
ズバリ錠Ｑ (アイチ薬品−中央薬品) コウドン（Ｗ） (⾚⽟堂)
サンプンラク (⾚⽟堂) スズレックス顆粒EX (アスゲン製薬)
ガノン顆粒ＫＡ−Ⅱ (天野商事−アスゲン製薬) ノーシンアセトアミノフェン錠 (アラクス)
ノーシンアセトアミノフェン錠A (アラクス) ノーシン (アラクス)
ノーシン錠 (アラクス) ノーシンホワイト錠 (アラクス)
⼩中学⽣⽤ノーシンピュア (アラクス) ノーシンアイ頭痛薬 (アラクス)
ハイタミン錠 (アラクス) ノーシン「細粒」 (アラクス)
ノーシンホワイト＜細粒＞ (アラクス) ノーシンAc (アラクス)
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 厚⽣労働省 医薬・⽣活衛⽣局 監修

 OTC医薬品
 使⽤上の注意改訂情報

 〔OTC版DSU（Drug Safety Update）〕
編集・発⾏:⽇本⼀般⽤医薬品連合会

〒101-0032 東京都千代⽥区岩本町1-8-15
FAX : 03-3865-4914 E-mail : info@jfsmi.jp

令和5年1⽉17⽇付け厚⽣労働省医薬・⽣活衛⽣局医薬安全対策課⻑通知（薬⽣安発0117第1号） によ
り、下記医薬品の使⽤上の注意が改訂されましたので、改訂内容をお知らせいたします。

【医薬品名】アセトアミノフェン含有製剤（経⼝剤、坐剤）
改訂箇所 改訂内容（下線部追記）

相談すること 服⽤後、次の症状があらわれた場合は副作⽤の可能性があるので、
直ちに服⽤を中⽌し、この⽂書を持って医師、⻭科医師*、薬剤師⼜
は登録販売者に相談すること
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医
師の診療を受けること。
薬剤性過敏症症候群：

⽪膚が広い範囲で⾚くなる、全⾝性の発疹、発熱、体がだるい、リ
ンパ節（⾸、わきの下、股の付け根等）のはれ等があらわれる。

*:「⻭科医師」は、解熱鎮痛薬のうちイブプロフェンを含有する製
剤にのみ記載

【改訂理由】

医療⽤医薬品アセトアミノフェンにおいて、薬剤性過敏症症候群の報告が集積されたことを受け、医
療⽤医薬品とともに⼀般⽤医薬品の使⽤上の注意においても薬剤性過敏症症候群の注意喚起を⾏うた
め改訂いたしました。

