
セルフメディケーション税制対象品目一覧　（2019年1月31日公表版）

No. 販売名 成分名 製造販売業者名

1 アイジーAL クロモグリク酸 佐賀製薬株式会社

2 アイデールパップV インドメタシン 東和製薬株式会社

3 アイビタン メコバラミン 至誠堂製薬株式会社

4 IBU鎮痛薬EX イブプロフェン 奥田製薬株式会社

5 アイフリーコーワAL アシタザノラスト 興和株式会社

6 アイブルーAGⅡ クロモグリク酸 キョーリンリメディオ株式会社　

7 アイラートAG クロモグリク酸 東亜薬品株式会社

8 アイリスAGガード ケトチフェン 大正製薬株式会社

9 アイリスガードP プラノプロフェン テイカ製薬株式会社

10 アインADクリームS プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

11 アインAD軟膏EX プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

12 アインAD軟膏S プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

13 アインEX液S プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

14 アイン口内軟膏A トリアムシノロンアセトニド 小林薬品工業株式会社

15 アウチレスシップi インドメタシン 株式会社大石膏盛堂

16 アオキュア ポリエチレンスルホン酸 小林製薬株式会社

17 アクチビア軟膏 アシクロビル GSK CHJ社

18 アクティL フラボキサート コーア製薬株式会社

19 アクティビタミンGXゴールド メコバラミン 小林薬品工業株式会社

20 アクテージSN錠 メコバラミン 武田コンシューマーヘルスケア株式会社

21 アジェンテAG点鼻薬 クロモグリク酸 奥田製薬株式会社

22 アジェンテ鎮痛薬a イブプロフェン 奥田製薬株式会社

23 アシクロビル軟膏α アシクロビル 奥田製薬株式会社

24 アシノンZ ニザチジン ゼリア新薬工業株式会社

25 アシノンZ胃腸内服液 ニザチジン ゼリア新薬工業株式会社

26 アシノンZ錠 ニザチジン ゼリア新薬工業株式会社

27 アスゲンPVAクリームa プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

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

29 アスゲンPVA軟膏a プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

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

31 アスゲン点眼薬AG クロモグリク酸 佐賀製薬株式会社

32 アスゲン点鼻薬AG クロモグリク酸 株式会社雪の元本店

33 アスタシオンAG点鼻薬 クロモグリク酸 池尻製薬株式会社

34 アスタシオンALGプラス点鼻薬 クロモグリク酸 セントラル製薬株式会社

35 アステスクEXゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 前田薬品工業株式会社
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36 アステスクEX液 プレドニゾロン吉草酸エステル 前田薬品工業株式会社

37 アスピーアイAG クロモグリク酸 佐賀製薬株式会社

38 アスミンIB イブプロフェン 薬王製薬株式会社

39 アスミンガードAZ アゼラスチン 薬王製薬株式会社

40 アスミン鼻炎薬 ケトチフェン 薬王製薬株式会社

41 アスレットLXクリーム ビホナゾール 新生薬品株式会社

42 アスレットLX液 ビホナゾール 新生薬品株式会社

43 アセムヒEX プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社池田模範堂

44 アゼラスチンソフトカプセルEX アゼラスチン 株式会社ビオメディクス

45 アゼラック錠 アゼラスチン 第一薬品工業株式会社

46 アダムA錠 イブプロフェン 皇漢堂製薬株式会社

47 アトレチオンLX ビホナゾール 新生薬品株式会社

48 アトレチオンLXクリーム ビホナゾール 新生薬品株式会社

49 アトレチオンLXスプレー ビホナゾール 新生薬品株式会社

50 アナガリスAGクール クロモグリク酸 奥田製薬株式会社

51 アナガリスAG点鼻薬 クロモグリク酸 奥田製薬株式会社

52 アナガリスαs イブプロフェン セントラル製薬株式会社

53 アナガリスALGプラス点鼻薬 クロモグリク酸 奥田製薬株式会社

54 アナガリスALGプラス点鼻薬クール クロモグリク酸 奥田製薬株式会社

55 アニベールエースクリーム ビホナゾール 新生薬品株式会社

56 アニベールエース液 ビホナゾール 新生薬品株式会社

57 アネイクEXクリーム ビホナゾール 前田薬品工業株式会社

58 アネイクEX液 ビホナゾール 前田薬品工業株式会社

59 アバロン ソファルコン 大正製薬株式会社

60 アバロンS ソファルコン 大正製薬株式会社

61 アフタガード トリアムシノロンアセトニド 佐藤製薬株式会社　

62 アフタッチA トリアムシノロンアセトニド 帝人ファーマ株式会社

63 アフテイト水虫クリーム ビホナゾール 株式会社雪の元本店

64 アフテイト水虫液 ビホナゾール 株式会社雪の元本店

65 アポスティークリーム イブプロフェンピコノール ゼリア新薬工業株式会社

66 アムティパップ フェルビナク 株式会社ミクロ薬品

67 アラセナS ビダラビン 佐藤製薬株式会社

68 アラセナSクリーム ビダラビン 佐藤製薬株式会社

69 アリナミンEXゴールド メコバラミン 武田コンシューマーヘルスケア株式会社

70 アルガード　クイックチュアブル メキタジン ロート製薬株式会社
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71 アルガード持続性鼻炎シールド24h エピナスチン 森下仁丹株式会社

72 アルガード鼻炎クールアップEX メキタジン ロート製薬株式会社

73 アルクイックAG点鼻薬 クロモグリク酸 奥田製薬株式会社

74 アルクイックAG目薬 クロモグリク酸 滋賀県製薬株式会社

75 アルクイックIPa イブプロフェン 奥田製薬株式会社

76 アルシェルターEX クロモグリク酸 佐賀製薬株式会社

77 アルシンカゼIP イブプロフェン 滋賀県製薬株式会社

78 アルシンかぜMX メキタジン、ブロムヘキシン 滋賀県製薬株式会社

79 アルシン咳止めカプセルEX カルボシステイン 滋賀県製薬株式会社

80 アルテスミンファースト イブプロフェン 小林薬品工業株式会社

81 アルテナスBTエースクリーム ブテナフィン 奥田製薬株式会社

82 アルテナスBTエース液 ブテナフィン 奥田製薬株式会社

83 アルテナスαクリーム ミコナゾール 奥田製薬株式会社

84 アルテナスα液 ミコナゾール 奥田製薬株式会社

85 アルテナス液 ミコナゾール 中外医薬生産株式会社

86 アルテナス軟膏 ミコナゾール 中外医薬生産株式会社

87 アレギサール鼻炎 ペミロラストカリウム 田辺三菱製薬株式会社

88 アレグラFX フェキソフェナジン サノフィ株式会社

89 アレグラFXジュニア フェキソフェナジン サノフィ株式会社

90 アレジオン10 エピナスチン エスエス製薬株式会社

91 アレジオン20 エピナスチン エスエス製薬株式会社

92 アレジークHI フェキソフェナジン 日野薬品工業株式会社

93 アレジフェンス アシタザノラスト わかもと製薬株式会社

94 アレジラスト10 エピナスチン 大興製薬株式会社

95 アレジラスト20 エピナスチン 大興製薬株式会社

96 アレジンAZ錠 アゼラスチン 第一薬品工業株式会社

97 アレマンエース アゼラスチン オール薬品工業株式会社

98 アレルギールSK プレドニゾロン吉草酸エステル 東興薬品工業株式会社

99 アレルビ フェキソフェナジン 皇漢堂製薬株式会社

100 アンカビンmic ミコナゾール 剤盛堂薬品株式会社

101 アンバーS錠 ブロムヘキシン 米田薬品工業株式会社

102 アンブロスEXクリーム ウフェナマート 前田薬品工業株式会社

103 アンメルシン1％ゲル インドメタシン 東光薬品工業株式会社

104 アンメルシン1％ヨコヨコ インドメタシン 小林製薬株式会社

105 アンメルツ　ゴールド　EX フェルビナク 小林製薬株式会社

3 / 49
MEDICAL SERVE CO.,LTD.

https://medical-sv.com/



セルフメディケーション税制対象品目一覧　（2019年1月31日公表版）

No. 販売名 成分名 製造販売業者名

106 アンメルツNEO ジクロフェナク 小林製薬株式会社

107 アンメルツNEOJ ジクロフェナク 小林製薬株式会社

108 イーナ錠 イブプロフェン 皇漢堂製薬株式会社

109 イヴウェル解熱鎮痛錠 イブプロフェン テイカ製薬株式会社

110 イストサン下痢止めLP ロペラミド 米田薬品株式会社

111 イストロン　下痢止め ロペラミド 前田薬品工業株式会社

112 イストロン　下痢止め　フィルム ロペラミド ツキオカフィルム製薬株式会社　

113 イタノンIDスプレー インドメタシン 前田薬品工業株式会社

114 胃腸薬チェロ ゲファルナート 大日本除虫菊（株）

115 イノキュアS ブチルスコポラミン 小林薬品工業株式会社

116 イノセアバランス トロキシピド 佐藤製薬株式会社

117 イノセアワンブロック ロキサチジン酢酸エステル あすか製薬株式会社

118 イノセントアイAC クロモグリク酸 ゼリア新薬工業株式会社

119 イノック下痢止め ロペラミド 湧永製薬株式会社

120 イノパンMI錠 ピレンゼピン 小林薬品工業株式会社

121 イハダ　アクネキュアクリーム イブプロフェンピコノール 万協製薬株式会社

122 イハダ　プリスクリードAA ウフェナマート 株式会社 資生堂

123 イハダ　プリスクリードD ウフェナマート 株式会社 資生堂

124 イブ イブプロフェン エスエス製薬株式会社

125 イブ＜糖衣錠＞ イブプロフェン エスエス製薬株式会社

126 イブA錠 イブプロフェン エスエス製薬株式会社

127 イブA錠EX イブプロフェン エスエス製薬株式会社

128 イブクイック頭痛薬 イブプロフェン エスエス製薬株式会社

129 イブクイック頭痛薬DX イブプロフェン エスエス製薬株式会社

130 イブトレックス イブプロフェン ワキ製薬株式会社

131 イブトンカプセル イブプロフェン ワキ製薬株式会社

132 イブハーツ イブプロフェン、ブロムヘキシン 武田テバファーマ株式会社

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

134 イブプロン イブプロフェン 至誠堂製薬株式会社

135 インサイドテープ インドメタシン エスエス製薬株式会社

136 インサイドハイパップP インドメタシン エスエス製薬株式会社

137 インダスゲル インドメタシン 東和製薬株式会社

138 インダス液 インドメタシン 東和製薬株式会社

139 インテクリーム1％ インドメタシン 東光薬品工業株式会社

140 インテゲル1％ インドメタシン 東光薬品工業株式会社
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141 インテターム錠 イブプロフェン 神農製薬株式会社

142 インテミルリィーゲル1％ インドメタシン 東光薬品工業株式会社

143 インデリンテープFB35 フェルビナク 東光薬品工業株式会社

144 インテローション1％ インドメタシン 東光薬品工業株式会社

145 イントウェル イブプロフェン 小林製薬株式会社

146 インドメクールT インドメタシン 大協薬品工業株式会社

147 インドメサールプラス インドメタシン 東光薬品工業株式会社

148 インドメサット1％液 インドメタシン 東光薬品工業株式会社

149 インドメシートID インドメタシン 大協薬品工業株式会社

150 インドメタシンメトテック0．5％ インドメタシン 株式会社キンエイクリエイト

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

152 インドメタシン液＜ニッスイ＞ インドメタシン 東光薬品工業株式会社

153 インドメフィットT インドメタシン 大協薬品工業株式会社

154 インペタン インドメタシン 東光薬品工業株式会社

155 インペタン1％クリーム インドメタシン 東光薬品工業株式会社

156 インペタン1％ゲル インドメタシン 東光薬品工業株式会社

157 インペタン1％ミルリィーゲル インドメタシン 東光薬品工業株式会社

158 インペタン1％液 インドメタシン 三友薬品株式会社

159 インペタンチックPX ピロキシカム 三友薬品株式会社

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

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

162 ウイルクエストIPa イブプロフェン 奥田製薬株式会社

163 ウインパスID インドメタシン 帝國製薬株式会社

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

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

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

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

168 ウナコーワエースG プレドニゾロン吉草酸エステル 興和株式会社

169 ウナコーワエースL プレドニゾロン吉草酸エステル 興和株式会社

170 エアーサロンパスDX フェルビナク 久光製薬株式会社

171 エイクリヤー1％ゲル インドメタシン 東光薬品工業株式会社

172 エイクリヤー1％シップ インドメタシン 東光薬品工業株式会社

173 エイクリヤー1％液 インドメタシン 三友薬品株式会社

174 エイクリヤーLテープFB5％α フェルビナク 東光薬品工業株式会社

175 エイクリヤーテープFB35温感 フェルビナク 東光薬品工業株式会社
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176 エイクリヤーテープFB5％α フェルビナク 東光薬品工業株式会社

177 エイクリヤーテープFB70 フェルビナク 東光薬品工業株式会社

178 エイクリヤーテープFB70温感 フェルビナク 東光薬品工業株式会社

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

180 エージーアイズアレルカットC クロモグリク酸 第一三共ヘルスケア株式会社

181 エージーアイズアレルカットM クロモグリク酸 第一三共ヘルスケア株式会社

182 エージーアイズアレルカットS クロモグリク酸 第一三共ヘルスケア株式会社

183 エージーノーズ クロモグリク酸 第一三共ヘルスケア株式会社

184 エージーノーズアレルカットC クロモグリク酸 第一三共ヘルスケア株式会社

185 エージーノーズアレルカットM クロモグリク酸 第一三共ヘルスケア株式会社

186 エージーノーズアレルカットS クロモグリク酸 第一三共ヘルスケア株式会社

187 エージーノーズクール クロモグリク酸 第一三共ヘルスケア株式会社

188 エーゼットアルファ クロモグリク酸 ゼリア新薬工業株式会社

189 エーワンL ビホナゾール 新生薬品株式会社

190 エーワンLX ビホナゾール 新生薬品株式会社

191 エーワンLXクリーム ビホナゾール 新生薬品株式会社

192 エーワンLクリーム ビホナゾール 新生薬品株式会社

193 エキセドリンLOX ロキソプロフェン ライオン株式会社

194 液体エマンテEX プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品株式会社

195 液体ダイヤメルゾンEX プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品株式会社

196 液体ムヒアルファEX プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社池田模範堂

197 液体リナα プレドニゾロン吉草酸エステル 東和製薬株式会社

198 エクトパスDXローション ジクロフェナク 東光薬品工業株式会社

199 エクトペイン1％ゲル インドメタシン 東光薬品工業株式会社

200 エクドランIB錠 イブプロフェン 東和製薬株式会社

201 エコルデEXゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 前田薬品工業株式会社

202 エコルデEX液 プレドニゾロン吉草酸エステル 前田薬品工業株式会社

203 エコルネ イブプロフェン 堀井薬品工業株式会社

204 エサヘパンS ポリエンホスファチジルコリン アルフレッサファーマ株式会社

205 エスコン口腔用軟膏 トリアムシノロンアセトニド 福地製薬株式会社

206 エスターパップFB フェルビナク 東和製薬株式会社

207 エスターパップID インドメタシン 株式会社富士薬品

208 エスタックイブ イブプロフェン エスエス製薬株式会社

209 エスタックイブFT イブプロフェン エスエス製薬株式会社

210 エスタックイブNT イブプロフェン エスエス製薬株式会社

6 / 49
MEDICAL SERVE CO.,LTD.

https://medical-sv.com/



セルフメディケーション税制対象品目一覧　（2019年1月31日公表版）

No. 販売名 成分名 製造販売業者名

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

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

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

214 エスタックイブ顆粒 イブプロフェン エスエス製薬株式会社

215 エスナールMI錠 ピレンゼピン 小林薬品工業株式会社

216 エスナールMカプセル ブチルスコポラミン 小林薬品工業株式会社

217 エスビヤンAC クロモグリク酸 ゼリア新薬工業株式会社

218 エスファイトゴールドEH ヘプロニカート エスエス製薬株式会社

219 エナルフィンEXクリーム テルビナフィン 中外医薬生産株式会社

220 エナルフィンEX液 テルビナフィン 中外医薬生産株式会社

221 NIDファーマシーパップIDホット インドメタシン 帝國製薬株式会社

222 エパシオン ソイステロール 原澤製薬工業株式会社

223 エバシャインQ ユビデカレノン 薬王製薬株式会社

224 エバステルAL エバスチン 興和株式会社

225 エパデールT イコサペント酸エチル 持田製薬株式会社

226 エバユースにきび薬 イブプロフェンピコノール 久光製薬株式会社

227 エピアマートS ウフェナマート 株式会社 資生堂

228 エピナスチン錠　20　「DX　」 エピナスチン リョートーファイン株式会社

229 エプールEXゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

230 エプールEX液 プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

231 エプールFEゲル2 フェルビナク 万協製薬株式会社

232 エプールPVA9ゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

233 エプールPVA9液 プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

234 エプールU10クリーム テルビナフィン 万協製薬株式会社

235 エプールUFクリーム ウフェナマート 万協製薬株式会社

236 エプールアクネクリーム イブプロフェンピコノール 万協製薬株式会社

237 エフェクトプロ　クリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

238 エフェクトプロ　ローション プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

239 エフェクトプロ　軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

240 エフカイTクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

241 エフカイT軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

242 エフコート フッ化ナトリウム サンスター株式会社

243 エフストリン去たん錠 カルボシステイン、ブロムヘキシン 大昭製薬株式会社

244 エフロフェンQ ユビデカレノン 東海カプセル株式会社

245 エマンテクリームSV プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品株式会社
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246 エマンテ軟膏SV プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品株式会社

