） 315D00D00044 第3類
トーチン 太陽堂製薬（株） 114B01D00071 指定第2類
トーチンカプセル 太陽堂製薬（株） 114D00D00023 指定第2類
フレッシュ「タイヨー」 太陽堂製薬（株） 441M00D00010 第2類
アロエ錠スルー 大和製薬（株）・愛 235C01D10027 第3類
クムメル軟膏 大和製薬（株）・愛 263N00A00914 第3類
新アスベンタイワ 大和製薬（株）・愛 235C00A01312 指定第2類
錠剤の百草 大和製薬（株）・愛 231C00A03506 第2類
タイワクムメルシエキ 大和製薬（株）・愛 263M00A00143 第2類
タイワケシノールシロップ 大和製薬（株）・愛 224E00A03322 指定第2類
ナナ顆粒 大和製薬（株）・愛 118B00A01257 指定第2類
ハイコレス・リム 大和製薬（株）・愛 218C00A00411 第3類
ヒフケス 大和製薬（株）・愛 265N00A03583 第2類
ヒフケスU 大和製薬（株）・愛 265N00A10002 第2類
ヒフケス液U 大和製薬（株）・愛 265M00A10008 第2類
リョウシンJV錠 大和製薬（株）・愛 313C01A10020 第3類
アベシデリンE 高市製薬（株） 224C00A00391 指定第2類
エピシロンGO 高市製薬（株） 118D02D00091 指定第2類
カアムKクリームS 高市製薬（株） 264N00A00381 第2類
カフェロップ 高市製薬（株） 119C00A00444 第3類
キットミン 高市製薬（株） 114B00B10004 指定第2類
クミアイ新のどあめ 高市製薬（株） 279C00A00448 指定第2類
クリームポピーS 高市製薬（株） 264N00D00571 第2類
コフトせき止め 高市製薬（株） 224C01A10020 指定第2類
シンワの小建中湯飴 高市製薬（株） 520C00A00393 第2類
十効丸 高市製薬（株） 231R00B01431 第3類
トラベルミン チュロップぶどう味 高市製薬（株） 133C00A10019 第2類
トラベルミン チュロップレモン味 高市製薬（株） 133C01A10020 第2類
ネオノース 高市製薬（株） 114B00B10005 指定第2類
ノーピタS 高市製薬（株） 114B00B00093 指定第2類
ノドカクサンEH 高市製薬（株） 224C00A00406 指定第2類
ノドロップコフ 高市製薬（株） 224C00B00029 第2類
ハイオロベリン軟膏 高市製薬（株） 263N00B06407 第3類
ハイポピーS 高市製薬（株） 264N00A00103 第2類
パワーゲンE300 高市製薬（株） 315D00D00138 第3類
福美丸 高市製薬（株） 237R00B00607 第3類
フクヤノーカツA 高市製薬（株） 114B00B00008 指定第2類
ベロナ・コーチゾン軟膏 高市製薬（株） 264N00A02328 指定第2類
ペラックスイートパインS 高市製薬（株） 224C00A10038 指定第2類
ペラックスイートブルーベリーS 高市製薬（株） 224C00A00117 指定第2類
ペラックスイートライムS 高市製薬（株） 224C00A00115 指定第2類
ルルメディカルドロップG 高市製薬（株） 224C03A10018 指定第2類
ルルメディカルドロップH 高市製薬（株） 224C01A10019 指定第2類
ルルメディカルドロップO 高市製薬（株） 224C01A10017 指定第2類
レンセイ 高市製薬（株） 114B01B00045 指定第2類
高砂ウワウルシ 高砂薬業（株） 510G00A02158 第2類
高砂オウバク末 高砂薬業（株） 510G00A02159 第3類
高砂オウレン 高砂薬業（株） 510G00A02160 第2類
高砂オウレン末 高砂薬業（株） 510G00A02161 第2類
高砂カゴソウ 高砂薬業（株） 510G00A02162 第3類
高砂カンゾウ 高砂薬業（株） 510G00A02163 第2類
高砂カンゾウ末 高砂薬業（株） 510G00A02164 第2類
高砂キキョウ末 高砂薬業（株） 510G00A02165 第3類
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高砂キササゲ 高砂薬業（株） 510G00A02166 第2類
高砂ケイヒ末 高砂薬業（株） 510G00A02167 第3類
高砂ケツメイシ 高砂薬業（株） 510G00A01525 第3類
高砂ゲンチアナ末 高砂薬業（株） 510G00A02168 第3類
高砂ゲンノショウコ末 高砂薬業（株） 510G00A02171 第3類
高砂コウカ 高砂薬業（株） 510G00A01527 第3類
高砂コウジン 高砂薬業（株） 510G00A02172 第3類
高砂ゴオウ末(販売名:高砂牛黄末) 高砂薬業（株） 510B00A00323 第3類
高砂サフラン 高砂薬業（株） 510G00A01528 第3類
高砂サンキライ 高砂薬業（株） 510G00A02173 第3類
高砂サンシシ末 高砂薬業（株） 510G00A02174 第3類
高砂シャゼンソウ 高砂薬業（株） 510G00A02175 第3類
高砂センナ 高砂薬業（株） 510G00A02178 指定第2類
高砂センナ末 高砂薬業（株） 510G00A02180 指定第2類
高砂センブリ 高砂薬業（株） 510G00A02181 第3類
高砂センブリ末 高砂薬業（株） 510G00A02182 第3類
高砂ソウハクヒ 高砂薬業（株） 510G00A02183 第3類
高砂ダイオウ末 高砂薬業（株） 510G00A02184 第2類
高砂ニンジン 高砂薬業（株） 510G00A02185 第3類
高砂ボウイ 高砂薬業（株） 510G00A02186 第2類
高砂モクツウ 高砂薬業（株） 510G00A02187 第2類
高砂ユウタン 高砂薬業（株） 510G00A01530 第3類
高砂ヨクイニン 高砂薬業（株） 510G00A01531 第3類
高砂ヨクイニン末 高砂薬業（株） 510G00A02188 第3類
高砂リュウタン末 高砂薬業（株） 510G00A02189 第3類
「モリ」ケンイセイチョウ薬 高砂薬業（株） 590G00A02317 第3類
強力グリーンキラー乳剤 タカビシ化学（株） 734Z01A00034 第2類
グリーンキラーエース タカビシ化学（株） 734Z00A01787 第2類
GSリフェンダ （株）タカミツ 264P00A00359 第3類
GSリフェンダu （株）タカミツ 264P00A00481 第3類
インドメタシンメトテック0.5％ （株）タカミツ 264P00A00772 第2類
インドメタシンメトテックN温感 （株）タカミツ 264P01A00250 第2類
クールシンパスa （株）タカミツ 264P04A00331 第3類
クールビハーラU （株）タカミツ 264P00A00275 第3類
クールメトテック （株）タカミツ 264P00A00470 第3類
クールメルパスa （株）タカミツ 264P02A00332 第3類
クールリフェンダa （株）タカミツ 264P00A00330 第3類
グッパスID （株）タカミツ 264P00A00384 第2類
グッパスクールU （株）タカミツ 264P00A00274 第3類
グッパスホット （株）タカミツ 264P00A00803 第3類
サイコックパウダースプレー （株）タカミツ 265L02A10003 第2類
シンパスFBテープα （株）タカミツ 264P02A00125 第2類
スキルパス0.5％ID （株）タカミツ 264P02A00774 第2類
スキルパスID温感 （株）タカミツ 264P01A00251 第2類
スキルパスi （株）タカミツ 264P02A00185 第2類
ホットシンパスH （株）タカミツ 264P01A00059 第3類
ホットメトテックN （株）タカミツ 264P00A00057 第3類
ホットメルパスH （株）タカミツ 264P01A00058 第3類
ホットリフェンダH （株）タカミツ 264P01A00060 第3類
マイポ水虫パウダースプレー （株）タカミツ 265L03A10002 第2類
メタシンパス1％ゲル （株）タカミツ 264N00A00442 第2類
メタシンパスL （株）タカミツ 264M01A00490 第2類
メタシンパスs0.5％ （株）タカミツ 264P02A00771 第2類
メルパスID0.5％ （株）タカミツ 264P01A00834 第2類
メルパスIDH温感 （株）タカミツ 264P01A00249 第2類
メルパスフェルビナク （株）タカミツ 264P00A00066 第2類
リフェンダFBテープ （株）タカミツ 264P00A00071 第2類
リフェンダFBテープα （株）タカミツ 264P02A00126 第2類
リフェンダID0.5％ （株）タカミツ 264P00A00776 第2類
リフェンダIDH温感 （株）タカミツ 264P00A00248 第2類
リフェンダゲル （株）タカミツ 264N02A00589 第2類
リフェンダジクロフェナクテープ （株）タカミツ 264P03A00340 第2類
リフェンダフェルビナク （株）タカミツ 264P00A00065 第2類
リフェンダローション （株）タカミツ 264M01A00060 第2類
ペースサントップGX 多木化学（株） 732Z00A00571 第2類
ペースサンニュートラルG 多木化学（株） 732Z70A00623 第2類
ペースサンニュートラルTS 多木化学（株） 739A00A00188 第2類
リーアルラックス10 多木化学（株） 732M00A00519 第2類
リーアルラックス6 多木化学（株） 732M00A00518 第2類
安中散料「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A01326 第2類
胃神我述錠 （株）タキザワ漢方廠 233C00A00698 第3類
茵ちん蒿湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00345 第2類
温清飲「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00181 第2類
黄連解毒湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00282 第2類
黄連湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01616 第2類
乙字湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A00131 第2類

75 / 145 ページ



一般用医薬品コード（経済課コード） 一般財団法人日本医薬情報センター（JAPIC）　2015年9月18日掲載

製品名:和名 製造販売元 経済課コード リスク区分等

葛根湯加川きゅう辛夷「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00355 第2類
葛根湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00499 第2類
加味帰脾湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01069 第2類
加味逍遙散料「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01401 第2類
桔梗湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A01243 第2類
駆風解毒湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00783 第2類
荊芥連翹湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A01181 第2類
桂枝加芍薬湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01088 第2類
桂枝加竜骨牡蛎湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A01124 第2類
桂枝加苓朮附湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A00810 第2類
桂枝湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01089 第2類
桂枝人参湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01270 第2類
桂枝茯苓丸料加よく苡仁「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01619 第2類
桂枝茯苓丸料「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A00566 第2類
五積散「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00764 第2類
牛車腎気丸料「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00527 第2類
呉茱萸湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A01257 第2類
五苓散料「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00923 第2類
柴胡加竜骨牡蛎湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00850 第2類
柴胡桂枝乾姜湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01427 第2類
柴胡桂枝湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00784 第2類
柴胡清肝湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A00808 第2類
柴朴湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A00537 第2類
柴苓湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A00536 第2類
三黄瀉心湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01090 第2類
酸棗仁湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A01123 第2類
七物降下湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A01314 第2類
四物湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A00412 第2類
芍薬甘草湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00442 第2類
小柴胡湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00883 第2類
小青竜湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00845 第2類
消風散「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A01454 第2類
辛夷清肺湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A00134 第2類
神秘湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01269 第2類
十全大補湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A00764 第2類
十味敗毒湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00411 第2類
スララック-A （株）タキザワ漢方廠 235C07A10001 指定第2類
清上防風湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A01182 第2類
疎経活血湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01436 第2類
タキマック （株）タキザワ漢方廠 237B00A00021 第2類
大黄甘草湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00409 第2類
大黄牡丹皮湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01195 第2類
大柴胡湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A00289 第2類
ダブルリンクルX錠 （株）タキザワ漢方廠 317C00A00233 第2類
竹参かぜまる （株）タキザワ漢方廠 118B00A10002 指定第2類
釣藤散「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01036 第2類
猪苓湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00287 第2類
桃核承気湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00537 第2類
当帰四逆加呉茱萸生姜湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A00601 第2類
当帰芍薬散料「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00536 第2類
二朮湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00765 第2類
人参湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G02A00283 第2類
人参養栄湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01147 第2類
排膿散料「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00534 第2類
排膿湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00538 第2類
八味地黄丸料「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01083 第2類
半夏厚朴湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01082 第2類
半夏瀉心湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01108 第2類
半夏白朮天麻湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01361 第2類
麦門冬湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00893 第2類
白虎加人参湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A01256 第2類
茯苓飲「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A00307 第2類
補中益気湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G01A01648 第2類
防已黄耆湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00724 第2類
防風通聖散料「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00766 第2類
麻黄湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01093 第2類
麻杏甘石湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01304 第2類
麻杏よく甘湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01305 第2類
麻子仁丸料「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01092 第2類
よく苡仁湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00179 第2類
抑肝散「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00892 第2類
六君子湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00258 第2類
立効散「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00535 第2類
竜胆瀉肝湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A01091 第2類
苓姜朮甘湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00306 第2類
苓桂朮甘湯「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A00924 第2類
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六味丸料「タキザワ」 （株）タキザワ漢方廠 520G00A10280 第2類
アクテージAN錠 武田薬品工業（株） 312C00A10005 第3類
アクテージSN錠 武田薬品工業（株） 317C01A10312 第3類
アリナミンA 武田薬品工業（株） 317C07A10001 第3類
アリナミンA5 武田薬品工業（株） 317C00A00051 第3類
アリナミンA50 武田薬品工業（株） 317C00A00057 第3類
アリナミンEXゴールド 武田薬品工業（株） 317C00A00544 第3類
アリナミンEXプラス 武田薬品工業（株） 317C05A10003 第3類
クリア 武田薬品工業（株） 235C02A10006 第2類
グレランエース錠 武田薬品工業（株） 114C00A00160 指定第2類
グレラン・ビット 武田薬品工業（株） 114C01A10083 指定第2類
ザッツ 武田薬品工業（株） 237B00A00337 第2類
ザッツ21 武田薬品工業（株） 237C00A00537 第2類
ザッツ錠 武田薬品工業（株） 237C00A10001 第2類
スコルバEX 武田薬品工業（株） 265L00A00882 指定第2類
タケダ漢方胃腸薬A 武田薬品工業（株） 590C01A01076 第2類
タケダ漢方胃腸薬A末〈分包〉 武田薬品工業（株） 590B00A01524 第2類
タケダ漢方胃腸薬K 武田薬品工業（株） 590C00A00406 第2類
タケダ漢方胃腸薬K末 武田薬品工業（株） 590B00A00407 第2類
タケダ漢方便秘薬 武田薬品工業（株） 235C00A01522 第2類
タケダ乗り物酔い止め 武田薬品工業（株） 133C00A10008 第2類
トコロールEゴールド 武田薬品工業（株） 315D00A00116 第3類
ドキシン錠 武田薬品工業（株） 122C00A01797 指定第2類
ハーブイン「タケダ」 武田薬品工業（株） 235C04A10005 第2類
ハイシー1000 武田薬品工業（株） 314B00A00004 第3類
ハイシーBメイト2 武田薬品工業（株） 313C02A10001 第3類
ハイシーEクラス 武田薬品工業（株） 317B00A10001 第3類
ハイシーL 武田薬品工業（株） 314C00A00005 第3類
ハイシープラス 武田薬品工業（株） 314C00A10002 第3類
ハイシーホワイト2 武田薬品工業（株） 319C00A10008 第3類
貼るアクテージL 武田薬品工業（株） 264P02A00738 第2類
貼るアクテージミニ 武田薬品工業（株） 264P02A00737 第2類
パンビタンハイ 武田薬品工業（株） 317C00A00621 指定第2類
ビタミンC「タケダ」 武田薬品工業（株） 314C00A10001 第3類
ビタミンE「タケダ」 武田薬品工業（株） 315D06A00003 第3類
フェリア 武田薬品工業（株） 114B00A00836 指定第2類
フローミンエース 武田薬品工業（株） 317C00A01341 指定第2類
ベンザエースA 武田薬品工業（株） 118C00A00593 指定第2類
ベンザエースA錠 武田薬品工業（株） 118C01A00693 指定第2類
ベンザ調薬A末 武田薬品工業（株） 118B04A10009 第2類
ベンザ調薬J末 武田薬品工業（株） 118B00A00368 第2類
ベンザ鼻炎スプレー 武田薬品工業（株） 132M00A10037 第2類
ベンザ鼻炎薬α〈1日2回タイプ〉 武田薬品工業（株） 132C00A00211 指定第2類
ベンザブロックIP 武田薬品工業（株） 118C00A00408 指定第2類
ベンザブロックIP細粒 武田薬品工業（株） 118B00A00861 指定第2類
ベンザブロックIP錠 武田薬品工業（株） 118C00A00409 指定第2類
ベンザブロックIPプラス 武田薬品工業（株） 118C00A00709 指定第2類
ベンザブロックIPプラス錠 武田薬品工業（株） 118C00A00708 指定第2類
ベンザブロックL 武田薬品工業（株） 118C00A00926 指定第2類
ベンザブロックL錠 武田薬品工業（株） 118C00A00925 指定第2類
ベンザブロックLプラス 武田薬品工業（株） 118C00A00489 指定第2類
ベンザブロックLプラス錠 武田薬品工業（株） 118C00A00488 指定第2類
ベンザブロックS 武田薬品工業（株） 118C00A00044 指定第2類
ベンザブロックS錠 武田薬品工業（株） 118C02A00043 指定第2類
ベンザブロックSプラス 武田薬品工業（株） 118C01A00652 指定第2類
ベンザブロックSプラス錠 武田薬品工業（株） 118C01A00653 指定第2類
ベンザブロックせき止め液 武田薬品工業（株） 222E00A00538 指定第2類
ベンザブロックせき止め液1回量のみ切り
タイプ

武田薬品工業（株） 224E00A00732 指定第2類

ベンザブロックせき止め錠 武田薬品工業（株） 224C00A00277 指定第2類
ベンザブロックトローチ 武田薬品工業（株） 222C00A10007 第2類
ルビーナ 武田薬品工業（株） 590C00A00391 第2類
ルビーナめぐり 武田薬品工業（株） 590C00A00345 第2類
レダマイシン軟膏 武田薬品工業（株） 263N01A04976 第2類
ロックミンゴールド 武田薬品工業（株） 590B00A01683 指定第2類
ロバックHi 武田薬品工業（株） 264N00A00315 指定第2類
ロバックU 武田薬品工業（株） 264N01A00821 第2類
田尻漢宝丸 田尻製薬（有） 590R00A00327 第2類
立花振薬 田尻製薬（有） 590G00A00328 第2類
フキディア 辰巳化学（株） 264N01A00751 第2類
安神湯 （株）建林松鶴堂 590G00A00786 第2類
威徳 （株）建林松鶴堂 396B00A04466 指定第2類
意発 （株）建林松鶴堂 214G04A00786 第2類
意発（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A01377 第2類
雲桂（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00938 第2類
雲胆（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B01A00318 第2類
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栄衛（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A02236 第2類
延寿（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00937 第2類
温惠（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A01141 第2類
回春散 （株）建林松鶴堂 329G00A00786 第3類
回陽（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00184 第2類
鶴寿（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A01318 第2類
花月 （株）建林松鶴堂 112B00A04462 第2類
花月湯 （株）建林松鶴堂 119G03A00786 第2類
葛根湯（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00575 第2類
加味葛根湯 （株）建林松鶴堂 114G13A00786 指定第2類
加味根 （株）建林松鶴堂 114B00A04464 指定第2類
顆粒露恵 （株）建林松鶴堂 520B01A00680 第2類
肝生 （株）建林松鶴堂 391B00A04459 第2類
灌頂 （株）建林松鶴堂 112G01A00786 第2類
奇応（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A01042 第2類
喜効（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A01143 第2類
起生（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00534 第2類
休意（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A02235 第2類
救長（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A02220 第2類
金竜（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B01A01142 第2類
恵賜（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00380 第2類
恵痔（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00558 第2類
慶寿（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A01469 第2類
健効湯 （株）建林松鶴堂 114G04A00786 第2類
健腸（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B01A00681 第2類
下通丸 （株）建林松鶴堂 235R00A01037 第2類
晃勤湯 （株）建林松鶴堂 114G05A00786 第2類
更賜（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A01280 第2類
口紫湯 （株）建林松鶴堂 279G01A00786 第2類
光風（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00551 第2類
光明 （株）建林松鶴堂 114B00A04457 指定第2類
顧痛（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A02244 第2類
四逆散（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A02141 第2類
止血 （株）建林松鶴堂 332G00A00786 第2類
腫経（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00627 第2類
春香 （株）建林松鶴堂 399B00A04458 第2類
松鶴快生（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00848 第2類
松鶴鶴姿（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00199 第2類
松鶴散 （株）建林松鶴堂 237G00A02103 第2類
松鶴照雲 （株）建林松鶴堂 520B00A01196 第2類
松鶴太陽（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00932 第2類
松鶴天与（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B01A00824 第2類
松鶴湯A （株）建林松鶴堂 520G01A00969 第2類
松鶴堂・壮胃（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A02195 第2類
松鶴堂・八味地黄錠 （株）建林松鶴堂 520C00A01179 第2類
松鶴堂六味丸（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B01A01018 第2類
松鶴和悦（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00580 第2類
消毒湯 （株）建林松鶴堂 510G05A00786 第2類
消風散（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A01600 第2類
神心 （株）建林松鶴堂 211G00A00786 第2類
真仙（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A01249 第2類
真澄 （株）建林松鶴堂 399B00A04461 第2類
神扶（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A01167 第2類
心龍 （株）建林松鶴堂 114B00A04469 第2類
深量 （株）建林松鶴堂 399G05A00786 指定第2類
慈雲湯 （株）建林松鶴堂 114G08A00786 第2類
慈惠湯 （株）建林松鶴堂 114G11A00786 第2類
示顕（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00598 第2類
耳痛 （株）建林松鶴堂 132G00A00786 指定第2類
寿徳（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A02027 第2類
壽徳湯 （株）建林松鶴堂 213G00A00786 第2類
壽量（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A02028 第2類
順血湯 （株）建林松鶴堂 214G03A00786 第2類
潤勝散 （株）建林松鶴堂 236G00A00786 第2類
順成（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00735 第2類
順成湯 （株）建林松鶴堂 219G08A00786 第2類
常楽 （株）建林松鶴堂 219B00A04460 第2類
仁壽 （株）建林松鶴堂 114G01A00786 指定第2類
仁寿（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00764 第2類
瑞祥湯 （株）建林松鶴堂 114G10A00786 指定第2類
青雲湯 （株）建林松鶴堂 114G16A00786 第2類
精禍 （株）建林松鶴堂 114G07A00786 第2類
清心（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B01A00560 第2類
清澄（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00268 第2類
清風湯 （株）建林松鶴堂 219G05A00786 指定第2類
制竜（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B01A00559 第2類
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生令（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A01601 第2類
赤龍湯 （株）建林松鶴堂 114G06A00786 第2類
センナダイオウ錠S （株）建林松鶴堂 235C01A00533 指定第2類
荘蓉湯 （株）建林松鶴堂 114G02A00786 第2類
帯子（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A02237 第2類
調寿（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B01A00537 第2類
長壽湯 （株）建林松鶴堂 119G01A00786 第2類
長命丸 （株）建林松鶴堂 213R00A00786 第2類
鎮吐 （株）建林松鶴堂 239B00A04470 第2類
治水湯 （株）建林松鶴堂 219G09A00786 第2類
治咳湯 （株）建林松鶴堂 222G00A00786 指定第2類
治頭瘡一方（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A01194 第2類
天香（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00323 第2類
天祐（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B01A01316 第2類
南陽（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00168 第2類
乳泉 （株）建林松鶴堂 399G00A00786 第2類
如聖 （株）建林松鶴堂 222G02A00786 第2類
脳快（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A01517 第2類
鼻療（顆粒） （株）建林松鶴堂 132B00A01555 第2類
不癢湯 （株）建林松鶴堂 399G04A00786 第2類
扁鵲 （株）建林松鶴堂 399G01A00786 第2類
便疝湯 （株）建林松鶴堂 114G00A00786 第2類
豊温（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B01A00579 第2類
宝生（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00322 第2類
豊心 （株）建林松鶴堂 279G00A00786 第2類
宝樹（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00817 第2類
妙光（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B01A00536 第2類
妙煎 （株）建林松鶴堂 119G00A00786 第2類
妙煎（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B01A00889 第2類
夢覚（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00318 第2類
鳴鶴（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A01142 第2類
命祐（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00355 第2類
涌出（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A01281 第2類
養成煎 （株）建林松鶴堂 233G00A02580 第2類
離雲（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A01297 第2類
理中（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A01317 第2類
流水（エキス顆粒） （株）建林松鶴堂 520B00A00167 第2類
流毒湯 （株）建林松鶴堂 399G08A00786 第2類
凌雲 （株）建林松鶴堂 399G09A00786 指定第2類
凉讃湯 （株）建林松鶴堂 510G01A00786 第2類
伶鳴 （株）建林松鶴堂 132G02A00786 第2類
アスパラドリンクⅢ 田辺三菱製薬（株） 397E00A00224 第2類
アスパラメガ 田辺三菱製薬（株） 312C01A10034 第3類
アスパラ目薬L 田辺三菱製薬（株） 131M00A00126 第2類
アスパラ目薬クールIC 田辺三菱製薬（株） 131M01A10023 第2類
アレギサール鼻炎 田辺三菱製薬（株） 449C00A00691 第1類
オキナゾールL100 田辺三菱製薬（株） 252Q00A00436 第1類
コートf MD 田辺三菱製薬（株） 264N01A00406 指定第2類
新タナベ胃腸薬顆粒 田辺三菱製薬（株） 237B01A00334 第2類
スマートアイプティ 田辺三菱製薬（株） 131M04A10018 第2類
セレキノンS 田辺三菱製薬（株） 239C00A00253 要指導医薬品
タナベ胃腸薬〈調律〉 田辺三菱製薬（株） 233C00A00246 第2類
タナベ胃腸薬〈調律〉顆粒 田辺三菱製薬（株） 237B00A00344 第2類
田辺メンタムS 田辺三菱製薬（株） 261N00A00883 第3類
ナンパオ 田辺三菱製薬（株） 510D70A00035 指定第2類
ナンパオ源気 田辺三菱製薬（株） 397B00A00498 第2類
ナンパオ源気ゴールド 田辺三菱製薬（株） 397E00A00592 第2類
フェミニーナ　腟カンジダ錠 田辺三菱製薬（株） 252Q00A00437 第1類
フルコートf 田辺三菱製薬（株） 264N00E02725 指定第2類
ベナパスA 田辺三菱製薬（株） 264N00A02189 第3類
ワーボンプラス軟膏 田辺三菱製薬（株） 264N00A00114 指定第2類
赤玉胃腸丸 （株）田原兄弟社 233R00B00797 第2類
カゼコールアミンS錠 （株）田原兄弟社 118C00B00019 指定第2類
カプセルかぜスパールS1 （株）田原兄弟社 118D00B00045 指定第2類
スッキリ細粒 （株）田原兄弟社 114B00B00028 指定第2類
頭痛歯痛スッキリ （株）田原兄弟社 114B00B00080 指定第2類
頭痛歯痛マコト散 （株）田原兄弟社 114B00B00078 指定第2類
精若「金粒」 （株）田原兄弟社 211R00D01388 第2類
脳スッキリ （株）田原兄弟社 114B00B00079 指定第2類
キズキュア 玉川衛材（株） 261M00A00384 第2類
タマガワ塩化ベンザルコニウム液A 玉川衛材（株） 732M00A02900 第3類
タマガワ新リバガーゼA 玉川衛材（株） 261Z00A01036 第3類
デシンA 玉川衛材（株） 261M00A00065 第2類
ポビドンうがい薬 玉川衛材（株） 226Z00A00028 第3類
マッキンZ 玉川衛材（株） 261M00A00064 第2類
ハツモールSP無香料 （株）田村治照堂 267M00A00325 第2類
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ハツモール・内服錠 （株）田村治照堂 317C00A01033 第2類
ハツモール・ヘアーグロアーS （株）田村治照堂 267M00A01990 指定第2類
イソビタンD2 田村薬品工業（株） 317E00D00227 第3類
イソビタンV2 田村薬品工業（株） 317E01D00226 第3類
イソビタンW内服液Ⅱ 田村薬品工業（株） 397E00D00012 第2類
イソビタンZ3000 田村薬品工業（株） 317E00D00304 第3類
イソビタンZ3000Ⅱ 田村薬品工業（株） 317E00D00669 第3類
イララック 田村薬品工業（株） 112D00A00758 第2類
エネジオゴールド 田村薬品工業（株） 317E00D00275 第2類
エンテイGX 田村薬品工業（株） 317E00D00274 第2類
エンテイZ3000 田村薬品工業（株） 317E00D00306 第3類
葛根湯エキス顆粒 田村薬品工業（株） 520B00D00989 第2類
強力イソビタン内服液 田村薬品工業（株） 397E00D00788 第3類
グリンマック内服液 田村薬品工業（株） 233E00D00391 第3類
恵快 田村薬品工業（株） 114B00D00416 指定第2類
コイックスEC 田村薬品工業（株） 317B00D00019 第3類
こどもクールスカイ 田村薬品工業（株） 133E00A00096 第2類
こりと痛みにグリーンパスⅡ 田村薬品工業（株） 264P00D00453 第3類
後藤散鼻炎カプセル 田村薬品工業（株） 132D00D10001 第2類
サロミン内服液 田村薬品工業（株） 233E00D00498 第3類
参茸旺壽 田村薬品工業（株） 397E00A00246 第3類
小児用パプトンベビー 田村薬品工業（株） 118E00D10031 第2類
新イソパラα内服液 田村薬品工業（株） 317E00D00021 第3類
新イソビタンDX内服液 田村薬品工業（株） 317E00D00022 第3類
新イソビタンW内服液 田村薬品工業（株） 397E00D00249 第3類
新サロミン 田村薬品工業（株） 237B00D01007 第2類
新ツーシン 田村薬品工業（株） 114B00D00118 指定第2類
新パプトンゴールド 田村薬品工業（株） 118B00D00060 指定第2類
新フクエフ錠 田村薬品工業（株） 224C00D00009 指定第2類
新フクエフ咳止め錠 田村薬品工業（株） 224C01D10033 指定第2類
新プリドミン 田村薬品工業（株） 118C00D10023 指定第2類
新ベナン 田村薬品工業（株） 118C00D10020 指定第2類
新六光U 田村薬品工業（株） 231C00D10017 第2類
ジキロングZ3000 田村薬品工業（株） 317E00D00305 第3類
セパホルンZⅢ 田村薬品工業（株） 397E00A00107 第3類
タフィーナH500錠 田村薬品工業（株） 317C08A10002 第3類
タフボンEX 田村薬品工業（株） 317C00D10011 第3類
タフボンSⅡ 田村薬品工業（株） 397D00D00361 第3類
タフメイトZ3000 田村薬品工業（株） 317E00D00303 第3類
タフメイトゴールド 田村薬品工業（株） 317E00D00691 第2類
ツーシン 田村薬品工業（株） 114B00D01354 指定第2類
ツーシン錠 田村薬品工業（株） 114C00D10584 指定第2類
ハイリキセー 田村薬品工業（株） 397E01A00402 第3類
パプトンG 田村薬品工業（株） 118D03D00069 指定第2類
パプトン鼻炎カプセルM 田村薬品工業（株） 132D00D10017 第2類
ビタローヤルⅡ 田村薬品工業（株） 315D00D00019 第3類
プリドミンG 田村薬品工業（株） 118D03D00071 指定第2類
プリドミン葛根湯内服液 田村薬品工業（株） 520E00D00297 第2類
プリドミンカプセル 田村薬品工業（株） 118D00D00027 指定第2類
プリドミン錠 田村薬品工業（株） 118C00D10021 指定第2類
マイスット 田村薬品工業（株） 235C00D00123 指定第2類
マイベリンU 田村薬品工業（株） 231C00D10016 第2類
薬草健胃薬 田村薬品工業（株） 233E00D00488 第3類
薬草便秘薬 田村薬品工業（株） 235C00D00122 指定第2類
ラフェルサBB 田村薬品工業（株） 317E00A10017 第3類
リキゴールA 田村薬品工業（株） 317E00D03629 第3類
リキゴールA＆A 田村薬品工業（株） 397E00D00264 第3類
リキゴール内服液Ⅱ 田村薬品工業（株） 397E03D01001 第2類
リキセーG 田村薬品工業（株） 317E00D00690 第2類
リキセーナウ 田村薬品工業（株） 112D00A00067 第2類
りき精 田村薬品工業（株） 397E00D00084 第3類
力精50 田村薬品工業（株） 397E00D00086 第3類
力精S 田村薬品工業（株） 397E00D01051 第3類
力精V 田村薬品工業（株） 397E00A00401 第3類
力明安中散顆粒 田村薬品工業（株） 520B00D02256 第2類
リキロングゴールド 田村薬品工業（株） 317E00D00692 第2類
リラクモア 田村薬品工業（株） 112D00A00405 第2類
ルルかぜ内服液 田村薬品工業（株） 520E00A00569 第2類
ルル内服液〈麻黄湯〉 田村薬品工業（株） 520E00A00111 第2類
六光丸 田村薬品工業（株） 233R00D10069 第3類
イクセル軟膏 端壮薬品工業（株） 265N00D00562 第2類
おにみみ 端壮薬品工業（株） 118B00D01675 指定第2類
カイモン 端壮薬品工業（株） 329B00D01389 第3類
キヨサラリン 端壮薬品工業（株） 114B00D00045 指定第2類
金粒歳薬丸 端壮薬品工業（株） 329R01A00971 第2類
金粒三爽心 端壮薬品工業（株） 211R00D01035 第2類
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新ラース錠 端壮薬品工業（株） 114C00D00101 指定第2類
清王丸 端壮薬品工業（株） 233R00D01767 第3類
清王ツージ丸 端壮薬品工業（株） 235R00D00513 指定第2類
タンソシートンA 端壮薬品工業（株） 114B00D00009 指定第2類
テミスロン軟膏 端壮薬品工業（株） 264N00A00906 指定第2類
熱神丸 端壮薬品工業（株） 118R00D00113 指定第2類
ネツカルトンV 端壮薬品工業（株） 118C00D01238 指定第2類
パンチホット 端壮薬品工業（株） 264N00D00744 第3類
マルコサラリン 端壮薬品工業（株） 114B00D00008 指定第2類
薬研解蒙丸 端壮薬品工業（株） 233R00D01766 第3類
薬研ツージ丸 端壮薬品工業（株） 235R00D00472 指定第2類
アスターG軟膏 丹平製薬（株） 265N00A00148 第2類
アスター軟膏 丹平製薬（株） 265N00A00315 第2類
健のう丸 丹平製薬（株） 235R00A02061 指定第2類
コウナキッズ 丹平製薬（株） 279M00A00542 第3類
コンジスイQ 丹平製薬（株） 279N00A00680 第2類
コンジスイとんぷく 丹平製薬（株） 114B00A00063 指定第2類
歯痛剤新今治水 丹平製薬（株） 279M00A00798 第2類
チビシーモ 丹平製薬（株） 264N03A10005 第2類
NEWエージーアイズ 第一三共ヘルスケア（株） 131M00A00592 第2類
NEWエージーアイズクール 第一三共ヘルスケア（株） 131M00A00595 第2類
NEWエージーアイズモイストC 第一三共ヘルスケア（株） 131M00A00598 第2類
アスラック 第一三共ヘルスケア（株） 311D00A10040 第3類
アレルギールクリーム 第一三共ヘルスケア（株） 269N00A00248 指定第2類
アレルギール錠 第一三共ヘルスケア（株） 441C00A00195 第2類
エージーアイズアレルカットC 第一三共ヘルスケア（株） 131M00A00448 第2類
エージーアイズアレルカットM 第一三共ヘルスケア（株） 131M01A00449 第2類
エージーアイズアレルカットS 第一三共ヘルスケア（株） 131M00A00447 第2類
エージーノーズ 第一三共ヘルスケア（株） 132L00A00283 第2類
エージーノーズアレルカットC 第一三共ヘルスケア（株） 132L00A00437 第2類
エージーノーズアレルカットM 第一三共ヘルスケア（株） 132L00A00346 第2類
エージーノーズアレルカットS 第一三共ヘルスケア（株） 132L00A00435 第2類
エージーノーズクール 第一三共ヘルスケア（株） 132Z00A00576 第2類
ガスター10 第一三共ヘルスケア（株） 234C00A00292 第1類
ガスター10 S錠 第一三共ヘルスケア（株） 232C00A00853 第1類
ガスター10〈散〉 第一三共ヘルスケア（株） 234B00A00296 第1類
ガスター10 内服液 第一三共ヘルスケア（株） 232E00A10218 第1類
クロマイ-N軟膏 第一三共ヘルスケア（株） 263N00A04872 第2類
クロマイ-P軟膏AS 第一三共ヘルスケア（株） 263N00A00264 指定第2類
クロロマイセチン軟膏2％A 第一三共ヘルスケア（株） 263N00A00247 第2類
サノーラA軟膏 第一三共ヘルスケア（株） 255N01A10032 指定第2類
サリドンA 第一三共ヘルスケア（株） 114C00A00990 指定第2類
サリドンエース 第一三共ヘルスケア（株） 114C00A00030 指定第2類
サリドン顆粒 第一三共ヘルスケア（株） 114B01A10026 指定第2類
サリドンWi 第一三共ヘルスケア（株） 114C00A00084 指定第2類
三共胃腸薬「漢方」 第一三共ヘルスケア（株） 237F00A00199 第2類
新フジサワ胃腸薬クール 第一三共ヘルスケア（株） 237B00A00823 第2類
新マミオス胃腸薬 第一三共ヘルスケア（株） 237B00D00822 第2類
新ルルAゴールド 第一三共ヘルスケア（株） 118C00A00527 指定第2類
新ルルAゴールドDX 第一三共ヘルスケア（株） 118C00A00658 指定第2類
新ルルAゴールドDX細粒 第一三共ヘルスケア（株） 118B00A00645 指定第2類
新ルルAゴールドs 第一三共ヘルスケア（株） 118C00A00578 指定第2類
新ルル-A錠 第一三共ヘルスケア（株） 118C00A10313 指定第2類
新ルル-K細粒 第一三共ヘルスケア（株） 118B00A00291 指定第2類
新ルル-K錠 第一三共ヘルスケア（株） 118C00A00290 指定第2類
新ルルエース 第一三共ヘルスケア（株） 118C01A00014 第2類
新ルルエースのどスプレー 第一三共ヘルスケア（株） 279M00A00177 第3類
新ルル点鼻薬 第一三共ヘルスケア（株） 118M00A00090 第2類
爽AL点鼻薬 第一三共ヘルスケア（株） 449Z00A10026 第2類
第一三共胃腸薬〔細粒〕 第一三共ヘルスケア（株） 237B01A00547 第2類
第一三共胃腸薬〔細粒〕a 第一三共ヘルスケア（株） 237B00A00503 第2類
第一三共胃腸薬〔錠剤〕 第一三共ヘルスケア（株） 237C00A00567 第2類
第一三共胃腸薬プラス細粒 第一三共ヘルスケア（株） 237B02A00764 第2類
第一三共胃腸薬プラス錠剤 第一三共ヘルスケア（株） 237C00A00746 第2類
トランシーノⅡ 第一三共ヘルスケア（株） 319C00A00577 第1類
ナザールブロック 第一三共ヘルスケア（株） 132L00A00285 第2類
ノアールアレジークールSH 第一三共ヘルスケア（株） 131M00A00599 第2類
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） 264P02A00786 第2類
パテックス　フェルビナスターV 第一三共ヘルスケア（株） 264P04A00697 第2類
パテックス　フェルビナスターVL 第一三共ヘルスケア（株） 264P03A00698 第2類
ヒヤクαE 第一三共ヘルスケア（株） 329D00A00042 第3類
ヒヤクゴールド 第一三共ヘルスケア（株） 329D00A10202 第3類
ビトン-ハイECB2 第一三共ヘルスケア（株） 317C00A00102 第3類
ピロエースWパウダースプレー 第一三共ヘルスケア（株） 265L00A00694 第2類
ピロエースZ液 第一三共ヘルスケア（株） 265M00A00559 指定第2類
ピロエースZクリーム 第一三共ヘルスケア（株） 265N00A00560 指定第2類
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ピロエースZジェットスプレー 第一三共ヘルスケア（株） 265L02A00010 指定第2類
ピロエースZ軟膏 第一三共ヘルスケア（株） 265N01A00585 指定第2類
ブロコデせき止め液 第一三共ヘルスケア（株） 224E04A00014 指定第2類
プレコール持続性カプセル 第一三共ヘルスケア（株） 118D00A00707 指定第2類
プレコール持続性ファミリー錠 第一三共ヘルスケア（株） 118C00A10246 指定第2類
プレコールのどスプレー 第一三共ヘルスケア（株） 226H01A00662 第3類
マキロンs 第一三共ヘルスケア（株） 261M00A00605 第3類
マキロンsかゆみどめ液 第一三共ヘルスケア（株） 264M00A00785 指定第2類
リゲインEB錠Ⅱ 第一三共ヘルスケア（株） 317C00A10040 第3類
ルルアタックFX 第一三共ヘルスケア（株） 118C00A00226 指定第2類
ルルアタックNX 第一三共ヘルスケア（株） 118C00A00655 指定第2類
ロキソニンS 第一三共ヘルスケア（株） 114C01A00095 第1類
ロキソニンSプラス 第一三共ヘルスケア（株） 114C03A00010 第1類
オゾマイフォン電話消毒薬P白 第一商事（株） 732C00A00932 第2類
電話消毒薬フレッシュホン 第一商事（株） 732C00A00259 第2類
アイルビーナS 第一薬品工業（株） 131M00D00074 第3類
赤玉小粒はら薬 第一薬品工業（株） 231R00D01446 第2類
アスコル2000 第一薬品工業（株） 314B00A10076 第3類
アリナゴールA100 第一薬品工業（株） 312C00D00002 第3類
アレジンAZ錠 第一薬品工業（株） 441C00D00034 第2類
イタミスカット 第一薬品工業（株） 114C01D00004 指定第2類
永春丸 第一薬品工業（株） 211R00D01093 第2類
永春牛黄参 第一薬品工業（株） 329D00D00245 第3類
カイゲンLTカプセル 第一薬品工業（株） 118D00A00519 指定第2類
改源葛根湯エキス顆粒 第一薬品工業（株） 520B01A00762 第2類
カイゲン感冒カプセルDX 第一薬品工業（株） 118D00A00518 指定第2類
カイゲン感冒カプセルα 第一薬品工業（株） 118D00A10008 指定第2類
カイゲン感冒カプセル「プラス」 第一薬品工業（株） 118D00A10009 指定第2類
カイゲンゴールドカプセル 第一薬品工業（株） 118D00A10032 指定第2類
カイゲン生薬胃腸薬 第一薬品工業（株） 237B00A00796 第3類
カゼコーラクGOカプセル 第一薬品工業（株） 118D01D00019 指定第2類
カゼゴールドIB 第一薬品工業（株） 118D00A00664 指定第2類
カゼゴールドK顆粒 第一薬品工業（株） 118B01D10014 指定第2類
カゼゴールドSK顆粒 第一薬品工業（株） 118B02D00132 指定第2類
カゼゴールドエース 第一薬品工業（株） 118D02D10029 指定第2類
カゼゴールドカプセルGO 第一薬品工業（株） 118D04D00016 指定第2類
カゼゴールドソフト 第一薬品工業（株） 118D03D00010 指定第2類
カゼックゴールド 第一薬品工業（株） 118D01D00047 指定第2類
かぜトップS 第一薬品工業（株） 118D01B00067 指定第2類
かぜねつショーキカプセルA 第一薬品工業（株） 118D00D10037 指定第2類
かぜピタリンカプセルA 第一薬品工業（株） 118D00D10021 指定第2類
かぜユーシン 第一薬品工業（株） 118B00D00054 指定第2類
葛根湯エキス顆粒D 第一薬品工業（株） 520B00D00760 第2類
葛根湯エキス顆粒DS 第一薬品工業（株） 520B00A00761 第2類
クイックロコ錠 第一薬品工業（株） 114C01A10019 指定第2類
コデリン 第一薬品工業（株） 224B00D10023 指定第2類
サワヤカゲン 第一薬品工業（株） 114B00D00034 指定第2類
新カゼゴールドK顆粒 第一薬品工業（株） 118B00D00225 指定第2類
新カゼゼン 第一薬品工業（株） 118D03D00021 指定第2類
新グリーン胃腸薬DX 第一薬品工業（株） 237B00D00043 第2類
新ゴールドゼンK 第一薬品工業（株） 118B00D00223 指定第2類
新サワヤカゲン錠 第一薬品工業（株） 114C00D10004 指定第2類
新せき第一錠 第一薬品工業（株） 224C00D10045 指定第2類
新中部せきどめ錠 第一薬品工業（株） 224C00D10046 指定第2類
頭痛歯痛ケロン 第一薬品工業（株） 114B00D00467 指定第2類
清痛顆粒 第一薬品工業（株） 114B00D00031 指定第2類
清痛錠 第一薬品工業（株） 114C00D10038 指定第2類
セキオール 第一薬品工業（株） 224B00D00011 第2類
立山胃腸薬A 第一薬品工業（株） 237B00D00310 第3類
第一葛根湯エキス顆粒M 第一薬品工業（株） 520B00D00305 第2類
第一ゴールド目薬 第一薬品工業（株） 131M00D01061 第2類
チョコラBBこどもシロップ 第一薬品工業（株） 313E00A00088 第3類
チョコラBBドリンクⅡ 第一薬品工業（株） 313E00A10099 第3類
チョコラBBドリンクビット 第一薬品工業（株） 313E00A10009 第3類
ニューせき第一 第一薬品工業（株） 224B00D10022 指定第2類
ノーハワン 第一薬品工業（株） 114B00D10022 指定第2類
ハイカイゲンかぜカプセル 第一薬品工業（株） 118D00A10034 指定第2類
ハイゼンG 第一薬品工業（株） 118D00D10035 指定第2類
ハダビタンDX 第一薬品工業（株） 313C02D10020 第3類
八味丸 第一薬品工業（株） 520R00D03772 第2類
ビタレックスジンジャー 第一薬品工業（株） 317E00D00014 第3類
プロノーシソフトA 第一薬品工業（株） 114C00D00005 指定第2類
ヘルスダイヤEU 第一薬品工業（株） 315D00D10055 第3類
ベナエス鼻炎カプセルP 第一薬品工業（株） 132D00D10060 第2類
本方虔修六神丸 第一薬品工業（株） 211R00D02451 第2類
熊膽圓 第一薬品工業（株） 237R00D01855 第3類
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レバウルソ 第一薬品工業（株） 317C00A00384 第3類
レバビタン 第一薬品工業（株） 317C00D00609 第3類
ロコアップス錠 第一薬品工業（株） 114C02A10018 指定第2類
ワン 第一薬品工業（株） 118C01D00074 指定第2類
アメジストクレンジングコットンA 大衛（株） 799Z00A00552 第3類
エフゲン 大源製薬（株） 265M00A01033 第2類
ウワウルシダイコー 大晃生薬（有） 510G00A00238 第2類
オウバク末　ダイコー 大晃生薬（有） 510G00A03003 第3類
オウレンダイコー 大晃生薬（有） 510G01A00239 第2類
オウレン末ダイコー 大晃生薬（有） 510G00A03004 第2類
カゴソウダイコー 大晃生薬（有） 510G00A03005 第3類
カシュウ　ダイコーY 大晃生薬（有） 510G00A00631 第2類
カッセキ　ダイコーY 大晃生薬（有） 510G00A00633 第2類
カンゾウダイコー 大晃生薬（有） 510G00A00240 第2類
カンゾウ末ダイコー 大晃生薬（有） 510G00A03006 第2類
キササゲダイコー 大晃生薬（有） 510G00A00241 第2類
桂枝茯苓丸ダイコー 大晃生薬（有） 520R00A00051 第2類
ケイヒ末ダイコー 大晃生薬（有） 510G00A03007 第3類
ケツメイシダイコー 大晃生薬（有） 510G00A00242 第3類
ゲンノショウコダイコー 大晃生薬（有） 510G00A00243 第3類
ゲンノショウコ末ダイコー 大晃生薬（有） 510G00A03008 第3類
コウカダイコー 大晃生薬（有） 510G00A00244 第3類
コウジンダイコー 大晃生薬（有） 510G00A03009 第3類
ゴボウシ　ダイコーY 大晃生薬（有） 510G00A00632 第2類
サフラン　ダイコー 大晃生薬（有） 510G00A00245 第3類
サンキライダイコー 大晃生薬（有） 510G00A03010 第3類
紫雲膏ダイコー 大晃生薬（有） 520N00A01368 第2類
シャゼンソウダイコー 大晃生薬（有） 510G00A00246 第3類
シンイ　ダイコーY 大晃生薬（有） 510G00A00634 第2類
ジュウヤクダイコー 大晃生薬（有） 510G00A00247 第3類
センナダイコー 大晃生薬（有） 510G00A00248 指定第2類
センナ末ダイコー 大晃生薬（有） 510G00A00249 指定第2類
センブリ・エンメイ丸　ダイコー 大晃生薬（有） 590R00A00382 第3類
センブリダイコー 大晃生薬（有） 510G00A00250 第3類
センブリ末ダイコー 大晃生薬（有） 510G00A00251 第3類
ソウハクヒダイコー 大晃生薬（有） 510G00A03012 第3類
ダイオウ末ダイコー 大晃生薬（有） 510G00A03013 第2類
中黄膏ダイコー 大晃生薬（有） 520N00A00157 第2類
チョウトウコウ　ダイコーY 大晃生薬（有） 510G00A00635 第2類
テンマ　ダイコーY 大晃生薬（有） 510G00A00636 第2類
ニンジンダイコー 大晃生薬（有） 510G00A00252 第3類
ニンジン末ダイコー 大晃生薬（有） 510G06A00786 第3類
八味丸ダイコー 大晃生薬（有） 520R00A00942 第2類
ボウイダイコー 大晃生薬（有） 510G00A00253 第2類
モクツウダイコー 大晃生薬（有） 510G00A03014 第2類
ヨクイニンダイコー 大晃生薬（有） 510G00A00254 第3類
ヨクイニン末ダイコー 大晃生薬（有） 510G00A00255 第3類
大師陀羅尼錠 （有）大師陀羅尼製薬 237C57A10044 第2類
大師陀羅尼助 （有）大師陀羅尼製薬 233C57A10044 第3類
アコゲンW 大昭製薬（株） 319E00A00532 第2類
アセモスチール 大昭製薬（株） 264N00A00158 第3類
アセモセーフ 大昭製薬（株） 264N00A01606 第3類
アルマ浣腸30 大昭製薬（株） 235M00D00809 第2類
アロピラリンS 大昭製薬（株） 114C01A00022 指定第2類
一風飲トローチK「コタロー」 大昭製薬（株） 279C00A00747 第3類
エフストリン 大昭製薬（株） 224C00A10024 指定第2類
エフストリン液 大昭製薬（株） 224E00A00030 指定第2類
エフストリン顆粒K 大昭製薬（株） 224B00D00004 指定第2類
エフストリン去たん錠 大昭製薬（株） 223C00A00540 第2類
エフストリンせきどめ液 大昭製薬（株） 224E02A00010 指定第2類
エフストリンせきどめ液10 大昭製薬（株） 224E01A00082 指定第2類
エフストリントローチ 大昭製薬（株） 222C00A00014 第2類
オットコールPα 大昭製薬（株） 397D00A00310 第2類
オットコール内服液 大昭製薬（株） 319E00A00828 第2類
カイゲン咳止錠 大昭製薬（株） 224C01A10001 指定第2類
カプタックスせき止め液 大昭製薬（株） 224E02A10017 指定第2類
カローミン 大昭製薬（株） 112C01A00408 指定第2類
学童用ポード内服液 大昭製薬（株） 133E00A00021 第2類
キョービタ・C顆粒 大昭製薬（株） 314B00D00037 第3類
去痰CB錠 大昭製薬（株） 223C00A00537 第2類
グロスキュー 大昭製薬（株） 319E00A01083 第2類
グロスキューCa錠 大昭製薬（株） 321C00A00996 第2類
グロスキュー胃腸薬 大昭製薬（株） 237C00A00440 第2類
ゲート下痢止めチュアブル 大昭製薬（株） 231C00A00237 指定第2類
コデステシン錠 大昭製薬（株） 224C00A10018 指定第2類
コデステシントローチ 大昭製薬（株） 222C00A00017 第2類
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コフハイドリン錠 大昭製薬（株） 224C02A10018 指定第2類
コルゲンコーワせき止め液 大昭製薬（株） 224E00A10007 指定第2類
コルゲンコーワ内服液 大昭製薬（株） 319E00A00300 第3類
コルゲンコーワ鼻炎持続カプセル 大昭製薬（株） 132D00A10208 指定第2類
小児エフストリンシロップ 大昭製薬（株） 224E00A00038 指定第2類
小児用一風飲「コタロー」 大昭製薬（株） 118E00A00044 指定第2類
小児用ハイセーフーS 大昭製薬（株） 118E01A00032 指定第2類
新エフストリン液 大昭製薬（株） 224E01A00002 指定第2類
新コデステシン液 大昭製薬（株） 224E01A00039 指定第2類
新ハイセーフーW 大昭製薬（株） 329E00A00093 第3類
新ビタックス 大昭製薬（株） 319E00A01629 第3類
チルデントこども用かぜシロップ 大昭製薬（株） 118D00A10014 指定第2類
チルデントこども用せき止めシロップ 大昭製薬（株） 224E01A10005 指定第2類
チルデントこども用鼻炎シロップ 大昭製薬（株） 132E03A10005 指定第2類
ツムラ胃腸内服液 大昭製薬（株） 233E02A10002 第3類
ドニーK顆粒 大昭製薬（株） 118B02A10009 指定第2類
ドニーせき止めP 大昭製薬（株） 224C01A10011 指定第2類
ハイセーフーIB 大昭製薬（株） 118D00A00203 指定第2類
ハイセーフーS顆粒 大昭製薬（株） 118B00A00108 指定第2類
ハイヤスミンA 大昭製薬（株） 112C00A00428 指定第2類
ビクタスGO 大昭製薬（株） 319E00A01628 第3類
ビスティーEX 大昭製薬（株） 118D00A00202 指定第2類
ビスティーSC 大昭製薬（株） 118D03A10001 第2類
ビスティーこども用かぜシロップ 大昭製薬（株） 118D05A10001 指定第2類
ビスティーせき止め液 大昭製薬（株） 224E06A10005 指定第2類
ビスティーせき止め顆粒 大昭製薬（株） 224B00A10008 指定第2類
ビスティー鼻炎カプセルL 大昭製薬（株） 132D00A00129 指定第2類
ビタックスGO 大昭製薬（株） 319E00A01626 第3類
ビタラル 大昭製薬（株） 397D00A00311 第2類
ヘルビックS顆粒 大昭製薬（株） 118B00A03787 指定第2類
ヘルビックS顆粒・ゴールド 大昭製薬（株） 118B00A00543 指定第2類
ホルメニン内服液 大昭製薬（株） 319E00A00142 第3類
ポード 大昭製薬（株） 133E00A01328 第2類
ワンテンPα 大昭製薬（株） 397D00A00331 第2類
イイラック漢方胃腸薬細粒 ダイト（株） 590B00A01113 第2類
イスキット ダイト（株） 234B00D10019 第2類
胃腸薬エースプラス ダイト（株） 234B00D00242 第2類
エミリーEV ダイト（株） 114C00A00303 指定第2類
カゼン21「顆粒」 ダイト（株） 118B04A10014 指定第2類
グリッペルS感冒薬 ダイト（株） 118D00A10059 指定第2類
サラリ「顆粒」 ダイト（株） 118B00D10041 指定第2類
シオノギ胃腸薬K 細粒 ダイト（株） 234B00A00110 第2類
シオノギ総合かぜ薬IB錠 ダイト（株） 118C00A00260 指定第2類
新黒丸 ダイト（株） 234R00A00565 第3類
ストマオフ糖衣錠 ダイト（株） 124C00A01617 第2類
セキエース ダイト（株） 224B00D00054 第2類
セキカット ダイト（株） 224B00D00051 第2類
トランシーノ ダイト（株） 319C00A00047 第1類
パイロンMX ダイト（株） 118D01A10015 指定第2類
パンテEX ダイト（株） 317C01A10007 第3類
鼻炎カット ダイト（株） 132B00D00040 第2類
フェミールEC顆粒 ダイト（株） 317B01A10012 第3類
フルタイムEC ダイト（株） 317B00D00119 第3類
プロピン「顆粒」 ダイト（株） 118B00A10042 指定第2類
ペラックかぜ薬 ダイト（株） 118B00A00669 指定第2類
ペラック総合かぜ薬細粒 ダイト（株） 118B03A10013 指定第2類
ムヒのこども解熱鎮痛顆粒 ダイト（株） 114B00A10016 第2類
リーザL ダイト（株） 114C01D00026 指定第2類
ガラナポーン 大東製薬工業（株） 115C00A00182 要指導医薬品
グローミン 大東製薬工業（株） 246N00A00908 第1類
トノス 大東製薬工業（株） 246N00A00293 第1類
バストミン 大東製薬工業（株） 248N00A00909 指定第2類
ヒメロス 大東製薬工業（株） 248N00A05201 指定第2類
ヘヤーグロン 大東製薬工業（株） 246N00A05705 第1類
アカシカローヤル 大同薬品工業（株） 397E01A00509 第3類
いんようはーぶドリンク 大同薬品工業（株） 397E00A01065 第2類
カンポンコール感冒内服液葛根湯 大同薬品工業（株） 520E00A00814 第2類
キャッチアップ 大同薬品工業（株） 397E00A00241 第3類
クロンミンエース 大同薬品工業（株） 317E00A01642 第2類
クロンミンゴールドG 大同薬品工業（株） 317E00A01133 第2類
クロンミン内服液 大同薬品工業（株） 397E00A01644 第3類
クロンミンバーモントキング 大同薬品工業（株） 317E01A00529 第2類
クロンミンローヤル 大同薬品工業（株） 397E00A01643 第3類
クロンミン鹿黄液 大同薬品工業（株） 317E00A01028 第2類
サモグロンゴールド 大同薬品工業（株） 317E00A01641 第3類
サンクロンミンVゴールド 大同薬品工業（株） 317E01A00419 第2類
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新クロンミン内服液30 大同薬品工業（株） 317E00A00593 第2類
新クロンミンローヤル 大同薬品工業（株） 317E00A01026 第2類
ダダンⅡ 大同薬品工業（株） 397E00A00722 第2類
ツムラ漢方葛根湯液2 大同薬品工業（株） 397E00A00289 第2類
ツムラ漢方内服液葛根湯 大同薬品工業（株） 520E00A00815 第2類
ハイクロンミン-DⅡ 大同薬品工業（株） 397E02A00684 第3類
ハイクロンミン-DX 大同薬品工業（株） 397E01A00685 第3類
ハイ-クロンミンローヤルG 大同薬品工業（株） 317E00A00418 第2類
ピップ内服液 大同薬品工業（株） 312E00A10042 第3類
ピップ内服液50 大同薬品工業（株） 312E01A00038 第3類
フジコールシロップ小児用N 大同薬品工業（株） 118E02A10019 第2類
宝黄じんキング30 大同薬品工業（株） 317E00A00597 第2類
ポコロコスーパー 大同薬品工業（株） 397E00A00608 第3類
マスチゲン-S内服液 大同薬品工業（株） 397E00A00058 第2類
マスチゲンゴールドS 大同薬品工業（株） 397E00A00094 第3類
マスチゲンローヤル 大同薬品工業（株） 397E00A00949 第3類
ローヤルクロンミンドリンクⅡ 大同薬品工業（株） 397E00A10067 第3類
ローヤルパランドリンクⅡ 大同薬品工業（株） 397E00A10068 第3類
ローヤルビタグン-D 大同薬品工業（株） 317E00A01645 第3類
胃腸薬チェロ 大日本除虫菊（株） 232B00A00672 第2類
胃腸薬ラスカ 大日本除虫菊（株） 232B00A00674 第2類
金鳥DDVP乳剤 大日本除虫菊（株） 734Z00A07707 第2類
金鳥PS油剤 大日本除虫菊（株） 734Z00A00646 第2類
金鳥PV油剤 大日本除虫菊（株） 734Z00A02510 第2類
金鳥SNP乳剤A 大日本除虫菊（株） 734Z02A00098 第2類
金鳥SV乳剤A 大日本除虫菊（株） 734Z00A00912 第2類
金鳥SV乳剤LSA 大日本除虫菊（株） 734Z01A00469 第2類
金鳥SV油剤 大日本除虫菊（株） 734Z00A00385 第2類
金鳥ULV乳剤E 大日本除虫菊（株） 734Z00A01056 第2類
金鳥ULV乳剤S 大日本除虫菊（株） 734Z00A01057 第2類
金鳥V三油剤 大日本除虫菊（株） 734Z00A00481 第2類
金鳥ゴキブリ用スミチオンMC 大日本除虫菊（株） 734Z00A00040 第2類
キンチョウジェットD煙タイプ(販売名:キ
ンチョウジェットD)

