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薬用石けん製造販売状況調査について

平 成 ２ ８ 年 １ １ 月 ２ ８ 日

医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

安 全 対 策 課

１．薬用石けんの製造販売状況調査の実施

医薬部外品の製造販売業者に対して、トリクロサン等の対象成分を含有する既承

認の薬用石けんの流通の有無等の点検を指示し、薬用石けんに配合している対象成

分名、報告時点での流通の有無、切替え予定の有無、代替新規申請時期、承認整理

時期について調査を実施した。

２．調査対象製品

トリクロサン等の対象成分を含有する既承認の薬用石けん（薬用ハンドソープ、

薬用ボディーソープ、薬用洗顔料を含む）

３．調査結果

「トリクロサン」、「トリクロカルバン」の２成分を配合している薬用石けんが流

通しており、平成 28 年 11 月 25 日までに報告があった製品の流通状況等について

は、下図のとおりであった。

全ての製品について、１年以内に代替新規申請または承認整理予定である。

【トリクロサン】 【トリクロカルバン】

131 社 525 品目の流通状況を確認 26 社 176 品目の流通状況を確認

４．その他

手指の殺菌消毒を目的としたポビドンヨードを含有する外用消毒剤（使用後洗い

流すもの）が、数社数品目承認を有している。

当該成分は、今般のＦＤＡの措置の対象成分となった１９成分中に含まれている

が、当該製剤は、業務用又は感染症発生時の一時的使用を目的として販売されてお

り、米国においても、同様の目的のものは今回のＦＤＡの措置とは別のカテゴリー

の製品として販売の継続が認められている。
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（別添）

薬用石けん製造販売状況調査における製品の流通状況リスト

本リストについては以下の点にご留意ください。

○ 本リストは、日本化粧品工業連合会及び日本石鹸洗剤工業会の要請等により、薬

用石けんに関し、トリクロサン等の成分をこれらの成分を含有しない製品への切替

えに又は承認整理に自主的に着手している又は着手予定として報告のあった企

業・製品のリストです。

○ 本リストは、平成 28 年 9 月 30 日から平成 28 年 11 月 25 日までの間に報告され

た報告日時点における流通状況です。その後の新製品への切替え等により、現時点

では流通在庫のみが残っている又は既に流通していない可能性もあります。

○ これらの製品に関連した医薬品医療機器法上の健康被害は報告されていません。

○ リスト中の販売名は医薬品医療機器法の承認上の名称であり、実際の商品には承

認上の名称の他に通称が併せて用いられている場合があります。

○ 申請社名は承認上の社名であり、実際の商品には販売委託等により発売元の社名

も併せて記載されている場合があります。

○ 今後、切替えが行われ、トリクロサン等の成分を含まなくなる場合でも、同一の

販売名で販売される可能性があります。このため、実際の商品にトリクロサン等の

成分が含まれているか否かについては、実際の商品の成分表示を確認する必要があ

ります。トリクロサンはトリクロロヒドロキシジフェニルエーテル、トリクロカル

バンはトリクロロカルバニリドと表示されている場合があります。
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トリクロサンを含有する薬用石けん

販売名 製造販売業者名

ネイチャーズ ケアリング ハンド ウォッシュ
インターナショナル・トイレツリース株式
会社

アルスコ ＡＡＡ ヴィーナス化成株式会社
マルククリーンＡ ヴィーナス化成株式会社
エイボン 薬用 モイスチュアー ボディ シャンプー エイボン・プロダクツ株式会社
ＭＴ薬用石けん エオリア株式会社
液体薬用石けんアワＥ エオリア株式会社
薬用植物性ハンドソープ（Ｐ）Ｕ クラシエホームプロダクツ株式会社
薬用植物性泡ハンドソープ（Ｐ） クラシエホームプロダクツ株式会社
薬用植物性ハンドソープ（Ｔ）Ｕ クラシエホームプロダクツ株式会社
ゴージョー フォーミング ハンドソープ クリスタル ゴージョージャパン株式会社
ゴージョー薬用ハンドソープ（無香料） ゴージョージャパン株式会社
薬用 ＩＨＳ－Ｔ ゴージョージャパン株式会社
シャボネット ＤＰ－３ サラヤ株式会社
エルファー薬用ウォッシングＮ サンパルコ株式会社
ハンドソーププラス シーバイエス株式会社
薬用石けん泡タイプＳＴⅢ シーバイエス株式会社
Ｋ薬用ハンドソープ パール化研株式会社
ＰＫ薬用泡ハンドソープ パール化研株式会社
ハンドソープ Ａ ピジョンホームプロダクツ株式会社
マルフクマミー薬用ハンドソープ ミマスクリーンケア株式会社
シンメル薬用クリアーメイト ミマスクリーンケア株式会社
セーフメイトｇ ミマスクリーンケア株式会社
ミマスハンドソープ ミマスクリーンケア株式会社
薬用スキンクリアＡ メディカルスペース株式会社
リステノール メディコス製薬株式会社
アルタンニューハンドソープ リョートーファイン株式会社
ハンドライザー リョートーファイン株式会社
薬用ＡＫウォッシュＡ ロゼット株式会社
薬用ＡＫウォッシュＹ ロゼット株式会社
薬用ハンドソープ Ｔ ロゼット株式会社
タナクリンピンク 横浜油脂工業株式会社
レスコンピンク 横浜油脂工業株式会社
ソフティ 薬用ハンドウォッシュ 花王株式会社
花王薬用ハンドウォッシュｆ 花王株式会社
花王薬用ハンドウォッシュＧ 花王株式会社
花王薬用ハンドウォッシュＨａ 花王株式会社
ＬＤデオドラントソ－プ 株式会社Ｒｅ・工房
薬用ハンド・ソープＬＤ 株式会社Ｒｅ・工房
薬用ボディソープＳＡ 株式会社アイワ
薬用 ＭＳ ハンドソープ ｂ 株式会社アリエ
イルソープ ピンク 株式会社アルボース
アルボース石鹸液Ｇ 株式会社アルボース
イルソープＡ－ａ 株式会社アルボース
エービー・ＨＳＧ 株式会社アルボース
セクレＢ 株式会社アルボース
セクレＮ 株式会社アルボース
タイサリートａ 株式会社アルボース
タイサリートｂ 株式会社アルボース
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トリクロサンを含有する薬用石けん