247 エミリーEV イブプロフェン ダイト株式会社

248 エメロットALGプラス点鼻薬 クロモグリク酸 奥田製薬株式会社

249 エメロット10クリーム テルビナフィン 奥田製薬株式会社

250 エメロット点鼻薬AG クロモグリク酸 万協製薬株式会社

251 エルデパップID インドメタシン リードケミカル株式会社

252 エルペインコーワ イブプロフェン、ブチルスコポラミン 興和株式会社

253 エルモーネ水虫クリームMC ミコナゾール 万協製薬株式会社

254 エルモーネ水虫液MC ミコナゾール 万協製薬株式会社

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

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

257 エレット　EV イブプロフェン ダイト株式会社

258 エンクロン　UFクリームEX ウフェナマート 株式会社 資生堂

259 エンクロン　クリームEX プレドニゾロン吉草酸エステル 岩城製薬株式会社

260 エンクロン　ローションEX プレドニゾロン吉草酸エステル 岩城製薬株式会社

261 エンクロン　軟膏EX プレドニゾロン吉草酸エステル 岩城製薬株式会社

262 エンペシドL クロトリマゾール 佐藤製薬株式会社

263 エンペシドLクリーム クロトリマゾール バイエル薬品株式会社

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

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

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

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

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

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

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

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

272 オールパスFRテープV フェルビナク 株式会社大石膏盛堂

273 オキナゾールL100 オキシコナゾール 田辺三菱製薬株式会社

274 奥田家下呂膏ID液 インドメタシン 株式会社奥田又右衛門膏本舗

275 オスタールゴールドクリーム テルビナフィン 東光薬品工業株式会社

276 オスタールゴールドスプレー テルビナフィン 東光薬品工業株式会社

277 オスタールゴールド液 テルビナフィン 東光薬品工業株式会社

278 オスタールプラスHTクリーム テルビナフィン 東光薬品工業株式会社

279 オスタールプラスHTスプレー テルビナフィン 東光薬品工業株式会社

280 オスタールプラスHT液 テルビナフィン 東光薬品工業株式会社
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281 オノフェFEゲル3 フェルビナク 万協製薬株式会社

282 オノフェFE液2 フェルビナク 万協製薬株式会社

283 オノフェV7水虫クリーム ブテナフィン 万協製薬株式会社

284 オノフェV7水虫液 ブテナフィン 万協製薬株式会社

285 オノフェV水虫クリーム ブテナフィン 万協製薬株式会社

286 オノフェV水虫液 ブテナフィン 万協製薬株式会社

287 オブラチルEXゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 前田薬品工業株式会社

288 オブラチルEX液 プレドニゾロン吉草酸エステル 前田薬品工業株式会社

289 オムニード0．5IDパップ インドメタシン 帝國製薬株式会社

290 オムニードFBパップ フェルビナク 帝國製薬株式会社

291 オムニードFBプラスターα フェルビナク 帝國製薬株式会社

292 オムニードFB温プラスター フェルビナク 帝國製薬株式会社

293 オムニードIDプラスター3．75M インドメタシン 帝國製薬株式会社

294 オムニードケトプロフェンパップ ケトプロフェン 帝國製薬株式会社

295 オムニードジェルプラスターID＜L＞ インドメタシン 帝國製薬株式会社

296 オムニードジクロフェナク ジクロフェナク 帝國製薬株式会社

297 オムニードパッププラス インドメタシン 帝國製薬株式会社

298 オムニードフェルビナク フェルビナク 帝國製薬株式会社

299 オムニードフェルビナク温感 フェルビナク 帝國製薬株式会社

300 オムニード温感0．5％ID インドメタシン 帝國製薬株式会社

301 オムニンエース イブプロフェン、ブロムヘキシン オール薬品工業株式会社

302 オルテクサー口腔用軟膏 トリアムシノロンアセトニド 福地製薬株式会社

303 オルテンEXスプレー7 プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

304 オルテンEXスプレーH プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

305 オロファニック口腔用軟膏 トリアムシノロンアセトニド 協和薬品工業株式会社

306 オロンデールLX ビホナゾール 新生薬品株式会社

307 オロンデールLXクリーム ビホナゾール 新生薬品株式会社

308 オロントールEX テルビナフィン 新生薬品株式会社

309 オロントールEXクリーム テルビナフィン 新生薬品株式会社

310 温感オールパスFRテープV フェルビナク 株式会社大石膏盛堂

311 温感コーホーパスFRテープV フェルビナク 株式会社大石膏盛堂

312 温感ダイハップFRテープV フェルビナク 株式会社大石膏盛堂

313 温感パステルハップID インドメタシン 株式会社大石膏盛堂

314 温感ビーエスバンFRテープV フェルビナク 株式会社大石膏盛堂

315 温感ホームパスFRテープV フェルビナク 株式会社大石膏盛堂
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316 温感ユーシップID インドメタシン 株式会社大石膏盛堂

317 カアムDXゲルM プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

318 カアムDX液M プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

319 カイゲンパックIB顆粒 イブプロフェン カイゲンファーマ株式会社

320 カイゲン感冒錠 イブプロフェン、ブロムヘキシン 武田テバファーマ株式会社

321 カイダーSα ブロムヘキシン 米田薬品工業株式会社

322 かいつうせん外用液 インドメタシン 合名会社　東宝製薬

323 カイテキIP錠 イブプロフェン 株式会社富士薬品

324 カコナールカゼブロックUP錠 イブプロフェン 佐藤薬品工業株式会社

325 カコナールゴールドUP錠 イブプロフェン 佐藤薬品工業株式会社

326 ガスター10 ファモチジン 第一三共ヘルスケア株式会社

327 ガスター10　S錠 ファモチジン 第一三共ヘルスケア株式会社

328 ガスター10〈散〉 ファモチジン 第一三共ヘルスケア株式会社

329 ガスター10内服液 ファモチジン 第一三共ヘルスケア株式会社

330 ガストール細粒 ピレンゼピン エスエス製薬株式会社

331 ガストール錠 ピレンゼピン エスエス製薬株式会社

332 カゼゴールドIB イブプロフェン 第一薬品工業株式会社

333 カゼチームプロ イブプロフェン 大協薬品工業株式会社

334 カゼワンイブ イブプロフェン 至誠堂製薬株式会社

335 カタコシニードV インドメタシン 東和製薬株式会社

336 カタコシニード液 インドメタシン ジャパンメディック株式会社

337 カムリBM錠 メコバラミン 小林薬品工業株式会社

338 カユミックアルファクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 日本ゼトック株式会社

339 カユミックアルファ軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 日本ゼトック株式会社

340 カユミックアルファA軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 日本ゼトック株式会社

341 ガリバノールA－1液 インドメタシン 東光薬品工業株式会社

342 ガリバノールDFゲル ジクロフェナク 新生薬品株式会社

343 ガリバノールDF液 ジクロフェナク 新生薬品株式会社

344 ガリバノールゲルA－1 インドメタシン 東光薬品工業株式会社

345 カルテパハイパップ インドメタシン 帝國製薬株式会社

346 ガロヘパン下痢止めLP ロペラミド 米田薬品株式会社

347 カンパラナス　クリーム ビホナゾール 日本ゼトック株式会社

348 カンパラナス液 ビホナゾール 日本ゼトック株式会社

349 カンピオーネEXゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 前田薬品工業株式会社

350 カンピオーネEX液 プレドニゾロン吉草酸エステル 前田薬品工業株式会社
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351 カンピオーネα（s） イブプロフェン 奥田製薬株式会社

352 眼涼アルファ―スト クロモグリク酸 佐賀製薬株式会社

353 眼涼アルファ―ストEX クロモグリク酸 佐賀製薬株式会社

354 キュアレアa ウフェナマート 小林製薬株式会社

355 キューピーコーワiプラス ヘプロニカート 興和株式会社

356 キュウメタシンパップH インドメタシン 救急薬品工業株式会社

357 キュウメタシンパップZ インドメタシン テイカ製薬株式会社

358 キュルミナンEX9ゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 奥田製薬株式会社

359 キュルミナンEX9液 プレドニゾロン吉草酸エステル 奥田製薬株式会社

360 協和フィルム止瀉薬 ロペラミド ツキオカフィルム製薬株式会社　

361 キョータップLXクリーム ビホナゾール 新生薬品株式会社

362 キョータップLX液 ビホナゾール 新生薬品株式会社

363 キョータップジェットスプレー テルビナフィン 新新薬品工業株式会社

364 キョータップTFクリームEX テルビナフィン 新新薬品工業株式会社

365 キョータップTF液EX テルビナフィン 新新薬品工業株式会社

366 去痰CB錠 カルボシステイン、ブロムヘキシン 大昭製薬株式会社

367 キルカミンFE液 フェルビナク 万協製薬株式会社

368 キルカミンV7水虫クリーム ブテナフィン 万協製薬株式会社

369 キルカミンV7水虫液 ブテナフィン 万協製薬株式会社

370 キルカミンV水虫クリーム ブテナフィン 万協製薬株式会社

371 キンカンUFクリーム ウフェナマート 株式会社金冠堂

372 キンカンピラック プレドニゾロン吉草酸エステル セントラル製薬株式会社

373 クーペαクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 福地製薬株式会社

374 クーペ口腔用軟膏 トリアムシノロンアセトニド 福地製薬株式会社

375 クールストップ下痢止め薬 ロペラミド 日本薬剤株式会社

376 クールワンせきどめGX カルボシステイン テイカ製薬株式会社

377 クールワンせき止めGX液 カルボシステイン 日新薬品工業株式会社　

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

379 グスタフXクリーム ブテナフィン 奥田製薬株式会社

380 グスタフX液 ブテナフィン 奥田製薬株式会社

381 グットエイドAG点鼻薬 クロモグリク酸 奥田製薬株式会社

382 グットエイドALGプラス点鼻薬 クロモグリク酸 奥田製薬株式会社

383 グットエイドEVs イブプロフェン 奥田製薬株式会社

384 グッドナー錠 セトラキサート 東亜薬品株式会社

385 グッドナー顆粒 セトラキサート 東亜薬品株式会社
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386 グットノーズAG点鼻薬 クロモグリク酸 奥田製薬株式会社

387 グットノーズALGプラス点鼻薬 クロモグリク酸 奥田製薬株式会社

388 グッパスID インドメタシン 株式会社タカミツ

389 グッパスID0．7％ インドメタシン 株式会社タカミツ

390 クミアイ　コリメタシン1％液 インドメタシン 協同薬品工業株式会社

391 クミアイ　コリメタシンパップ インドメタシン 協同薬品工業株式会社

392 クミアイ　ミコナエース ミコナゾール 協同薬品工業株式会社

393 グラッドル錠 ヘプロニカート 湧永製薬株式会社

394 クラリチンEX ロラタジン バイエル薬品株式会社

395 クラリチンEX　OD　錠 ロラタジン バイエル薬品株式会社

396 グランキサEXスプレー7 プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

397 グランキサEXスプレーH プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

398 グランキサEX液S プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

399 グランキサゴールドHD プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

400 グランドアクトEX メコバラミン 米田薬品工業株式会社

401 クリアガード ウフェナマート 福地製薬株式会社

402 クリアガード口腔用軟膏 トリアムシノロンアセトニド 福地製薬株式会社

403 クリアキック水虫液 ミコナゾール 中外医薬生産株式会社

404 クリアキック水虫軟膏 ミコナゾール 中外医薬生産株式会社

405 クリニカ　フッ素メディカルコート フッ化ナトリウム ライオン株式会社

406 クレーモアIPa イブプロフェン ワキ製薬株式会社

407 クレーモアファースト イブプロフェン 日本製薬工業株式会社

408 グレラン・ビット イブプロフェン 武田コンシューマーヘルスケア株式会社

409 グローアルファALGプラス クロモグリク酸 奥田製薬株式会社

410 グローアルファAG クロモグリク酸 池尻製薬株式会社

411 グローアルファ鎮痛薬a イブプロフェン 奥田製薬株式会社

412 ケアノキュア ウフェナマート 小林製薬株式会社

413 ゲート下痢止めチュアブル ロペラミド 大昭製薬株式会社

414 ゲーリックFRテープV フェルビナク 株式会社大石膏盛堂

415 ゲーリックi インドメタシン 株式会社大石膏盛堂

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

417 解熱鎮痛薬「クニヒロ」 イブプロフェン 皇漢堂製薬株式会社

418 ケロリンIBカプレット イブプロフェン 内外薬品株式会社

419 口内炎軟膏大正クイックケア トリアムシノロンアセトニド 大正製薬株式会社

420 口内炎パッチ大正クイックケア トリアムシノロンアセトニド 帝國製薬株式会社
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421 コーチレンDXスプレー7 プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

422 コーチレンEX液a プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

423 コーチレンHD プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

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

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

426 コーホージクロDXゲル ジクロフェナク 新生薬品株式会社

427 コーホージクロDXローション ジクロフェナク 新生薬品株式会社

428 コーホーパスDXテープ ジクロフェナク 株式会社大石膏盛堂

429 コーホーパスFRテープV フェルビナク 株式会社大石膏盛堂

430 コーホーパスハップi インドメタシン 株式会社大石膏盛堂

431 コーミイFXソフト フェキソフェナジン 東海カプセル株式会社

432 コーラックソフト ピコスルファート 大正製薬株式会社

433 ココラEX プレドニゾロン吉草酸エステル 東和製薬株式会社

434 ゴシレスト イブプロフェン 小林製薬株式会社

435 こどもパブロンせき止め液 ブロムヘキシン 明治薬品株式会社

436 コナリスIP イブプロフェン 奥田製薬株式会社

437 小林タムシチンキb ミコナゾール 小林製薬株式会社

438 コムレケア　ヨコヨコ フェルビナク 小林製薬株式会社

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

440 コランデスDCゲル ジクロフェナク ダイヤ製薬株式会社

441 コランデスFBクール フェルビナク ダイヤ製薬株式会社

442 コランデスFBパップ フェルビナク ダイヤ製薬株式会社

443 コランデスアルファゲル フェルビナク ダイヤ製薬株式会社

444 コランデスローション　α フェルビナク ダイヤ製薬株式会社

445 コリアフタFB液 フェルビナク 東和製薬株式会社

446 コリアフターFBパップ フェルビナク 東和製薬株式会社

447 コリクリアーFBテープ35温感 フェルビナク 三友薬品株式会社

448 コリクリアーFBテープ5％α フェルビナク 三友薬品株式会社

449 コリクリアーFBテープL5％α フェルビナク 三友薬品株式会社

450 コリクリアーFBテープL70温感 フェルビナク 三友薬品株式会社

451 コルゲンコーワIB「1日2回」Tカプセル イブプロフェン 興和株式会社

452 コルゲンコーワIB2 イブプロフェン 興和株式会社

453 コルゲンコーワIB錠 イブプロフェン 興和株式会社

454 コルゲンコーワIB錠TX イブプロフェン 興和株式会社

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

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

458 コルゲンコーワ鎮痛解熱LXα ロキソプロフェン 興和株式会社

459 コルゾンパーゲンS軟膏「コジマ」 プレドニゾロン吉草酸エステル 日本ゼトック株式会社

460 コレスゲン ソイステロール 東海カプセル株式会社

461 コレスシーボン ソイステロール 薬王製薬株式会社

462 コレステガード ソイステロール エスエス製薬株式会社

463 コレステワン ソイステロール 新生薬品工業株式会社

464 コレストライク ソイステロール 明治製薬株式会社

465 コレストン ソイステロール 東海カプセル株式会社

466 コンタック600ファースト ケトチフェン 佐藤薬品工業株式会社

467 コンタック鼻炎Z セチリジン GSK CHJ社

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

469 コンドロビーEX メコバラミン ゼリア新薬工業株式会社

470 コンドロビープラス ヘプロニカート、メコバラミン ゼリア新薬工業株式会社

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

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

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

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

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

476 サーパスミンDIゲル ジクロフェナク 株式会社雪の元本店

477 サーパスミンDIローション ジクロフェナク 株式会社雪の元本店

478 サーパスミンFBゲル フェルビナク 株式会社雪の元本店

479 サーパスミンFBローション フェルビナク 株式会社雪の元本店

480 サイドミンAD軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

481 サインKB錠 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

482 サインTM錠 メキタジン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

483 サクロンQ オキセサゼイン サンノーバ株式会社

484 ザジテンAL点眼薬 ケトチフェン GSK CHJ社

485 ザジテンAL鼻炎カプセル ケトチフェン GSK CHJ社

486 ザジテンAL鼻炎スプレーα ケトチフェン GSK CHJ社

487 ザジテンAL鼻炎スプレーαクール ケトチフェン GSK CHJ社

488 ザハップフェルビナクS フェルビナク 岡山大鵬薬品株式会社

489 サフィオAC クロモグリク酸 ゼリア新薬工業株式会社

490 サブベートEX「1％クリーム」 インドメタシン 前田薬品工業株式会社
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491 サリスターFBパップ フェルビナク 帝國製薬株式会社

