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通し番号   薬効群   投与経路   成分   根拠   分類案  ＊   

379  ビタミン主薬製剤   内服  ビタミンD   評価済み   第2頬  

380  カルシウム主薬製剤   内服  ビタミンD2   ビタミンD②  第2類  

381  カルシウム主薬製剤   内服  ビタミンD3   評価済み   第2類  

382  ビタミン含有保健薬（ビタミン剤等）  内服  ビタミンKl   フィトナジオン②   第2類  

383  胃腸鎮痛鎮けい薬   内服  ヒドロキシナフトエ酸アルミニウ ム  評価済み   第2類  

384  健胃薬   内服  ヒドロキシナフトエ酸アルミニウ ム  評価済み   第2類  

385  止濡薬   内服  ヒドロキシナフトエ酸アルミニウ ム  評価済み   第2類  

386  消化薬   内服   ヒドロキシナフトエ酸アルミニウ ム  評価済み   第2類  

387  制酸・健胃・消化・整腸を2以上標模 するも8）  内服  ヒドロキシナフトエ酸アルミニウ ム  評価済み   第2類  

388  制酸薬   内服  ヒドロキシナフト工酸アルミニウ ム  評価済み   第2類  

389  整腸薬   内服  ヒドロキシナフト工酸アルミニウ ム  評価済み   第2類  

390  健胃薬   内服  ヒドロタルサイト   
合成ヒドロタルサイト   第2類  

②  

391  止滴薬   内服  ヒドロタルサイト   
合成ヒドロタルサイト   第2類  

②  

合成ヒドロタルサイト   第2琴  

392  制酸・健胃・消化・整腸を2以上標棲 するもの  内服  ヒドロタルサイト  ②  

393  制酸薬   内服  ヒドロタルサイト   
合成ヒドロタルサイト   第2類  

②  

394  みずむし・たむし用薬   外用（塗布）  ビフォナゾール   評価済み   第2類  

395  駆虫薬   内服  ピベラジンヘキサヒドラート  リン酸ピベラジン②   第2類  

396  かぜ薬（内服）   内服  ヒベンズ酸チベビジン   評価済み   第2類  

397  鎮咳去痍薬   
内服（トロー  チ）  ヒベンズ酸チベビジン   

評価済み   第2類  

398  みずむし・たむし用薬   外用（塗布）  ピロールニトリン   評価済み   第2類  

399  鎮痛・鎮痔・収れん・消炎薬（パップ 剤を含む）  外用（塗布）  ピロキシカム   
評価済み   第2類  

シクロピロクスオラミン   第2類  400  毛髪用薬（発毛．養毛，ふけ，かゆ み止め用薬等）  外用（塗布）  ピロクトンオラミン  ②  

401  歯痛・歯槽膿漏薬   内服  フィトナジオン   評価済み   第2類  

402  その他の外皮用薬   外用（塗布）  フェノール   評価済み   第2類  

403  みずむし・たむし用薬   外用（塗布）  フェノール   評価済み   第2類  

404  化膿性疾患用薬   外用（塗布）  フェノール   評価済み   第2類  

405  殺菌消毒薬（特殊絆創膏を含む）  外用（塗布）  フェノール   評価済み   第2類  

406  歯痛・歯槽膿漏薬   外用（塗布）  フェノール   評価済み   第2類  

407  鎮痛・錆痔・収れん・消炎薬（パップ 剤を含む）  外用（塗布）  フェノール   
評価済み   第2類  

408  点耳薬   外用（点耳）   フェノ‾ル   評価済み   第2類  

409  鎮痛・鎮痔・収れん・消炎薬（パップ 剤を含む）  外用（塗布）  フェノール・亜鉛華りニメント  フェノール②   
第2類  
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通し番号   薬効群 【  投与経路   成分   根拠   分類案  ＊   

440  抗ヒスタミン薬主薬製剤  ト  内服  マレイン酸カルビノキサミン  第2類  

441  鎮咳去痍薬  
マレイン酸カルビノキサミン   

第2類  

442  鼻炎用内服薬   

マレイン酸クロルフェニラミン   
d－マレイン酸クロル  

第2頬  
フェニラミン（内服）②  

その他（↓＼ずれの薬効群にも属さな  マレイン酸クロルフエニラミン   
d－マレイン酸クロル  

第2類  
445   いもの）   フエニラミン（内服）（∋  

446  その他（Dアレルギー用薬   内服  マレイン酸クロルフェニラミン   
d－マレイン酸クロル  

第2類  
フエニラミン（内服）②  

447  その他（D耳鼻科用薬   内服  マレイン酸クロルフエニラミン   
d一マレイン酸クロル  

第2類  
フエニラミン（内服）（診  

d－マレイン酸クロル  
第2類  

フェニラミン（内服）②  

d－マレイン酸クロル  

450  外用痔疾用薬   外用（坐薬）  マレイン酸クロルフェニラミン   フエニラミン（外用（坐  

d－マレイン酸クロル   
第2類  451  口腔咽喉薬（せき，たんを標模しな  内服（トロー  マレイン酸クロルフエニラミン         いトロ一子剤を含む）  チ）  フエニラミン（内服）（診   