大日本除虫菊（株） 734Z00A00839 第2類

キンチョウジェットF煙タイプ(販売名:キ
ンチョウジェットF)

大日本除虫菊（株） 734Z00A10061 第2類

キンチョウジェット霧タイプF 大日本除虫菊（株） 734L00A00152 第2類
金鳥スミチオン乳剤 大日本除虫菊（株） 734Z00A01754 第2類
金鳥スミチオン乳剤LS 大日本除虫菊（株） 734Z00A00350 第2類
金鳥スミチオン油剤 大日本除虫菊（株） 734Z00A00480 第2類
金鳥スミラブ粒剤 大日本除虫菊（株） 734Z00A00128 第2類
金鳥ダイアジノンNP乳剤A 大日本除虫菊（株） 734Z01A00871 第2類
金鳥ダイアジノン乳剤 大日本除虫菊（株） 734Z00A09475 第2類
新プロストマック 大日本除虫菊（株） 232B00A00675 第2類
スミスリンLシャンプータイプ 大日本除虫菊（株） 734M00A00243 第2類
スミスリンパウダー 大日本除虫菊（株） 734Z00A00175 第2類
大光丸 大佛堂製薬（株） 233R00D01183 第2類
力臓心 大佛堂製薬（株） 211R00B02133 第2類
六神丸 大佛堂製薬（株） 211R00B02132 第2類
愛腸丸A （株）大毎代理部薬品部 233R00D01633 第3類
救命丸 （株）大毎代理部薬品部 211R00D02279 第2類
金粒鐵心 （株）大毎代理部薬品部 211R00D01387 第2類
金粒毎心 （株）大毎代理部薬品部 211R00D01403 第2類
黒粒胃腸丸 （株）大毎代理部薬品部 233R00D00500 第3類
小粒大日丸 （株）大毎代理部薬品部 237R00D01501 第2類
新セキトンA （株）大毎代理部薬品部 224B00D00601 指定第2類
新ネツナインS （株）大毎代理部薬品部 118C00D00038 指定第2類
大日胃腸丸 （株）大毎代理部薬品部 233R00D02406 第3類
大毎胃散 （株）大毎代理部薬品部 237B00D03944 第2類
大毎ケロン散 （株）大毎代理部薬品部 114B00D00011 指定第2類
ダイマイノーセイ （株）大毎代理部薬品部 114B02D00012 指定第2類
大毎ピタリン （株）大毎代理部薬品部 114B00D00093 指定第2類
仁王丸 （株）大毎代理部薬品部 233R00D00501 第3類
本家赤玉胃腸丸 （株）大毎代理部薬品部 233R00B00433 第3類
六神丸 （株）大毎代理部薬品部 211R00D02142 第2類
AZプラスCPCのどスプレー ダイヤ製薬（株） 279M00A00427 第3類
アズシュートAZのどスプレー(販売名:ア
ズシュート)

ダイヤ製薬（株） 279M00A00272 第3類

アズショット ダイヤ製薬（株） 279M00A00271 第3類
アズプッシュ ダイヤ製薬（株） 279M00A00696 第3類
アズリースロート ダイヤ製薬（株） 279M00A00698 第3類
キズウォッシュ ダイヤ製薬（株） 261M00A00976 第2類
キズシュッシュ ダイヤ製薬（株） 261M01A00364 第2類
キズショット ダイヤ製薬（株） 261M00A00362 第2類
クリアスロートうがい薬AZ ダイヤ製薬（株） 226M00A00637 第3類
コランデス ダイヤ製薬（株） 264P00D04857 第3類
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コランデスFBパップ ダイヤ製薬（株） 264P01A00721 第2類
コランデスアルファゲル ダイヤ製薬（株） 264N01A00574 第2類
コランデスローションα ダイヤ製薬（株） 264M00A00448 第2類
タナール　AIクリーム ダイヤ製薬（株） 264N01A00692 第2類
タナール　AI乳液 ダイヤ製薬（株） 264M02A10022 第2類
ダイヤナチュラルホット ダイヤ製薬（株） 264P01D00727 第3類
ディアポピー ダイヤ製薬（株） 279M00A00025 第3類
ニューダイヤナチュラルハップ ダイヤ製薬（株） 264P00D00920 第3類
バイキルリキッド ダイヤ製薬（株） 261M00A00975 第2類
パープルショット ダイヤ製薬（株） 279M00A00115 第3類
パープルショットC ダイヤ製薬（株） 279M00A00720 第3類
パープルショットW ダイヤ製薬（株） 279M01A00426 第3類
パープルショットうがい薬 ダイヤ製薬（株） 226M00A10140 第3類
パープルショットうがい薬F ダイヤ製薬（株） 226M00A10139 第3類
ポピショット ダイヤ製薬（株） 279M00A00024 第3類
ポピショットα ダイヤ製薬（株） 279M00A00627 第3類
ポピスロート(販売名:ポピスロートのど
スプレー)

ダイヤ製薬（株） 279M00A00155 第3類

ポピッシュ(販売名:ポピッシュのどスプ
レー)

ダイヤ製薬（株） 279M00A00392 第3類

三ツ星ダイヤ浣腸30 ダイヤ製薬（株） 235M00A00158 第2類
三ツ星ダイヤテート軟膏(販売名:三ツ星
ダイヤテート)

ダイヤ製薬（株） 265N00A01617 第2類

三ツ星ダイヤ軟膏 ダイヤ製薬（株） 265N00A01508 第2類
ムンハップ ダイヤ製薬（株） 264P00D01210 第3類
ラフェルサAZのどスプレー ダイヤ製薬（株） 279M00A00697 第3類
ラフェルサFBゲル ダイヤ製薬（株） 264N01A00440 第2類
ラフェルサFBローション ダイヤ製薬（株） 226M00A00053 第2類
ラフェルサのどスプレー ダイヤ製薬（株） 279M00A00393 第3類
レガーテ点鼻薬K ダイヤ製薬（株） 132M00A00714 第2類
ゲルミノール・P 大和化学工業（株） 732A00A01532 第3類
ヒロバールS 大和化成工業（株） 265N00A00003 第2類
ササヘルス （株）大和生物研究所 411E00A01095 第3類
黒玉龍膽丸 大和製薬（株）・奈 233R00B00226 第3類
虔修六神丸 大和製薬（株）・奈 211R00D02241 第2類
カゴソウ チベン製薬（株） 510G00A02753 第3類
外用雪妙 チベン製薬（株） 262N00A01032 第3類
桔梗智辨水気下し チベン製薬（株） 590G00A07117 第2類
桔梗智辨宝珠湯 チベン製薬（株） 590G01A07117 第2類
桔梗智辨妙音湯 チベン製薬（株） 590G03A07117 第2類
桔梗智辨ろいま湯 チベン製薬（株） 590G04A07117 第2類
ゲンノショウコ チベン製薬（株） 510G00A02761 第3類
シャゼンソウ チベン製薬（株） 510G00A02768 第3類
ジュウヤク チベン製薬（株） 510G00A02769 第3類
センブリ チベン製薬（株） 510G00A02772 第3類
チベン胃腸煎 チベン製薬（株） 590G00A00958 第2類
ねつ，はれ，いたみ，漢方しっぷ薬喜世
効

チベン製薬（株） 264P00A02361 第3類

のぼせひきさげ桔梗智辨女神湯 チベン製薬（株） 590G02A07117 第2類
ヨクイニン チベン製薬（株） 510G00A02780 第3類
ヨクイニン末 チベン製薬（株） 510G00A02781 第3類
赤玉はら薬 中央薬品（株） 231R00D00559 第2類
イカロンノヴァ 中央薬品（株） 237B00D00762 第2類
かぜ一快 中央薬品（株） 118B00D00095 指定第2類
ズバリ（頭歯利） 中央薬品（株） 114B02D00021 指定第2類
ズバリ錠X 中央薬品（株） 114C00D10006 指定第2類
ズバリタイムⅡ 中央薬品（株） 114C00D10059 指定第2類
ズバロン 中央薬品（株） 317D00D00209 第3類
総合感冒薬かぜねつ錠 中央薬品（株） 118C00D00215 指定第2類
中京胃腸薬AZ 中央薬品（株） 237B00D00777 第2類
ナイトロンS 中央薬品（株） 112D00D00350 指定第2類
風神ソフト 中央薬品（株） 118D01D00122 指定第2類
ヘルスオイル 中央薬品（株） 218D00D00632 第3類
ラゴリン鼻炎用 中央薬品（株） 132D00D10014 指定第2類
ラモンIBエリア 中央薬品（株） 118D09D00013 指定第2類
ラモン「ゴールド」 中央薬品（株） 118B00D00568 指定第2類
ラモンドールⅡ 中央薬品（株） 118D00D00121 指定第2類
ラモンドール・ハイ 中央薬品（株） 118D00D00219 指定第2類
六神丸 中央薬品（株） 211R00D02158 第2類
ロックナー胃腸薬 中央薬品（株） 237B00D00763 第2類
VV・コリトル内服液 中外医薬生産（株） 312E00A10001 第3類
VV痔エース坐剤 中外医薬生産（株） 255Q02A10007 指定第2類
VV痔エース軟膏 中外医薬生産（株） 255N00A10018 指定第2類
V・ゴール3000プラス 中外医薬生産（株） 317E00A00788 第3類
Vゴールド 中外医薬生産（株） 317E01A00097 第3類
Vザックエース坐剤 中外医薬生産（株） 255Q02A10006 指定第2類
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Vザックエース軟膏 中外医薬生産（株） 255N00A10017 指定第2類
Vザック坐剤 中外医薬生産（株） 255Q00A10009 指定第2類
Vザック軟膏 中外医薬生産（株） 255N00A10007 指定第2類
イスタート胃腸内服液 中外医薬生産（株） 233E01A10006 第3類
ウイニング3000プラス 中外医薬生産（株） 317E01A00507 第3類
エストルギー湧ゴールド 中外医薬生産（株） 317E00A00556 第2類
エバージエルV坐剤 中外医薬生産（株） 255Q02A10026 指定第2類
エバージエルV軟膏 中外医薬生産（株） 255N01A10023 指定第2類
奥田ぢエース坐剤 中外医薬生産（株） 255Q00A10011 指定第2類
奥田ぢエース軟膏 中外医薬生産（株） 255N00A10022 指定第2類
オセロシグマVⅡ 中外医薬生産（株） 317E02A00529 第2類
オセロンソフト痔坐剤 中外医薬生産（株） 255Q02A10001 指定第2類
オセロンソフト痔軟膏 中外医薬生産（株） 255N03A10002 指定第2類
大人用トラベックα内服液 中外医薬生産（株） 133E02A10011 第2類
救心内服液 中外医薬生産（株） 211E00A00470 第2類
キリージェ・リコ 中外医薬生産（株） 317E00A00498 第2類
紅龍精 中外医薬生産（株） 317E00A00559 第2類
子供用トラベックα内服液 中外医薬生産（株） 133E01A10012 第2類
コリサール内服液 中外医薬生産（株） 312E00A10008 第3類
コンコン咳止め液 中外医薬生産（株） 224E03A10004 指定第2類
コンコン咳止め錠 中外医薬生産（株） 224C02A10013 指定第2類
サフィニアぢエース坐剤 中外医薬生産（株） 255Q01A10008 指定第2類
サフィニアぢエース軟膏 中外医薬生産（株） 255N02A10009 指定第2類
ザイルシロップ小児用 中外医薬生産（株） 118E06A10013 指定第2類
ザッスルAX坐剤 中外医薬生産（株） 255Q00A10025 指定第2類
ザッスルAX軟膏 中外医薬生産（株） 255N01A10022 指定第2類
ザッスルエース坐剤 中外医薬生産（株） 255Q02A10005 指定第2類
ザッスルエース軟膏 中外医薬生産（株） 255N00A10016 指定第2類
小児用新ビギニンS 中外医薬生産（株） 118E00A10005 指定第2類
小児用セイヨン内服液 中外医薬生産（株） 118E05A10003 指定第2類
小児用ニギンS 中外医薬生産（株） 118E04A00001 指定第2類
小児用パラローンS 中外医薬生産（株） 118E08A00004 指定第2類
小児用フクミラーS 中外医薬生産（株） 118E05A10006 指定第2類
小児用フリア内服液 中外医薬生産（株） 118E02A10003 指定第2類
小児用マイフレンS 中外医薬生産（株） 118E04A10007 指定第2類
小児用ユリアンシロップ 中外医薬生産（株） 118E01A10007 指定第2類
小児用レイメル内服液 中外医薬生産（株） 118E06A10002 指定第2類
ジオナール坐剤 中外医薬生産（株） 255Q00A10015 指定第2類
ジオナール軟膏 中外医薬生産（株） 255N00A10014 指定第2類
スートック胃腸内服液 中外医薬生産（株） 233E04A10005 第3類
スタールX 中外医薬生産（株） 317E01A00040 第3類
ステラスBBドリンクライト 中外医薬生産（株） 313E01A10003 第3類
スパルティスぢエース坐剤 中外医薬生産（株） 255Q00A10013 指定第2類
スパルティスぢエース軟膏 中外医薬生産（株） 255N01A10024 指定第2類
スパロンD内服液 中外医薬生産（株） 133E01A10001 第2類
スペディア胃腸内服液 中外医薬生産（株） 233E03A10004 第3類
セイヨン総合かぜ薬 中外医薬生産（株） 118C03A10008 指定第2類
セラシー・リコ 中外医薬生産（株） 317E00A00497 第2類
セロディーナBB 中外医薬生産（株） 313C04A10009 第3類
セロディーナBBドリンクライト 中外医薬生産（株） 313E00A10004 第3類
セロラBBスタイルPC 中外医薬生産（株） 313C03A10004 第3類
セロラBBドリンクライト 中外医薬生産（株） 313E00A10001 第3類
セロラBBローヤルα 中外医薬生産（株） 317E03A00102 第3類
チョイスBBドリンクライト 中外医薬生産（株） 313E00A10005 第3類
チョイスBBプラスPC 中外医薬生産（株） 313C04A10008 第3類
チルニン小児シロップ 中外医薬生産（株） 118E07A10001 指定第2類
ツージーQ 中外医薬生産（株） 235Q00A10013 第2類
テルバインEX液 中外医薬生産（株） 265M01A00075 指定第2類
テルバインEXクリーム 中外医薬生産（株） 265N01A00584 指定第2類
天山精-V 中外医薬生産（株） 397E00A00463 第2類
トラベック内服液 中外医薬生産（株） 133E01A00001 第2類
ネオスーサン胃腸内服液 中外医薬生産（株） 233E01A10003 第3類
ハイビルトンE300 中外医薬生産（株） 315D02A00005 第3類
ハイビルトンE300アルファ 中外医薬生産（株） 255Q00A10057 第3類
パッショーネドリンク 中外医薬生産（株） 313E00A10008 第3類
ビオトンEX 中外医薬生産（株） 317E02A00528 第2類
ビルトン3000プラス 中外医薬生産（株） 317E00A00787 第3類
ビルトン7エース 中外医薬生産（株） 317E02A00210 第2類
ビルトンMAX 中外医薬生産（株） 317E00A00526 第2類
ビルトンゴールド 中外医薬生産（株） 312E03A00004 第3類
ビルトン-ハイ 中外医薬生産（株） 317E00A00525 第2類
ビルトンハイZ 中外医薬生産（株） 317E00A00039 第3類
ビルトンファイト 中外医薬生産（株） 397E00A00028 第3類
ビルトンリコレ 中外医薬生産（株） 329E00A00973 第2類
ビルリスルディア 中外医薬生産（株） 312E00A10004 第3類
ベスビタEX 中外医薬生産（株） 317E00A00043 第2類
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ベリコンWエース 中外医薬生産（株） 224E03A10002 指定第2類
ベリコン咳止め錠 中外医薬生産（株） 224C02A10012 指定第2類
ペディラスぢエース坐剤 中外医薬生産（株） 255Q01A10011 指定第2類
ペディラスぢエース軟膏 中外医薬生産（株） 255N01A10010 指定第2類
ホルサ水虫液 中外医薬生産（株） 265M02A10003 第2類
ホルサ水虫軟膏 中外医薬生産（株） 265N00A10011 第2類
ボルカインA坐剤 中外医薬生産（株） 255Q01A10031 指定第2類
ボルカインA軟膏 中外医薬生産（株） 255N01A10029 指定第2類
ミコナック液 中外医薬生産（株） 265M03A10002 第2類
ミコナック軟膏 中外医薬生産（株） 265N00A10004 第2類
ムイラバEX 中外医薬生産（株） 317E01A00527 第2類
メンソレータムリシーナ坐剤A 中外医薬生産（株） 255Q03A10003 指定第2類
モアールBBローヤルα 中外医薬生産（株） 317E02A00104 第3類
ユリアン総合かぜ薬 中外医薬生産（株） 118C03A10006 指定第2類
ラグエスA坐剤 中外医薬生産（株） 255Q01A10027 指定第2類
ラグエスA軟膏 中外医薬生産（株） 255N02A10024 指定第2類
ラナンキュラスぢエース坐剤 中外医薬生産（株） 255Q00A10012 指定第2類
ラナンキュラスぢエース軟膏 中外医薬生産（株） 255N00A10023 指定第2類
ラパールBBドリンクライト 中外医薬生産（株） 313E01A10009 第3類
ラパールBBプラス 中外医薬生産（株） 313C02A10011 第3類
ラヴァーレドリンク 中外医薬生産（株） 313E01A10002 第3類
リナールBBドリンクライト 中外医薬生産（株） 313E01A10006 第3類
ルーフ水虫液 中外医薬生産（株） 265M01A10004 第2類
ルーフ水虫軟膏 中外医薬生産（株） 265N01A10010 第2類
ルシーゼBBプラスPC 中外医薬生産（株） 313C04A10003 第3類
アイフレンドE 中新薬業（株） 131M01D00013 第3類
アイムードE40 中新薬業（株） 131M01D00010 第3類
赤玉ベリンはら薬 中新薬業（株） 231C00D00517 第2類
アスパライトD 中新薬業（株） 131M00D00886 第2類
アスパライトE40 中新薬業（株） 131M01D00038 第3類
アスパライトEX 中新薬業（株） 131M00D00012 第3類
アスパライトRX 中新薬業（株） 131M00D10050 第3類
アスパライト抗菌目薬 中新薬業（株） 131M00D10024 第2類
アスパライトロイヤルE 中新薬業（株） 131M02D00075 第3類
液体サーチアルファ 中新薬業（株） 264M00D00426 第3類
オピス錠 中新薬業（株） 114C00D10018 指定第2類
かぜキープ1000 中新薬業（株） 118D10D00001 指定第2類
かぜコード錠A 中新薬業（株） 118C00D10030 指定第2類
ケロール 中新薬業（株） 114B00D00030 指定第2類
虔修六神丸 中新薬業（株） 211R00D00631 第2類
解熱鎮痛アスナオール 中新薬業（株） 114B00D00174 指定第2類
サーチ5 中新薬業（株） 264N01A00565 第3類
サーチS 中新薬業（株） 264N00D01051 第3類
サーチα 中新薬業（株） 264N00A00227 指定第2類
サーチベビー 中新薬業（株） 264N00D10015 第3類
ササキノーカイ（散剤） 中新薬業（株） 114B01D00011 指定第2類
サマーS 中新薬業（株） 264N00A00564 第3類
新アスパクール 中新薬業（株） 131M01D10027 第3類
新アスパライトフレッシュ 中新薬業（株） 131M00D10026 第3類
新かぜキノミン 中新薬業（株） 118B00D00068 指定第2類
新ノイセル 中新薬業（株） 118D00D00307 指定第2類
新ビターコルド 中新薬業（株） 118B00D00567 第2類
新力王心 中新薬業（株） 319R00D02035 第3類
十味寿泉丸 中新薬業（株） 520R00D01239 第2類
ジンセイショーキ散A 中新薬業（株） 114B00D10014 指定第2類
せき 中新薬業（株） 224B00D05917 指定第2類
ゼコルチン錠 中新薬業（株） 118C00D10031 指定第2類
ダイアジンA軟膏 中新薬業（株） 261N00D10349 第2類
チンツーサン 中新薬業（株） 114B01D00171 指定第2類
ヅシチン錠D 中新薬業（株） 114C01D10001 指定第2類
ニューハイアートE 中新薬業（株） 131M00D00011 第3類
ニューリキスカット 中新薬業（株） 234B00D10064 第2類
ネツトリトンプク 中新薬業（株） 114B01D00081 指定第2類
ノイスルピー 中新薬業（株） 114B00D00078 指定第2類
ノイセル 中新薬業（株） 118D00D00079 指定第2類
ノイセルエースG 中新薬業（株） 118D00D10010 指定第2類
ハイデラ 中新薬業（株） 118C00D00043 指定第2類
ハイユニー 中新薬業（株） 131M00A10077 第2類
ピタールS 中新薬業（株） 264N00D10192 第3類
ピタール目薬 中新薬業（株） 131M01D10028 第3類
ピタリンA 中新薬業（株） 114B00D10015 指定第2類
ブレーエン 中新薬業（株） 114B00D00178 指定第2類
マッハⅡ 中新薬業（株） 118C00D10029 指定第2類
ミヅノーエン 中新薬業（株） 114B01D00047 指定第2類
虫下しセメン錠S 中新薬業（株） 642C00D00108 第2類
ムシチールS 中新薬業（株） 264N00D01053 第3類
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ユニエースクール 中新薬業（株） 131M03A10024 第3類
リキスカット錠 中新薬業（株） 237C00D01128 第2類
リキナEゴールド 中新薬業（株） 315D00D00021 第3類
リキナミン 中新薬業（株） 312C00D00083 第3類
リキフェロール 中新薬業（株） 317D00D00070 第3類
レチゾンコート 中新薬業（株） 264N00D00262 指定第2類
ポンツシン内服液 長生堂製薬（株） 115E00A01435 第3類
蝶矢薬用酒 チョーヤ梅酒（株） 590F00A00399 第2類
ティファ下痢止め ツキオカフィルム製薬（株） 231Z00A00054 指定第2類
赤本印オウバク末 （株）築田三樹園社 5100020A1016 第3類
赤本印カゴソウ （株）築田三樹園社 5100026X1013 第3類
赤本印カンゾウ （株）築田三樹園社 5100039X1013 第2類
赤本印カンゾウ末 （株）築田三樹園社 5100039A1010 第2類
赤本印キササゲ （株）築田三樹園社 5100044X1014 第2類
赤本印ケツメイシ （株）築田三樹園社 5100057X1011 第3類
赤本印ゲンノショウコ （株）築田三樹園社 5100061X1015 第3類
赤本印ゲンノショウコ末 （株）築田三樹園社 5100061A1015 第3類
赤本印サフラン （株）築田三樹園社 5100078X1013 第3類
赤本印シャゼンソウ （株）築田三樹園社 5100098X1010 第3類
赤本印ジュウヤク （株）築田三樹園社 5100100X1010 第3類
赤本印センナ （株）築田三樹園社 5100115X1016 指定第2類
赤本印センナ末 （株）築田三樹園社 5100115A1013 指定第2類
赤本印ソウハクヒ （株）築田三樹園社 5100118X1010 第3類
赤本印ダイオウ末 （株）築田三樹園社 5100121A1019 第2類
赤本印ボウイ （株）築田三樹園社 5100163X1015 第2類
赤本印ヨクイニン （株）築田三樹園社 5100180X1019 第3類
赤本印ヨクイニン末 （株）築田三樹園社 5100180A1016 第3類
神竜湯 （株）築田三樹園社 520G00A03584 第2類
七草湯 （株）築田三樹園社 520G00A00216 第2類
婦養湯 （株）築田三樹園社 520G00A02354 第2類
カンポアズマ （株）ツムラ 222B00A05345 指定第2類
ケアテ顆粒A （株）ツムラ 520B02A00367 第2類
ストレージタイプG （株）ツムラ 520B01A00107 第2類
ストレージタイプH （株）ツムラ 520B01A00226 第2類
ストレージタイプI （株）ツムラ 520B01A00223 第2類
ストレージタイプSA （株）ツムラ 520B01A00545 第2類
ストレージタイプSK （株）ツムラ 520B01A00544 第2類
ストレージタイプZK （株）ツムラ 520B02A00546 第2類
ストレージタイプZM （株）ツムラ 520B01A00543 第2類
中将湯 （株）ツムラ 112G00A01386 第2類
中将湯ラムール （株）ツムラ 397C00A11262 第2類
ツムラ漢方安中散料エキス顆粒 （株）ツムラ 520B00A00162 第2類
ツムラ漢方温清飲エキス顆粒 （株）ツムラ 520B00A00090 第2類
ツムラ漢方黄連解毒湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B04A00359 第2類
ツムラ漢方黄連解毒湯エキス顆粒A （株）ツムラ 520B02A00108 第2類
ツムラ漢方乙字湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B01A00159 第2類
ツムラ漢方葛根湯エキス顆粒A （株）ツムラ 520B00A00370 第2類
ツムラ漢方葛根湯エキス錠A （株）ツムラ 520C00A00482 第2類
ツムラ漢方葛根湯加川きゅう辛夷エキス
顆粒