492 サリスターパップID インドメタシン 帝國製薬株式会社

493 サリスターパップIDα インドメタシン 帝國製薬株式会社

494 サリスターパップID温感 インドメタシン 帝國製薬株式会社

495 サリトースゴールドV インドメタシン 東和製薬株式会社

496 サリトロンFBゲル フェルビナク 株式会社雪の元本店

497 サリトロンFBローション フェルビナク 株式会社雪の元本店

498 サリドンWi イブプロフェン 第一三共ヘルスケア株式会社

499 サリメチックIDゲル インドメタシン 東光薬品工業株式会社

500 サリメチックID液 インドメタシン 東光薬品工業株式会社

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

502 サロスリーIDS インドメタシン 救急薬品工業株式会社

503 サロメチールFBゲルα フェルビナク 佐藤製薬株式会社

504 サロメチールFBパッチ35 フェルビナク 東光薬品工業株式会社

505 サロメチールFBローションα フェルビナク 佐藤製薬株式会社

506 サロメチールID1％クリーム インドメタシン ジャパンメディック株式会社

507 サロメチールID1％スプレー インドメタシン 東光薬品工業株式会社

508 サロメチールID1％液 インドメタシン ジャパンメディック株式会社

509 サロメチールIDパップE インドメタシン 東光薬品工業株式会社

510 サロメチールジクロ ジクロフェナク 佐藤製薬株式会社　

511 サロメチールジクロ　テープL ジクロフェナク 佐藤製薬株式会社

512 サロメチールジクロL ジクロフェナク 佐藤製薬株式会社　

513 サロメチールジクロクールローション ジクロフェナク 佐藤製薬株式会社

514 サロメチールジクロテープ ジクロフェナク 佐藤製薬株式会社

515 サロメチールジクロローション ジクロフェナク 佐藤製薬株式会社

516 サロンシップインドメタシンEX インドメタシン 東光薬品工業株式会社

517 サロントール1．0％液 インドメタシン 新生薬品株式会社

518 サロンパスEX インドメタシン 久光製薬株式会社

519 サロンパスEX温感 インドメタシン 久光製薬株式会社

520 サンクトリート　アクネ イブプロフェンピコノール 協和薬品工業株式会社

521 サンコリスIDパップ インドメタシン 東和製薬株式会社

522 サンコリスID液 インドメタシン 東和製薬株式会社

523 サンツールDFテープ ジクロフェナク 東和製薬株式会社

524 サンツールDFテープL ジクロフェナク 東和製薬株式会社

525 サンツールDF液α ジクロフェナク 東和製薬株式会社
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526 サンツールFBテープ フェルビナク 東和製薬株式会社

527 サンツールFBテープL フェルビナク 東和製薬株式会社

528 サンツールFB液 フェルビナク 東和製薬株式会社

529 サンツールIDゲル インドメタシン 東和製薬株式会社

530 サンツールIDパップ インドメタシン 東和製薬株式会社

531 サンツールIDパップDX インドメタシン 東和製薬株式会社

532 サンツールID液 インドメタシン 東和製薬株式会社

533 サンツールパップVH インドメタシン 東和製薬株式会社

534 サンテアルフリー新目薬 クロモグリク酸 参天製薬株式会社

535 サンポーインドメタシンシップEX インドメタシン 東光薬品工業株式会社

536 シートパップID インドメタシン 大協薬品工業株式会社

537 ジェシックハップペイン－E インドメタシン 東光薬品工業株式会社

538 シオノギCFクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品株式会社

539 シオノギCF軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品株式会社

540 シオノギMクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品株式会社

541 シオノギMクリームEX プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品株式会社

542 シオノギMローション プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品株式会社

543 シオノギM軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品株式会社

544 シオノギM軟膏EX プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品株式会社

545 シオノギ総合かぜ薬IB錠 イブプロフェン ダイト株式会社

546 シガノンCQ1透明パッチ ニコチン GSK CHJ社

547 シガノンCQ2透明パッチ ニコチン GSK CHJ社

548 ジキナAL点眼薬 ケトチフェン 株式会社富士薬品

549 ジキナIP顆粒 イブプロフェン、ブロムヘキシン 株式会社富士薬品

550 ジキナIP錠 イブプロフェン、ブロムヘキシン 株式会社富士薬品

551 ジキナ鼻炎スプレー ケトチフェン 株式会社富士薬品

552 ジキナ鼻炎錠 ケトチフェン 株式会社富士薬品

553 ジキナ鼻炎錠FX フェキソフェナジン 株式会社富士薬品

554 ジキニン錠エースIP イブプロフェン 全薬工業株式会社

555 ジキニン顆粒IP イブプロフェン 全薬工業株式会社

556 ジキニン顆粒ゴールド イブプロフェン 全薬工業株式会社

557 ジクターAG クロモグリク酸 ゼリア新薬工業株式会社

558 ジクトペインZゲル ジクロフェナク 三友薬品株式会社

559 ジクトペインZローション ジクロフェナク 三友薬品株式会社

560 シグナル下痢止め ロペラミド エスエス製薬株式会社
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561 ジクペタスZゲル ジクロフェナク 三友薬品株式会社

562 ジクペタスZゲルα ジクロフェナク 三友薬品株式会社

563 ジクペタスZテープ ジクロフェナク 三友薬品株式会社

564 ジクペタスZローション ジクロフェナク 三友薬品株式会社

565 ジクペタスZローションα ジクロフェナク 三友薬品株式会社

566 ジクリッチZゲル ジクロフェナク 三友薬品株式会社

567 ジクリッチZシップ ジクロフェナク 三友薬品株式会社

568 ジクリッチZテープ ジクロフェナク 三友薬品株式会社

569 ジクリッチZテープL ジクロフェナク 三友薬品株式会社

570 ジクリッチZローション ジクロフェナク 三友薬品株式会社

571 ジクロテクトPROゲル ジクロフェナク 同仁医薬化工株式会社

572 ジクロテクトPROスプレー ジクロフェナク 同仁医薬化工株式会社

573 ジクロテクトPROテープ ジクロフェナク 同仁医薬化工株式会社

574 ジクロテクトPROテープL ジクロフェナク 同仁医薬化工株式会社

575 ジクロテクトPROローション ジクロフェナク 同仁医薬化工株式会社

576 ジクロファインZXテープ ジクロフェナク 株式会社大石膏盛堂

577 ジクロファインZXテープL ジクロフェナク 株式会社大石膏盛堂

578 ジクロフィット ジクロフェナク 大協薬品工業株式会社

579 シペラ　EV イブプロフェン ダイト株式会社

580 ジャスタットクールジェル ビホナゾール 東興薬品工業株式会社

581 ジャスタットクリーム ビホナゾール 東興薬品工業株式会社

582 シュトガード フラボキサート コーア製薬株式会社

583 シュトガード鎮痛錠S ロキソプロフェン コーア製薬株式会社

584 シュトガード鼻炎錠AL アゼラスチン コーア製薬株式会社

585 シュトガード腟カンジダクリーム ミコナゾール コーア製薬株式会社

586 シュトガード腟カンジダ坐剤 ミコナゾール コーア製薬株式会社

587 ジョイントアルファZプラス点鼻薬 ケトチフェン 奥田製薬株式会社

588 ジョイントアルファZ点鼻薬 ケトチフェン 奥田製薬株式会社

589 ジョイントアルファZ鼻炎カプセル ケトチフェン 奥田製薬株式会社

590 消炎鎮痛インドメタシン温感パップ インドメタシン 帝國製薬株式会社

591 消炎鎮痛インドメタシンパップS インドメタシン 帝國製薬株式会社

592 消炎鎮痛フェルビナクプラスターS フェルビナク 帝國製薬株式会社

593 新NIDファーマシーパップID インドメタシン 帝國製薬株式会社

594 新アクセスファイト ブテナフィン 新生薬品株式会社

595 新アクセスファイト　クリーム ブテナフィン 新生薬品株式会社
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596 新アンバーS錠 ブロムヘキシン 米田薬品工業株式会社

597 新イスミット錠 イブプロフェン ダイト株式会社

598 新インペタン インドメタシン 東光薬品工業株式会社

599 新インペタン1％ インドメタシン 東光薬品工業株式会社

600 新インペタンエース インドメタシン 東光薬品工業株式会社

601 新インペタンm インドメタシン 東光薬品工業株式会社

602 新インペタン温感 インドメタシン 東光薬品工業株式会社

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

604 新エスエスブロン錠エース カルボシステイン エスエス製薬株式会社

605 新エスタックイブエース イブプロフェン エスエス製薬株式会社

606 新エスタックイブエースカプセル イブプロフェン エスエス製薬株式会社

607 新エスタックイブエース顆粒 イブプロフェン エスエス製薬株式会社

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

609 新オムニンP錠 イブプロフェン オール薬品工業株式会社

610 新感冒薬エースS錠 ブロムヘキシン 米田薬品工業株式会社

611 新感冒薬コロナSα ブロムヘキシン 米田薬品工業株式会社

612 新コンタックかぜEX イブプロフェン 佐藤薬品工業株式会社

613 新コンタックかぜ総合 ブロムヘキシン GSK CHJ社

614 新ジキナIP顆粒 イブプロフェン、ブロムヘキシン 株式会社富士薬品

615 新ジキナIP錠 イブプロフェン、ブロムヘキシン 株式会社富士薬品

616 シンシンインドメタシンゲル1．0％ インドメタシン 新新薬品工業株式会社

617 新スカイブブロンゴールド錠 ブロムヘキシン 米田薬品工業株式会社

618 新セルベール整胃＜細粒＞ テプレノン エーザイ株式会社

619 新セルベール整胃＜錠＞ テプレノン エーザイ株式会社

620 新センロック散剤 セトラキサート 東亜薬品株式会社

621 新センロック錠 セトラキサート 東亜薬品株式会社

622 新タナベ総合感冒薬 イブプロフェン 滋賀県製薬株式会社

623 新タナベ水虫薬EX液 ビホナゾール 前田薬品工業株式会社

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

625 新テラポニンせき止め錠エース カルボシステイン 小林薬品工業株式会社

626 新テラポニンせき止め液DX カルボシステイン 小林薬品工業株式会社

627 シンパス　フェルビナク フェルビナク 株式会社ミクロ薬品

628 シンパスFBテープα フェルビナク 株式会社タカミツ

629 新パームエース イブプロフェン、ブロムヘキシン 滋賀県製薬株式会社

630 新パブロンせき止め液 ジメモルファン、ブロムヘキシン 大正製薬株式会社
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631 新ビタハイヤープラスEX錠 イブプロフェン 協和薬品工業株式会社

632 新ビホナ　エース ビホナゾール 新生薬品株式会社

633 新ビホナ　エース　クリーム ビホナゾール 新生薬品株式会社

634 新フステノン カルボシステイン エスエス製薬株式会社

635 シンプトップ ポリエンホスファチジルコリン アルフレッサファーマ株式会社

636 新プラトンIB錠 イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

637 ジンフリック フラボキサート コーア製薬株式会社

638 新プロストマック ゲファルナート 大日本除虫菊（株）

639 新ベサエースIP イブプロフェン 滋賀県製薬株式会社

640 新ベサエースMX メキタジン、ブロムヘキシン 滋賀県製薬株式会社

641 新ポリカイン液 エコナゾール 株式会社大塚製薬工場

642 新ポリカインクリーム エコナゾール 株式会社大塚製薬工場

643 新ポリカインスプレー エコナゾール 株式会社大塚製薬工場

644 新ユアIB（錠） イブプロフェン ロート製薬株式会社

645 新ユアEXゴールド ブロムヘキシン、メキタジン ロート製薬株式会社

646 新ラクールシップ冷感 インドメタシン 東光薬品工業株式会社

647 新楽湿布ID インドメタシン 東光薬品工業株式会社

648 新ラクスキットIDハップ インドメタシン 東光薬品工業株式会社

649 新ラッシェルIDパップ インドメタシン 東光薬品工業株式会社

650 新ルルAゴールドs ブロムヘキシン 第一三共ヘルスケア株式会社

651 新ルルAゴールドDX ブロムヘキシン 第一三共ヘルスケア株式会社

652 新ルルAゴールドDX細粒 ブロムヘキシン 第一三共ヘルスケア株式会社

653 ジンレディケア ミコナゾール コーア製薬株式会社

654 ジンレディケアクリーム ミコナゾール コーア製薬株式会社

655 スーパスFα点鼻薬 ケトチフェン 株式会社雪の元本店

656 スーパスUFクリーム ウフェナマート 株式会社雪の元本店

657 スカイナーAL錠 アゼラスチン エーザイ株式会社

658 スカイブブロンHI フェキソフェナジン 日野薬品工業株式会社

659 スカイブブロンAGスプレー クロモグリク酸 株式会社雪の元本店

660 スカイブブロンEX イブプロフェン オール薬品工業株式会社

661 スカイブブロンLX ロキソプロフェン セントラル製薬株式会社

662 スカイブブロンファースト イブプロフェン 日本製薬工業株式会社

663 スキットアイAC クロモグリク酸 ゼリア新薬工業株式会社

664 スキュータムID0．5％ インドメタシン 帝國製薬株式会社

665 スキュータムID0．5％ホット インドメタシン 帝國製薬株式会社
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666 スキュータムIDクール インドメタシン 帝國製薬株式会社

667 スキルパスi インドメタシン 株式会社タカミツ

668 スキルパスID温感 インドメタシン 株式会社タカミツ

669 スキルフIDS インドメタシン 救急薬品工業株式会社

670 スキンセーフAPクリーム ウフェナマート エスエス製薬株式会社

671 スグナIB イブプロフェン 東和製薬株式会社

672 スクミントEXゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 協和薬品工業株式会社

673 スクミントEX液 プレドニゾロン吉草酸エステル 協和薬品工業株式会社

674 スコルバEX ブテナフィン 武田コンシューマーヘルスケア株式会社

675 スタディーALG クロモグリク酸 キョーリンリメディオ株式会社　

676 スットアイズZ ケトチフェン 佐賀製薬株式会社

677 スットノーズZプラス点鼻薬 ケトチフェン 奥田製薬株式会社

678 スットノーズZ点鼻薬 ケトチフェン 奥田製薬株式会社

679 スットモアAG点鼻薬 クロモグリク酸 株式会社雪の元本店

680 スットモアAG点鼻薬プラス クロモグリク酸 株式会社雪の元本店

681 ストカイン ミコナゾール 剤盛堂薬品株式会社

682 ストナアイビー イブプロフェン 佐藤製薬株式会社

683 ストナアイビージェル イブプロフェン 佐藤製薬株式会社

684 ストナアイビージェルS イブプロフェン、ブロムヘキシン 佐藤製薬株式会社　

685 ストナアイビー顆粒 イブプロフェン 佐藤製薬株式会社

686 ストナデイタイムカプセル メキタジン 佐藤製薬株式会社

687 ストナプラスジェル2 カルボシステイン、ブロムヘキシン 佐藤製薬株式会社

688 ストナプラスジェルS カルボシステイン、ブロムヘキシン 佐藤製薬株式会社　

689 ストナリニ　Z セチリジン 佐藤製薬株式会社

690 ストナリニ　Zジェル セチリジン 佐藤製薬株式会社

691 ストナリニ・ガード メキタジン 佐藤製薬株式会社

692 ストナ去たんカプセル カルボシステイン、ブロムヘキシン 佐藤製薬株式会社

693 ストパン チキジウム 大正製薬株式会社

694 ストマオフ糖衣錠 ブチルスコポラミン ダイト株式会社

695 ストレサールIDパップ インドメタシン 帝國製薬株式会社

696 スナップキンDFクールゲル ジクロフェナク 協和薬品工業株式会社

697 スナップキンDFクールローション ジクロフェナク 協和薬品工業株式会社

698 スナップキンIDクール液 インドメタシン 前田薬品工業株式会社

699 スノーオリジンEX液a プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

700 スノーオリジン点鼻薬FA ケトチフェン 株式会社雪の元本店
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701 スパートアレギー フェキソフェナジン 滋賀県製薬株式会社