販売名 製造販売業者名
ハンドソープHS 株式会社アルボース
花王薬用ハンドソープｃ 株式会社アルボース
花王薬用ハンドソープｄ 株式会社アルボース
薬用ハンドソープＮ 株式会社アルボース
イクザス 薬用ムースソープ 株式会社イクザス
タケックスソープ 株式会社イクザス
メディソープ 株式会社イクザス
ローヤルエース 株式会社イクザス
薬用ハンドソープＩ 株式会社イヌイメデイックス
Ｃｉハンドソープ 株式会社エー・アイ・シー
Ｃｉハンドソープ ピンク 株式会社エー・アイ・シー
デミ ハンドソープ 株式会社エー・アイ・シー
ニューピンク 株式会社エー・アイ・シー
インナップＥＸ クレンジングフォーム ＭＤ 株式会社エックスワン
クロバー デオドラントソープ 株式会社クロバーコーポレーション
薬用ボディオーダーケア ソープＦ 株式会社クロバーコーポレーション
薬用ボディオーダーケア ソープＭ 株式会社クロバーコーポレーション
スタイナー ローションソープSS 株式会社クロバーコーポレーション
スタイナーローションソープＳ フォームタイプ 株式会社クロバーコーポレーション
デオドラント薬用Ｎソープ 株式会社クロバーコーポレーション
ユーバージュ 薬用ボディケアーソープ 株式会社クロバーコーポレーション
薬用ＨＰナチュラルソープ 株式会社クロバーコーポレーション
薬用ハンドソープＫ 株式会社クロバーコーポレーション
ピュアクリスタル・薬用ボディソープ 株式会社コスモビューティー
ディジクリーン 薬用ハンドソープ フォームａ 株式会社サンヨーメディカル
ディジクリーン 薬用ハンドソーププラスｓ 株式会社サンヨーメディカル
フェイシャリスト トリートメントフォームＳ 株式会社シーボン
フェイシャリスト バランシングフォームＳ 株式会社シーボン
フェイシャリスト ブライトアップクリアウォッシュＳ 株式会社シーボン
ダスキン薬用ハンドソープｆ 株式会社ジュアンビューティ
ダスキン薬用ハンドソープｆ３ 株式会社ジュアンビューティ
ダスキン薬用ハンドソープＴ１ 株式会社ジュアンビューティ
ダスキン薬用ハンドソープＴ3 株式会社ジュアンビューティ
薬用シャワーローション 株式会社スイスロワール
ＤＨＣ 薬用 ハンド ソープ（石鹸） 株式会社ディーエイチシー
ＤＨＣ 薬用 フェースウォッシュ 株式会社ディーエイチシー
ＱＢ薬用デオドラントソープ Ｌ 株式会社ナナラボ
ノエビア 薬用ハンドクリアジェル ａ 株式会社ノエビア
アロボディ ＡＣクレンジング ソープ 株式会社ハウス オブ ローゼ
フィードハンドソープＹＡ 株式会社フィード
薬用ハンドソープＡＫ 株式会社フェニックス
薬用ハンドソープＨＫ 株式会社フェニックス
リーブル 乳液せっけん 株式会社フタバ化学
リーブル薬用ソルティソープ 株式会社フタバ化学
リーブル薬用ソルティソープＲＢ 株式会社フタバ化学
リーブル薬用ハンドフォーム 株式会社フタバ化学
石鹸液ＪＮ 株式会社フタバ化学
アルトップＣ－Ｌ 株式会社ペリカン石鹸
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トリクロサンを含有する薬用石けん