（株）ツムラ 520B00A00931 第2類

ツムラ漢方加味逍遙散エキス顆粒 （株）ツムラ 520B00A00234 第2類
ツムラ漢方加味逍遙散エキス錠A （株）ツムラ 520C00A00535 第2類
ツムラ漢方桔梗湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B01A00447 第2類
ツムラ漢方荊芥連翹湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B00A00622 第2類
ツムラ漢方桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B00A00045 第2類
ツムラ漢方桂枝加朮附湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B01A00260 第2類
ツムラ漢方桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B00A00124 第2類
ツムラ漢方桂枝湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B02A00123 第2類
ツムラ漢方桂枝茯苓丸料エキス顆粒A （株）ツムラ 520B00A00368 第2類
ツムラ漢方桂枝茯苓丸料エキス錠A （株）ツムラ 520C00A00483 第2類
ツムラ漢方五苓散料エキス顆粒 （株）ツムラ 520B00A10167 第2類
ツムラ漢方柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B02A00992 第2類
ツムラ漢方柴胡桂枝湯エキス顆粒A （株）ツムラ 520B01A00169 第2類
ツムラ漢方芍薬甘草湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B03A00091 第2類
ツムラ漢方小建中湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B01A00441 第2類
ツムラ漢方小柴胡湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B01A00991 第2類
ツムラ漢方小青竜湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B01A00988 第2類
ツムラ漢方消風散エキス顆粒 （株）ツムラ 520B01A00534 第2類
ツムラ漢方十味敗毒湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B00A00520 第2類
ツムラ漢方清上防風湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B00A00643 第2類
ツムラ漢方大黄甘草湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B02A00156 第2類
ツムラ漢方大柴胡湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B01A00167 第2類
ツムラ漢方釣藤散エキス顆粒 （株）ツムラ 520B00A00623 第2類
ツムラ漢方猪苓湯エキス顆粒A （株）ツムラ 520B03A00486 第2類
ツムラ漢方桃核承気湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B02A00122 第2類
ツムラ漢方当帰芍薬散料エキス顆粒 （株）ツムラ 520B02A00999 第2類
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ツムラ漢方当帰芍薬散料エキス錠A （株）ツムラ 520C00A00395 第2類
ツムラ漢方トローチ桔梗湯 （株）ツムラ 520C00A00001 第2類
ツムラ漢方人参湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B01A00156 第2類
ツムラ漢方八味地黄丸料エキス顆粒A （株）ツムラ 520B00A00369 第2類
ツムラ漢方半夏厚朴湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B00A00994 第2類
ツムラ漢方半夏瀉心湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B00A00522 第2類
ツムラ漢方麦門冬湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B00A00521 第2類
ツムラ漢方補中益気湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B00A00996 第2類
ツムラ漢方防已黄耆湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B00A00930 第2類
ツムラ漢方防風通聖散エキス顆粒 （株）ツムラ 520B01A01154 第2類
ツムラ漢方麻黄湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B01A00163 第2類
ツムラ漢方麻杏甘石湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B01A00535 第2類
ツムラ漢方六君子湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B00A00519 第2類
ツムラ漢方苓桂朮甘湯エキス顆粒 （株）ツムラ 520B00A00533 第2類
ツムラの薬養酒 （株）ツムラ 329F00A00961 第2類
ラムールQ （株）ツムラ 397C00A02429 指定第2類
ウチダのかごそうTU 鶴居薬品工業（株） 51002070K003 第3類
ウチダのきささげTU 鶴居薬品工業（株） 51002101K005 第2類
ウチダのげんのしょうこTU 鶴居薬品工業（株） 51002127K002 第3類
ウチダのしゃぜんそうTU 鶴居薬品工業（株） 51002196K007 第3類
ウチダの地龍TU 鶴居薬品工業（株） 510G00A00107 第2類
ウチダのセンナTU 鶴居薬品工業（株） 51001384K008 指定第2類
ウチダのどくだみTU 鶴居薬品工業（株） 51002200K007 第3類
虔修六神丸 鶴居薬品工業（株） 211R00D03307 第2類
人参五臓圓 鶴居薬品工業（株） 329Z00D00052 第2類
カラシミンC顆粒（分包） 鶴原製薬（株） 314B00A00039 第3類
OAリッチ目薬 テイカ製薬（株） 131M08A10021 第3類
アイカフーン テイカ製薬（株） 131M01D00092 第2類
アイカフーン錠 テイカ製薬（株） 132C00A00079 第2類
アイガンα テイカ製薬（株） 131M01D10013 第2類
アイキュート テイカ製薬（株） 131M06A10020 第3類
アイビットV テイカ製薬（株） 131M01D10010 第3類
アイビットゴールド テイカ製薬（株） 131M00D01058 第3類
アイビット目薬CL テイカ製薬（株） 131M00D10093 第3類
アイビット目薬クール テイカ製薬（株） 131M00B10029 第2類
アイリス テイカ製薬（株） 131M01A04484 第3類
アイリス40 テイカ製薬（株） 131M00A00129 第3類
アイリスAGクール テイカ製薬（株） 131M06A10030 第2類
アイリスRinc テイカ製薬（株） 131M01A00183 第2類
アイリスガード テイカ製薬（株） 131M05A10017 第2類
アイリスガードP テイカ製薬（株） 131M00A00979 第2類
アイリスゴールド40 テイカ製薬（株） 131M00A00127 第3類
アイリスネオ〈クール〉 テイカ製薬（株） 131M04A10067 第3類
アイリスネオ〈ソフト〉 テイカ製薬（株） 131M03A10071 第3類
アイルックAL テイカ製薬（株） 131M02A10014 第2類
アイルックE40 テイカ製薬（株） 131M00A10003 第3類
アイルックFX テイカ製薬（株） 131M00A10017 第2類
アスパラ目薬Lプラス テイカ製薬（株） 131M13A10016 第2類
アスパラ目薬クールICプラス テイカ製薬（株） 131M18A10002 第2類
アスパラ目薬モイストCL テイカ製薬（株） 131M01A00297 第3類
アニッシュ抗菌 テイカ製薬（株） 131M03A10027 第2類
アリナビタラインEX テイカ製薬（株） 313C00D10024 第3類
アリモイド100 テイカ製薬（株） 312C00D00096 第3類
イヴウェル解熱鎮痛錠 テイカ製薬（株） 114C00A00896 指定第2類
カイテキシンⅡA テイカ製薬（株） 114C00D10008 指定第2類
カゼアウト テイカ製薬（株） 118C00D00027 指定第2類
かぜシン錠P テイカ製薬（株） 118C00B10032 指定第2類
眼眼目薬 テイカ製薬（株） 131M06A10039 第2類
キュウメタシンパップZ テイカ製薬（株） 264P00A00522 第2類
ギャロップ テイカ製薬（株） 131M00A10066 第2類
クールワンせき止め テイカ製薬（株） 224C00A00772 指定第2類
クールワンせき止めGX テイカ製薬（株） 224C00A00578 指定第2類
クールワン鼻炎チュアブル テイカ製薬（株） 132C00A10008 第2類
クミロイチンE テイカ製薬（株） 131M00D00052 第3類
虔脩熊参丸 テイカ製薬（株） 236R00A01698 第3類
こどもアイリス テイカ製薬（株） 131M12A10002 第3類
コンタック総合感冒薬EX テイカ製薬（株） 118D04A10006 指定第2類
ゴールドターンS テイカ製薬（株） 329R00B00087 第3類
サイシン胃腸薬 テイカ製薬（株） 233B00A00599 第3類
シーロングCEB テイカ製薬（株） 317B00D10053 第3類
新ゴルデンリポ-30 テイカ製薬（株） 317E00D00831 第3類
新サポロ胃腸薬 テイカ製薬（株） 237B00D10147 第2類
新サルファグリチルアイリス テイカ製薬（株） 131M06A10026 第2類
新タントーゼA テイカ製薬（株） 231C00A10059 第2類
新第一赤玉はら薬 テイカ製薬（株） 231R01D00790 第2類
新テイカ目薬ゴールド テイカ製薬（株） 131M00B00002 第2類
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新ぴたり丸 テイカ製薬（株） 124R00D10012 指定第2類
新風滅 テイカ製薬（株） 118B00D00125 指定第2類
新フジパップ温感 テイカ製薬（株） 264P01A00697 第3類
新ローリンカプセル テイカ製薬（株） 118D00D00120 指定第2類
新ローリンカプセルE テイカ製薬（株） 118D01D00564 第2類
新ローリン鼻炎ソフト テイカ製薬（株） 132D00D10064 第2類
仁愛かぜ錠 テイカ製薬（株） 118C00D00050 指定第2類
スキピタパップ テイカ製薬（株） 264P00D00302 第3類
スパロンパンチA テイカ製薬（株） 118D00D10007 第2類
スマートアイプティコンタクト テイカ製薬（株） 131M01A00033 第3類
せきどめコデン錠A テイカ製薬（株） 224C00D00065 指定第2類
センモール咳止め テイカ製薬（株） 224C00A00455 指定第2類
爽AL目薬 テイカ製薬（株） 131M02A10018 第2類
ソクツー テイカ製薬（株） 312C00D10038 第3類
タントーゼ下痢止め テイカ製薬（株） 231C00A10005 第2類
第一かぜゴールドS テイカ製薬（株） 118B00D10027 第2類
第一かぜ錠 テイカ製薬（株） 118C00D10056 指定第2類
大参茸丸 テイカ製薬（株） 329R00B01429 第3類
大粒虔脩熊参丸 テイカ製薬（株） 236R00A04556 第3類
大粒熊参丸 テイカ製薬（株） 236R00B04557 第3類
ツーストIB錠 テイカ製薬（株） 114C00A00268 指定第2類
ヅーシ錠 テイカ製薬（株） 114C00D10009 指定第2類
テイカエース下痢止め テイカ製薬（株） 231C01A10022 第2類
テイカパップ〈IM〉 テイカ製薬（株） 264P02D00620 第2類
テイカパップ-ハイ テイカ製薬（株） 264P00D00198 第3類
テイカ目薬E40 テイカ製薬（株） 131M00D00005 第3類
テイハップN テイカ製薬（株） 264P00D00300 第3類
トリベミン液 テイカ製薬（株） 133C00A00018 第2類
トリベミン錠 テイカ製薬（株） 133E00A04196 第2類
トレーネ鼻炎薬 テイカ製薬（株） 132C00A10083 指定第2類
ドリーミオ テイカ製薬（株） 112C00A00286 指定第2類
ナチュレアC テイカ製薬（株） 314C00A00886 第3類
ナチュレアE300 テイカ製薬（株） 315D00A10039 第3類
ノーメイ テイカ製薬（株） 114B00D10069 指定第2類
ハイウルソグリーンS テイカ製薬（株） 237B00A00560 第2類
ハイミロン21 テイカ製薬（株） 233B00D00619 第3類
パップデスカ テイカ製薬（株） 264P00D00202 第3類
パンジアス顆粒 テイカ製薬（株） 233B00A00814 第2類
ピロエースW軟膏 テイカ製薬（株） 265N01A01190 第2類
フーメツ（風滅）S テイカ製薬（株） 118B00D10026 第2類
フボシ赤玉はら薬 テイカ製薬（株） 231R00B01590 第2類
フボシ下痢止め錠 テイカ製薬（株） 231C00A10021 第2類
フボシストップ テイカ製薬（株） 231C00A00123 指定第2類
フルダンカプセル テイカ製薬（株） 118D00D04733 指定第2類
フルダン顆粒 テイカ製薬（株） 118B00D04734 指定第2類
ホワイトアイリスフレッシュ テイカ製薬（株） 131M04A10071 第2類
ほわっと下痢止めLP テイカ製薬（株） 231C00A00124 指定第2類
ほわっと鼻炎KF テイカ製薬（株） 132C00A00080 第2類
ポポンピュメリ目薬R テイカ製薬（株） 131M10A10018 第3類
松井熊参丸 テイカ製薬（株） 236R00A01061 第3類
松井六神丸 テイカ製薬（株） 211R00B04758 第2類
ミロンM テイカ製薬（株） 237B03D00559 第2類
ムヒのこどもかぜ顆粒 テイカ製薬（株） 118B01A10029 指定第2類
ユーソフトC テイカ製薬（株） 314C00D02302 第3類
熊参丸U テイカ製薬（株） 236R00B01588 第3類
リキポリンD テイカ製薬（株） 317E00D00325 第3類
ルイビーモイスチャーCL テイカ製薬（株） 131M01A00387 第3類
ルッケル解熱鎮痛錠 テイカ製薬（株） 114C00A00895 指定第2類
ワンホットA テイカ製薬（株） 118B01D00050 指定第2類
黄連解毒湯エキス顆粒SA 帝國漢方製薬（株） 520B01A00365 第2類
五苓散エキス顆粒SA 帝國漢方製薬（株） 520B03A00514 第2類
柴胡桂枝湯エキス顆粒SA 帝國漢方製薬（株） 520B01A01134 第2類
小柴胡湯エキス顆粒SA 帝國漢方製薬（株） 520B00A01066 第2類
小青竜湯エキス顆粒SA 帝國漢方製薬（株） 520B01A01230 第2類
テイヤク五苓散エキス顆粒 帝國漢方製薬（株） 520B04A00513 第2類
当帰芍薬散エキス顆粒SA 帝國漢方製薬（株） 520B01A00045 第2類
NIDファーマシーパップEX 帝國製薬（株） 264P01D00728 第3類
NIDファーマシーパップIDホット 帝國製薬（株） 264P00A00030 第2類
NIDファーマシーパップ〈ホット〉 帝國製薬（株） 264P00D00029 第3類
イブロック冷感S 帝國製薬（株） 264P00A00080 第3類
ウインパスID 帝國製薬（株） 264P00A10174 第2類
ウインパスクール 帝國製薬（株） 264P00A00636 第3類
ウインパスホット 帝國製薬（株） 264P00A00619 第3類
エルペナEG 帝國製薬（株） 264P00A00294 第3類
オムニード0.5IDパップ 帝國製薬（株） 264P02A00421 第2類
オムニードFB温プラスター 帝國製薬（株） 264P01A00044 第2類
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オムニードFBパップ 帝國製薬（株） 264P01A00429 第2類
オムニードFBプラスター 帝國製薬（株） 264P03A00060 第2類
オムニードFBプラスターα 帝國製薬（株） 264P00A00104 第2類
オムニードIDパップ 帝國製薬（株） 264P01A00416 第2類
オムニードIDプラスター3.75M 帝國製薬（株） 264P01A00550 第2類
オムニード温感0.5％ID 帝國製薬（株） 264P00A00208 第2類
オムニードケトプロフェンパップ 帝國製薬（株） 264P00A00679 指定第2類
オムニードパップ 帝國製薬（株） 264P00A00369 第2類
オムニードパッププラス 帝國製薬（株） 264P02A00512 第2類
オムニードフェルビナク 帝國製薬（株） 264P00A00138 第2類
オムニードフェルビナク温感 帝國製薬（株） 264P01A00370 第2類
オムニードプラスター 帝國製薬（株） 264P03A00279 第3類
かゆみ止めアートパッチ 帝國製薬（株） 264P03A00036 第2類
かゆみ止めパッチM 帝國製薬（株） 264P00A00098 第2類
かゆみ止めパッチS 帝國製薬（株） 264P00A00100 第2類
かゆみ止めヘルムパッチ 帝國製薬（株） 264P01A00038 第2類
カルテパハイパップ 帝國製薬（株） 264P00A00368 第2類
ケアルラパッチ 帝國製薬（株） 264P00D00615 第2類
口内炎パッチ大正A 帝國製薬（株） 279Z00A00061 第3類
口内炎パッチ大正クイックケア 帝國製薬（株） 279Z00A00273 指定第2類
サリスターFBパップ 帝國製薬（株） 264P01A00008 第2類
サリスターパップID 帝國製薬（株） 264P00A10183 第2類
サリスターパップID温感 帝國製薬（株） 264P00A00683 第2類
サリスターパップクール 帝國製薬（株） 264P00A01147 第3類
サンポーシップホット 帝國製薬（株） 264P00A00258 第3類
消炎鎮痛インドメタシン温感パップ 帝國製薬（株） 264P00A00407 第2類
消炎鎮痛インドメタシンパップ 帝國製薬（株） 264P00A10186 第2類
消炎鎮痛インドメタシンパップS 帝國製薬（株） 264P01A00094 第2類
消炎鎮痛温感パップS 帝國製薬（株） 264P02A00839 第3類
消炎鎮痛フェルビナクプラスター 帝國製薬（株） 264P01A00065 第2類
消炎鎮痛フェルビナクプラスターS 帝國製薬（株） 264P01A00106 第2類
消炎鎮痛冷感パップA 帝國製薬（株） 264P01A01149 第3類
消炎鎮痛冷感パップEX 帝國製薬（株） 264P00A00265 第3類
新NIDファーマシーパップID 帝國製薬（株） 264P02A00091 第2類
新NIDファーマシーパップ〈クール〉 帝國製薬（株） 264P00A00273 第3類
新ジャストポイント 帝國製薬（株） 264P00A00281 第3類
新ニッスイハップ〈クール〉 帝國製薬（株） 264P01D00016 第3類
新ノイガンハップクール 帝國製薬（株） 264P00A00059 第3類
新ノイガンハップホット 帝國製薬（株） 264P00A00060 第3類
新ホルキスクール 帝國製薬（株） 264P00D00175 第3類
新ホルキスホット 帝國製薬（株） 264P00D00177 第3類
スキュータムA 帝國製薬（株） 264P00D01691 第3類
スキュータムID0.5％ 帝國製薬（株） 264P00A10175 第2類
スキュータムID0.5％ホット 帝國製薬（株） 264P00A00171 第2類
ストレサールS冷感 帝國製薬（株） 264P01A00540 第3類
スリーファ 帝國製薬（株） 264P01D00677 第3類
テイパップA〈クール〉 帝國製薬（株） 264P00A01419 第3類
テイパップA〈ホット〉 帝國製薬（株） 264P00A01167 第3類
テイパップFB 帝國製薬（株） 264P01A00149 第2類
テイパップID0.1ホット 帝國製薬（株） 264P01A00217 第2類
テイパップID（0.5％） 帝國製薬（株） 264P00A10170 第2類
テイパップZ〈クール〉 帝國製薬（株） 264P00A00786 第3類
テイパップZ〈ホット〉 帝國製薬（株） 264P00A00482 第3類
テイプラスターFB 帝國製薬（株） 264P02A00059 第2類
テイプラスターID 帝國製薬（株） 264P00A00986 第2類
テイマックスIDプラスター 帝國製薬（株） 264P01A00551 第2類
ニューホルキス〈クール〉 帝國製薬（株） 264P00A00263 第3類
ニューラパノスクール 帝國製薬（株） 264P01A00742 第3類
ハリックス55IDプラス 帝國製薬（株） 264P03A00526 第2類
ハリマッチ 帝國製薬（株） 264P00D01267 第3類
パラモスパッチ 帝國製薬（株） 264P00D00417 第2類
ヒドランパッチ 帝國製薬（株） 264P01A00611 第2類
百草シップⅡ 帝國製薬（株） 264P04A00109 第3類
ビンテイルパッチ 帝國製薬（株） 264P00D00614 第2類
ファリフルハップ 帝國製薬（株） 264P00A00489 第3類
ファリフルハップ温感 帝國製薬（株） 264P00D00493 第3類
フリーオS冷感 帝國製薬（株） 264P01A00541 第3類
フリーティア 帝國製薬（株） 264P01D00678 第3類
ホルキスS温感 帝國製薬（株） 264P00A00412 第3類
ホルキスS冷感 帝國製薬（株） 264P00A00539 第3類
ホルキス温プラスター 帝國製薬（株） 264P02A00584 第3類
ホルキスパッチ 帝國製薬（株） 264P00A00416 第2類
ホルキスプラスター 帝國製薬（株） 264P01A00451 第3類
ポインティアG冷感 帝國製薬（株） 264P00A00107 第3類
ポインティア温感 帝國製薬（株） 264P01A00754 第3類
ポインティア冷感 帝國製薬（株） 264P01A00759 第3類
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ムフロンパップ 帝國製薬（株） 264P00A00974 第3類
メディカル東京パップ〈クール〉 帝國製薬（株） 264P00D00225 第3類
メンフラアイス〈IM〉 帝國製薬（株） 264P00A00278 第2類
メンフラホットα〈IM〉 帝國製薬（株） 264P00A00411 第2類
メンフラホット・ハイ〈IM〉 帝國製薬（株） 264P00A00836 第2類
モスキンパッチ 帝國製薬（株） 264P00A00033 第2類
モスノンパッチ 帝國製薬（株） 264P01A00037 第2類
ユノパップsID 帝國製薬（株） 264P03A00090 第2類
ユノパップホット 帝國製薬（株） 264P00D01384 第3類
リーベルバンFBパップ 帝國製薬（株） 264P00A00431 第2類
リーベルバンFXプラスター 帝國製薬（株） 264P02A00061 第2類
リーベルバンFXプラスターα 帝國製薬（株） 264P01A00107 第2類
リーベルバンIDパップ 帝國製薬（株） 264P01A00418 第2類
アフタッチA 帝人ファーマ（株） 264C00A10313 指定第2類
カイゲン感冒錠 テバ製薬（株） 118C00A00588 指定第2類
システィナC テバ製薬（株） 314C00A00572 第3類
新バッサミンA テバ製薬（株） 114C02A10009 指定第2類
ナセルミン テバ製薬（株） 112D00A00370 指定第2類
バックペンA小粒 テバ製薬（株） 114C02A10012 指定第2類
バッサニンエース テバ製薬（株） 114C01A10016 指定第2類
バッサミンAミニ テバ製薬（株） 114C02A10008 指定第2類
バッサリンAS テバ製薬（株） 114C01A10014 指定第2類
バレンサンA小粒 テバ製薬（株） 114C01A10013 指定第2類
プロリズム テバ製薬（株） 112D00A00369 指定第2類
ペラックコールド3 テバ製薬（株） 118C00A00187 指定第2類
ルルアタックIB テバ製薬（株） 118C05A10023 指定第2類
ルルカゼブロックIB テバ製薬（株） 118C00A00413 指定第2類
ウテレス 天恵堂製薬（株） 112R00B06334 第2類
腰専門 天恵堂製薬（株） 112R00D06334 第2類
小粒 打身丸 天恵堂製薬（株） 114R00A13116 第2類
天恵實母散 天恵堂製薬（株） 112G00D05297 第2類
天恵実母散顆粒 天恵堂製薬（株） 112B00D01463 第2類
天恵正露丸 天恵堂製薬（株） 231R00D00077 第2類
ノルモ剤 天恵堂製薬（株） 213R00D01729 第2類
ビタトーゼ 天恵堂製薬（株） 317E00D02123 第2類
一風散「顆粒」小児用 天真堂製薬（株） 118B01D00021 指定第2類
快爽源 天真堂製薬（株） 114C00D00022 指定第2類
カイプレン 天真堂製薬（株） 114B01D00048 指定第2類
カゼスターカプセル 天真堂製薬（株） 118D00D00134 指定第2類
救活 天真堂製薬（株） 211R00D02346 第2類
救活胃腸薬 天真堂製薬（株） 237B00D00804 第2類
救活陀羅尼助錠 天真堂製薬（株） 233C00D01065 第3類
強力セメンエン 天真堂製薬（株） 642B00D00624 第2類
虔修六神丸 天真堂製薬（株） 211R00D02276 第2類
新アロセロン 天真堂製薬（株） 237B00D01088 第2類
新カゼスターエース 天真堂製薬（株） 118C00D00125 指定第2類
新マユミン 天真堂製薬（株） 118C02D00020 指定第2類
頭痛専門薬快 天真堂製薬（株） 114B00D00137 指定第2類
天風散 天真堂製薬（株） 118B01D00127 指定第2類
ネオ快速トンプク 天真堂製薬（株） 114B00D00049 指定第2類
ネオせき止め専門薬 天真堂製薬（株） 224C00D00759 指定第2類
ハイカゼスター「顆粒」 天真堂製薬（株） 118B02D00024 指定第2類
みみず一風散 天真堂製薬（株） 114B00D00961 指定第2類
DHC 赤い目薬 （株）ディーエイチシー 131M05A10031 第3類
DHC アズレンうがい薬 （株）ディーエイチシー 226M00A00508 第3類
DHC アロエ便秘薬 （株）ディーエイチシー 235C03A00003 第3類
DHC 液体絆創膏 （株）ディーエイチシー 261M00A00560 第3類
DHC エルシスホワイト240 （株）ディーエイチシー 319C00A00421 第3類
DHC おきゅパッチシート（ホット） （株）ディーエイチシー 264P00A00857 第3類
DHC かゆみ止め軟膏 （株）ディーエイチシー 264N00A00689 第3類
DHC かゆみを伴う乾燥性皮膚用乳状液 （株）ディーエイチシー 266M00A00825 第3類
DHC 気孔シート （株）ディーエイチシー 264P01A00847 第3類
DHC 解熱鎮痛薬 （株）ディーエイチシー 114C03A00007 指定第2類
DHC 酢酸トコフェロール・カプセル （株）ディーエイチシー 315D02A10024 第3類
DHC シスビタホワイトC （株）ディーエイチシー 314C03A10013 第3類
DHC ジェルシート（ホット） （株）ディーエイチシー 264P01A00848 第3類
DHC ドライアイ目薬CL （株）ディーエイチシー 131M00A00340 第3類
DHC 白色ワセリン （株）ディーエイチシー 712N04A00000 第3類
DHC ビタチアン （株）ディーエイチシー 312C02A10003 第3類
DHC ビタピリンW （株）ディーエイチシー 313C06A10002 第3類
DHC フクイゲン （株）ディーエイチシー 218D01A00827 第3類
DHC ヘパトレバ （株）ディーエイチシー 319C00A00532 第3類
サン電話消毒薬J 電通セントラル（株） 732Z01A00998 第2類
デンツーN錠 電通セントラル（株） 739Z00A00447 第2類
デンツー・ニューミニカク 電通セントラル（株） 739Z00A00148 第2類
デンツー・ニューミニマル 電通セントラル（株） 739Z00A01306 第2類
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デンツーミニエイト錠 電通セントラル（株） 739Z00A00493 第2類
アイデンテアイウォッシュ 東亜薬品（株） 131M04A10053 第3類
アイデンテフレッシュ 東亜薬品（株） 131M00A10013 第2類
アイボン トローリ目薬　ドライアイ 東亜薬品（株） 131M00A00395 第3類
アイラートAG 東亜薬品（株） 131M00A00345 第2類
赤玉ストップDX 東亜薬品（株） 231C00D00044 第2類
イベリス3000EX 東亜薬品（株） 397E00B00322 第2類
宇津こどもかぜ薬A 東亜薬品（株） 118B00A10026 指定第2類
宇津こどもかぜ薬C 東亜薬品（株） 118B00A10027 指定第2類
宇津こどもかぜシロップL 東亜薬品（株） 118E00A10015 指定第2類
宇津ジュニアかぜ薬A 東亜薬品（株） 118C00A10029 指定第2類
エクトールDX 東亜薬品（株） 231C00A10030 第2類
エクトール赤玉 東亜薬品（株） 231C00A10018 第2類
エクトール赤丸 東亜薬品（株） 231C00A10031 第2類
エスピラカプセル 東亜薬品（株） 118D00D00078 指定第2類
エスロンCP 東亜薬品（株） 118D02D00097 指定第2類
エスロンDX 東亜薬品（株） 118D00B10028 指定第2類
大野胃腸薬 東亜薬品（株） 237B00D01255 第2類
オプターナ　ピュア 東亜薬品（株） 131M00D00058 第2類
オプターナ目薬 東亜薬品（株） 131M01A00060 第2類
カゼイレブン 東亜薬品（株） 118D00B10038 指定第2類
かぜ薬ピラCPW 東亜薬品（株） 118D00D00095 指定第2類
かぜピラ 東亜薬品（株） 118B00D00575 指定第2類
かぜピラCPW 東亜薬品（株） 118D00B10027 指定第2類
かぜピラα 東亜薬品（株） 118Z00B10018 指定第2類
かぜピラゴールドCP 東亜薬品（株） 118D00B10036 指定第2類
かぜピラ錠 東亜薬品（株） 118C01D00099 指定第2類
かぜブロックカプセル 東亜薬品（株） 118D01D00079 指定第2類
葛根湯エキスG 東亜薬品（株） 520B00D00002 第2類
グッドナー顆粒 東亜薬品（株） 234B00A00779 第2類
グッドナー錠 東亜薬品（株） 234C00A00776 第2類
グリーン胃腸薬 東亜薬品（株） 237B00D01256 第2類
新眼涼抗菌 東亜薬品（株） 131M01A10025 第2類
新サロンパスBE内服液 東亜薬品（株） 312E01A00076 第3類
新せきどめ顆粒N 東亜薬品（株） 224B00B10011 指定第2類
新センロック散剤 東亜薬品（株） 234B00A00369 第2類
新センロック錠 東亜薬品（株） 234C00A00724 第2類
新ナチュールEゴールド 東亜薬品（株） 315D00D00047 第3類
新バラード 東亜薬品（株） 131M00D00131 第2類
新ユキビタEゴールド 東亜薬品（株） 315D00D00765 第3類
スターロンEX 東亜薬品（株） 397E00B00825 第2類
せきどめ顆粒N 東亜薬品（株） 224B00B10036 指定第2類
タイレノールA 東亜薬品（株） 114C72A10002 第2類
タイロス3000EX 東亜薬品（株） 397E00B00320 第2類
タイロスD 東亜薬品（株） 397E00D01140 第2類
第一三共胃腸薬グリーン錠 東亜薬品（株） 237C03A00016 第2類
第一三共胃腸薬グリーン微粒 東亜薬品（株） 237B03A00015 第2類
第一三共胃腸薬コアブロック散剤 東亜薬品（株） 234B00A00232 第2類
第一三共胃腸薬コアブロック錠剤 東亜薬品（株） 234C00A00234 第2類
第一三共ビタミンE 東亜薬品（株） 315D01A10011 第3類
トーアねつトンプク 東亜薬品（株） 114B00D00036 指定第2類
東亜胃腸薬グリーン 東亜薬品（株） 237B00B00260 第2類
トキワ胃腸薬グリーン 東亜薬品（株） 237B00D00027 第2類
内外赤玉はら薬 東亜薬品（株） 231C00B10019 第2類
ニュー赤玉ハラG 東亜薬品（株） 231C00D00045 第2類
ニューバラードE50 東亜薬品（株） 131M00D00095 第2類
バイシンモイスト 東亜薬品（株） 131M07A10018 第2類
バラードE50 東亜薬品（株） 131M00D00092 第2類
バラード目薬OA 東亜薬品（株） 131M00D04938 第3類
バラード目薬V 東亜薬品（株） 131M00D00130 第2類
バラードリフレッシュ 東亜薬品（株） 131M00B10054 第3類
ビタロンゴールド3000 東亜薬品（株） 397E00B00412 第2類
ピラこどもかぜぐすりC 東亜薬品（株） 118B00B10028 指定第2類
ピラビタンEC-S 東亜薬品（株） 317B00D00061 第3類
ブイハチストロング 東亜薬品（株） 317E00B00427 第2類
プレコール感冒カプセル 東亜薬品（株） 118D05A10043 指定第2類
ホワイシスLC錠EX 東亜薬品（株） 317C01A10089 第3類
マキロンsジェット＆スプレー 東亜薬品（株） 261M00A00726 第3類
マリウス3000EX 東亜薬品（株） 397E00B00323 第2類
丸和ケロS 東亜薬品（株） 114B01D00101 指定第2類
メルレン 東亜薬品（株） 114C00D00250 指定第2類
メルレン顆粒 東亜薬品（株） 114B00D00252 指定第2類
ユンゲオール3 東亜薬品（株） 218D00A01539 第3類
ラックル 東亜薬品（株） 114C01A10006 第2類
リキドー3000EX 東亜薬品（株） 397E00B00324 第2類
リキドーエースゴールド 東亜薬品（株） 397E00B00284 第2類
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リキドー皇精cp 東亜薬品（株） 397D00B00216 第2類
リキドーローヤルA 東亜薬品（株） 317E00B00206 第2類
ルルせき止めミニカプセル 東亜薬品（株） 224D00A10020 指定第2類
ロプロス3000EX 東亜薬品（株） 397E00A00321 第2類
ロングアイE 東亜薬品（株） 131M01D00064 第2類
アジェンテソフトカプセル 東海カプセル（株） 118D00B00485 指定第2類
エフロフェンQ 東海カプセル（株） 211D00B00093 第3類
エリブライト 東海カプセル（株） 315D02A10004 第3類
コレスゲン 東海カプセル（株） 218D00B00971 第3類
コレストン 東海カプセル（株） 218D00A00972 第3類
新アセマレン 東海カプセル（株） 118D00A00488 指定第2類
スリーミンカプセル 東海カプセル（株） 112D00A00243 指定第2類
ソイアテロンP 東海カプセル（株） 218D00A00967 第3類
デートコ・NW 東海カプセル（株） 315D00B00014 第3類
ビタミンEカプセル東海 東海カプセル（株） 315D00B01251 第3類
ヘキシトール 東海カプセル（株） 218D00A00090 第3類
イソプロパノール「東海」（AP） 東海製薬（株） 26151060K003 第3類
オキシドール「東海」（AP） 東海製薬（株） 26141190K007 第3類
グリセリン「東海」（AP） 東海製薬（株） 23571223K002 第2類
消エタ　コアA 東海製薬（株） 261M00A00011 第3類
消毒用エタノール「東海」（AP） 東海製薬（株） 26151077K000 第3類
精製水 東海製薬（株） 7131001X1240 第3類
白色ワセリン 東海製薬（株） 71211734K001 第3類
フェノール水「東海」（AP） 東海製薬（株） 261M00A01556 第2類
エクテマクリーム （株）東京甲子社 266N00A00337 第3類
コロスキン （株）東京甲子社 262M00A02818 第3類
モンゴール （株）東京甲子社 263M00A00762 第3類
アンメルシン1％ゲル 東光薬品工業（株） 264M00A00543 第2類
インテクリーム1％ 東光薬品工業（株） 264M00A00185 第2類
インテゲル1％ 東光薬品工業（株） 264M00A00642 第2類
インテミルリィーゲル1％ 東光薬品工業（株） 264N00A00452 第2類
インテローション1％ 東光薬品工業（株） 264M00A00401 第2類
インデリンテープFB35 東光薬品工業（株） 264P01A00441 第2類
インドメサールプラス 東光薬品工業（株） 264P00A10290 第2類
インドメサット1％液 東光薬品工業（株） 264N02A00792 第2類
インドメタシン液〈ニッスイ〉 東光薬品工業（株） 264M00A00403 第2類
インペタン 東光薬品工業（株） 264P00A00091 第2類
インペタン1％クリーム 東光薬品工業（株） 264M00A00183 第2類
インペタン1％ゲル 東光薬品工業（株） 264N01A00276 第2類
インペタン1％ミルリィーゲル 東光薬品工業（株） 264N00A00451 第2類
ウレパス20DX 東光薬品工業（株） 266M00A00605 第2類
ウレパス20DXローション 東光薬品工業（株） 266N00A00606 第2類
エイクリヤー1％ゲル 東光薬品工業（株） 264N00A00559 第2類
エイクリヤーLテープFB5％α 東光薬品工業（株） 264P01A00572 第2類
エイクリヤーテープFB35 東光薬品工業（株） 264P01A00186 第2類
エイクリヤーテープFB35温感 東光薬品工業（株） 264P01A00619 第2類
エイクリヤーテープFB5％α 東光薬品工業（株） 264P00A00325 第2類
エイクリヤーテープFB70 東光薬品工業（株） 264P02A00191 第2類
エイクリヤーテープFB70温感 東光薬品工業（株） 264P00A00622 第2類
エクトパスDXローション 東光薬品工業（株） 264M02A00513 第2類
エスミナン20 東光薬品工業（株） 269N00A00441 第3類
オスタールゴールド液 東光薬品工業（株） 265M00A00020 指定第2類
オスタールゴールドクリーム 東光薬品工業（株） 265N00A00018 指定第2類
オスタールゴールドスプレー 東光薬品工業（株） 265M02A00022 指定第2類
オスタールプラスHT液 東光薬品工業（株） 265M00A00133 指定第2類
オスタールプラスHTクリーム 東光薬品工業（株） 265N03A00138 指定第2類
オスタールプラスHTスプレー 東光薬品工業（株） 265M00A00136 指定第2類
ガリバノールA-1液 東光薬品工業（株） 264M00A00404 第2類
ガリバノールゲルA-1 東光薬品工業（株） 264M01A00645 第2類
クレネミル20E 東光薬品工業（株） 266N01A00687 第3類
月中仙ゲルホット 東光薬品工業（株） 264P00A00026 第3類
サリメチックID液 東光薬品工業（株） 264M00A00590 第2類
サリメチックIDゲル 東光薬品工業（株） 264N01A00566 第2類
サロメチールFBパッチ35 東光薬品工業（株） 264P00A00582 第2類
サロメチールID1％スプレー 東光薬品工業（株） 264L00A00369 第2類
サロメチールIDパップE 東光薬品工業（株） 264P00A10293 第2類
サロンシップインドメタシンEX 東光薬品工業（株） 264P01A00019 第2類
サンポーインドメタシンシップEX 東光薬品工業（株） 264P01A00594 第2類
サンポープラスターA 東光薬品工業（株） 264P00A00745 第3類
新インペタン 東光薬品工業（株） 264P00A00015 第2類
新インペタン1％ 東光薬品工業（株） 264P00A00356 第2類
新インペタンm 東光薬品工業（株） 264P00A00801 第2類
新インペタンエース 東光薬品工業（株） 264P00A10292 第2類
新インペタン温感 東光薬品工業（株） 264P02A00793 第2類
新セーラス20E 東光薬品工業（株） 266N00A00685 第3類
新ナチュロール20％ 東光薬品工業（株） 266N00A00579 第3類
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新ピフォニー軟膏 東光薬品工業（株） 264N01A00126 第3類
新ラクールGシップ 東光薬品工業（株） 264P01A00169 第3類
新ラクールG冷感 東光薬品工業（株） 264P00A10166 第3類
新ラクールシップ 東光薬品工業（株） 264P00A00001 第2類
新ラクールシップ冷感 東光薬品工業（株） 264P03A00591 第2類
新楽湿布ID 東光薬品工業（株） 264P00A00379 第2類
新ラクスキットIDハップ 東光薬品工業（株） 264P00A00378 第2類
新ラクスキットクール 東光薬品工業（株） 264P01A00166 第3類
新ラクパスH 東光薬品工業（株） 264P00A00183 第3類
新ラクパスS 東光薬品工業（株） 264P00A10165 第3類
新ラクペタン 東光薬品工業（株） 264P00A00165 第3類
新ラッシェルIDパップ 東光薬品工業（株） 264P00A00377 第2類
ジェシックハップペイン-E 東光薬品工業（株） 264P00A10291 第2類
スカーニーEX液 東光薬品工業（株） 264M01A00327 指定第2類
セーラス20DX 東光薬品工業（株） 266N00A00311 第3類
セーラス20DX乳液 東光薬品工業（株） 266M00A00185 第3類
セーラスひび・あかぎれAT軟膏 東光薬品工業（株） 264N00A00268 第3類
セーラスひび・あかぎれ軟膏 東光薬品工業（株） 264N01A00629 第3類
セラミEXクリーム 東光薬品工業（株） 265N00A00141 指定第2類
セラミEXスプレー 東光薬品工業（株） 265M04A00137 指定第2類
ダイアフラジンA軟膏 東光薬品工業（株） 264N00A00823 第3類
ダイアフラジンEX軟膏 東光薬品工業（株） 264N03A00589 指定第2類
トクホンハップ薄伸び冷 東光薬品工業（株） 264P00A00046 第3類
トクホンハップ（冷）ID 東光薬品工業（株） 264P00A00319 第2類
トピーホR 東光薬品工業（株） 264M00A00396 第2類
トラクペインパップID 東光薬品工業（株） 264P00A00097 第2類
トラクペインパップS 東光薬品工業（株） 264P01A00096 第3類
ニューボランテ 東光薬品工業（株） 264P00A00008 第2類
ニューボランテ1％ 東光薬品工業（株） 264P00A00357 第2類
ニューボランテ温感 東光薬品工業（株） 264P00A00179 第2類
バンダール1％液 東光薬品工業（株） 264M00A00398 第2類
バンダール1％クリーム 東光薬品工業（株） 264M00A00186 第2類
ピナクールEX液 東光薬品工業（株） 264M00A00124 指定第2類
ピナクールEXゲル 東光薬品工業（株） 264N00A00272 指定第2類
ピナクール液 東光薬品工業（株） 264M00A00184 第2類
ピナクールゲル 東光薬品工業（株） 264N00A00789 第3類
ピナクールベビー液 東光薬品工業（株） 264M02A10005 第3類
フェイタスクリーム 東光薬品工業（株） 264N00A00845 第2類
フェイタスゲル 東光薬品工業（株） 264N03A00050 第2類
フェイタスチックEX 東光薬品工業（株） 264Z00A00045 第2類
フェイタスローション 東光薬品工業（株） 264M00A00846 第2類
プロティナクリーム 東光薬品工業（株） 269N01A00650 第3類
ペインタリン1.0％ 東光薬品工業（株） 264N00A00692 第2類
ペインタリンテープFB35 東光薬品工業（株） 264P00A00440 第2類
ペインタリンテープFB5％α 東光薬品工業（株） 264P00A00326 第2類
ボランテ液1％ 東光薬品工業（株） 264M00A00405 第2類
ボランテゲル1％ 東光薬品工業（株） 264N00A00694 第2類
メディータム水虫プラスHT液 東光薬品工業（株） 265M00A00019 指定第2類
メディータム水虫プラスHTクリーム 東光薬品工業（株） 265N00A00017 指定第2類
モスα 東光薬品工業（株） 264M00A00127 指定第2類
ユトラールかゆみ止め液 東光薬品工業（株） 269M00A10011 第2類
ラクールC 東光薬品工業（株） 264P00A00914 第3類
ラクールH 東光薬品工業（株） 264P00A00965 第3類
ラクールID1％液 東光薬品工業（株） 264M00A10009 第2類
ラクールID1％クリーム 東光薬品工業（株） 264N00A10010 第2類
ラクールID1％ゲル 東光薬品工業（株） 264N00A10162 第2類
ラクールID1％ミルリィーゲル 東光薬品工業（株） 264N00A00455 第2類
ラクールタッチ 東光薬品工業（株） 264M00A01110 第3類
ラクールテープFB35 東光薬品工業（株） 264P01A00182 第2類
ラクールテープFB5％α 東光薬品工業（株） 264P00A00322 第2類
ラクコール液 東光薬品工業（株） 264M00A00445 第2類
楽湿布冷感 東光薬品工業（株） 264P00A10168 第3類
ラクスキットID1％液 東光薬品工業（株） 264M00A00207 第2類
ラクスキットID1％ゲル 東光薬品工業（株） 264M00A00045 第2類
ラクスキットID1％ミルリィーゲル 東光薬品工業（株） 264N01A00453 第2類
ラクスキットID温ハップ 東光薬品工業（株） 264P00A00429 第2類
ラクスキットクール 東光薬品工業（株） 264P00A10167 第3類
ラクスキットテープFB35 東光薬品工業（株） 264P01A00184 第2類
ラクスキットテープFB70 東光薬品工業（株） 264P01A00189 第2類
ラクスキットホット 東光薬品工業（株） 264P00A00185 第3類
ラクストッププラスHT液 東光薬品工業（株） 265M00A00664 指定第2類
ラクストッププラスHTクリーム 東光薬品工業（株） 265N00A00665 指定第2類
ラクタッチP 東光薬品工業（株） 264M00A01111 第3類
ラクパステープFB35 東光薬品工業（株） 264P01A00183 第2類
ラクピオンEXゲル 東光薬品工業（株） 264N01A00274 指定第2類
ラクピオンEXゲルα 東光薬品工業（株） 264N02A00115 指定第2類
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ラクピオンEXローション 東光薬品工業（株） 264M00A00125 指定第2類
ラクピオンEXローションα 東光薬品工業（株） 264M00A00275 指定第2類
ラクピオンH液 東光薬品工業（株） 264M00A10005 指定第2類
ラクピオンHスプレー 東光薬品工業（株） 264M00A00596 指定第2類
ラクピオンクールベビー液 東光薬品工業（株） 264M02A10006 第3類
ラクピオンゲル 東光薬品工業（株） 264N00A00790 第3類
ラクピオンローション 東光薬品工業（株） 264M00A00362 第2類
ラクフォースID1％液 東光薬品工業（株） 264M02A00274 第2類
ラクペタンDX液 東光薬品工業（株） 264M00A00317 第2類
ラクペタンDXゲル 東光薬品工業（株） 264N00A00318 第2類
ラクペタンDXテープ 東光薬品工業（株） 264P01A00473 第2類
ラクペタンDXテープL 東光薬品工業（株） 264P01A00474 第2類
ラクペタンDXパップ 東光薬品工業（株） 264P01A00624 第2類
ラクペタンLテープFB5％α 東光薬品工業（株） 264P00A00471 第2類
ラクペタンうすップ 東光薬品工業（株） 264P01A00066 第3類
ラクペタン温感 東光薬品工業（株） 264P00A00182 第3類
ラクペタンシップFB 東光薬品工業（株） 264P00A00314 第2類
ラクペタンテープFB35 東光薬品工業（株） 264P03A00180 第2類
ラクペタンテープFB35温感 東光薬品工業（株） 264P00A00616 第2類
ラクペタンテープFB5％α 東光薬品工業（株） 264P00A00321 第2類
ラクペタンテープFB70 東光薬品工業（株） 264P03A00181 第2類
ラクペタンテープFB70温感 東光薬品工業（株） 264P00A00621 第2類
ラッシェル液1％ 東光薬品工業（株） 264M00A00400 第2類
ラッシェルテープFB70 東光薬品工業（株） 264P00A00190 第2類
リドナース20DX 東光薬品工業（株） 266M00A00601 第2類
リドナース20DXローション 東光薬品工業（株） 266N00A00602 第2類
NEWエージーノーズモイスト 東興薬品工業（株） 132H00A00619 第2類
アレルギールSK 東興薬品工業（株） 264N01A00730 指定第2類
アレルギールジェル 東興薬品工業（株） 264N00A00045 指定第2類
カユドメリン ガード 東興薬品工業（株） 264N01A10001 第2類
カユドメリン・ゾル 東興薬品工業（株） 264N00A00125 第2類
サカイベースH 東興薬品工業（株） 264N00A00831 指定第2類
サラシュット 東興薬品工業（株） 255N01A00803 指定第2類
シオンエンチクリーム 東興薬品工業（株） 264N00A00832 指定第2類
新サニアゾルD 東興薬品工業（株） 264N00A01947 指定第2類
ジャスタットクールジェル 東興薬品工業（株） 265N01A00307 第2類
ジャスタットクリーム 東興薬品工業（株） 265N00A00308 第2類
デシコートun液 東興薬品工業（株） 265M00A00101 第2類
デシコートunクリーム 東興薬品工業（株） 265N00A00100 第2類
トラフル クイックショット 東興薬品工業（株） 279Z00A00366 第3類
ナーベル・スプレー 東興薬品工業（株） 132M00A00793 第2類
ナーベルスプレーN 東興薬品工業（株） 132M01A10040 第2類
ナガラベースH 東興薬品工業（株） 264N00A00830 指定第2類
ニッドナーベルスプレー 東興薬品工業（株） 132M03A10009 第2類
ピロエースWクリーム 東興薬品工業（株） 265N00A01268 第2類
フットガンコーワ液 東興薬品工業（株） 265M00A00648 指定第2類
フットガンコーワクリーム 東興薬品工業（株） 265N00A00647 指定第2類
リラテックス 東興薬品工業（株） 264N01A00285 第2類
ルルスプラッシュ 東興薬品工業（株） 279Z00A00267 第3類
ルル点鼻スプレー 東興薬品工業（株） 132M00A10019 第2類
ルルのどスプレー 東興薬品工業（株） 279Z00A00304 第3類
トヨクロン-BH 東ソー（株） 732Z00A00393 第2類
トヨクロン-BS 東ソー（株） 732Z00A00395 第2類
トヨクロン-GⅢ 東ソー（株） 732Z00A00390 第2類
トヨクロン-H 東ソー（株） 732Z00A00247 第2類
トヨクロン-JH 東ソー（株） 732Z00A00250 第2類
トヨクロン-JS 東ソー（株） 732Z00A00252 第2類
トヨクロン-S 東ソー（株） 732Z00A00249 第2類
陶陶酒の胃腸薬 陶陶酒製造（株） 237B00A00462 第2類
ネオタンセイ 陶陶酒製造（株） 329E00A03448 第2類
薬用陶陶酒銀印 陶陶酒製造（株） 329E00A03447 第2類
薬用陶陶酒銭形印 陶陶酒製造（株） 329E00A03446 第2類
薬用マム酒オールド 陶陶酒製造（株） 329E00A03445 第2類
薬用マムニックゴールド 陶陶酒製造（株） 329D00A01405 第2類
活力・M 東南製薬（株） 329D00A00159 第1類
榊軟膏 東南製薬（株） 255N00A04649 第3類
ヘモリンド舌下錠 東菱薬品工業（株） 255C70A00343 第2類
エスティスピール （名）東宝製薬 133E00A10003 第2類
エスベルマA （名）東宝製薬 265N00A10003 第2類
かいつうせん外用液 （名）東宝製薬 264M00A00151 第2類
カナコSP （名）東宝製薬 112C00A00011 指定第2類
カナコα （名）東宝製薬 264M00A00140 指定第2類
強肝，解毒，強力グットA錠 （名）東宝製薬 329C00A01594 第3類
甦脈宝内服液 （名）東宝製薬 329E01A00418 第3類
小児用ヒルAシロップ （名）東宝製薬 118E05A10001 指定第2類
小児用ママポポ内服液 （名）東宝製薬 329E00A10004 第3類
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新アーター内服液 （名）東宝製薬 133E01A10003 第2類
痔光軟膏S （名）東宝製薬 255N00A10004 第2類
痔光軟膏ホワイト （名）東宝製薬 255N00A10005 指定第2類
痔疾内服治療剤痔に光 （名）東宝製薬 255C00A02280 指定第2類
ジスコールせきどめシロップ （名）東宝製薬 224E01A10002 指定第2類
ストーゼ胃腸内服液 （名）東宝製薬 233E00A10002 第2類
タミンA （名）東宝製薬 329E00A00135 第3類
東宝痔光坐剤EAa （名）東宝製薬 255Q01A00021 第2類
ドリーネン （名）東宝製薬 112C00A00012 指定第2類
ヒーダ鼻炎カプセル （名）東宝製薬 132D04A10002 指定第2類
ビタネロンDX （名）東宝製薬 329E01A00420 第2類
リトスペール軟膏 （名）東宝製薬 269N00A08887 第3類
ローヤルバーモントB （名）東宝製薬 317E00A00391 第2類
ローヤルメチビタンD （名）東宝製薬 329E00A00237 第2類
ODC葛根湯エキス顆粒 東邦薬品工業（株） 520B00A01335 第2類
甘樫胃腸丸 東邦薬品工業（株） 233R00D00875 第3類
甘樫胃腸薬-E 東邦薬品工業（株） 237B00D00874 第2類
甘樫救生心 東邦薬品工業（株） 211R00D00762 第2類
甘樫通じ薬 東邦薬品工業（株） 235C00D00021 第2類
葛根湯エキス顆粒 東邦薬品工業（株） 520B00D01336 第2類
救精 東邦薬品工業（株） 520D00D00325 第2類
速治散ゴールド 東邦薬品工業（株） 114B00D00107 指定第2類
チルゴン錠S 東邦薬品工業（株） 235C01D00020 第2類
テキメンエース 東邦薬品工業（株） 118D00D00135 指定第2類
東邦葛根湯エキス顆粒 東邦薬品工業（株） 520B00D00723 第2類
ジェントルスロートA 東洋化学（株） 279M00A00793 第3類
ウットソフト 東洋カプセル（株） 112D00A00505 指定第2類
クールワン鼻炎ソフトカプセルS 東洋カプセル（株） 132D02A10003 第2類
ヘパーティッサンC錠 東洋カプセル（株） 317C70A00077 第3類
マルチファイン V 東洋カプセル（株） 317D00A10007 第3類
温経湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01511 第2類
温胆湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A00395 第2類
乙字湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01454 第2類
甘草瀉心湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01374 第2類
桂枝加芍薬湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A00989 第2類
桂枝茯苓湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01420 第2類
桂枝茯苓湯（顆粒） 東洋漢方製薬（株） 520B00A00287 第2類
香寿 東洋漢方製薬（株） 520B01A00067 第2類
柴胡加龍骨牡蛎湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A00267 第2類
柴胡桂枝湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01453 第2類
柴芍六君子湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01576 第2類
酸棗仁湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A00285 第2類
四逆散（顆粒） 東洋漢方製薬（株） 520B00A00435 第2類
小柴胡湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A00772 第2類
辛夷清肺湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01291 第2類
十全大補湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A00040 第2類
十味敗毒湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A00268 第2類
清湿化痰湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A00436 第2類
清心蓮子飲 東洋漢方製薬（株） 520G00A00396 第2類
清上防風湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A00288 第2類
大柴胡湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01514 第2類
猪苓湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01452 第2類
通源S 東洋漢方製薬（株） 520B01A00053 指定第2類
桃核承気湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A00698 第2類
当帰四逆加呉茱萸生姜湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01598 第2類
當帰芍薬散（顆粒） 東洋漢方製薬（株） 520C00A01037 第2類
當帰芍薬散料 東洋漢方製薬（株） 520G00A00858 第2類
東洋漢方の葛根湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01199 第2類
東洋漢方の加味逍遙散料 東洋漢方製薬（株） 520G00A01268 第2類
東洋漢方のきゅう帰膠艾湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A00963 第2類
東洋漢方のきゅう帰膠艾湯エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B00A01210 第2類
東洋漢方の駆風解毒湯エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B01A04047 第2類
東洋漢方の桂枝加朮附湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01447 第2類
東洋漢方の柴胡桂枝乾姜湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A00471 第2類
東洋漢方の三黄散 東洋漢方製薬（株） 520B00A01200 第2類
東洋漢方の炙甘草湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A00838 第2類
東洋漢方の小建中湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01702 第2類
東洋漢方の小青龍湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01202 第2類
東洋漢方の小半夏加茯苓湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01203 第2類
東洋漢方の十味敗毒湯エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B02A00342 第2類
東洋漢方の十味敗毒湯エキス顆粒（分
包）

東洋漢方製薬（株） 520B02A00342 第2類

東洋漢方のセンナ顆粒S（分包） 東洋漢方製薬（株） 520B00A00136 指定第2類
東洋漢方の釣藤散 東洋漢方製薬（株） 520G01A00664 第2類
東洋漢方の麦門冬湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A00665 第2類
東洋漢方の麦門冬湯エキス顆粒（分包） 東洋漢方製薬（株） 520B00A00344 第2類
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東洋漢方の苓桂朮甘湯エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B01A00663 第2類
東洋の茵ちん五苓散料エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B01A00655 第2類
東洋の温清飲 東洋漢方製薬（株） 520G01A00528 第2類
東洋の黄連解毒湯 東洋漢方製薬（株） 520G02A00527 第2類
東洋の黄連解毒湯エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B01A00269 第2類
東洋の葛根湯エキス顆粒S 東洋漢方製薬（株） 520B00A01136 第2類
東洋の葛根湯加川きゅう辛夷 東洋漢方製薬（株） 520G01A00938 第2類
東洋の加味帰脾湯エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B00A00626 第2類
東洋の加味逍遙散料エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B01A00696 第2類
東洋の加味逍遙散料エキス顆粒S 東洋漢方製薬（株） 520B02A00337 第2類
東洋の甘草瀉心湯エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B02A00893 第2類
東洋の桔梗湯エキス顆粒S 東洋漢方製薬（株） 520B03A00014 第2類
東洋の荊芥連翹湯 東洋漢方製薬（株） 520G01A00386 第2類
東洋の桂枝茯苓丸料エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B00A00582 第2類
東洋の香蘇散料エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B03A00065 第2類
東洋の五物解毒散料エキス顆粒S 東洋漢方製薬（株） 520B05A01325 第2類
東洋の五苓散料エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B01A00063 第2類
東洋の五苓散料エキス顆粒（分包） 東洋漢方製薬（株） 520B01A00061 第2類
東洋の柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B01A01206 第2類
東洋の柴朴湯 東洋漢方製薬（株） 520G03A01181 第2類
東洋の柴苓湯 東洋漢方製薬（株） 520G01A01425 第2類
東洋の酸棗仁湯エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B02A00698 第2類
東洋の芍薬甘草湯エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B00A00895 第2類
東洋の小建中湯エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B05A00396 第2類
東洋の小柴胡湯エキス顆粒S 東洋漢方製薬（株） 520B05A00814 第2類
東洋の小青竜湯エキス顆粒S 東洋漢方製薬（株） 520B00A00174 第2類
東洋の小青竜湯エキス顆粒S分包 東洋漢方製薬（株） 520B01A00177 第2類
東洋の辛夷清肺湯エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B01A01074 第2類
東洋の辛夷清肺湯エキス顆粒（分包） 東洋漢方製薬（株） 520B01A01071 第2類
東洋の十全大補湯エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B00A00609 第2類
東洋の疎経活血湯 東洋漢方製薬（株） 520G01A00047 第2類
東洋の当帰芍薬散料エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B00A00413 第2類
東洋の人参湯エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B02A01266 第2類
東洋の人参湯エキス顆粒（分包） 東洋漢方製薬（株） 520B00A01269 第2類
東洋の半夏瀉心湯エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B02A00890 第2類
東洋の半夏瀉心湯エキス顆粒（分包） 東洋漢方製薬（株） 520B01A00890 第2類
東洋の防已黄耆湯エキス顆粒S 東洋漢方製薬（株） 520B03A00437 第2類
東洋の防風通聖散料エキス顆粒S 東洋漢方製薬（株） 520B05A00116 第2類
東洋の麻黄湯エキス顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B01A01383 第2類
東洋のヨクイニンエキス顆粒S分包 東洋漢方製薬（株） 520B01A00395 第3類
東洋のよく苡仁湯 東洋漢方製薬（株） 520G61A10032 第2類
人参湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01293 第2類
人参湯（顆粒） 東洋漢方製薬（株） 520B00A00434 第2類
排膿散料 東洋漢方製薬（株） 520G00A01512 第2類
排膿湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01513 第2類
半夏厚朴湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01294 第2類
半夏瀉心湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01204 第2類
ビスカイナ顆粒 東洋漢方製薬（株） 520B00A00379 第2類
ビスカイナ顆粒（分包） 東洋漢方製薬（株） 520B00A00382 第2類
ビトラックS 東洋漢方製薬（株） 520B01A00438 第2類
ビナSLM 東洋漢方製薬（株） 520B03A00123 第2類
白虎加人参湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01577 第2類
平胃散料 東洋漢方製薬（株） 520G00A01423 第2類
宝寿カプセル 東洋漢方製薬（株） 520D00A00967 第2類
補中益気湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01421 第2類
防已黄耆湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01292 第2類
防風通聖散料 東洋漢方製薬（株） 520G00A00289 第2類
麻黄湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A00990 第2類
麻杏よく甘湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A00383 第2類
麻子仁丸料 東洋漢方製薬（株） 520G00A00133 第2類
抑肝散加陳皮半夏湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01515 第2類
六君子湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A01516 第2類
竜胆瀉肝湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A00132 第2類
苓姜朮甘湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A00297 第2類
苓桂朮甘湯 東洋漢方製薬（株） 520G00A00699 第2類
安中散料エキス顆粒［東洋］分包 （株）東洋薬行 520B74A00002 第2類
温経湯エキス細粒〔東洋〕 （株）東洋薬行 520B72A00037 第2類
温経湯エキス細粒〔東洋〕分包 （株）東洋薬行 520B72A00038 第2類
温清飲エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00225 第2類
黄耆建中湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B72A00104 第2類
黄連解毒湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00226 第2類
葛根湯エキス顆粒［東洋］分包 （株）東洋薬行 520B74A00008 第2類
葛根湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00228 第2類
葛根湯加川きゅう辛夷エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B71A00046 第2類
加味逍遙散エキス顆粒［東洋］分包 （株）東洋薬行 520B73A00009 第2類
加味逍遙散エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00229 第2類
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帰耆建中湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00181 第2類
きゅう帰膠艾湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00184 第2類
桂枝加芍薬湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00230 第2類
桂枝加竜骨牡蛎湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B72A00100 第2類
桂枝茯苓丸料エキス顆粒［東洋］分包 （株）東洋薬行 520B75A00010 第2類
桂枝茯苓丸料エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00231 第2類
荊防敗毒散エキス細粒〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00047 第2類
荊防敗毒散エキス細粒〔勝昌〕分包 （株）東洋薬行 520B71A00048 第2類
香蘇散エキス細粒〔東洋〕 （株）東洋薬行 520B71A00084 第2類
五苓散料エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00232 第2類
柴胡加龍骨牡蛎湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00235 第2類
柴胡桂枝乾姜湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00234 第2類
柴胡桂枝湯エキス細粒〔東洋〕 （株）東洋薬行 520B72A00085 第2類
柴胡桂枝湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00233 第2類
酸棗仁湯エキス顆粒［東洋］分包 （株）東洋薬行 520B73A00014 第2類
四逆散料エキス細粒〔東洋〕 （株）東洋薬行 520B73A00008 第2類
四物湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00183 第2類
芍薬甘草湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B71A00044 第2類
小柴胡湯エキス顆粒［東洋］分包 （株）東洋薬行 520B75A00003 第2類
小柴胡湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00237 第2類
小青龍湯エキス細粒〔勝昌〕分包 （株）東洋薬行 520B73A00045 第2類
小青龍湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00238 第2類
十全大補湯エキス顆粒［東洋］分包 （株）東洋薬行 520B73A00007 第2類
十全大補湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00236 第2類
十味敗毒湯エキス細粒〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00199 第2類
折衝飲エキス細粒〔東洋〕 （株）東洋薬行 520B70A00001 第2類
折衝飲エキス細粒〔東洋〕分包 （株）東洋薬行 520B70A00038 第2類
川きゅう茶調散料エキス顆粒［東洋］分
包

（株）東洋薬行 520B73A00015 第2類

疎経活血湯エキス顆粒［東洋］分包 （株）東洋薬行 520B73A00004 第2類
疎経活血湯エキス細粒〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00131 第2類
大柴胡湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00239 第2類
釣藤散エキス細粒〔東洋〕 （株）東洋薬行 520B71A00096 第2類
猪苓湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00358 第2類
桃核承気湯エキス細粒〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B72A00046 第2類
当帰芍薬散料エキス顆粒［東洋］分包 （株）東洋薬行 520B75A00068 第2類
当帰芍薬散料エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00240 第2類
人参湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00359 第2類
八味地黄丸［東洋］ （株）東洋薬行 520R73A00020 第2類
半夏瀉心湯エキス顆粒［東洋］分包 （株）東洋薬行 520B73A00011 第2類
半夏瀉心湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00361 第2類
麦門冬湯エキス細粒〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00213 第2類
補中益気湯エキス顆粒［東洋］分包 （株）東洋薬行 520B75A00002 第2類
補中益気湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B72A00040 第2類
防風通聖散料エキス細粒〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B72A00044 第2類
麻杏甘石湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00182 第2類
麻杏よく甘湯エキス細粒〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B72A00045 第2類
六君子湯エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B71A00099 第2類
六味地黄丸料エキス顆粒［東洋］分包 （株）東洋薬行 520B71A00005 第2類
六味地黄丸料エキス散〔勝昌〕 （株）東洋薬行 520B70A00362 第2類
アイデールパップV 東和製薬（株） 264P00A00336 第2類
インダス液 東和製薬（株） 264M01A00033 第2類
インダスゲル 東和製薬（株） 264N02A00028 第2類
液体リナα 東和製薬（株） 264M00A00004 指定第2類
エクドランIB錠 東和製薬（株） 114C00A00476 指定第2類
御嶽山百草湿布薬 東和製薬（株） 264P00A00732 第3類
カタコシニードV 東和製薬（株） 264P00A00337 第2類
クリエフ胃腸薬錠 東和製薬（株） 237C00D00855 第2類
ココラEX 東和製薬（株） 264M00A00243 指定第2類
コリアフターFBパップ 東和製薬（株） 264P02A00271 第2類
コリアフターパップF 東和製薬（株） 264P02A00468 第3類
コリアフターパップF温感 東和製薬（株） 264P00A00013 第3類
コリアフタFB液 東和製薬（株） 264M00A00390 第2類
コリシップ冷感 東和製薬（株） 264P00A10225 第3類
サリートスパップF 東和製薬（株） 264P00A00719 第3類
サリコル冷感 東和製薬（株） 264P00A00433 第3類
サリトースゴールドV 東和製薬（株） 264P01A00333 第2類
サンコリスID液 東和製薬（株） 264M03A00031 第2類
サンコリスIDゲル 東和製薬（株） 264N00A00026 第2類
サンコリスIDパップ 東和製薬（株） 264P00D00328 第2類
サンコリス冷感 東和製薬（株） 264P00A10226 第3類
サンツールDF液α 東和製薬（株） 264M00A00272 第2類
サンツールDFテープ 東和製薬（株） 264P03A00145 第2類
サンツールDFテープL 東和製薬（株） 264P02A00148 第2類
サンツールFB液 東和製薬（株） 264M00A00389 第2類
サンツールFBテープ 東和製薬（株） 264P00A00398 第2類
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サンツールFBテープL 東和製薬（株） 264P01A00301 第2類
サンツールID液 東和製薬（株） 264M00A00032 第2類
サンツールIDゲル 東和製薬（株） 264N00A00027 第2類
サンツールIDパップ 東和製薬（株） 264P00D00342 第2類
サンツールエース 東和製薬（株） 264P00B00065 第3類
サンツール温パップEx 東和製薬（株） 264P00A00441 第3類
サンツールパップVH 東和製薬（株） 264P02A00519 第2類
新エスターパップ 東和製薬（株） 264P00B01021 第3類
新クリエフ胃腸薬錠 東和製薬（株） 237C00A00047 第2類
新サリートス温パップF 東和製薬（株） 264P01A00010 第3類
新サンコリス温パップ 東和製薬（株） 264P00B01423 第3類
新サンツールパップ-W 東和製薬（株） 264P00B01022 第3類
新セイムビタンゴールド 東和製薬（株） 312D00D10012 第3類
新リッチミンキング 東和製薬（株） 317E03A00152 第2類
スグナ錠 東和製薬（株） 114C01D00020 指定第2類
セイムビタンBB 東和製薬（株） 313C00D00005 第3類
セイムビタンE300 東和製薬（株） 315C00A00006 第3類
セイムビタンEX 東和製薬（株） 313C02D00002 第3類
セイムビタンハイ 東和製薬（株） 317B00D00011 第3類
タミトールID液 東和製薬（株） 264M00A00881 第2類
タミトールメタフィットV 東和製薬（株） 264P01A00327 第2類
ツウカイ 東和製薬（株） 235C00D00018 指定第2類
デキサアルファ液 東和製薬（株） 264M01A00002 指定第2類
ネオアイ40 東和製薬（株） 131M17A10007 第3類
ネオアイクール 東和製薬（株） 131M19A10002 第2類
ノンフィーブ 東和製薬（株） 114C00A00466 指定第2類
ハヤナIB 東和製薬（株） 118C00A00273 指定第2類
ハヤナ鼻炎カプセル 東和製薬（株） 132D00D10005 指定第2類
ヒフサールパップV 東和製薬（株） 264P00A00335 第2類
フォルチュア鼻炎カプセル-PE 東和製薬（株） 132D03A10003 指定第2類
マイキュロンIDパップV 東和製薬（株） 264P00A00338 第2類
めぐすりAG 東和製薬（株） 131M02A10042 第2類
めぐすり「ゴールド」 東和製薬（株） 131M00D10004 第2類
リッチゾンDX 東和製薬（株） 264M01A00166 指定第2類
アイエース 常盤薬品工業（株） 312E00D00027 第3類
イナルシン胃腸内服液 常盤薬品工業（株） 233E00B10017 第3類
ウィンビーZ DX 常盤薬品工業（株） 397E00B00984 第2類
エスモンDX 常盤薬品工業（株） 397E01A00558 第2類
エスモンキング 常盤薬品工業（株） 317E00D00698 第2類
エスモンドリンク 常盤薬品工業（株） 317E00D04024 第3類
救風 常盤薬品工業（株） 118B00D00120 指定第2類
救風ゴールド 常盤薬品工業（株） 118D00D01639 指定第2類
救風ゴールドDX 常盤薬品工業（株） 118D00B00040 指定第2類
救風鼻炎カプセル 常盤薬品工業（株） 132D00B10060 指定第2類
玉龍アセモールS 常盤薬品工業（株） 264N00D00318 第3類
玉龍ローヤルD 常盤薬品工業（株） 317E00A00699 第2類
グロンビターDX50 常盤薬品工業（株） 397E01B00030 第2類
グロンビターE 常盤薬品工業（株） 315D00D01338 第3類
グロンビターEα 常盤薬品工業（株） 315D00D00080 第3類
グロンビターZ3000S 常盤薬品工業（株） 397E00B10036 第2類
グロンビターデラックスK 常盤薬品工業（株） 397E00D00167 第2類
グロンビターローヤルD 常盤薬品工業（株） 317E00B00700 第2類
グロンファイター2000G 常盤薬品工業（株） 397E01A00116 第3類
グロンファイター3000G 常盤薬品工業（株） 397E03A00643 第2類
サリッシュ軟膏 常盤薬品工業（株） 264N01A00093 第3類
新グロンビターD 常盤薬品工業（株） 397E00D00121 第2類
新スピード膏S 常盤薬品工業（株） 264P00D01472 第3類
新生スットB 常盤薬品工業（株） 118C02D00018 指定第2類
新生スットエースA 常盤薬品工業（株） 118C01D00078 指定第2類
新ノーリツD 常盤薬品工業（株） 397E00D00104 第2類
参蒜精 常盤薬品工業（株） 397E01A00007 第2類
ストップチン 常盤薬品工業（株） 224B00D00080 指定第2類
セデトンクール 常盤薬品工業（株） 114B00D10053 指定第2類
タロン 常盤薬品工業（株） 265M00D00184 第2類
タロンエース 常盤薬品工業（株） 265M00D02247 第2類
トキワ胃腸薬 常盤薬品工業（株） 237B00D01884 第2類
トキワ胃腸薬S 常盤薬品工業（株） 237B00D01226 第2類
トキワ胃腸薬錠 常盤薬品工業（株） 237C00D01096 第2類
常盤葛根湯エキス顆粒 常盤薬品工業（株） 520B00B00148 第2類
トキワ南天喉飴 常盤薬品工業（株） 222C00D00574 第3類
常盤のど飴 常盤薬品工業（株） 222C00D00576 第3類
トキワ鼻炎薬爽快 常盤薬品工業（株） 132C00B10005 第2類
トキワレストン錠 常盤薬品工業（株） 114C02D00035 指定第2類
トップグロンDX 常盤薬品工業（株） 397E00B00705 第2類
トップグロンEX 常盤薬品工業（株） 397E00B00715 第2類
トップグロンG 常盤薬品工業（株） 397E00B00417 第3類