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

703 スパルティス水虫液 ミコナゾール 中外医薬生産株式会社

704 スパルティス水虫軟膏 ミコナゾール 中外医薬生産株式会社

705 スパロミンエース イブプロフェン 三宝製薬株式会社

706 スピーダム1％クリーム インドメタシン 三友薬品株式会社

707 スピーダム1％ゲル インドメタシン 東光薬品工業株式会社

708 スピーダム1％液 インドメタシン 東光薬品工業株式会社

709 スペジオンIP イブプロフェン 奥田製薬株式会社

710 スムジールVエースクリーム ブテナフィン 協和薬品工業株式会社

711 スムジールVエース液 ブテナフィン 協和薬品工業株式会社

712 スムジールVプラスクリーム ブテナフィン 協和薬品工業株式会社

713 スムジールVプラス液 ブテナフィン 協和薬品工業株式会社

714 スラートンⅢ ソイステロール 薬王製薬株式会社

715 スルーロンEX錠プラス ブロムヘキシン 協和薬品工業株式会社

716 スルーロンALソフトカプセル アゼラスチン 株式会社ビオメディクス

717 スルーロン去たん錠 カルボシステイン 協和薬品工業株式会社

718 セシオンせき止めEX カルボシステイン 小林薬品工業株式会社

719 セシオンせき止めEX液 カルボシステイン 小林薬品工業株式会社

720 セシオンハイ イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

721 セシオンハイVC イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

722 セダックス錠 イブプロフェン 牛津製薬株式会社

723 セデスキュア イブプロフェン シオノギヘルスケア株式会社

724 ゼノールエクサムFX フェルビナク 三笠製薬株式会社

725 ゼノールエクサムSX フェルビナク 三笠製薬株式会社

726 ゼノールエクサム液ゲル フェルビナク 三笠製薬株式会社

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

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

729 セラミEXクリーム テルビナフィン 東光薬品工業株式会社

730 セラミEXスプレー テルビナフィン 東光薬品工業株式会社

731 ゼルスEXクリーム ビホナゾール 前田薬品工業株式会社

732 ゼルスEX液 ビホナゾール 前田薬品工業株式会社

733 セルベール テプレノン エーザイ株式会社

734 セルベール整胃錠 テプレノン 日東薬品工業株式会社

735 セレキノンS トリメブチン 田辺三菱製薬株式会社
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736 セレチールK錠 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

737 ゼロシャット　下痢止め ロペラミド 前田薬品工業株式会社

738 セロトピークリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 佐藤製薬株式会社

739 セロトピー軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 佐藤製薬株式会社

740 セロナQT軟膏 ヒドロコルチゾン酪酸エステル 佐藤製薬株式会社

741 セロナQTローション ヒドロコルチゾン酪酸エステル 佐藤製薬株式会社

742 セロナクリーム ヒドロコルチゾン酪酸エステル 佐藤製薬株式会社

743 セロナソフト ヒドロコルチゾン酪酸エステル 佐藤製薬株式会社

744 セロナ軟膏 ヒドロコルチゾン酪酸エステル 佐藤製薬株式会社

745 総合かぜ薬A「クニヒロ」 イブプロフェン 皇漢堂製薬株式会社

746 ダイアフラジンEX軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 東光薬品工業株式会社

747 タイアンテロンDFクールゲル ジクロフェナク 協和薬品工業株式会社

748 タイアンテロンDFクールローション ジクロフェナク 協和薬品工業株式会社

749 タイアンテロンFBクールゲル フェルビナク 協和薬品工業株式会社

750 タイアンテロンFBクール液 フェルビナク 協和薬品工業株式会社

751 タイアンテロンIDクール液 インドメタシン 前田薬品工業株式会社

752 第一三共胃腸薬コアブロック散剤 セトラキサート 東亜薬品株式会社

753 第一三共胃腸薬コアブロック錠剤 セトラキサート 東亜薬品株式会社

754 大正胃腸薬S ソファルコン 大正製薬株式会社

755 ダイハップFR フェルビナク 株式会社大石膏盛堂

756 ダイハップFRテープV フェルビナク 株式会社大石膏盛堂

757 ダイハップi インドメタシン 株式会社大石膏盛堂

758 ダイハップID0．5％ インドメタシン 株式会社大石膏盛堂

759 ダイフィットエースFRテープ フェルビナク 帝國製薬株式会社

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

761 ダイヤメルゾンクリームPV プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品株式会社

762 ダイヤメルゾン軟膏PV プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品株式会社

763 タイヨー鼻炎スプレーAG クロモグリク酸 大洋製薬会社

764 タイヨー鼻炎スプレーZ ケトチフェン 大洋製薬会社

765 タウロイブ イブプロフェン 福井製薬株式会社

766 タッチクールローションFB フェルビナク ダイヤ製薬株式会社

767 タナベインドメタシンシップ インドメタシン 株式会社大石膏盛堂

768 タナベ胃腸薬＜調律＞ トリメブチン 田辺三菱製薬株式会社

769 タナベ胃腸薬＜調律＞顆粒 トリメブチン 田辺三菱製薬株式会社

770 ダマリンL ミコナゾール 大正製薬株式会社
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771 ダマリンL液 ミコナゾール 大正製薬株式会社

772 ダマリンS ミコナゾール 大正製薬株式会社

773 ダマリンS液 ミコナゾール 大正製薬株式会社

774 ダマリングランデ テルビナフィン 大正製薬株式会社

775 ダマリングランデX テルビナフィン 大正製薬株式会社

776 ダマリングランデX液 テルビナフィン 大正製薬株式会社

777 ダマリングランデアイススプレー テルビナフィン 大正製薬株式会社

778 ダマリングランデパウダースプレー テルビナフィン 大正製薬株式会社

779 ダマリングランデ液 テルビナフィン 大正製薬株式会社

780 ダマリンパウダースプレーDX テルビナフィン 大正製薬株式会社

781 タミトールID液 インドメタシン 東和製薬株式会社

782 タミトールメタフィットV インドメタシン 東和製薬株式会社

783 タムチンキ　P オキシコナゾール 小林製薬株式会社

784 タムチンキパウダースプレー　Z ブテナフィン 小林製薬株式会社

785 ダルテノン　下痢止め ロペラミド 前田薬品工業株式会社

786 ダルテノン　下痢止め　フィルム ロペラミド ツキオカフィルム製薬株式会社　

787 ダルトレシン1．0％液 インドメタシン 新生薬品株式会社

788 ダルトレシンF フェルビナク 新生薬品株式会社

789 ダルトレシンFゲル フェルビナク 日本ゼトック株式会社

790 チンツーミンIPコート イブプロフェン 米田薬品株式会社

791 ツーロックEXクリーム ビホナゾール 前田薬品工業株式会社

792 ツーロックEX液 ビホナゾール 前田薬品工業株式会社

793 ディアトロンL インドメタシン ジャパンメディック株式会社

794 ディアトロンLb インドメタシン ジャパンメディック株式会社

795 DHC　アレルギー鼻炎スプレー クロモグリク酸 株式会社ディーエイチシー　

796 DHC　解熱鎮痛薬 イブプロフェン 株式会社ディーエイチシー　

797 DHC　スアシナクリーム ブテナフィン 株式会社ディーエイチシー　

798 DHC　にきびクリーム イブプロフェンピコノール 株式会社ディーエイチシー

799 DHC　ヌルジクロラクボトル ジクロフェナク 株式会社ディーエイチシー

800 DHC　ハルジクロラクシート ジクロフェナク 株式会社ディーエイチシー

801 DHC　PVかゆみ止めクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社ディーエイチシー

802 DHC　フクイゲン ソイステロール 株式会社ディーエイチシー　

803 dZゲル ジクロフェナク ジャパンメディック株式会社

804 dZローション ジクロフェナク ジャパンメディック株式会社

805 テイカパップ＜IM＞ インドメタシン テイカ製薬株式会社
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806 テイクリームID1％ インドメタシン 前田薬品工業株式会社

807 テイジェルID1％ インドメタシン 前田薬品工業株式会社

808 ディパシオIPa イブプロフェン 奥田製薬株式会社

809 ディパシオEX イブプロフェン 奥田製薬株式会社

810 テイパップFB フェルビナク 帝國製薬株式会社

811 テイパップID（0．5％） インドメタシン 帝國製薬株式会社

812 テイパップID0．1ホット インドメタシン 帝國製薬株式会社

813 ティファ下痢止め ロペラミド ツキオカフィルム製薬株式会社　

814 テイプラスターFB5．0 フェルビナク 帝國製薬株式会社

815 テイプラスターID インドメタシン 帝國製薬株式会社

816 テイマックスIDプラスター インドメタシン 帝國製薬株式会社

817 デートニンUFクリーム ウフェナマート 日本ゼトック株式会社

818 デオブランカEX液 プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

819 デオブランカEX液α プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

820 デシコートun液 ビホナゾール 東興薬品工業株式会社

821 デシコートunクリーム ビホナゾール 東興薬品工業株式会社

822 テシトンEX液 プレドニゾロン吉草酸エステル 前田薬品工業株式会社

823 テシトンフェクトプラス　クリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 協和薬品工業

824 テシトンフェクトプラス軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 協和薬品工業

825 テピスクリーム ウフェナマート 福地製薬株式会社

826 デプリゼクリーム ウフェナマート 株式会社雪の元本店

827 テラポニンZ点鼻薬 ケトチフェン 奥田製薬株式会社

828 テラポニンZ鼻炎内服薬 ケトチフェン 奥田製薬株式会社

829 テラポニンエース錠 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

830 テルバインEXクリーム テルビナフィン 中外医薬生産株式会社

831 テルバインEX液 テルビナフィン 中外医薬生産株式会社

832 テルバスターEXクリーム テルビナフィン 中外医薬生産株式会社

833 テルバスターEX液 テルビナフィン 中外医薬生産株式会社

834 テルフィーナEXクリーム テルビナフィン 中外医薬生産株式会社

835 テルフィーナEX液 テルビナフィン 中外医薬生産株式会社

836 デルマパール軟膏 ヒドロコルチゾン酪酸エステル 株式会社廣昌堂

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

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

839 テレスHiクリームS プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社池田模範堂

840 テレスHi軟膏S プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社池田模範堂
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841 テロシン口内軟膏A トリアムシノロンアセトニド 小林薬品工業株式会社

842 点鼻薬AL クロモグリク酸 セントラル製薬株式会社

843 点鼻薬ALクール クロモグリク酸 セントラル製薬株式会社

844 点鼻薬ALプラス クロモグリク酸 セントラル製薬株式会社

845 点鼻薬ALプラスクール クロモグリク酸 セントラル製薬株式会社

846 トキワ　アレブロック エピナスチン 常盤薬品工業株式会社

847 トキワ　イブプロエースA イブプロフェン 常盤薬品工業株式会社

848 トクホンハップ（冷）ID インドメタシン 東光薬品工業株式会社

849 ドップェル錠せきどめ カルボシステイン 全薬工業株式会社

850 トップパスFRテープV フェルビナク 株式会社大石膏盛堂

851 トピーホR インドメタシン 東光薬品工業株式会社

852 トピーホ軟膏 インドメタシン 常盤薬品工業株式会社

853 トメダインコーワフィルム ロペラミド 興和株式会社

854 トメダインコーワ錠 ロペラミド 興和株式会社

855 トメラクト オキセサゼイン 小林製薬株式会社

856 トライク　クリーム ビホナゾール 新生薬品株式会社

857 トライク　液 ビホナゾール 新生薬品株式会社

858 トラクペインパップID インドメタシン 東光薬品工業株式会社

859 トラフル　ダイレクト トリアムシノロンアセトニド 救急薬品工業株式会社

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

861 トリステアBTクリーム ブテナフィン 万協製薬株式会社

862 トリステアBT液 ブテナフィン 万協製薬株式会社

863 トリステアEX7クリーム ブテナフィン 万協製薬株式会社

864 トリステアEX7液 ブテナフィン 万協製薬株式会社

865 トリステアEX8クリーム ブテナフィン 万協製薬株式会社

866 トリステアEX8液 ブテナフィン 万協製薬株式会社

867 トリステアL水虫クリーム テルビナフィン 万協製薬株式会社

868 ドリムトリートエースクリーム ブテナフィン 奥田製薬株式会社

869 ドリムトリートエース液 ブテナフィン 奥田製薬株式会社

870 ドリムトリート水虫クリーム ブテナフィン 奥田製薬株式会社

871 ドリムトリート水虫液 ブテナフィン 奥田製薬株式会社

872 トルネシン液 インドメタシン 株式会社富士薬品

873 トレンタムGクリーム ウフェナマート 佐藤製薬株式会社

874 トレンタムGローション ウフェナマート 佐藤製薬株式会社　

875 トレンタムクリーム ウフェナマート 佐藤製薬株式会社
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876 トワロックV8液 ブテナフィン 東和製薬株式会社

877 ナーザルスキットALG クロモグリク酸 株式会社雪の元本店

878 ナーザルスキットFα ケトチフェン 株式会社雪の元本店

879
ナザールAR＜季節性アレルギー

専用＞
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 佐藤製薬株式会社

880
ナザールαAR＜季節性アレルギー

専用＞
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 佐藤製薬株式会社

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

882 ナザールブロック クロモグリク酸 第一三共ヘルスケア株式会社

883 ナシビンMスプレー オキシメタゾリン 佐藤製薬株式会社

884 ナフトレチン点鼻薬FA ケトチフェン 株式会社雪の元本店

885 ナブルシオン10 エピナスチン シオノケミカル株式会社

886 ナブルシオン20 エピナスチン シオノケミカル株式会社

887 ナボリン　フェルビナク70 フェルビナク 救急薬品工業株式会社

888 ナボリンEB錠 メコバラミン エーザイ株式会社

889 ナボリンS メコバラミン エーザイ株式会社

890 ナルタールUFクリーム ウフェナマート 日本ゼトック株式会社

891 ナロンA イブプロフェン 大正製薬株式会社

892 ナロンエース イブプロフェン 大正製薬株式会社

893 ナロンエースR イブプロフェン 大正製薬株式会社

894 ナロンエースT イブプロフェン 大正製薬株式会社

895 ナロンエースロイヤル頭痛薬 イブプロフェン 大正製薬株式会社

896 ナロンフレッシュC イブプロフェン ダイト株式会社

897 ナロンメディカル イブプロフェン 大正製薬株式会社

898 ニコチネル　スペアミント ニコチン GSK CHJ社

899 ニコチネル　パッチ10 ニコチン GSK CHJ社

900 ニコチネル　パッチ20 ニコチン GSK CHJ社

901 ニコチネル　マンゴー ニコチン GSK CHJ社

902 ニコチネル　ミント ニコチン GSK CHJ社

903 ニコレット ニコチン ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

904 ニコレットアイスミント ニコチン ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

905 ニコレットクールミント ニコチン ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

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

907 ニチブロック10 ファモチジン 新新薬品工業株式会社

908 ニッドエース イブプロフェン 日本薬剤株式会社

909 ニッポーデルマP軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 日本ゼトック株式会社

910 NEWエージーアイズ クロモグリク酸 第一三共ヘルスケア株式会社
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911 NEWエージーアイズクール クロモグリク酸 第一三共ヘルスケア株式会社

