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平成29年7月4日付け厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知（薬生安発0704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】コデインリン酸塩水和物及びジヒドロコデインリン酸塩を含有する製剤（かぜ薬・鎮咳去痰薬）
改訂箇所 改訂内容(下線部追記)

相談すること 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
次の診断を受けた人。
 
呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
 
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、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。
 
呼吸抑制：息切れ、息苦しさ等があらわれる。

用法及び用量に関連する注意　※ １２歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先すること。
 
※１２歳未満の小児の用法及び用量を有する製品に記載する。
※用法及び用量で認められている最大年齢が１１歳未満の場合、「１２歳
未満」を最大年齢に置き換えて記載する。

【改訂理由】

コデイン類の小児への使用が海外で制限されてきていることを受け、国内での安全対策を検討した結果、本邦で
の本剤のリスクは欧米と比較して低いと推定される一方、予防的措置として小児への使用を制限して行くことと
なりました。
使用上の注意では、小児は医師の診療を優先させること、また、相談することの項に呼吸抑制に関連する事項を
追加することで注意喚起を行うことになりました。
※本改訂については厚生労働省からの関連通知（薬生安発０７０４第２号）を合わせてご確認ください：
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000170141.pdf
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【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。

コウドン（W） (赤玉堂)       新セキドメ (赤玉堂)

かぜクリア４８シロップ小児用
(アクシス－日野薬品工業)

      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)       ガノン液小児用 (天野商事－明治薬品)

新ガノンせき止め錠 (天野商事－明治薬品)       ガノンせき止めシロップ (天野商事－明治薬品)

ガノンせき止め錠 (天野商事－明治薬品)       リリース総合感冒薬 (アルフレッサ　ファーマ)

ムヒのこどもせきどめシロップＳ
(池田模範堂－日新製薬)

      せきえがお (池田薬品工業)

小児用新コールトップ液Ａ (伊丹製薬)       小児用新コールトップ液Ｋ (伊丹製薬)

コールトップ液ＧＫ「小児用」 (伊丹製薬)       小児用新コールトップ液「プラス」 (伊丹製薬)

コールトップＢ液 (伊丹製薬)       エスタックイブファインＥＸ (エスエス製薬)

エスタックイブファイン (エスエス製薬)       エスタックイブファイン顆粒 (エスエス製薬)

エスタックイブＮＴ (エスエス製薬)       エスタックイブＦＴ (エスエス製薬)

エスタックイブ (エスエス製薬)       エスタックイブ顆粒 (エスエス製薬)

新エスタックイブエース (エスエス製薬)       新エスタックイブエース顆粒 (エスエス製薬)

新エスタックイブエースカプセル (エスエス製薬)       新エスタックゴールド錠 (エスエス製薬)

新エスタック顆粒 (エスエス製薬)       新エスタックエース顆粒 (エスエス製薬)

新エスタックハイ顆粒 (エスエス製薬)       エスタックゴールド顆粒 (エスエス製薬)

エスタックＡＣ顆粒 (エスエス製薬)       エスタックＫ「顆粒」 (エスエス製薬)

エスエスブロン錠 (エスエス製薬)       新ブロン液エース (エスエス製薬)

新エスエスブロン錠エース (エスエス製薬)       新フステノン (エスエス製薬)

小児用エスエスブロン液エース (エスエス製薬)       ノドニィせきどめシロップ (大木－日新薬品工業)

セキドメＰ顆粒Ｋ (扇屋薬品本舗－大和合同製薬)       かぜリンネカプセルN (大峰堂薬品工業)

新コーピタンS (大峰堂薬品工業)       新コーピタンカプセルN (大峰堂薬品工業)

ベリコン咳止め錠 (奥田製薬－中外医薬生産)       
ヂメチンかぜシロップ小児用
(オール薬品工業－日野薬品工業)

カイゲン感冒カリュー (カイゲンファーマ)       カイゲンゴールドカリュー (カイゲンファーマ)

カイゲン感冒錠
(カイゲンファーマ－武田テバファーマ)

      
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)