【製品名（販売会社−製造販売元）】

⽇本⼀般⽤医薬品連合会が加盟協会会員会社の製品のうち製造⼜は販売を確認した製品を掲載してい
ます。
※ＯＴＣ版ＤＳＵに関する質問は⽇本⼀般⽤医薬品連合会にＦＡＸ⼜はメールでお願いします。
※製品についてのお問い合わせは当該企業にお願い申し上げます。
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ベンザエースＡ (アリナミン製薬) ベンザエースＡ錠 (アリナミン製薬)
ベンザブロックＩＰプレミアム (アリナミン製薬) ベンザブロックＩＰプレミアム錠 (アリナミン製薬)
ベンザブロックＳ (アリナミン製薬) ベンザブロックＳ錠 (アリナミン製薬)
ベンザブロックＳプレミアム (アリナミン製薬) ベンザブロックＳプレミアム錠 (アリナミン製薬)
ムヒのこども解熱鎮痛顆粒 (池⽥模範堂−ダイト) ムヒのこどもかぜ顆粒ａ (池⽥模範堂−テイカ製薬)
⼩児⽤ロイム液 (伊丹製薬) ワンダーランド「⼩児⽤」 (伊丹製薬)
⼩児⽤新コールトップ液Ａ (伊丹製薬) ユガトスカプセルS (⽝伏製薬)
宇津こどもかぜシロップＡ (宇津救命丸−新⽣薬品⼯業) 宇津ジュニアかぜ薬Ａ (宇津救命丸−東亜薬品)
宇津こどもかぜ薬ＡⅡ (宇津救命丸−⽇野薬品⼯業) キオリトル (宇津救命丸−樋屋製薬)
新エスタック顆粒 (エスエス製薬) エスタック総合感冒 (エスエス製薬)
エスタックゴールドＡ錠 (エスエス製薬) 新エスタックエース顆粒 (エスエス製薬)
新エスタックＧＬ (エスエス製薬) 新エスタックハイ顆粒 (エスエス製薬)
エスタックアルファ錠 (エスエス製薬) カルミン頭痛⻭痛 (⼤峰堂薬品⼯業)
⼤峰ハイカルミン錠Ａ (⼤峰堂薬品⼯業) ⼤峰カルミン錠Ａ (⼤峰堂薬品⼯業)
かぜリンネカプセルＮ (⼤峰堂薬品⼯業) 新コーピタンカプセルＮ (⼤峰堂薬品⼯業)
新コーピタンＳ (⼤峰堂薬品⼯業) 新アセマレンａ (奥⽥製薬−東海カプセル)
アジェンテＥＸソフトカプセル (奥⽥製薬) プレミナスＡＣａ (奥⽥製薬−⼤昭製薬)
ディパシオＡＣａ (奥⽥製薬−⼤昭製薬) アセトアミノフェンＣ錠 (奥⽥製薬−⼤昭製薬)
改源 (カイゲンファーマ) 改源かぜカプセル (カイゲンファーマ)
改源錠 (カイゲンファーマ) カイゲン顆粒 (カイゲンファーマ)
カイゲン顆粒G (カイゲンファーマ) カイゲン感冒カリュー (カイゲンファーマ)
カイゲン感冒液⼩児⽤ (カイゲンファーマ) カイゲン感冒カプセル「プラス」 (カイゲンファーマ−第⼀薬品⼯業)
カイゲンゴールドカプセル (カイゲンファーマ−第⼀薬品⼯業) ハイカイゲンかぜカプセル (カイゲンファーマ−第⼀薬品⼯業)
かわかみんかぜ (河上薬品商事−⼤協薬品⼯業) 新トアノージ (北⽇本製薬)
⼆⾊⽟⾼トン (北⽇本製薬) 救⼼のかぜ薬 ⾚箱 (救⼼製薬)
新救⼼感冒薬顆粒 (救⼼製薬) チルデントこども⽤かぜシロップ (京都薬品ヘルスケア−⼤昭製薬)
ノスポールこどもかぜシロップＳ (協和薬品⼯業−⽇野薬品⼯業) 新ハイピロガンK (クラシエ薬品−クラシエ製薬)
コンタック総合感冒薬ＥＸ (グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン−テイカ製薬)
新コンタック総合かぜ薬トリプルショット (グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン−テイカ製薬)
新コンタックかぜ総合 (グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン)
カゼチームプロＥＸ (ゲンキー−⼤協薬品⼯業) カゼチームプロ顆粒 (ゲンキー−⼤協薬品⼯業)
ハイカゼLカプセル (廣貫堂−⼤協薬品⼯業) 顆粒ネオ眞治S (廣貫堂)
新マルコヒロリン (廣貫堂) 新カンボーエース (廣貫堂)
廣貫堂ネオ眞治S (廣貫堂) ハイカゼ顆粒α (廣貫堂)
