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2019年3月
商品名

成分

アセトアミノフェン，ヨウ化イソプロパミド，d-クロルフェニラミンマレイン酸
塩，トラネキサム酸，ジヒドロコデインリン酸塩，dl-メチルエフェドリン塩
ベンザブロックSプラス錠 酸塩，無水カフェイン，リボフラビン（ビタミンB2），ヘスペリジン
ベンザブロックSプラス

ベンザブロックLプラス

イブプロフェン，塩酸プソイドエフェドリン，L-カルボシステイン，d-クロル
ベンザブロックLプラス錠 フェニラミンマレイン酸塩，ジヒドロコデインリン酸塩，無水カフェイン
ベンザブロックIPプラス イブプロフェン，アセトアミノフェン，d-クロルフェニラミンマレイン酸塩，
dl-メチルエフェドリン塩酸塩，ジヒドロコデインリン酸塩，無水カフェイン，
ベンザブロックIPプラス錠 アスコルビン酸カルシウム，ヘスペリジン
ベンザブロックS
ベンザブロックS錠
ベンザブロックL
ベンザブロックL錠
ベンザブロックIP

アセトアミノフェン，ヨウ化イソプロパミド，d-クロルフェニラミンマレイン酸
塩，トラネキサム酸，ジヒドロコデインリン酸塩，dl-メチルエフェドリン塩
酸塩，無水カフェイン，ヘスペリジン
イブプロフェン，塩酸プソイドエフェドリン，クロルフェニラミンマレイン酸
塩，ジヒドロコデインリン酸塩，無水カフェイン
イブプロフェン，クロルフェニラミンマレイン酸塩，dl-メチルエフェドリン塩
酸塩，ジヒドロコデインリン酸塩，無水カフェイン，ヘスペリジン

ベンザブロックIP錠
ベ
ン ベンザブロックせき止め液 ジヒドロコデインリン酸塩，dl-メチルエフェドリン塩酸塩，グアイフェネシ
ザ ベンザブロックせき止め液1回量のみ切りタイプ ン，セネガ流エキス，トラネキサム酸
シ
ジヒドロコデインリン酸塩，dl-メチルエフェドリン塩酸塩，ノスカピン，ブロ
リ
ー ベンザブロックせき止め錠 ムヘキシン塩酸塩，トラネキサム酸
ズ
デキストロメトルファンフェノールフタリン塩，グアヤコールスルホン酸カリ
ベンザブロックトローチ
ウム，セチルピリジニウム塩化物水和物
ベンザブロックのどスプレー セチルピリジニウム塩化物水和物
ベンザエースA
ベンザエースA錠

アセトアミノフェン，d-クロルフェニラミンマレイン酸塩，デキストロメトル
ファン臭化水素酸塩水和物，dl-メチルエフェドリン塩酸塩，無水カフェイ
ン，ヘスペリジン，トラネキサム酸

アスコルビン酸（ビタミンC），リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタ
ミンB2リン酸エステル），ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6），ショウキョウ
ベンザブロック滋養内服液
流エキス，カンゾウエキス，ニンジンエキス，タイソウエキス，ケイヒ流エ
キス，シャクヤクエキス

ベンザブロック滋養内服液アルファ

カルニチン塩化物，アスコルビン酸（ビタミンC），リボフラビンリン酸エス
テルナトリウム（ビタミンB2リン酸エステル），ピリドキシン塩酸塩（ビタミ
ンB6），ショウキョウエキス，カンゾウエキス，ニンジンエキス，タイソウエ
キス，ケイヒエキス，シャクヤクエキス，サンヤク流エキス，チンピエキス

ベンザ鼻炎薬α〈1日2回タイプ〉

塩酸プソイドエフェドリン，d-クロルフェニラミンマレイン酸塩，トラネキサ
ム酸，ベラドンナ総アルカロイド，無水カフェイン

ベンザ鼻炎スプレー

塩酸テトラヒドロゾリン，クロルフェニラミンマレイン酸塩，ベンゼトニウム
塩化物，リドカイン

イブプロフェン，L-カルボシステイン，アンブロキソール塩酸塩，ジヒドロ
コデインリン酸塩，dl-メチルエフェドリン塩酸塩，クロルフェニラミンマレイ
パブロンエースPro微粒 ン酸塩，リボフラビン（ビタミンB2）
パブロンエースPro錠
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商品名

