
一般用医薬品（第１類、第２類）の主な種類について

第１類 第２類

①注意すべき禁忌があるもの
【例】
・アスピリン（解熱鎮痛薬）

②依存性、習慣性のあるもの
【例】
・コデイン類（麻薬類似成分）

③適応を誤ると症状の悪化等のおそれ
のあるもの

【例】
・ブテナフィン塩酸塩（水虫治療薬）

１．一般用医薬品としての安全性評価
が確立されておらずリスクが不明
のもの
※一般用医薬品としての使用成績についての調査
期間（通常３年）に１年（評価のために必要な
期間）を加えた期間を経過していないもの

２．日常に支障を来す副作用のおそ
れがあり、特に注意が必要なもの

※左記１の調査期間＋１年が経過し、評価が終了
しているもの

日常生活に支障を来す副作用のお
それがあるもの

【例】
・胃腸薬、漢方製剤

指定第２類

㋑上記㋐及び下記㋒以外のもの
（薬剤師による十分な説明（チェック
リストの充実等）により、適正使用が
可能なもの）

【例】
「ロキソニンS」解熱鎮痛薬
「アレグラFX」鼻炎用薬

㋐購入者側の判断による使用では重大な
疾患を見逃すおそれがあり、薬剤師が、
購入者側から最大限の情報収集を行
い、受診勧奨の有無を判断する必要
性が特に高いもの

【例】
「リアップ」発毛剤
「ニコチネルパッチ10」禁煙補助剤

【例】
「ガスター１０」胃酸分泌抑制薬
「アクチビア軟膏」口唇ヘルペス用薬

○ 第１類、第２類については、そのリスクや使われ方などの観点から、大まかに以下のように分類される。

㋒劇薬 等

【例】
「ガラナポーン」勃起障害等改善薬

※ 第１類医薬品の製品一覧は別紙
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主な第一類医薬品について

１．一般用医薬品としての安全性評価が確立されておらずリスクが不明のもの（２１製品）

商品名   一般名／有効成分名 薬効分類等

フェミニーナ　腟カンジダ錠  　オキシコナゾール硝酸塩　100mg  膣カンジダ用薬

オキナゾールL100  　オキシコナゾール硝酸塩　100mg  膣カンジダ用薬
エンペシドL  　クロトリマゾール　100mg  膣カンジダ用薬

アラセナS  　ビダラビン　30mg 
口唇ヘルペス用
薬

ロキソニンS  　ロキソプロフェンナトリウム水和物　68.1mg　（無水物として60mg）  解熱鎮痛薬

ナロンメディカル  　イブプロフェン　200mg  解熱鎮痛薬

エルペインコーワ  　イブプロフェン　150mg　、　ブチルスコポラミン臭化物　10mg  生理痛用薬

アレグラFX  　フェキソフェナジン塩酸塩　120mg  鼻炎用薬

コンタック鼻炎Z  　セチリジン塩酸塩　10mg  鼻炎用薬
アレギサール鼻炎  　ペミロラストカリウム　10mg  鼻炎用薬
アレジオン10  　エピナスチン塩酸塩　10mg  鼻炎用薬
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　0.05g  鼻炎用薬

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　0.05g  鼻炎用薬

パブロン点鼻クイック  　ケトチフェンフマル酸塩　75.6mg　、　ナファゾリン塩酸塩　25mg  鼻炎用薬

アイフリーコーワAL  　アシタザノラスト水和物　1.08mg　（アシタザノラスト1mg）  鼻炎用薬

ストナリニ・ガード  　メキタジン　6mg  鼻炎用薬
ナシビンMスプレー  　オキシメタゾリン塩酸塩　0.05g  鼻炎用薬
リアップX5  　ミノキシジル　5g  発毛剤

イノセアバランス 

　トロキシピド　300mg　、　アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
6mg　、　ロートエキス3倍散C　90mg　、　炭酸水素ナトリウム
960mg　、　ケイ酸マグネシウム　720mg　、　沈降炭酸カルシウム
684mg 