ネオ真治ゴールド錠 (廣貫堂) ネオ真治ゴールドカプセル (廣貫堂)
セネツロンソフトカプセル (廣貫堂) クミアイ感冒ソフトカプセル (廣貫堂)
キュキュソフトG (廣貫堂) オイヒ (廣貫堂)
ずつう・はいた・神経痛「廣貫堂」 (廣貫堂) 第⼀かぜゴールドS (廣昌堂)
ポジョンホワイト (廣昌堂) ペアコール顆粒 (廣昌堂)
ペアコール錠 (廣昌堂) フルダン顆粒 (廣昌堂)
確⼒救痛 (廣昌堂) 新ノーエチA (廣昌堂)
新サフサン (廣昌堂) 快精カプセル (廣昌堂)
ポジョンゴールド「顆粒」 (廣昌堂) ノーエチG (廣昌堂)
こどもかぜカイセイⅡ (廣昌堂) コルゲンコーワAA (興和−中外医薬⽣産)
コルゲンコーワ総合感冒薬 (興和−中外医薬⽣産) コルゲンコーワかぜ錠 (興和−中外医薬⽣産)
⼩児⽤⼀⾵飲「コタロー」 (⼩太郎漢⽅製薬−⼤昭製薬) ハッキリエース ａ (⼩林製薬)
ユニー (⼩林薬品⼯業) ブルミン (⼩林薬品⼯業)
ビタコールTM錠 (⼩林薬品⼯業) ビタクールTM錠 (⼩林薬品⼯業)
テラポニンエース錠 (⼩林薬品⼯業) アソシエ錠 (⼩林薬品⼯業)
アイユニー (⼩林薬品⼯業) ヒストルミン (⼩林薬品⼯業)
新ヒストミンカプセルS (⼩林薬品⼯業) 新イストニン顆粒 (⼩林薬品⼯業)
⼩児⽤ブルミンかぜシロップV (⼩林薬品⼯業) ⼩児⽤ビタクールDかぜシロップ (⼩林薬品⼯業)
⼩児⽤ヒストルミンかぜシロップD (⼩林薬品⼯業) ⼩児⽤ヒストミンかぜシロップD (⼩林薬品⼯業)
⼩児⽤ハリーかぜシロップA (⼩林薬品⼯業) ユニー錠 (⼩林薬品⼯業)
メディペインACE (⼩林薬品⼯業) ブルミンゴールドV微粒 (⼩林薬品⼯業)
ナオーレゴールド (⼩林薬品⼯業) ルキノンSα (⼩林薬品⼯業)
ブルミンSα (⼩林薬品⼯業) ビタクールSα錠 (⼩林薬品⼯業)
テラポニンSα (⼩林薬品⼯業) ユニペインプレミアム (⼩林薬品⼯業)
バッサルトプレミアムDX (⼩林薬品⼯業) テラポニン頭痛薬プレミアム (⼩林薬品⼯業)
セシオンHDプレミアム (⼩林薬品⼯業) ビタクール錠プレミアムNS (⼩林薬品⼯業)
ハリープレミアムNX (⼩林薬品⼯業) ルキノンKB錠 (⼩林薬品⼯業)
ブルミンKB錠 (⼩林薬品⼯業) ビタクールKB錠 (⼩林薬品⼯業)
ヒストミンKB錠 (⼩林薬品⼯業) セレチールK錠 (⼩林薬品⼯業)
サインKB錠 (⼩林薬品⼯業) ヒストミンゴールドA (⼩林薬品⼯業)
サインゴールドA微粒 (⼩林薬品⼯業) 薬師鎮痛薬a (⼩林薬品⼯業)
セシオン解熱鎮痛薬AP (⼩林薬品⼯業) アセトアミノフェンK錠 (⼩林薬品⼯業)
アセトアミノフェン錠HP (⼩林薬品⼯業) アイユニーピュア (⼩林薬品⼯業)
JAクミアイ総合感冒カプセル (⼩林薬品⼯業) 新ラクロンゴールドSα (⽶⽥薬品⼯業)
カイダーSα (⽶⽥薬品⼯業) 新スカイブブロンゴールド錠 (⽶⽥薬品⼯業)
新感冒薬コロナSα (⽶⽥薬品⼯業) ラフレッドゴールドSα (⽶⽥薬品⼯業)
新感冒薬エースS錠 (⽶⽥薬品⼯業) 新アンバーS錠 (⽶⽥薬品⼯業)
新カンボーエース錠 (⽶⽥薬品⼯業) ラクロンSα (⽶⽥薬品⼯業)
アデロンSα (⽶⽥薬品⼯業) デキロンSα (⽶⽥薬品⼯業)
アスロンSα錠 (⽶⽥薬品⼯業) ラフレッドゴールドSα錠 (⽶⽥薬品⼯業)
新スカイブブロンゴールド錠α (⽶⽥薬品⼯業) アンバーSα錠 (⽶⽥薬品⼯業)
新カンボーエースα微粒 (⽶⽥薬品⼯業) 新ラクロンゴールドA微粒 (⽶⽥薬品⼯業)
パストンゴールドA微粒 (⽶⽥薬品⼯業) 新スカイブブロンゴールド微粒 (⽶⽥薬品⼯業)
ビタトレールゴールドA微粒 (⽶⽥薬品⼯業) 新スマイルメディック (⽶⽥薬品⼯業)
新アスロンエースA微粒 (⽶⽥薬品⼯業) 新総合感冒薬A微粒 (⽶⽥薬品⼯業)
ラフレッドゴールドAα (⽶⽥薬品⼯業) ゴールドエースA微粒 (⽶⽥薬品⼯業)
アデロンゴールド微粒A (⽶⽥薬品⼯業) 新アンバーゴールドA微粒 (⽶⽥薬品⼯業)