成分

パブロンSゴールドW微粒 アンブロキソール塩酸塩，L-カルボシステイン，ジヒドロコデインリン酸

塩，アセトアミノフェン，クロルフェニラミンマレイン酸塩，リボフラビン（ビ
パブロンSゴールドW錠 タミンB2）
パブロンＳα〈微粒〉
パブロンＳα〈錠〉
パブロンSα微粒
パブロンSα錠

ブロムヘキシン塩酸塩，デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物，dlメチルエフェドリン塩酸塩，アセトアミノフェン，マレイン酸カルビノキサミ
ン，無水カフェイン，ビスイブチアミン （ビタミンB1誘導体），リボフラビン
（ビタミンB2）
ブロムヘキシン塩酸塩，ジヒドロコデインリン酸塩，dl-メチルエフェドリン
塩酸塩，アセトアミノフェン，マレイン酸カルビノキサミン，無水カフェイ
ン，ビスイブチアミン（ビタミンB1誘導体），リボフラビン（ビタミンB2）

パブロンゴールドA〈錠〉 グアイフェネシン，ジヒドロコデインリン酸塩，dl-メチルエフェドリン塩酸
塩，アセトアミノフェン，クロルフェニラミンマレイン酸塩，無水カフェイン，
パブロンゴールドA〈微粒〉 リボフラビン（ビタミンB2）
パブロンメディカルT

イブプロフェン，アンブロキソール塩酸塩，L-カルボシステイン，ジヒドロ
コデインリン酸塩，dl-メチルエフェドリン塩酸塩，クロルフェニラミンマレイ
ン酸塩，リボフラビン（ビタミンB2）

パブロンメディカルC

ジヒドロコデインリン酸塩，dl-メチルエフェドリン塩酸塩，グアイフェネシ
ン，キキョウ乾燥エキス末，オウヒ乾燥エキス，イブプロフェン，クロル
フェニラミンマレイン酸塩，リボフラビン（ビタミンB2）

パブロンメディカルN

塩酸プソイドエフェドリン，d-クロルフェニラミンマレイン酸塩，グリチルリ
チン酸二カリウム，イブプロフェン，L-カルボシステイン，ジヒドロコデイン
リン酸塩

パブロン50錠
パブロン50顆粒
パブロンキッズかぜシロップ

アセトアミノフェン，グアヤコールスルホン酸カリウム，麦門冬湯乾燥エ
キス＜バクモンドウ（麦門冬）・カンゾウ（甘草） ・コウベイ（粳米）・タイソ
ウ（大棗）・ニンジン（人参）・ハンゲ（半夏）＞
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物，グアイフェネシン，クロル
フェニラミンマレイン酸塩，アセトアミノフェン

パブロンキッズかぜ微粒 チペピジンヒベンズ酸塩，グアイフェネシン，クロルフェニラミンマレイン
パブロンキッズかぜ錠 酸塩，アセトアミノフェン

こどもパブロン坐薬

アセトアミノフェン

パブロン鼻炎カプセルZ ケトチフェンフマル酸塩
パブロン鼻炎カプセルSα

パ
ブ パブロン鼻炎速溶錠
ロ
ン
シ パブロン鼻炎速溶錠EX
リ
ー
ズ パブロン鼻炎カプセルSα小児用
パブロン鼻炎アタックＪＬ<季節性アレルギー専用>

パブロン点鼻クイック
パブロン点鼻
パブロンＳせき止め
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塩酸プソイドエフェドリン，マレイン酸カルビノキサミン，ベラドンナ総アル
カロイド，無水カフェイン
塩酸プソイドエフェドリン，マレイン酸カルビノキサミン，ベラドンナ総アル
カロイド，無水カフェイン
塩酸プソイドエフェドリン，dl-メチルエフェドリン塩酸塩，d-クロルフェニラ
ミンマレイン酸塩，グリチルリチン酸ニカリウム，ベラドンナ総アルカロイ
ド，無水カフェイン
塩酸プソイドエフェドリン，マレイン酸カルビノキサミン，ベラドンナ総アル
カロイド，無水カフェイン
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
ケトチフェンフマル酸塩，ナファゾリン塩酸塩
ナファゾリン塩酸塩，クロルフェニラミンマレイン酸塩，ベンゼトニウム塩
化物
ブロムヘキシン塩酸塩，ジヒドロコデインリン酸塩，ノスカピン，dl-メチル
エフェドリン塩酸塩，マレイン酸カルビノキサミン，無水カフェイン