912 NEWエージーアイズモイストC クロモグリク酸 第一三共ヘルスケア株式会社

913 NEWエージーノーズモイスト クロモグリク酸 東興薬品工業株式会社

914 ニュータムシチンキゴールド　a オキシコナゾール 小林製薬株式会社

915 ニューボランテ1％ インドメタシン 東光薬品工業株式会社

916 ニューボランテ温感 インドメタシン 東光薬品工業株式会社

917 ネクスト24 テルビナフィン 新生薬品株式会社

918 ネクストBT2 ブテナフィン 新生薬品株式会社

919 ネクストLXクリーム ビホナゾール 新生薬品株式会社

920 ネクストLXスプレー ビホナゾール 新生薬品株式会社

921 ネクストLX液 ビホナゾール 新生薬品株式会社

922 ネクストクリーム24 テルビナフィン 新生薬品株式会社

923 ネクストクリームBT2 ブテナフィン 新生薬品株式会社

924 ネルベンエースA錠 イブプロフェン オール薬品工業株式会社

925 ノアールPガード点眼液 ペミロラストカリウム 佐藤製薬株式会社

926 ノアールアレジークールSH クロモグリク酸 第一三共ヘルスケア株式会社

927 ノーエチ錠IP イブプロフェン 株式会社廣昌堂

928 ノーシンアイ頭痛薬 イブプロフェン 株式会社アラクス

929 ノーシンエフ200 イブプロフェン 株式会社アラクス

930 ノーシンピュア イブプロフェン 株式会社アラクス

931 ノーバルMC水虫クリーム ミコナゾール 万協製薬株式会社

932 ノーバルMC水虫液 ミコナゾール 万協製薬株式会社

933 ノーリツIDハップ インドメタシン 大協薬品工業株式会社

934 ノスポールαカプセル イブプロフェン 協和薬品工業株式会社

935 ノスポール鼻炎錠FX フェキソフェナジン 協和薬品工業株式会社

936 ノチラック ポリエンホスファチジルコリン アルフレッサファーマ株式会社

937 ノンフィーブ イブプロフェン 東和製薬株式会社

938 バーストンエースクリームZ ブテナフィン 小林薬品工業株式会社

939 バーストンエース液Z ブテナフィン 小林薬品工業株式会社

940 ハーバーSSクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 日本ゼトック株式会社

941 ハーバーSS軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 日本ゼトック株式会社

942 パームエース イブプロフェン、ブロムヘキシン 滋賀県製薬株式会社

943 パームかぜIP イブプロフェン 滋賀県製薬株式会社

944 パーム咳止めカプセルEX カルボシステイン 滋賀県製薬株式会社

945 バイエック水虫液MC ミコナゾール 万協製薬株式会社
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946 ハイカゼEV錠 イブプロフェン 株式会社廣貫堂

947 ハイセーフーIB イブプロフェン 大昭製薬株式会社

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

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

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

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

952 バイパークロンFBクールゲル フェルビナク 協和薬品工業株式会社

953 バイパークロンFBクール液 フェルビナク 協和薬品工業株式会社

954 ハイポッツクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル ゼリア新薬工業株式会社

955 ハイポッツ軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル ゼリア新薬工業株式会社

956 ハイメタシン温感 インドメタシン 帝國製薬株式会社

957 ハイユニーCT目薬 クロモグリク酸 中新薬業株式会社

958 パイロンMK錠 イブプロフェン シオノギヘルスケア株式会社

959 パイロンSα カルボシステイン、ブロムヘキシン 佐藤薬品工業株式会社

960 パスキネルFRテープV フェルビナク 株式会社大石膏盛堂

961 パスタイムFXこはる フェルビナク 祐徳薬品工業株式会社

962 パスタイムFBこはる フェルビナク 祐徳薬品工業株式会社

963 パスタイムFX7 フェルビナク 祐徳薬品工業株式会社

964 パスタイムFX7－L フェルビナク 祐徳薬品工業株式会社

965 パスタイムFX7－L温感 フェルビナク 祐徳薬品工業株式会社

966 パスタイムFX7温感 フェルビナク 祐徳薬品工業株式会社

967 パスタイムFXシップ フェルビナク 祐徳薬品工業株式会社

968 パスタイムZX ジクロフェナク 祐徳薬品工業株式会社

969 パスタイムZX－L ジクロフェナク 祐徳薬品工業株式会社

970 パスタイムZXクリーム ジクロフェナク 祐徳薬品工業株式会社

971 パスタイムZXローション ジクロフェナク 久光製薬株式会社

972 パステルハップi インドメタシン 株式会社大石膏盛堂

973 パスマンハップi インドメタシン 株式会社大石膏盛堂

974 パスロックID1％クリーム インドメタシン 前田薬品工業株式会社

975 パスロックID1％ゲル インドメタシン 前田薬品工業株式会社

976 パスロックID1％液 インドメタシン 前田薬品工業株式会社

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

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

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

980 パテックスフェルビナスターVL フェルビナク 第一三共ヘルスケア株式会社
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981 パナパップID0．5％ インドメタシン 帝國製薬株式会社

982 バファリンEX ロキソプロフェン ライオン株式会社

983 バファリンかぜEX錠 イブプロフェン、ブロムヘキシン ライオン株式会社

984 バファリンプレミアム イブプロフェン ライオン株式会社

985 バファリンルナi イブプロフェン ライオン株式会社

986 パブロンAG錠 ブロムヘキシン 大正製薬株式会社

987 パブロンエースPro錠 イブプロフェン、アンブロキソール、カルボシステイン 大正製薬株式会社

988 パブロンエースPro微粒 イブプロフェン、アンブロキソール、 カルボシステイン 大正製薬株式会社

989 パブロンL ブロムヘキシン 大正製薬株式会社

990 パブロンN イブプロフェン 大正製薬株式会社

991 パブロンS ブロムヘキシン 大正製薬株式会社

992 パブロンSC錠 ブロムヘキシン 大正製薬株式会社

993 パブロンSα錠 ブロムヘキシン 大正製薬株式会社

994 パブロンSα微粒 ブロムヘキシン 大正製薬株式会社

995 パブロンSカプセル ブロムヘキシン 大正製薬株式会社

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

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

998 パブロンSゴールド錠 ブロムヘキシン 大正製薬株式会社

999 パブロンSゴールド微粒 ブロムヘキシン 大正製薬株式会社

1000 パブロンSせき止め ブロムヘキシン 大正製薬株式会社

1001 パブロンS小児液 ブロムヘキシン 明治薬品株式会社

1002 パブロンS錠 ブロムヘキシン 大正製薬株式会社

1003 パブロンエースAX錠 アンブロキソール、イブプロフェン 大正製薬株式会社

1004 パブロンエースAX微粒 アンブロキソール、イブプロフェン 大正製薬株式会社

1005 パブロンエース錠 イブプロフェン、ブロムヘキシン 大正製薬株式会社

1006 パブロンエース顆粒 イブプロフェン、ブロムヘキシン 大正製薬株式会社

1007 パブロンクオリティ錠 アンブロキソール、イブプロフェン 大正製薬株式会社

1008 パブロンクオリティ微粒 アンブロキソール、イブプロフェン 大正製薬株式会社

1009 パブロン点鼻クイック ケトチフェン 大正製薬株式会社

1010 パブロン点鼻クイックJL ケトチフェン 大正製薬株式会社

1011 パブロン鼻炎アタック＜季節性アレルギー専用＞ ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 大正製薬株式会社

1012 パブロン鼻炎アタックJL＜季節性アレルギー専用＞ ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 大正製薬株式会社

1013 パブロン鼻炎カプセルZ ケトチフェン 大正製薬株式会社

1014 パブロンメディカルN イブプロフェン 大正製薬株式会社

1015 パブロンメディカルC イブプロフェン 大正製薬株式会社
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1016 パブロンメディカルT イブプロフェン、アンブロキソール 大正製薬株式会社

1017 ハヤオキIB イブプロフェン 薬王製薬株式会社

1018 ハヤナIB イブプロフェン 東和製薬株式会社

1019 バリアクトHi2クリーム テルビナフィン 東光薬品工業株式会社

1020 バリアクトHi2スプレー テルビナフィン 東光薬品工業株式会社

1021 バリアクトHiクリーム テルビナフィン 前田薬品工業株式会社

1022 バリアクトHi液 テルビナフィン 前田薬品工業株式会社

1023 ハリーVせき止め液 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1024 ハリーVせき止め錠 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1025 ハリーエースプレミアム イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1026 ハリーエース錠V イブプロフェン 小林薬品工業株式会社

1027 ハリーエース錠VX イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1028 ハリー胃腸薬 ファモチジン 大興製薬株式会社

1029 ハリー解熱鎮痛薬L ロキソプロフェン 小林薬品工業株式会社

1030 ハリー鼻炎FX フェキソフェナジン シオノケミカル株式会社

1031 ハリー鼻炎カプセルMP メキタジン 小林薬品工業株式会社

1032 ハリックス　ホグリラ フェルビナク ライオン株式会社

1033 ハリックス　ホグリラ　温感 フェルビナク ライオン株式会社

1034 ハリックス　ホグリラ　冷感 フェルビナク ライオン株式会社

1035 ハリックス55IDプラス インドメタシン 帝國製薬株式会社

1036 ハリックス55ID温感H インドメタシン ライオン株式会社

1037 ハリワンFb35 フェルビナク 共立薬品工業株式会社

1038 ハリワンFb35温感 フェルビナク 共立薬品工業株式会社

1039 ハリワンFb50 フェルビナク 共立薬品工業株式会社

1040 ハリワンFb50EG フェルビナク 共立薬品工業株式会社

1041 ハリワンFb温感 フェルビナク 共立薬品工業株式会社

1042 パルグラン7クリーム ブテナフィン 協和薬品工業株式会社

1043 パルグラン7液 ブテナフィン 協和薬品工業株式会社

1044 パルグランGXクリーム ブテナフィン 協和薬品工業株式会社

1045 パルグランGX液 ブテナフィン 協和薬品工業株式会社

1046 バルクロンEXゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 前田薬品工業株式会社

1047 バルクロンEX液 プレドニゾロン吉草酸エステル 前田薬品工業株式会社

1048 パルスターFRゼリー フェルビナク 日本ゼトック株式会社

1049 パルスターFR液 フェルビナク 日本ゼトック株式会社

1050 バンキーEX液 プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社
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1051 バンキーEX液α プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

1052 バンキーU10クリーム テルビナフィン 万協製薬株式会社

1053 パンクMI錠 ピレンゼピン 小林薬品工業株式会社

1054 パンシロンキュアa ピレンゼピン ロート製薬株式会社

1055 パンシロンキュアSP ピレンゼピン ロート製薬株式会社

1056 パンシロンキュアSP錠 ピレンゼピン ロート製薬株式会社

1057 パンシロンキュアS錠 ピレンゼピン ロート製薬株式会社

1058 パンシロンソフトベール テプレノン ロート製薬株式会社

1059 バンスキットFBテープ35温感 フェルビナク 三友薬品株式会社

1060 バンスキットFBテープ5％α フェルビナク 三友薬品株式会社

1061 バンスキットFBテープ5．0％V フェルビナク 三友薬品株式会社

1062 バンスキットFBテープL5％α フェルビナク 三友薬品株式会社

1063 バンスキットID1％ゲル インドメタシン 三友薬品株式会社

1064 バンスキットID1％ミルリィーゲル インドメタシン 三友薬品株式会社

1065 バンスキットID1％液 インドメタシン 三友薬品株式会社

1066 バンスキットZゲル ジクロフェナク 三友薬品株式会社

1067 バンスキットZテープ ジクロフェナク 三友薬品株式会社

1068 バンスキットZテープL ジクロフェナク 三友薬品株式会社

1069 バンスキットZローション ジクロフェナク 三友薬品株式会社

1070 バンダール1％クリーム インドメタシン 東光薬品工業株式会社

1071 バンダール1％ミルリィーゲル インドメタシン 三友薬品株式会社

1072 バンダール1％液 インドメタシン 東光薬品工業株式会社

1073 バンダール1．0％ゲル インドメタシン 三友薬品株式会社

1074 パンテフェクト ソイステロール 薬王製薬株式会社

1075 バンテリンコーワ1．0％ゲル インドメタシン 興和株式会社

1076 バンテリンコーワエアロゲル インドメタシン 興和株式会社

1077 バンテリンコーワエアロゲルEX インドメタシン 興和株式会社

1078 バンテリンコーワクリーミィーゲルEX インドメタシン 興和株式会社

1079 バンテリンコーワクリーミィーゲルLT インドメタシン 興和株式会社

1080 バンテリンコーワクリームEX インドメタシン 興和株式会社

1081 バンテリンコーワクリームLT インドメタシン 興和株式会社

1082 バンテリンコーワゲルEX インドメタシン 興和株式会社

1083 バンテリンコーワゲルLT インドメタシン 興和株式会社

1084 バンテリンコーワパップS インドメタシン 興和株式会社

1085 バンテリンコーワパップホット インドメタシン 興和株式会社
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1086 バンテリンコーワ液EX インドメタシン 興和株式会社

1087 バンテリンコーワ液S インドメタシン 興和株式会社

1088 バンテリンコーワ液W インドメタシン 興和株式会社

1089 バンテリンコーワ新ミニパット インドメタシン 興和株式会社

1090 パンパスPVA9ゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

1091 パンパスPVA9液 プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

1092 PVAアルファEX液 プレドニゾロン吉草酸エステル 奥田製薬株式会社

1093 PVAアルファEXゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 奥田製薬株式会社

1094 PVAエース11液 プレドニゾロン吉草酸エステル 奥田製薬株式会社

1095 PVAエース11ゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 奥田製薬株式会社

1096 PVAクリームα プレドニゾロン吉草酸エステル 奥田製薬株式会社

1097 ビーエスバンDNテープ ジクロフェナク 株式会社大石膏盛堂

1098 ビーエスバンDNテープL ジクロフェナク 株式会社大石膏盛堂

1099 ビーエスバンDXゲル ジクロフェナク 新生薬品株式会社

1100 ビーエスバンDXローション ジクロフェナク 新生薬品株式会社

1101 ビーエスバンFRテープV フェルビナク 株式会社大石膏盛堂

1102 BTエース液 ブテナフィン 奥田製薬株式会社

1103 BTエースクリーム ブテナフィン 奥田製薬株式会社

1104 BTプラスV8液 ブテナフィン 奥田製薬株式会社

1105 BTプラスV8クリーム ブテナフィン 奥田製薬株式会社

1106 ビーブル点鼻薬 ケトチフェン 中外医薬生産株式会社

1107 ピーマTP健胃錠 テプレノン 三宝製薬株式会社

1108 ピーマTP健胃薬 テプレノン 三宝製薬株式会社

1109 ビオフェルミン便秘薬 ピコスルファート ビオフェルミン製薬株式会社

1110 ピコラックス ピコスルファート 佐藤製薬株式会社

1111 ビサット下痢止め薬 ロペラミド 日本薬剤株式会社

1112 ピシャット下痢止めOD錠 ロペラミド テイカ製薬株式会社

1113 ビスティーEX イブプロフェン 大昭製薬株式会社

1114 ヒストニンIBF錠 イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1115 ヒストミンA錠 イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1116 ヒストミンKB錠 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1117 ヒストミンSカプセル ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1118 ヒストミンTM錠 メキタジン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1119 ヒストミンV イブプロフェン 小林薬品工業株式会社

1120 ヒストミンエース錠EX イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社
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1121 ヒストミンエース錠ハイ イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1122 ヒストミンエース顆粒EX イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1123 ヒストミンせき止め ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1124 ヒストミンせき止めCX カルボシステイン 小林薬品工業株式会社

1125 ヒストミンせき止め液 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1126 ヒストミン点鼻薬DX ケトチフェン 株式会社雪の元本店

1127 ヒストミン鼻炎FX フェキソフェナジン 大興製薬株式会社

1128 ヒストミン鼻炎カプセルZ ケトチフェン 小林薬品工業株式会社

1129 ヒストンV イブプロフェン 小林薬品工業株式会社

1130 ヒスラミンKB錠 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1131 ヒスラミンせき止め液 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1132 ビタクールKB錠 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1133 ビタクールTM錠 ブロムヘキシン、メキタジン 小林薬品工業株式会社

1134 ビタクールV イブプロフェン 小林薬品工業株式会社

1135 ビタクールエピナスチン20 エピナスチン シオノケミカル株式会社

1136 ビタクールせき止め液 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1137 ビタクール錠DX ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1138 ビタクール錠ハイ イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1139 ビタクール錠ハイEX イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1140 ビタクール錠ハイプラス イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1141 ビタクール点鼻薬DX ケトチフェン 株式会社雪の元本店

1142 ビタクール点鼻薬Z ケトチフェン 小林薬品工業株式会社

1143 ビタクール鼻炎カプセルS メキタジン 小林薬品工業株式会社

1144 ビタクール鼻炎カプセルZ ケトチフェン 小林薬品工業株式会社

1145 ビタコールせき止め錠 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1146 ビタコールTM錠 メキタジン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1147 ビタトレール　インドメタシン液EX インドメタシン 新生薬品株式会社

1148 ビタトレール　クイックEX錠 イブプロフェン ワキ製薬株式会社

1149 ビタトレール　ケアクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 福地製薬株式会社

1150 ピタリット ロペラミド 大正製薬株式会社

1151 ピタリノールLX ロキソプロフェン ワキ製薬株式会社

1152 ビノックコバ錠 イブプロフェン 佐藤薬品工業株式会社

1153 ビハーラID0．7％ インドメタシン 株式会社タカミツ

1154 ヒフールAC アシクロビル 万協製薬株式会社

1155 ヒフールEXゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社
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1156 ヒフールEX液 プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