胃腸薬

エパデールT 　イコサペント酸エチル　600mg
中性脂肪異常改
善薬

エパアルテ 　イコサペント酸エチル　600mg
中性脂肪異常改
善薬

２．日常に支障を来す副作用のおそれがあり、特に注意が必要なもの（８０製品）

商品名   一般名／有効成分名 薬効分類等
ガスター10  　ファモチジン　10mg  胃酸分泌抑制薬
ガスター10 内服液  　ファモチジン　10mg  胃酸分泌抑制薬
ガスター10 S錠  　ファモチジン　10mg  胃酸分泌抑制薬
ガスター10〈散〉  　ファモチジン　10mg  胃酸分泌抑制薬
ベッセンH2  　ファモチジン　10mg  胃酸分泌抑制薬
アシノンZ錠  　ニザチジン　75mg  胃酸分泌抑制薬
アシノンZ胃腸内服液  　ニザチジン　75mg  胃酸分泌抑制薬
ニチブロック10  　ファモチジン　10mg  胃酸分泌抑制薬

大正胃腸薬Z 
　ラニチジン塩酸塩　63mg　、　ケイ酸アルミン酸マグネシウム
250mg　、　酸化マグネシウム　100mg　、　水酸化アルミナマグネシ
ウム　200mg 

胃酸分泌抑制薬

アシノンZ  　ニザチジン　75mg  胃酸分泌抑制薬
ガスドック10  　ファモチジン　10mg  胃酸分泌抑制薬

イノセアワンブロック  　ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩　75mg  胃酸分泌抑制薬

アルサメック錠  　シメチジン　100mg  胃酸分泌抑制薬

アバロンZ 
　ラニチジン塩酸塩　63mg　、　ケイ酸アルミン酸マグネシウム
250mg　、　酸化マグネシウム　100mg　、　水酸化アルミナマグネシ
ウム　200mg 

胃酸分泌抑制薬

アクチビア軟膏  　アシクロビル　50mg 
口唇ヘルペス用
薬

ラクリシアクリーム  　アシクロビル　50mg 
口唇ヘルペス用
薬



ヘルペシアクリーム  　アシクロビル　50mg 
口唇ヘルペス用
薬

ヒフールAC  　アシクロビル　50mg 
口唇ヘルペス用
薬

ヘルペシア軟膏  　アシクロビル　50mg 
口唇ヘルペス用
薬

トランシーノ(ビン包装品) 
　トラネキサム酸　750mg　、　L-システイン　240mg　、　アスコルビ
ン酸　300mg　、　ピリドキシン塩酸塩　6mg　、　パントテン酸カルシ
ウム　24mg 

しみ（肝斑）改善
薬

トランシーノ(PTP包装品) 
　トラネキサム酸　750mg　、　L-システイン　240mg　、　アスコルビ
ン酸　300mg　、　ピリドキシン塩酸塩　6mg　、　パントテン酸カルシ
ウム　24mg 