101 / 145 ページ



一般用医薬品コード（経済課コード） 一般財団法人日本医薬情報センター（JAPIC）　2015年9月18日掲載

製品名:和名 製造販売元 経済課コード リスク区分等

トップグロンG3000DXⅡ 常盤薬品工業（株） 397E00B00714 第2類
トピーホA 常盤薬品工業（株） 264P00D01474 第3類
トピーホ軟膏 常盤薬品工業（株） 264N00B00158 第2類
トランキ錠 常盤薬品工業（株） 133C00D00083 指定第2類
南草舎利別 常盤薬品工業（株） 224E01A10040 指定第2類
南天のど飴H 常盤薬品工業（株） 222C00A00464 第3類
南天のど飴L 常盤薬品工業（株） 222C00D00004 第3類
南天のど飴O 常盤薬品工業（株） 222C00D00005 第3類
南天のど飴S 常盤薬品工業（株） 222C00A00464 第3類
南天のど飴U 常盤薬品工業（株） 222C00A00463 第3類
南天のど飴Y 常盤薬品工業（株） 222C00A00464 第3類
南天のど飴クール 常盤薬品工業（株） 222C01A00577 第3類
ネオグロンビター内服液 常盤薬品工業（株） 397E00B00719 第3類
ノーリツMAXα 常盤薬品工業（株） 397E00B00713 第2類
ノーリツZ3000S 常盤薬品工業（株） 397E00B10037 第2類
パスビタンDX 常盤薬品工業（株） 312E00D10038 第3類
パスビタン軟膏1.0％ 常盤薬品工業（株） 264N00A00699 第2類
パンチビタン 常盤薬品工業（株） 317E00B00046 第2類
ヒットミンゴールド 常盤薬品工業（株） 118D00D01635 指定第2類
ヒットミンせき止めカプセル 常盤薬品工業（株） 224D00D00080 指定第2類
ヒットミンホワイト 常盤薬品工業（株） 118D00D01636 指定第2類
ビタシーローヤル2000 常盤薬品工業（株） 397E00D00295 第3類
ビタシーローヤル3000 常盤薬品工業（株） 397E01A00646 第2類
ビタシーローヤル3000ZERO 常盤薬品工業（株） 397E01A00602 第3類
ビタシーローヤルN3000 常盤薬品工業（株） 397E00A00011 第3類
ビッラックスD 常盤薬品工業（株） 397E00A01054 第3類
ミネ消化整腸薬錠 常盤薬品工業（株） 237C00A10144 第3類
ミネパラG2000 常盤薬品工業（株） 317E00D00611 第2類
ムシイチ 常盤薬品工業（株） 264N00D00460 第2類
メントパンG 常盤薬品工業（株） 261M00D01637 第2類
モーリンホワイト 常盤薬品工業（株） 118D00A10037 指定第2類
リポサロンD 常盤薬品工業（株） 397E00A01053 第3類
ルックエスせき止めカプセル 常盤薬品工業（株） 224D00D00079 指定第2類
ルックエス鼻炎カプセル 常盤薬品工業（株） 132D00A10059 指定第2類
ローヤルK 常盤薬品工業（株） 397E00B00243 第2類
ローヤルグロンビターD 常盤薬品工業（株） 397E00D00927 第2類
ローヤルゴールドD 常盤薬品工業（株） 317E00B01448 第2類
新トクホンチール （株）トクホン 264M00A00216 第3類
チールA （株）トクホン 264M00A00367 第3類
チールAX （株）トクホン 264M00A01241 第3類
チールOX （株）トクホン 264M00A00279 第3類
トクホン （株）トクホン 264P01A00211 第3類
トクホンE （株）トクホン 264P00D00337 第3類
トクホンエース （株）トクホン 264P00A00453 第3類
トクホンエースホット （株）トクホン 264P00A00455 第3類
トクホンダッシュエアロ （株）トクホン 264L00A00251 第3類
トクホンハップ（温） （株）トクホン 264P01A00427 第3類
トクホンハップ（冷） （株）トクホン 264P00A00426 第3類
トクホンフェルビナプラスター （株）トクホン 264P00A00149 第2類
ヘクトメタシン （株）トクホン 264P00A01084 第2類
開豊瓊玉膏 （株）栃本天海堂 329F70A00010 第2類
開豊 ハチミツ （株）栃本天海堂 71422289K004 第3類
廣東牛黄清心元 （株）栃本天海堂 520G70A00119 第2類
健康丸 （株）栃本天海堂 520R00A08241 指定第2類
健婦丸 （株）栃本天海堂 520R00A00226 第2類
ゴオウ　カプセル （株）栃本天海堂 510D00A00493 第3類
東方牛黄清心元 （株）栃本天海堂 520G70A00119 第2類
トチモトの茵ちん五苓湯 （株）栃本天海堂 520G00A00311 第2類
トチモトのウワウルシP （株）栃本天海堂 51001071K000 第2類
トチモトの温経湯 （株）栃本天海堂 520G00A01020 第2類
トチモトの温清飲 （株）栃本天海堂 520G01A01390 第2類
トチモトのオウバク末P （株）栃本天海堂 51001182K006 第3類
トチモトのオウレンP （株）栃本天海堂 51001183K001 第2類
トチモトの黄連解毒湯 （株）栃本天海堂 520G00A00729 第2類
トチモトのオウレン末P （株）栃本天海堂 51001184K005 第2類
トチモトの乙字湯 （株）栃本天海堂 520G00A01369 第2類
トチモトのカゴソウP （株）栃本天海堂 51002070K003 第3類
トチモトのカッコン湯 （株）栃本天海堂 520G00A01175 第2類
トチモトの加味逍遙散 （株）栃本天海堂 520G00A00962 第2類
トチモトのカンゾウP （株）栃本天海堂 51001204K007 第2類
トチモトのカンゾウ末P （株）栃本天海堂 51001205K002 第2類
トチモトのキキョウ末P （株）栃本天海堂 51002099K004 第3類
トチモトのキササゲP （株）栃本天海堂 51002101K005 第2類
トチモトのきゅう帰膠艾湯 （株）栃本天海堂 520G00A00981 第2類
トチモトの駆風解毒湯 （株）栃本天海堂 520G00A00490 第2類
トチモトの荊芥連翹湯 （株）栃本天海堂 520G00A00412 第2類
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トチモトの桂枝茯苓丸料 （株）栃本天海堂 520G00A00810 第2類
トチモトのケイヒ末P （株）栃本天海堂 51001242K001 第3類
トチモトのケツメイシP （株）栃本天海堂 51002124K000 第3類
トチモトのゲンチアナ末P （株）栃本天海堂 51001244K000 第3類
トチモトのゲンノショウコP （株）栃本天海堂 51002127K003 第3類
トチモトのゲンノショウコ（煎じ袋入
り）

（株）栃本天海堂 51002127K003 第3類

トチモトのゲンノショウコ（プレス） （株）栃本天海堂 520G00A00284 第3類
トチモトのゲンノショウコ末P （株）栃本天海堂 51002128K007 第3類
トチモトのコウカP （株）栃本天海堂 51002129K002 第3類
トチモトのコウジンP （株）栃本天海堂 51002131K002 第3類
トチモトのコウジン末 （株）栃本天海堂 520G01A00608 第3類
トチモトの牛黄末 （株）栃本天海堂 510G05A00564 第3類
トチモトの五苓湯 （株）栃本天海堂 520G00A01352 第2類
トチモトの柴胡加竜骨牡蛎湯 （株）栃本天海堂 520G00A01241 第2類
トチモトの柴胡桂枝乾姜湯 （株）栃本天海堂 520G00A00910 第2類
トチモトの柴胡桂枝湯 （株）栃本天海堂 520G00A00138 第2類
トチモトのサフランP （株）栃本天海堂 51002155K001 第3類
トチモトのサンキライP （株）栃本天海堂 51002171K004 第3類
トチモトのサンシシ末P （株）栃本天海堂 51002174K007 第3類
トチモトの四物湯 （株）栃本天海堂 520G01A00982 第2類
トチモトの芍薬甘草湯 （株）栃本天海堂 520G00A00582 第2類
トチモトのシャゼンソウP （株）栃本天海堂 51002196K007 第3類
トチモトの小柴胡湯 （株）栃本天海堂 520G00A01073 第2類
トチモトの小青龍湯 （株）栃本天海堂 520G00A01176 第2類
トチモトの小ハンゲ加ブクリョウ湯 （株）栃本天海堂 520G00A01177 第2類
トチモトの消風散 （株）栃本天海堂 520G00A00249 第2類
トチモトの四苓湯 （株）栃本天海堂 520G00A00581 第2類
トチモトの十味敗毒湯 （株）栃本天海堂 520G00A00219 第2類
トチモトのジュウヤクP （株）栃本天海堂 51002200K007 第3類
トチモトのジュウヤク（煎じ袋入り） （株）栃本天海堂 51002200K007 第3類
トチモトのジュウヤク（プレス） （株）栃本天海堂 520G01A00285 第3類
トチモトの清肺湯 （株）栃本天海堂 520G00A01328 第2類
トチモトのセンナP （株）栃本天海堂 51001384K008 指定第2類
トチモトのセンナ実末 （株）栃本天海堂 520G00A00045 指定第2類
トチモトのセンナ（煎じ袋入り） （株）栃本天海堂 51001384K008 指定第2類
トチモトのセンナ末P （株）栃本天海堂 51001385K003 指定第2類
トチモトのセンブリP （株）栃本天海堂 51001386K007 第3類
トチモトのセンブリ末P （株）栃本天海堂 51001387K002 第3類
トチモトのソウハクヒP （株）栃本天海堂 51002243K003 第3類
トチモトのダイオウ末P （株）栃本天海堂 51001389K001 第2類
トチモトの大柴胡湯 （株）栃本天海堂 520G00A00076 第2類
トチモトの釣藤散 （株）栃本天海堂 520G02A01293 第2類
トチモトの当帰芍薬散料 （株）栃本天海堂 520G01A01242 第2類
トチモトのニンジンP （株）栃本天海堂 51002287K003 第3類
トチモトの人参湯 （株）栃本天海堂 520G00A01410 第2類
トチモトのニンジン末 （株）栃本天海堂 520G00A00050 第3類
トチモトの八味地黄丸料 （株）栃本天海堂 520G01A00497 第2類
トチモトの半夏厚朴湯 （株）栃本天海堂 520G00A00277 第2類
トチモトの半夏白朮天麻湯 （株）栃本天海堂 520G00A00844 第2類
トチモトの麦門冬湯 （株）栃本天海堂 520G00A00021 第2類
トチモトのボウイP （株）栃本天海堂 51002335K003 第2類
トチモトの麻黄湯 （株）栃本天海堂 520G00A00982 第2類
トチモトのマクリP （株）栃本天海堂 64252350K002 第2類
トチモトのモクツウP （株）栃本天海堂 51002355K004 第2類
トチモトのユウタンP （株）栃本天海堂 51002363K001 第3類
トチモトのヨクイニンP （株）栃本天海堂 51002368K003 第3類
トチモトのよく苡仁湯 （株）栃本天海堂 520G00A00511 第2類
トチモトのヨクイニン末P （株）栃本天海堂 51002369K007 第3類
トチモトの苓姜朮甘湯 （株）栃本天海堂 520G00A00706 第2類
トチモトの苓桂朮甘湯 （株）栃本天海堂 520G00A00569 第2類
トチモトの六味丸 （株）栃本天海堂 520R01A01203 第2類
白鵬丹 （株）栃本天海堂 329R00A00328 第2類
ヨクイニン末 （株）栃本天海堂 51002369K007 第3類
赤玉はら薬整腸丸A 富山薬品（株） 231R00D00946 第3類
かぜカンキ（感気）カプセル 富山薬品（株） 118D02D00087 指定第2類
カゼ感気顆粒 富山薬品（株） 118B00D01233 指定第2類
かぜサンS 富山薬品（株） 118B00B00057 指定第2類
かぜねつ一効散 富山薬品（株） 118B00D00288 指定第2類
キリンカプセル 富山薬品（株） 118D00D00036 指定第2類
高級ファイン 富山薬品（株） 114B00B00051 指定第2類
小粒赤玉はら薬 富山薬品（株） 231R00D00279 第2類
コリホグス 富山薬品（株） 122C00D00659 指定第2類
新ケロチン 富山薬品（株） 114B01D00027 指定第2類
新コデロン錠F 富山薬品（株） 224C00D00033 指定第2類
新ヅノー錠 富山薬品（株） 114C00D00058 指定第2類
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たからミグリン 富山薬品（株） 114B01D00059 指定第2類
ツーリックCa錠 富山薬品（株） 321C00D00035 第3類
ニッコリ 富山薬品（株） 114B01D00061 指定第2類
ネオはれやか 富山薬品（株） 114B00B00989 指定第2類
保寿胃腸薬 富山薬品（株） 237B00B01035 第2類
保寿小児ポッポ 富山薬品（株） 118B00B00055 指定第2類
あんま散 豊島製薬（株） 114B00B00019 指定第2類
かぜねつダイオー 豊島製薬（株） 118B00B00117 指定第2類
熊印赤玉丸 豊島製薬（株） 233R00B01768 第2類
熊印胃腸丸 豊島製薬（株） 233R00B00642 第2類
ケロバミン 豊島製薬（株） 114B00B00119 指定第2類
サエル 豊島製薬（株） 114B00B00118 第2類
豊島胃散 豊島製薬（株） 234B00B01611 第2類
ネオロイゼン 豊島製薬（株） 114B00B17260 指定第2類
ネオロイゼン錠 豊島製薬（株） 114C00B00556 指定第2類
バルン 豊島製薬（株） 118C00B03527 指定第2類
バルンコールS 豊島製薬（株） 118B00B00163 指定第2類
妙婦湯糖衣錠 豊島製薬（株） 329C00B00225 第3類
ロイゼン 豊島製薬（株） 114B01B00001 指定第2類
ロコイダンクリーム 鳥居薬品（株） 264N00A00283 指定第2類
ロコイダン軟膏 鳥居薬品（株） 264N00A00282 指定第2類
エスタロンモカ内服液 同仁医薬化工（株） 115E00A01459 第3類
ジクロテクトPROゲル 同仁医薬化工（株） 264N01A00239 第2類
ジクロテクトPROスプレー 同仁医薬化工（株） 264L00A00244 第2類
ジクロテクトPROテープ 同仁医薬化工（株） 264P02A00189 第2類
ジクロテクトPROテープL 同仁医薬化工（株） 264P01A00192 第2類
ジクロテクトPROローション 同仁医薬化工（株） 264M00A00241 第2類
ジクロテクトゲル 同仁医薬化工（株） 264N01A00313 第2類
ジクロテクトローション 同仁医薬化工（株） 264M02A00307 第2類
ボルタレンACゲル 同仁医薬化工（株） 264N01A00293 第2類
ボルタレンACローション 同仁医薬化工（株） 264M00A00304 第2類
ボルタレンEXゲル 同仁医薬化工（株） 264N01A00238 第2類
ボルタレンEXスプレー 同仁医薬化工（株） 264L00A00243 第2類
ボルタレンEXテープ 同仁医薬化工（株） 264P02A00188 第2類
ボルタレンEXテープL 同仁医薬化工（株） 264P01A00191 第2類
ボルタレンEXローション 同仁医薬化工（株） 264M00A00240 第2類
新ドリグロンMスーパー ドルド製薬（有） 317E00D00480 第2類
新ドルドミンD ドルド製薬（有） 317E00D00479 第2類
NAこどもかぜぐすり 内外薬品（株） 118B00B00165 指定第2類
かぜジョイスパークカプセル 内外薬品（株） 118D01B10042 指定第2類
かぜソフト〈カプセル〉A 内外薬品（株） 118D04D00005 指定第2類
かぜ プロピンs 内外薬品（株） 118B00B00005 指定第2類
かぜロダンSG 内外薬品（株） 118D00B10051 指定第2類
かぜロダン錠 内外薬品（株） 118C01B00015 指定第2類
カゼン21 内外薬品（株） 118D00D10045 指定第2類
カゼンエース 内外薬品（株） 118B02D00005 指定第2類
ケロリン 内外薬品（株） 114B00D01529 指定第2類
ケロリンA錠 内外薬品（株） 114C00D10040 指定第2類
ケロリンIBカプレット 内外薬品（株） 114C00A00051 指定第2類
ケロリンT 内外薬品（株） 114B00B00053 指定第2類
ケロリンコンドロDXα 内外薬品（株） 312D00B10007 第3類
ケロリン錠S 内外薬品（株） 114C00B10007 指定第2類
ケロリンチュアブル 内外薬品（株） 114C01D10068 指定第2類
コンドロチンSP 内外薬品（株） 312C00A10082 第3類
コンドロバランスDXα 内外薬品（株） 312D00B10040 第3類
サラリ21 内外薬品（株） 118D00D10046 指定第2類
サラリ800鼻炎カプセルS 内外薬品（株） 441D00B10071 指定第2類
小児用ケロリン錠S 内外薬品（株） 114C01B00015 第2類
新内外胃腸薬「錠剤」 内外薬品（株） 234C00B10001 第2類
タロパカプセルA 内外薬品（株） 118D02B10031 指定第2類
チュアブルグリーン 内外薬品（株） 234C00D01444 第2類
トンプク クロベ散 内外薬品（株） 114B00B00101 指定第2類
内外胃腸薬S錠 内外薬品（株） 237C00B10022 第3類
内外下痢止め 内外薬品（株） 231C03A10059 第2類
ニューケロ・グリーンU 内外薬品（株） 234B00B10051 第2類
ハラトン下痢止め 内外薬品（株） 231C00A10060 第2類
フルタイムコンドロ錠 内外薬品（株） 312C02A10002 第3類
プロピンゴールドSP 内外薬品（株） 118D00B10030 指定第2類
プロピンゴールドカプセルA 内外薬品（株） 118D01D00002 指定第2類
プロピンゴールドカプセルG 内外薬品（株） 118D05D00013 指定第2類
プロピン鼻炎JⅡ 内外薬品（株） 441D00B10061 指定第2類
プロピン鼻炎カプセルS 内外薬品（株） 449D00B10070 指定第2類
プロピン鼻炎チュアブル 内外薬品（株） 449C00B10043 第2類
ポリアニンEsカプセル 内外薬品（株） 315D00B10103 第3類
ポリアニンコンドロDXα 内外薬品（株） 312D00B10006 第3類
メルジンコンドロDXα 内外薬品（株） 312D00B10008 第3類
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メルヂンコンドロDX 内外薬品（株） 312D00B10038 第3類
メルヂンゴールド 内外薬品（株） 114C00A00053 指定第2類
ライフ胃腸薬「錠剤」 内外薬品（株） 234C00B10002 第2類
ロダン胃腸薬S錠 内外薬品（株） 237C00B10023 第3類
家庭用リナパス 中北薬品（株） 261M00A00444 第3類
精製水 中北薬品（株） 713Z00E00000 第3類
ブドウ酒 中北薬品（株） 329E00A00000 第3類
ナカジマオウレン末 中嶋生薬（株） 510G00A00197 第2類
純精亀考油 （株）中島ハッカ 264M29A10013 第3類
カゼマイカプセルS 中村薬品工業（株） 118D00B00048 指定第2類
シルダンDX 中村薬品工業（株） 118C00B00064 指定第2類
シルダン顆粒 中村薬品工業（株） 118B00A00683 指定第2類
新シルダンSカプセル 中村薬品工業（株） 118D00B00013 指定第2類
ジーバランスG(販売名:ビタトレールジー
バランスG)

中村薬品工業（株） 520C00A00250 第2類

ジーフェルスリムA 中村薬品工業（株） 520C00A00343 第2類
ジーフェルスリムG 中村薬品工業（株） 520C00A00249 第2類
ジーフェルスリムL 中村薬品工業（株） 520C01A00342 第2類
スーリール漢方便秘薬 中村薬品工業（株） 520C01A00486 第2類
ネービイ・ナチュール 中村薬品工業（株） 315D00B01215 第3類
ネービイ・ナチュール「ゴールド」 中村薬品工業（株） 315D01B00006 第3類
熱救ゴールド 中村薬品工業（株） 118C00B00045 指定第2類
ノーピン 中村薬品工業（株） 114B00D00064 指定第2類
ノーピンDX錠 中村薬品工業（株） 114C00B00915 指定第2類
ノーピン顆粒 中村薬品工業（株） 114B01B00028 指定第2類
脳ノージ顆粒 中村薬品工業（株） 114B01B00021 指定第2類
ノズラン錠 中村薬品工業（株） 520C01A00174 第2類
鼻炎カプセル「ベラ」A 中村薬品工業（株） 132D00D10022 指定第2類
ビスローU胃腸薬 中村薬品工業（株） 237B00A10014 第2類
ビタトレール　チクノーズ 中村薬品工業（株） 520C00A00175 第2類
ビラクス錠 中村薬品工業（株） 520C01A00460 第2類
ボーツーステージA 中村薬品工業（株） 520C02A00473 第2類
ボーツーステージG 中村薬品工業（株） 520C00A00248 第2類
万葉健胃丸 中村薬品工業（株） 233R00B00243 第3類
ラフェルサ漢方便秘薬 中村薬品工業（株） 520C02A00353 第2類
りさっど薬草便秘薬 中村薬品工業（株） 235C00A10027 指定第2類
殺虫プレート 中山工業（株） 734Z00A00287 第1類
ニッサンプレート18 中山工業（株） 734Z00A01153 第1類
ニッサンプレート18B 中山工業（株） 734Z00A00428 第1類
W.T.T.C.粒状 長倉製薬（株） 213B00A02235 第2類
茵ちん五苓散粒状 長倉製薬（株） 520B02A00037 第2類
エキス加茵陳粒状 長倉製薬（株） 236B00A03004 第2類
エキス加甘草粒状 長倉製薬（株） 232B00A03004 第2類
エキス加辛夷粒状 長倉製薬（株） 132B00A03004 第2類
エキス加ヨクイニン粒状 長倉製薬（株） 590B00A03004 第3類
越婢加朮粒状 長倉製薬（株） 590B00A02340 指定第2類
黄解散粒状 長倉製薬（株） 520B00A05970 第2類
オツジトウ錠 長倉製薬（株） 520C01A01537 第2類
乙字湯粒状 長倉製薬（株） 520B00A10742 第2類
温賦湯粒状 長倉製薬（株） 590B00A02339 第3類
葛根湯粒状 長倉製薬（株） 520B00A01165 第2類
桔梗石膏粒状 長倉製薬（株） 590B01A03004 第3類
きゅう黄散粒状 長倉製薬（株） 520B01A10742 第2類
きゅう帰膠艾粒状 長倉製薬（株） 520B00A05546 第2類
苦荊散粒状 長倉製薬（株） 590B00A01052 第2類
九檳呉茯粒状 長倉製薬（株） 590B00A10742 第2類
桂枝加芍薬粒状 長倉製薬（株） 520B02A10742 第2類
ケイシカレイジュツ錠 長倉製薬（株） 590C00A03699 第2類
桂枝加苓朮粒状 長倉製薬（株） 590B01A02340 第2類
桂枝茯苓丸粒状 長倉製薬（株） 520B03A00038 第2類
桂枝茯苓粒状 長倉製薬（株） 520B01A05970 第2類
五黄散粒状 長倉製薬（株） 590B00A05970 第2類
五積散粒状 長倉製薬（株） 520B00A05548 第2類
五苓散錠 長倉製薬（株） 520C00A04752 第2類
五苓散粒状 長倉製薬（株） 520B01A01564 第2類
五苓散粒状（分包） 長倉製薬（株） 520B01A01560 第2類
柴桂姜粒状 長倉製薬（株） 520B03A10742 第2類
柴胡桂枝湯粒状 長倉製薬（株） 520B00A02340 第2類
柴胡龍牡粒状 長倉製薬（株） 520B00A01164 第2類
三黄錠 長倉製薬（株） 520C00A07108 第2類
紫雲膏 長倉製薬（株） 520N00A01544 第2類
四物湯粒状 長倉製薬（株） 520B04A10742 第2類
芍薬甘草粒状 長倉製薬（株） 520B00A03094 第2類
小柴胡粒状 長倉製薬（株） 520B03A05970 第2類
ショウセイリュウ錠 長倉製薬（株） 520C01A01540 第2類
小青龍粒状 長倉製薬（株） 520B06A10742 第2類
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逍遙散粒状 長倉製薬（株） 520B00A05834 第2類
神経痛薬粒状 長倉製薬（株） 520B04A05970 第2類
神秘湯粒状 長倉製薬（株） 520B01A02340 第2類
痔の薬粒状 長倉製薬（株） 520B02A05970 第2類
十味敗毒散粒状 長倉製薬（株） 520B05A10742 第2類
ジュウミハイドク錠 長倉製薬（株） 520C01A01535 第2類
セイビトウ錠 長倉製薬（株） 132C00A01536 指定第2類
清鼻湯粒状 長倉製薬（株） 132B00A03404 指定第2類
大柴胡粒状 長倉製薬（株） 520B05A05970 第2類
猪苓湯粒状 長倉製薬（株） 520B00A05551 第2類
桃核承気粒状 長倉製薬（株） 520B07A10742 第2類
当帰四逆呉姜粒状 長倉製薬（株） 520B02A00904 第2類
当帰芍薬散粒状 長倉製薬（株） 520B01A00584 第2類
当芍参錠 長倉製薬（株） 590C00A04560 第3類
長倉安中散粒状 長倉製薬（株） 520B04A01073 第2類
長倉香蘇散粒状 長倉製薬（株） 520B02A01350 第2類
長倉四逆散粒状 長倉製薬（株） 520B00A01348 第2類
長倉大黄粒状 長倉製薬（株） 235B01A00013 第2類
長倉泌尿煎 長倉製薬（株） 213G00A05970 第2類
人参當芍散粒状 長倉製薬（株） 590B01A05970 第3類
人参湯粒状 長倉製薬（株） 520B00A00927 第2類
排膿散粒状 長倉製薬（株） 520B01A05834 第2類
ハチミジオウ錠 長倉製薬（株） 520C00A01538 第2類
八味地黄粒状 長倉製薬（株） 520B06A05970 第2類
半夏厚朴粒状 長倉製薬（株） 520B07A05970 第2類
ハンシャリックンシ錠 長倉製薬（株） 590C00A01539 第2類
半瀉六君子粒状 長倉製薬（株） 590B02A05970 第3類
麦門冬湯粒状 長倉製薬（株） 520B02A02340 第2類
茯苓粒状 長倉製薬（株） 590B00A01051 第3類
補中益気粒状 長倉製薬（株） 520B02A05834 第2類
防風通聖散粒状 長倉製薬（株） 520B00A02339 第2類
麻黄湯粒状 長倉製薬（株） 520B03A02340 第2類
麻杏甘石粒状 長倉製薬（株） 520B02A01053 第2類
ヨクイニン錠 長倉製薬（株） 590C00A01045 第3類
よく苡仁湯粒状 長倉製薬（株） 520B08A10742 第2類
抑肝散半夏陳皮粒状 長倉製薬（株） 520B00A05547 第2類
六君子湯粒状 長倉製薬（株） 520B00A05549 第2類
竜骨ボレイ粒状 長倉製薬（株） 520B00A03093 第3類
苓甘姜味辛夏仁粒状 長倉製薬（株） 590B00A05552 第2類
苓姜朮甘粒状 長倉製薬（株） 520B01A02339 第2類
苓桂朮甘粒状 長倉製薬（株） 520B09A10742 第2類
アノダイン 長崎県製薬協同組合 114B02A00003 指定第2類
安脳丸 長崎県製薬協同組合 112R00A00562 第3類
うっち薬 長崎県製薬協同組合 112B00A03357 第2類
栄寿薬 長崎県製薬協同組合 235B01A00002 第2類
鍵屋順和湯 長崎県製薬協同組合 112G03A06904 第2類
鍵屋肥児丸 長崎県製薬協同組合 233R00A03355 第3類
葛根湯長崎 長崎県製薬協同組合 520G00A01796 第2類
救命散 長崎県製薬協同組合 211B00A01435 第2類
神力散 長崎県製薬協同組合 235B01A00001 指定第2類
長命湯 長崎県製薬協同組合 112G00A06904 第2類
ツースサン 長崎県製薬協同組合 114B03A00002 指定第2類
天和湯 長崎県製薬協同組合 112G00A04705 第2類
人寿湯 長崎県製薬協同組合 590G00A04813 第2類
婦人湯 長崎県製薬協同組合 112G02A06904 第2類
御嶽百草 長野県製薬（株） 231F00A00626 第2類
御岳百草顆粒 長野県製薬（株） 237B00A00198 第2類
御岳百草丸 長野県製薬（株） 233R00A02363 第2類
御岳百草丸分包 長野県製薬（株） 233R00A02363 第2類
ナガノ牛黄末 長野県製薬（株） 211B00A00078 第3類
六こん風邪薬 長野県製薬（株） 118D01A00076 指定第2類
スタークロンPG 南海化学（株） 732Z00A00197 第2類
スタークロンPT 南海化学（株） 732Z00A00220 第2類
スタークロンPT100S 南海化学（株） 732Z00A00198 第2類
スタークロンPT200S 南海化学（株） 732Z00A00199 第2類
スターダイクロンNPT 南海化学（株） 732Z00A00527 第2類
スターダイクロンPG 南海化学（株） 732Z00A00025 第2類
スタートリクロンPG 南海化学（株） 732Z01A00505 第2類
スタートリクロンPT 南海化学（株） 732Z00A00683 第2類
御百草丸U 二反田薬品工業（株） 237R00D01172 第2類
御陀羅尼助 二反田薬品工業（株） 237Z00D01931 第3類
御陀羅尼助丸 二反田薬品工業（株） 237R00D00791 第3類
ガンダーラ胃腸薬 二反田薬品工業（株） 237C00A00747 第2類
笹虎エース 二反田薬品工業（株） 118B00D10002 指定第2類
潤導丸 二反田薬品工業（株） 235R03D00001 指定第2類
てんぐ桂枝茯苓丸 二反田薬品工業（株） 520R00D02469 第2類
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てんぐ五苓散（顆粒） 二反田薬品工業（株） 520B00D01992 第2類
てんぐ三黄丸 二反田薬品工業（株） 520R00D02467 第2類
てんぐ当帰芍薬散（顆粒） 二反田薬品工業（株） 520B00D01059 第2類
てんぐ八味丸 二反田薬品工業（株） 520R00D01513 第2類
ニタンダ安中散（細粒） 二反田薬品工業（株） 520B00D00998 第2類
ニタンダ乙字湯エキス顆粒 二反田薬品工業（株） 520B00D00228 第2類
ニタンダ葛根湯エキス顆粒 二反田薬品工業（株） 520B00D01397 第2類
ニタンダ柴胡桂枝湯エキス顆粒 二反田薬品工業（株） 520B00A00436 第2類
ニタンダ紫雲膏 二反田薬品工業（株） 520N00D00034 第2類
ニタンダ小柴胡湯エキス顆粒 二反田薬品工業（株） 520B00D00206 第2類
ニタンダ小青竜湯エキス顆粒 二反田薬品工業（株） 520B00D00157 第2類
ニタンダ麦門冬湯エキス顆粒 二反田薬品工業（株） 520B00D00471 第2類
ニタンダ麻杏甘石湯エキス顆粒 二反田薬品工業（株） 520B00D01098 第2類
ニタンダヨクイニン錠 二反田薬品工業（株） 590C00D01552 第3類
ニタンダよく苡仁湯エキス顆粒 二反田薬品工業（株） 520B00D00485 第2類
ニタンダ六神丸金粒 二反田薬品工業（株） 211R00D00388 第2類
ニタンダ六味丸 二反田薬品工業（株） 520R00D00383 第2類
日薬人参五臓圓 二反田薬品工業（株） 329E01D00010 第3類
日薬人参鉄力飴 二反田薬品工業（株） 329E00D00010 第2類
ビタッシュEC 二反田薬品工業（株） 317B01D00001 第3類
ピューラ 二反田薬品工業（株） 114B00D10001 指定第2類
フジワ御百草丸 二反田薬品工業（株） 237R00D00793 第3類
フジワ五臓円（丸剤） 二反田薬品工業（株） 329R00D01877 第3類
来光丸 二反田薬品工業（株） 329R00D00831 第2類
ビワ湖浣腸「ロング」 日医工（株） 235M02A00007 第2類
ピアソンHPクリーム 日医工（株） 266N00A00344 第2類
ピアソンHPローション 日医工（株） 266M00A00314 第2類
マーカムHPクリーム 日医工（株） 266N00A00348 第2類
マーカムHPローション 日医工（株） 266M00A00318 第2類
スピール液 ニチバン（株） 266M00A01259 第2類
スピール膏 ニチバン（株） 266P00D00715 第2類
スピール膏EX50 ニチバン（株） 266P00D00439 第2類
スピール膏ワンタッチEX ニチバン（株） 266Z00D00636 第2類
ロイヒつぼ膏 ニチバン（株） 264P00D01199 第3類
ロイヒつぼ膏クール ニチバン（株） 264P02A00552 第3類
ロイヒフェルビ温 ニチバン（株） 264P00A00465 第2類
ピュアミスト 日油（株） 261M00A00661 第3類
ピュアラビング 日油（株） 261M00A00779 第3類
ピュラクルなみだ液 日油（株） 131M07A10012 第3類
ピュラクルなみだ液EYE 日油（株） 131M00A00443 第3類
フィット＆モイスト 日油（株） 131M00A00260 第3類
モイストドロップ 日油（株） 131M00A00386 第3類
リフレッシュモイスト 日油（株） 131M00A00627 第3類
0.1％アクリノール液「ニッコーA」 日興製薬（株） 261M00A00843 第3類
エタプロコールA 日興製薬（株） 261M02A00234 第3類
エタプロコールG 日興製薬（株） 261M01A00091 第3類
エタプロコールコットン 日興製薬（株） 261M00A00552 第3類
チンク油 日興製薬（株） 26442264K003 第3類
複方ヨード・グリセリン 日興製薬（株） 27102371K007 第2類
マーキュロバン平型 日廣薬品（株） 262P00D00659 第2類
ジクロシア 日産化学工業（株） 732Z00A00618 第2類
ジクロシア0.5g錠 日産化学工業（株） 732Z00A00719 第2類
ハイライト90GHn 日産化学工業（株） 732Z00A00807 第2類
ハイライト90GSLn 日産化学工業（株） 732Z00A00808 第2類
ハイライト90TSn 日産化学工業（株） 732Z00A00615 第2類
ハイライト90Tn 日産化学工業（株） 732Z00A00439 第2類
ハイライトN7Tn 日産化学工業（株） 732Z00A00616 第2類
ハイライトエースG 日産化学工業（株） 739Z00A00719 第2類
ハイライトクリーンC-60（150） 日産化学工業（株） 732Z00A00260 第2類
ハイライトクリーンC-60n 日産化学工業（株） 732Z00A00327 第2類
ハイライトクリーンC-90（150） 日産化学工業（株） 732Z00A00259 第2類
ハイライトクリーンC-90n 日産化学工業（株） 732Z00A00432 第2類
ハイライトクリーンL-60n 日産化学工業（株） 732Z00A00435 第2類
ハイライトクリーンL-90（200） 日産化学工業（株） 732Z00A00434 第2類
ハイライトクリーンL-90n 日産化学工業（株） 732Z01A00433 第2類
ハイライトクリーンM-90n 日産化学工業（株） 732Z00A00430 第2類
ハイライトクリーンS-60n 日産化学工業（株） 732Z00A00320 第2類
ハイライトクリーンS-90n 日産化学工業（株） 732Z00A00429 第2類
ハイライトクリーンSRn 日産化学工業（株） 732Z00A00321 第2類
ハイライトクリーンST-60n 日産化学工業（株） 732Z00A00614 第2類
ハイライトクリーンST-90n 日産化学工業（株） 732Z00A00431 第2類
ハイライトニューエースTn 日産化学工業（株） 732Z00A00767 第2類
かぜシンコー （株）日参製薬保寿堂 118B00B00048 指定第2類
丸剤熊膽圓S （株）日参製薬保寿堂 237R00B01320 第3類
クマメル （株）日参製薬保寿堂 237R00B01319 第3類
皇漢薬レパー （株）日参製薬保寿堂 237R00B01317 第3類
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シンコー （株）日参製薬保寿堂 114B00B00207 指定第2類
実母散 （株）日参製薬保寿堂 112G00B00622 第2類
實母散 （株）日参製薬保寿堂 112G00B01140 第2類
頭痛歯痛ノシチン （株）日参製薬保寿堂 114B00B09465 指定第2類
頭痛歯痛ピタールA （株）日参製薬保寿堂 114B00B09361 指定第2類
せきピタル （株）日参製薬保寿堂 224B00B01781 指定第2類
トンプクキリン散 （株）日参製薬保寿堂 114B00B00209 指定第2類
トンプクペニン （株）日参製薬保寿堂 114B00B00206 指定第2類
二十トンプク （株）日参製薬保寿堂 114B00B01058 指定第2類
ネオヅツー （株）日参製薬保寿堂 114B00B01057 指定第2類
ノーポン （株）日参製薬保寿堂 114B00B00060 指定第2類
保壽感應丸 （株）日参製薬保寿堂 211R00B00628 第2類
保壽救命丸 （株）日参製薬保寿堂 211R00B00629 第2類
保寿熊胆丸25 （株）日参製薬保寿堂 236R00B01078 第3類
保壽六神丸 （株）日参製薬保寿堂 211R00B02446 第2類
熊膽圓 （株）日参製薬保寿堂 237R00B01318 第3類
熊膽「日参」C （株）日参製薬保寿堂 233D00D00514 第3類
熊胆「保寿」カプセル （株）日参製薬保寿堂 236D00B01372 第3類
エナジニンG 日新製薬（株）・滋 329E00A00712 第2類
エルケルS小児用 日新製薬（株）・滋 118E01A10018 指定第2類
漢皇日新實母散 日新製薬（株）・滋 112B00A01635 第2類
強力バロネス 日新製薬（株）・滋 397E00A00997 第1類
コフハイドリン液 日新製薬（株）・滋 224E02A10020 指定第2類
コフハイドリンせきどめシロップ 日新製薬（株）・滋 224E00A00044 指定第2類
小児用かぜシロップチルダンプラス 日新製薬（株）・滋 118E09A10001 指定第2類
小児用せきどめシロップチルダンプラス 日新製薬（株）・滋 224E05A10002 指定第2類
小児用チルダンかぜシロップS 日新製薬（株）・滋 118E03A10002 指定第2類
小児用チルダンせきどめシロップS 日新製薬（株）・滋 224E02A10003 指定第2類
小児用チルダン鼻炎シロップS 日新製薬（株）・滋 132E02A10004 指定第2類
新ブロトリンA液 日新製薬（株）・滋 224E06A10002 指定第2類
ニシベリンA 日新製薬（株）・滋 233E00A00779 第3類
ニシミドン液小児用 日新製薬（株）・滋 118E06A00004 第2類
ニッシン浣腸30 日新製薬（株）・滋 235M00A00958 第2類
ニッドせきどめB液 日新製薬（株）・滋 224E02A10019 指定第2類
ニューハイドリン液A小児用 日新製薬（株）・滋 118E04A10019 指定第2類
ニューハイドリン液S小児用 日新製薬（株）・滋 118E03A00032 指定第2類
ハイドリンS小児用 日新製薬（株）・滋 118E02A10015 指定第2類
ビイレバーキング 日新製薬（株）・滋 397E00A00329 第3類
ビイレバーキングS 日新製薬（株）・滋 317E00A01463 第3類
ムヒのこどもかぜシロップPa 日新製薬（株）・滋 118E03A10011 指定第2類
ムヒのこどもかぜシロップSa 日新製薬（株）・滋 118E01A10010 指定第2類
ムヒのこどもせきどめシロップS 日新製薬（株）・滋 224E02A10006 指定第2類
ムヒのこども鼻炎シロップS 日新製薬（株）・滋 132E02A10005 指定第2類
ケロチン 日新製薬（株）・奈 114B00B00083 指定第2類
神宮散 日新製薬（株）・奈 114B02D00007 指定第2類
日新かぜぐすり 日新製薬（株）・奈 118B00B00217 指定第2類
ノークイン 日新製薬（株）・奈 114B05D00006 指定第2類
シビラック 日新製薬（株）・山 317C00A00872 第3類
新ゼリア胃腸薬 日新製薬（株）・山 237B00A10013 第2類
ストマーゼ顆粒 日新製薬（株）・山 237B00A00651 第2類
ゼリアカルシウム液 日新製薬（株）・山 321E00A10077 第3類
ドルマインH坐剤 日新製薬（株）・山 255Q00A10002 指定第2類
ファイチ 日新製薬（株）・山 322C00A00910 第2類
ルートスルー 日新製薬（株）・山 235B03A10001 指定第2類
ルートスルーP 日新製薬（株）・山 235B09A10003 指定第2類
Piせき止め液 日新薬品工業（株） 224E03A10012 指定第2類
アコゲン・A 日新薬品工業（株） 319E00A00741 第2類
アズセグローチ 日新薬品工業（株） 279C00A00726 第3類
アズローチ 日新薬品工業（株） 279C00A00725 第3類
太田胃散〈内服液〉 日新薬品工業（株） 233E00A10007 第2類
オフセキンシロップW 日新薬品工業（株） 224E01A10004 指定第2類
カイゲントローチ 日新薬品工業（株） 279C00A00672 第3類
カイラックス 日新薬品工業（株） 235C02A10023 第2類
かぜ薬トピックGX 日新薬品工業（株） 118D00B00030 指定第2類
かぜシロップG2「小児用」 日新薬品工業（株） 118E00D10022 指定第2類
活龍紅内服液 日新薬品工業（株） 329E00A00665 第2類
カツリュウゴールド 日新薬品工業（株） 329E00A00666 第2類
カツリュウロイヤル 日新薬品工業（株） 329E01A00564 第3類
キットラックス 日新薬品工業（株） 235C01A10020 第2類
キナゲントローチ 日新薬品工業（株） 279C00A01048 第3類
キングライフD 日新薬品工業（株） 319E00A01472 第2類
グリタン3000 日新薬品工業（株） 397E00D00328 第2類
ケロイチ 日新薬品工業（株） 114B00D00014 指定第2類
虔脩活龍仙 日新薬品工業（株） 211R00D00756 第2類
コデミンAZトローチ 日新薬品工業（株） 279C00A00723 第3類
コデミンGトローチ 日新薬品工業（株） 224C01A00041 第2類
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コフクリアせき止め液 日新薬品工業（株） 224E01A10017 指定第2類
コリホン顆粒 日新薬品工業（株） 114B01B00026 第2類
コリホンゴールド内服液 日新薬品工業（株） 312E00D00015 第3類
サーボン 日新薬品工業（株） 233B00D00587 第2類
サーボン胃腸内服液 日新薬品工業（株） 233E00D00457 第3類
サワラック 日新薬品工業（株） 235C01A10024 第2類
小児用せきどめチュアブル 日新薬品工業（株） 224C00A10010 指定第2類
スカイブブロンAZトローチ 日新薬品工業（株） 279C00A00844 第3類
スルーロンせきどめ液 日新薬品工業（株） 224E01A10012 指定第2類
セキサミンAZトローチ 日新薬品工業（株） 279C00A00724 第3類
セキトローチ 日新薬品工業（株） 224C00A00038 第2類
せき止め液C3 日新薬品工業（株） 224E03A10015 指定第2類
セメヂン顆粒 日新薬品工業（株） 114B00B00025 第2類
タイワケシノールトローチ 日新薬品工業（株） 224C01A00017 第2類
第一トローチL 日新薬品工業（株） 279C00A00828 第3類
チオタミン 日新薬品工業（株） 397E00A01446 第3類
チオタミン100 日新薬品工業（株） 397E00D00324 第2類
チオタミン3000 日新薬品工業（株） 397E00D00327 第2類
チオタミン50 日新薬品工業（株） 317E00B00964 第2類
チオタミンD(販売名:チオタミンDα) 日新薬品工業（株） 397E01D00653 第3類
チオタミンキング 日新薬品工業（株） 397E00D02216 第2類
チオタミンゴールド内服液 日新薬品工業（株） 397E00D01930 第3類
チオノール 日新薬品工業（株） 114B00B00033 指定第2類
テラポニンかぜシロップ「小児用」 日新薬品工業（株） 118B01A10021 指定第2類
テラポニンセキトローチ 日新薬品工業（株） 224C00A00029 第2類
デスクワンV 日新薬品工業（株） 317E00A00962 第2類
トップローン 日新薬品工業（株） 397E01A01445 第3類
トップローンこども 日新薬品工業（株） 317E00A00732 第3類
トピックAZトローチ 日新薬品工業（株） 279C00A00722 第3類
トピックG 日新薬品工業（株） 118B00D02271 指定第2類
トピックGトローチ 日新薬品工業（株） 224C00B00042 第2類
トピックかぜシロップ小児用 日新薬品工業（株） 118B00A10017 指定第2類
トピック葛根湯内服液 日新薬品工業（株） 520E00D00216 第2類
トピックスーパー 日新薬品工業（株） 118D00D00013 指定第2類
トピックせき止め液 日新薬品工業（株） 224E02A10012 指定第2類
トピック鼻炎「カプセル」 日新薬品工業（株） 441D00B01424 指定第2類
トローチゴールド 日新薬品工業（株） 279C00A01047 第3類
忍術丸 日新薬品工業（株） 233R00D01783 第3類
ノーパスかぜシロップ小児用 日新薬品工業（株） 118E02A10018 指定第2類
ノーポ「脳保1」 日新薬品工業（株） 114C00B00036 指定第2類
ノスポールエック「小児用」 日新薬品工業（株） 118B00A10031 指定第2類
ノドニィせきどめシロップ 日新薬品工業（株） 224E03A00009 指定第2類
ハイウルソエース内服液 日新薬品工業（株） 239E00A00629 第2類
ハイクタンD 日新薬品工業（株） 317E00D01605 第3類
ハイクタンDプラス 日新薬品工業（株） 329E00A00128 第2類
ハイクタン内服液 日新薬品工業（株） 317E00A00500 第2類
ハイクタンローヤル 日新薬品工業（株） 397E00D00075 第2類
バイタック内服液100 日新薬品工業（株） 317E00A00025 第2類
ビサスルー 日新薬品工業（株） 235C02A10025 第2類
ビタルモンアップ 日新薬品工業（株） 397E01A00329 第2類
ビタルモン内服液 日新薬品工業（株） 317E00D00499 第2類
ペアコールトローチAZ 日新薬品工業（株） 279C00A00721 第3類
ホルメニンドリンクRJ 日新薬品工業（株） 329E00D00861 第3類
メディキング内服液 日新薬品工業（株） 329E00A10238 第2類
薬参α 日新薬品工業（株） 329E02A00430 第2類
薬草胃腸内服液 日新薬品工業（株） 233E00D00456 第3類
ヤングット50 日新薬品工業（株） 317E00A01572 第3類
アナクール葛宝G 日水製薬（株） 118B02A10006 第2類
アナクール柴宝G 日水製薬（株） 118B00A10030 第2類
アナクール竜宝G 日水製薬（株） 118B00A10029 第2類
アネミンローション 日水製薬（株） 261M52A10010 第3類
ガロールエース 日水製薬（株） 233C00A00573 第3類
ガロール健芯液 日水製薬（株） 237E00A10190 第2類
ガロールマックS顆粒 日水製薬（株） 233B00A00338 第2類
桂枝茯苓丸料NP 日水製薬（株） 520G00A00295 第2類
コンクレバン 日水製薬（株） 317E01A00798 第3類
コンクレバンゴールド 日水製薬（株） 317E00A00799 第3類
サンレバンエース 日水製薬（株） 397B00A00036 第3類
新ガロール錠 日水製薬（株） 233C00A10215 第3類
新コリミジン坐剤 日水製薬（株） 255Q00A01010 指定第2類
新コリミジン軟膏 日水製薬（株） 255N01A00002 指定第2類
新ナザロン点鼻薬 日水製薬（株） 132M00D00094 第2類
新ルビカップ 日水製薬（株） 222B00A00013 指定第2類
当帰芍薬散料NP 日水製薬（株） 520G01A00294 第2類
ニッスイガロール 日水製薬（株） 236C00A01432 第3類
日水清心液 日水製薬（株） 397E00D00843 第3類
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日水清心丸 日水製薬（株） 329R70A00013 第2類
日水補腎片 日水製薬（株） 397C70A10018 第2類
人参湯NP 日水製薬（株） 520G00A00006 第2類
ハイアミノ 日水製薬（株） 326E00A00281 第3類
八味地黄丸料NP 日水製薬（株） 520G00A00449 第2類
バイランCaⅡ 日水製薬（株） 321E00A10265 第2類
ファイバコートα 日水製薬（株） 235B00A00205 第2類
保元黄 日水製薬（株） 329B00A10328 第3類
レバンローヤルF 日水製薬（株） 397E00A01130 第3類
アイウィル 日東メディック（株） 131M00A10071 第3類
アイシャワー 日東メディック（株） 131M01D00075 第3類
アイブルーCL 日東メディック（株） 131M01A00233 第3類
アイルックCL 日東メディック（株） 131M00A00798 第3類
オーピーウォッシュ 日東メディック（株） 131M00A10072 第3類
こどもアイスーパー 日東メディック（株） 131M00A00054 第3類
セピアフレッシュ 日東メディック（株） 131M06A10003 第3類
ティアリッチ目薬 日東メディック（株） 131M02A00049 第3類
フォスターCL 日東メディック（株） 131M01A00232 第3類
フレッシュアイAG 日東メディック（株） 131M01A10052 第3類
ルイビーCL 日東メディック（株） 131M00A00231 第3類
ワイビーCL 日東メディック（株） 131M00A00745 第3類
ワコーリスCL 日東メディック（株） 131M00A00746 第3類
アレギトール 日東薬品工業（株） 441C00A01360 第2類
うがい薬グルベル 日東薬品工業（株） 226B00A00903 第3類
カイゲン点鼻薬 日東薬品工業（株） 132Z00A00002 第2類
「クラシエ」漢方抑肝散加芍薬黄連錠 日東薬品工業（株） 520C00A00523 第2類
グ・スリーP 日東薬品工業（株） 112C00A00260 指定第2類
コルゲンコーワ鼻炎ジェット 日東薬品工業（株） 132Z00A10002 第2類
コンタック総合かぜ薬昼・夜タイプ 日東薬品工業（株） 118C03A10011 指定第2類
コンチーム錠 日東薬品工業（株） 237C00A01547 第3類
ザ・ガードコーワ整腸錠PC 日東薬品工業（株） 237C00A00790 第3類
シオノギIPAかぜ薬EX 日東薬品工業（株） 118C00A00229 指定第2類
小児用ツーランシロップ 日東薬品工業（株） 118E00A00165 第2類
新宇津こども下痢止め 日東薬品工業（株） 231B00A00686 第2類
新カルシチュウD3 日東薬品工業（株） 321C00A00747 第2類
新カルシチュウD3グリーンT 日東薬品工業（株） 321C00A00055 第2類
新コンチーム錠 日東薬品工業（株） 237C00A00459 第3類
新パトシック錠 日東薬品工業（株） 114C01A10004 指定第2類
新ピロヘラー点鼻薬 日東薬品工業（株） 132Z00A01068 第2類
ジージーコデイン液 日東薬品工業（株） 224E00A00795 指定第2類
ジージーコデイン糖衣錠 日東薬品工業（株） 224C00A01565 指定第2類
若甦Eカプセル 日東薬品工業（株） 315D00A10004 第3類
若甦アクティ内服液 日東薬品工業（株） 317E00A00811 第3類
若甦インペリアルソフトカプセルα 日東薬品工業（株） 317D00A00460 第2類
若甦インペリアル内服液α 日東薬品工業（株） 317E00A00335 第2類
若甦温 日東薬品工業（株） 317B00A00262 第3類
若甦温生姜 日東薬品工業（株） 317B00A00308 第3類
若甦参甘黄カプセル 日東薬品工業（株） 590D00A00269 第3類
若甦錠S 日東薬品工業（株） 317C00A00570 第3類
若甦内服液G 日東薬品工業（株） 317E00A00435 第3類
若甦内服液Gゼロ 日東薬品工業（株） 317E00A00223 第3類
若甦ノンカフェ内服液G 日東薬品工業（株） 317E01A00436 第3類
若甦ロイヤルカプセル 日東薬品工業（株） 317D00A00670 第2類
若甦ロイヤル内服液R 日東薬品工業（株） 317E00A00013 第2類
スカイナー鼻炎N 日東薬品工業（株） 132D01A10007 第2類
セルベール整胃錠 日東薬品工業（株） 233C00A00114 第2類
タイムコールP錠 日東薬品工業（株） 114C00A01182 指定第2類
タイムコール去たん錠 日東薬品工業（株） 223C00A00752 第2類
チョコラBBルーセントC 日東薬品工業（株） 314C00A00852 第3類
デュアタイムコーワ 日東薬品工業（株） 313C06A00001 第3類
ナビゲート顆粒「分包」 日東薬品工業（株） 590B00A00341 第2類
ニットー駆風解毒湯エキス顆粒 日東薬品工業（株） 520B00A01290 第2類
ニットーマーゲン内服液 日東薬品工業（株） 237E00A01703 第2類
ハイアップ内服液 日東薬品工業（株） 313E00A01574 第3類
パイロン溶かしてのむかぜ薬 日東薬品工業（株） 118B00A00830 指定第2類
パイロン溶かしてのむかぜ薬G 日東薬品工業（株） 118B00A00154 指定第2類
パイロンハイEX 日東薬品工業（株） 118C00A00230 指定第2類
パブロントローチAZ 日東薬品工業（株） 279C00A00064 第3類
パンラクミンプラス 日東薬品工業（株） 231C00A00545 第3類
ピロチームSトローチ 日東薬品工業（株） 264C00A00333 第2類
ピロヘラーS点鼻薬 日東薬品工業（株） 132Z00A00001 第2類
フェカルミンゴールド錠 日東薬品工業（株） 231C00A00556 第3類
フスコンZ液 日東薬品工業（株） 222E00A00005 指定第2類
プレコールせき止め錠 日東薬品工業（株） 224C03A10001 指定第2類
ポポンVL整腸薬 日東薬品工業（株） 231C00A00510 第3類
ムヒAZ錠 日東薬品工業（株） 449C00A00599 第2類
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レスフィーナ細粒「分包」 日東薬品工業（株） 590B00A01415 第2類
NFカロヤンアポジカΣ ニプロパッチ（株） 267M00A00553 第3類
NFカロヤンガッシュ ニプロパッチ（株） 267M00A00072 第3類
カロヤン21 ニプロパッチ（株） 267M00A00075 第2類
カロヤンS ニプロパッチ（株） 267M00A00736 第2類
カロヤンアポジカG ニプロパッチ（株） 267N00A01053 第3類
カロヤンアポジカΣプラス ニプロパッチ（株） 267M00A00728 第2類
カロヤンプログレ　D ニプロパッチ（株） 267M00A00610 第3類
カロヤンプログレEX　D ニプロパッチ（株） 267M00A00611 第3類
カロヤンプログレEX　O ニプロパッチ（株） 267M00A00609 第3類
カロヤンプログレ　GL ニプロパッチ（株） 267M00A00612 第3類
カロヤンプログレ　O ニプロパッチ（株） 267M00A00608 第3類
パテックスうすぴたシップ ニプロパッチ（株） 264P01A00026 第3類
オート風トン 日本アルツ製薬（株） 118B00D00034 指定第2類
オートスコヤカ顆粒 日本アルツ製薬（株） 237B00D00676 第2類
オートズバリン錠 日本アルツ製薬（株） 118C00D00013 指定第2類
オートノーピンA錠 日本アルツ製薬（株） 114C00D00087 指定第2類
オートノーピン錠 日本アルツ製薬（株） 114C00D00028 指定第2類
オートハッスV 日本アルツ製薬（株） 118D00D00045 指定第2類
健胃整腸胃腸丸M 日本アルツ製薬（株） 233R00D01790 第2類
新ノートンS 日本アルツ製薬（株） 114B00D00024 指定第2類
スルピタールS 日本アルツ製薬（株） 114C00D00037 指定第2類
ダル 日本アルツ製薬（株） 231D00A02385 第2類
ドルセチン錠 日本アルツ製薬（株） 114C00D00088 指定第2類
フル・カントジン・カプセル 日本アルツ製薬（株） 118D00A00232 指定第2類
吉田頭痛トンプク 日本アルツ製薬（株） 114B01A00038 指定第2類
リフレン「カプセル」 日本アルツ製薬（株） 133D00A01329 指定第2類
レバゴルト・VX 日本アルツ製薬（株） 312D00A00001 第3類
エフェクト内服液 日本医薬品製造（株） 317E00D00142 第2類
延寿山奇仙 日本医薬品製造（株） 235C00D01829 指定第2類
オットビン 日本医薬品製造（株） 329R00D00648 第2類
オットビンG 日本医薬品製造（株） 317E00D00295 第2類
オットビンゴールド 日本医薬品製造（株） 329R00D00650 第2類
オットビン内服液 日本医薬品製造（株） 317E00D00294 第2類
風にバン糖衣錠E 日本医薬品製造（株） 118C00D00117 指定第2類
かぜバン 日本医薬品製造（株） 118D07D00001 指定第2類
救寿内服液 日本医薬品製造（株） 317E00D00145 第2類
金丹精 日本医薬品製造（株） 329R00D01449 第2類
牛宝 日本医薬品製造（株） 329D00D00268 第3類
ギョクピン 日本医薬品製造（株） 329R00D00647 第2類
ギョクピンゴールド 日本医薬品製造（株） 329R00D00649 第2類
ギョクピン蒜 日本医薬品製造（株） 397E00D00040 第2類
ギョクピン精 日本医薬品製造（株） 329R00D00045 第2類
ギョクピン精50 日本医薬品製造（株） 317E00D00291 第2類
ギョクピン内服液 日本医薬品製造（株） 317E00D00290 第2類
狗宝丹 日本医薬品製造（株） 329R00D01450 第2類
慶春精キング 日本医薬品製造（株） 317E00D00292 第2類
高麗精 日本医薬品製造（株） 397E00A01077 第3類
五龍円 日本医薬品製造（株） 327R00D01005 第2類
歯痛頭痛トンプク 日本医薬品製造（株） 114B00D00051 指定第2類
春潤 日本医薬品製造（株） 329R00D00628 第2類
神洲丸 日本医薬品製造（株） 211R00D02128 第2類
新バンシロップ 日本医薬品製造（株） 118E00A00177 指定第2類
シンポシオン 日本医薬品製造（株） 317E00D00424 第2類
参茸精 日本医薬品製造（株） 317E00D00143 第2類
参精 日本医薬品製造（株） 397E00A01078 第3類
スタミナルンゴールド 日本医薬品製造（株） 317E00D00185 第2類
スタミナルン内服液 日本医薬品製造（株） 317E00D00184 第2類
ストロングキング 日本医薬品製造（株） 317E00D00293 第2類
征露丸 日本医薬品製造（株） 231R00D00799 第2類
征露丸S 日本医薬品製造（株） 231R00D04365 第2類
血之道薬 日本医薬品製造（株） 112G00B07176 第2類
テルオンキング 日本医薬品製造（株） 397E00D00162 第2類
テルオンゴールド 日本医薬品製造（株） 329E00D00175 第2類
テルオンゴールド2000 日本医薬品製造（株） 317E00D00443 第2類
テルオン内服液 日本医薬品製造（株） 329E00D00688 第2類
ニチイ胃腸丸 日本医薬品製造（株） 231R00D01755 第2類
ニチイ胃腸内服液 日本医薬品製造（株） 233E00D01279 第3類
ニチイ胃腸薬 日本医薬品製造（株） 237B00D01704 第2類
ノーハレ（顆粒） 日本医薬品製造（株） 114B00D00110 指定第2類
八の滋 日本医薬品製造（株） 329R00D01448 第2類
バン 日本医薬品製造（株） 118B00D00151 指定第2類
バンスターミン 日本医薬品製造（株） 397D00D02130 第2類
バンヒントDX 日本医薬品製造（株） 397E00A00026 第3類
バンヒントゴールド 日本医薬品製造（株） 397E00D00160 第2類
ビメロンゴールド 日本医薬品製造（株） 317E00D00144 第2類
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マヌルエフェクト 日本医薬品製造（株） 397E00D00039 第2類
マヌルバンヒント 日本医薬品製造（株） 397E00D01085 第2類
桃色くすり 日本医薬品製造（株） 114B00D00048 指定第2類
やまと丸 日本医薬品製造（株） 233R00D01609 第2類
龍虎春内服液 日本医薬品製造（株） 317E00D00425 第2類
ミラクンGX 日本液炭（株） 734Z00A00469 第2類
ミラクンPY 日本液炭（株） 734Z00A00009 第2類
ミラクンS 日本液炭（株） 734Z01A00563 第2類
サフロチンMC 日本化薬（株） 734Z00A00043 第2類
コフロンエース （有）日本漢方医薬研究所 224E00A00003 指定第2類
コランエースW （有）日本漢方医薬研究所 590B00A00008 指定第2類
パンコールシロップ （有）日本漢方医薬研究所 520E00C00444 指定第2類
ワンダーエース （有）日本漢方医薬研究所 590E00A00006 指定第2類
オスバンS 日本製薬（株）・東 261M00A02514 第3類
オスバンラビングA 日本製薬（株）・東 261M00A05070 第3類
翁丸(販売名:はらはら薬「翁丸」) 日本製薬（株）・和 233R00A00001 第2類
オキソピンL 日本製薬工業（株） 397E00A00447 第3類
オキソピンZ 日本製薬工業（株） 397E00A00565 第3類
キングホルンアクセル 日本製薬工業（株） 397E02A00369 第3類
金袋胃腸薬分包細粒 日本製薬工業（株） 237B00A00015 第3類
クレーモアファースト 日本製薬工業（株） 114C00A00631 指定第2類
コーラックファイバー 日本製薬工業（株） 235B02A10003 指定第2類
牛黄清心元 日本製薬工業（株） 219R70A00091 第2類
小児用新マイフーロンシロップ 日本製薬工業（株） 118E00A01301 指定第2類
新ブチレニンA錠 日本製薬工業（株） 114C00A00805 指定第2類
十神湯分包顆粒 日本製薬工業（株） 520B00A00457 指定第2類
スカイブブロンファースト 日本製薬工業（株） 114C02A10002 指定第2類
蘇源 日本製薬工業（株） 118C02A10005 第2類
鶴亀妙利金丸 日本製薬工業（株） 219R70A00104 第2類
天好 日本製薬工業（株） 397D00A00742 第3類
ドクトルサン 日本製薬工業（株） 235B02A00040 指定第2類
ネオグルクロンサンDX 日本製薬工業（株） 397E01A00147 第3類
フーロンゴールドS 日本製薬工業（株） 118B00A00800 指定第2類
ブチレニンS 日本製薬工業（株） 114C00A00371 指定第2類
ポジナールGO錠 日本製薬工業（株） 118C08A10001 指定第2類
マイフーロンゴールド錠 日本製薬工業（株） 118C02A00013 指定第2類
ロンターゼ胃腸薬K顆粒 日本製薬工業（株） 234B02A10001 第2類
ロンターゼスリムファイバー 日本製薬工業（株） 235B08A10003 指定第2類
日曹ハイクロンG 日本曹達（株） 732Z00A00191 第2類
日曹ハイクロンGB 日本曹達（株） 732Z01A00548 第2類
日曹ハイクロンTB-100 日本曹達（株） 732Z00A00550 第2類
日曹ハイクロンTB-20 日本曹達（株） 732Z00A00549 第2類
日曹ハイクロンTB-200 日本曹達（株） 732Z00A00551 第2類
日曹ハイクロン（錠剤）-100 日本曹達（株） 732Z00A01402 第2類
日曹ハイクロン（錠剤）-20 日本曹達（株） 732Z00A02704 第2類
日曹ハイクロン（錠剤）-200 日本曹達（株） 732Z00A01403 第2類
日曹ハイクロン（錠剤）-50 日本曹達（株） 732Z00A01401 第2類
日曹メルサン100 日本曹達（株） 732Z00A00752 第2類
日曹メルサン15 日本曹達（株） 732Z00A00750 第2類
日曹メルサン200 日本曹達（株） 732Z00A00755 第2類
日曹メルサン30 日本曹達（株） 732Z00A00745 第2類
日曹メルサンR100 日本曹達（株） 732Z00A00405 第2類
日曹メルサンR200 日本曹達（株） 732Z00A00406 第2類
日曹メルサンR30 日本曹達（株） 732Z00A00404 第2類
日曹メルサンST 日本曹達（株） 732Z00A00742 第2類
マスチゲン-S錠 日本臓器製薬（株） 329C00A03404 第2類
クリーンピットAZ （株）日本点眼薬研究所 279M00A00255 第3類
パブロンうがい薬AZ （株）日本点眼薬研究所 226M00A00065 第3類
肝參素 日本ビタミン化学（株） 329B00D00634 第3類
コッキンカプセルF 日本ビタミン化学（株） 118D03D00064 指定第2類
コッキンホワイトカプセルA 日本ビタミン化学（株） 118D06D00027 指定第2類
新ジーロップゴールドi 日本ビタミン化学（株） 312C02A10026 第3類
ジーロップCホワイト 日本ビタミン化学（株） 314C00A00683 第3類
ジーロップCホワイトプラス 日本ビタミン化学（株） 314C00A00465 第3類
タイゾーンC 日本ビタミン化学（株） 314C00A00017 第3類
膽肚羅（丸） 日本ビタミン化学（株） 233R00D00580 第3類
ツーキューノーイチA 日本ビタミン化学（株） 114B00D00084 指定第2類
通救散 日本ビタミン化学（株） 235B00A02490 指定第2類
ネージュホワイト 日本ビタミン化学（株） 314C00A00191 第3類
ネージュホワイトプラス 日本ビタミン化学（株） 314C00A00602 第3類
パンピンチオC 日本ビタミン化学（株） 314C00A00681 第3類
ビタミンC錠KK 日本ビタミン化学（株） 314C01A00023 第3類
ビタミンC錠NV 日本ビタミン化学（株） 314C00D00024 第3類
ベリージュホワイト 日本ビタミン化学（株） 314C00A00193 第3類
ホワイトブライト Plus 日本ビタミン化学（株） 314C01A00085 第3類
マイコホワイト 日本ビタミン化学（株） 314C00A60461 第3類
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ラセージュゴールドi 日本ビタミン化学（株） 312C00A10031 第3類
ラセージュホワイト 日本ビタミン化学（株） 314C00A00192 第3類
ラセージュホワイトCプラス 日本ビタミン化学（株） 314C00A00467 第3類
赤玉はら薬・NY 日本薬剤（株） 231R00A00844 第2類
カゼエースワン顆粒 日本薬剤（株） 118B02A00063 指定第2類
カゼルート顆粒 日本薬剤（株） 118B01A00065 指定第2類
葛根湯内服液NY 日本薬剤（株） 520E00A00452 第2類
葛根湯内服液NY2 日本薬剤（株） 520E00A00374 第2類
クールストップ下痢止め薬 日本薬剤（株） 231C00A00393 指定第2類
シピカD3ゴールドⅡ錠 日本薬剤（株） 321C00A00717 第2類
新キャスコリンS 日本薬剤（株） 237C00A00140 第2類
新ビオジンS 日本薬剤（株） 237C00A00234 第2類
新ビタサプリマルチ 日本薬剤（株） 319C00A00045 指定第2類
新メガウルソS 日本薬剤（株） 237C00A00231 第2類
ジャーニメイト 日本薬剤（株） 133C00A10032 第2類
ジャーニメイト子供用 日本薬剤（株） 133C00A10035 第2類
スペーシアゴールド内服液 日本薬剤（株） 317E00D10002 第3類
ダブルファイトα 日本薬剤（株） 317E05A00824 第3類
ニッド胃腸薬錠 日本薬剤（株） 237C01A00230 第2類
日本薬剤熊膽圓 日本薬剤（株） 237R00A00641 第2類
ビサット下痢止め薬 日本薬剤（株） 231C00A00287 指定第2類
ビタロークEXP 日本薬剤（株） 313C04A10018 第3類
ビタロークテイオウ液 日本薬剤（株） 317E02A00417 第2類
ファイトG3000 日本薬剤（株） 317E00D00818 第2類
ファイトG＆G2000 日本薬剤（株） 317E00A00639 第3類
ファイトドリンクA 日本薬剤（株） 317E02A00416 第3類
メガビタンDX 日本薬剤（株） 317E00D00817 第2類
ライトップD3000 日本薬剤（株） 317E01A01031 第3類
イソピロ錠 日本薬品（株） 114C02A00028 指定第2類
クロンパンシロップ 日本薬品（株） 441E00D00421 第2類
サブロン顆粒 日本薬品（株） 114B00D00864 指定第2類
新ハツロンB 日本薬品（株） 397E00A00783 第3類
テオラミン液 日本薬品（株） 133E00A01131 第2類
テオラミンソフト 日本薬品（株） 133C00D01405 第2類
ニコール顆粒 日本薬品（株） 118B00A00708 指定第2類
ニコールゴールドシロップ「小児用」 日本薬品（株） 118E01A00060 指定第2類
ハツロンゴールド 日本薬品（株） 397E00A01621 第3類
ハンビロン 日本薬品（株） 115D00A00855 要指導医薬品
ベリセチンSカプセル 日本薬品（株） 231D00A02022 第2類
日蜂の王乳 日本養蜂（株） 329E00A02452 第3類
ハチミツ 日本養蜂（株） 714G01A00000 第3類
アスパグロンEXP 寧薬化学工業（株） 319C00A10003 第3類
アスパグロン内服液 寧薬化学工業（株） 317E00D00362 第3類
アリナエコーEXP 寧薬化学工業（株） 319C01A10003 第3類
葛根湯エキス顆粒 寧薬化学工業（株） 520B00D00365 第2類
キズッシュ 寧薬化学工業（株） 261M00A00219 第2類
キミエホワイト 寧薬化学工業（株） 314C00A10051 第3類
グットミンカプセルA 寧薬化学工業（株） 118D00D10016 指定第2類
グットミンカプセルM 寧薬化学工業（株） 118D02D00014 指定第2類
グリンワイス 寧薬化学工業（株） 237B00B00915 第2類
グントップB 寧薬化学工業（株） 118D04D00001 指定第2類
ケンポF 寧薬化学工業（株） 312C00D10022 第3類
コーカカプセル 寧薬化学工業（株） 118D06D00003 指定第2類
コフトローチ 寧薬化学工業（株） 279C00D00033 指定第2類
三光丸いたみどめ顆粒 寧薬化学工業（株） 114B02D00005 指定第2類
三光丸かぜぐすりカプセル 寧薬化学工業（株） 118D00D00019 指定第2類
サンプ 寧薬化学工業（株） 269Z00A11594 第2類
新スコカプセルA 寧薬化学工業（株） 118D00D00130 指定第2類
新スッキリA錠 寧薬化学工業（株） 114C03D00007 指定第2類
新ネツナインエース 寧薬化学工業（株） 118D07D00013 指定第2類
スターカプセル 寧薬化学工業（株） 118D01D00022 指定第2類
せきどめ顆粒N 寧薬化学工業（株） 224B01D00007 指定第2類
タイワケシノール錠 寧薬化学工業（株） 224C00A10007 指定第2類
トクシンA 寧薬化学工業（株） 114B00D10012 指定第2類
ニューニクロン錠F 寧薬化学工業（株） 114C00D10044 指定第2類
ネアックEXP 寧薬化学工業（株） 319C00A10005 第3類
ネオアロピタン 寧薬化学工業（株） 114B00D10012 指定第2類
ビタエビシンEXP 寧薬化学工業（株） 319C01A10003 第3類
ビタトレールEXP 寧薬化学工業（株） 319C01A10003 第3類
ビタトレールホワイト 寧薬化学工業（株） 314C01A10025 第3類
ビタミンCシライシ 寧薬化学工業（株） 314C00A00001 第3類
ビタロークEXP錠 寧薬化学工業（株） 319C01A10003 第3類
ファイブアスベンタイワ 寧薬化学工業（株） 235B00D00038 指定第2類
ファイブスルー 寧薬化学工業（株） 235B00D00037 指定第2類
ベラミスF 寧薬化学工業（株） 520C00A00332 第2類
ホルダンSトローチ 寧薬化学工業（株） 279C00D00034 指定第2類
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ホルダン糖衣錠K 寧薬化学工業（株） 118C01D00024 指定第2類
ホルダンハイカプセル 寧薬化学工業（株） 118D00D00127 指定第2類
防風通聖散料エキス錠「寧薬」 寧薬化学工業（株） 520C00A00331 第2類
マキオール 寧薬化学工業（株） 261M00A00218 第2類
ラークシックス 寧薬化学工業（株） 319C01A10003 第3類
ラーメンドF 寧薬化学工業（株） 520C02A01279 第2類
ラクシースルーS 寧薬化学工業（株） 235B00D00036 指定第2類
ワンツー 寧薬化学工業（株） 114B00D10012 指定第2類
がめ煉薬 （有）能登製薬所 329Z00D00001 第2類
ザジテンAL点眼薬 ノバルティスファーマ（株） 131M00A00646 第2類
ザジテンAL鼻炎カプセル ノバルティスファーマ（株） 132D00A00499 第2類
ザジテンAL鼻炎スプレーα ノバルティスファーマ（株） 132M00A00577 第2類
ザジテンAL鼻炎スプレーαクール ノバルティスファーマ（株） 132M00A00554 第2類
ニコチネル スペアミント ノバルティスファーマ（株） 799Z00A00156 指定第2類
ニコチネル パッチ10 ノバルティスファーマ（株） 799Z00A00292 第1類
ニコチネル パッチ20 ノバルティスファーマ（株） 799Z00A00293 第1類
ニコチネル フルーツ ノバルティスファーマ（株） 799Z00A00565 指定第2類
ニコチネル マンゴー ノバルティスファーマ（株） 799Z00A00157 指定第2類
ニコチネル ミント ノバルティスファーマ（株） 799Z00A00356 指定第2類
ラミシールAT液 ノバルティスファーマ（株） 265M00A00859 指定第2類
ラミシールATクリーム ノバルティスファーマ（株） 265N00A00858 指定第2類
ラミシールキュアジェル ノバルティスファーマ（株） 265N00A00707 指定第2類
ラミシールプラス液 ノバルティスファーマ（株） 265M00A01044 指定第2類
ラミシールプラスクリーム ノバルティスファーマ（株） 265N00A01041 指定第2類
ラミシールプラスジェット ノバルティスファーマ（株） 265L00A01053 指定第2類
ラミシールプラススプレー ノバルティスファーマ（株） 265M00A00737 指定第2類
HAKUJUJIヘキシジン綿球 白十字（株） 261Z01E00608 第2類
HAKUJUJIワンショットプラスEL 白十字（株） 261Z00E00604 第3類
HAKUJUJIワンショットプラスEL-Ⅱ 白十字（株） 261Z00E00823 第3類
HAKUJUJIワンショットプラスP　EL-Ⅱ 白十字（株） 261Z00E00644 第3類
HAKUJUJIワンショットプラスヘキシジン
0.2