452  抗ヒスタミン薬主薬製剤  内服  マレイン酸クロルフエニラミン   
d－マレイン酸クロル  

第2類  
】  フェニラミン（内服）②  

d－マレイン酸クロル  
第2類  453  鎮うん薬（乗物酔防止薬，つわり用 薬を含む）  内服  マレイン酸クロルフエニラミン  フエニラミン（内服）②  

454  鎮咳去痍薬   
内服（トロー   

チ）  マレイン酸クロルフェニラミン   d－マレイン酸クロル フェニラミン（内服）（診  第2類  】 H   
455  鼻炎用点鼻薬   外用（点鼻）  マレイン酸クロルフェニラミン  評価済み   第2類  

457  鼻炎用内服薬   内服  マレイン酸クロルフェニラミン   
d－マレイン酸クロル  

第2類  
フエニラミン（内服）（診  

458  健胃薬   内服  マレイン酸トリメプチン   添付文書   第2類  

459  制酸・健胃・消化・整腸を2以上標梼 するもの  内服  マレイン酸トリメプチン   
添付文書   

塩酸ジフェンヒドラミン  
460  鎮うん薬（乗物酔防止薬，つわり用 薬を含む）  内服  マレイン酸フェニラミン  （内服）②   

第2類  

461  その他の泌尿生殖器官及び旺門用 薬  内服  マンデル酸ヘキサミン   評価済み  第2類  

462  みずむし・たむし用薬   外用（塗布）  ミコナゾール硝酸塩   硝酸ミコナゾール②   第2類  

463  かぜ薬（内服）   内服  メキタジン   評価済み   第2類  

464  抗ヒスタミン薬主薬製剤   内服  メキクジン   評価済み   第2類  

465  鼻炎用内服薬   】内服  評価済み   第2類  

466  制酸・健胃・消化■整腸を2以上標梼 するもの  川  内服  メタケイ酸アルミン酸ナトリウム  メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム②  第2類  
第2類  467  かぜ薬（内服）  内服  メタケイ酸アルミン酸マグネシウ 弓ム  評価済み  
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468  ビタミン主薬製剤  内服 H  メタケイ酸アルミン酸マグネシウ 】ム  評価済み   
】         ¶ 