1157 ヒフールFEゲル3 フェルビナク 万協製薬株式会社

1158 ヒフールTクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

1159 ヒフールT水虫クリーム テルビナフィン 万協製薬株式会社

1160 ヒフールT水虫液 テルビナフィン 万協製薬株式会社

1161 ヒフールT軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

1162 ヒフールUFクリーム ウフェナマート 万協製薬株式会社

1163 ヒフールV7水虫クリーム ブテナフィン 万協製薬株式会社

1164 ヒフールV7水虫液 ブテナフィン 万協製薬株式会社

1165 ヒフール口内炎軟膏 トリアムシノロンアセトニド 万協製薬株式会社

1166 ヒフール水虫クリームMC ミコナゾール 万協製薬株式会社

1167 ヒフール水虫液MC ミコナゾール 万協製薬株式会社

1168 ヒフサール1．0％クリーム インドメタシン 新生薬品株式会社

1169 ヒフサール1．0％ゲル インドメタシン 新生薬品工業株式会社

1170 ヒフサール1．0％ゲルID インドメタシン 新生薬品株式会社

1171 ヒフサール1．0％液 インドメタシン 新生薬品株式会社

1172 ヒフサールDX ジクロフェナク 新生薬品株式会社

1173 ヒフサールF フェルビナク 新生薬品株式会社

1174 ヒフサールゲルDX ジクロフェナク 新生薬品株式会社

1175 ヒフサールパップV インドメタシン 東和製薬株式会社

1176 ヒフトップHD プレドニゾロン吉草酸エステル 新新薬品工業株式会社

1177 ヒフメタUFクリーム ウフェナマート 日本ゼトック株式会社

1178 ヒフメディックPV軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル ジャパンメディック株式会社

1179 ヒフメディックPVクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル ジャパンメディック株式会社

1180 ヒフメディックPHローション プレドニゾロン吉草酸エステル ジャパンメディック株式会社

1181 ビフローゼFBゲル フェルビナク 万協製薬株式会社

1182 ビフローゼFB液 フェルビナク 万協製薬株式会社

1183 ヒフワン軟膏 ヒドロコルチゾン酪酸エステル 日本ゼトック株式会社

1184 ピポンエースクリーム7 ブテナフィン 小林薬品工業株式会社

1185 ピポンエースクリーム8 ブテナフィン 小林薬品工業株式会社

1186 ピポンエースクリームVX ブテナフィン 小林薬品工業株式会社

1187 ピポンエース液7 ブテナフィン 小林薬品工業株式会社

1188 ピポンエース液8 ブテナフィン 小林薬品工業株式会社

1189 ピポンエース液VX ブテナフィン 小林薬品工業株式会社

1190 ヒヤップEXローションα プレドニゾロン吉草酸エステル 三友薬品株式会社
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1191 ピュアクイックS軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 岡山大鵬薬品株式会社

1192 ビュークリアALクール クロモグリク酸 佐賀製薬株式会社

1193 ビュースルー・ソフト ピコスルファート 皇漢堂製薬株式会社

1194 ビューラック・ソフト ピコスルファート 皇漢堂製薬株式会社

1195 ビルモンTFクリームEX テルビナフィン 新新薬品工業株式会社

1196 ビルモンTF液EX テルビナフィン 新新薬品工業株式会社

1197 ピロエースEXクリーム ラノコナゾール 第一三共ヘルスケア株式会社

1198 ピロエースEX液 ラノコナゾール 第一三共ヘルスケア株式会社

1199 ピロエースEX軟膏 ラノコナゾール 第一三共ヘルスケア株式会社

1200 ピロエースZクリーム ラノコナゾール 第一三共ヘルスケア株式会社

1201 ピロエースZ液 ラノコナゾール 第一三共ヘルスケア株式会社

1202 ピロエースZ軟膏 ラノコナゾール 第一三共ヘルスケア株式会社

1203 ピロキシカム液「キョウワ」 ピロキシカム 協和新薬株式会社

1204 ピロットA錠 メキタジン 全薬工業株式会社

1205 ピロットXPクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 全薬工業株式会社

1206 ピロットリペアクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 全薬工業株式会社

1207 ピロットリペアローション プレドニゾロン吉草酸エステル 全薬工業株式会社

1208 ピロットリペア軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 全薬工業株式会社

1209 ファイトップOZneo オキセサゼイン ジェーピーエス製薬株式会社

1210 ファスコン　下痢止め ロペラミド 前田薬品工業株式会社

1211 ファスコン　下痢止め　フィルム ロペラミド ツキオカフィルム製薬株式会社　

1212 ファモガスOD錠10 ファモチジン シオノケミカル株式会社

1213 ファモチジンOD錠10「マイラン」 ファモチジン マイラン製薬株式会社

1214 ファモチジン錠「クニヒロ」 ファモチジン 皇漢堂製薬株式会社

1215 ファモチジン錠M ファモチジン 皇漢堂製薬株式会社

1216 VVシーゼ水虫液 ミコナゾール 中外医薬生産株式会社

1217 VVシーゼ水虫軟膏 ミコナゾール 中外医薬生産株式会社

1218 ブイフィットID0．5％ インドメタシン 帝國製薬株式会社

1219 フェイタス　クリーム フェルビナク 東光薬品工業株式会社

1220 フェイタス　ローション フェルビナク 東光薬品工業株式会社

1221 フェイタス3．5αL温感 フェルビナク 久光製薬株式会社

1222 フェイタス3．5α温感 フェルビナク 久光製薬株式会社

1223 フェイタス5．0 フェルビナク 久光製薬株式会社

1224 フェイタス5．0温感 フェルビナク 久光製薬株式会社

1225 フェイタスZ　ジクサス ジクロフェナク 祐徳薬品工業株式会社
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1226 フェイタスZ　ジクサス大判 ジクロフェナク 祐徳薬品工業株式会社

1227 フェイタスZαジクサス ジクロフェナク 久光製薬株式会社

1228 フェイタスZαジクサス大判 ジクロフェナク 久光製薬株式会社

1229 フェイタスZαジクサス温感 ジクロフェナク 久光製薬株式会社

1230 フェイタスZαジクサス温感大判 ジクロフェナク 久光製薬株式会社

1231 フェイタスZαローション ジクロフェナク 久光製薬株式会社

1232 フェイタスZクリーム ジクロフェナク 祐徳薬品工業株式会社

1233 フェイタスZジクサスシップ ジクロフェナク 久光製薬株式会社

1234 フェイタスZゲル ジクロフェナク 久光製薬株式会社

1235 フェイタスZシップ ジクロフェナク 久光製薬株式会社

1236 フェイタスゲル フェルビナク 東光薬品工業株式会社

1237 フェイタスシップ フェルビナク 久光製薬株式会社

1238 フェイタスシップ温感 フェルビナク 久光製薬株式会社

1239 フェイタスチックEX フェルビナク 東光薬品工業株式会社

1240 フェキソフェナジン錠α フェキソフェナジン 奥田製薬株式会社

1241 フェキソフェナジン錠エース フェキソフェナジン セントラル製薬株式会社

1242 フェキソフェナジン錠「ST」 フェキソフェナジン 佐藤薬品工業株式会社

1243 フェキソフェナジン錠「ST」a フェキソフェナジン セントラル製薬株式会社

1244 フェキソフェナジン錠「クニヒロ」 フェキソフェナジン 皇漢堂製薬株式会社

1245 フェキソフェナジン錠AG フェキソフェナジン キョーリンリメディオ株式会社　

1246 フェナレーフクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品株式会社

1247 フェナレーフ液 プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品株式会社

1248 フェミニーナ　腟カンジダ錠 オキシコナゾール 田辺三菱製薬株式会社

1249 フェリア イブプロフェン 武田コンシューマーヘルスケア株式会社

1250 フェルビテクトα フェルビナク 株式会社大石膏盛堂

1251 フェルビナクメトテック フェルビナク 株式会社キンエイクリエイト

1252 フェルビナファインα フェルビナク 株式会社大石膏盛堂

1253 フェルビロックエース フェルビナク 奥田製薬株式会社

1254 フェロテナスALGプラス点鼻薬 クロモグリク酸 奥田製薬株式会社

1255 フェロテナスAG点鼻薬 クロモグリク酸 奥田製薬株式会社

1256 フェロテナスIP イブプロフェン 奥田製薬株式会社

1257 フォスターALG クロモグリク酸 キョーリンリメディオ株式会社　

1258 プオリナートEXゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 前田薬品工業株式会社

1259 プオリナートEX液 プレドニゾロン吉草酸エステル 前田薬品工業株式会社

1260 フジアローEX プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社富士薬品
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1261 フジアローEXクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社富士薬品

1262 フジアローEX10液 プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社富士薬品

1263 フジアローEX10ゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社富士薬品

1264 フジアローEX軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社富士薬品

1265 フジアローHD液 プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社富士薬品

1266 フジアローUFクリーム ウフェナマート 株式会社富士薬品

1267 フジメタシン1．0％液 インドメタシン ホシエヌ製薬株式会社

1268 ブスコパンA錠 ブチルスコポラミン エスエス製薬株式会社

1269 ブスコパンMカプセル ブチルスコポラミン エスエス製薬株式会社

1270 ブチスコミン ブチルスコポラミン 佐藤製薬株式会社

1271 ブチレニンS イブプロフェン 日本製薬工業株式会社

1272 フットガンコーワ液 ラノコナゾール 東興薬品工業株式会社

1273 フットガンコーワクリーム ラノコナゾール 東興薬品工業株式会社

1274 フットゾールEXクリーム テルビナフィン ジャパンメディック株式会社

1275 フットゾールEX液 テルビナフィン ジャパンメディック株式会社

1276 フットラック テルビナフィン 新生薬品株式会社

1277 フットラック　クリーム テルビナフィン 新生薬品株式会社

1278 フットロック ブテナフィン 大洋製薬会社

1279 フツナロンEV錠 イブプロフェン ジェーピーエス製薬株式会社

1280 ブテナロックL　パウダーゲル ブテナフィン 久光製薬株式会社

1281 ブテナロックLスプレー ブテナフィン 久光製薬株式会社

1282 ブテナロックVR　爽快パウダーゲル ブテナフィン 久光製薬株式会社

1283 ブテナロックVαエアー ブテナフィン 久光製薬株式会社

1284 ブテナロックVαクリーム ブテナフィン 久光製薬株式会社

1285 ブテナロックVαスプレー ブテナフィン 久光製薬株式会社

1286 ブテナロックVα液 ブテナフィン 久光製薬株式会社

1287 ブテナロックVα爽快パウダー ブテナフィン 久光製薬株式会社

1288 フボシストップ ロペラミド テイカ製薬株式会社

1289 プラトンV イブプロフェン 小林薬品工業株式会社

1290 ブルミンKB錠 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1291 ブルミンエース イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1292 ブルミンエース錠VX イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1293 ブルミンエース顆粒G イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1294 ブルミンせき止め錠 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1295 プレアデスPCジェル プレドニゾロン吉草酸エステル ジャパンメディック株式会社
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1296 プレアデスPCローション プレドニゾロン吉草酸エステル ジャパンメディック株式会社

1297 プレゾαクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 日本ゼトック株式会社

1298 プレゾα軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 日本ゼトック株式会社

1299 フレッシュタイムローションF フェルビナク 万協製薬株式会社

1300 フレッシング　アクネクリーム イブプロフェンピコノール 久光製薬株式会社

1301 プレバリンαクールクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル ゼリア新薬工業株式会社

1302 プレバリンαクール軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル ゼリア新薬工業株式会社

1303 プレバリンαクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル ゼリア新薬工業株式会社

1304 プレバリンα軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル ゼリア新薬工業株式会社

1305 プレミナスEX イブプロフェン 奥田製薬株式会社

1306 プレミナスIP イブプロフェン 奥田製薬株式会社

1307 プロアリシンEX「1％ゲル」 インドメタシン 前田薬品工業株式会社

1308 プロアリシンEX「1％液」 インドメタシン 前田薬品工業株式会社

1309 プロアリシンEX1％クリーム インドメタシン 前田薬品工業株式会社

1310 プロアリシンEXクール インドメタシン 前田薬品工業株式会社

1311 プロテジェPCローション プレドニゾロン吉草酸エステル ジャパンメディック株式会社

1312 プロデルマ軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル ジャパンメディック株式会社

1313 プロナインドメタシンゲル1．0％ インドメタシン 新新薬品工業株式会社

1314 プロナHD プレドニゾロン吉草酸エステル 新新薬品工業株式会社

1315 ペアアクネクリームW イブプロフェンピコノール ライオン株式会社

1316 ペアコール咳止め錠 カルボシステイン 米田薬品工業株式会社

1317 ペインタリン1．0％ インドメタシン 東光薬品工業株式会社

1318 ペインタリンテープFB35 フェルビナク 東光薬品工業株式会社

1319 ペインタリンテープFB5％α フェルビナク 東光薬品工業株式会社

1320 ベークかぜIP イブプロフェン 滋賀県製薬株式会社

1321 ヘキシトール ソイステロール 東海カプセル株式会社

1322 ペシエルMスプレーEX＜季節性アレルギー専用＞ ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 東興薬品工業株式会社

1323 ベッセンH2 ファモチジン 新新薬品工業株式会社

1324 ペディラスAG点鼻薬 クロモグリク酸 奥田製薬株式会社

1325 ペディラスBTエースクリーム ブテナフィン 奥田製薬株式会社

1326 ペディラスBTエース液 ブテナフィン 奥田製薬株式会社

1327 ペディラスBTプラスクリーム ブテナフィン 奥田製薬株式会社

1328 ペディラスBTプラス液 ブテナフィン 奥田製薬株式会社

1329 ペラックコールド3 イブプロフェン、ブロムヘキシン 第一三共ヘルスケア株式会社

1330 ペリゾナEXクールスプレー インドメタシン 前田薬品工業株式会社
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1331 ペリドール ポリエチレンスルホン酸 佐藤製薬株式会社

1332 ベルサダンエースカプセル イブプロフェン 協和薬品工業株式会社

1333 ベルサダンエース錠 イブプロフェン 協和薬品工業株式会社

1334 ベルダサポートIPa イブプロフェン 奥田製薬株式会社

1335 ヘルビタS メコバラミン 米田薬品株式会社

1336 ヘルペエース アシクロビル 奥田製薬株式会社

1337 ヘルペシアクリーム アシクロビル 大正製薬株式会社

1338 ペルミナースUF ウフェナマート 日本ゼトック株式会社

1339 ペロット下痢止め ロペラミド ゼリア新薬工業株式会社

1340 ベンザブロックIP イブプロフェン 武田コンシューマーヘルスケア株式会社

1341 ベンザブロックIPプラス イブプロフェン 武田コンシューマーヘルスケア株式会社

1342 ベンザブロックIPプラス錠 イブプロフェン 武田コンシューマーヘルスケア株式会社

1343 ベンザブロックIP錠 イブプロフェン 武田コンシューマーヘルスケア株式会社

1344 ベンザブロックL イブプロフェン 武田コンシューマーヘルスケア株式会社

1345 ベンザブロックLプラス イブプロフェン、カルボシステイン 武田コンシューマーヘルスケア株式会社

1346 ベンザブロックLプラス錠 イブプロフェン、カルボシステイン 武田コンシューマーヘルスケア株式会社

1347 ベンザブロックL錠 イブプロフェン 武田コンシューマーヘルスケア株式会社

1348 ベンザブロックせき止め錠 ブロムヘキシン 武田コンシューマーヘルスケア株式会社

1349 ホームパスFRテープV フェルビナク 株式会社大石膏盛堂

1350 ポジナールEP錠 エピナスチン 株式会社廣昌堂

1351 ポジナールM錠 メキタジン 株式会社廣昌堂

1352 ポパドンIPコート イブプロフェン 米田薬品株式会社

1353 ポパドンIP錠 イブプロフェン 米田薬品株式会社

1354 ボランテFBテープ35温感 フェルビナク 三友薬品株式会社

1355 ボランテFBテープ5％α フェルビナク 三友薬品株式会社

1356 ボランテFBテープL5％α フェルビナク 三友薬品株式会社

1357 ボランテFBテープL70温感 フェルビナク 三友薬品株式会社

1358 ボランテゲル1％ インドメタシン 東光薬品工業株式会社

1359 ボランテ液1％ インドメタシン 東光薬品工業株式会社

1360 ホルサ水虫液 ミコナゾール 中外医薬生産株式会社

1361 ホルサ水虫軟膏 ミコナゾール 中外医薬生産株式会社

1362 ボルタレンACゲル ジクロフェナク 同仁医薬化工株式会社

1363 ボルタレンACローション ジクロフェナク 同仁医薬化工株式会社

1364 ボルタレンEXゲル ジクロフェナク 同仁医薬化工株式会社

1365 ボルタレンEXスプレー ジクロフェナク 同仁医薬化工株式会社

39 / 49
MEDICAL SERVE CO.,LTD.