白十字（株） 261Z01E00632 第2類

イソプロ綿「ヨシダ」 白十字（株） 261Z00E00665 第3類
エコ消エタ綿A 白十字（株） 261Z00E00824 第3類
消エタ綿「ヨシダ」 白十字（株） 261Z00E00605 第3類
ポビ綿球 白十字（株） 261Z00E10269 第3類
ワンショットプラス 白十字（株） 261Z00E00281 第3類
ワンショットプラスP　EL-X 白十字（株） 261Z00E01001 第3類
エレファクリーンコットン ハクゾウメディカル（株） 261Z01A01536 第3類
エレファコットンイソ ハクゾウメディカル（株） 261Z01A00762 第3類
エレファコットンエコE ハクゾウメディカル（株） 261Z01A00761 第3類
エレファジェルS ハクゾウメディカル（株） 261Z01A00256 第3類
エレファワイパーE ハクゾウメディカル（株） 261Z01A00229 第3類
エレファワイパーEI ハクゾウメディカル（株） 261Z01A00472 第3類
エレファワイパーイソ ハクゾウメディカル（株） 261Z01A00471 第3類
プッシュ綿棒EI ハクゾウメディカル（株） 261Z01A00480 第3類
プッシュ綿棒G0.05 ハクゾウメディカル（株） 261Z01A00011 第2類
プッシュ綿棒P ハクゾウメディカル（株） 261Z01A01119 第3類
プッシュ綿棒PF ハクゾウメディカル（株） 261Z01A00375 第3類
ホワイトパワーB ハクゾウメディカル（株） 261M01A03669 第3類
マミーサラットA ハクゾウメディカル（株） 262Z01A03667 第3類
安神散 橋本七度煎（株） 112B00D11121 第3類
ヅツール 橋本七度煎（株） 114B00D00018 指定第2類
ネツトール 橋本七度煎（株） 114B04D00021 指定第2類
橋本七度煎 橋本七度煎（株） 118G00D05269 第2類
錠剤ルミンA-100γ （株）林原 412C01A00774 第3類
錠剤ルミンA-50γ （株）林原 412C00A00774 第3類
エパシオン 原沢製薬工業（株） 218D00A00644 第3類
海馬補腎丸 原沢製薬工業（株） 329R70A00024 第2類
冠心調血飲エキス顆粒 原沢製薬工業（株） 590B70A00007 第2類
桂枝五物湯エキス顆粒 原沢製薬工業（株） 590B70A00020 第2類
辛夷清肺湯エキス錠（チオセルエース） 原沢製薬工業（株） 520C01A01215 第2類
スラピット 原沢製薬工業（株） 218D00A00827 第3類
トリクロ（EXCLAVIL） 原沢製薬工業（株） 266P70A00377 第2類
ナリピタン 原沢製薬工業（株） 132C00A10124 指定第2類
ネオレバルミン錠 原沢製薬工業（株） 391C00A07186 第2類
パピナリン 原沢製薬工業（株） 132M00A00599 第2類
プラセンプリマ錠 原沢製薬工業（株） 317C02A00019 第2類
プラセンプリマ内服液 原沢製薬工業（株） 317E00A00472 第2類
プリズマホルモン錠 原沢製薬工業（株） 246C00A00934 第1類
プリズマホルモン精 原沢製薬工業（株） 246E00A08964 第1類
プリズマホルモン軟膏 原沢製薬工業（株） 269N00A00184 第1類
プリマ　レディモア 原沢製薬工業（株） 269N00A00280 指定第2類
ミナトシキ液 原沢製薬工業（株） 132H00A00070 第2類
バイエルアスピリン バイエル薬品（株） 114C72A00001 指定第2類
クイックロンプレート （株）バイロン 734Z00A10316 第1類

114 / 145 ページ



一般用医薬品コード（経済課コード） 一般財団法人日本医薬情報センター（JAPIC）　2015年9月18日掲載

製品名:和名 製造販売元 経済課コード リスク区分等

日曹殺虫プレートP （株）バイロン 734Z01A00033 第1類
日曹殺虫プレートP-H （株）バイロン 734Z00A00722 第1類
アセモテーマS 万協製薬（株） 264N00A00386 第2類
アセモヒフール 万協製薬（株） 264N02A10011 第2類
ウレアルファ 万協製薬（株） 269N00A00016 第2類
ウレアルファローション 万協製薬（株） 266M00A00144 第2類
ウレコート 万協製薬（株） 269N00A00015 第2類
ウレコート20α 万協製薬（株） 266N00A00404 第3類
ウレコート乳状液20 万協製薬（株） 266M00A10143 第3類
ウレコートローション 万協製薬（株） 266M00A00146 第2類
エバージエルV注入軟膏 万協製薬（株） 255N01A10021 指定第2類
エピナール 万協製薬（株） 266N00A00740 第2類
エフカイ20α 万協製薬（株） 266N01A00593 第3類
エフカイTクリーム 万協製薬（株） 264N00A00462 指定第2類
エフカイT軟膏 万協製薬（株） 264N00A00467 指定第2類
エプール20α 万協製薬（株） 266N00A00397 第3類
エプールEX液 万協製薬（株） 264M01A00159 指定第2類
エプールEXゲル 万協製薬（株） 264N00A00052 指定第2類
エプールFEゲル2 万協製薬（株） 264N00A00200 第2類
エプールG 万協製薬（株） 263N00A00274 第2類
エプールHPクリーム 万協製薬（株） 269N00A00322 第2類
エプールS 万協製薬（株） 264N00A00377 第2類
エプールU10クリーム 万協製薬（株） 265N02A00116 指定第2類
エプールアクネクリーム 万協製薬（株） 264N01A00407 第2類
エプールα液 万協製薬（株） 264M00A00582 指定第2類
エメロット点鼻薬AG 万協製薬（株） 132M00A00644 第2類
エルモーネ水虫液MC 万協製薬（株） 265M02A10004 第2類
エルモーネ水虫クリームMC 万協製薬（株） 265N01A10003 第2類
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） 265N00A00123 指定第2類

奥田ぢ注入軟膏 万協製薬（株） 255N01A10004 指定第2類
オッタヴィーノ注入軟膏 万協製薬（株） 255N02A10011 指定第2類
オノフェ20α 万協製薬（株） 266N00A00595 第3類
オノフェAPローション 万協製薬（株） 261M01A00219 第3類
オノフェA注入軟膏 万協製薬（株） 255N02A10031 指定第2類
オノフェF 万協製薬（株） 263N00A00563 第2類
オノフェFE液(販売名:オノフェFE液2) 万協製薬（株） 264M01A00120 第2類
オノフェFEゲル3 万協製薬（株） 264N01A00562 第2類
オノフェV7水虫液 万協製薬（株） 265M00A00157 指定第2類
オノフェV7水虫クリーム 万協製薬（株） 265N00A00174 指定第2類
オノフェV水虫液 万協製薬（株） 265M00A00165 指定第2類
オノフェV水虫クリーム 万協製薬（株） 265N00A00162 指定第2類
オノフェアクネクリーム 万協製薬（株） 264N00A00408 第2類
オノフェα 万協製薬（株） 264N01A00578 指定第2類
協和アセモ軟膏 万協製薬（株） 264N00A04732 指定第2類
キルカミンFE液 万協製薬（株） 264M00A00162 第2類
ケーパイン消毒薬 万協製薬（株） 261M00A00374 第2類
ケーパイン消毒薬泡タイプ 万協製薬（株） 261M00A00374 第2類
コネクタス注入軟膏 万協製薬（株） 255N01A10008 指定第2類
サイドミンAD軟膏 万協製薬（株） 264N01A00166 指定第2類
サフィニアぢエース注入軟膏 万協製薬（株） 255N03A10010 指定第2類
ザッスル注入軟膏 万協製薬（株） 255N00A10036 指定第2類
ジーフォーL注入軟膏 万協製薬（株） 255N02A10001 指定第2類
スキンヘルプ〈クリーム〉 万協製薬（株） 269N00A00984 第3類
ダーマンS 万協製薬（株） 263N00A00354 第2類
ダイアスター注入軟膏 万協製薬（株） 255N03A10012 指定第2類
ヂスパイル注入軟膏 万協製薬（株） 255N01A10016 指定第2類
通源細粒「協励」 万協製薬（株） 590B00A00002 指定第2類
デオブランカS 万協製薬（株） 263N00A00112 第2類
デオブランカ乳状液20 万協製薬（株） 266M00A10136 第3類
デリケートS(販売名:ラウマーS) 万協製薬（株） 264N01A00375 第2類
デンタルクリーム 万協製薬（株） 273N00A01322 第2類
デンタルピルクリーム 万協製薬（株） 279N00A03527 指定第2類
トフラックスHPクリーム 万協製薬（株） 269N00A00325 第2類
トリステアBT液 万協製薬（株） 265M00A00403 指定第2類
トリステアBTクリーム 万協製薬（株） 265N00A00402 指定第2類
トリステアEX8液 万協製薬（株） 265M02A00209 指定第2類
トリステアEX8クリーム 万協製薬（株） 265N01A00217 指定第2類
トリステアEX7液 万協製薬（株） 265M00A00161 指定第2類
トリステアEX7クリーム 万協製薬（株） 265N00A00178 指定第2類
トリステアL水虫クリーム 万協製薬（株） 265N01A00121 指定第2類
ノーバルMC水虫液 万協製薬（株） 265M01A10020 第2類
ノーバルMC水虫クリーム 万協製薬（株） 265N00A10020 第2類
ノリアス20α 万協製薬（株） 266N01A00594 第3類
バンキーEX液 万協製薬（株） 264M02A00390 指定第2類
バンキーU10クリーム 万協製薬（株） 265N02A00115 指定第2類
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パルムU 万協製薬（株） 266N00A00014 第2類
パルムUローション 万協製薬（株） 266N00A00143 第2類
パンパスα 万協製薬（株） 266N00A00398 第3類
パンパス軟膏 万協製薬（株） 262N00A00840 第2類
ヒビヒフール 万協製薬（株） 264N01A00518 第3類
ヒフールAC 万協製薬（株） 625N00A00187 第1類
ヒフールFEゲル3 万協製薬（株） 264N00A00560 第2類
ヒフールHPクリーム 万協製薬（株） 269N00A00314 第2類
ヒフールTクリーム 万協製薬（株） 264N00A00153 指定第2類
ヒフールT軟膏 万協製薬（株） 264N00A00161 指定第2類
ヒフールT水虫液 万協製薬（株） 265M00A00351 指定第2類
ヒフールT水虫クリーム 万協製薬（株） 265N00A00360 指定第2類
ヒフールUFクリーム 万協製薬（株） 264N02A00117 第2類
ヒフールV7水虫液 万協製薬（株） 265M00A00155 指定第2類
ヒフールV7水虫クリーム 万協製薬（株） 265N01A00172 指定第2類
ヒフール乳状液20 万協製薬（株） 266M00A10139 第3類
ヒフールバン 万協製薬（株） 261N00A00562 第3類
ヒフール水虫液MC 万協製薬（株） 265M01A10065 第2類
ヒフール水虫クリームMC 万協製薬（株） 265N00A10061 第2類
ビタトレール　デリモア 万協製薬（株） 263N00A10067 第2類
ビフローゼFB液 万協製薬（株） 264M00A00166 第2類
ビフローゼFBゲル 万協製薬（株） 264N00A00573 第2類
フェロテナス注入軟膏 万協製薬（株） 255N02A10010 指定第2類
フレッシュタイムローションF 万協製薬（株） 264M00A00366 第2類
ペディラスぢエース注入軟膏 万協製薬（株） 255N02A10004 指定第2類
ペレトンアルファ 万協製薬（株） 264N00A00150 指定第2類
ボルカインA注入軟膏 万協製薬（株） 255N02A10032 指定第2類
ボルネF 万協製薬（株） 263N00A00273 第2類
マイキュロンEX7液 万協製薬（株） 265M00A00162 指定第2類
マイキュロンEX7クリーム 万協製薬（株） 265N01A00179 指定第2類
マイキュロンL水虫クリーム 万協製薬（株） 265N00A00122 指定第2類
マンナUX 万協製薬（株） 266N00A00804 第2類
マンナローション 万協製薬（株） 266M00A00150 第2類
メディケーヌU 万協製薬（株） 266N00A00513 第3類
メディプロEXクリーム 万協製薬（株） 264N00A10056 指定第2類
メディプロEX軟膏 万協製薬（株） 264N00A10055 指定第2類
メンスター注入軟膏 万協製薬（株） 255N03A10009 指定第2類
モイステクト 万協製薬（株） 266N00A00286 第3類
モナリアクリーム 万協製薬（株） 266N00A00402 第3類
モンルナPVAローション 万協製薬（株） 264N00A10026 指定第2類
ラウマー20アルファ 万協製薬（株） 266N00A00469 第3類
ラウマーFE液 万協製薬（株） 264M00A00161 第2類
ラウマーU10クリーム 万協製薬（株） 265N01A00118 指定第2類
ラウマーV7水虫液 万協製薬（株） 265M00A00158 指定第2類
ラウマーV7水虫クリーム 万協製薬（株） 265N00A00175 指定第2類
ラナンキュラス注入軟膏 万協製薬（株） 255N01A10003 指定第2類
ラホヤ20α 万協製薬（株） 266N00A00592 第3類
ラホヤEX液 万協製薬（株） 264M01A00063 指定第2類
ラホヤEXゲル 万協製薬（株） 264N02A00049 指定第2類
ラホヤPVA9液 万協製薬（株） 264M01A10012 指定第2類
ラホヤPVA9ゲル 万協製薬（株） 264N00A10003 指定第2類
リケアA水虫薬液 万協製薬（株） 265M02A10002 第2類
リケアA水虫薬クリーム 万協製薬（株） 265N02A10001 第2類
リナαクリーム 万協製薬（株） 264N01A00364 指定第2類
レーバン 万協製薬（株） 255M00A01484 第2類
レーバンG軟膏 万協製薬（株） 255N00A04067 第2類
レーバンGローション 万協製薬（株） 255M00A00425 第2類
レーバンGローション2 万協製薬（株） 261M00A00375 第2類
レーバンH 万協製薬（株） 255N00A01385 指定第2類
レーバンH坐剤 万協製薬（株） 255Q00A00730 指定第2類
レーバンH注入軟膏 万協製薬（株） 255N03A10034 指定第2類
ローレンミコナ液 万協製薬（株） 265M07A10002 第2類
ローレンミコナクリーム 万協製薬（株） 265N02A10010 第2類
アイジ顆粒S （株）パナケイア製薬 118B00B10038 指定第2類
アネトンせき止めZ液　分包 （株）パナケイア製薬 224E00A00619 指定第2類
イスナ胃腸薬顆粒S （株）パナケイア製薬 237B00B00416 第2類
エスベナンせきどめ内服液エース （株）パナケイア製薬 224E00A00603 指定第2類
カコル持続性鼻炎カプセル （株）パナケイア製薬 132D00A00706 指定第2類
クールワン持続性鼻炎カプセル （株）パナケイア製薬 132D00A00115 指定第2類
グットノーズ持続性鼻炎カプセル （株）パナケイア製薬 132D00A00784 指定第2類
新ノーハ錠 （株）パナケイア製薬 114C03A10003 指定第2類
ジキニッド顆粒 （株）パナケイア製薬 118B02A10019 指定第2類
スルーラックデトファイバー （株）パナケイア製薬 235B00A10033 指定第2類
スルーラックデトファイバーM （株）パナケイア製薬 235B01A10005 指定第2類
センモール鼻炎カプセル （株）パナケイア製薬 132D00B10091 指定第2類
総合かぜ薬NID顆粒 （株）パナケイア製薬 118B07A10004 指定第2類
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タフクール （株）パナケイア製薬 237B00D00317 第2類
ニッシンせき止め顆粒 （株）パナケイア製薬 224B00A10024 第2類
ハヤナ顆粒A （株）パナケイア製薬 118B00A00583 指定第2類
ハヤナ持続性鼻炎Cap （株）パナケイア製薬 132D00A00278 指定第2類
ハヤナ錠 （株）パナケイア製薬 118C00A10015 指定第2類
バッサペインS （株）パナケイア製薬 114C01A10033 指定第2類
バランサー胃腸薬 （株）パナケイア製薬 237B00A00794 第2類
バリアペイン （株）パナケイア製薬 114C01A10021 指定第2類
パイロン99鼻炎内服液 （株）パナケイア製薬 132E00A10013 指定第2類
パスコート下痢止め顆粒 （株）パナケイア製薬 231B00A10023 第2類
パンクターゼG （株）パナケイア製薬 234B00D10034 第2類
ヒストミンエース顆粒S （株）パナケイア製薬 118B00A00146 指定第2類
ヒストミン「顆粒」 （株）パナケイア製薬 118B00A10049 指定第2類
ピシャット （株）パナケイア製薬 231B00A10009 第2類
ピシャット錠 （株）パナケイア製薬 231C00A10027 第2類
フォルチュア顆粒 （株）パナケイア製薬 118B07A10003 指定第2類
フォルチュア持続性鼻炎Cap （株）パナケイア製薬 132D00A00786 指定第2類
マイトラベル錠 （株）パナケイア製薬 133C00A10023 第2類
ユリナール （株）パナケイア製薬 590B00A00918 第2類
ユリナールJ （株）パナケイア製薬 590C00A00364 第2類
ラフェルサAL鼻炎カプセルZ （株）パナケイア製薬 132D01A00101 第2類
ラフェルサ解熱鎮痛錠B （株）パナケイア製薬 114C05A10001 指定第2類
ラフェルサ持続性鼻炎カプセル （株）パナケイア製薬 132D01B00081 指定第2類
穴あきサロンパスAe 久光製薬（株） 264P00A10024 第3類
エアーサロンパスDX 久光製薬（株） 264L00A00271 第2類
エアーサロンパスEX 久光製薬（株） 264L00A00730 第3類
エアーサロンパスジェットα 久光製薬（株） 264L00A00151 第3類
エバユースにきび薬 久光製薬（株） 264N01A00094 第2類
快腹丸 久光製薬（株） 235R00A10002 指定第2類
サロンシップ 久光製薬（株） 264P01A00454 第3類
サロンシップL 久光製薬（株） 264P00A00406 第3類
サロンパス 久光製薬（株） 264P01A00577 第3類
サロンパス30 久光製薬（株） 264P00A01222 第3類
サロンパス30ホット 久光製薬（株） 264P00A01130 第3類
サロンパスAe 久光製薬（株） 264P00A10023 第3類
サロンパスEX 久光製薬（株） 264P03A00418 第2類
サロンパスEX温感 久光製薬（株） 264P00A00573 第2類
サロンパス-ハイ 久光製薬（株） 264P00A01648 第3類
サロンパスホット 久光製薬（株） 264P00A00068 第3類
サロンパスロール 久光製薬（株） 264P00A00646 第3類
のびのびサロンシップS 久光製薬（株） 264P00A00833 第3類
のびのびサロンシップα 久光製薬（株） 264P01A00497 第3類
のびのびサロンシップ温感 久光製薬（株） 264P00A00775 第3類
パスタイムZXローション 久光製薬（株） 264M02A00159 第2類
フェイタス3.5α 久光製薬（株） 264P00A00603 第2類
フェイタス3.5αL 久光製薬（株） 264P00A00602 第2類
フェイタス3.5αL温感 久光製薬（株） 264P01A00636 第2類
フェイタス3.5α温感 久光製薬（株） 264P00A00635 第2類
フェイタス5.0 久光製薬（株） 264P02A00368 第2類
フェイタス5.0温感 久光製薬（株） 264P00A00313 第2類
フェイタスZ 久光製薬（株） 264P01A00272 第2類
フェイタスZαローション 久光製薬（株） 264M03A00492 第2類
フェイタスZゲル 久光製薬（株） 264N03A00273 第2類
フェイタスZシップ 久光製薬（株） 264P01A00270 第2類
フェイタスシップ 久光製薬（株） 264P00A00467 第2類
フェイタスシップ温感 久光製薬（株） 264P00A00529 第2類
フレッシングアクネクリーム 久光製薬（株） 263N00A00280 第2類
ブテナロックLスプレー 久光製薬（株） 265M00A01108 指定第2類
ブテナロックLパウダーゲル 久光製薬（株） 265N01A00538 指定第2類
ブテナロックVR爽快パウダーゲル 久光製薬（株） 265N01A00114 指定第2類
ブテナロックVαエアー 久光製薬（株） 265L00A00581 指定第2類
ブテナロックVα液 久光製薬（株） 265M00A00569 指定第2類
ブテナロックVαクリーム 久光製薬（株） 265N00A00573 指定第2類
ブテナロックVαスプレー 久光製薬（株） 265M00A00570 指定第2類
ブテナロックVα爽快パウダー 久光製薬（株） 265L00A00582 指定第2類
ら・サロンパス 久光製薬（株） 264P01A00453 第3類
金鵄丸 （株）ヒサヤ大黒堂 255R00A01170 第2類
不思議膏 （株）ヒサヤ大黒堂 255N00A02295 第2類
御嶽山日野百草丸 日野製薬（株） 233R00D01074 第3類
日野奇応丸 日野製薬（株） 211R00A01548 第2類
百草 日野製薬（株） 231F00A00790 第2類
百草丸プラス 日野製薬（株） 510R00A00049 第2類
センナ・アロエ丸 日野薬品（株） 235R00D01377 指定第2類
NEWエバレッシュEC 日野薬品工業（株） 317B01A00004 第3類
アオーク（AWOUK） 日野薬品工業（株） 115E00A03692 第3類
アリアンナC 日野薬品工業（株） 314C03A10003 第3類
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エースゲンD 日野薬品工業（株） 325E00A02484 第3類
エスベナンエースAEC 日野薬品工業（株） 118C03A00037 指定第2類
えんざんこう 日野薬品工業（株） 261N00A00821 第3類
オールビタンD2000 日野薬品工業（株） 397E00D00476 第3類
かぜクリア48シロップ小児用 日野薬品工業（株） 118E17A00001 指定第2類
葛根湯内服液H 日野薬品工業（株） 520E00D00162 第2類
葛根湯内服液W 日野薬品工業（株） 520E00D00409 第2類
カムニスS 日野薬品工業（株） 133C00A10011 第2類
カムニス学童用 日野薬品工業（株） 133C00A00025 第2類
カルシウム錠YS 日野薬品工業（株） 321C00D00073 第3類
クコビタドリンク 日野薬品工業（株） 397E00D00316 第3類
首より上の薬 日野薬品工業（株） 235R00A01199 指定第2類
虔修六神丸 日野薬品工業（株） 211R00D00461 第2類
甲賀六神丸 日野薬品工業（株） 211R00D00466 第2類
コデジールA錠 日野薬品工業（株） 118C01A10007 指定第2類
コデジールG顆粒 日野薬品工業（株） 118B01D00027 指定第2類
コデジール顆粒 日野薬品工業（株） 118B00A00718 指定第2類
コバE・300 日野薬品工業（株） 315D01A10015 第3類
サブコデS錠 日野薬品工業（株） 224C00A10033 指定第2類
サブコデせき止め液 日野薬品工業（株） 224E00A10003 指定第2類
シックS錠 日野薬品工業（株） 133C00A10010 第2類
小児用コデジールSシロップ 日野薬品工業（株） 118E02A00032 指定第2類
小児用新コデジールシロップ 日野薬品工業（株） 118E00A00010 指定第2類
小児用新コルビートシロップ 日野薬品工業（株） 118E01A00038 指定第2類
正野萬病感應丸 日野薬品工業（株） 211R00D00646 第2類
新アネピラソフト 日野薬品工業（株） 114C00A10001 指定第2類
新エスベナントローチ 日野薬品工業（株） 224C01A10013 第2類
新エバユースEC 日野薬品工業（株） 317B01A00003 第3類
新コデジールS錠 日野薬品工業（株） 224C00A00008 指定第2類
新シック液 日野薬品工業（株） 133E00D10014 第2類
新龍天ビタオール液 日野薬品工業（株） 317E00A00501 第2類
地竜エキス顆粒 日野薬品工業（株） 114B00A01286 第2類
セデリン・K 日野薬品工業（株） 114B00A10044 指定第2類
セデリンシロップ小児用 日野薬品工業（株） 118E00A10017 第2類
ヂメチンかぜシロップ小児用 日野薬品工業（株） 118E00A10023 指定第2類
テトン・ロイヤル 日野薬品工業（株） 317E00D00794 第2類
デスクワン-D 日野薬品工業（株） 397E00A00492 第3類
トラベリック液 日野薬品工業（株） 133E01A10011 第2類
トリブラS錠 日野薬品工業（株） 133C01A10008 第2類
トリブラサイム 日野薬品工業（株） 133C00A10020 指定第2類
ナウビタンD2000 日野薬品工業（株） 397E01D00215 第3類
ナウビタンD-3000 日野薬品工業（株） 397E00A00490 第3類
ハイドルミンA錠 日野薬品工業（株） 118C01A10004 指定第2類
日野実母散 日野薬品工業（株） 112G00A10601 第2類
ビーレスせき止め液 日野薬品工業（株） 224E00A10002 指定第2類
ビガシーEC 日野薬品工業（株） 317B00D10010 第3類
ビタオールD-3000 日野薬品工業（株） 397E02A00488 第3類
ビタオールL 日野薬品工業（株） 312E00D10035 第3類
ビタオール液 日野薬品工業（株） 397E00A00082 第3類
ビタオールハニーD 日野薬品工業（株） 397E00D00650 第3類
ビタミンC2000HY 日野薬品工業（株） 314C03A10027 第3類
ビトン-ハイ リッチ 日野薬品工業（株） 317B03A10003 第3類
ペアコールシロップ 日野薬品工業（株） 224E02A00004 指定第2類
まわた薬順血五香湯 日野薬品工業（株） 112G01A10601 第2類
モアーロング 日野薬品工業（株） 312E00D10036 第3類
ライフゲンコンク 日野薬品工業（株） 397E00A01362 第2類
ライフベース 日野薬品工業（株） 312E00D10037 第3類
レパルスC 日野薬品工業（株） 314C02A10021 第3類
レビパールEⅡ300 日野薬品工業（株） 315D00A10016 第3類
キオフィーバ 樋屋製薬（株） 114Q00A01215 第2類
キオリトル 樋屋製薬（株） 114Q00A01213 第2類
金粒樋屋奇応丸 樋屋製薬（株） 211R00D00690 第2類
小児薬樋屋奇応丸 樋屋製薬（株） 211R00D00689 第2類
樋屋奇応丸EX(販売名:特撰金粒樋屋奇応
丸)

樋屋製薬（株） 211R00D07058 第2類

樋屋奇応丸「糖衣」(販売名:小児良薬樋
屋竒應丸)