販売名 製造販売業者名
薬用ハンドソープＤＰ 株式会社ペリカン石鹸
薬用フォームソープＤＦＦ 株式会社ペリカン石鹸
薬用フォームソープＤＰ 株式会社ペリカン石鹸
薬用フォームソープＲＴＲ 株式会社ペリカン石鹸
薬用リキッドソープＴＧ 株式会社ペリカン石鹸
薬用石けん ＫＴ１ 株式会社ペリカン石鹸
薬用石鹸ＤＰＧ 株式会社ペリカン石鹸
アルトップＣ－Ｓ 株式会社ペリカン石鹸
ペリカン薬用ハンドソープ 株式会社ペリカン石鹸
薬用フォーミングソープ（ＰＳ） 株式会社ペリカン石鹸
薬用フォーミングソープ（ＰＳＦ） 株式会社ペリカン石鹸
薬用フォームソープＭＡ 株式会社ペリカン石鹸
薬用フォームソープＷＴＲ 株式会社ペリカン石鹸
薬用石鹸ＤＳＡ 株式会社ペリカン石鹸
薬用石鹸ＨＤＡ 株式会社ペリカン石鹸
薬用 デオソープ 株式会社マスター
薬用 デオソープＥＸ 株式会社マスター
薬用マイルドフィール ＴＴ 株式会社マックス
マックス薬用ソープ 株式会社マックス
ポッシュママ ハンドソープ 株式会社ヤクルト本社
ヤマノ ＭＤ プレミアム ドロンコ フェイシャル ク
リーム

株式会社ヤマノビューティケミカル

ヤマノ ドロンコ フェイシャル クリーム ＷＨ 株式会社ヤマノビューティケミカル

ニッド液体薬用石鹸Ａ 株式会社東邦
ニッド薬用石鹸Ａ 株式会社東邦
薬用石けん 不動力Ｓ 株式会社不動化学
薬用石けん 不動力ＳＳ 株式会社不動化学
薬用液体石鹸 八重姫Ｇ５ 株式会社不動化学
薬用液体石鹸 八重姫Ｇ 株式会社不動化学
薬用液体石鹸ＣＫ 関西酵素株式会社
薬用液体石鹸ＣＫ－ＡＷＡ 関西酵素株式会社
グリンス 丸石製薬株式会社
ネオグリンス 丸石製薬株式会社
ＴＭボディソープＫ 玉の肌石鹸株式会社
エスラン薬用石鹸 玉の肌石鹸株式会社
メディカソープ 玉の肌石鹸株式会社
薬用ＨホイップＣＡａ 熊野油脂株式会社
薬用ＩＴソープＴＭ 熊野油脂株式会社
薬用ＩＴフォームＡＳｂ 熊野油脂株式会社
薬用ＪソープＴＲＩ 熊野油脂株式会社
薬用ＴソープＭ 熊野油脂株式会社
薬用ソープＨｂ 熊野油脂株式会社
薬用ソープＭＡ 熊野油脂株式会社
薬用ハンドソープＫ－２ｂ 熊野油脂株式会社
薬用石けん シラスハンドソープ 熊野油脂株式会社
薬用ＨホイップＣＡｂ 熊野油脂株式会社
薬用ハンドＣＰ 熊野油脂株式会社
薬用ハンドソープＨ 熊野油脂株式会社
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トリクロサンを含有する薬用石けん

販売名 製造販売業者名
薬用フォーム Ｋ 熊野油脂株式会社
薬用フォームＡＳｂ 熊野油脂株式会社
薬用フォームＫｂ 熊野油脂株式会社
ミニシック 健栄製薬株式会社
颯香力 薬用デオドラントソープ 佐藤製薬株式会社
薬用 ＰＧ クリアジェル ＴＣ 三粧化研株式会社
薬用アクネ ＰＬ 三粧化研株式会社
薬用ハンドソープＮＹ 山田製薬株式会社
コラージュフルフル液体石鹸 持田ヘルスケア株式会社
コラージュフルフル泡石鹸 持田ヘルスケア株式会社
ＳＯＣソープＦ 渋谷油脂株式会社
ＳＯＣ薬用ハンドソープＲ４ 渋谷油脂株式会社
ＳＯＣ薬用ハンドソープＲＦ 渋谷油脂株式会社
ニューハンド ア ウェイ 小厚化成株式会社
薬用フォームＡｋ 青葉化成株式会社
セーフメイトEX 石田香粧株式会社
ハンドソープＳＡ‐１ 太平化学産業株式会社
マーセタート ニューゼリーソープ 太陽製薬株式会社
クリアレックスWb 第一三共ヘルスケア株式会社
薬用ハンドソープＤＳＡ 第一石鹸株式会社
薬用ハンドソープＤＳＤ 第一石鹸株式会社
薬用ハンドソープＤＳＥ 第一石鹸株式会社
薬用ハンドソープＤＳＧ 第一石鹸株式会社
エチケットクリアソープ 東久漢方薬品株式会社
サテニーク ボディシリーズ 薬用ハンドソープ 日本アムウェイ合同会社
メナード 薬用 ハンドソープＭ 日本メナード化粧品株式会社
メディカエンジェル 日本歯科薬品株式会社
メディグリンソープ 有限会社クサノハ化粧品
クリアレックスフォーム 攝津製油株式会社