      
カイゲン感冒カプセルα
(カイゲンファーマ－第一薬品工業)

カイゲン感冒液小児用 (カイゲンファーマ)       カイゲンかぜシロップ小児用Ｓ (カイゲンファーマ)

カイゲン咳止錠 (カイゲンファーマ－大昭製薬)       カイゲンせき止めカプセル (カイゲンファーマ)

カイゲンせき止め液Ｗ (カイゲンファーマ)       新カイゲンせき止め液Ｗ (カイゲンファーマ)

改源咳止液Ｗ (カイゲンファーマ)       カイゲン咳止液α (カイゲンファーマ)

かわかみんかぜ (河上薬品商事－大協薬品工業)       
ノーパスかぜシロップ小児用
(北日本製薬－日新薬品工業)
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ビスティーせき止め液
(京都薬品ヘルスケア－大昭製薬)

      
ビスティーせき止め顆粒
(京都薬品ヘルスケア－大昭製薬)

ビスティーせき止め顆粒Ｎ
(京都薬品ヘルスケア－大昭製薬)

      
スルーロンせきどめ液
(協和薬品工業－日新薬品工業)

ノスポールエック「小児用」
(協和薬品工業－日新薬品工業)

      ノスポール鎮咳顆粒 (協和薬品工業－廣昌堂)

オフセキンシロップＷ
(協和薬品工業－日新薬品工業)

      クールワンせき止めＧＸ (杏林製薬－テイカ製薬)

クールワンせき止めＧＸ液
(杏林製薬－日新薬品工業)

      
テラポニンかぜシロップ「小児用」
(キリン堂－日新薬品工業)

セキドメＰ顆粒Ｋ (近畿薬品製造－大和合同製薬)       
こどもかぜシロップ「ヒシメイ」 (金陽製薬－明治薬品)

ビーレスせき止め液
(グレートアンドグランド－日野薬品工業)

      カゼチームプロ (ゲンキー－大協薬品工業)

新カンボーエース (廣貫堂)       ネオ真治ゴールドカプセル (廣貫堂)

ネオ真治ゴールド錠 (廣貫堂)       ハイカゼＥＶ錠 (廣貫堂)

ハイカゼＬカプセル (廣貫堂)       ハイカゼα錠 (廣貫堂)

ハイカゼ顆粒Ｌ (廣貫堂)       ハイカゼ顆粒α (廣貫堂)

新カドリンカプセルＧ (廣貫堂)       散剤せきどめ「廣貫堂」 (廣貫堂)

せきどめカプセル「廣貫堂」 (廣貫堂)       ペアコール顆粒 (廣昌堂)

ペアコール錠 (廣昌堂)       ポジョンエース顆粒 (廣昌堂)

カネドリン顆粒 (廣昌堂)       タカラゴールド (廣昌堂)

ポジョンエース (廣昌堂)       ポジョンカプセルＶ (廣昌堂)

ポジョンホワイト (廣昌堂)       ポジョンエース顆粒α (廣昌堂)

コルゲンコーワＩＢ錠 (興和新薬－興和)       コルゲンコーワＩＢ錠ＴＸ (興和新薬－興和)

コルゲンコーワＩＢ透明カプセル (興和新薬－興和)       コルゲンコーワＩＢ透明カプセルα (興和新薬－興和)

新コルゲンコーワ咳止め透明カプセル
(興和新薬－興和)

      コルゲンコーワせき止め液 (興和新薬－大昭製薬)

コルゲンコーワせき止め液ＰＬＵＳ
(興和新薬－大昭製薬)

      マピロンせき止め錠 (興和新薬－大昭製薬)

アナロンせき止めシロップ (小林薬品工業)       セシオンハイ (小林薬品工業)

セシオンハイＶＣ (小林薬品工業)       セシオン錠 (小林薬品工業)

セレチール錠 (小林薬品工業)       テラポニンエース錠 (小林薬品工業)

テンティスせき止めシロップ (小林薬品工業)       ハリーエースカプセル (小林薬品工業)

ハリーエースプレミアム (小林薬品工業)       ハリーエース錠ＶＸ (小林薬品工業)