カゼットエース総合かぜ薬 (⽶⽥薬品⼯業) アンバーかぜゴールド (⽶⽥薬品⼯業)
美空サワヤカ (⽶⽥薬品⼯業) 美空 (⽶⽥薬品⼯業)
新ネチル感冒薬顆粒 (⽶⽥薬品⼯業) 新ゴールドネチル錠 (⽶⽥薬品⼯業)
新ネチルカプセル (⽶⽥薬品⼯業) ヒストンMカプセル (⽶⽥薬品⼯業)
新ゴールドネチルカプセル (⽶⽥薬品⼯業) かぜぐすり天祐Ａ (御所薬舗)
ノツーチンＡ (船倉製薬−御所薬舗) ⾵⿓ (御所薬舗)
ロイマシンＡ (松原達摩堂−御所薬舗) ロイマシンＡ (⽥原兄弟社−御所薬舗)
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ハレルミンＡ (御所薬舗) ピラコールゴールド顆粒 (御所薬舗)
解熱鎮痛アスナオール (CYMEDIC) ノイスルピー (CYMEDIC)
チンツーサン (CYMEDIC) オピス錠 (CYMEDIC)
かぜキープ１０００ (CYMEDIC) ケロール (CYMEDIC)
ササキノーカイ (散剤) (CYMEDIC) 新ノイセル (CYMEDIC)
新かぜキノミン (CYMEDIC) ネットリトンプク (CYMEDIC)
新ビターコルド (CYMEDIC) ノイセルエースG (CYMEDIC)
ハイデラ (CYMEDIC) ストナジェルサイナス (佐藤製薬)
ストナジェルサイナスEX (佐藤製薬) ストナプラス２ (佐藤製薬)
ストナプラスジェル２ (佐藤製薬) ストナプラスジェルS (佐藤製薬)
ストナプラスジェルEX (佐藤製薬) ストナデイタイム (佐藤製薬)
ストナファミリー (佐藤製薬) ストナジェルNS (佐藤製薬)
ストナシロップA⼩児⽤ (佐藤製薬) ストナメルティ⼩児⽤ (佐藤製薬)
新ストナエースG (佐藤製薬) リングルN (佐藤製薬)
新アスナミンＺ (佐藤薬品⼯業) 新アスピタGO (佐藤薬品⼯業)
テラポニンａ (佐藤薬品⼯業) トレル細粒〈分包〉 (佐藤薬品⼯業)
さとういたみ⽌め (佐藤薬品⼯業) さとう鎮痛錠 (佐藤薬品⼯業)
アスナミンＺ (佐藤薬品⼯業) さとうかぜぐすり (佐藤薬品⼯業)
三愛鎮痛散 (三愛薬局−廣昌堂) 三光丸かぜぐすりカプセル (三光丸−寧薬化学⼯業)
⾵若錠 (剤盛堂薬品) デプロキdeux (剤盛堂薬品)
セデス・ハイ プロテクト (シオノギヘルスケア) セデス・ハイG (シオノギヘルスケア)
セデス・ハイ (シオノギヘルスケア) 新セデス錠 (シオノギヘルスケア)
セデスV (シオノギヘルスケア) セデス・ファースト (シオノギヘルスケア)
パイロンPL顆粒Pro (シオノギヘルスケア) パイロンPL顆粒 (シオノギヘルスケア)
パイロンPL錠 (シオノギヘルスケア) パイロンPL錠 ゴールド (シオノギヘルスケア)
パイロン溶かしてのむかぜ薬 (シオノギヘルスケア−⽇東薬品⼯業) パイロンハイEX (シオノギヘルスケア−⽇東薬品⼯業)
クイックロコ錠 (シオノギヘルスケア−第⼀薬品⼯業) カイホー (滋賀県製薬)
スパーク２１G (滋賀県製薬) スパークカプセル (滋賀県製薬)
スパーク糖⾐ (滋賀県製薬) ソボンこどもかぜ薬細粒 (滋賀県製薬)
⼩児⽤カゼヒスミン (滋賀県製薬) 新ベサエース⼩児⽤ (滋賀県製薬)
エスベナンエースＡＥＣ (⽩⽯薬品−⽇野薬品⼯業) 新アネピラソフト (⽩⽯薬品−⽇野薬品⼯業)
オルブロンゴールドA (新⽇製薬) タイレノールＡ (JNTLコンシューマーヘルス−東亜薬品)
神農ラベリン錠剤Ａ (ジェーピーエス製薬) 神農ラベリン錠剤Ｓ (ジェーピーエス製薬)
神農ラベリン錠剤Ｋ (ジェーピーエス製薬) 神農ラベリン顆粒Ｐ (ジェーピーエス製薬)
ダイヤルかぜ７顆粒 (ジェーピーエス製薬) 神農ラベリン顆粒Ｌ (ジェーピーエス製薬)
ダイヤルかぜ５顆粒 (ジェーピーエス製薬) 神農ラベリン顆粒Ａ (ジェーピーエス製薬)
ダイヤルかぜ３顆粒 (ジェーピーエス製薬) 神農ラベリン顆粒Ｓ (ジェーピーエス製薬)