https://medical-sv.com/



セルフメディケーション税制対象品目一覧　（2019年1月31日公表版）

No. 販売名 成分名 製造販売業者名

1366 ボルタレンEXテープ ジクロフェナク 同仁医薬化工株式会社

1367 ボルタレンEXテープL ジクロフェナク 同仁医薬化工株式会社

1368 ボルタレンEXローション ジクロフェナク 同仁医薬化工株式会社

1369 ボルテスID インドメタシン 株式会社ミクロ薬品

1370 ボルテスID　温感 インドメタシン 株式会社ミクロ薬品

1371 ポレガード アゼラスチン アスゲン製薬株式会社

1372 マーシナリーIPa イブプロフェン 奥田製薬株式会社

1373 マイキュロンEX7クリーム ブテナフィン 万協製薬株式会社

1374 マイキュロンEX7液 ブテナフィン 万協製薬株式会社

1375 マイキュロンEX8クリーム ブテナフィン 万協製薬株式会社

1376 マイキュロンEX8液 ブテナフィン 万協製薬株式会社

1377 マイキュロンIDパップV インドメタシン 東和製薬株式会社

1378 マイキュロンL水虫クリーム テルビナフィン 万協製薬株式会社

1379 マイコーチアルギークリーム インドメタシン 株式会社雪の元本店

1380 マイゼロンIDクリーム インドメタシン ジャパンメディック株式会社

1381 マイゼロンIDゲル インドメタシン ジャパンメディック株式会社

1382 マイゼロンIDローション インドメタシン ジャパンメディック株式会社

1383 マイティアアイテクト プラノプロフェン 千寿製薬株式会社

1384 マイティアアイテクトアルピタット クロモグリク酸、プラノプロフェン 千寿製薬株式会社

1385 マイティアアイテクトアルピタットN クロモグリク酸、プラノプロフェン 千寿製薬株式会社

1386 マイティアアルピタットEXα クロモグリク酸、プラノプロフェン 千寿製薬株式会社

1387 マイティアアルピタットNEXα クロモグリク酸、プラノプロフェン 千寿製薬株式会社

1388 マイルゾンBT液 ブテナフィン 株式会社富士薬品

1389 マイルゾンBTクリーム ブテナフィン 株式会社富士薬品

1390 マイルゾンTL液 テルビナフィン 株式会社富士薬品

1391 マイルゾンTLクリーム テルビナフィン 株式会社富士薬品

1392 マエックHD プレドニゾロン吉草酸エステル ジャパンメディック株式会社

1393 マエックHDプラス プレドニゾロン吉草酸エステル ジャパンメディック株式会社

1394 マニューバEX11ゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 奥田製薬株式会社

1395 マニューバEX11液 プレドニゾロン吉草酸エステル 奥田製薬株式会社

1396 マニューバEX9ゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 奥田製薬株式会社

1397 マニューバEX9液 プレドニゾロン吉草酸エステル 奥田製薬株式会社

1398 マニューバEXゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 前田薬品工業株式会社

1399 マニューバEX液 プレドニゾロン吉草酸エステル 前田薬品工業株式会社

1400 マリンアイAL クロモグリク酸 佐賀製薬株式会社
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1401 マリンアイALG クロモグリク酸 佐賀製薬株式会社

1402 マルコミンEV イブプロフェン 株式会社廣貫堂

1403 ミオリエット ミコナゾール コーア製薬株式会社

1404 ミオリエットクリーム ミコナゾール コーア製薬株式会社

1405 ミコナック液 ミコナゾール 中外医薬生産株式会社

1406 ミコナック軟膏 ミコナゾール 中外医薬生産株式会社

1407 水虫コンプラックEX液 テルビナフィン ジャパンメディック株式会社

1408 水虫コンプラックEXクリーム テルビナフィン ジャパンメディック株式会社

1409 水虫サリキースEX液 テルビナフィン ジャパンメディック株式会社

1410 水虫サリキースEXクリーム テルビナフィン ジャパンメディック株式会社

1411 水虫サリラベートEX液 テルビナフィン ジャパンメディック株式会社

1412 水虫サリラベートEXクリーム テルビナフィン ジャパンメディック株式会社

1413 ミッテンFBゲル フェルビナク 株式会社雪の元本店

1414 ミッテンFBローション フェルビナク 株式会社雪の元本店

1415 ミナテクト水虫クリーム テルビナフィン 日本ゼトック株式会社

1416 ミナテクト水虫液 テルビナフィン 日本ゼトック株式会社

1417 ミミトンIB イブプロフェン ワキ製薬株式会社

1418 ムヒAZ錠 アゼラスチン 日東薬品工業株式会社

1419 ムヒHDm プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社池田模範堂

1420 ムヒアルファEX プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社池田模範堂

1421 ムヒエイチディ プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社池田模範堂

1422 ムルコスEXゲルアルファ プレドニゾロン吉草酸エステル 前田薬品工業株式会社

1423 ムルコスEX液アルファ プレドニゾロン吉草酸エステル 前田薬品工業株式会社

1424 メコプロミン メコバラミン 至誠堂製薬株式会社

1425 メコプロミン　プレミアム メコバラミン 至誠堂製薬株式会社

1426 メタクレスト0．5％ インドメタシン 片桐製薬株式会社

1427 メタシンパス1％ゲル インドメタシン 株式会社タカミツ

1428 メタシンパスEX　温感 インドメタシン 株式会社ミクロ薬品

1429 メタシンパスL インドメタシン 株式会社タカミツ

1430 メタシンパスS0．5％ インドメタシン 株式会社タカミツ

1431 メディータム水虫クリーム ブテナフィン 三友薬品株式会社

1432 メディータム水虫スプレー ブテナフィン 三友薬品株式会社

1433 メディータム水虫プラスHT10クリーム テルビナフィン 東光薬品工業株式会社

1434 メディータム水虫プラスHTクリーム テルビナフィン 東光薬品工業株式会社

1435 メディータム水虫プラスHT液 テルビナフィン 東光薬品工業株式会社

41 / 49
MEDICAL SERVE CO.,LTD.

https://medical-sv.com/



セルフメディケーション税制対象品目一覧　（2019年1月31日公表版）

No. 販売名 成分名 製造販売業者名

1436 メディータム水虫液 ブテナフィン 三友薬品株式会社

1437 メディストロクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 新新薬品工業株式会社

1438 メディストロ軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 新新薬品工業株式会社

1439 メディトリート ミコナゾール 大正製薬株式会社

1440 メディトリートクリーム ミコナゾール 大正製薬株式会社

1441 メディプロEXクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

1442 メディプロEX軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

1443 メディプロUクリーム ウフェナマート 株式会社雪の元本店

1444 メディプロクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

1445 メディプロ軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社雪の元本店

1446 メディペイン イブプロフェン 小林薬品工業株式会社

1447 メディペインFEゲルS フェルビナク 株式会社雪の元本店

1448 メディペインFE液S フェルビナク 株式会社雪の元本店

1449 メディペインS ロキソプロフェン 小林薬品工業株式会社

1450 メソッド　WO　クリーム ウフェナマート ライオン株式会社

1451 メリドンEV錠 イブプロフェン ジェーピーエス製薬株式会社

1452 メルヂンゴールド イブプロフェン 内外薬品株式会社

1453 メルパス　フェルビナク フェルビナク 株式会社タカミツ

1454 メルパスID0．5％ インドメタシン 株式会社タカミツ

1455 メルパスIDH　温感 インドメタシン 株式会社タカミツ

1456 メンソレータム　アクネス25　メディカルクリームb イブプロフェンピコノール ロート製薬株式会社

1457 メンソレータム　カブレーナ ウフェナマート ロート製薬株式会社

1458 メンソレータム　フレディCCクリーム イソコナゾール ロート製薬株式会社

1459 メンソレータム　フレディCC膣錠 イソコナゾール ロート製薬株式会社

1460 メンソレータム　メディクイックH プレドニゾロン吉草酸エステル ロート製薬株式会社

1461 メンソレータム　メディクイックHゴールド プレドニゾロン吉草酸エステル ロート製薬株式会社

1462 メンソレータム　メディクイッククリームR プレドニゾロン吉草酸エステル ロート製薬株式会社

1463 メンソレータム　メディクイッククリームS プレドニゾロン吉草酸エステル ロート製薬株式会社

1464 メンソレータム　メディクイック軟膏R プレドニゾロン吉草酸エステル ロート製薬株式会社

1465 メンソレータムAPソフトローション プレドニゾロン吉草酸エステル ロート製薬株式会社

1466 メンソレータムアクネス25メディカルクリーム イブプロフェンピコノール ロート製薬株式会社

1467 メンソレータムアクネス25メディカルクリームc イブプロフェンピコノール ロート製薬株式会社

1468 メンソレータムエクシブWきわケアジェル テルビナフィン ロート製薬株式会社

1469 メンソレータムエクシブWクリーム テルビナフィン ロート製薬株式会社

1470 メンソレータムエクシブWスプレー テルビナフィン ロート製薬株式会社
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1471 メンソレータムエクシブWディープ10クリーム テルビナフィン ロート製薬株式会社

1472 メンソレータムエクシブW液 テルビナフィン ロート製薬株式会社

1473 メンソレータムエクシブクリームe テルビナフィン ロート製薬株式会社

1474 メンソレータムエクシブスプレーe テルビナフィン ロート製薬株式会社

1475 メンソレータムエクシブディープ10クリーム テルビナフィン ロート製薬株式会社

1476 メンソレータムエクシブ液 テルビナフィン ロート製薬株式会社

1477 メンソレータムフレディCC膣錠A イソコナゾール ロート製薬株式会社

1478 モアファイン　アクネ イブプロフェンピコノール 協和薬品工業株式会社

1479 モアファインPVAクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 協和薬品工業株式会社

1480 モイシアUA テルビナフィン 協和薬品工業株式会社

1481 モーテンAG点鼻薬 クロモグリク酸 株式会社雪の元本店

1482 モデルビタンQ ユビデカレノン 薬王製薬株式会社

1483 モンルナPVAローション プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

1484 ユーシップi インドメタシン 株式会社大石膏盛堂

1485 ユーシップフェルビナク フェルビナク 株式会社大石膏盛堂

1486 雪の元AG点鼻スプレー クロモグリク酸 株式会社雪の元本店

1487 雪の元点鼻スプレーFA ケトチフェン 株式会社雪の元本店

1488 雪の元鼻炎カプセルFA ケトチフェン 株式会社雪の元本店

1489 雪の元鼻炎スプレーFN ケトチフェン 株式会社雪の元本店

1490 ユニコール液 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1491 ユニトップファースト イブプロフェン 小林薬品工業株式会社

1492 ユニペイン イブプロフェン 小林薬品工業株式会社

1493 ユニペインL ロキソプロフェン 小林薬品工業株式会社

1494 ユノパップsID インドメタシン 帝國製薬株式会社

1495 ユビテンS ユビデカレノン エーザイ株式会社

1496 ユリガードL フラボキサート 薬王製薬株式会社

1497 ユンカーエースクリーム ビホナゾール 新生薬品株式会社

1498 ユンカーエース液 ビホナゾール 新生薬品株式会社

1499 ユンゲオール3 ソイステロール 東亜薬品株式会社

1500 ユンケルB12 メコバラミン 佐藤製薬株式会社

1501 ユンケルB12アクティブ メコバラミン 佐藤製薬株式会社

1502 ユンケルB12アクティブα メコバラミン 佐藤製薬株式会社

1503 ラウマーFE液 フェルビナク 万協製薬株式会社

1504 ラウマーU10クリーム テルビナフィン 万協製薬株式会社

1505 ラウマーV7水虫クリーム ブテナフィン 万協製薬株式会社
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1506 ラウマーV7水虫液 ブテナフィン 万協製薬株式会社

1507 ラウレアALGプラス点鼻薬 クロモグリク酸 奥田製薬株式会社

1508 ラクールID1％クリーム インドメタシン 東光薬品工業株式会社

1509 ラクールID1％ゲル インドメタシン 東光薬品工業株式会社

1510 ラクールID1％ミルリィーゲル インドメタシン 東光薬品工業株式会社

1511 ラクールID1％液 インドメタシン 東光薬品工業株式会社

1512 ラクールテープFB35 フェルビナク 東光薬品工業株式会社

1513 ラクールテープFB5％α フェルビナク 東光薬品工業株式会社

1514 ラグエス水虫液 ミコナゾール 中外医薬生産株式会社

1515 ラグエス水虫軟膏 ミコナゾール 中外医薬生産株式会社

1516 ラクスキットID1％ゲル インドメタシン 東光薬品工業株式会社

1517 ラクスキットID1％ミルリィーゲル インドメタシン 東光薬品工業株式会社

1518 ラクスキットID1％液 インドメタシン 東光薬品工業株式会社

1519 ラクスキットID温ハップ インドメタシン 東光薬品工業株式会社

1520 ラクスキットテープFB35 フェルビナク 東光薬品工業株式会社

1521 ラクスキットテープFB70 フェルビナク 東光薬品工業株式会社

1522 ラクストッププラスHT10クリーム テルビナフィン 東光薬品工業株式会社

1523 ラクストッププラスHTクリーム テルビナフィン 東光薬品工業株式会社

1524 ラクストッププラスHT液 テルビナフィン 東光薬品工業株式会社

1525 ラクパステープFB35 フェルビナク 東光薬品工業株式会社

1526 ラクパステープFB5％α フェルビナク 三友薬品株式会社

1527 ラクピオンEXゲルα プレドニゾロン吉草酸エステル 東光薬品工業株式会社

1528 ラクピオンEXローションα プレドニゾロン吉草酸エステル 東光薬品工業株式会社

1529 ラクピオンHスプレー プレドニゾロン吉草酸エステル 東光薬品工業株式会社

1530 ラクピオンH液 プレドニゾロン吉草酸エステル 東光薬品工業株式会社

1531 ラクフォースID1％液 インドメタシン 東光薬品工業株式会社

1532 ラクペタンDXゲル ジクロフェナク 東光薬品工業株式会社

1533 ラクペタンDXテープ ジクロフェナク 東光薬品工業株式会社

1534 ラクペタンDXテープL ジクロフェナク 東光薬品工業株式会社

1535 ラクペタンDXパップ ジクロフェナク 東光薬品工業株式会社

1536 ラクペタンDX液 ジクロフェナク 東光薬品工業株式会社

1537 ラクペタンLテープFB5％α フェルビナク 東光薬品工業株式会社

1538 ラクペタンシップFB フェルビナク 東光薬品工業株式会社

1539 ラクペタンテープFB35 フェルビナク 東光薬品工業株式会社

1540 ラクペタンテープFB35温感 フェルビナク 東光薬品工業株式会社
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1541 ラクペタンテープFB5％α フェルビナク 東光薬品工業株式会社

1542 ラクペタンテープFB70 フェルビナク 東光薬品工業株式会社

1543 ラクペタンテープFB70温感 フェルビナク 東光薬品工業株式会社

1544 ラクリシアクリーム アシクロビル 三友薬品株式会社

1545 ラスピドンクリーム ミコナゾール 協和薬品工業株式会社

1546 ラスピドン液 ミコナゾール 協和薬品工業株式会社

1547 ラッシェルテープFB70 フェルビナク 東光薬品工業株式会社

1548 ラッシェル液1％ インドメタシン 東光薬品工業株式会社

1549 ラッシュピードZ フェルビナク 奥田製薬株式会社

1550 ラティーノBTエースクリーム ブテナフィン 奥田製薬株式会社

1551 ラティーノBTエース液 ブテナフィン 奥田製薬株式会社

1552 ラティーノBTプラスクリーム ブテナフィン 奥田製薬株式会社

1553 ラティーノBTプラス液 ブテナフィン 奥田製薬株式会社

1554 ラティーノXAクリーム ブテナフィン 奥田製薬株式会社

1555 ラティーノXA液 ブテナフィン 奥田製薬株式会社

1556 ラティーノ液 ミコナゾール 中外医薬生産株式会社

1557 ラティーノ軟膏 ミコナゾール 中外医薬生産株式会社

1558 ラフェルサAL鼻炎カプセルZ ケトチフェン 株式会社パナケイア製薬

1559 ラフェルサFBゲル フェルビナク ダイヤ製薬株式会社

1560 ラフェルサFBローション フェルビナク ダイヤ製薬株式会社

1561 ラフェルサ下痢止めLP ロペラミド 米田薬品株式会社

1562 ラフェルサ水虫クリームプラス テルビナフィン 前田薬品工業株式会社

1563 ラフェルサ水虫液プラス テルビナフィン 前田薬品工業株式会社

1564 ラフレッドゴールドSα ブロムヘキシン 米田薬品工業株式会社

1565 ラポミックL液 ラノコナゾール 東興薬品工業株式会社

1566 ラポミックLクリーム ラノコナゾール 東興薬品工業株式会社

1567 ラホヤEXゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

1568 ラホヤEX液 プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

1569 ラホヤPVA9ゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

1570 ラホヤPVA9液 プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

1571 ラマストン　クリーム シクロピロクスオラミン 佐藤製薬株式会社

1572 ラマストンMX2 ブテナフィン 佐藤製薬株式会社

1573 ラマストンMX2ゲル ブテナフィン 佐藤製薬株式会社

1574 ラマストンMX2液 ブテナフィン 佐藤製薬株式会社

1575 ラマストンリキッド ブテナフィン 佐藤製薬株式会社
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1576 ラマストンリキッドN ブテナフィン 佐藤製薬株式会社