ハリープラス錠ＳＫ (小林薬品工業)       ヒストミンせき止め (小林薬品工業)

ヒストミンせき止めシロップ (小林薬品工業)       ヒストミンせき止め液 (小林薬品工業)

ヒストミンせき止めＣＸ (小林薬品工業)       ヒストミンエース錠ハイ (小林薬品工業)

ヒストミンエース錠ＥＸ (小林薬品工業)       ヒストミンエース顆粒ＥＸ (小林薬品工業)

ヒストミンＳカプセル (小林薬品工業)       ビタクールせき止め液 (小林薬品工業)

ビタクール錠 (小林薬品工業)       ビタクール錠ハイ (小林薬品工業)

ビタクール錠ハイプラス (小林薬品工業)       ビタクール錠ハイＥＸ (小林薬品工業)

ビタクール錠ＤＸ (小林薬品工業)       ビタクールＴＭ錠 (小林薬品工業)

ビタコールせき止め錠 (小林薬品工業)       ブルミンせき止めシロップ (小林薬品工業)

ブルミンせき止め錠 (小林薬品工業)       ブルミンエース (小林薬品工業)

ブルミンエース錠ＶＸ (小林薬品工業)       ブルミンエース顆粒Ｇ (小林薬品工業)
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ブルミン錠 (小林薬品工業)       ルキノンせき止め液 (小林薬品工業)

ルキノンせき止め錠 (小林薬品工業)       ルキノンエースα (小林薬品工業)

ルグナン錠ＶＣ (小林薬品工業)       レビューＳ錠ＥＸ (小林薬品工業)

小児用ハリーかぜシロップＺ (小林薬品工業)       小児用ヒストミンかぜシロップＺ (小林薬品工業)

小児用ヒストミンセーフシロップ (小林薬品工業)       小児用ヒストルミンかぜシロップ (小林薬品工業)

小児用ブルミンかぜシロップ (小林薬品工業)       ＪＡクミアイせき止め錠 (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)       サインＫＢ錠 (小林薬品工業)

ハリーエース錠Ｖ (小林薬品工業)       セレチールＫ錠 (小林薬品工業)

ハリーＶせき止め液 (小林薬品工業)       ハリーＶせき止め錠 (小林薬品工業)

ヒストニンＩＢＦ錠 (小林薬品工業)       ヒストミンＡ錠 (小林薬品工業)

ヒストミンＫＢ錠 (小林薬品工業)       ヒストミンエースカプセルＳ (小林薬品工業)

ヒストミンエース錠Ｓ (小林薬品工業)       ヒスラミンＫＢ錠 (小林薬品工業)

ビタクールＫＢ錠 (小林薬品工業)       ブルミンＫＢ錠 (小林薬品工業)

ルキノンＫＢ錠 (小林薬品工業)       ルキノンエース錠ＥＸ (小林薬品工業)

ルキノンエース錠Ｖ (小林薬品工業)       ルグナンＫＢ錠 (小林薬品工業)

レビューＳ錠ハイ (小林薬品工業)       レビューせき止め液Ｓ (小林薬品工業)

小児用ハリーかぜシロップＳ (小林薬品工業)       小児用ヒストミンせき止めシロップＳ (小林薬品工業)

小児用ビタクールＳかぜシロップ (小林薬品工業)       新プラトンＩＢ錠 (小林薬品工業)

小児用ヒストミンかぜシロップＳ (小林薬品工業)       
ヒストミンエース顆粒Ｓ
(小林薬品工業－パナケイア製薬)

ネチルせきどめ液 (米田薬品工業－萬金薬品工業)       新アンバーゴールドＡ微粒 (米田薬品工業)

新アンバーＳ錠 (米田薬品工業)       新セキドメＳ (御所薬舗)

ストナジェルサイナス (佐藤製薬)       ストナジェルサイナスＳ (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２ (佐藤製薬)

ストナプラス２ (佐藤製薬)       ストナアイビージェルＳ (佐藤製薬)

ストナアイビージェル (佐藤製薬)       ストナアイビー (佐藤製薬)