樋屋製薬（株） 211R00D04005 第2類

ヒヤこども総合かぜ薬 樋屋製薬（株） 118B00A00529 第2類
ヒヤこども総合かぜ薬M 樋屋製薬（株） 118B03A10009 第2類
樋屋六神丸 樋屋製薬（株） 211R00D02435 第2類
コーフパウダー 平坂製薬（株） 224B00A10001 指定第2類
平坂の鼻炎薬D 平坂製薬（株） 139B00A10001 指定第2類
ヘデクカプセル 平坂製薬（株） 114D00A00001 指定第2類
ヘデクパウダー 平坂製薬（株） 114B01A00005 指定第2類
サブターフュージ BASFジャパン（株） 734Z00A05200 第2類
ビオフェルミンVC ビオフェルミン製薬（株） 231C00A00080 第3類
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ビオフェルミン健胃消化薬錠 ビオフェルミン製薬（株） 233C02A00915 第3類
ビオフェルミン下痢止め ビオフェルミン製薬（株） 231C00A00409 第2類
ビオフェルミン止瀉薬 ビオフェルミン製薬（株） 231B00A00728 第2類
ビオフェルミン便秘薬 ビオフェルミン製薬（株） 235C00A00853 第2類
アゼラスチンソフトカプセルEX （株）ビオメディクス 449D00A00026 第2類
コレスチトールa （株）ビオメディクス 313D00A00642 第3類
スルーロンALソフトカプセル （株）ビオメディクス 449D00A00482 第2類
ハルナー （株）ビオメディクス 112D00A00460 指定第2類
鼻炎カプセルフジSE （株）ビオメディクス 441D00A10004 第2類
プラタギンAZ （株）ビオメディクス 449D00A00028 第2類
六活鼻炎ソフトカプセルP （株）ビオメディクス 441D00A10016 指定第2類
Eキャップ・ゴールドⅡ-S 備前化成（株） 315D00A10008 第3類
オリベックスE300 備前化成（株） 315D01B00009 第3類
キーレEC 備前化成（株） 317B02A00003 第3類
タカフミンEC2000 備前化成（株） 317B02A00002 第3類
テラポニンEゴールドS 備前化成（株） 315D04A10001 第3類
トコスタシーエースEC2000 備前化成（株） 317B01A00008 第3類
バイタックEX 備前化成（株） 329D00A00001 第2類
ビゼールEC2000 備前化成（株） 317B03A00007 第3類
ビゼビタEC2000 備前化成（株） 317B00A00005 第3類
ビゼビタンE-S 備前化成（株） 315D01A10013 第3類
ビゼラックEC2000 備前化成（株） 317B01A00001 第3類
ビゼラックスハイガンマS 備前化成（株） 315D02A10007 第3類
フリーキャップE-S 備前化成（株） 315D00A10005 第3類
プレタミンE-S 備前化成（株） 315D02A10006 第3類
ミルハイトンEC2000 備前化成（株） 317B02A00004 第3類
エナジーVX（内服液） ビタエックス薬品工業（株） 317E00D00461 第2類
オリヂンP顆粒 ビタエックス薬品工業（株） 317B00D01517 第2類
オリヂンPゴールド内服液 ビタエックス薬品工業（株） 329E00A00662 第2類
オリヂンP錠剤 ビタエックス薬品工業（株） 317C00D01521 第2類
オリヂンP糖衣錠 ビタエックス薬品工業（株） 317C00D01523 第2類
オリヂンP内服液 ビタエックス薬品工業（株） 397E00D00959 第2類
紫參蒜内服液 ビタエックス薬品工業（株） 329E00D01524 第2類
新ゴールドビタX錠 ビタエックス薬品工業（株） 317C00D00969 第2類
新ビタエックス錠剤 ビタエックス薬品工業（株） 325C00A04029 第2類
新ビタエックス糖衣錠 ビタエックス薬品工業（株） 325C00A00388 第2類
ビタエックス30内服液 ビタエックス薬品工業（株） 397E01D00961 第2類
ビタエックスG.O. ビタエックス薬品工業（株） 329E01D01255 第2類
ビタエックス顆粒 ビタエックス薬品工業（株） 317B00A03665 第2類
ビタエックス顆粒〈分包〉 ビタエックス薬品工業（株） 317B00D00244 第2類
プラセンVX ビタエックス薬品工業（株） 317E00A00254 第2類
源内服液 ビタエックス薬品工業（株） 397E00D00960 第2類
ユースP錠剤 ビタエックス薬品工業（株） 317C00D01520 第2類
ユースP糖衣錠 ビタエックス薬品工業（株） 317C00D01522 第2類
ラ・ビアンVX錠 ビタエックス薬品工業（株） 317C00D00970 第2類
アイリスAGユニット ファーマパック（株） 131M03A10065 第2類
アイリスCL-Iネオ ファーマパック（株） 131M00A00385 第3類
抗菌アイリス ファーマパック（株） 131M00A00096 第2類
抗菌アイリスα ファーマパック（株） 131M05A10007 第2類
抗菌パシエ ファーマパック（株） 131Z00A10004 第2類
イサゴール フィブロ製薬（株） 235B00A10007 指定第2類
イサゴール便秘薬 フィブロ製薬（株） 235B01A10026 指定第2類
ワンポラックおん フィブロ製薬（株） 235B05A00005 指定第2類
葛根湯エキス顆粒「フク井」 福井製薬（株） 520B00A01756 第2類
強力タウロ・イックス 福井製薬（株） 317E00A00107 第3類
小粒タウロミン 福井製薬（株） 441C00A03344 第2類
ゴルファンG 福井製薬（株） 266P00A01205 第2類
サンコロート末（分包） 福井製薬（株） 237B00A02024 第2類
小児用スーパーブリル内服液 福井製薬（株） 329E00A01439 第3類
小児用タウロアタック・シロップ 福井製薬（株） 118E03A00002 指定第2類
小児用ブリル内服液 福井製薬（株） 329E00A01440 第3類
新タウロ感冒ブルー 福井製薬（株） 118B02A10049 指定第2類
新タウロ感冒レッド 福井製薬（株） 118D00A10048 第2類
新タウロメートE 福井製薬（株） 315D00A10094 第3類
スーパーブリル・ブルー 福井製薬（株） 329E00A01437 第3類
スーパーブリル・レッド 福井製薬（株） 329E00A01438 第3類
ゼットアップ 福井製薬（株） 329E00A01633 第3類
ゼドン錠 福井製薬（株） 329C00A01610 第3類
タウロ・イックスV1 福井製薬（株） 329E00A10111 第3類
タウロイックス・ビー「フク井」 福井製薬（株） 329E00A01647 第3類
タウロイブ 福井製薬（株） 118C00A00361 指定第2類
タウロゼット 福井製薬（株） 329E00A01632 第3類
タウロミン 福井製薬（株） 441C00A00825 第2類
タウロミン顆粒 福井製薬（株） 441B00A00663 第2類
タウロミンホワイト 福井製薬（株） 314D00A10011 第3類
ハイ-ブリルS 福井製薬（株） 321C00A01019 第2類
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ブリルCa・D3 福井製薬（株） 321C00A00232 第2類
ブリル錠 福井製薬（株） 321C00A07341 第2類
ブリル内服液A 福井製薬（株） 329E00A00145 第3類
ミラグレーン錠 福井製薬（株） 397C00A07341 第3類
モリヂーネン 福井製薬（株） 255C00A00322 第2類
カポックス-10 福岡酸素（株） 732Z00A00869 第2類
カポックス-20 福岡酸素（株） 732Z00A00870 第2類
カポックス-30 福岡酸素（株） 732Z01A00871 第2類
カイン （株）福岡薬工社 114B00A00001 指定第2類
かめや実母散「顆粒」 （株）福岡薬工社 520B00A00426 第2類
亀や婦人薬 （株）福岡薬工社 520G00A06769 第2類
別府血ノ池軟膏 （有）福泉製薬所 265N00A01752 第3類
アズレンCPのどスプレー 福地製薬（株） 279M00A00415 第3類
エスコンうがい薬AZ 福地製薬（株） 226M00A10112 第3類
エスコンのどスプレーAZ 福地製薬（株） 279M00A10026 第3類
エピックうがい薬 福地製薬（株） 226M00A00260 第3類
エピックうがい薬AZ 福地製薬（株） 226M00A00358 第3類
エピック感冒液小児用 福地製薬（株） 118E00A10025 指定第2類
エピックせきどめ錠 福地製薬（株） 224C00A10003 指定第2類
オルテクサー口腔用軟膏 福地製薬（株） 279N00A00292 指定第2類
カラミラアクネ軟膏 福地製薬（株） 263N00A00282 第2類
強力イボチョン 福地製薬（株） 266M00A05580 第2類
クーペACのどスプレー 福地製薬（株） 279M01A00317 第3類
クーペαクリーム 福地製薬（株） 264N04A00222 指定第2類
クーペクール 福地製薬（株） 264M00A00253 第3類
クーペ口内炎軟膏 福地製薬（株） 279N00A00129 第3類
クーペドライ 福地製薬（株） 261L00A00130 第2類
クリアガード 福地製薬（株） 264N01A00199 第2類
コデトンうがい薬 福地製薬（株） 226M00A00180 第3類
コデトンうがい薬F 福地製薬（株） 226M00A00258 第3類
コデトンせきどめシロップS 福地製薬（株） 224E02A00039 指定第2類
コデビタこどもかぜシロップ 福地製薬（株） 118E07A10006 指定第2類
コデビタせきどめシロップ 福地製薬（株） 224E04A10015 指定第2類
コデビタのどスプレー 福地製薬（株） 279M00A00374 第3類
コフジスACのどスプレー 福地製薬（株） 279M00A00318 第3類
コフジスW液 福地製薬（株） 224E00A00569 指定第2類
コフジスうがい薬 福地製薬（株） 226M00A10116 第3類
コフジススーパー 福地製薬（株） 224C00A00226 指定第2類
コフジスのどスプレー 福地製薬（株） 279M00A00431 第3類
コフジス鼻炎スプレー 福地製薬（株） 132M00A10001 第2類
コフダンのどスプレー 福地製薬（株） 279M00A00197 第3類
コフチールうがい薬 福地製薬（株） 226M00A10115 第3類
コフチールうがい薬AZ 福地製薬（株） 232M00A10111 第3類
コフチールこどもかぜシロップ 福地製薬（株） 118E02A10022 指定第2類
コフチールこどもせきどめシロップ 福地製薬（株） 224E03A10020 指定第2類
コフチールこども鼻炎シロップS 福地製薬（株） 132E02A10008 指定第2類
コフチールせきどめ錠 福地製薬（株） 224C00A10012 指定第2類
コフチールのどスプレー 福地製薬（株） 279M00A00195 第3類
コフチールのどスプレーAZ 福地製薬（株） 279M00A10025 第3類
コフチール鼻炎スプレー 福地製薬（株） 132M01A10016 第2類
コフピタAZうがい薬 福地製薬（株） 226M00A00357 第3類
コフピタAZのどスプレー 福地製薬（株） 279M00A00161 第3類
コフピタうがい薬 福地製薬（株） 226M00A00179 第3類
コフピタのどスプレー 福地製薬（株） 279M00A00160 第3類
ササスルー 福地製薬（株） 235C04A00007 指定第2類
サンキックリニメント 福地製薬（株） 264N00A00126 第3類
サンシップリニメント 福地製薬（株） 264N01A00125 第3類
新エピックこどもかぜシロップ 福地製薬（株） 118E00A10008 指定第2類
新エピックこどもせきどめシロップ 福地製薬（株） 224E00A10009 指定第2類
新カツロS 福地製薬（株） 114C00A00168 指定第2類
新コバドリンS錠 福地製薬（株） 224C01A10028 指定第2類
新コフジスシロップ 福地製薬（株） 224E00A01039 指定第2類
新コフチールW液 福地製薬（株） 224E07A10012 指定第2類
新テラポニン液エース 福地製薬（株） 224E03A10013 指定第2類
ジェル コーンリムーバー 福地製薬（株） 266M00A00549 第2類
実母散錠母の宝 福地製薬（株） 112C00A00787 第2類
ジュリアールS 福地製薬（株） 261M01A00696 第2類
スカイブブロンうがい薬 福地製薬（株） 226M00A00115 第3類
スカイブブロンのどスプレー 福地製薬（株） 279M00A00114 第3類
スタッピンDX 福地製薬（株） 329E00A00807 第2類
スタッピンエース 福地製薬（株） 397E00A00668 第2類
ゼールックのどスプレー 福地製薬（株） 279M00A00442 第3類
ゼネックローヤル3000 福地製薬（株） 329E01A00302 第2類
ゼネラック 福地製薬（株） 235C01A00026 指定第2類
ダイオー和漢便秘薬 福地製薬（株） 235C00A00013 指定第2類
チミコデWシロップ 福地製薬（株） 224E01A00001 指定第2類
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チミコデシロップN 福地製薬（株） 224E04A00005 指定第2類
テピスクリーム 福地製薬（株） 264N01A00284 第2類
テラポニンのどスプレー 福地製薬（株） 279M00A00439 第3類
ノドシャンスプレー 福地製薬（株） 279M00A00440 第3類
のどべーるスプレー 福地製薬（株） 279M00A00435 第3類
のどべーるスプレーA 福地製薬（株） 279M00A00336 第3類
パープルクリアWスプレー 福地製薬（株） 279M00A00604 第3類
ビタミンC錠「クーペ」 福地製薬（株） 314C00A10010 第3類
フクチ首より上の薬 福地製薬（株） 235R00A01088 指定第2類
ペアコールAZのどスプレー 福地製薬（株） 279M00A00473 第3類
ペアコールこどもかぜシロップ 福地製薬（株） 118E08A10001 指定第2類
ペアコール咳止めシロップS 福地製薬（株） 224E04A10003 指定第2類
ホルムスドライ 福地製薬（株） 262L00A00128 第2類
ポビドンGうがい薬 福地製薬（株） 226M00A00070 第3類
ポポロこどもかぜシロップ 福地製薬（株） 118E11A00002 指定第2類
モンシードライ 福地製薬（株） 261L00A00129 第2類
躍龍精D 福地製薬（株） 397E00A00275 第2類
躍龍精EX 福地製薬（株） 329E01A00378 第2類
ラキロン 福地製薬（株） 235C00A01087 指定第2類
ラフェルサ口内炎軟膏 福地製薬（株） 279N00A00130 第3類
レビューこどもかぜシロップ 福地製薬（株） 118E00A10009 指定第2類
レビューこどもせきどめシロップ 福地製薬（株） 224E00A10021 指定第2類
レビューのどスプレー 福地製薬（株） 279M02A00815 第3類
六活AN錠 福地製薬（株） 224C01A10021 指定第2類
六活W液エース 福地製薬（株） 224E03A00030 指定第2類
六活感冒液小児用 福地製薬（株） 118E03A00016 指定第2類
陀羅尼助丸 （株）藤井利三郎薬房 233R00D01701 第3類
フジイ陀羅尼助 （株）藤井利三郎薬房 231F00D01085 第2類
フジイ陀羅尼助丸 （株）藤井利三郎薬房 233R00D01096 第3類
エスターパップID （株）富士薬品 264P00B00714 第2類
カイテキIP錠 （株）富士薬品 114C00D00209 指定第2類
カイテキZプラス （株）富士薬品 114B11D00001 指定第2類
カイテキソフト絆S （株）富士薬品 262P00D10238 第3類
カイテキテープ （株）富士薬品 262P00D00314 第3類
カイテキテープU （株）富士薬品 262P00D00318 第3類
カイミール （株）富士薬品 112D00A00653 指定第2類
葛根湯エキス顆粒F （株）富士薬品 520B00D00713 第2類
キズアフタテープ （株）富士薬品 262P00D00317 第3類
コスモ鼻炎カプセル-PE （株）富士薬品 132D00D10006 指定第2類
シスビタン （株）富士薬品 314D00D00495 第3類
小青竜湯エキス顆粒F （株）富士薬品 520B00D00448 第2類
小児カイテキ錠 （株）富士薬品 114C03D00009 第2類
小児ジキナ顆粒A （株）富士薬品 118B03D10001 第2類
新カーク3000Z （株）富士薬品 317E01D00019 第2類
新クリエフ胃腸薬 （株）富士薬品 237B01D00386 第2類
新ジキナエースDX （株）富士薬品 118D00B10005 指定第2類
新ジキナ顆粒 （株）富士薬品 118B02D10003 指定第2類
新ジキナ糖衣錠DX （株）富士薬品 118C01D10001 指定第2類
新ハヤナ顆粒 （株）富士薬品 118B01D10004 指定第2類
新フジアロー （株）富士薬品 264N00D00199 指定第2類
新富士胃腸薬 （株）富士薬品 237B00D00385 第2類
新フジフォロー （株）富士薬品 317E01D00329 第2類
新フジミンD30 （株）富士薬品 317E00D00015 第2類
新フジミンゴールド （株）富士薬品 312D00B10011 第3類
新水虫フジコルト-M （株）富士薬品 265M00B10015 第2類
ジキナAL点眼薬 （株）富士薬品 131M07D00005 第2類
ジキナIP顆粒 （株）富士薬品 118B00D00502 指定第2類
ジキナIP錠 （株）富士薬品 118C00D00639 指定第2類
ジキナ顆粒ゴールド （株）富士薬品 118B04D00003 指定第2類
ジキナ鼻炎カプセル （株）富士薬品 132D00D10004 指定第2類
ジキナ鼻炎錠 （株）富士薬品 132C00D00072 第2類
ジキナ鼻炎スプレー （株）富士薬品 132M00D00018 第2類
スーパーカロリアン （株）富士薬品 317E01D00833 第2類
スグナZ （株）富士薬品 114B05D00004 指定第2類
せきどめハヤナ顆粒 （株）富士薬品 224B00D00014 指定第2類
せきどめフジマッハ （株）富士薬品 224B01D00001 指定第2類
トルネシン液 （株）富士薬品 264M01D01050 第2類
ニューカイテキZ （株）富士薬品 114B05D00001 指定第2類
ニューカイテキ錠F （株）富士薬品 114C00D10001 指定第2類
ハヤナエースG （株）富士薬品 118D03D10006 指定第2類
ハヤナ糖衣錠DX （株）富士薬品 118C00D10002 指定第2類
フォルチュア糖衣錠DX （株）富士薬品 118C01A10019 指定第2類
フジアイ40プラス （株）富士薬品 131M00B10008 第3類
フジアイGⅡ （株）富士薬品 131M03B10003 第2類
フジアローH軟膏 （株）富士薬品 264N00B00598 指定第2類
フジアロー外傷液 （株）富士薬品 261M00D00864 第2類
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富士胃腸薬 （株）富士薬品 237B00D00009 第2類
富士胃腸薬錠 （株）富士薬品 237C00D00854 第2類
フジスマイルAG （株）富士薬品 131M04D00001 第2類
フジタッチ （株）富士薬品 264M00D00099 第3類
フジツージ （株）富士薬品 235C01D00017 指定第2類
フジニュー900 （株）富士薬品 312D00D10009 第3類
フジベター （株）富士薬品 133B00D00004 第2類
フジミンBB （株）富士薬品 313C01D00003 第3類
フジミンD30ロイヤル （株）富士薬品 317E02D00603 第2類
フジミンE300 （株）富士薬品 315D00D00004 第3類
フジミンEX （株）富士薬品 313C00D00001 第3類
フジミンハイ （株）富士薬品 317B00D00007 第3類
富士薬品赤玉はら薬 （株）富士薬品 231C00B10001 第2類
富士薬品虔脩六神丸 （株）富士薬品 211R00D00278 第2類
マイルゾンTL液 （株）富士薬品 265M00A00094 指定第2類
マイルゾンTLクリーム （株）富士薬品 265H00A00102 指定第2類
薬草健胃薬F （株）富士薬品 233E00D01281 第2類
フヂラックス 不二薬工（株） 732Z00A09271 第2類
ベンザルコン 不二薬工（株） 26161109K005 第3類
オキシドールFP （株）フヂミ製薬所 261M00A00999 第3類
クレゾール石ケン液FP （株）フヂミ製薬所 261M00A01004 第2類
消毒用エタノールFP （株）フヂミ製薬所 261M01A01002 第3類
白色ワセリン （株）フヂミ製薬所 7121703X1224 第3類
スキンベープミストSH フマキラー（株） 733M00A00469 第2類
フォグロンD1 フマキラー（株） 734Z01A01092 第2類
フォグロンS1 フマキラー（株） 734Z00A03557 第2類
フマキラーゴキブリ用スミチオンMC フマキラー（株） 734Z01A00051 第2類
フマキラーサフロチン乳剤F フマキラー（株） 734Z01A00103 第2類
フマキラー印プレミアムスミチオン乳剤 フマキラー（株） 734Z00A00968 第2類
フマキラー印プレミアムスミチオン油剤 フマキラー（株） 734Z00A00967 第2類
フマキラースミチオンNP乳剤 フマキラー（株） 734Z01A00012 第2類
フマキラースミチオンNP油剤 フマキラー（株） 734Z01A00290 第2類
フマキラースミチオン粉剤 フマキラー（株） 734Z00A00969 第2類
フマキラースミラブ粒剤 フマキラー（株） 734Z00A00112 第2類
フマキラーダイアジノン乳剤 フマキラー（株） 734Z00A00227 第2類
フマテックス5％粒剤（沈降性） フマキラー（株） 734Z00A00662 第2類
フマテックス水性乳剤 フマキラー（株） 734Z00A02544 第2類
フマテックス水性乳剤ブルー フマキラー（株） 734Z01A00991 第2類
フマテックス乳剤 フマキラー（株） 734Z00A03548 第2類
ケナログA口腔用軟膏 ブリストル・マイヤーズ（株） 264N00A10582 指定第2類
心薬 芳香園製薬（株） 211G00A00412 第2類
新ロクジュウオウA 芳香園製薬（株） 319D00D01620 第2類
アイデアル浣腸10　4コ入 報国製薬（株） 235M00A00041 第2類
アイデアル浣腸30　2コ入，5コ入，10コ
入

報国製薬（株） 235M01A10011 第2類

アイデアル浣腸40　10コ入 報国製薬（株） 235M00A00510 第2類
ミカサ浣腸40　2コ入，10コ入 報国製薬（株） 235M00A00014 第2類
ミカサ浣腸A-11　4コ入 報国製薬（株） 235M00A00899 第2類
ミカサ浣腸A-22　2コ入 報国製薬（株） 235M00A00377 第2類
ミカサ浣腸A-33　2コ入，5コ入，10コ入 報国製薬（株） 235M00A00378 第2類
ネオ・パスタノーゲン 北都製薬（株） 264P00A02504 第3類
エルビタンEB錠 ホシエヌ製薬（株） 312C03A10001 第3類
オイラックス潤乳液 ホシエヌ製薬（株） 266M00A00708 第3類
新フジドリン・ハイ ホシエヌ製薬（株） 118B00B00233 指定第2類
新プレコールS顆粒 ホシエヌ製薬（株） 118B02A10043 指定第2類
ノイビタZE ホシエヌ製薬（株） 312C00A10087 第3類
ノイビタエースEX ホシエヌ製薬（株） 312C00A10040 第3類
ピロエースW液 ホシエヌ製薬（株） 265M00E01004 第2類
フジメタシン1.0％液 ホシエヌ製薬（株） 264M00A00061 第2類
プレコールエース顆粒 ホシエヌ製薬（株） 118B00A00111 指定第2類
プレコールかぜ薬錠 ホシエヌ製薬（株） 118C00A00025 指定第2類
ホシ胃腸薬 星製薬（株） 234B00A00713 第2類
やつめホルゲン 北海道水産工業（株） 317D00A00899 指定第2類
スズレックス顆粒S ホーユー（株） 118B06A10005 指定第2類
デュアヴェールC ホーユー（株） 264N01A00435 第3類
ヘアニング ホーユー（株） 267M00A00562 第2類
ヘアニングNF ホーユー（株） 267M00A00010 第2類
エコルネ 堀井薬品工業（株） 114C00A00751 指定第2類
ハミノン 堀井薬品工業（株） 235C00A00008 第2類
ハミノン漢方便秘薬 堀井薬品工業（株） 520C01A00377 第2類
リバイブ 堀井薬品工業（株） 114C00A02053 指定第2類
ホリエウワウルシ 堀江生薬（株） 51001071K000 第2類
ホリエオウバク末 堀江生薬（株） 51001182K006 第3類
ホリエオウレン 堀江生薬（株） 51001183K001 第2類
ホリエオウレン末 堀江生薬（株） 51001184K005 第2類
ホリエカゴソウ 堀江生薬（株） 51002070K003 第3類
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ホリエカッコン湯 堀江生薬（株） 520G00A01210 第2類
ホリエカンゾウ 堀江生薬（株） 51001204K007 第2類
ホリエカンゾウ末 堀江生薬（株） 51001205K002 第2類
ホリエキキョウ末 堀江生薬（株） 51002099K004 第3類
ホリエキササゲ 堀江生薬（株） 51002101K005 第2類
ホリエケイヒ末 堀江生薬（株） 51001242K001 第3類
ホリエケツメイシ 堀江生薬（株） 51002124K000 第3類
ホリエゲンチアナ末 堀江生薬（株） 51001244K000 第3類
ホリエゲンノショウコ 堀江生薬（株） 51002127K003 第3類
ホリエゲンノショウコ末 堀江生薬（株） 51002128K007 第3類
ホリエコウカ 堀江生薬（株） 51002129K002 第3類
ホリエコウジン 堀江生薬（株） 51002131K002 第3類
ホリエ金剛湯 堀江生薬（株） 520G00A02472 第2類
ホリエ五沈湯 堀江生薬（株） 520G00A01032 第2類
ホリエサフラン 堀江生薬（株） 51002155K001 第3類
ホリエ三黄散 堀江生薬（株） 520G00A01211 第2類
ホリエサンキライ 堀江生薬（株） 51002171K004 第3類
ホリエサンシシ末 堀江生薬（株） 51002174K007 第3類
ホリエシャゼンソウ 堀江生薬（株） 51002196K007 第3類
ホリエ小青龍湯 堀江生薬（株） 520G00A01212 第2類
ホリエ小ハンゲ加ブクリョウ湯 堀江生薬（株） 520G00A01213 第2類
ホリエジュウヤク 堀江生薬（株） 51002200K007 第3類
ホリエセンナ 堀江生薬（株） 51001384K008 指定第2類
ホリエセンナ末 堀江生薬（株） 51001385K003 指定第2類
ホリエセンブリ 堀江生薬（株） 51001386K007 第3類
ホリエセンブリ末 堀江生薬（株） 51001387K002 第3類
ホリエソウハクヒ 堀江生薬（株） 51002243K003 第3類
ホリエ蘇真湯 堀江生薬（株） 520G00A02474 第2類
ホリエダイオウ末 堀江生薬（株） 51001389K001 第2類
ホリエ腸麗湯 堀江生薬（株） 520G00A00319 第2類
ホリエ猪苓湯 堀江生薬（株） 520G00A00405 第2類
ホリエ桃核承気湯 堀江生薬（株） 520G00A00402 第2類
ホリエニンジン 堀江生薬（株） 51002287K003 第3類
ホリエの安中散料 堀江生薬（株） 520G00A01376 第2類
ホリエの黄連解毒湯 堀江生薬（株） 520G00A01349 第2類
ホリエの乙字湯 堀江生薬（株） 520G00A00589 第2類
ホリエの加味逍遙散料 堀江生薬（株） 520G00A01377 第2類
ホリエの荊芥連翹湯 堀江生薬（株） 520G00A01357 第2類
ホリエの桂枝湯 堀江生薬（株） 520G00A01442 第2類
ホリエの桂枝茯苓丸料 堀江生薬（株） 520G01A01292 第2類
ホリエの五苓散料 堀江生薬（株） 520G00A01326 第2類
ホリエの柴胡桂枝湯 堀江生薬（株） 520G00A01445 第2類
ホリエの四物湯 堀江生薬（株） 520G00A01324 第2類
ホリエの芍薬甘草湯 堀江生薬（株） 520G00A01443 第2類
ホリエの十味敗毒湯 堀江生薬（株） 520G00A01378 第2類
ホリエの大柴胡湯 堀江生薬（株） 520G00A00832 第2類
ホリエの釣藤散料 堀江生薬（株） 520G00A01375 第2類
ホリエの当帰芍薬散料 堀江生薬（株） 520G01A01293 第2類
ホリエの半夏厚朴湯 堀江生薬（株） 520G00A01549 第2類
ホリエの防已黄耆湯 堀江生薬（株） 520G00A01444 第2類
ホリエの麻黄湯 堀江生薬（株） 520G00A01351 第2類
ホリエの麻杏甘石湯 堀江生薬（株） 520G01A01352 第2類
ホリエ白鳳湯 堀江生薬（株） 520G00A02473 第2類
ホリエ半夏瀉心湯 堀江生薬（株） 520G00A00403 第2類
ホリエ補中益気湯 堀江生薬（株） 520G00A00404 第2類
ホリエボウイ 堀江生薬（株） 51002335K003 第2類
ホリエマクリ 堀江生薬（株） 64252350K002 第2類
ホリエモクツウ 堀江生薬（株） 51002355K004 第2類
ホリエ文殊湯 堀江生薬（株） 520G00A00320 第2類
ホリエユウタン 堀江生薬（株） 51002363K001 第3類
ホリエヨクイニン 堀江生薬（株） 51002368K003 第3類
ホリエヨクイニン末 堀江生薬（株） 51002369K007 第3類
ホリエ龍円湯 堀江生薬（株） 520G00A01033 第2類
ホリエリュウタン末 堀江生薬（株） 51002382K007 第3類
マルホの小柴胡湯 堀江生薬（株） 520G00A00937 第2類
マルホの苓桂朮甘湯 堀江生薬（株） 520G00A00618 第2類
0.2％ピオクタニン水溶液「ホンゾウ」 本草製薬（株） 261M00A05042 第3類
キューラック 本草製薬（株） 235C01A10009 第2類
ニューラック 本草製薬（株） 235C05A10001 第2類
本草アロエ錠 本草製薬（株） 235C00D00015 第3類
本草葛根湯エキス顆粒-H 本草製薬（株） 520B00D01328 第2類
本草葛根湯エキス錠-H 本草製薬（株） 520C00D01169 第2類
本草葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒-H 本草製薬（株） 520B00D00976 第2類
本草ゲンノショウコ（分包）5 本草製薬（株） 510G00A00568 第3類
本草柴胡桂枝湯エキス顆粒-H 本草製薬（株） 520B00A01484 第2類
本草芍薬甘草湯エキス顆粒-H 本草製薬（株） 520B01A00012 第2類
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本草小青龍湯エキス顆粒-H 本草製薬（株） 520B00D01034 第2類
本草小青龍湯エキス錠-H 本草製薬（株） 520C00D01324 第2類
本草ジュウヤクエキス顆粒 本草製薬（株） 237B00A00550 第3類
本草ジュウヤク（分包）5 本草製薬（株） 510G00A00545 第3類
本草清上防風湯エキス錠-H 本草製薬（株） 520C01A00333 第2類
本草正露丸糖衣 本草製薬（株） 239C00A10001 第2類
本草センナ顆粒 本草製薬（株） 235B00A00019 指定第2類
本草センナ顆粒-T 本草製薬（株） 235B01A10002 指定第2類
本草センナ錠 本草製薬（株） 235C00A00018 指定第2類
本草センナ錠-T 本草製薬（株） 235C08A10001 指定第2類
本草センナ（分包） 本草製薬（株） 510G00A02579 指定第2類
本草センナ末 本草製薬（株） 510G00A02921 指定第2類
本草センブリ（分包）05 本草製薬（株） 510G00A00548 第3類
本草大柴胡湯エキス錠-H 本草製薬（株） 520C00A00745 第2類
本草どくだし煎 本草製薬（株） 235G00A00002 第2類
本草のはらざらえ 本草製薬（株） 510G00A00003 指定第2類
本草八味地黄丸料エキス錠-H 本草製薬（株） 520C01A00472 第2類
本草防已黄耆湯エキス錠-H 本草製薬（株） 520C00A01033 第2類
本草防風通聖散エキス顆粒-H 本草製薬（株） 520B00A01086 第2類
本草防風通聖散エキス錠-H 本草製薬（株） 520C00A00933 第2類
本草よく苡仁エキス顆粒-H 本草製薬（株） 269B00D01563 第3類
本草ヨクイニン錠S 本草製薬（株） 269C00D00219 第3類
ホンノー打身薬［散剤］ ホンノー薬品（株） 590B01A00778 第2類
ホンノー顆粒 ホンノー薬品（株） 590B00A00162 第2類
ホンノー錠 ホンノー薬品（株） 590C00A00561 第2類
アキュパットEXクリーム 前田薬品工業（株） 264N00A00363 第3類
アステスクEX液 前田薬品工業（株） 264M00A00075 指定第2類
アステスクEXゲル 前田薬品工業（株） 264N00A00080 指定第2類
アネイクEX液 前田薬品工業（株） 265M00A10051 第2類
アネイクEXクリーム 前田薬品工業（株） 265N00A10052 第2類
アンブロスEXクリーム 前田薬品工業（株） 264N00A00152 第2類
イストロン 下痢止め 前田薬品工業（株） 231C00A00172 指定第2類
イタノンIDスプレー 前田薬品工業（株） 264M01A00286 第2類
イングラムEX液 前田薬品工業（株） 264M01A00720 指定第2類
エコルデEX液 前田薬品工業（株） 264M00A00122 指定第2類
エコルデEXゲル 前田薬品工業（株） 264N00A00123 指定第2類
オブラチルEX液 前田薬品工業（株） 264M00A00086 指定第2類
オブラチルEXゲル 前田薬品工業（株） 264N00A00085 指定第2類
カンピオーネEX液 前田薬品工業（株） 264M00A00719 指定第2類
カンピオーネEXゲル 前田薬品工業（株） 264N01A00716 指定第2類
クリアロン鎮痛薬 前田薬品工業（株） 114C01A00372 指定第2類
ケアトップEXクリーム 前田薬品工業（株） 264N00A00151 第2類
コルベロン鎮痛薬 前田薬品工業（株） 114C00A00715 指定第2類
サブベートEX「1％クリーム」 前田薬品工業（株） 264N01A00289 第2類
新タナベ水虫薬EX液 前田薬品工業（株） 265M01A00226 第2類
スカージルG 前田薬品工業（株） 264N01A00170 指定第2類
スカージルL 前田薬品工業（株） 264M01A00127 指定第2類
スクエアシンEXクリーム 前田薬品工業（株） 264N01A00359 第3類
スナップキンIDクール液 前田薬品工業（株） 264M00A00294 第2類
ゼルスEX液 前田薬品工業（株） 265M00A00146 第2類
ゼルスEXクリーム 前田薬品工業（株） 265N00A00147 第2類
ゼロシャット下痢止め 前田薬品工業（株） 231C00A00300 指定第2類
タイアンテロンIDクール液 前田薬品工業（株） 264M01A00291 第2類
ダルテノン下痢止め 前田薬品工業（株） 231C00A00313 指定第2類
ツーロックEX液 前田薬品工業（株） 265M04A00239 第2類
ツーロックEXクリーム 前田薬品工業（株） 265N01A00240 第2類
テシトンEX液 前田薬品工業（株） 264M00A00078 指定第2類
ナリーゼEXクリーム 前田薬品工業（株） 264N00A00361 第3類
ノバポンLトローチ 前田薬品工業（株） 279C00A00010 第3類
ノビックせきどめ顆粒 前田薬品工業（株） 224B00A00166 指定第2類
バリアクトHi液 前田薬品工業（株） 265M00A01011 指定第2類
バリアクトHiクリーム 前田薬品工業（株） 265N00A01008 指定第2類
バルクロンEX液 前田薬品工業（株） 264M00A00721 指定第2類
バルクロンEXゲル 前田薬品工業（株） 264N00A00718 指定第2類
パスロックID1％液 前田薬品工業（株） 264M00A00521 第2類
パスロックID1％クリーム 前田薬品工業（株） 264N02A00522 第2類
パスロックID1％ゲル 前田薬品工業（株） 264N00A00852 第2類
パトマロンヒビクリーム 前田薬品工業（株） 264N04A00366 第3類
ファスコン　下痢止め 前田薬品工業（株） 231C00A00312 指定第2類
プオリナートEX液 前田薬品工業（株） 264M00A00118 指定第2類
プオリナートEXゲル 前田薬品工業（株） 264N00A00120 指定第2類
プロアリシンEX「1％液」 前田薬品工業（株） 264M00A00564 第2類
プロアリシンEX1％クリーム 前田薬品工業（株） 264N00A00492 第2類
プロアリシンEX「1％ゲル」 前田薬品工業（株） 264N00A00851 第2類
プロアリシンEXクール 前田薬品工業（株） 264M00A00286 第2類
プロアリシンEXクールスプレー 前田薬品工業（株） 264M00A00282 第2類
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ヘルビック鎮痛薬 前田薬品工業（株） 114C00A00464 指定第2類
ペリゾナEXクールスプレー 前田薬品工業（株） 264L00A00292 第2類
マニューバEX液 前田薬品工業（株） 264M00A00715 指定第2類
マニューバEXゲル 前田薬品工業（株） 264N00A00714 指定第2類
ムルコスEX液アルファ 前田薬品工業（株） 264M00A00077 指定第2類
ムルコスEXゲルアルファ 前田薬品工業（株） 264N04A00079 指定第2類
ラスキーヌA 前田薬品工業（株） 264N00D01804 第2類
ラスキーヌS液 前田薬品工業（株） 264M00A00200 指定第2類
ラスキーヌSゲル 前田薬品工業（株） 264N00A00198 指定第2類
ラフェルサ水虫液プラス 前田薬品工業（株） 265M00A01012 指定第2類
ラフェルサ水虫クリームプラス 前田薬品工業（株） 265N00A01009 指定第2類
リュピリン鎮痛薬 前田薬品工業（株） 114C00A00684 指定第2類
ルメジEX液 前田薬品工業（株） 264M00A00088 指定第2類
ルメジEXゲル 前田薬品工業（株） 264N01A00087 指定第2類
ルヴェルナEXクリーム 前田薬品工業（株） 264N00A00358 第3類
ワントップEXゲル 前田薬品工業（株） 264N00B10059 指定第2類
キボウ 増田製薬（株） 329C00D01471 第2類
新増田胃腸丸 増田製薬（株） 233R00B01736 第3類
ネオノーラクA 増田製薬（株） 114C00B00873 指定第2類
ノーラク 増田製薬（株） 114B01B00069 指定第2類
増田胃腸薬 増田製薬（株） 233B00B01503 第2類
増田胃腸薬アメーズ 増田製薬（株） 237C00B01248 第2類
増田葛根湯エキス顆粒 増田製薬（株） 520B00D00987 第2類
増田六神丸 増田製薬（株） 211R00B02263 第2類
レポチリンH.D 増田製薬（株） 118B00B00478 指定第2類
レポチリンSカプセル 増田製薬（株） 118D00B00226 第2類
レポチリン糖衣 増田製薬（株） 118C00B00169 指定第2類
老救 増田製薬（株） 211R00B02262 第2類
吸出し青膏（たこの吸出し） 町田製薬（株） 266N00A11459 第2類
メディアクア軟膏 町田製薬（株） 266N00A00228 第3類
ユリア軟膏 町田製薬（株） 266N00A00227 第3類
EX.エッピカジュツトウ 松浦薬業（株） 520B00A03984 第2類
EX.エッピカジュツトウシール 松浦薬業（株） 520B00A04986 第2類
EX.ハイノウサンキュウトウ 松浦薬業（株） 520B00A00541 第2類
安神補心丸 松浦薬業（株） 590R00A00660 第2類
安中散料エキス〔細粒〕66 松浦薬業（株） 520B01D00615 第2類
茵ちん蒿湯エキス〔細粒〕1 松浦薬業（株） 520B01A00053 第2類
ウロバランス 松浦薬業（株） 520B00A10260 第2類
ウワウルシ「松浦」 松浦薬業（株） 510G00A01433 第2類
温経湯エキス〔細粒〕5 松浦薬業（株） 520B01A00747 第2類
温清飲エキス〔細粒〕75 松浦薬業（株） 520B01A01321 第2類
越婢加朮湯エキス顆粒2 松浦薬業（株） 520B01A00352 第2類
黄耆建中湯エキス〔細粒〕76 松浦薬業（株） 520B02A00150 第2類
黄連解毒湯エキス〔細粒〕4 松浦薬業（株） 520B00A00601 第2類
乙字湯エキス〔細粒〕3 松浦薬業（株） 520B00D01456 第2類
槐角丸 松浦薬業（株） 590R70A00324 第2類
カゴソウ「松浦」 松浦薬業（株） 510G00A01429 第3類
かっ香正気散エキス〔細粒〕38 松浦薬業（株） 520B01A00153 第2類
葛根湯エキス〔細粒〕7 松浦薬業（株） 520B00D00560 第2類
葛根湯加川きゅう辛夷エキス〔細粒〕77 松浦薬業（株） 520B00D01226 第2類
加味帰脾湯エキス〔細粒〕9 松浦薬業（株） 520B00A10038 第2類
加味逍遙散エキス〔細粒〕8 松浦薬業（株） 520B00A00687 第2類
加味平胃散エキス〔細粒〕67 松浦薬業（株） 520B02A00305 第2類
甘草湯エキス〔細粒〕10 松浦薬業（株） 520B01A00558 第2類
甘麦大棗湯エキス〔細粒〕6 松浦薬業（株） 520B00A10257 第2類
かんぱう咲々当帰芍薬散 松浦薬業（株） 520G00A00894 第2類
かんぱう清々黄解散 松浦薬業（株） 520G00A00959 第2類
かんぱう循々五苓散 松浦薬業（株） 520G00A00242 第2類
漢方濃縮煎剤牛車腎気丸107 松浦薬業（株） 520F00A00253 第2類
漢方濃縮煎剤麦門冬湯29 松浦薬業（株） 520F00A00442 第2類
漢方濃縮煎剤抑肝散54 松浦薬業（株） 520F00A00614 第2類
キササゲ「松浦」 松浦薬業（株） 510G00A00524 第2類
きゅう帰膠艾湯エキス〔細粒〕11 松浦薬業（株） 520B00A10246 第2類
きゅう帰調血飲第一加減エキス〔細粒〕
50

松浦薬業（株） 520B00A01402 第2類

響声破笛丸料エキス〔細粒〕45 松浦薬業（株） 520B04A00556 第2類
銀翹解毒散エキス細粒 松浦薬業（株） 590B00A00739 第2類
駆風解毒散エキス〔細粒〕79 松浦薬業（株） 520B01A00970 第2類
荊芥連翹湯エキス〔細粒〕72 松浦薬業（株） 520B01A00788 第2類
桂枝加芍薬湯エキス〔細粒〕12 松浦薬業（株） 520B00A00078 第2類
桂枝加朮附湯エキス〔細粒〕15 松浦薬業（株） 520B00A10113 第2類
桂枝加竜骨牡蛎湯エキス〔細粒〕14 松浦薬業（株） 520B02A00247 第2類
桂枝湯エキス〔細粒〕13 松浦薬業（株） 520B00A00079 第2類
桂枝人参湯エキス〔細粒〕95 松浦薬業（株） 520B00A10241 第2類
桂枝茯苓丸料エキス〔細粒〕69 松浦薬業（株） 520B01A00611 第2類
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桂枝茯苓丸料加よく苡仁エキス〔細粒〕
96

松浦薬業（株） 520B01A00603 第2類

ケツメイシ「松浦」 松浦薬業（株） 51001241K000 第3類
ゲンノショウコ「松浦」 松浦薬業（株） 510G00A01266 第3類
玄武湯エキス細粒M 松浦薬業（株） 520B01A00082 第2類
コウカ「松浦」 松浦薬業（株） 510G00A00552 第3類
コウジン「松浦」 松浦薬業（株） 510G00A00519 第3類
香蘇散料エキス〔細粒〕18 松浦薬業（株） 520B01A00336 第2類
牛黄純末 松浦薬業（株） 590G00A00206 第3類
五積散料エキス〔細粒〕17 松浦薬業（株） 520B00A10205 第2類
牛車腎気丸料エキス〔細粒〕98 松浦薬業（株） 520B01A00335 第2類
呉茱萸湯エキス〔細粒〕19 松浦薬業（株） 520B03A00055 第2類
五物解毒湯エキス〔細粒〕20 松浦薬業（株） 520B02A00326 第2類
五淋散料エキス〔細粒〕80 松浦薬業（株） 520B00A10245 第2類
五苓散料エキス〔細粒〕16 松浦薬業（株） 520B00A00584 第2類
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス〔細粒〕22 松浦薬業（株） 520B01A00376 第2類
柴胡桂枝乾姜湯エキス〔細粒〕24 松浦薬業（株） 520B01A00292 第2類
柴胡桂枝湯エキス〔細粒〕23 松浦薬業（株） 520B02A00816 第2類
柴胡清肝湯エキス〔細粒〕25 松浦薬業（株） 520B02A00318 第2類
柴胡疏肝湯エキス〔細粒〕27 松浦薬業（株） 520B02A00102 第2類
柴朴湯エキス〔細粒〕82 松浦薬業（株） 520B00A00934 第2類
サフラン「松浦」 松浦薬業（株） 510G00A00553 第3類
三黄瀉心湯エキス〔細粒〕26 松浦薬業（株） 520B03A00470 第2類
酸棗仁湯エキス〔細粒〕21 松浦薬業（株） 520B01A00080 第2類
散痛楽楽丸 松浦薬業（株） 520R70A10025 第2類
紫雲膏 松浦薬業（株） 520N00A01820 第2類
四川蟲草益精 松浦薬業（株） 329E00A00923 第2類
七物降下湯エキス〔細粒〕83 松浦薬業（株） 520B04A00184 第2類
四物湯エキス〔細粒〕31 松浦薬業（株） 520B00A00957 第2類
炙甘草湯エキス〔細粒〕37 松浦薬業（株） 520B01A01356 第2類
芍薬甘草湯エキス〔細粒〕34 松浦薬業（株） 520B03A00556 第2類
シャゼンソウ「松浦」 松浦薬業（株） 510G00A00528 第3類
小建中湯チュアブル 松浦薬業（株） 520C00A00446 第2類
小柴胡湯エキス〔細粒〕29 松浦薬業（株） 520B01D00618 第2類
小青竜湯エキス〔細粒〕28 松浦薬業（株） 520B00D00932 第2類
消風散エキス〔細粒〕33 松浦薬業（株） 520B00A00151 第2類
生脈宝エキス細粒 松浦薬業（株） 329B00A00617 第2類
生脈宝エキス細粒A 松浦薬業（株） 329B00A00310 第3類
ジメイ丸 松浦薬業（株） 590R71A00029 第2類
十全大補湯エキス〔細粒〕36 松浦薬業（株） 520B03A00152 第2類
十味敗毒湯エキス〔細粒〕32 松浦薬業（株） 520B04A00552 第2類
ジュウヤク「松浦」 松浦薬業（株） 510G00A01265 第3類
潤肺糖漿 松浦薬業（株） 590E70A00005 第2類
地竜エキス散M 松浦薬業（株） 590B00A00268 第2類
地竜エキス錠 松浦薬業（株） 590C00A01029 第2類
参茸栄衛丸 松浦薬業（株） 329R70A00039 第2類
参蘇飲エキス〔細粒〕97 松浦薬業（株） 520B02A00427 第2類
参苓白朮散〔散剤〕35 松浦薬業（株） 520B03A00553 第2類
星火牛黄清心丸 松浦薬業（株） 329R00A00189 第2類
清上防風湯エキス〔細粒〕85 松浦薬業（株） 520B02A00203 第2類
清目地黄丸 松浦薬業（株） 520R70A10027 第2類
折衝飲エキス〔細粒〕73 松浦薬業（株） 520B00A00289 第2類
センナ「松浦」 松浦薬業（株） 510G00A03192 指定第2類
センナ末「松浦」 松浦薬業（株） 510G00A02083 指定第2類
センブリ「松浦」 松浦薬業（株） 510G00A00540 第3類
ソウハクヒ「松浦」 松浦薬業（株） 510G00A00538 第3類
続命湯エキス〔細粒〕39 松浦薬業（株） 520B00A10193 第2類
大黄牡丹皮湯エキス〔細粒〕41 松浦薬業（株） 520B00A10242 第2類
大柴胡湯エキス〔細粒〕40 松浦薬業（株） 520B01A01458 第2類
竹茹温胆湯エキス顆粒87 松浦薬業（株） 520B03A00440 第2類
中成六神丸マツウラ 松浦薬業（株） 211R70A00016 第2類
中薬快鼻膏 松浦薬業（株） 132E71A00011 第2類
中薬銀翹解毒丸 松浦薬業（株） 590R70A00006 第2類
中薬杞菊地黄丸 松浦薬業（株） 520R70A10026 第2類
中薬鼻淵膏 松浦薬業（株） 132E70A00003 第2類
調胃承気湯エキス〔細粒〕86 松浦薬業（株） 520B01A00290 第2類
釣藤散エキス〔細粒〕43 松浦薬業（株） 520B00A00904 第2類
猪苓湯エキス〔細粒〕42 松浦薬業（株） 520B00A00933 第2類
痛絡丸 松浦薬業（株） 520R70A10023 第2類
テキテキ 松浦薬業（株） 265M00A00414 第2類
桃核承気湯エキス〔細粒〕47 松浦薬業（株） 520B00A00173 第2類
当帰飲子エキス〔細粒〕46 松浦薬業（株） 520B01A00383 第2類
当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス〔細粒〕
48

松浦薬業（株） 520B02A00054 第2類

当帰芍薬散料エキス〔細粒〕44 松浦薬業（株） 520B02A00553 第2類
ドキンピ水虫液 松浦薬業（株） 265M00A00001 第2類
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ニンジンエキス 松浦薬業（株） 329F00A05323 第3類
人参牛黄散カプセル 松浦薬業（株） 329B00D04840 第3類
人参湯エキス〔細粒〕49 松浦薬業（株） 520B03A00469 第2類
ネオチクジロン 松浦薬業（株） 590C00A02923 第2類
排膿散及湯エキス〔細粒〕52 松浦薬業（株） 520B00A00476 第2類
ハチミツ 松浦薬業（株） 323Z00A00000 第3類
半夏厚朴湯エキス〔細粒〕51 松浦薬業（株） 520B00A00387 第2類
半夏瀉心湯エキス〔細粒〕53 松浦薬業（株） 520B00A01459 第2類
半夏白朮天麻湯エキス〔細粒〕88 松浦薬業（株） 520B00A10244 第2類
麦門冬湯エキス〔細粒〕54 松浦薬業（株） 520B00D10274 第2類
ビエンダブル 松浦薬業（株） 132B00A10007 第2類
白虎加人参湯エキス〔細粒〕89 松浦薬業（株） 520B00A10206 第2類
ピュアドリップ葛根湯 松浦薬業（株） 520F00A00681 第2類
複方新土槿皮チンキ 松浦薬業（株） 265M70D10001 第2類
婦人の巡り 松浦薬業（株） 520B01A00103 第2類
プリザ漢方内服薬 松浦薬業（株） 520B00D00575 第2類
ベルクミン 松浦薬業（株） 590N00A05650 第3類
補中益気湯エキス〔細粒〕58 松浦薬業（株） 520B01A00150 第2類
防已黄耆湯エキス〔細粒〕56 松浦薬業（株） 520B02A00602 第2類
防風通聖散エキス〔細粒〕57 松浦薬業（株） 520B02A00182 第2類
麻黄湯エキス〔細粒〕59 松浦薬業（株） 520B00A10090 第2類
麻杏甘石湯エキス〔細粒〕60 松浦薬業（株） 520B00D00619 第2類
麻杏よく甘湯エキス〔細粒〕61 松浦薬業（株） 520B00D00724 第2類
麻子仁丸〔細粒〕90 松浦薬業（株） 520B01A00673 第2類
マツウラ牛黄清心丸 松浦薬業（株） 329R00A10258 第2類
松浦の芍薬甘草湯ゼリー 松浦薬業（株） 520Z00A00492 第2類
マツウラのジュウヤク（分包） 松浦薬業（株） 510G01A00809 第3類
マツウラのセンナ（分包） 松浦薬業（株） 510G02A00001 指定第2類
マツウラのセンブリ（分包） 松浦薬業（株） 510G00A00808 第3類
松浦の抑肝散ゼリー 松浦薬業（株） 520Z00A00613 第2類
養陰清肺シロップ 松浦薬業（株） 590E70A00001 第2類
ヨクイニン錠 松浦薬業（株） 590C00A00809 第3類
よく苡仁湯エキス〔細粒〕91 松浦薬業（株） 520B00D00817 第2類
ヨクイニン「松浦」 松浦薬業（株） 510G00A00557 第3類
抑肝散加陳皮半夏エキス〔細粒〕92 松浦薬業（株） 520B00A10091 第2類
六君子湯エキス〔細粒〕65 松浦薬業（株） 520B00A00674 第2類
竜胆瀉肝湯エキス〔細粒〕93 松浦薬業（株） 520B01A00183 第2類
苓甘姜味辛夏仁湯エキス〔細粒〕62 松浦薬業（株） 590B01A00322 第2類
苓桂朮甘湯エキス〔細粒〕63 松浦薬業（株） 520B00A00768 第2類
鹿茸カプセル 松浦薬業（株） 329D00A00690 第3類
六味丸〔細粒〕74 松浦薬業（株） 520B01A00346 第2類
タチゾールA 松田医薬品（株） 265M00A00297 第2類
ヒフカA 松田医薬品（株） 264M00D02454 第2類
アイロミン液 松田薬品工業（株） 224E02A10002 指定第2類
アイロミンシロップ 松田薬品工業（株） 224E00A04908 指定第2類
アイロミン錠 松田薬品工業（株） 224C02A00004 指定第2類
エフクリーム20 松田薬品工業（株） 266N00A00416 第3類
エフチール液S 松田薬品工業（株） 265M00D02034 第2類
エフチール軟膏A 松田薬品工業（株） 265N00D00042 第2類
シカポン 松田薬品工業（株） 263N00A13727 第2類
歯痛頓用リスト 松田薬品工業（株） 114B01D00001 指定第2類
小児用ヒラミン鼻炎シロップ 松田薬品工業（株） 441E00A10002 指定第2類
新浜井回春堂胃腸内服液 松田薬品工業（株） 233E02A10001 第2類
新ヒラミン液小児用 松田薬品工業（株） 118E00A01458 指定第2類
ストルピンMカプセル 松田薬品工業（株） 115D00A00622 要指導医薬品
ストルピン液 松田薬品工業（株） 329E00D03946 第2類
スプリントセブン 松田薬品工業（株） 329E00D00376 第2類
正露丸 松田薬品工業（株） 231R00D01701 第2類
ネオロン 松田薬品工業（株） 239C00D01349 第2類
ネオロン液 松田薬品工業（株） 233E00D00524 第2類
浜井回春堂感冒薬小児用 松田薬品工業（株） 118E13A00001 第2類
皮膚薬エイフ 松田薬品工業（株） 265N00A05440 第2類
ヒラミン 松田薬品工業（株） 114B00D00001 指定第2類
ヒラミンK 松田薬品工業（株） 118B00D04643 指定第2類
ヒラミンKⅡ 松田薬品工業（株） 118B01A10010 指定第2類
ヒラミンアルファ 松田薬品工業（株） 329E00A00561 第3類
ヒラミン液A小児用 松田薬品工業（株） 118E01D00001 指定第2類
ヒラミン液K小児用 松田薬品工業（株） 118E00D00113 指定第2類
ヒラミンカプセル 松田薬品工業（株） 118D03D00003 指定第2類
満天飛龍 松田薬品工業（株） 329D00D00405 第2類
満天飛龍改 松田薬品工業（株） 329D00A00112 第2類
リラE300 松田薬品工業（株） 315D01D00006 第3類
レイヨーV 松田薬品工業（株） 312E02D00001 第3類
レイヨーエース小児用 松田薬品工業（株） 118E06A00002 第2類
レイヨー液小児用 松田薬品工業（株） 118E09A00002 第2類
ローヤルスプリント 松田薬品工業（株） 329E00A05041 第2類
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ローヤルビーホニ 松田薬品工業（株） 329E00D04385 第2類
アリアンナゴールド 摩耶堂製薬（株） 313C06A10005 第3類
雲仙錠 摩耶堂製薬（株） 114C00A01099 指定第2類
雲仙散 摩耶堂製薬（株） 114B00A00565 指定第2類
快気散（カイキサン） 摩耶堂製薬（株） 224B00A04338 指定第2類
カンポ錠 摩耶堂製薬（株） 237C00A00990 第2類
金蛇精（糖衣錠） 摩耶堂製薬（株） 397C00A05550 第1類
コマチ散 摩耶堂製薬（株） 399B00A04337 指定第2類
秦皇元（カプセル） 摩耶堂製薬（株） 329D00A00971 第2類
十方便秘薬 摩耶堂製薬（株） 235C03A00004 指定第2類
腎仙散（ジンセンサン） 摩耶堂製薬（株） 213B00A04657 第2類
清気散 摩耶堂製薬（株） 132B00A04654 指定第2類
清風散 摩耶堂製薬（株） 118B00A04658 指定第2類
糖解散（トウカイサン） 摩耶堂製薬（株） 396B00A01799 第2類
糖解錠 摩耶堂製薬（株） 396C00A01100 第2類
トリーティアE300 摩耶堂製薬（株） 315D00A00024 第3類
ネオ雲仙湯 摩耶堂製薬（株） 114G00A01095 指定第2類
ネオ快気湯 摩耶堂製薬（株） 224G00A00424 指定第2類
ネオ金龍（カプセル） 摩耶堂製薬（株） 329D00A00154 第2類
ネオ小町錠 摩耶堂製薬（株） 590C00A05548 第2類
ネオ五黄錠S 摩耶堂製薬（株） 235C00A00002 指定第2類
ネオ腎仙湯 摩耶堂製薬（株） 213G00A00811 第2類
ネオ糖解湯 摩耶堂製薬（株） 396G00A00810 第2類
婦参散（フジンサン） 摩耶堂製薬（株） 399B00A02942 第2類
ブリッサBB 摩耶堂製薬（株） 313C00A10015 第3類
ブリッサゴールドEX 摩耶堂製薬（株） 317C01A10012 第3類
摩耶肝臓湯 摩耶堂製薬（株） 391G00A12466 第2類
マヤ金蛇精（カプセル） 摩耶堂製薬（株） 397D00A02514 要指導医薬品
マヤ五黄錠 摩耶堂製薬（株） 235C00A00774 指定第2類
摩耶字散（マヤジサン） 摩耶堂製薬（株） 255B00A00564 第2類
摩耶清肝散 摩耶堂製薬（株） 391B00A05447 第2類
摩耶人参錠 摩耶堂製薬（株） 329C00A05551 第3類
マヤ半夏瀉心湯エキス散 摩耶堂製薬（株） 520B00A00261 第2類
摩耶養命散 摩耶堂製薬（株） 219B00A05446 指定第2類
マヤ養命錠 摩耶堂製薬（株） 219C00A04655 指定第2類
リリシーBC 摩耶堂製薬（株） 313C00A10021 第3類
ウエルセプト 丸石製薬（株） 261M00A00117 第3類
ウエルピュア 丸石製薬（株） 261M05A00857 第3類
ウエルフォーム 丸石製薬（株） 261M00A00223 第2類
プロペトホーム 丸石製薬（株） 712N03A00000 第3類
ホーム・ウエルパス 丸石製薬（株） 261M00A01109 第3類
ミルクポン 丸石製薬（株） 261M00A00359 第2類
強力常盤白紅 丸一製薬（株） 264M00A03159 第3類
丸一本常盤白紅 丸一製薬（株） 264M01A03159 第3類
サニコットMEI，アルウエッティBOX-
MEI(販売名:サニコットMEI)