（一社）岡山県薬剤師会薬事情報センター

商品名

成分

パブロンせき止め液

ジヒドロコデインリン酸塩，dl-メチルエフェドリン塩酸塩，クロルフェニラミ
ンマレイン酸塩，グアイフェネシン，キキョウ流エキス，オウヒ流エキス

パブロントローチAZ

アズレンスルホン酸ナトリウム，グリチルリチン酸二カリウム，セチルピリ
ジニウム塩化物水和物

パブロンうがい薬AZ
パブロンうがい３６５

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
セチルピリジニウム塩化物水和物，グリチルリチン酸ニカリウム，l-メン
トール

パブロンのどスプレー３６５ セチルピリジニウム塩化物水和物

パブロン滋養内服液

ショウキョウ（生姜）エキス，ケイヒ（桂皮）流エキス，シャクヤク（芍薬）エ
キス，タイソウ（大棗）エキス，カンゾウ（甘草）エキス，タウリン，リボフラ
ビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB2），ピリドキシン塩酸塩（ビタミン
B6），ニコチン酸アミド

ショウキョウ（生姜）エキス，ケイヒ（桂皮）流エキス，シャクヤク（芍薬）エ
キス，タイソウ（大棗）エキス，カンゾウ（甘草）エキス，トウキ（当帰）流エ
パブロン滋養内服液ゴールド キス，チンピ（陳皮）エキス，ニンジン（人参）エキス-P，タウリン，リボフラ
ビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB2），ピリドキシン塩酸塩（ビタミン
B6），ニコチン酸アミド

パブロン滋養内服液プレミアム

ショウキョウ（生姜）エキス，ショウキョウ（生姜）流エキス，ケイヒ（桂皮）
流エキス，シャクヤク（芍薬）エキス，タイソウ（大棗）エキス，カンゾウ（甘
草）エキス，トウキ（当帰）流エキスS，チンピ（陳皮）エキス，ニンジン（人
参）エキス-P，シゴカ（刺五加）流エキス，サンヤク（山薬）流エキス-A，タ
ウリン，リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB2），ピリドキシン
塩酸塩（ビタミンB6），ニコチン酸アミド

パブロンクオリティ錠

イブプロフェン，アンブロキソール塩酸塩，ジヒドロコデインリン酸塩，dlメチルエフェドリン塩酸塩，クロルフェニラミンマレイン酸塩，無水カフェイ
ン，チアミン硝化物（ビタミンB1硝酸塩），リボフラビン（ビタミンB2），アス
コルビン酸（ビタミンC）

イブプロフェン，アンブロキソール塩酸塩，ジヒドロコデインリン酸塩，dlメチルエフェドリン塩酸塩，クロルフェニラミンマレイン酸塩，無水カフェイ
ン，チアミン硝化物（ビタミンB1硝酸塩），リボフラビン（ビタミンB2），アス
パブロンエースＡＸ微粒 コルビン酸（ビタミンC）
パブロンエースＡＸ錠

クレマスチンフマル酸塩，ベラドンナ総アルカロイド，ブロムヘキシン塩酸
塩，トラネキサム酸，アセトアミノフェン，dl-メチルエフェドリン塩酸塩，ジ
ヒドロコデインリン酸塩，無水カフェイン，ベンフォチアミン（ビタミンB1誘
新ルルAゴールドDX細粒
導体）
クレマスチンフマル酸塩，ベラドンナ総アルカロイド，ブロムヘキシン塩酸
新ルルAゴールドS
塩，アセトアミノフェン，ジヒドロコデインリン酸塩，ノスカピン，dl-メチルエ
フェドリン塩酸塩，無水カフェイン，ベンフォチアミン（ビタミンB1誘導体）
新ルルAゴールドDX