ストナアイビー顆粒 (佐藤製薬)       ストナデイタイム (佐藤製薬)

ストナシロップＡ小児用 (佐藤製薬)       ストナジェルＮＳ (佐藤製薬)

新ストナエースＧ (佐藤製薬)       ストナクリアジェル (佐藤製薬)

ストナデイタイムカプセル (佐藤製薬)       トニン咳止錠 (佐藤製薬)

トニン咳どめ液Ｄ (佐藤製薬)       新トニン咳止め液 (佐藤製薬)

新トニン‐咳どめ (佐藤製薬)       トニン咳止サット (佐藤製薬)

チミコデシロップＮ (佐藤製薬－福地製薬)       チミコデＷシロップ (佐藤製薬－福地製薬)

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)

コデポン (佐藤薬品工業)       ベリコデエース錠 (三宝製薬)

ベリコデせきどめ顆粒 (三宝製薬)       ベリコデ咳シロップ (三宝製薬)

ロン三宝K顆粒 (三宝製薬)       ロン三宝IP顆粒 (三宝製薬)

ロン三宝IP錠 (三宝製薬)       小児用かぜシロップ三宝 (三宝製薬)

パイロンＭＫ錠 (シオノギヘルスケア)       
シオノギ総合かぜ薬ＩＢ錠
(シオノギヘルスケア－ダイト)

パイロンＭＸ (シオノギヘルスケア－ダイト)       
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)

パイロン溶かしてのむかぜ薬Ｇ
(シオノギヘルスケア－日東薬品工業)

      パームエース (滋賀県製薬)

アルシンカゼＭＸ (滋賀県製薬)       新ベサエースＭＸ (滋賀県製薬)
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パーム咳止めカプセルＥＸ (滋賀県製薬)       セキトマル (島伊兵衛薬品)

かぜ実妙Ｐ (島伊兵衛薬品)       総合かぜ薬ヨカボンカプセルＡ (新新薬品工業)

コバドリンＡ錠 (新新薬品工業)       ビノックコバ錠 (新新薬品工業－佐藤薬品工業)

新コバドリンＳ錠 　 (新新薬品工業－福地製薬)       総合かぜ薬ラドンカプセルＡ (新新薬品工業)

新ビノックエース (新新薬品工業)       ビノック顆粒Ｓ (新新薬品工業)

強力せきどめコデンＫ (新新薬品工業)       
アネトンせき止めZ液　分包
(ジョンソン・エンド・ジョンソン－パナケイア製薬)

アネトンせき止め液　分包
(ジョンソン・エンド・ジョンソン－パナケイア製薬)

      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)       リココデ顆粒－Ｓ (ゼネル薬品工業)

新リココデ錠 (ゼネル薬品工業)       リココデシロップ (ゼネル薬品工業)

リココデＳＰ錠 (ゼネル薬品工業)       セピーＩＰかぜゴールド錠 (ゼリア新薬工業)

セピーＩＰかぜゴールド顆粒 (ゼリア新薬工業)       セピーせき止めカプセル (ゼリア新薬工業)

セピーせき止め顆粒 (ゼリア新薬工業)       新セピー液「小児用」 (ゼリア新薬工業)

クミアイ　かぜカプセル「ゴールド」
(全国農業協同組合連合会－協同薬品工業)

      
クミアイ　かぜぐすり「カプセルエース」
(全国農業協同組合連合会－協同薬品工業)

クミアイ　新総合感冒錠「エス」
(全国農業協同組合連合会－協同薬品工業)

      
クミアイ　新せき止錠「エス」
(全国農業協同組合連合会－協同薬品工業)

エフヨミン顆粒 (全国薬品工業)       新ジキニン顆粒 (全薬工業)

新ジキニン錠Ｄ (全薬工業)       ジキニン顆粒エース (全薬工業)

ジキニン総合感冒薬 (全薬工業)       新小児ジキニンシロップ (全薬工業)

ドップェル錠せきどめ (全薬工業)       ジキニン液Ｄ (全薬工業)

小児ジキニンシロップＤ (全薬工業)       ジキニン顆粒ゴールド (全薬工業)