丸三産業（株） 261Z00A00809 第3類

エピシロンかぜGO 丸太中嶋製薬（株） 118D00D10009 指定第2類
カゼキリA 丸太中嶋製薬（株） 118C00D10014 指定第2類
カゼキリC 丸太中嶋製薬（株） 118D00B10023 指定第2類
カゼキリGO 丸太中嶋製薬（株） 118D01D10016 指定第2類
カゼキリカプセル 丸太中嶋製薬（株） 118D03B10024 指定第2類
カゼキリ散 丸太中嶋製薬（株） 118B00D00073 指定第2類
カゼキリ糖衣錠 丸太中嶋製薬（株） 118C01D10018 指定第2類
風薬天狗散 丸太中嶋製薬（株） 118B00D00075 指定第2類
風天狗 丸太中嶋製薬（株） 118B01D00034 指定第2類
キクテングカゼグスリ 丸太中嶋製薬（株） 118B00D00074 指定第2類
キクヒラル 丸太中嶋製薬（株） 114C00D00053 指定第2類
キクマルキン 丸太中嶋製薬（株） 114B00D00071 指定第2類
虔修六神丸 丸太中嶋製薬（株） 211R00D02190 第2類
三宝心「マルタ」 丸太中嶋製薬（株） 211R00D02191 第2類
神光丸 丸太中嶋製薬（株） 231R00D00795 第2類
頭痛歯痛トンプク 丸太中嶋製薬（株） 114B00D00072 指定第2類
赤心ビタコリンC 丸太中嶋製薬（株） 118D00B10025 指定第2類
セキポニン 丸太中嶋製薬（株） 224B00D10002 指定第2類
天狗胃腸薬 丸太中嶋製薬（株） 231B00D01010 第2類
パロマック 丸太中嶋製薬（株） 237B00D01077 第2類
丸太胃散 丸太中嶋製薬（株） 237B00D01009 第3類
丸太せきどめ顆粒 丸太中嶋製薬（株） 224B00D10001 指定第2類
アスファリン・D 萬金薬品工業（株） 397E00A10326 第2類
アスリキ内服液 萬金薬品工業（株） 397E00D00216 第3類
一風飲せきどめ液「コタロー」 萬金薬品工業（株） 224E01A00014 指定第2類
エブリゴールド 萬金薬品工業（株） 317E01A00549 第3類
オキソピタンV 萬金薬品工業（株） 397E00D00958 第3類
カイゲンかぜ内服液 萬金薬品工業（株） 520E00A00136 第2類
カッコリン 萬金薬品工業（株） 520E00A00133 第2類
カッコリン葛根湯液 萬金薬品工業（株） 520E00A00345 第2類
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葛根湯内服液M 萬金薬品工業（株） 520E00A00344 第2類
葛根湯内服液S 萬金薬品工業（株） 520E00A00140 第2類
漢玉精S 萬金薬品工業（株） 397E00D00218 第3類
漢玉精ゴールド 萬金薬品工業（株） 317E00D00650 第2類
漢玉精ゴールド内服液 萬金薬品工業（株） 317E01A00378 第2類
漢玉精ベスト 萬金薬品工業（株） 317E00A00086 第3類
救活ゴールドA 萬金薬品工業（株） 397E00D00222 第3類
キング3000 萬金薬品工業（株） 397E00A00037 第2類
キングホルンZ 萬金薬品工業（株） 317E00A00204 第2類
錦寿精S 萬金薬品工業（株） 397E00D00219 第3類
金龍ビタンD 萬金薬品工業（株） 317E00A00220 第2類
ケネビタンS 萬金薬品工業（株） 397E00A00563 第3類
弘真胃腸内服液 萬金薬品工業（株） 233E00D00991 第3類
黒龍源ゴールド 萬金薬品工業（株） 317E00D00649 第2類
蒜玉精内服液 萬金薬品工業（株） 397E01D00891 第3類
春甦精内服液 萬金薬品工業（株） 397E00A00065 第2類
新オフト胃腸内服液 萬金薬品工業（株） 233E00A10027 第3類
若香源D 萬金薬品工業（株） 397E00D01336 第3類
十王精S 萬金薬品工業（株） 317E00A00317 第2類
寿香源エース 萬金薬品工業（株） 397E00D00220 第3類
スカットミン3000 萬金薬品工業（株） 397E00A00545 第2類
スピカ胃腸内服液 萬金薬品工業（株） 233E00D00533 第3類
スピカ牛参精D 萬金薬品工業（株） 397E00A00244 第2類
セイネンゴールド-D 萬金薬品工業（株） 397E00D00660 第2類
精竜馬S 萬金薬品工業（株） 317E00D00603 第2類
施君力内服液 萬金薬品工業（株） 317E03A00681 第2類
蘇精源D 萬金薬品工業（株） 397E00D01203 第2類
タフドリン3000 萬金薬品工業（株） 397E00A00544 第2類
チオカンビタD 萬金薬品工業（株） 397E00D00967 第3類
帝祥源V 萬金薬品工業（株） 397E00D01355 第2類
内服液葛根湯S 萬金薬品工業（株） 520E00A00139 第2類
内服液救寿 萬金薬品工業（株） 317E00D00983 第2類
ネチルせきどめ液 萬金薬品工業（株） 224E00A00029 指定第2類
ハイカイゲン内服液 萬金薬品工業（株） 317E00A00816 第2類
パナキングSS 萬金薬品工業（株） 317E00A04366 第2類
パナックローヤル 萬金薬品工業（株） 329E00D00289 第2類
パルスゾン内服液 萬金薬品工業（株） 317E01A00514 第2類
パロダンK 萬金薬品工業（株） 317E00A00300 第2類
パワーゲンD 萬金薬品工業（株） 397E00D01205 第2類
パワーゲンローヤル 萬金薬品工業（株） 397E01D00186 第2類
ヒヤこどもかぜシロップS 萬金薬品工業（株） 118E02A10007 指定第2類
ヒヤこどもせきシロップS 萬金薬品工業（株） 224E01A10006 指定第2類
ビタカッセーV内服液 萬金薬品工業（株） 397E00D00968 第3類
ミネビットスーパー 萬金薬品工業（株） 317E00A00296 第2類
妙寿源ローヤル 萬金薬品工業（株） 317E00A04368 第2類
リコナリン内服液 萬金薬品工業（株） 397E00D00021 第2類
リポスカット 萬金薬品工業（株） 397E00D00215 第3類
隆持源ゴールド 萬金薬品工業（株） 312E00D00535 第2類
龍飛精ゴールド 萬金薬品工業（株） 317E00A00469 第2類
凛凛王S 萬金薬品工業（株） 317E00A00152 第2類
凛凛精A内服液 萬金薬品工業（株） 317E01A00026 第2類
嶺玉精A 萬金薬品工業（株） 397E00D01985 第3類
レオード胃腸内服液 萬金薬品工業（株） 233E00D00177 第3類
レビローヤル 萬金薬品工業（株） 397E02A00304 第2類
ローヤルサモビタン 萬金薬品工業（株） 397E00D00217 第3類
ローヤルビタグンA内服液 萬金薬品工業（株） 397E00D00969 第3類
ローヤルミネビット 萬金薬品工業（株） 397E00D00937 第3類
アイレンチック 三笠製薬（株） 264Z00A01125 第3類
ゼノールエクサムFX 三笠製薬（株） 264Z00A00424 第2類
ゼノールエクサムSX 三笠製薬（株） 264Z00A00032 第2類
ゼノールエクサム液ゲル 三笠製薬（株） 264M00A00331 第2類
ゼノールしっぷぴたっと 三笠製薬（株） 264P00A00530 第3類
ゼノールチックE 三笠製薬（株） 264Z00A01124 第3類
アムティパップ （株）ミクロ薬品 264P00A00310 第2類
クールボルテス （株）ミクロ薬品 264P01A00444 第3類
シンパスFBテープ （株）ミクロ薬品 264P01A00197 第2類
シンパスフェルビナク （株）ミクロ薬品 264P02A00262 第2類
ホットボルテス （株）ミクロ薬品 264P00A00804 第3類
ボルテスID （株）ミクロ薬品 264P00A00447 第2類
ボルテスID温感 （株）ミクロ薬品 264P03A00365 第2類
メタシンパスEX温感 （株）ミクロ薬品 264P01A00323 第2類
トルビタ錠 水橋保寿堂製薬（株） 314C00A10014 第3類
トルビタ分包 水橋保寿堂製薬（株） 314B00A10013 第3類
P-チェック・S （株）ミズホメディー 744J11T 第2類
S-チェッカー （株）ミズホメディー 744J11T 第2類
デジタル　P-チェック （株）ミズホメディー 744J11T 第2類
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プレセルフ （株）ミズホメディー 744J11T 第2類
含嗽吸入原液ミチノ ミチノ製薬（株） 229M00A05283 第3類
赤玉胃腸丸 三星製薬（株） 239R00D00211 第2類
一天丸 三星製薬（株） 239R00D00113 第2類
オオゲン 三星製薬（株） 317D00D01086 第3類
金粒六神丸 三星製薬（株） 211R01D01094 第2類
ケゴン 三星製薬（株） 211R00D01096 第2類
牛蟾参 三星製薬（株） 211D01D01334 第2類
神天丸A 三星製薬（株） 233R00D01520 第2類
精王将急効心 三星製薬（株） 211R00D02269 第2類
大粒虔修六神丸 三星製薬（株） 211R00D00483 第2類
大粒六神丸 三星製薬（株） 211R01D00745 第2類
陀羅尼助丸 三星製薬（株） 233R00D00112 第3類
天命毒下し御薬 三星製薬（株） 235R00D00271 指定第2類
ドラゴン紅参カプセル 三星製薬（株） 329D00D00890 第3類
ドラゴンゴオウカプセル 三星製薬（株） 211D00D01750 第3類
八味地黄丸 三星製薬（株） 520R00D01989 第2類
便秘薬ジーワン 三星製薬（株） 235R00D00253 指定第2類
三星実母散 三星製薬（株） 112G00D00204 第2類
三星実母散顆粒 三星製薬（株） 112B00D00709 第2類
六神丸 三星製薬（株） 211R01D01093 第2類
スイマグ （株）三保製薬研究所 235E00A03802 第3類
マリンマグ （株）三保製薬研究所 235B01A00024 第3類
マリンマグ・エース （株）三保製薬研究所 235B02A10001 第3類
新ミヤリサンアイジ整腸薬 ミヤリサン製薬（株） 231B00A00114 第3類
ミヤリッチ ミヤリサン製薬（株） 231C00A03517 第2類
Eデスキャップ「300」-N 美吉野製薬（株） 315D00D10063 第3類
赤玉胃腸丸S 美吉野製薬（株） 231R00B10021 第2類
アロビタール錠 美吉野製薬（株） 114C00B10013 指定第2類
エバセチンゴールド 美吉野製薬（株） 313C01A10018 第3類
オニチール風ぐすり 美吉野製薬（株） 118B02D00034 指定第2類
カゼマートS 美吉野製薬（株） 118D03D00014 指定第2類
ガッツDロイヤル 美吉野製薬（株） 397E00D00213 第2類
ガルレバンG 美吉野製薬（株） 329C00A00634 第3類
ガルレバンエース 美吉野製薬（株） 329C00D00780 第3類
貴寿黄 美吉野製薬（株） 211D01D01286 第2類
貴臓心 美吉野製薬（株） 211R00D00153 第2類
グロノーゼ内服液 美吉野製薬（株） 397E00D00407 第2類
ケンリキエクセル 美吉野製薬（株） 329C00A00635 第3類
コン・コール 美吉野製薬（株） 118D05D00008 指定第2類
ゴーリキ内服液S 美吉野製薬（株） 329E00D00701 第3類
新ゴール錠 美吉野製薬（株） 118C00D10017 指定第2類
新スコGカプセル 美吉野製薬（株） 118D04D00007 指定第2類
新正効散A 美吉野製薬（株） 114B03D00009 指定第2類
麝牛蟾 美吉野製薬（株） 211D00D00624 第2類
スカッシュロン通じ薬 美吉野製薬（株） 235C00D10010 指定第2類
セキポンS 美吉野製薬（株） 224B01D00005 指定第2類
速治散 美吉野製薬（株） 114B09D00001 指定第2類
ダンクロンA 美吉野製薬（株） 329E00D00702 第3類
ナイヤガラピリン散A 美吉野製薬（株） 114B01D00022 指定第2類
ノーサン「エーワン」 美吉野製薬（株） 114B01D00137 指定第2類
パスナール 美吉野製薬（株） 312E00A00023 第3類
パスビタノーゼE 美吉野製薬（株） 312E00D00020 第3類
百寿 美吉野製薬（株） 211R00D00152 第2類
百寿牛黄蟾 美吉野製薬（株） 211D00D00110 第2類
百寿六神丸 美吉野製薬（株） 211R00B00253 第2類
ビイレバー錠 美吉野製薬（株） 329C00A00313 第3類
ビタトレール　レバオール 美吉野製薬（株） 329C00A00013 第3類
ビタノーゼVI 美吉野製薬（株） 312E00D00021 第3類
ビタノーゼゴールド 美吉野製薬（株） 317D00D10018 第3類
ベスグロミンV 美吉野製薬（株） 312E01D00019 第3類
リューピン内服液 美吉野製薬（株） 397E01D00378 第2類
ローヤルヒノデタカDX 美吉野製薬（株） 329E00D00060 第3類
グリセリン浣腸A10 ムネ製薬（株） 235M00A00008 第2類
グリセリン浣腸A20 ムネ製薬（株） 235M00A00007 第2類
グリセリン浣腸A30 ムネ製薬（株） 235M00A00006 第2類
グリセリン浣腸A40 ムネ製薬（株） 235M00A10005 第2類
コトブキ浣腸10 ムネ製薬（株） 235M00A02227 第2類
コトブキ浣腸20 ムネ製薬（株） 235M00A02228 第2類
コトブキ浣腸30 ムネ製薬（株） 235M00A02229 第2類
コトブキ浣腸40 ムネ製薬（株） 235M00A00001 第2類
コトブキ浣腸L40 ムネ製薬（株） 235M01A00007 第2類
コトブキ浣腸ひとおし ムネ製薬（株） 235M01A10015 第2類
コリイス浣腸30 ムネ製薬（株） 235M00A10008 第2類
スースカット浣腸10 ムネ製薬（株） 235M01A10003 第2類
スースカット浣腸20 ムネ製薬（株） 235M01A10004 第2類
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スースカット浣腸30 ムネ製薬（株） 235M01A10005 第2類
スースカット浣腸40 ムネ製薬（株） 235M00A10006 第2類
ビワ湖浣腸ジャバラ ムネ製薬（株） 235M02A10004 第2類
ユニオン浣腸10 ムネ製薬（株） 235M00A00105 第2類
ユニオン浣腸20 ムネ製薬（株） 235M00A00106 第2類
ユニオン浣腸30 ムネ製薬（株） 235M01A00107 第2類
ユニオン浣腸40 ムネ製薬（株） 235M01A00008 第2類
コルゾンパーゲンN「コジマ」 名旭製薬（株） 264N00A01292 第3類
コルゾンパーゲン「コジマ」 名旭製薬（株） 264N01A01004 指定第2類
パーカーフェン「コジマ」 名旭製薬（株） 264N00A01003 指定第2類
ピッチングローゼンN「コジマ」 名旭製薬（株） 264N00A01293 第3類
MOPパノアU軟膏 Meiji Seika ファルマ（株） 264N00A00359 指定第2類
イソジン泡ハンドウォッシュ Meiji Seika ファルマ（株） 261M00A01502 第3類
イソジンウォッシュ Meiji Seika ファルマ（株） 261M00A01502 第3類
イソジンうがい薬 Meiji Seika ファルマ（株） 226M00A01816 第3類
イソジンうがい薬C Meiji Seika ファルマ（株） 226M00A00295 第3類
イソジンうがい薬P Meiji Seika ファルマ（株） 226M00A01816 第3類
イソジンきず薬 Meiji Seika ファルマ（株） 261M00A00149 第3類
イソジン軟膏 Meiji Seika ファルマ（株） 261N00A01003 第3類
イソジンのどフレッシュF Meiji Seika ファルマ（株） 279M00A00283 第3類
Vワンライフ 明治製薬（株） 312D00D10028 第3類
かぜ東和S 明治製薬（株） 118D00B10040 指定第2類
カゼプロカプセルS 明治製薬（株） 118D00B10041 指定第2類
かぜムテキ 明治製薬（株） 118D00B00581 指定第2類
コレストライク 明治製薬（株） 218D00A00711 第3類
蔘凰紅参錠 明治製薬（株） 329C00D00381 第3類
正韓高麗紅参末 明治製薬（株） 329B00D00306 第3類
ネオワカサEV 明治製薬（株） 315D01D00032 第3類
ハイEC 明治製薬（株） 317D00D00102 第3類
ハイメーセ 明治製薬（株） 114B00B00194 指定第2類
ビタミン1，6，12「明治」 明治製薬（株） 317D00B00093 第3類
ペイトリオンV1 明治製薬（株） 312D00A10038 第3類
明治かぜSS 明治製薬（株） 118D00B10013 指定第2類
明治牛黄蟾酥 明治製薬（株） 211D00D00787 第2類
明治熊胆円 明治製薬（株） 237R00B01838 第2類
メデスS 明治製薬（株） 114C00B00196 指定第2類
ユウタン明治 明治製薬（株） 236B00A00541 第3類
レオポンAD 明治製薬（株） 311D00D10005 指定第2類
レオポンADα 明治製薬（株） 311D00B10013 指定第2類
ローカスタ 明治製薬（株） 218D00A00678 第3類
ローカスタEX 明治製薬（株） 218D00A00580 第3類
アンメルシン鎮痛錠 明治薬品（株） 114C00A10210 指定第2類
インコールA内服液 明治薬品（株） 329E00A01040 第2類
オゾ 明治薬品（株） 264N00A03512 第3類
カゼサリンシロップ（小児用） 明治薬品（株） 118E00A00204 指定第2類
漢方ナイトミン 明治薬品（株） 520C00A00892 第2類
ガスピタンa 明治薬品（株） 231C00A00262 第3類
ガノン液小児用 明治薬品（株） 118E00A00491 指定第2類
ガノンせき止めシロップ 明治薬品（株） 224E00A02053 指定第2類
ガノンせき止め錠 明治薬品（株） 224C01A00101 指定第2類
キノシンS「アマノ」 明治薬品（株） 231D00A00006 第2類
金蛇精DI 明治薬品（株） 329E00A00599 第2類
金蛇精プレミアム 明治薬品（株） 329D00A00250 第2類
クレアラシルH3 明治薬品（株） 265N02A00054 第2類
クレアラシルS3 明治薬品（株） 265N01A00053 第2類
コーラックハーブ 明治薬品（株） 235C01A10017 指定第2類
こどもかぜシロップ「ヒシメイ」 明治薬品（株） 118E04A10011 指定第2類
こどもせき止めシロップ「ヒシメイ」 明治薬品（株） 224E06A10012 指定第2類
こどもパブロンせき止め液 明治薬品（株） 224E01A00176 指定第2類
サララ抗菌目薬 明治薬品（株） 131M00A00030 第2類
小児ガノンシロップ 明治薬品（株） 118E00A01273 指定第2類
新イボサールバン 明治薬品（株） 266P00A00680 第2類
新キノシンS「アマノ」 明治薬品（株） 231D00A00948 第2類
新ノーソ 明治薬品（株） 114C00A00020 指定第2類
新ビオエー内服液 明治薬品（株） 237E00A01470 第3類
新ヘルスパンゴールド 明治薬品（株） 317C01A10005 第3類
ジシンコウ坐薬 明治薬品（株） 255Q00A00786 指定第2類
ソラシドン 明治薬品（株） 133C00A00769 第2類
東方牛黄清心液DX 明治薬品（株） 329E01A00200 第3類
ノルクスK錠 明治薬品（株） 590C00A00258 第2類
パナトリンBB液 明治薬品（株） 222E00A10001 指定第2類
パナトリンS 明治薬品（株） 222C02A00015 指定第2類
パブロンS小児液 明治薬品（株） 224E00A00528 指定第2類
パブロンせき止め液 明治薬品（株） 224E03A10017 指定第2類
複方アスパラギン酸塩内服液 明治薬品（株） 329E00A01255 第3類
ヘモファイブ坐薬 明治薬品（株） 255Q00A00744 指定第2類

131 / 145 ページ



一般用医薬品コード（経済課コード） 一般財団法人日本医薬情報センター（JAPIC）　2015年9月18日掲載

製品名:和名 製造販売元 経済課コード リスク区分等

ヘモファイブ痔軟膏 明治薬品（株） 255N00A00530 指定第2類
ヘルスパンC錠2000 明治薬品（株） 314C02A10034 第3類
ヘルスパンEα 明治薬品（株） 315D00A10045 第3類
ベルゲンET 明治薬品（株） 118C00A01316 指定第2類
ベルゲン顆粒 明治薬品（株） 118B00A00734 指定第2類
ベルゲンシロップ（小児用） 明治薬品（株） 118E00A00041 指定第2類
ベルゲン鼻炎カプセル 明治薬品（株） 441C00A10009 指定第2類
補全-S 明治薬品（株） 329E00A01026 第2類
マキタン 明治薬品（株） 261M00A00572 第2類
妙通 明治薬品（株） 235R00A01295 指定第2類
64サールクール 明治薬品（株） 264M00A00011 指定第2類
ラクナールGX 明治薬品（株） 329E00A00743 第2類
リリービストGB 明治薬品（株） 329E00A00097 第3類
リリービスト内服液 明治薬品（株） 329E01A00017 第3類
ローヤルテストンG 明治薬品（株） 329E00A00631 第2類
ロイヤンD 明治薬品（株） 329E00A00614 第3類
アルウエッティone2-イソプロ(販売名:メ
ディアルコットl-S)

明星産商（株） 261Z00A00613 第3類

アルウエッティone2-エタノール(販売名:
メディアルコットP-S)

明星産商（株） 261Z00A00612 第3類

タイツコウ軟膏 メルスモン製薬（株） 264N00A01893 第2類
エパアルテ 持田製薬（株） 218B00A00614 要指導医薬品
エパデールT 持田製薬（株） 218B00A00613 要指導医薬品
うちみ奇効散 （有）森回春堂 590G00A07842 第2類
破風湯 （有）森回春堂 590G01A07842 指定第2類
小児用ノバコデシロップ 森田薬品工業（株） 118E00A00235 指定第2類
新マイコスDSゴールド 森田薬品工業（株） 397E00A00279 第2類
マイコスダッシュ 森田薬品工業（株） 397E01A00360 第2類
モリピン内服液 森田薬品工業（株） 115E00A03075 第3類
赤缶胃腸薬 森本製薬（株） 238B00D00997 第3類
赤罐婦人薬P 森本製薬（株） 112B00D01846 第3類
赤玉はらぐすり 森本製薬（株） 231R00D00996 第3類
コースミンD1 森本製薬（株） 118D01D00053 指定第2類
コースミンK 森本製薬（株） 118B00D01683 第2類
コースミンSカプセル 森本製薬（株） 118D01D00087 指定第2類
光爽仙 森本製薬（株） 114B00D00414 第2類
済仁 森本製薬（株） 211R00D00009 第2類
サワリン 森本製薬（株） 114B00D03456 指定第2類
三救喘息薬DX 森本製薬（株） 222B00A10015 指定第2類
三救妙気散 顆粒 森本製薬（株） 222B01A10013 指定第2類
精強心 森本製薬（株） 211R00D02204 第2類
せきどめモリユートンS 森本製薬（株） 222B00D10014 指定第2類
大寿黄蟾 森本製薬（株） 211D00D00146 第2類
大寿六神丸 森本製薬（株） 211R00D02146 第2類
大寿八味丸 森本製薬（株） 520R00D00484 第2類
マイノーゼン錠A 森本製薬（株） 114C02D00017 指定第2類
森本健胃胃腸薬 森本製薬（株） 233B00D01798 第3類
森本六神丸 森本製薬（株） 211R00D02205 第2類
リキトップA内服液 森本製薬（株） 318E00D02235 第3類
リキトップM内服液 森本製薬（株） 329E00D02321 第3類
リキトップ内服液 森本製薬（株） 329E00D01418 第3類
パラノン 矢切薬品（株） 734Z00A01555 第1類
アスミンEXゴールド 薬王製薬（株） 118D00A10020 指定第2類
アスミンIB 薬王製薬（株） 118D00A00443 指定第2類
アスミンかぜカプセル 薬王製薬（株） 118D01D10048 指定第2類
アスミンガードAZ 薬王製薬（株） 449C00A00194 第2類
アスミン鼻炎薬 薬王製薬（株） 132C00A00073 第2類
アトシトール 薬王製薬（株） 218C00A00401 第2類
胃腸アイシン 薬王製薬（株） 231C00D01607 第2類
胃腸薬王丸 薬王製薬（株） 233R01D00731 第3類
うのろっこん風邪薬 薬王製薬（株） 118D00D10008 指定第2類
エバシェリーン 薬王製薬（株） 235B70A00020 指定第2類
エバシェリーン「顆粒」 薬王製薬（株） 235B03A10002 指定第2類
エバシェリーン「分包」 薬王製薬（株） 235B70A00001 指定第2類
エバセタミン 薬王製薬（株） 313D00A00001 第3類
エンナミン 薬王製薬（株） 317D00A01224 第2類
葛根湯内服液DX 薬王製薬（株） 520E00D00729 第2類
漢元ハヤオキA 薬王製薬（株） 118B00D01056 第2類
漢元ハヤオキB 薬王製薬（株） 118B00D01054 第2類
漢元ハヤオキC 薬王製薬（株） 118B00D01055 指定第2類
漢元ハヤオキM 薬王製薬（株） 118B00D10008 第2類
漢元ハヤオキカプセル 薬王製薬（株） 118D03D00006 指定第2類
漢元ハヤオキスリー 薬王製薬（株） 118B00D10009 指定第2類
漢元ハヤオキツー 薬王製薬（株） 118B01D00025 第2類
漢元ハヤオキワン 薬王製薬（株） 118B01D10028 第2類
キョーピン 薬王製薬（株） 317D01A01034 第2類
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キョーピンかぜ薬昼・夜タイプ 薬王製薬（株） 118D00A10013 指定第2類
キョーピン龍精 薬王製薬（株） 317D00A01167 第2類
虔修六神丸 薬王製薬（株） 211C00D02149 第2類
コレスシーボン 薬王製薬（株） 218D00A00412 第3類
コンドロミンG 薬王製薬（株） 311B00A10031 第3類
ゴールドスピンライフ 薬王製薬（株） 317D00A01173 第2類
ゴールワン 薬王製薬（株） 118D06D00011 指定第2類
春源精 薬王製薬（株） 317D00A00082 指定第2類
春甦精 薬王製薬（株） 317D00A01287 第2類
春寿精 薬王製薬（株） 317D01A00084 指定第2類
新スクワミン 薬王製薬（株） 311D00A10026 指定第2類
新スマーケン 薬王製薬（株） 218D01A00192 第3類
新ノーワカ 薬王製薬（株） 114C08D00003 指定第2類
新ピラドンGカプセル 薬王製薬（株） 118D03A00012 指定第2類
スマーケン 薬王製薬（株） 218D00A00436 第3類
スラートンⅢ 薬王製薬（株） 218D00A00098 第3類
スラーピン 薬王製薬（株） 235C03A10017 第3類
スリーピン 薬王製薬（株） 441D00A00388 指定第2類
綜合ハヤオキS 薬王製薬（株） 118C00D00155 指定第2類
トコフェロンEナチュール 薬王製薬（株） 315D01D00030 第3類
ナウチェン 薬王製薬（株） 317D01D01086 第3類
ノーケン精 薬王製薬（株） 317D00D01088 第3類
ノーワカE 薬王製薬（株） 114B04D00009 指定第2類
ノーワカG 薬王製薬（株） 114B03D00010 指定第2類
ハイチトリン 薬王製薬（株） 520C01D00398 第2類
ハヤオキIB 薬王製薬（株） 118D00A00442 指定第2類
ハヤオキカプセル昼・夜タイプ 薬王製薬（株） 118D01A10001 指定第2類
パールライフ精 薬王製薬（株） 317D00A00127 第2類
パンテフェクト 薬王製薬（株） 218D00A00413 第3類
満月胃腸薬 薬王製薬（株） 237B00D01129 第2類
メタシゲン 薬王製薬（株） 520C00A00402 第2類
モデルビタンQ 薬王製薬（株） 211D00D00010 第3類
森田薬王心 薬王製薬（株） 211R00D00566 第2類
薬王丸 薬王製薬（株） 233R01D10029 第2類
薬王陀羅尼助 薬王製薬（株） 233R00A00221 第3類
ユリガードL 薬王製薬（株） 259C00A00334 指定第2類
龍虎春 薬王製薬（株） 317D00D01033 第2類
レガーテ鼻炎薬K 薬王製薬（株） 132C00A00779 第2類
レポチリン昼・夜タイプ 薬王製薬（株） 118D00D10002 指定第2類
エゾエースゴールド ヤクハン製薬（株） 329E00A00407 第2類
エタノールP「ヤクハン」 ヤクハン製薬（株） 261M00A00567 第3類
ザルコラブP ヤクハン製薬（株） 261M00A00008 第3類
消毒用エタノールP「ヤクハン」 ヤクハン製薬（株） 2615703X1019 第3類
消毒用エタノール・イソプロ液 ヤクハン製薬（株） 261M00A10259 第3類
消毒用エタライト液P ヤクハン製薬（株） 261M01A00110 第3類
新エゾエースH ヤクハン製薬（株） 329E01A00269 第3類
ポビドンヨード液P10％「アグリス」 ヤクハン製薬（株） 261M00A00180 第3類
ヤクゾールP ヤクハン製薬（株） 261M00A00289 第3類
人參牛黄カプセル 薬研開発（株） 590D00A01980 第3類
海馬補腎丸 八ッ目製薬（株） 590R70A00106 第2類
活絡健歩丸 八ッ目製薬（株） 590R71A00001 指定第2類
冠源活血丸 八ッ目製薬（株） 590R70A00027 第2類
冠脉通塞丸 八ッ目製薬（株） 590R70A00120 第2類
冠脉通塞丸クラシエ 八ッ目製薬（株） 590R00A00530 第2類
強力八ッ目鰻キモの油（ビタミンA油入） 八ッ目製薬（株） 311D00A01803 指定第2類
銀翹解毒丸 八ッ目製薬（株） 590R70A00112 第2類
銀翹錠 八ッ目製薬（株） 590C70A00031 第2類
血府逐お顆粒 八ッ目製薬（株） 590B70A00010 第2類
血府逐お丸 八ッ目製薬（株） 590R70A00119 第2類
降圧丸 八ッ目製薬（株） 590R70A00509 第2類
杞菊地黄丸クラシエ 八ッ目製薬（株） 520R00A00527 第2類
杞菊妙見顆粒 八ッ目製薬（株） 520B74A00014 第2類
杞菊妙見丸 八ッ目製薬（株） 520R71A00010 第2類
至宝三鞭丸 八ッ目製薬（株） 590R70A00114 第2類
至宝三鞭丸（小粒） 八ッ目製薬（株） 590R73A00029 第2類
精華槐角丸 八ッ目製薬（株） 590R70A00001 第2類
精華香砂養胃丸 八ッ目製薬（株） 520R70A00107 第2類
精華牛車腎気丸 八ッ目製薬（株） 520R70A00010 第2類
精華潤腸丸 八ッ目製薬（株） 590R72A00001 第2類
精華知柏地黄丸 八ッ目製薬（株） 520R70A00026 第2類
精華鼻淵丸 八ッ目製薬（株） 590R70A00047 第2類
清肺治喘丸 八ッ目製薬（株） 590R71A00015 第2類
太上安宮丸 八ッ目製薬（株） 590R70A00072 第2類
知柏地黄丸クラシエ 八ッ目製薬（株） 520R00A00529 第2類
知柏壮健丸 八ッ目製薬（株） 520R70A00015 第2類
中国風邪丸 八ッ目製薬（株） 590R70A00019 第2類
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天王補心丸 八ッ目製薬（株） 590R70A00069 第2類
天王補心丸クラシエ 八ッ目製薬（株） 590R00A00528 第2類
当帰養血精 八ッ目製薬（株） 590E70A00015 第2類
ハイ・シャロン（複方土槿皮酊） 八ッ目製薬（株） 265M70A00035 第2類
柏子養心丸 八ッ目製薬（株） 590R71A00061 第2類
八仙宝寿丸 八ッ目製薬（株） 520R72A00029 第2類
麦味地黄丸 八ッ目製薬（株） 520R70A00028 第2類
風濕舒筋丸 八ッ目製薬（株） 520R70A00111 第2類
ベルアベトンK 八ッ目製薬（株） 590R70A00094 第2類
八ッ目鰻キモの油（ビタミンA油入） 八ッ目製薬（株） 311D00A01802 指定第2類
蘭州金匱腎気丸 八ッ目製薬（株） 520R70A00038 第2類
新ドクソウガンG （株）山崎帝國堂 235C01A00052 指定第2類
タチカワ電解カルシウム （株）山崎帝國堂 321E00A02342 第3類
テトラ・コーチゾン軟膏 （株）山崎帝國堂 263N00A10511 指定第2類
ドクソウガンE便秘薬 （株）山崎帝國堂 235C00D00027 指定第2類
ドクソウガン S （株）山崎帝國堂 235C04A00026 指定第2類
複方毒掃丸 （株）山崎帝國堂 235R00A01395 第2類
塩化ベンザルコニウム液（10％）「ヤマ
ゼン」P

山善製薬（株） 261M01A00611 第3類

消毒用エタノール「ヤマゼン」P 山善製薬（株） 732Z00C00421 第3類
安中散 （株）ヤマダ薬研 520G00A00859 第2類
ヤマダのウワウルシ （株）ヤマダ薬研 510G00A02819 第2類
ヤマダのオウバク末 （株）ヤマダ薬研 510G00A02820 第3類
ヤマダのオウレン （株）ヤマダ薬研 510G00A02821 第2類
ヤマダのカゴソウ （株）ヤマダ薬研 510G00A02823 第3類
ヤマダのカンゾウ （株）ヤマダ薬研 510G00A02824 第2類
ヤマダのカンゾウ末 （株）ヤマダ薬研 510G00A02825 第2類
ヤマダのキササゲ （株）ヤマダ薬研 510G00A02627 第2類
ヤマダのケイヒ末 （株）ヤマダ薬研 510G00A02828 第3類
ヤマダのゲンノショウコ （株）ヤマダ薬研 510G00A02830 第3類
ヤマダのコウカ （株）ヤマダ薬研 510G00A01483 第3類
ヤマダのコウジン （株）ヤマダ薬研 510G00A02832 第3類
ヤマダのサフラン （株）ヤマダ薬研 510G00A01484 第3類
ヤマダのサンキライ （株）ヤマダ薬研 510G00A02833 第3類
ヤマダのサンシシ末 （株）ヤマダ薬研 510G00A02834 第3類
ヤマダのシャゼンソウ （株）ヤマダ薬研 510G00A02835 第3類
ヤマダのジュウヤク （株）ヤマダ薬研 510G00A02836 第3類
ヤマダのセンナ （株）ヤマダ薬研 510G00A02837 指定第2類
ヤマダのセンナ末 （株）ヤマダ薬研 510G00A02838 指定第2類
ヤマダのセンブリ （株）ヤマダ薬研 510G00A02839 第3類
ヤマダのソウハクヒ （株）ヤマダ薬研 510G00A02841 第3類
ヤマダのダイオウ末 （株）ヤマダ薬研 510G00A02842 第2類
ヤマダのニンジン （株）ヤマダ薬研 510G00A02843 第3類
ヤマダのボウイ （株）ヤマダ薬研 510G00A02844 第2類
ヤマダのモクツウ （株）ヤマダ薬研 510G00A02846 第2類
ヤマダのヨクイニン （株）ヤマダ薬研 510G00A01486 第3類
ヤマダのヨクイニン末 （株）ヤマダ薬研 510G00A02847 第3類
鹿茸大補丸 （株）ヤマダ薬研 520R00A00827 第2類
赤玉はら薬 大和合同製薬（株） 231R00D00595 第2類
アスキットD3000 大和合同製薬（株） 397E00D00022 第2類
アロエ錠A 大和合同製薬（株） 235C01D10028 第3類
オキソピタンDX内服液ゴールド 大和合同製薬（株） 312E00D10012 第3類
金魚胃腸薬 大和合同製薬（株） 231B00D00594 第2類
ギンセンコZ 大和合同製薬（株） 397E01D00362 第2類
虔修六神丸 大和合同製薬（株） 211R00D01618 第2類
皇漢堂じゅうやく分包 大和合同製薬（株） 235G00A00743 第3類
皇漢堂センナ分包 大和合同製薬（株） 235G00A00036 指定第2類
コウキジン 大和合同製薬（株） 329E00D00838 第2類
新スコールA 大和合同製薬（株） 118C00B00012 指定第2類
スカールD3000 大和合同製薬（株） 397E00D00019 第2類
スカールDX2000 大和合同製薬（株） 397E00D10352 第2類
スコールトローチゴールド 大和合同製薬（株） 279C00D10241 第3類
セキ・トローチG 大和合同製薬（株） 224C00D10011 第2類
セキドメP顆粒K 大和合同製薬（株） 224B00D10016 指定第2類
づつうノーヤク 大和合同製薬（株） 114B00D08819 指定第2類
ヅツノーイチ 大和合同製薬（株） 114B00B00015 指定第2類
ヅツプロマイ 大和合同製薬（株） 114B00B00017 指定第2類
ニコヤカA 大和合同製薬（株） 114B00B00011 指定第2類
ねつトンプクA 大和合同製薬（株） 114B00D00081 指定第2類
ノーヤクA 大和合同製薬（株） 114B00D00082 指定第2類
パス・スカール 大和合同製薬（株） 312E00D10025 第3類
パス・ビタイミンEX 大和合同製薬（株） 312E00D10008 第3類
ビタイミンD3000 大和合同製薬（株） 397E01D00021 第2類
ヤマトアロエ錠 大和合同製薬（株） 235C01D00266 第3類
ヤマトセンナ顆粒 大和合同製薬（株） 235B00D00815 指定第2類
リポルタミン3000 大和合同製薬（株） 397E01D00020 第2類
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ローシンA 大和合同製薬（株） 114B01B00016 指定第2類
ローヤルアスキット内服液 大和合同製薬（株） 397E00D00447 第2類
ローヤルスカールD 大和合同製薬（株） 397E01D00446 第2類
感冒散中央クール・ネチン 大和中央製薬（株） 118B00D00033 指定第2類
シーイツ 大和中央製薬（株） 114B00B00151 指定第2類
誠徳心 大和中央製薬（株） 211R00B01623 第2類
中央クール丸 大和中央製薬（株） 233R00B00883 第2類
中央クールネチンカプセル 大和中央製薬（株） 118D01A10034 指定第2類
ノーアイA 大和中央製薬（株） 114B00B00153 指定第2類
はら薬中央ツヨーゲン 大和中央製薬（株） 237B00B01621 第2類
フスチン顆粒 大和中央製薬（株） 224B02A00003 指定第2類
すこやか（健） 山村寿芳堂（山村邦允） 233B00A01327 第2類
瑞星 山村寿芳堂（山村邦允） 211B00A01276 第3類
瑞星カプセル 山村寿芳堂（山村邦允） 211D00A01278 第3類
ウワウルシヤマモト 山本漢方製薬（株） 510G00A00258 第2類
おおばこヤマモト 山本漢方製薬（株） 510G00A00276 第3類
カンゾウヤマモト 山本漢方製薬（株） 510G00A00264 第2類
キササゲヤマモト 山本漢方製薬（株） 510G00A00265 第2類
ケツメイシヤマモト 山本漢方製薬（株） 510G00A00266 第3類
ゲンノショウコヤマモト 山本漢方製薬（株） 510G00A00268 第3類
じゅうやくヤマモト 山本漢方製薬（株） 510G00A00278 第3類
センナ大黄甘草便秘錠 山本漢方製薬（株） 235C03A10005 指定第2類
センナヤマモト 山本漢方製薬（株） 510G00A00284 指定第2類
センブリヤマモト 山本漢方製薬（株） 510G00A00287 第3類
ハダビナール 山本漢方製薬（株） 510B00A00214 第3類
ぼういヤマモト 山本漢方製薬（株） 510G00A00293 第2類
山本漢方ウワウルシ「分包」 山本漢方製薬（株） 510G00A00259 第2類
山本漢方おおばこ 山本漢方製薬（株） 510G00A00277 第3類
山本漢方「葛根湯エキス顆粒」 山本漢方製薬（株） 520B00D01671 第2類
山本漢方かんぞう 山本漢方製薬（株） 510G00A00263 第2類
山本漢方きささげ 山本漢方製薬（株） 510G00A00256 第2類
山本漢方げんのしょうこ「分包」 山本漢方製薬（株） 510G00A00269 第3類
山本漢方サフラン 山本漢方製薬（株） 510G00A00274 第3類
山本漢方「小青竜湯エキス顆粒」 山本漢方製薬（株） 520B00D01433 第2類
山本漢方センナ顆粒S 山本漢方製薬（株） 235B05A10003 指定第2類
山本漢方センナ「分包」 山本漢方製薬（株） 510G00A00282 指定第2類
山本漢方センナマツ 山本漢方製薬（株） 510G00A00285 指定第2類
山本漢方せんぶり 山本漢方製薬（株） 510G00A00286 第3類
山本漢方センブリ末 山本漢方製薬（株） 510G00A00288 第3類
山本漢方どくだみ「分包」 山本漢方製薬（株） 510G00A00279 第3類
山本漢方ぼうい 山本漢方製薬（株） 510G00A00292 第2類
山本漢方よくいにん 山本漢方製薬（株） 510G00A00295 第3類
山本漢方ヨクイニン末 山本漢方製薬（株） 510G01A00296 第3類
ヤマモトのセンナTS便秘錠 山本漢方製薬（株） 235C01A10004 指定第2類
ヤマモトのセンブリ錠 山本漢方製薬（株） 233C00A00275 第3類
ヤマモトのセンブリ錠S 山本漢方製薬（株） 231C00A00231 第3類
ヨクイニンヤマモト 山本漢方製薬（株） 510G00A00294 第3類
アンメルツ温キューパッチ 祐徳薬品工業（株） 264P00D00195 第3類
快生膏 祐徳薬品工業（株） 264P00D00087 第3類
カユピタッククリーム20 祐徳薬品工業（株） 266N00A00109 第2類
カユピタックローション20 祐徳薬品工業（株） 266M00A00345 第2類
新カットコーン 祐徳薬品工業（株） 266N00D00243 第2類
新カットバン.A 祐徳薬品工業（株） 262Z00D02071 第3類
新カットバン.A伸縮布 祐徳薬品工業（株） 262Z00D01045 第3類
新パスタイムU 祐徳薬品工業（株） 264P01D00597 第3類
新パスタイムW 祐徳薬品工業（株） 264P00D00598 第3類
パスタイムA 祐徳薬品工業（株） 264P00D00540 第3類
パスタイムFBこはる 祐徳薬品工業（株） 264P00A00437 第2類
パスタイムFX7 祐徳薬品工業（株） 264P00A00823 第2類
パスタイムFX7-L 祐徳薬品工業（株） 264P00A00304 第2類
パスタイムFX7-L温感 祐徳薬品工業（株） 264P00A00395 第2類
パスタイムFX7温感 祐徳薬品工業（株） 264P00A00169 第2類
パスタイムFXシップ 祐徳薬品工業（株） 264P00A00038 第2類
パスタイムH 祐徳薬品工業（株） 264P00D00597 第3類
パスタイムZX 祐徳薬品工業（株） 264P01A00179 第2類
パスタイムZX-L 祐徳薬品工業（株） 264P02A00182 第2類
パスタイムZXクリーム 祐徳薬品工業（株） 264N00A00015 第2類
パスタイムフィットA 祐徳薬品工業（株） 264P01D00169 第3類
フェイタスZクリーム 祐徳薬品工業（株） 264N01A00016 第2類
フェイタスZジクサス 祐徳薬品工業（株） 264P01A00180 第2類
フェイタスZジクサス大判 祐徳薬品工業（株） 264P02A00183 第2類
ユートク新グリンパス 祐徳薬品工業（株） 264P00D00038 第3類
アインADクリームS （株）雪の元本店 264N00A00835 指定第2類
アインAD軟膏EX （株）雪の元本店 264N00A00018 指定第2類
アインAD軟膏S （株）雪の元本店 264N00A00834 指定第2類
アスゲンPVAクリームa （株）雪の元本店 264N03A00822 指定第2類
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アスゲンPVA軟膏a （株）雪の元本店 264N00A00754 指定第2類
アスゲン点鼻薬AG （株）雪の元本店 132H00A00686 第2類
アゼットノーズ （株）雪の元本店 132H00A10054 第2類
近江兄弟社メンタームペンソールA （株）雪の元本店 264M00A10044 第2類
オルテンEXスプレーH （株）雪の元本店 264M01A00390 指定第2類
カアムDX液M （株）雪の元本店 264M00A10004 指定第2類
カアムDXゲルM （株）雪の元本店 264N02A10014 指定第2類
カイゲン点鼻スプレー （株）雪の元本店 264H00A10024 第2類
外用雪の元 （株）雪の元本店 264N00D02180 第3類
キズマック （株）雪の元本店 261M00D00252 第2類
グランキサEX液S （株）雪の元本店 264M00A00825 指定第2類
グランキサEXスプレーH （株）雪の元本店 264M01A00389 指定第2類
コーチゾン雪の元 （株）雪の元本店 269N00A01555 指定第2類
コーチゾン雪の元S （株）雪の元本店 269N00B03125 指定第2類
コーチレンEX液a （株）雪の元本店 264M00A00824 指定第2類
コーチレンHD （株）雪の元本店 264M01A10007 指定第2類
サーパスミンFBローション （株）雪の元本店 264M01A00292 第2類
サイレンQ （株）雪の元本店 261M00D00253 第2類
サリトロンFBローション （株）雪の元本店 264M00A00748 第2類
サリトロンH （株）雪の元本店 264N01A00307 第3類
新サリトロンS （株）雪の元本店 264N00D00308 第3類
新スキントールS （株）雪の元本店 264N00D00005 第3類
新雪の元S坐薬 （株）雪の元本店 255Q00D10001 第2類
スースカット軟膏 （株）雪の元本店 255N02A10016 指定第2類
スーパスUFクリーム （株）雪の元本店 264N02A00229 第2類
スーパス点鼻薬 （株）雪の元本店 132H00A10016 第2類
スカイブゴールド （株）雪の元本店 132H00A10025 第2類
スカイブブロンAGスプレー （株）雪の元本店 132H00A00684 第2類
スカイブブロンNAスプレー （株）雪の元本店 132H01A10014 第2類
スキントールE （株）雪の元本店 264N00A01424 第3類
スキントールG （株）雪の元本店 264N00D00609 第2類
スキントールS （株）雪の元本店 264N00D00789 第3類
スキンロックS （株）雪の元本店 264N03A00410 第3類
スットトース点鼻薬 （株）雪の元本店 132H00A10026 第2類
スットモアAG点鼻薬 （株）雪の元本店 132H00A00688 第2類
スットモア点鼻薬 （株）雪の元本店 132H00A10024 第2類
スノーオリジンEX液a （株）雪の元本店 264M00A00823 指定第2類
スノーオリジン点鼻薬FA （株）雪の元本店 132H00A00626 第2類
タプソール8 （株）雪の元本店 264N00D00009 第3類
ヂナンコーソフト （株）雪の元本店 255N03A10013 第2類
ヂナンコーハイ （株）雪の元本店 255N00A00016 指定第2類
ヂナンコーハイA （株）雪の元本店 255N01A10009 指定第2類
ヂナンコーハイAX （株）雪の元本店 255N02A10025 指定第2類
デプリゼクリーム （株）雪の元本店 264N02A00230 第2類
トリナート点鼻薬 （株）雪の元本店 132M01D00001 第2類
ナーザルスキット （株）雪の元本店 132H00A10014 第2類
ナーザルスキットALG （株）雪の元本店 132H00A00683 第2類
ナーザルスキットFα （株）雪の元本店 132H00A00792 第2類
ナーザルスキットN （株）雪の元本店 132H00A10013 第2類
ナフトレチン点鼻薬FA （株）雪の元本店 132H00A00628 第2類
ヒストミン点鼻薬 （株）雪の元本店 132H00A10046 第2類
ヒストミン点鼻薬DX （株）雪の元本店 132M00A00230 第2類
ビタクール点鼻薬DX （株）雪の元本店 132M00A00229 第2類
プリザエース注入軟膏T （株）雪の元本店 255N01A10028 指定第2類
ヘモスカット坐薬 （株）雪の元本店 255Q00A10014 指定第2類
ヘモスカット軟膏 （株）雪の元本店 255N04A10013 指定第2類
マイコーチアルギークリーム （株）雪の元本店 264N00D01412 第2類
ミッテンFBゲル （株）雪の元本店 264N00A00302 第2類
ミッテンFBローション （株）雪の元本店 264M01A00293 第2類
ミッテンスルー「オクダ」 （株）雪の元本店 235Q00A00052 第2類
メディプロクリーム （株）雪の元本店 264N01A00410 指定第2類
メディプロ軟膏 （株）雪の元本店 264N00A00351 指定第2類
メディペインFE液S （株）雪の元本店 264M00A00747 第2類
メディペインFEゲルS （株）雪の元本店 264N01A00303 第2類
メンタームE （株）雪の元本店 264N00D01138 第3類
メンタム （株）雪の元本店 264N01A00980 第2類
モーテンAG点鼻薬 （株）雪の元本店 132H00A00022 第2類
モーテン点鼻薬 （株）雪の元本店 132M00D00003 第2類
雪の元A （株）雪の元本店 264N00D00464 第3類
雪の元ADクリーム （株）雪の元本店 264N03A00821 指定第2類
雪の元AG点鼻スプレー （株）雪の元本店 132H00A00682 第2類
雪の元M （株）雪の元本店 264N00B00784 第3類
雪の元キンピ液 （株）雪の元本店 265M00D00994 第2類
雪の元点鼻スプレー （株）雪の元本店 264H00A10025 第2類
雪の元点鼻スプレーFA （株）雪の元本店 132H00A00623 第2類
力明膏 （株）雪の元本店 261N00D04054 第3類
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レチン雪の元 （株）雪の元本店 264N00D00462 第3類
ロアメタシンG （株）雪の元本店 264N00D00294 第2類
ユースキンI ユースキン製薬（株） 264N01A00769 第3類
ユースキンI ローション ユースキン製薬（株） 264N00A10112 第3類
ユースキンN ユースキン製薬（株） 264N03A00425 第3類
ユースキンNP ユースキン製薬（株） 264N01A10002 第3類
ユースキン　トーヒル ユースキン製薬（株） 264M00A10001 第2類
ユースキン メディリップ ユースキン製薬（株） 269N00A00257 第3類
ユースキン ラフレ ユースキン製薬（株） 264N01A00770 第3類
ユースキン リカA ユースキン製薬（株） 264N00A02166 第2類
ユースキン リカAソフト ユースキン製薬（株） 264N01A00002 第3類
ユースキン リカAソフトP ユースキン製薬（株） 264N02A10001 第3類
アリナルゲンA ユニテックメディカル（株） 312C00A00333 第3類
アロエ錠「MY」 ユニテックメディカル（株） 235C00A01645 第3類
アロエ便秘薬 ユニテックメディカル（株） 235C00D10038 第3類
イーグロン ユニテックメディカル（株） 234B00D10012 第2類
胃源散 ユニテックメディカル（株） 233B00A00721 第2類
イゲン内服液 ユニテックメディカル（株） 233E00A00213 第3類
カゼソフトカプセル ユニテックメディカル（株） 118D06D00013 第2類
葛根湯エキス顆粒「MT」 ユニテックメディカル（株） 520B00A01488 第2類
グアベリン錠 ユニテックメディカル（株） 231C00A00720 第2類
健蒜精内服液 ユニテックメディカル（株） 317E00A01448 第2類
虔脩六神丸 ユニテックメディカル（株） 211R00A01067 第2類
光明聖蓮 ユニテックメディカル（株） 211R00A01068 第2類
コデカイン顆粒 ユニテックメディカル（株） 224B00A00011 指定第2類
コデカイン顆粒M ユニテックメディカル（株） 224B00A10010 指定第2類
コデカイン錠 ユニテックメディカル（株） 224C00A00009 指定第2類
コデブロン「液剤」S ユニテックメディカル（株） 224E00D01911 指定第2類
コデブロン錠M ユニテックメディカル（株） 224C02A10009 指定第2類
サフラン入人参実母散 ユニテックメディカル（株） 112G00A00489 第2類
実母錠 ユニテックメディカル（株） 112C00A04720 第2類
大心丸 ユニテックメディカル（株） 211R00D02227 第2類
ハイコロナー ユニテックメディカル（株） 317E00A01447 第2類
フルヘルス ユニテックメディカル（株） 312C00D10030 第3類
ベナフラメント ユニテックメディカル（株） 264N00A02008 第2類
ベンツナール坐薬 ユニテックメディカル（株） 235Q00A00027 第2類
松葉正露丸 ユニテックメディカル（株） 231R00A00722 第2類
無臭ホルム散 ユニテックメディカル（株） 261Z00A03687 第3類
メンタムマツバ ユニテックメディカル（株） 264N00A04403 第3類
ラクミン ユニテックメディカル（株） 520C00A01320 第2類
ラックスタイマー坐薬 ユニテックメディカル（株） 235Q00A00026 第2類
ラックスタイマー腸溶錠 ユニテックメディカル（株） 235C00A00185 指定第2類
ラニコール顆粒S ユニテックメディカル（株） 114B02A00002 指定第2類
龍源30 ユニテックメディカル（株） 317E00A00864 第2類
龍源50 ユニテックメディカル（株） 317E00A00199 第2類
ルミナス ユニテックメディカル（株） 313C01A00012 第3類
グルコンEX錠 （株）陽進堂 312C01A10056 第3類
コールタイジン点鼻液a （株）陽進堂 132M00A00513 指定第2類
テラ・コートリル軟膏a （株）陽進堂 264N01A00511 指定第2類
テラマイシン軟膏a （株）陽進堂 263N00A00512 第2類
テレスHi　クリームH （株）陽進堂 333N00A00061 第2類
パステンA （株）養日化学研究所 732M00A00058 第3類
パステンCM （株）養日化学研究所 732M00A00392 第3類
薬用養命酒 養命酒製造（株） 329F00A02020 第2類
大粒森田六神丸 養命製薬（株） 211R01D00635 第2類
快通養命丸 養命製薬（株） 235R00D01179 指定第2類
虔脩森田六神丸 養命製薬（株） 211R00D00634 第2類
養胸心 養命製薬（株） 211R00D02328 第2類
養命丸 養命製薬（株） 215R00D03131 指定第2類
養命錠 養命製薬（株） 215C00D00917 指定第2類
ルチン養命丸 養命製薬（株） 215R00D00917 指定第2類
イボコロリ 横山製薬（株） 266M00A05156 第2類
イボコロリ内服錠 横山製薬（株） 590C00A00220 第3類
イボコロリ絆創膏 横山製薬（株） 266P00A00761 第2類
イボコロリ絆創膏・F 横山製薬（株） 266P00D00253 第2類
ウオノメコロリ 横山製薬（株） 266M00A00128 第2類
ウオノメコロリ絆創膏 横山製薬（株） 266P00D00456 第2類
諸毒消丸 （株）吉田松花堂 211R00A01538 第3類
神僂湯 （資）吉田整骨院製薬所 590G00A04035 第2類
速治膏 （資）吉田整骨院製薬所 590G00A04036 第3類
アクリノール・亜鉛華単軟膏「ヨシダ」P 吉田製薬（株）・東 264N00A00005 第3類
イソプロ綿P「ヨシダ」 吉田製薬（株）・東 261M00A00497 第3類
エコ消エタP 吉田製薬（株）・東 261M00A00702 第3類
エコ消エタ綿P 吉田製薬（株）・東 261M00A00248 第3類
エタハンドゲル 吉田製薬（株）・東 261M00A00912 第3類
エタハンドローション 吉田製薬（株）・東 261M00A00609 第3類
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消エタ スワビング 吉田製薬（株）・東 261Z00A00248 第3類
消エタ綿PE「ヨシダ」 吉田製薬（株）・東 221Z00A00846 第3類
ワードケアハンドローション0.2％ 吉田製薬（株）・東 261M00A00873 第2類
ヴィルキル 吉田製薬（株）・東 261M00A00454 第3類
赤玉朝日丸 吉田製薬（株）・奈 231R00B01132 第3類
ゴールドスーフンA 吉田製薬（株）・奈 118D05D00063 指定第2類
頭痛ノーコーサンA 吉田製薬（株）・奈 114B05D00018 指定第2類
歯痛トマール 吉田製薬（株）・奈 114B01D00017 指定第2類
緑サーポン 吉田製薬（株）・奈 237B00B01003 第2類
ヨシダセキチン 吉田製薬（株）・奈 224B00D10028 指定第2類
吉田萬病感應丸 吉田堂製薬（株） 211R00D01376 第2類
吉田六神丸 吉田堂製薬（株） 211R00D00455 第2類
ウチダの生薬プラスターN （株）吉田養真堂 264P00A00596 第3類
クミアイはりぐすりL （株）吉田養真堂 264P00D01578 第3類
ケロパスE （株）吉田養真堂 264P00B00229 第3類
コリバン （株）吉田養真堂 264P00B02089 第3類
コリパスL （株）吉田養真堂 264P00B00230 第3類
コリパスL（R） （株）吉田養真堂 264P00B01933 第3類
コリパス（R） （株）吉田養真堂 264P00B00231 第3類
コリパスソフト （株）吉田養真堂 264P00D00321 第3類
コリぴたっと （株）吉田養真堂 264P00D00339 第3類
ニュークインパスL （株）吉田養真堂 264P00B01934 第3類
ニューケロパス （株）吉田養真堂 264P00B00375 第3類
ニューコリパス （株）吉田養真堂 264P00B00376 第3類
ノーリツパス （株）吉田養真堂 264P01D01579 第3類
ハイコリマン （株）吉田養真堂 264P00D00324 第3類
モデルパスA （株）吉田養真堂 264P00B01936 第3類
ユニクール （株）吉田養真堂 264P00D00829 第3類
イストサン胃腸ゴールド液 米田薬品（株） 233E00A00478 第3類
イストサン胃腸内服液 米田薬品（株） 233E00A00357 第3類
イストサン下痢止めLP 米田薬品（株） 231C00A00346 指定第2類
イチコールD胃腸内服液 米田薬品（株） 233E00A00358 第3類
カゼリックC錠 米田薬品（株） 118C00A00094 指定第2類
カゼリックGR液「小児用」 米田薬品（株） 118E04A00006 指定第2類
カゼリックIP錠 米田薬品（株） 118C02A00810 指定第2類
カゼリック液W「小児用」 米田薬品（株） 118E06A00001 指定第2類
カゼリック顆粒 米田薬品（株） 118B00A00040 指定第2類
ガロヘパン下痢止めLP 米田薬品（株） 231C01A00346 指定第2類
コールトルC錠 米田薬品（株） 118C00A00093 指定第2類
コールトルW液「小児用」 米田薬品（株） 118E04A00005 指定第2類
コールトル顆粒 米田薬品（株） 118B00A00041 指定第2類
コールトル「鼻炎」PEソフト 米田薬品（株） 132D00A10081 指定第2類
コールトル「鼻炎」SR 米田薬品（株） 132D00A00130 指定第2類
コフチン液W 米田薬品（株） 224E00A00092 指定第2類
新コールトル「鼻炎」PEソフト 米田薬品（株） 132D09A10002 指定第2類
新コフチン液 米田薬品（株） 224E00A00099 指定第2類
新セキリック液 米田薬品（株） 224E01A00100 指定第2類
新パミコール「鼻炎」PEソフト 米田薬品（株） 132D05A10003 指定第2類
新ビエンリックPEソフト 米田薬品（株） 132D02A10001 指定第2類
新ビタタイムE300 米田薬品（株） 397D00A00032 第3類
新ヘルビタGR内服液 米田薬品（株） 329E00A00134 第2類
新ロスミンK内服液 米田薬品（株） 329E01A00135 第2類
セルペロイシン錠 米田薬品（株） 214C00A01894 第1類
センスナン 米田薬品（株） 235C00A00042 第2類
チンツーミンIPコート 米田薬品（株） 114C00A01143 指定第2類
チンツーミン錠 米田薬品（株） 114C01A00004 指定第2類
トップビタンW内服液 米田薬品（株） 329E00A01266 第2類
トラベリック 米田薬品（株） 133C02A10001 第2類
トラベリックSP 米田薬品（株） 133C04A10001 第2類
ハートリック内服液 米田薬品（株） 211E00A01641 第3類
ハイエナル“88”内服液 米田薬品（株） 211E00A04295 第3類
ハイエナル“88”内服液（コーヒー風
味）