ダイヤルかぜ１顆粒 (ジェーピーエス製薬) 神農ラベリン顆粒Ｋ (ジェーピーエス製薬)
とをしや感冒剤 (ジェーピーエス製薬) ダイヤルかぜ３錠剤 (ジェーピーエス製薬)
ＪＰＳかぜ６号錠 (ジェーピーエス製薬) ダイヤルかぜ５錠剤 (ジェーピーエス製薬)
ＪＰＳかぜ５号錠 (ジェーピーエス製薬) ダイヤルかぜ２錠剤 (ジェーピーエス製薬)
ＪＰＳかぜ２号錠 (ジェーピーエス製薬) ダイヤルかぜ１錠剤 (ジェーピーエス製薬)
ＪＰＳかぜ１号錠 (ジェーピーエス製薬) ＪＰＳかぜ薬８号Ｇ (ジェーピーエス製薬)
ＪＰＳかぜ薬６号Ｇ (ジェーピーエス製薬) ＪＰＳかぜ薬５号Ｇ (ジェーピーエス製薬)
ＪＰＳかぜ薬２号Ｇ (ジェーピーエス製薬) ＪＰＳかぜ薬１号Ｇ (ジェーピーエス製薬)
ダイヤルかぜ２顆粒 (ジェーピーエス製薬) ダイヤルかぜ７錠剤 (ジェーピーエス製薬)
かぜねつショーキカプセルＡ (仁⽣薬品−第⼀薬品⼯業) かぜピタリンカプセルＡ (仁⽣薬品−第⼀薬品⼯業)
⼩児⽤感冒薬リココデＳ液 (ゼネル薬品⼯業−ゼネル薬⼯粉河) リココデ顆粒−ＳⅡ (ゼネル薬品⼯業−ゼネル薬⼯粉河)
アルドミン錠Ａ (ゼネル薬品⼯業−ゼネル薬⼯粉河) リココデＳＰ錠 (ゼネル薬品⼯業−ゼネル薬⼯粉河)
「⼩児⽤」感冒薬ハイリココデ液 (ゼネル薬品⼯業−ゼネル薬⼯粉河) 「⼩児⽤」ベナール液 (ゼネル薬品⼯業−ゼネル薬⼯粉河)
リココデ顆粒−Ｓ (ゼネル薬品⼯業−ゼネル薬⼯粉河) ⻭痛トンプク (全国薬品⼯業)
ネオ解熱トンプク (全国薬品⼯業) ヤクウン (全国薬品⼯業)
サーミン (全国薬品⼯業) 新ジキニン顆粒 (全薬⼯業)
ジキニン顆粒A (全薬⼯業) ジキニンC (全薬⼯業)
ジキニンファースト顆粒N (全薬⼯業) ジキニンファーストネオ錠 (全薬⼯業)
ジキニンファーストネオ顆粒 (全薬⼯業) ⼩児⽤ジキニンシロップ (全薬⼯業)
ジキニンファースト錠 (全薬⼯業) セミドン顆粒 (全薬⼯業)
ピリットカプセルＳ (⼤協薬品⼯業) かぜピラシリンゴールドＫ (⼤協薬品⼯業)
かぜジエットＡ (⼤協薬品⼯業) リリーフゴールド (⼤協薬品⼯業)
カゼチームカプセルＧ (⼤協薬品⼯業) カゼチーム (⼤協薬品⼯業)
エンカセブンカプセルＧ (⼤協薬品⼯業) エンカセブン (⼤協薬品⼯業)
はれやかＳ (⼤協薬品⼯業) かぜピラシンゴールドＳ (⼤協薬品⼯業)
かぜピラシンゴールドＫ (⼤協薬品⼯業) かぜジェットＴ (⼤協薬品⼯業)
かぜキープＳ (⼤協薬品⼯業) ホルダン糖⾐錠K1 (⼤師製薬−寧薬化学⼯業)
パブロンゴールドＡ＜錠＞ (⼤正製薬) パブロンゴールドＡ＜微粒＞ (⼤正製薬)
パブロンＳゴールドＷ錠 (⼤正製薬) パブロンＳゴールドＷ微粒 (⼤正製薬)
パブロンＳα＜錠＞ (⼤正製薬) パブロンＳα＜微粒＞ (⼤正製薬)
パブロンキッズかぜシロップ (⼤正製薬) パブロンキッズかぜ錠 (⼤正製薬)
パブロンキッズかぜ微粒 (⼤正製薬) パブロン５０錠 (⼤正製薬−ジェーピーエス製薬)
ナロン錠 (⼤正製薬) ナロン顆粒 (⼤正製薬)
ナロンｍ (⼤正製薬) ⼤正トンプク (⼤正製薬)
こどもパブロン坐薬 (⼤正製薬) カゼロンゴールド顆粒 (太陽堂製薬)
モーリンホワイト (太陽薬品−常盤薬品⼯業) エピシロンかぜＧＯ (⾼市製薬−丸太中嶋製薬)
フクヤノーカツＡ (⾼市製薬) ノーピタＳ (⾼市製薬)
テムジンホワイト (宝薬品⼯業−廣昌堂) タカラゴールド (宝薬品⼯業−廣昌堂)
宝薬品のカイツーＡ１Ｚ (宝薬品⼯業−廣昌堂) ⽵参かぜまる (タキザワ漢⽅廠)
スターカプセル (⽥原兄弟社−寧薬化学⼯業) 新スッキリA錠 (⽥原兄弟社−寧薬化学⼯業)
恵快ACE (⽥村薬品⼯業) 新ツーシンACE (⽥村薬品⼯業)
新プリドミン (⽥村薬品⼯業) プリドミンG (⽥村薬品⼯業)
プリドミンカプセル (⽥村薬品⼯業) ツーシン錠 (⽥村薬品⼯業)