ジキニンせきどめ錠 (全薬工業)       ジキニン顆粒Ａ (全薬工業)

ジキニンＣ (全薬工業)       ジキニン錠エースＩＰ (全薬工業)

ジキニン顆粒ＩＰ (全薬工業)       ドップェル錠Ｄ (全薬工業)

全薬総合感冒薬 (全薬販売－全薬工業)       かぜジエットＡ (大協薬品工業)

エンカセブン (大協薬品工業)       エンカセブンカプセルＧ (大協薬品工業)

カゼスタイルⅠ (大協薬品工業)       カゼチーム (大協薬品工業)

カゼチームカプセルＧ (大協薬品工業)       セキピタール (大協薬品工業)

パブロンゴールドＡ＜微粒＞ (大正製薬)       パブロンゴールドＡ＜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ＳゴールドＷ錠 (大正製薬)

パブロンＳα微粒 (大正製薬)       パブロンＳα錠 (大正製薬)

パブロンＳせき止め (大正製薬)       パブロンエースＡＸ微粒 (大正製薬)

パブロンエースＡＸ錠 (大正製薬)       パブロンクオリティ微粒 (大正製薬)

パブロンクオリティ錠 (大正製薬)       パブロンＳ (大正製薬)

パブロンＳ錠 (大正製薬)       パブロンＳカプセル (大正製薬)

パブロンＳＣ錠 (大正製薬)       パブロンＳゴールド微粒 (大正製薬)

パブロンＳゴールド錠 (大正製薬)       パブロンゴールドＡ微粒 (大正製薬)

パブロンゴールドＡ錠 (大正製薬)       パブロンタイプＩＩ錠 (大正製薬)

パブロンせき止め (大正製薬)       パブロンＡＧ錠 (大正製薬)

パブロンエース顆粒 (大正製薬)       パブロンエース錠 (大正製薬)

パブロンＮ (大正製薬)       パブロンせき止め液 (大正製薬－明治薬品)

こどもパブロンせき止め液 (大正製薬－明治薬品)       パブロンＳ小児液 (大正製薬－明治薬品)

パブロンエースＰｒｏ錠 (大正製薬)       パブロンエースＰｒｏ微粒 (大正製薬)
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パブロンメディカルＴ (大正製薬)       パブロンメディカルＮ (大正製薬)

パブロンメディカルＣ (大正製薬)       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)       テムジンホワイト (宝薬品工業－廣昌堂)

ベンザブロックＬ (武田コンシューマーヘルスケア)       ベンザブロックＬ錠 (武田コンシューマーヘルスケア)

ベンザブロックＬプラス
(武田コンシューマーヘルスケア)

      
ベンザブロックＬプラス錠
(武田コンシューマーヘルスケア)

ベンザブロックＳ (武田コンシューマーヘルスケア)       ベンザブロックＳ錠 (武田コンシューマーヘルスケア)

ベンザブロックＳプラス
(武田コンシューマーヘルスケア)

      
ベンザブロックＳプラス錠
(武田コンシューマーヘルスケア)

ベンザブロックＩＰ (武田コンシューマーヘルスケア)       
ベンザブロックＩＰ錠 (武田コンシューマーヘルスケア)

ベンザブロックＩＰプラス
(武田コンシューマーヘルスケア)

      
ベンザブロックＩＰプラス錠
(武田コンシューマーヘルスケア)

ベンザブロックせき止め液
(武田コンシューマーヘルスケア)

      
ベンザブロックせき止め液　１回量のみ切りタイプ (
武田コンシューマーヘルスケア)

ベンザブロックせき止め錠
(武田コンシューマーヘルスケア)

      

アネトンせき止めＺ液
(武田コンシューマーヘルスケア－ジョンソン・エンド・
ジョンソン)

アネトンせき止め液
(武田コンシューマーヘルスケア－ジョンソン・エンド・
ジョンソン)

      

アネトンせき止めＺ錠
(武田コンシューマーヘルスケア－ジョンソン・エンド・
ジョンソン)