6



トリクロカルバンを含有する薬用石けん

販売名 製造販売業者名
アルボース石けん アルボース株式会社
ピロエース石けんＡ アルボース株式会社
マイルド ハンド ソープ ｃ エイボン・プロダクツ株式会社

薬用石鹸Ｋｓｂ
クー・サイエンスビューティー株式会
社

ＤＴソープＭＤ コスメテックスローランド株式会社

ミューズ ＢＨ
レキットベンキーザー・ジャパン株式
会社

エテュセ 薬用アクネ ジェントルウォッシュ 株式会社エトバス
エテュセ オム 薬用アクネソープ 株式会社エトバス
エテュセ 薬用アクネ ジェントルメークオフ 株式会社エトバス
ＣＰＫ 薬用メンズリフレッシュソープ 株式会社クラブコスメチックス
ＤＨＣ 薬用 エチケット４０ ボディソープ 株式会社ディーエイチシー
シーラボ 薬用ハーバルＤソープ 株式会社ドクターシーラボ
薬用デオドラントソープｄ 株式会社ノエビア
せっけん薬用Ｋ 株式会社ピーアンドピーエフ
神戸トランスパラン 薬用デオドラントソープ 株式会社ピーアンドピーエフ
薬用アクネソープｎ Ⅰ 株式会社ピーアンドピーエフ
ＤＷ 薬用洗顔料 株式会社ピーアンドピーエフ
薬用アクネソープｎ Ⅱ 株式会社ピーアンドピーエフ
薬用石けんＴＣ 株式会社フェニックス
薬用石鹸ＴＣＧ 株式会社ペリカン石鹸
薬用デオドラントソープＳＷ 株式会社ペリカン石鹸
薬用デオドラントソープＳＷＮ 株式会社ペリカン石鹸
薬用ＴＭ石けん 株式会社ペリカン石鹸
薬用Ｔ石けん 株式会社ペリカン石鹸
薬用ソープバーＴＧ 株式会社ペリカン石鹸
薬用ソープバーＤＳＡ 株式会社ペリカン石鹸

薬用ハンド＆ボディソープ ＧＫＳ
株式会社ホリスティックホールディン
グス

マスター薬用石けん 株式会社マスター
ＣＯ・ＯＰ薬用石けん 株式会社マスター
薬用 デオソープ 株式会社マスター
薬用 デオソープＥＸ 株式会社マスター
薬用マイルドフィール ＴＴ 株式会社マックス
マイルドフィールソープＶＭ 株式会社マックス
マックス薬用石けん 株式会社マックス
ニューＭＡＸ＜Ｓ＞薬用石けん 株式会社マックス
ＫＳソープ 株式会社マックス
薬用クール石鹸ＣＯ 株式会社マックス
ＯＴソープＡ 株式会社マックス
薬用Ｋ石けん ＤＸ 株式会社マックス
ＫＳメディケイトソープＹＵ 株式会社マックス
ＡＫソープ 株式会社マックス
ＡＫマイルドソープＳ 株式会社マックス
ＫＳソープ Ｐ 株式会社マックス
プレミアムデオソープ 株式会社マックス
プレミアムデオケアソープ 株式会社マックス
ＫＳソープ Ａ 株式会社マックス
マイルドフィールソープＳＵ 株式会社マックス
マイルドフィールソープＲＥ 株式会社マックス
マックス薬用ソープ 株式会社マックス
ヒフケス 株式会社マックス
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トリクロカルバンを含有する薬用石けん

販売名 製造販売業者名
湯のかおり薬用石鹸 株式会社ユゼ
ユゼ 薬用ＤソープＡ 株式会社ユゼ
ユゼ 薬用Ｙソープ 株式会社ユゼ
エラステクトホワイトニング フェイスウォッシュフォー
ム

株式会社加美乃素本舗

ニッド薬用石鹸Ａ 株式会社東邦
薬用マイルドソープＰＳ 株式会社美容薬理研究所
アエラセップＥＸ 吉田製薬株式会社
ファミリアン 佐藤製薬株式会社
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