⼩児⽤パプトンベビー (⽥村薬品⼯業) 新パプトンゴールド (⽥村薬品⼯業)
サリドンエース (第⼀三共ヘルスケア) ルルアタックＦＸａ (第⼀三共ヘルスケア−滋賀県製薬)
新ルルＡゴールドｓ (第⼀三共ヘルスケア) 新ルル−Ａ錠ｓ (第⼀三共ヘルスケア)
新ルルＡゴールドＤＸα (第⼀三共ヘルスケア) 新ルルＡゴールドＤＸ (第⼀三共ヘルスケア)
新ルルＡゴールドＤＸ細粒 (第⼀三共ヘルスケア) 新ルルエース (第⼀三共ヘルスケア)
新ルルＳ細粒 (第⼀三共ヘルスケア−ダイト) 新プレコールＳ顆粒 (第⼀三共ヘルスケア−⽥村薬品⼯業)
プレコールエース顆粒 (第⼀三共ヘルスケア−⽥村薬品⼯業) プレコールかぜ薬錠 (第⼀三共ヘルスケア−⽥村薬品⼯業)
プレコール感冒カプセル (第⼀三共ヘルスケア−東亜薬品) プレコールＣＲ持続性錠 (第⼀三共ヘルスケア)
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プレコール持続性カプセル (第⼀三共ヘルスケア) ペラックコールドＴＤ錠 (第⼀三共ヘルスケア−佐藤製薬)
ペラック総合かぜ薬細粒 (第⼀三共ヘルスケア−ダイト) カゼゴールドエース (第⼀薬品⼯業)
カゼゴールドＫ顆粒 (第⼀薬品⼯業) カゼゴールドカプセルＧＯ (第⼀薬品⼯業)
カゼゴールドソフト (第⼀薬品⼯業) かぜユーシン (第⼀薬品⼯業)
清痛顆粒 (第⼀薬品⼯業) 清痛錠 (第⼀薬品⼯業)
ワン (第⼀薬品⼯業) 総合感冒剤ＱＧ (⼤昭製薬)
アセトアミノフェンＡＦ錠 (⼤昭製薬) アロピラリンＳ (⼤昭製薬)
⼩児⽤ハイセーフーＳａ (⼤昭製薬) ドニーＫ顆粒 (⼤昭製薬)
ヘルビックＳ顆粒・ゴールド (⼤昭製薬) ヘルビックＳ顆粒 (⼤昭製薬)
ハイセーフーＳ顆粒 (⼤昭製薬) カゼホワイトカプセル (ダイト−廣昌堂)
カゼプロカプセルS (ダイト−明治製薬) リーザL (ダイト)
ワンツー (⼤毎代理部薬品部−寧薬化学⼯業) 新ネツナインエース (⼤毎代理部薬品部−寧薬化学⼯業)
ネアロピタン (⼤和製薬−寧薬化学⼯業) トクシンA (⼤和製薬−寧薬化学⼯業)
新キコデ解熱鎮痛薬 (チベン製薬−ワキ製薬) ラモンドール・ハイ (中央薬品)
総合感冒薬かぜねつ錠 (中央薬品) ⾵神ソフト (中央薬品)
ラモンドールⅡ (中央薬品) ズバリ錠Ｘ (中央薬品)
ズバリタイムⅡ (中央薬品) ズバリ（頭⻭利） (中央薬品)
新⼩児⽤パラローンS (中外医薬⽣産) 新⼩児⽤ニギンS (中外医薬⽣産)
新⼩児⽤マイフレンS (中外医薬⽣産) 新⼩児⽤セイヨン内服液 (中外医薬⽣産)
⼩児⽤新レイメル内服液 (中外医薬⽣産) 新⼩児⽤フリア内服液 (中外医薬⽣産)
新チルニン⼩児シロップ (中外医薬⽣産) 新⼩児⽤ユリアンシロップ (中外医薬⽣産)
ビタトレール クイックA錠 (中外医薬⽣産) ユリアンストップAEプラス (中外医薬⽣産)
スカッタリン (中外医薬⽣産) パラローンかぜEXゴールド (中外医薬⽣産)
ビタトレール ゴールドS錠 (中外医薬⽣産) ユリアン総合かぜ薬 (中外医薬⽣産)
セイヨン総合かぜ薬 (中外医薬⽣産) オートノーピンＲ錠 (中京医薬品−美吉野製薬)
ビューンかぜＧＯＬＤ錠 (中京医薬品−美吉野製薬) 新スムーディＡ (中京医薬品−⼤協薬品⼯業)
スムーディＰゴールド (中京医薬品−⼤協薬品⼯業) カゼゼンカプセル (中部薬品−美吉野製薬)
ハイゼンＧ (中部薬品−第⼀薬品⼯業) ラレー (中和薬品−和平製薬)
新ローリンカプセルＥ (テイカ製薬) ヅーシ錠 (テイカ製薬)
カゼアウト (テイカ製薬) DHC 総合かぜ薬 (ディーエイチシー)
エスロンDX (東亜薬品) かぜピラCPW (東亜薬品)
かぜピラα (東亜薬品) かぜピラ錠 (東亜薬品)
エスピラカプセル (東亜薬品) トキワ 新レストン錠 (常盤薬品⼯業−ワキ製薬)
救⾵ゴールド (常盤薬品⼯業) 救⾵ゴールドDX (常盤薬品⼯業)
ネオ真治ゴールド錠S (富⼭めぐみ製薬−美吉野製薬) かぜピラα (富⼭めぐみ製薬−東亜薬品)