アネトンせき止め錠
(武田コンシューマーヘルスケア－ジョンソン・エンド・
ジョンソン)

      

アネトンせき止め顆粒
(武田コンシューマーヘルスケア－ジョンソン・エンド・
ジョンソン)

新フクエフ咳止め錠 (田村薬品工業)       新ルルＡゴールドｓ (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－Ａ錠 (第一三共ヘルスケア)       新ルル－Ａ錠ｓ (第一三共ヘルスケア)

プレコール持続性ファミリー錠 (第一三共ヘルスケア)
      プレコール持続性カプセル (第一三共ヘルスケア)

ルルアタックＮＸ (第一三共ヘルスケア)       ルルアタックＩＢ (第一三共ヘルスケア)

ルルカゼブロックＩＢ (第一三共ヘルスケア)       ルルアタックＩＢエース (第一三共ヘルスケア)

ブロコデせき止め液 (第一三共ヘルスケア)       ペラックコールド３ (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)

      ペラックかぜ薬 (第一三共ヘルスケア－ダイト)

プレコールエース顆粒
(第一三共ヘルスケア－ホシエヌ製薬)

      
カコナールカゼブロックＵＰ錠
(第一三共ヘルスケア－佐藤薬品工業)

カコナールゴールドＵＰ錠
(第一三共ヘルスケア－佐藤薬品工業)

      
ルルアタックＥＸ (第一三共ヘルスケア－滋賀県製薬)

ルルアタックＥＸ顆粒
(第一三共ヘルスケア－滋賀県製薬)

      
コフクリアせき止め液
(第一三共ヘルスケア－日新薬品工業)

プレコールせき止め錠
(第一三共ヘルスケア－日東薬品工業)

      カゼゴールドエース (第一薬品工業)

新せき第一錠 (第一薬品工業)       エフストリン液 (大昭製薬)

新エフストリン液 (大昭製薬)       新コデステシン液 (大昭製薬)

エフストリン (大昭製薬)       コデステシン錠 (大昭製薬)
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エフストリンせきどめ液 (大昭製薬)       エフストリン顆粒Ｋ (大昭製薬)

エフストリンせきどめ液１０ (大昭製薬)       ＮＩＤせき止め液　１回量飲みきりタイプ (大昭製薬)

小児用ハイセーフーＳ (大昭製薬)       ハイセーフーＳ顆粒 (大昭製薬)

ヘルビックＳ顆粒 (大昭製薬)       ヘルビックＳ顆粒・ゴールド (大昭製薬)

ドニーせき止めＰ (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)       総合感冒薬かぜねつ錠 (中央薬品)

小児用新ビギニンＳ (中外医薬生産)       小児用フクミラーS (中外医薬生産)

小児用ユリアンシロップ (中外医薬生産)       小児用セイヨン内服液 (中外医薬生産)

小児用レイメル内服液 (中外医薬生産)       小児用マイフレンS (中外医薬生産)

チルニン小児シロップ (中外医薬生産)       小児用フリア内服液 (中外医薬生産)

小児用ニギンS (中外医薬生産)       小児用パラローンS (中外医薬生産)

ベリコンWエース (中外医薬生産)       コンコン咳止め液 (中外医薬生産)

ベリコン咳止め錠 (中外医薬生産)       コンコン咳止め錠 (中外医薬生産)

ザイルシロップ小児用 (中外医薬生産－栄新薬)       ベリコンS (中外医薬生産－龍角散)

ビューンかぜ顆粒 (中京医薬品－新生薬品工業)       
ビューンせきどめ顆粒 (中京医薬品－新生薬品工業)

せき (中新薬業)       新ノイセル (中新薬業)

ノイセルエースＧ (中新薬業)       カゼゼンカプセル (中部薬品)

かぜピラゴールドＣＰ (東亜薬品)       新せきどめ顆粒Ｎ (東亜薬品)

セキドメコゼイン「顆粒」 (東邦薬品工業－御所薬舗)       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)       南草舎利別 (常盤薬品工業)

ストップチン (常盤薬品工業)       バルン (豊島製薬)