1577 ラマストン液 シクロピロクスオラミン 佐藤製薬株式会社

1578 ラミシールATクリーム テルビナフィン GSK CHJ社

1579 ラミシールAT液 テルビナフィン GSK CHJ社

1580 ラミシールキュアジェル テルビナフィン GSK CHJ社

1581 ラミシールプラスクリーム テルビナフィン GSK CHJ社

1582 ラミシールプラススプレー テルビナフィン GSK CHJ社

1583 ラミシールプラス液 テルビナフィン GSK CHJ社

1584 ラモンIBエリア イブプロフェン 中央薬品株式会社

1585 リーザZ イブプロフェン ダイト株式会社

1586 リーベルバンFBパップ フェルビナク 帝國製薬株式会社

1587 リーベルバンFXプラスターα フェルビナク 帝國製薬株式会社

1588 リーベルバンIDパップ インドメタシン 帝國製薬株式会社

1589 リキパワービタミンEXプレミアム メコバラミン 米田薬品工業株式会社

1590 リクレスかぜEV錠 イブプロフェン ジェーピーエス製薬株式会社

1591 リケアA水虫薬　クリーム ミコナゾール 万協製薬株式会社

1592 リケアA水虫薬　液 ミコナゾール 万協製薬株式会社

1593 リコリプラスエースa イブプロフェン セントラル製薬株式会社

1594 リズミカルシン インドメタシン ジャパンメディック株式会社

1595 リズミカルシンG インドメタシン ジャパンメディック株式会社

1596 リズミカルシンW インドメタシン ジャパンメディック株式会社

1597 リドベートQゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 協和薬品工業株式会社

1598 リドベートQ液 プレドニゾロン吉草酸エステル 協和薬品工業株式会社

1599 リナαクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 万協製薬株式会社

1600 リビメックスコーワH プレドニゾロン吉草酸エステル 興和株式会社

1601 リビメックスコーワクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 興和株式会社

1602 リビメックスコーワローション プレドニゾロン吉草酸エステル 興和株式会社

1603 リビメックスコーワ軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 興和株式会社

1604 リファットPCジェル プレドニゾロン吉草酸エステル ジャパンメディック株式会社

1605 リファットPCジェルⅩ プレドニゾロン吉草酸エステル ジャパンメディック株式会社

1606 リファットPCローション プレドニゾロン吉草酸エステル ジャパンメディック株式会社

1607 リファットPCローションⅩ プレドニゾロン吉草酸エステル ジャパンメディック株式会社

1608 リフェンダ　フェルビナク フェルビナク 株式会社タカミツ

1609 リフェンダFBテープα フェルビナク 株式会社タカミツ

1610 リフェンダID0．5％ インドメタシン 株式会社タカミツ
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1611 リフェンダIDH　温感 インドメタシン 株式会社タカミツ

1612 リフェンダゲル フェルビナク 株式会社タカミツ

1613 リフェンダジクロフェナクゲル ジクロフェナク 株式会社タカミツ

1614 リフェンダジクロフェナクテープ ジクロフェナク 株式会社タカミツ

1615 リフェンダジクロフェナク液 ジクロフェナク 株式会社タカミツ

1616 リフェンダローション フェルビナク 株式会社タカミツ

1617 リボナミンアクネクリーム イブプロフェンピコノール 小林薬品工業株式会社

1618 龍角散せき止め錠 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1619 リラッセ ヘプロニカート、メコバラミン エスエス製薬株式会社

1620 リラテックス ピロキシカム 東興薬品工業株式会社

1621 リリース総合感冒薬 メキタジン アルフレッサファーマ株式会社

1622 リレイジュPEクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル ジャパンメディック株式会社

1623 リレイジュPE軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル ジャパンメディック株式会社

1624 リングルアイビー イブプロフェン 佐藤製薬株式会社

1625 リングルアイビー200 イブプロフェン 佐藤製薬株式会社

1626 リングルアイビーα200 イブプロフェン 佐藤製薬株式会社

1627 リングルアイビー錠200 イブプロフェン 佐藤製薬株式会社

1628 リングルアイビー錠α200 イブプロフェン 佐藤製薬株式会社

1629 ルーフ水虫液 ミコナゾール 中外医薬生産株式会社

1630 ルーフ水虫軟膏 ミコナゾール 中外医薬生産株式会社

1631 ルキノンKB錠 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1632 ルキノンエースα イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1633 ルキノンエース錠EX イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1634 ルキノンエース錠V イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1635 ルキノンせき止め液 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1636 ルキノンせき止め錠 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1637 ルキノンファースト イブプロフェン 小林薬品工業株式会社

1638 ルキノン錠AZ アゼラスチン 小林薬品工業株式会社

1639 ルグナンKB錠 ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1640 ルグナン錠EXα イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1641 ルグナン錠VC イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1642 ルッケル解熱鎮痛錠 イブプロフェン テイカ製薬株式会社

1643 ルビナンEXクリーム テルビナフィン 中外医薬生産株式会社

1644 ルビナンEX液 テルビナフィン 中外医薬生産株式会社

1645 ルミフェン アルミノプロフェン 佐藤製薬株式会社
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1646 ルメジEXゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 前田薬品工業株式会社

1647 ルメジEX液 プレドニゾロン吉草酸エステル 前田薬品工業株式会社

1648 ルルアタックIBエース イブプロフェン 第一三共ヘルスケア株式会社

1649 ルルアタックEX イブプロフェン、ブロムヘキシン 滋賀県製薬株式会社

1650 ルルアタックEX顆粒 イブプロフェン、ブロムヘキシン 滋賀県製薬株式会社

1651 ルルアタックIB イブプロフェン、ブロムヘキシン 第一三共ヘルスケア株式会社

1652 ルルアタックNX イブプロフェン、ブロムヘキシン 第一三共ヘルスケア株式会社

1653 ルルアタックTR イブプロフェン 第一三共ヘルスケア株式会社

1654 ルルカゼブロックIB イブプロフェン、ブロムヘキシン 第一三共ヘルスケア株式会社

1655 レイテクトDXゲル プレドニゾロン吉草酸エステル 奥田製薬株式会社

1656 レイテクトDX液 プレドニゾロン吉草酸エステル 奥田製薬株式会社

1657 レガーテ点鼻薬　K ケトチフェン ダイヤ製薬株式会社

1658 レガーテ鼻炎薬　K ケトチフェン 薬王製薬株式会社

1659 レガリアンCT目薬 クロモグリク酸 中新薬業株式会社

1660 レディガードコーワ フラボキサート 興和株式会社

1661 レナートEV錠 イブプロフェン ジェーピーエス製薬株式会社

1662 レビューS錠EX イブプロフェン、ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1663 レビューS錠ハイ イブプロフェン 小林薬品工業株式会社

1664 レビューせき止め液S ブロムヘキシン 小林薬品工業株式会社

1665 レボルタFXテープ フェルビナク 帝國製薬株式会社

1666 ロアメタシンG インドメタシン 株式会社雪の元本店

1667 ロイヒクリーム　フェルビ フェルビナク 岡山大鵬薬品株式会社

1668 ロイヒフェルビ温 フェルビナク ニチバン株式会社

1669 ロイヒ温シップ　フェルビナク フェルビナク 岡山大鵬薬品株式会社

1670 ローカスタ ソイステロール 明治製薬株式会社

1671 ローカスタEX ソイステロール 明治製薬株式会社

1672 ロートアルガード　ST鼻炎スプレー クロモグリク酸 ロート製薬株式会社

1673
ロートアルガード クリアブロック

EXa
クロモグリク酸、プラノプロフェン ロート製薬株式会社

1674 ロートアルガード　クリアブロックZ クロモグリク酸、プラノプロフェン ロート製薬株式会社

1675 ロートアルガード　クリアマイルドEXa クロモグリク酸、プラノプロフェン ロート製薬株式会社

1676 ロートアルガード　クリアマイルドZ クロモグリク酸、プラノプロフェン ロート製薬株式会社

1677 ロートアルガード　プレテクト トラニラスト ロート製薬株式会社

1678 ロートアルガード　鼻炎内服薬ZⅡ メキタジン ロート製薬株式会社

1679 ロートアルガード鼻炎内服薬ゴールドZ メキタジン ロート製薬株式会社

1680 ロートアルガードクリアノーズ　季節性アレルギー専用 フルニソリド ロート製薬株式会社
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1681 ロートアルガードクリアブロックEX クロモグリク酸、プラノプロフェン ロート製薬株式会社

1682 ロートアルガードクリアブロックZⅡ クロモグリク酸、プラノプロフェン ロート製薬株式会社

1683 ロートアルガードクリアマイルドEX クロモグリク酸、プラノプロフェン ロート製薬株式会社

1684 ロートアルガードクリアマイルドZⅡ クロモグリク酸、プラノプロフェン ロート製薬株式会社

1685 ロートクリア プラノプロフェン ロート製薬株式会社

1686 ローレンミコナクリーム ミコナゾール 万協製薬株式会社

1687 ローレンミコナ液 ミコナゾール 万協製薬株式会社

1688 ロキソニンS ロキソプロフェン 第一三共ヘルスケア株式会社

1689 ロキソニンSゲル ロキソプロフェン 第一三共ヘルスケア株式会社

1690 ロキソニンSテープ ロキソプロフェン リードケミカル株式会社

1691 ロキソニンSテープL ロキソプロフェン リードケミカル株式会社

1692 ロキソニンSパップ ロキソプロフェン リードケミカル株式会社

1693 ロキソニンSプラス ロキソプロフェン 第一三共ヘルスケア株式会社

1694 ロキソニンSプレミアム ロキソプロフェン 第一三共ヘルスケア株式会社

1695 ロキソプロフェンソフトカプセル「BMD」 ロキソプロフェン 株式会社ビオメディクス

1696 ロキソプロフェン錠「AX」 ロキソプロフェン 奥田製薬株式会社

1697 ロキソプロフェン錠「LS」 ロキソプロフェン セントラル製薬株式会社

1698 ロキソプロフェン錠「GX」 ロキソプロフェン 奥田製薬株式会社

1699 ロキソプロフェン錠「クニヒロ」 ロキソプロフェン 皇漢堂製薬株式会社

1700 ロキソプロフェン錠M ロキソプロフェン 皇漢堂製薬株式会社

1701 ロキベール ロキソプロフェン コーア製薬株式会社

1702 ロコイダンクリーム　 ヒドロコルチゾン酪酸エステル 鳥居薬品株式会社

1703 ロコイダン軟膏　 ヒドロコルチゾン酪酸エステル 鳥居薬品株式会社

1704 ロスミンS メコバラミン 米田薬品株式会社

1705 ロバックHi ヒドロコルチゾン酪酸エステル 武田コンシューマーヘルスケア株式会社

1706 ロバックU ウフェナマート 武田コンシューマーヘルスケア株式会社

1707 ロペラFLM ロペラミド ツキオカフィルム製薬株式会社　

1708 ロペラマックサット ロペラミド 佐藤製薬株式会社

1709 ロミノン三宝OZ オキセサゼイン ジェーピーエス製薬株式会社

1710 ロン三宝IP錠 イブプロフェン 三宝製薬株式会社

49 / 49
MEDICAL SERVE CO.,LTD.

https://medical-sv.com/



セルフメディケーション税制対象から削除された品目一覧　（2019年1月31日公表版）

No. 販売名 成分名 製造販売会社 削除された公表版

1 アフタカバ- トリアムシノロンアセトニド 帝人ファーマ株式会社 2016/6/17

2 アフタコートT トリアムシノロンアセトニド 帝人ファーマ株式会社 2016/6/17

3 アフタロン トリアムシノロンアセトニド 帝人ファーマ株式会社 2016/6/17

4 パスビタン軟膏1.0% インドメタシン 常盤薬品工業株式会社 2016/6/17

5 ダイアフラジンEX軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 内外薬品株式会社 2016/6/17

6 セブスキット イブプロフェン 三友薬品株式会社 2016/6/17

7 オノフェアクネクリーム イブプロフェンピコノール 万協製薬株式会社 2016/8/17

8 協和アセモ軟膏 ヒドロコルチゾン酪酸エステル 万協製薬株式会社 2016/8/17

9 サリラベートPCジェル プレドニゾロン吉草酸エステル ジャパンメディック株式会社 2016/8/17

10 マナスルTP健胃薬 テプレノン 三宝製薬株式会社 2016/8/17

11 ボランテチックPX ピロキシカム 三友薬品株式会社 2016/8/17

12 ビフナイトc イブプロフェンピコノール 小林製薬株式会社 2016/8/17

13 オムニードパップ インドメタシン 帝國製薬株式会社 2016/8/17

14 リーベルバンFXプラスター フェルビナク 帝國製薬株式会社 2016/8/17

15 アンバーS錠 ブロムヘキシン 米田薬品工業株式会社 2016/10/17

16 新感冒薬コロナS錠 ブロムヘキシン 米田薬品工業株式会社 2016/10/17

17 スカイブブロンゴールド錠 ブロムヘキシン 米田薬品工業株式会社 2016/10/17

18 総合かぜ薬S錠 ブロムヘキシン 米田薬品工業株式会社 2016/10/17

19 ラフレッドゴールドS錠 ブロムヘキシン 米田薬品工業株式会社 2016/10/17

20 トクホンフェルビナプラスター フェルビナク 株式会社トクホン 2017/1/17

21 新ラクールシップ インドメタシン 東光薬品工業株式会社 2017/1/17

22 ニューボランテ インドメタシン 東光薬品工業株式会社 2017/1/17

23 エイクリヤーテープFB35 フェルビナク 東光薬品工業株式会社 2017/1/17

24 ツーストIB錠 イブプロフェン テイカ製薬株式会社 2017/4/18

25 シオノギPV軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品株式会社 2017/8/16

26 サンポーFBテープ フェルビナク 三友薬品株式会社 2017/10/18

27 オムニードFBプラスター フェルビナク 帝國製薬株式会社 2017/12/18

28 ダマリンエース アモロルフィン 杏林製薬株式会社 2018/1/22

29 消炎鎮痛フェルビナクプラスター フェルビナク 帝國製薬株式会社 2018/3/16

30 ベンザブロックIP細粒 イブプロフェン 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 2018/3/16

31 貼るアクテージL インドメタシン 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 2018/3/16

32 貼るアクテージミニ インドメタシン 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 2018/3/16

33 スコルバEXクリーム ブテナフィン 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 2018/3/16

34 スコルバEX液 ブテナフィン 武田コンシューマーヘルスケア株式会社 2018/3/16

35 かゆケアN プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品株式会社 2018/5/16

36 かゆケア プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品株式会社 2018/5/16

37 テレスハイクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社　池田模範堂 2018/5/16

38 テレスハイ軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 株式会社　池田模範堂 2018/5/16
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No. 販売名 成分名 製造販売会社 削除された公表版

39 アイカフーン錠 ケトチフェン テイカ製薬株式会社 2018/7/23

40 ほわっと鼻炎KF ケトチフェン テイカ製薬株式会社 2018/7/23

41 ほわっと下痢止めLP ロペラミド テイカ製薬株式会社 2018/7/23

42 テイプラスターFB フェルビナク 帝國製薬株式会社 2018/9/18

43 ナルタールUFクリーム ウフェナマート 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

44 ペルミナースUF ウフェナマート 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

45 ヒフメタUFクリーム ウフェナマート 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

46 デートニンUFクリーム ウフェナマート 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

47 ミナテクト水虫クリーム テルビナフィン 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

48 ミナテクト水虫液 テルビナフィン 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

49 ヒフワン軟膏 ヒドロコルチゾン酪酸エステル 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

50 カンパラナス液 ビホナゾール 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

51 カンパラナス クリーム ビホナゾール 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

52 パルスターFRゼリー フェルビナク 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

53 パルスターFR液 フェルビナク 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

54 ダルトレシンFゲル フェルビナク 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

55 カユミックアルファクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

56 カユミックアルファ軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

57 プレゾαクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

58 プレゾα軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

59 ハーバーSS軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

60 コルゾンパーゲンS軟膏｢コジマ｣ プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

61 ニッポーデルマP軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

62 ハーバーSSクリーム プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品工業株式会社 2018/9/18

63 カユミックアルファA軟膏 プレドニゾロン吉草酸エステル 新生薬品工業株式会社 2018/9/18
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