はれやかS (富⼭めぐみ製薬−⼤協薬品⼯業) プロピン「顆粒」 (富⼭めぐみ製薬−ダイト)
サラリ「顆粒」 (富⼭めぐみ製薬−ダイト) プロピンゴールドカプセルW (富⼭めぐみ製薬)
プロピンゴールドカプセルAⅡ (富⼭めぐみ製薬) プロピンゴールドカプセルG (富⼭めぐみ製薬)
プロピンゴールドカプセルA (富⼭めぐみ製薬) プロピンゴールドSP (富⼭めぐみ製薬)
NAこどもかぜぐすり (富⼭めぐみ製薬) トンプククロベ散 (富⼭めぐみ製薬)
タロパカプセルA (富⼭めぐみ製薬) ジンセン感冒ゴールド (富⼭めぐみ製薬)
サラリ２１ (富⼭めぐみ製薬) ケロリンT (富⼭めぐみ製薬)
カゼンエース (富⼭めぐみ製薬) カゼン２１ (富⼭めぐみ製薬)
カゼビタカプセルpro (富⼭めぐみ製薬) かぜロダンW (富⼭めぐみ製薬)
かぜロダンSG (富⼭めぐみ製薬) かぜプロピンS (富⼭めぐみ製薬)
かぜアタック (富⼭めぐみ製薬) ワンツー (⽇研製薬−寧薬化学⼯業)
新コーカ錠 (⽇研製薬−寧薬化学⼯業) コーカカプセル (⽇研製薬−寧薬化学⼯業)
Ｎ．Ｙサニー (⽇興薬品−ワキ製薬) かぜトップＳ (⽇参製薬保寿堂−第⼀薬品⼯業)
ペインサール顆粒 (⽇新製薬−廣昌堂) セメヂン顆粒 (⽇新薬品⼯業)
かぜ薬 トピックGX (⽇新薬品⼯業) トピックスーパー (⽇新薬品⼯業)
アスゲンかぜ総合錠 (⽇邦薬品⼯業−アスゲン製薬) ⼩児⽤ツーランシロップ (⽇邦薬品⼯業−⽇東薬品⼯業)
新⼩児⽤タウロアタック・シロップ (⽇邦薬品⼯業−福井製薬) 新タウロ感冒ブルーα (⽇邦薬品⼯業−福井製薬)
新タウロ感冒レッド (⽇邦薬品⼯業−福井製薬) 新パトシック錠 (⽇邦薬品⼯業−⽇東薬品⼯業)
シンピタエース (⽇邦薬品⼯業−佐藤薬品⼯業) タイムコールＰ錠 (⽇邦薬品⼯業−⽇東薬品⼯業)
チルコール溶かして飲むかぜ薬 (⽇邦薬品⼯業−⽇東薬品⼯業) ⼩児⽤新マイフーロンシロップ (⽇本製薬商事−⽇本製薬⼯業)
マイフーロンゴールド錠 (⽇本製薬商事−⽇本製薬⼯業) 布⻲かぜゴールドカプセルDX (布⻲−常盤薬品⼯業)
ホルダンハイカプセル (寧薬化学⼯業) ニューニクロン錠F (寧薬化学⼯業)
ペインサール顆粒 (ノーエチ薬品−廣昌堂) ノーエチＳ (ノーエチ薬品−廣昌堂)
ノーエチW顆粒 (ノーエチ薬品−廣昌堂) スターカプセル (ヒノデタカ薬品−寧薬化学⼯業)
カゼックスＤＸシロップ⼩児⽤ (⽇野薬品⼯業) コデジールＡ錠 (⽇野薬品⼯業)
セデリン・Ｋ (⽇野薬品⼯業) セデリンシロップ⼩児⽤ (⽇野薬品⼯業)
フルセーフカプセル (⽇野薬品⼯業) ⼩児⽤コデジールＳＤシロップ (⽇野薬品⼯業)
⼩児⽤新コデジールＨシロップ (⽇野薬品⼯業) アセトアミノフェンＡＦ錠 (⽇野薬品⼯業−⼤昭製薬)
ヒヤこどもかぜシロップＳ  (樋屋製薬−萬⾦薬品⼯業) キオフィーバ (樋屋製薬)
ヒヤこども総合かぜ薬M (樋屋製薬) ホルダンハイカプセル (広島薬品−寧薬化学⼯業)
ニューカイテキ錠F (富⼠薬品) スグナIP錠プレミアム (富⼠薬品)
カイテキZプラスA (富⼠薬品) 新ジキナ糖⾐錠DX (富⼠薬品)
新ジキナエースDX (富⼠薬品) ジキナ顆粒ゴールド (富⼠薬品)
⼩児ジキナ顆粒A (富⼠薬品) スグナ錠 (富⼠薬品−東和製薬)
エクドランZA (富⼠薬品−パナケイア製薬) ハヤナ顆粒A (富⼠薬品−パナケイア製薬)
ハヤナ錠 (富⼠薬品−パナケイア製薬)
クミアイ新かぜぐすりカプセル (北海道厚⽣農業協同組合連合会−佐藤薬品⼯業)
クミアイかぜぐすりカプセル (北海道厚⽣農業協同組合連合会−佐藤薬品⼯業)
クミアイ新感冒錠 (北海道厚⽣農業協同組合連合会−佐藤薬品⼯業)
クミアイ新いたみどめカプセル (北海道厚⽣農業協同組合連合会−佐藤薬品⼯業)
クミアイいたみどめカプセル (北海道厚⽣農業協同組合連合会−佐藤薬品⼯業)