サラリ「顆粒」 (内外薬品－ダイト)       プロピン「顆粒」 (内外薬品－ダイト)

カゼン２１「顆粒」 (内外薬品－ダイト)       コデポン (内外薬品－佐藤薬品工業)

カゼン２１ (内外薬品)       かぜジョイスパークカプセル (内外薬品)

サラリ２１ (内外薬品)       プロピンゴールドカプセルＡ (内外薬品)

プロピンゴールドカプセルＧ (内外薬品)       プロピンゴールドＳＰ (内外薬品)

かぜロダンＳＧ (内外薬品)       タロパカプセルＡ (内外薬品)

かぜアタック (内外薬品)       セキドメＰ顆粒Ｋ (西川栄寿堂－大和合同製薬)

せきピタル (日参製薬保寿堂)       ニューハイドリン液Ｓ小児用 (日新製薬)

ニューハイドリン液Ａ小児用 (日新製薬)       ハイドリンＳ小児用 (日新製薬)

エルケルＳ小児用 (日新製薬)       小児用かぜシロップチルダンプラス (日新製薬)

コフハイドリンせきどめシロップ (日新製薬)       ニッドせきどめＢ液 (日新製薬)

コフハイドリン液 (日新製薬)       小児用チルダンせきどめシロップＳ (日新製薬)

小児用せきどめシロップチルダンプラス (日新製薬)       新ブロトリンＡ液 (日新製薬)

新テラポニンせき止め錠エース
(日新薬品工業－小林薬品工業)

      トピックかぜシロップ小児用 (日新薬品工業)

トピックスーパー (日新薬品工業)       トピックせき止め液 (日新薬品工業)

かぜシロップＧ２「小児用」 (日新薬品工業)       せき止め液Ｃ３ (日新薬品工業)

新ルビカップ (日水製薬)       
ジージーコデイン液 (日邦薬品工業－日東薬品工業)

ジージーコデイン糖衣錠
(日邦薬品工業－日東薬品工業)

      
小児用タウロアタック・シロップ
(日邦薬品工業－福井製薬)

タイムコールＰ錠 (日邦薬品工業－日東薬品工業)       タウロイブ (日邦薬品工業－福井製薬)
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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)

      コフト顆粒 (日本臓器製薬－新生薬品工業)

布亀かぜゴールドカプセルＡ (布亀－新新薬品工業)       鎮咳去痰剤ポリコデン錠 (布亀－新新薬品工業)

カゼサリンシロップ（小児用）
(ノーエチ薬品－明治薬品)

      カゼックスＳ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)       コデジールＧ顆粒 (日野薬品工業)

コデジール顆粒 (日野薬品工業)       コフドリンせき止めシロップ (日野薬品工業)

サブコデＳ錠 (日野薬品工業)       サブコデせき止め液 (日野薬品工業)

小児用コデジールＳシロップ (日野薬品工業)       小児用新コデジールシロップ (日野薬品工業)

小児用新コルビートシロップ (日野薬品工業)       新コデジールＳ錠 (日野薬品工業)

メディプロＨＷせきどめ錠 (日野薬品工業)       
ポポロこどもかぜシロップ
(日野薬品工業－福地製薬)

ヒヤこどもせきシロップＳ
(樋屋奇応丸－萬金薬品工業)

      六活Ｗ液エースＧ (福地製薬)

コフチールＷ液エース (福地製薬)       テラポニンＲ液エース (福地製薬)

ペアコール咳止めシロップＳ (福地製薬)       新コフジスシロップ (福地製薬)

コフジススーパー (福地製薬)       エピックせきどめ錠 (福地製薬)

コフチールせきどめ錠 (福地製薬)       新コバドリンＳ錠 (福地製薬)

コフチールこどもかぜシロップ (福地製薬)       コデビタこどもかぜシロップ (福地製薬)

ペアコールこどもかぜシロップ (福地製薬)       ポポロこどもかぜシロップ (福地製薬)

コフチールこどもせきどめシロップ (福地製薬)       エピック感冒液小児用 (福地製薬)

新エピックこどもかぜシロップ (福地製薬)       六活感冒液小児用 (福地製薬)