469  胃腸鎮痛鎮けい薬   
H √内服 n  

成分  

第2類                                丁－¶‾‾      」      ¶  

470  解熱鎮痛薬   内服  メタケイ酸アルミン酸マグネシウ ム  第2   

471  健胃薬   内服  メタケイ酸アルミン酸マグネシウ ム  評価済み   第2類 

472  止濡薬   内服  メタケイ酸アルミン酸マグネシウ ム  評価済み   第2類  

473  消化薬   内服  メタケイ酸アルミン酸マグネシウ ム  評価済み   

第2類【              「  

第2類  

474  制酸薬   内服  メタケイ酸アルミン酸マグネシウ ム  評価済み   第2類  

475  整腸薬   内服  メタケイ酸アルミン酸マグネシウ ム  評価済み   第2類  

476  鎮咳去痍薬   
内服（トロー  チ）  メタケイ酸アルミン酸マグネシウ ム  評価済み   

∈第2類  

477  その他の精神神経用薬   内服  メトカルバモール   評価済み   第2類  

478  外用痔疾用薬   外用（坐薬）  メビバカイン   塩酸ジブカイン②   

モノニトログアヤコールナトリウ  
479  ビタミン含有保健薬（ビタミン剤等）  内服   ム   

酸カリウム②  【  
第2類  

480  かぜ薬（内服）   評価済み   第2類  

481  胃腸鎮痛鎮けい薬  内服  ヨウ化イソプロパミド             内服 n  ヨウ化イソプロ′くミド  第2類  

482   ヨウ化イソプロパミド   ” 評価済み  ⊆  

483  鼻炎用内服薬   ヨウ化イソプロパミド  

484  胃腸鎮痛鎮けい薬  
ヨウ化ジフェニルピペリジノメチ  鎮うん薬（乗物酔防止薬，つわり用 薬を含む）  内服  評価済み   

u   ∃第2類   【 芦  

u  ルジオキソラン   ルジオキソラン   第2類  「   

486  かぜ薬（内服）   内服ラクテルフエネチジン  アセトアミノフェン②   第2類  

487  解熱鎮痛薬   アセトアミノフェン②   第2類   

488  しもやけ・あかぎれ用薬   内服  ラクテルフェネチジン          外用（塗布）  ‖ ■リドカイン   評価済み   第2類  

489  その他の外皮用薬   外用（塗布）  リドカイン   評価済み   第2類  

用（塗布）  リドカイン   

490  みずむし・たむし用薬  彗；  

評価済み   第2類  

491  化膿性疾患用薬   外用（塗布）  リドカイン   評価済み   第2類  

492  外用痔疾用薬   外用（坐薬）  リドカイン   評価済み  第2類  

評価済み   第2類  
493  殺菌消毒薬（特殊絆創膏を含む）  外用（塗布）  セ竺  

鎮痛・鎮痔・収れん・消炎薬（パップ  l 

494   剤を含む）   
外用（塗布）  リドカイン   評価済み  第2類  

495  皮膚軟化薬（吸出しを含む）   外用（塗布）  評価済み   第2類  

497  

496  鼻炎用点鼻薬   
‖   
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通し番号   薬効群  成分   豊 根拠  一分類案！＊   

530  かぜ薬（内服）  

ミ 内服   塩酸L－エチルシステイン   

L投与経路§  

531  かぜ薬（内服）  

」」服…塩酸アロクラミド  
532  鎮咳去痍薬  

璽ヵルポシステイン②  第2類 貞         臭化水素酸デキスト1 ロメトルファン②  第2類  

533  かぜ薬（内服）  ≧内月誓ロ‾塩酸アロクラミド    酸デキスト アン②   第2類   

534  歯痛・歯槽膿漏薬   第2類   

535  鎮咳去痍薬   
塩酸ジフエンヒドラミン （内服）  第2類   ∃ 内服 一塩酸イソチペンジル  ②  

536  鼻炎用内服薬  内服   塩酸イソテペンジル   
塩酸ジフェンヒドラミン  

第2類   
（内服）②  

537  鎮咳去痍薬  内月誓ロ‾   塩酸イブロヘプチン   
塩酸ジフェンヒドラミンi  

（内服）②   
第2類   

538  鼻炎用点鼻薬  弓外用（点鼻）   塩酸イブロヘプチン  第2類   

【内服 ンヒドラミン   
第2類   

ティン②   第2類   

塩酸エフェドリン②   第2類   

塩酸エフェドリン点眼 ②  第2類  

539  鼻炎用内服薬  】   塩酸イブロヘプチン      540  鎮咳去痍薬     内用誓ロ‾   塩酸エチルシステイン      541  点眼薬  外用（点眼）  塩酸エビネプリン      542  外用痔疾用薬  外用（坐薬）  塩酸エフェドリン  塞酸エフェドリン点眼   第2類 L   

544  点眼薬  
外用（塗布）1  塩酸エフェドリン               J外用（点眼）   塩酸エフェドリン   

評価済み   第2類  

545  鼻炎用点鼻薬  
塩酸エフェドリン点眼 ②  第2類】   

546  弓外用（点鼻）   塩酸エフェドリン  

乗物酔防止薬・つわり用 
547   

548  かぜ薬（内服）   内服  塩酸クロベラステン  
ロメトルファン②   

内服    n  
塩酸クロ  

臭化水素酸デキスト  

第2類  

549  鎮咳去痍薬  
550  みずむし－たむし用薬  外用（塗布）塩酸クロルヘキシジン  臭化水素酸デキスト ロメトルファン②  （  第2類  

L外用（塗布）   塩酸クロルヘキシジン   評価済み   第2類  

552  外用痔疾用薬  外用（坐薬）   塩酸クロルヘキシジン  551  化膿性疾患用薬  評価済み  第2類  

553  含敵薬  外用（うがい）   塩酸クロルヘキシジン   評価済み   

554  口腔咽喉薬（せき，たんを標模しな内服（トロー いトローチ剤を含む）   チ）   塩酸クロルヘキシジン   評価済み   ーー   …               第2類  i   

≡外用（塗布）   塩酸クロルヘキシジン   
塩酸クロルヘキシジン  

②   
第2類   H  

⊥  

556  評価済み  

557  歯痛・歯槽膿漏薬   声（塗擦）   塩酸クロルヘキシジン  酸クロルヘキシジン  第2類∃  

558  鎮咳去痍薬   内服（トロー  

⊥チ）   
第 

559  鎮痛一鎮痺・収れん・消炎薬（／iッ 剤を含む）   塩酸クロルヘキシジン   555  口内炎用薬  
と評価済み        n   第2類   
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