クミアイ新頭痛錠 (北海道厚⽣農業協同組合連合会−佐藤薬品⼯業) かぜ内服液Ｗ「⼩児⽤」 (本草製薬−⼤⽣堂薬品⼯業)
アスマリンＫ (本草製薬−⼤⽣堂薬品⼯業) 本草 かぜ内服液⼩児⽤−ＳＸ (本草製薬−⼤⽣堂薬品⼯業)
エーアイプレミアム (本草製薬) ペアコールＳ錠 (ホーユー−ジェーピーエス製薬)
ペアコールＫ顆粒 (ホーユー−ジェーピーエス製薬) ペアコールＫ錠 (ホーユー−ジェーピーエス製薬)
スズレックスＤ (ホーユー−ジェーピーエス製薬) レポチリン昼・夜タイプ (増⽥製薬−薬王製薬)
レポチリンSカプセル (増⽥製薬) レポチリン糖⾐ (増⽥製薬)
レポチリンH．D (増⽥製薬) ノーラク (増⽥製薬)
ネオノーラクＡ (増⽥製薬) だるまハイトンゼロスリー (丸三製薬バイオテック−⼤協薬品⼯業)
⾵薬天狗散 (丸太中嶋製薬) ⾵天狗 (丸太中嶋製薬)
キクマルキン (丸太中嶋製薬) キクヒラル (丸太中嶋製薬)
キクテングカゼグスリ (丸太中嶋製薬) カゼキリカプセル (丸太中嶋製薬)
カゼキリGO (丸太中嶋製薬) カゼキリA (丸太中嶋製薬)
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頭痛⻭痛トンプク (丸太中嶋製薬) 新正効散Ａ (美吉野製薬)
新ゴール錠 (美吉野製薬) ノーサン「エーワン」 (美吉野製薬)
ナイヤガラピリン散Ａ (美吉野製薬) カゼマートＳ (美吉野製薬)
オニチール⾵ぐすり (美吉野製薬) アロビタール錠 (美吉野製薬)
かぜ東和S (明治製薬) かぜムテキ (明治製薬)
ハイメーセ (明治製薬) 明治かぜSS (明治製薬)
メデスS (明治製薬) ベルゲンシロップ（⼩児⽤） (明治薬品)
新ノーソ (明治薬品) ベルゲンカプセルⅢ (明治薬品−⼤協薬品⼯業)
⼩児⽤ノバコデS (森⽥薬品⼯業) 新スコカプセルA (⼤和合同製薬−寧薬化学⼯業)
ねつトンプクＡ (⼤和合同製薬) ノーヤクＡ (⼤和合同製薬)
ヅツプロマイ (⼤和合同製薬) ニコヤカＡ (⼤和合同製薬)
ヅツノーイチ (⼤和合同製薬) ローシンＡ (⼤和合同製薬)
づつうノーヤク (⼤和合同製薬) ノーコー錠Ａ (吉⽥製薬−寧薬化学⼯業)
ゴールドスーフンＡ (吉⽥製薬) 頭痛ノーコーサンＡ (吉⽥製薬)
カゼリックＣ錠 (⽶⽥薬品) カゼリック顆粒 (⽶⽥薬品)
カゼリックＷ液「⼩児⽤」 (⽶⽥薬品) パミコール錠 (⽶⽥薬品)
パミコール顆粒 (⽶⽥薬品) ポパドンＡ (⽶⽥薬品)
レスラックＡ (⽶⽥薬品) ⼩児⽤バファリンチュアブル (ライオン)
⼩児⽤バファリンCⅡ (ライオン) バファリンルナJ (ライオン)
バファリンルナi (ライオン) バファリンプレミアムDX (ライオン)
バファリンプレミアム (ライオン) バファリンジュニアかぜ薬a (ライオン)
キッズバファリンシロップS (ライオン) キッズバファリンかぜシロップS (ライオン)
キッズバファリンかぜシロップP (ライオン) エキセドリンプラスＳ (ライオン)
エキセドリンA錠 (ライオン) ミミトンエースカプセル (ワキ製薬)
ピタリノール錠 (ワキ製薬) ピタリ「ワキ」細粒 (ワキ製薬)
ピタリＬ プラス (ワキ製薬) かぜにみみとん (ワキ製薬)
ノノン錠 (湧永製薬) フジコールカプセル (湧永製薬)
ワクナガフジコールW (湧永製薬) サリゲンＳ (和平製薬)
ゴールドヒネツＫ (和平製薬) ホームラン (和平製薬)
カゼックゴールド (プロダクト・イノベーション−第⼀薬品⼯業) メディプロＨＷかぜ薬 (プロダクト・イノベーション−美吉野製薬)

(販売会社名 五⼗⾳順)

-以上-

流通在庫との関係から、改訂内容を反映した製品がお⼿元に届くまでに時間を要することがあり
ますので、既にお⼿元にある製品を販売する際には、ここにご案内申し上げました改訂内容をご
確認くださいますようお願い申し上げます。
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