コデトンせきどめシロップS (福地製薬)       コフチールＷ液 (福地製薬)

テラポニン液エース (福地製薬)       レビューこどもせきどめシロップ (福地製薬)

新エピックこどもせきどめシロップ (福地製薬)       新コフチールＷ液 (福地製薬)

新テラポニン液エース (福地製薬)       六活Ｗ液エース (福地製薬)

せきどめフジマッハ (富士薬品)       ジキナ顆粒ゴールド (富士薬品)

ジキナＩＰ錠 (富士薬品)       ジキナIP顆粒 (富士薬品)

Ｐｉせき止め液
(プロダクト・イノベーション－日新薬品工業)

      
クミアイせきぐすりカプセル
(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)

      
本草かぜ内服液小児用－Ｓ
(本草製薬－大生堂薬品工業)

ヒラミン液Ｋ小児用 (本草製薬－松田薬品工業)       スズレックス顆粒Ｓ (ホーユー)

スズレックスＤ (ホーユー－ジェーピーエス製薬)       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)

ガノン顆粒ＫＡ (ホーユー)       セフールせきどめ錠 (ホーユー－国産薬品)

新セキドメＳ (増田製薬－御所薬舗)       アイロミン液 (松田薬品工業)

アイロミンシロップ (松田薬品工業)       アイロミン錠 (松田薬品工業)

新ヒラミン液小児用 (松田薬品工業)       ヒラミン液Ａ小児用 (松田薬品工業)

ヒラミン液Ｋ小児用 (松田薬品工業)       ヒラミンＫⅡ (松田薬品工業)

コデカイン顆粒Ｍ
(松本製薬工業－ユニテックメディカル)

      新ゴール錠 (美吉野製薬)

セキポンＳ (美吉野製薬)       カゼマートＳ (美吉野製薬)

メディプロＨＷかぜ薬 (美吉野製薬)       かぜ東和Ｓ (明治製薬)

明治かぜSS (明治製薬)       ベルゲンカプセルⅢ (明治薬品－大協薬品工業)
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ベルゲン顆粒 (明治薬品)       ベルゲンシロップ（小児用） (明治薬品)

パナトリンＳ (明治薬品)       ベルゲンせき止めシロップ (明治薬品)

パナトリンＢＢ液 (明治薬品)       かぜキープ１０００ (明生薬品工業－中新薬業)

カゼイレブン (モチノキ薬品－東亜薬品)       小児用ノバコデシロップ (森田薬品工業)

新スコＧカプセル (大和合同製薬)       セキドメＰ顆粒Ｋ (大和合同製薬)

カゼプロカプセルＳ (大和中央製薬－明治製薬)       ゴールドスーフンＡ (吉田製薬)

ヨシダセキチン (吉田製薬)       カゼリック顆粒 (米田薬品)

コールトル顆粒 (米田薬品)       パミコール顆粒 (米田薬品)

カゼリックＣ錠 (米田薬品)       コールトルＣ錠 (米田薬品)

パミコール錠 (米田薬品)       カゼリック液Ｗ「小児用」 (米田薬品)

カゼリックＧＲ液「小児用」 (米田薬品)       コールトルＷ液「小児用」 (米田薬品)

パミコールＷ液「小児用」 (米田薬品)       コフチン液Ｗ (米田薬品)

新セキリック液 (米田薬品)       新コフチン液 (米田薬品)

バファリンかぜＥＸ錠 (ライオン)       バファリンジュニアかぜ薬 (ライオン)

アルペンこどもかぜ薬Ｋ細粒 (ライオン)       アルペンこどもかぜ薬Ｊ細粒 (ライオン)

アルペンＳこどもかぜシロップ (ライオン)       アルペンＦこどもかぜシロップ (ライオン)

アルペンＳこどもせきどめシロップ (ライオン)       コデポン (龍角散－佐藤薬品工業)

ベリコンS (龍角散)       龍角散せき止め錠 (龍角散－小林薬品工業)

新ユアＥＸゴールド (ロート製薬)       セキセチン咳止め (湧永製薬)

(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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