米田薬品（株） 211E00A04295 第3類

ハイロストール錠 米田薬品（株） 235C00A00677 指定第2類
ハイロスラック 米田薬品（株） 235C00A00097 第2類
パミコールW液「小児用」 米田薬品（株） 118E00A00091 指定第2類
パミコール顆粒 米田薬品（株） 118B00A00090 指定第2類
パミコール錠 米田薬品（株） 118C00A00089 指定第2類
パミコール「鼻炎」K錠 米田薬品（株） 132C01A10009 指定第2類
パミコール「鼻炎」PEソフト 米田薬品（株） 132D00A10082 指定第2類
パミコール「鼻炎」SR 米田薬品（株） 132D00A00132 指定第2類
ビエンリックK錠 米田薬品（株） 132C00A10010 指定第2類
ビエンリックPEソフト 米田薬品（株） 132D00A10083 指定第2類
ビエンリックSR 米田薬品（株） 132D00A00133 指定第2類
ビタタイムBB錠 米田薬品（株） 313C00A10007 第3類
ビタタイムBB糖衣錠 米田薬品（株） 313C00A10039 第3類
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ビタタイムC錠2000 米田薬品（株） 314C00A00054 第3類
ビタタイムE300 米田薬品（株） 397D00A00013 第3類
ビタタイムFX 米田薬品（株） 312C00A10022 第3類
ビタタイムFXプラス 米田薬品（株） 313C01A10011 第3類
ビタタイム黄W液 米田薬品（株） 329E00A01274 第2類
ビタタイム黄Wゴールド 米田薬品（株） 329E01A00137 第2類
ヘルビタB12 米田薬品（株） 313C00A00361 第3類
ヘルビタBB〔糖衣錠〕(販売名:ヘルビタ
BB「トーイ」)

米田薬品（株） 313C00A10040 第3類

ヘルビタC錠2000 米田薬品（株） 314C01A00057 第3類
ヘルビタE300 米田薬品（株） 397D00A00012 第3類
ヘルビタFXプラス 米田薬品（株） 313C01A10010 第3類
ヘルビタGR内服液 米田薬品（株） 317E00A00504 第2類
ヘルビタS 米田薬品（株） 313C00A00397 第3類
ヘルビタ紅G液 米田薬品（株） 329E00A00200 第3類
ヘルビタ黄W液 米田薬品（株） 329E00A01268 第2類
ヘルビタ黄Wローヤル 米田薬品（株） 329E02A00138 第2類
ベルスカット内服液 米田薬品（株） 329E00A01270 第2類
ホーカー軟膏 米田薬品（株） 265N00A04741 第2類
ポパドンA 米田薬品（株） 114C00A10089 第2類
ポパドンIPコート 米田薬品（株） 114C00A01144 指定第2類
ポパドンIP錠 米田薬品（株） 114C08A00003 指定第2類
ヨネール 米田薬品（株） 112A00A00343 指定第2類
ラフェルサ下痢止めLP 米田薬品（株） 231C00A00343 指定第2類
リチンリックS内服液 米田薬品（株） 329E01A00136 第2類
リチンリック内服液 米田薬品（株） 317E01A00502 第2類
レスラックA 米田薬品（株） 114C00A10090 第2類
ロストール錠 米田薬品（株） 235C00A00676 指定第2類
ロストルミン 米田薬品（株） 235C00A00098 第2類
ロスミンBB「コート」 米田薬品（株） 313C00A10041 第3類
ロスミンBB錠 米田薬品（株） 313C00A10010 第3類
ロスミンE300 米田薬品（株） 397D00A00011 第3類
ロスミンK内服液 米田薬品（株） 317E00A00503 第2類
ロスミンS 米田薬品（株） 313C00A00399 第3類
ロスミン紅G液 米田薬品（株） 329E00A00202 第3類
ロスミン黄W液 米田薬品（株） 329E01A01272 第2類
ロスミン「ローヤル」 米田薬品（株） 329C00A01287 第3類
ロスラック 米田薬品（株） 235C00A00096 第2類
アルペンFこどもかぜシロップ ライオン（株） 118E00A10074 指定第2類
アルペンFこどもせきどめシロップ ライオン（株） 224E00A10025 指定第2類
アルペンFこども鼻炎シロップ ライオン（株） 132E00D10017 指定第2類
アルペンSこどもかぜシロップ ライオン（株） 118E00A10073 指定第2類
アルペンSこどもせきどめシロップ ライオン（株） 224E01A10024 指定第2類
アルペンSこども鼻炎シロップ ライオン（株） 132E00D10016 指定第2類
アルペンこどもかぜ薬J細粒 ライオン（株） 118B04A10004 指定第2類
アルペンこどもかぜ薬K細粒 ライオン（株） 118B03A10005 指定第2類
アルペンこどもかぜシロップ ライオン（株） 118E00A10072 指定第2類
エキセドリンA錠 ライオン（株） 114C07A00003 指定第2類
エキセドリンLOX ライオン（株） 114C00A00484 第1類
エキセドリンカプセル ライオン（株） 114D00A00074 指定第2類
香るバルサン クリアシトラスの香り(販
売名:バルサンノンスモーク霧タイプC)

ライオン（株） 734L00A00436 第2類

香るバルサン フレッシュローズの香り
(販売名:バルサンノンスモーク霧タイプ
R)

ライオン（株） 734L00A00435 第2類

キッズバファリンかぜシロップO ライオン（株） 118E03A10013 指定第2類
キッズバファリンかぜシロップP ライオン（株） 118E02A10045 指定第2類
キッズバファリンかぜシロップS ライオン（株） 118E02A10044 指定第2類
キッズバファリンシロップS ライオン（株） 118E01A10042 第2類
キッズバファリンせきどめシロップS ライオン（株） 224E01A10043 指定第2類
キッズバファリン鼻炎シロップS ライオン（株） 132E00A10030 指定第2類
グロンサン強力内服液 ライオン（株） 397E01A00161 第3類
グロンサンゴールド・錠 ライオン（株） 317C00D00178 第2類
グロンサン内服液 ライオン（株） 397E00A00162 第3類
小中学生用ストッパ下痢止めEX ライオン（株） 231C00A10006 第2類
小児用バファリンCⅡ ライオン（株） 114C00A00081 第2類
小児用バファリンチュアブル ライオン（株） 114C02A10057 第2類
新スマイルコンタクトクール ライオン（株） 131M00A00500 第3類
スクラート胃腸薬S（散剤） ライオン（株） 237B00A00478 第2類
スクラート胃腸薬S（錠剤） ライオン（株） 237C00A00477 第2類
スクラート胃腸薬（顆粒） ライオン（株） 234B00A00476 第2類
スクラート胃腸薬（錠剤） ライオン（株） 237C00A00479 第2類
ストッパ胃腸薬 ライオン（株） 237C01A10056 第2類
ストッパエル下痢止めEX ライオン（株） 231C01A10005 第2類
ストッパ下痢止めEX ライオン（株） 231C01A10004 第2類
スマイル40EX ライオン（株） 131M03A10023 第2類
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スマイル40EX　クール ライオン（株） 131M09A10027 第2類
スマイル40EX　ゴールド ライオン（株） 131M07A10027 第2類
スマイル40EX　ゴールドマイルド ライオン（株） 131M11A00001 第2類
スマイル40EX　マイルド ライオン（株） 131M04A10037 第2類
スマイル40　プレミアム ライオン（株） 131M11A00002 第2類
スマイル40メディクリア ライオン（株） 131M08A10017 第2類
スマイルA ライオン（株） 131M02D00024 第2類
スマイルアミノウォッシュ ライオン（株） 131M00A10063 第3類
スマイルアルフレッシュ ライオン（株） 131M01A10051 第2類
スマイルアルフレッシュキッズ ライオン（株） 131M03A00023 第3類
スマイルコンタクトAL-Wクール ライオン（株） 131M01A00640 第3類
スマイルコンタクトAL-Wマイルド ライオン（株） 131M00A00641 第3類
スマイルコンタクト　クールフレッシュ ライオン（株） 131M02A10032 第3類
スマイルコンタクト　クールブラック ライオン（株） 131M00A00701 第3類
スマイルコンタクト　ドライテクト ライオン（株） 131M03A00962 第3類
スマイルコンタクトピュア ライオン（株） 131M01A00358 第3類
スマイルコンタクトファインフィットプ
ラス

ライオン（株） 131M00A00729 第3類

スマイルピット ライオン（株） 131M01A00037 第2類
スマイルピット　ドライアイ ライオン（株） 131M02A10043 第3類
デントヘルスB ライオン（株） 279N00A00742 第3類
デントヘルスR ライオン（株） 279N00A00769 第3類
トメルミン ライオン（株） 133C00A00383 第3類
ハリックス55EX温感A ライオン（株） 264P01A00698 第3類
ハリックス55EX冷感A ライオン（株） 264P02A00699 第3類
ハリックス55ID温感H ライオン（株） 264P02A00453 第2類
ハリックス ホグリラ ライオン（株） 264M00A00433 第2類
ハリックス ホグリラ 温感 ライオン（株） 264P01A00408 第2類
ハリックス ホグリラ 冷感 ライオン（株） 264P04A00409 第2類
バファリンA ライオン（株） 114C01D10047 指定第2類
バファリンかぜEX錠 ライオン（株） 118C00A00517 指定第2類
バファリンジュニアかぜ薬 ライオン（株） 118C00D00179 指定第2類
バファリンプレミアム ライオン（株） 114C00A00446 指定第2類
バファリンルナJ ライオン（株） 114C01A10009 第2類
バファリンルナi ライオン（株） 114C00A00633 指定第2類
バルサン(販売名:バルサンSP) ライオン（株） 734Z01A00590 第2類
バルサンうじ殺し乳剤 ライオン（株） 734Z02A00371 第2類
バルサンプロEX(販売名:バルサンCPM
ジェット)

ライオン（株） 734Z00A10019 第2類

バルサンプロEX ノンスモーク霧タイプ
(販売名:霧のバルサンa)

ライオン（株） 734L00A00356 第2類

バルサンまちぶせスプレー(販売名:バル
サン待ち伏せスプレー)

ライオン（株） 734L00A00707 第2類

パラデントエース ライオン（株） 279N00A01682 第3類
ペアA ライオン（株） 313E00A00025 第3類
ペアA錠 ライオン（株） 313C01A10016 第3類
ペアアクネクリームW ライオン（株） 263N00A00690 第2類
ペアアクネリキッド治療薬 ライオン（株） 263M00A00551 第2類
水ではじめるバルサン ライオン（株） 734Z01A00421 第2類
水ではじめるバルサンプロEX(販売名:水
ではじめるバルサンCPM)

ライオン（株） 734Z00A10020 第2類

複合ゴールドグロンG内服液 理研新薬（株） 329E00A00589 第3類
エルデ温パップ リードケミカル（株） 264P00B00412 第3類
エルデパップID リードケミカル（株） 264P00B00319 第2類
エルデプラスE リードケミカル（株） 264P00B00808 第3類
クールパップE リードケミカル（株） 264P01B00349 第3類
クミアイコリトンパップ リードケミカル（株） 264P00B00034 第3類
サーチルプラスE リードケミカル（株） 264P01B00203 第3類
シガパップE リードケミカル（株） 264P00B00747 第3類
新リード温パップ リードケミカル（株） 264P00A00413 第3類
新リードパップ リードケミカル（株） 264P02A00790 第3類
ホスパップG リードケミカル（株） 264P00A00230 第3類
マロナパップBE リードケミカル（株） 264P00B00132 第3類
リードエール リードケミカル（株） 264P00A00588 第3類
リードパップD リードケミカル（株） 264P00D00794 第3類
リドワンパップBE リードケミカル（株） 264P02A00131 第3類
リドワンパップE リードケミカル（株） 264P03B00660 第3類
スワブスティックエタノール リバテープ製薬（株） 261M00C00337 第3類
スワブスティックヘキシジン リバテープ製薬（株） 261M00C00568 第2類
スワブスティックベンザルコニウム リバテープ製薬（株） 261M00C00767 第3類
スワブスティックポビドンヨード リバテープ製薬（株） 261M00C00567 第3類
スワブパッドイソプロ リバテープ製薬（株） 261M00C00407 第3類
スワブパッド消毒用エタノール リバテープ製薬（株） 261M00A00333 第3類
ポケットコール リバテープ製薬（株） 261M00A00762 第3類
胃健錠 （株）龍角散 233C43A10016 第2類
イッケル （株）龍角散 237B00D00627 第2類
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タイガーバーム （株）龍角散 264N70A00001 第3類
ノドローチ （株）龍角散 224C00D00520 第3類
ベリコンS （株）龍角散 224E00A05806 指定第2類
龍角散 （株）龍角散 224B00A01886 第3類
龍角散〈細粒〉 （株）龍角散 224B00A01633 第3類
龍角散ダイレクトスティックピーチ （株）龍角散 224B00A00384 第3類
龍角散ダイレクトスティックミント （株）龍角散 224B00A00386 第3類
龍角散ダイレクトトローチマンゴー （株）龍角散 224C01A00123 第3類
龍角散鼻炎朝夕カプセル （株）龍角散 132D00A00173 第2類
活力散 苓州製薬（資） 329G00D02323 第2類
奇妙円 苓州製薬（資） 329R00D10472 第2類
レンシン（蓮神） レンシン製薬（株） 255B00A00041 指定第2類
恵命我神散 （株）老舗恵命堂 233G00D00364 第2類
恵命我神散S （株）老舗恵命堂 233G00D00365 第2類
恵命我神散S〈細粒〉 （株）老舗恵命堂 233B00D00908 第2類
アセモタミー 六陽製薬（株） 264N00A00571 指定第2類
オードムーゲH 六陽製薬（株） 261M00A01038 第3類
グレカA軟膏 六陽製薬（株） 264N00A00321 第3類
デキサトップA 六陽製薬（株） 264N00A00360 指定第2類
デキサトップクリーム 六陽製薬（株） 264N01A00830 指定第2類
デキサトップローション 六陽製薬（株） 264M00A01099 指定第2類
ハイラップゲル 六陽製薬（株） 264N00A00783 第2類
ムーゲホワイト 六陽製薬（株） 266N00A00166 第3類
ムーゲホワイトクリアローションCD 六陽製薬（株） 266M00A00571 第2類
ムーゲホワイトローション 六陽製薬（株） 266M00A00361 第3類
ロイドキープS 六陽製薬（株） 263N00A00104 第3類
V・ロート ロート製薬（株） 131M02A00047 第2類
V・ロートクール ロート製薬（株） 131M04A10028 第2類
アイエースV クール ロート製薬（株） 131M07A00009 第2類
アイスラブゲル ロート製薬（株） 264N00A00079 第3類
アイスラブスプレー ロート製薬（株） 264L00A00208 第3類
アクネージアニキビ薬 ロート製薬（株） 269M00A00004 第2類
アルガード鼻炎クールアップEX ロート製薬（株） 441C00A00501 第2類
アルガード鼻炎クールスプレーa ロート製薬（株） 132M00A10071 第2類
アルガード鼻炎内服薬Z ロート製薬（株） 132D00A00663 指定第2類
アルガード目すっきり洗眼薬α ロート製薬（株） 131M06A10044 第3類
エースロートA ロート製薬（株） 131M00D00101 第2類
シロンS ロート製薬（株） 237B00A00348 第2類
新V・ロート ロート製薬（株） 131M01A00015 第2類
新なみだロートドライアイ ロート製薬（株） 131M05A10011 第3類
新ユアEXゴールド ロート製薬（株） 118D00A00508 指定第2類
新ロートV40 ロート製薬（株） 131M02A10029 第3類
新・ロート小青竜湯錠Ⅱ ロート製薬（株） 520C01A00392 第2類
新ロートドライエイドEX ロート製薬（株） 131M12A10019 第3類
新・ロート防風通聖散錠 ロート製薬（株） 520C00A00291 第2類
新・ロート防風通聖散錠T ロート製薬（株） 520C01A00147 第2類
新・ロート防風通聖散錠Z ロート製薬（株） 520C01A00135 第2類
新・ロート防風通聖散錠満量 ロート製薬（株） 520C02A00123 第2類
新ロート目薬 ロート製薬（株） 131M00A00559 第3類
スラーリア便秘内服液 ロート製薬（株） 235E00A10031 第3類
スラーリア便秘薬 ロート製薬（株） 235C01A10050 第3類
ドゥーテスト・hCG ロート製薬（株） 741V00A00830 第2類
なみだロートコンタクト ロート製薬（株） 131M00A00734 第3類
なみだロートドライアイコンタクトa ロート製薬（株） 131M01A00372 第3類
パンシロン ロート製薬（株） 237B00D01213 第2類
パンシロン01錠 ロート製薬（株） 237C00A10055 第2類
パンシロン01プラス ロート製薬（株） 233B00A00344 第2類
パンシロンAZ ロート製薬（株） 234B00A10015 第2類
パンシロンAZ胃腸薬 ロート製薬（株） 234B00A10015 第2類
パンシロンG ロート製薬（株） 237B00A01031 第2類
パンシロンキュアSP ロート製薬（株） 234B00A00666 第2類
パンシロンキュアSP錠 ロート製薬（株） 234C01A00001 第2類
パンシロンキュアS錠 ロート製薬（株） 131M22A10004 第2類
パンシロンキュアa ロート製薬（株） 234B00A00608 第2類
パンシロンクールNOW ロート製薬（株） 234C00A10017 第2類
パンシロン新胃腸薬a ロート製薬（株） 237B00A10045 第2類
パンシロントラベルSP ロート製薬（株） 133C02A10007 第2類
パンシロンビオリズム健胃消化整腸薬 ロート製薬（株） 237C00A00604 第3類
フレックスパワーEX錠 ロート製薬（株） 312C00A10051 第3類
ヘパソフトプラス ロート製薬（株） 266N00A00157 第2類
ヘパリペア ロート製薬（株） 266N00A00255 第2類
メンソレータムADクリーム20 ロート製薬（株） 266N00A00380 第3類
メンソレータムADクリームm ロート製薬（株） 264N00A00215 第2類
メンソレータムADこどもソフト ロート製薬（株） 264M00A00384 第3類
メンソレータムADスプレー ロート製薬（株） 264L00A00367 第2類
メンソレータムADソフト ロート製薬（株） 264N02A10020 第3類
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メンソレータムAD乳液 ロート製薬（株） 264N00A00216 第2類
メンソレータムAD乳液b ロート製薬（株） 266M00A00159 第2類
メンソレータムADプレミア乳液20 ロート製薬（株） 266N00A00379 第3類
メンソレータムAPソフトローション ロート製薬（株） 264N00A00577 指定第2類
メンソレータムアクネージアメディカル
クリーム

ロート製薬（株） 269N00A00607 第2類

メンソレータムアクネージアメディカル
ローション

ロート製薬（株） 269N00A00606 第2類

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） 269N00A00155 第2類

メンソレータムアクネス25メディカルミ
スト

ロート製薬（株） 269M00A00205 第2類

メンソレータムアクネス25メディカル
ローション

ロート製薬（株） 269M00A00204 第2類

メンソレータムアクネスニキビ治療薬 ロート製薬（株） 266N00A00687 第2類
メンソレータムエクシブ液 ロート製薬（株） 265M00A00550 指定第2類
メンソレータムエクシブクリームe ロート製薬（株） 265N00A00809 指定第2類
メンソレータムエクシブスプレーe ロート製薬（株） 265L00A00810 指定第2類
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） 265N00A00531 指定第2類

メンソレータムザラプロ ロート製薬（株） 266N01A00468 第3類
メンソレータムジンマート ロート製薬（株） 264N02A10009 第2類
メンソレータム軟膏c ロート製薬（株） 262N00A00387 第3類
メンソレータムのラブ ロート製薬（株） 264N00D00642 第3類
メンソレータムのラブローションA ロート製薬（株） 264N00A00514 第3類
メンソレータムヒビプロ ロート製薬（株） 264N00A00510 第3類
メンソレータムヒビプロKT ロート製薬（株） 264N01A00299 第3類
メンソレータムヒビプロKTα ロート製薬（株） 264N00A00278 第3類
メンソレータムヒビプロLP ロート製薬（株） 279N00A00336 第3類
メンソレータムヒビプロα ロート製薬（株） 264N02A00282 第3類
メンソレータム皮フ軟化クリーム ロート製薬（株） 266N00A00468 第3類
メンソレータムヒリプロ ロート製薬（株） 264N00A00218 第2類
メンソレータムフレディCCクリーム ロート製薬（株） 265N07A00001 第1類
メンソレータムフレディCC膣錠 ロート製薬（株） 265Q00A00197 第1類
メンソレータムフレディメディカルク
リームn

ロート製薬（株） 264N02A00699 第2類

メンソレータムフレディメディカルジェ
ルn

ロート製薬（株） 264N00A00701 第2類

メンソレータムヘパソフトクリーム ロート製薬（株） 266N01A00255 第2類
メンソレータムメディカルリップb ロート製薬（株） 279N00A01105 第3類
メンソレータムメディカルリップnc ロート製薬（株） 279N00A00337 第3類
メンソレータムメディクイックH ロート製薬（株） 264M01A00680 指定第2類
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） 264M01A10022 指定第2類
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） 264N02A00222 指定第2類
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） 264N00A10038 指定第2類
メンソレータムメディクイック軟膏R ロート製薬（株） 264N00A00223 指定第2類
メンソレータムやわらか素肌クリームU ロート製薬（株） 266N00A00342 第3類
メンソレータムラブソフト ロート製薬（株） 264N01A00442 第3類
メンソレータムリシーナ注入軟膏A ロート製薬（株） 255N01A10034 指定第2類
メンソレータムリシーナ軟膏A ロート製薬（株） 255N01A10041 指定第2類
メンソレータムレチノエース ロート製薬（株） 266N00A00268 第3類
モアストレッチ錠 ロート製薬（株） 312C00A00451 第3類
ロートCキューブm ロート製薬（株） 131M00A00638 第3類
ロートCキューブアイスクール ロート製薬（株） 131M01A00684 第3類
ロートCキューブアミノモイスト ロート製薬（株） 131M02A10012 第3類
ロートCキューブクール ロート製薬（株） 131M00A00639 第3類
ロートCキューブクールモイスト ロート製薬（株） 131M03A10013 第3類
ロートCキューブクリアフラッシュAL ロート製薬（株） 131M00A00163 第3類
ロートCキューブプラスダブルフィット ロート製薬（株） 131M00A00029 第3類
ロートCキューブプラスビタフレッシュ ロート製薬（株） 131M01A00082 第3類
ロートCキューブプラスモイスト ロート製薬（株） 131Z00M00056 第3類
ロートOA目薬 ロート製薬（株） 131M05A00001 第2類
ロートUVキュア ロート製薬（株） 131M08A10005 第2類
ロートV11 ロート製薬（株） 131M09A10008 第2類
ロートV11マイルド ロート製薬（株） 131M11A10028 第2類
ロートV40a ロート製薬（株） 131M07A10029 第3類
ロートV7洗眼薬 ロート製薬（株） 131M08A10024 第3類
ロートVアクティブ ロート製薬（株） 131M11A10027 第3類
ロートアイウィッシュα ロート製薬（株） 131M22A10003 第2類
ロートアイカルテα ロート製薬（株） 131M23A10004 第2類
ロートアイストレッチ ロート製薬（株） 131M01A10093 第2類
ロートアイストレッチコンタクト ロート製薬（株） 131M00A00176 第3類
ロートアルガード ロート製薬（株） 131M01A10079 第2類
ロートアルガードST鼻炎スプレー ロート製薬（株） 132M00A00667 第2類
ロートアルガードs ロート製薬（株） 131M02A00005 第2類
ロートアルガードクールEX ロート製薬（株） 131M01A10065 第2類
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ロートアルガードクリアブロックEX ロート製薬（株） 131M00A00507 第2類
ロートアルガードクリアマイルドEX ロート製薬（株） 131M00A00522 第2類
ロートアルガードこどもクリア ロート製薬（株） 131M12A10015 第3類
ロートアルガードコンタクトa ロート製薬（株） 131M00A00527 第3類
ロートアルガード鼻炎ソフトカプセルEX ロート製薬（株） 132D02A10012 指定第2類
ロートアルガード鼻炎内服薬ZⅡ ロート製薬（株） 132D00A00489 指定第2類
ロートアルガードプレテクト ロート製薬（株） 131M00A00617 要指導医薬品
ロートうるおい洗眼薬(販売名:ロートう
るおい洗眼薬m)

ロート製薬（株） 131M23A10001 第3類

ロート温経湯錠 ロート製薬（株） 520C01A00476 第2類
ロートクール40α ロート製薬（株） 131M14A10006 第3類
ロートクリア ロート製薬（株） 131M00A00981 第2類
ロート抗菌目薬EX ロート製薬（株） 131M05A10025 第2類
ロート抗菌目薬i ロート製薬（株） 131M16A10001 第2類
ロートこどもソフト ロート製薬（株） 131M04A00007 第3類
ロートゴールド40 ロート製薬（株） 131M10A10004 第3類
ロートゴールド40マイルド ロート製薬（株） 131M10A10024 第3類
ロート新緑水 ロート製薬（株） 131M08A10016 第3類
ロートジーb ロート製薬（株） 131M09A10018 第2類
ロートジーコンタクトa ロート製薬（株） 131M00A00961 第3類
ロートジープロc ロート製薬（株） 131M02A10011 第2類
ロートジュニアール ロート製薬（株） 131M10A10017 第3類
ロート総合感冒薬 新ユアIB（錠） ロート製薬（株） 118C00A10250 指定第2類
ロートソフトワン点眼液 ロート製薬（株） 131M01A00399 第3類
ロートデジアイ ロート製薬（株） 131M12A10016 第2類
ロート当帰飲子錠a ロート製薬（株） 520C04A00204 第2類
ロート独活葛根湯錠 ロート製薬（株） 520C00A00217 第2類
ロートドライエイドコンタクトa ロート製薬（株） 131M00A00493 第3類
ロート ナノアイ ロート製薬（株） 131M07A10031 第3類
ロート ナノアイ クリアショット ロート製薬（株） 131M12A10029 第2類
ロート鼻炎ソフトカプセルユアα ロート製薬（株） 132D01A10013 指定第2類
ロートビタ40α ロート製薬（株） 131M08A00002 第3類
ロートビタフラッシュ ロート製薬（株） 131M01A10064 第3類
ロートフラッシュ ロート製薬（株） 131M01A10086 第3類
ロートフラッシュクール ロート製薬（株） 131M02A10092 第3類
ロートフレックスパワー3000 ロート製薬（株） 312C01A10011 第3類
ロート防已黄耆湯錠a ロート製薬（株） 520C02A00202 第2類
ロート養潤水α ロート製薬（株） 131M25A10001 第3類
ロートリセa ロート製薬（株） 131M11A10001 第2類
ロートリセb ロート製薬（株） 131M00A00111 第2類
ロートリセコンタクトa ロート製薬（株） 131M00A01096 第3類
ロートリセコンタクトb ロート製薬（株） 131M24A10002 第3類
ロートリセ洗眼薬 ロート製薬（株） 131M17A10005 第3類
わかのうら薬加減和歌保命丸 （株）和歌の浦井本薬房 231R00A01562 第2類
わかのうら薬加減和歌保命散 （株）和歌の浦井本薬房 231G00A01561 第2類
わかもと整腸薬 ビナチュラ わかもと製薬（株） 231C00A00015 第3類
ササイサン （株）和漢薬研究所 233B00A00330 第2類
ササクールA （株）和漢薬研究所 520R01A00726 第2類
ササラック （株）和漢薬研究所 235C00A00927 第2類
紫華栄 （株）和漢薬研究所 329B00A00602 第3類
松寿仙 （株）和漢薬研究所 329E00A00457 第3類
清香散（顆粒） （株）和漢薬研究所 520B00A01253 第2類
新ササカール （株）和漢薬研究所 321C00A00602 第3類
ジュンキコウ （株）和漢薬研究所 520N00A00566 第2類
風治散（顆粒） （株）和漢薬研究所 520B00A01039 第2類
力湧仙 （株）和漢薬研究所 520B00A00824 第2類
N.Yサニー ワキ製薬（株） 114B02D00027 指定第2類
あゆみローヤルゴールド ワキ製薬（株） 312C07A10001 第3類
アリナパロミンゴールド ワキ製薬（株） 312C00D00021 第3類
アリナパロミン「ワキ」 ワキ製薬（株） 312C00D00050 第3類
イブトレックス ワキ製薬（株） 114C09A00002 指定第2類
かぜにみみとん ワキ製薬（株） 118B06A10004 第2類
新キコデ解熱鎮痛薬 ワキ製薬（株） 114B06D00003 指定第2類
ビメロンホワイトC ワキ製薬（株） 314D00D10017 第3類
ピタリL プラス ワキ製薬（株） 114C01A10032 指定第2類
ピタリノールLX ワキ製薬（株） 114C00A00620 第1類
ピタリノール錠 ワキ製薬（株） 114C00A10027 指定第2類
ピタリ「ワキ」細粒 ワキ製薬（株） 114B02D00026 指定第2類
複合九龍仙 ワキ製薬（株） 215C00D00458 第2類
辯才天胃腸薬錠 ワキ製薬（株） 237C00A10014 第3類
ミミトンIB ワキ製薬（株） 118D00A00446 指定第2類
ミミトンエースカプセル ワキ製薬（株） 118D01A10002 指定第2類
ミミトン鼻炎カプセル ワキ製薬（株） 441D02A10003 指定第2類
和喜胃腸丸 ワキ製薬（株） 231R00D01519 第3類
ワキ胃腸薬 ワキ製薬（株） 234B00D01796 第2類
ワキ胃腸薬セダン ワキ製薬（株） 237B00D01792 第2類
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イノック下痢止め 湧永製薬（株） 231D00A00403 指定第2類
エナックW 湧永製薬（株） 397C00A00841 第3類
エナックロイヤル 湧永製薬（株） 329E00A04196 第2類
エピロンエー 湧永製薬（株） 263N00A00413 第2類
キヨーレオピンw 湧永製薬（株） 329E00A00575 第3類
キヨーレオピンキャプレット 湧永製薬（株） 329C00A00850 第3類
キヨーレオピンキャプレットw 湧永製薬（株） 329C00A00164 第3類
キヨーレオピンネオ 湧永製薬（株） 317E00A00060 第3類
グラッドル錠 湧永製薬（株） 312C00A00458 第2類
シトリーヌα 湧永製薬（株） 314D00A00609 第3類
新ノイガンエス 湧永製薬（株） 264N00A01330 第3類
新レブメント-FN 湧永製薬（株） 261M00A00267 第2類
セキセチン咳止め 湧永製薬（株） 224E00A00686 指定第2類
タミナスA錠 湧永製薬（株） 441C00A02065 第2類
トコベール300E 湧永製薬（株） 315D00A00051 第3類
トコベールE 湧永製薬（株） 315D00A00111 第3類
ノノン錠 湧永製薬（株） 114C00A10057 指定第2類
フジコールカプセル 湧永製薬（株） 118D00A00094 指定第2類
フジビトール 湧永製薬（株） 132D00A03144 第2類
フジビトール点鼻薬 湧永製薬（株） 132Z00A00567 第2類
ボガロン 湧永製薬（株） 397E00A01227 第3類
ボンエナCa錠 湧永製薬（株） 321C00A00686 第3類
ボンエナCa微粒 湧永製薬（株） 321B00A10355 第3類
マセトローションT 湧永製薬（株） 265N58A10075 第2類
レオピンファイブw 湧永製薬（株） 329E01A00170 第3類
レオピンファイブキャプレットw 湧永製薬（株） 329C00A00162 第2類
レオピンファイブネオ 湧永製薬（株） 329E00A00021 第2類
レオピンロイヤル 湧永製薬（株） 329E00A00688 第2類
レックH坐剤 湧永製薬（株） 255Q00A10032 第2類
レックH軟膏 湧永製薬（株） 255N01A10013 第2類
レックS坐剤 湧永製薬（株） 255Q00A00851 指定第2類
レックS軟膏 湧永製薬（株） 255N00A00028 指定第2類
ワクナガ胃腸薬G 湧永製薬（株） 233C00A04414 第2類
ワクナガ胃腸薬L 湧永製薬（株） 233C00A00818 第3類
ワクナガ胃腸薬U 湧永製薬（株） 234B00A00251 第2類
ワクナガキヨーチルベ 湧永製薬（株） 264N00A01143 第2類
ワクナガキヨーチルベSクリーム 湧永製薬（株） 264N00A00372 指定第2類
ワクナガ紅參牛黄 湧永製薬（株） 329B00A00202 第3類
ワクナガ生薬胃腸薬 湧永製薬（株） 233B00A00776 第2類
ワクナガフジコールW 湧永製薬（株） 118B03A10001 第2類
ワクナガフジコール錠 湧永製薬（株） 118C00A00307 指定第2類
サノーラA坐剤 和光堂（株） 255Q00A10034 指定第2類
和光堂マルツエキス 和光堂（株） 327Z00A02307 第3類
和光堂マルツエキス・スティック 和光堂（株） 235F00A00056 第3類
オロチサール （株）渡邊薬品 313D00A00455 第3類
ダイイチ正露丸糖衣錠 （株）渡邊薬品 231C00A10017 第2類
エスパーロン感冒薬 渡辺薬品工業（株） 118B00A00950 指定第2類
オフノーズ鼻炎チュアブル錠 渡辺薬品工業（株） 441C00A10006 第2類
かぜソフトG顆粒 渡辺薬品工業（株） 118B00B00951 指定第2類
かぜ龍G 渡辺薬品工業（株） 118D00B00143 指定第2類
敬震丹 渡辺薬品工業（株） 114B00B00156 指定第2類
シーイツシズメチールT 渡辺薬品工業（株） 114C00B00152 指定第2類
真光赤玉はらぐすり 渡辺薬品工業（株） 231C00B01174 第2類
新テキメン錠 渡辺薬品工業（株） 118C00B00490 指定第2類
新ビタアルトEX 渡辺薬品工業（株） 317C02A10033 第3類
新ビタアルトQX 渡辺薬品工業（株） 317C00A00359 第3類
新ビタゴールドEX 渡辺薬品工業（株） 317C04A10015 第3類
新ピュアレンEX 渡辺薬品工業（株） 317C01A10035 第3類
新龍G 渡辺薬品工業（株） 118C00B00128 指定第2類
スルーロン鼻炎チュアブル 渡辺薬品工業（株） 441C00A10005 第2類
施君力 渡辺薬品工業（株） 329C00A01575 第2類
大佛ビタン 渡辺薬品工業（株） 114B00B06218 指定第2類
だるまハイトン 渡辺薬品工業（株） 118B00B00068 指定第2類
中央クール鼻炎用カプセル 渡辺薬品工業（株） 441D00B10097 指定第2類
毒下し通じぐすり 渡辺薬品工業（株） 235R00B00061 第2類
ネツノトモ 渡辺薬品工業（株） 118C00B00133 指定第2類
ノスポール鼻炎チュアブル 渡辺薬品工業（株） 441C00A10003 第2類
ハラトンS 渡辺薬品工業（株） 239C00B00770 指定第2類
パルウィンQX 渡辺薬品工業（株） 317C00A00360 第3類
ヒビリンAカプセル 渡辺薬品工業（株） 441D00B10093 指定第2類
鼻炎オフノーズカプセルS 渡辺薬品工業（株） 441D00A10096 指定第2類
ビタアルトBBⅡ 渡辺薬品工業（株） 317C00A10045 第3類
ビタアルトC錠2000 渡辺薬品工業（株） 314C00A10026 第3類
ビタアルトEXエース 渡辺薬品工業（株） 317C04A10008 第3類
ビタオーダーBBケア 渡辺薬品工業（株） 317C01A10046 第3類
ビタオーダーC錠KK 渡辺薬品工業（株） 314C00A10028 第3類
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ビタオーダーQX 渡辺薬品工業（株） 317C01A00361 第3類
ピュアレンEXエース 渡辺薬品工業（株） 317C02A10016 第3類
ピラミーン 渡辺薬品工業（株） 114B01B00150 指定第2類
フランツラックス 渡辺薬品工業（株） 235B00B10008 指定第2類
マルセケロリーM 渡辺薬品工業（株） 114B00B00190 指定第2類
ラーゼンA 渡辺薬品工業（株） 235B00A00043 指定第2類
龍風散 渡辺薬品工業（株） 114B00B00115 指定第2類
レーケン錠 渡辺薬品工業（株） 114C00B00118 指定第2類
ロン錠エース 渡辺薬品工業（株） 118C00B10057 指定第2類
胃腸センプ （有）渡部晴光堂 233B00D01715 第3類
延寿仙 （有）渡部晴光堂 224G00D04490 第2類
延命仙 （有）渡部晴光堂 219B00D06687 第2類
かぜ晴光散 （有）渡部晴光堂 118B00D00005 指定第2類
肝黄散 （有）渡部晴光堂 236B00D06423 指定第2類
カンフル筋骨剤 （有）渡部晴光堂 264P00D15022 第3類
強心 （有）渡部晴光堂 211B00D01054 第2類
強腎仙 （有）渡部晴光堂 213G00D12758 第2類
消咳散 （有）渡部晴光堂 224B00D07522 第3類
真正木瓜 （有）渡部晴光堂 114B00D18163 第3類
女性人蔘順血散 （有）渡部晴光堂 129B00D06401 指定第2類
整腸ゲンソ （有）渡部晴光堂 231B00D01683 第3類
タイシー胃腸薬 （有）渡部晴光堂 233B00D01714 第3類
鎮痛人蔘順血散 （有）渡部晴光堂 114B00D06401 指定第2類
ネオキライ （有）渡部晴光堂 235B00D01013 指定第2類
ネオ人蔘順血散 （有）渡部晴光堂 219B00D11448 第2類
ネオノーケン （有）渡部晴光堂 119B00D01054 指定第2類
ネオモッカ （有）渡部晴光堂 114B00D06423 指定第2類
フロール （有）渡部晴光堂 114B01D00004 指定第2類
宝珠仙 （有）渡部晴光堂 224B00D06687 第2類
ヨゥカチン （有）渡部晴光堂 214B00D09915 第2類
流毒下し （有）渡部晴光堂 235B00D01014 指定第2類
ロコサミン ワダカルシウム製薬（株） 312C02A10022 第3類
ロコフレックス ワダカルシウム製薬（株） 312C01A10021 第3類
ワダカルシュームエース ワダカルシウム製薬（株） 321C00A00566 第2類
ワダカルシューム錠 ワダカルシウム製薬（株） 321C00A05207 第3類
ワダカルシューム末 ワダカルシウム製薬（株） 321B00A05207 第3類
赤玉はら-A 和平製薬（株） 231C00D00913 第2類
胃腸速効 和平製薬（株） 231B00D01502 第2類
救寿 和平製薬（株） 211R00D01718 第2類
ゴールドヒネツK 和平製薬（株） 118D01D00067 指定第2類
サリゲンS 和平製薬（株） 114B00D00136 指定第2類
ヒネツB 和平製薬（株） 118C00D00102 指定第2類
ホームラン 和平製薬（株） 114B00D00042 指定第2類
ラレー 和平製薬（株） 114B00D00059 指定第2類
和平六神丸 和平製薬（株） 211R00D01717 第2類

注）

・リスク区分
　　第1類　:　第1類医薬品
　　第2類　:　第2類医薬品
　　指定第2類　:　指定第2類医薬品
　　第3類　:　第3類医薬品

・同一名の会社が複数存在する場合等は所在地の都道府県名の頭文字を付記しています。
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