新ルル-A錠S
ルルアタックEX
ルルアタックEX顆粒

ルルアタックFxa
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アセトアミノフェン，クレマスチンフマル酸塩，ジヒドロコデインリン酸塩，ノ
スカピン，dl-メチルエフェドリン塩酸塩，グアヤコールスルホン酸カリウ
ム，無水カフェイン，ベンフォチアミン（ビタミンB1誘導体）
トラネキサム酸，イブプロフェン，クレマスチンフマル酸塩，ブロムヘキシ
ン塩酸塩，dl-メチルエフェドリン塩酸塩，ジヒドロコデインリン酸塩，チア
ミン硝化物（ビタミンB1硝酸塩） ，リボフラビン（ビタミンB2）
イソプロピルアンチピリン，アセトアミノフェン，ショウキョウ末，クレマスチ
ンフマル酸塩，グリチルリチン酸，チペピジンヒベンズ酸塩，ノスカピン，
dl-メチルエフェドリン塩酸塩，無水カフェイン，アスコルビン酸（ビタミン
C）

（一社）岡山県薬剤師会薬事情報センター

商品名
ルルアタックNX

ルルアタックTR

ルルかぜ内服液［葛根湯エキス製剤］

ル
ル ルル内服液<麻黄湯>
シ
ルルメディカルドロップH（はちみつレモン味）
リ
ー ルルメディカルドロップG（グレープ味）
ルルメディカルドロップO（オレンジ味）
ズ
ルルのどスプレー

成分
イブプロフェン，ベラドンナ総アルカロイド，クレマスチンフマル酸塩，ブロ
ムへキシン塩酸塩，ジヒドロコデインリン酸塩，dl-メチルエフェドリン塩酸
塩，無水カフェイン，ベンフォチアミン（ビタミンB1誘導体，リボフラビン（ビ
タミンB2）
イブプロフェン，グリチルリチン酸，ヨウ化イソプロパミド，d-クロルフェニ
ラミンマレイン酸塩，デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物，dl-メチ
ルエフェドリン塩酸塩，無水カフェイン
葛根湯エキス（カッコン・マオウ・タイソウ・ケイヒ・シャクヤク・カンゾウ・
ショウキョウ）
麻黄湯エキス（マオウ・キョウニン・ケイヒ・カンゾウ）
dl-メチルエフェドリン塩酸塩，グアヤコールスルホン酸カリウム，セチル
ピリジニウム塩化物水和物
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

新ルル点鼻薬

ナファゾリン塩酸塩，クロルフェニラミンマレイン酸塩，塩酸リドカイン，ベ
ンゼトニウム塩化物

ルルうがい薬a

セチルピリジニウム塩化物水和物，グリチルリチン酸二カリウム，l-メン
トール，チョウジ油

ルルのど飴DXグレープ味

オウヒエキス，カンゾウエキス，キキョウエキス，ショウキョウエキス，シャ
ゼンソウエキス，セネガエキス

ルルのど飴オレンジ味

オウヒエキス，カンゾウエキス，キキョウエキス，ショウキョウエキス

ルルトローチ

デカリニウム塩化物，キキョウエキス，カンゾウ抽出粉末

ルル滋養内服液

ベンフォチアミン（ビタミンB1誘導体），ビタミンB2リン酸エステル，ビタミ
ンB6，ニコチン酸アミド，トウキエキス，ニンジンエキス，ローヤルゼリー
抽出液，ショウキョウエキス

ベンフォチアミン（ビタミンB1誘導体，ビタミンB2リン酸エステル，ビタミン
ルル滋養内服液ゴールド B6，ニコチン酸アミド，ニンジンエキス，ショウキョウエキス，タイソウエキ
ス，ローヤルゼリー抽出液
ビタミンB1硝酸塩，ビタミンB2リン酸エステル，ビタミンB6，ニコチン酸ア
ルル滋養内服液ローヤル ミド，ニンジンエキス，タイソウエキス，ケイヒエキス，シャクヤクエキス，

ショウキョウエキス，チンピエキス，トウキエキス，ローヤルゼリー抽出物
ルル滋養液

ニンジンエキス，ローヤルゼリー抽出液，ショウキョウエキス，トウキエキ
ス，ベンフォチアミン（ビタミンB1誘導体），ビタミンB2リン酸エステル，ビ
タミンB6，ニコチン酸アミド

ルル滋養液DX

ニンジンエキス，ローヤルゼリー抽出液，ショウキョウエキス，タイソウエ
キス，ベンフォチアミン（ビタミンB1誘導体），ビタミンB2リン酸エステル，
ビタミンB6，ニコチン酸アミド
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