しみ（肝斑）改善
薬

メンソレータムフレディCCク
リーム 

　イソコナゾール硝酸塩　1％  膣カンジダ用薬

メンソレータムフレディCC膣錠
 

　イソコナゾール硝酸塩　100mg  膣カンジダ用薬

メディトリートクリーム  　ミコナゾール硝酸塩　10mg  膣カンジダ用薬

メディトリート  　ミコナゾール硝酸塩　100mg  膣カンジダ用薬

リアップジェット 
　ミノキシジル　1g　、　パントテニールエチルエーテル　1g　、　トコ
フェロール酢酸エステル　0.08g　、　l-メントール　0.3g 

発毛剤

リアップリジェンヌ 
　ミノキシジル　1g　、　パントテニールエチルエーテル　1g　、　トコ
フェロール酢酸エステル　0.08g　、　l-メントール　0.3g 

発毛剤

リアッププラス 
　ミノキシジル　1g　、　パントテニールエチルエーテル　1g　、　トコ
フェロール酢酸エステル　0.08g　、　l-メントール　0.3g 

発毛剤

リアップレディ  　ミノキシジル　1g  発毛剤
リアップ  　ミノキシジル　1g  発毛剤

シガノンCQ2透明パッチ  　ニコチン　36mg （1枚28×25mm2）  禁煙補助剤

シガノンCQ1透明パッチ  　ニコチン　78mg （1枚34×44mm2）  禁煙補助剤

シガノンCQ2  　ニコチン　36mg （1枚28×25mm2）  禁煙補助剤

シガノンCQ1  　ニコチン　78mg （1枚34×44mm2）  禁煙補助剤

ニコチネル パッチ20  　ニコチン　35mg  禁煙補助剤

ニコチネル パッチ10  　ニコチン　17.5mg  禁煙補助剤

ニコレット パッチ3  　ニコチン　8.3mg （1枚10cm2）  禁煙補助剤

ニコレット パッチ2  　ニコチン　16.6mg （1枚20cm2）  禁煙補助剤

ニコレット パッチ1  　ニコチン　24.9mg （1枚30cm2）  禁煙補助剤

ペレウス  　メチルテストステロン　0.5g  育毛剤

ミクロゲン・パスタ  　メチルテストステロン　10mg　、　プロピオン酸テストステロン　5mg  育毛剤
プリズマホルモン軟膏  　テストステロン　10mg  男性ホルモン剤
ダンテルモンMパスター  　テストステロン　10mg  男性ホルモン剤

活力・M 

　メチルテストステロン　10mg　、　ゴオウ　10mg　、　ニンジンエキス
30mg　、　イカリソウエキス　50mg　、　トシシエキス　10mg　、　パン
トテン酸カルシウム　8mg　、　サンヤク末　100mg　、　サンシュユ末
60mg　、　ゴシュユ末　80mg　、　インチンコウ末　80mg　、　オウギ
末　100mg　、　ヨクイニン末　80mg　、　ケイヒ末　80mg　、　サイコ末
60mg　、　ジオウ末　50mg　、　乾燥酵母　150mg 

男性ホルモン剤

金蛇精（糖衣錠） 

　メチルテストステロン　3mg　、　DL-メチオニン　20mg　、　ルチン水
和物　20mg　、　チアミン硝化物　3mg　、　リボフラビン　1mg　、　ニ
コチン酸アミド　30mg　、　アスコルビン酸　30mg　、　ニンジン
100mg　、　オウレン　50mg　、　赤マムシ末　300mg　、　赤カシュウ
末　70mg　、　イカリソウ末　70mg　、　サンヤク末　70mg　、　ビャク
シ末　50mg　、　アミノエチルスルホン酸(タウリン)　45mg 

男性ホルモン剤

強力バロネス 

　メチルテストステロン　15mg　、　イカリソウエキス　30mg　（イカリソ
ウ300mg）、　ニンジンエキス　42.3mg　（人参470mg）、　チアミン塩
化物塩酸塩　10mg　、　リボフラビン　0.5mg　、　グルクロノラクトン
5mg　、　カフェイン水和物　20mg　、　エタノール　2.5mL 

男性ホルモン剤



外用ホルモン塗布剤オットピン
 

　メチルテストステロン　20mg  男性ホルモン剤

ヘヤーグロン  　テストステロン　10mg  男性ホルモン剤

プリズマホルモン精
（販売: （株）宝仙堂） 

　睾丸抽出物　9.6g　、　メチルテストステロン　0.0016g　、　トショウ
ジツアルコール水浸出液　3.2g　、　トウヒ・カンゾウアルコール水浸
出溶液　3.2g　、　チンピ・トウヤク・ビャクシ・ショウキョウアルコール
水浸出エキス　0.32g　、　ガジュツ・大蒜アルコール水浸出液　2.56g
、　タラ根・ゲンノショウコアルコール水浸出エキス　5.76g　、　ウイ
キョウ・チョウジ・ケイヒ・牛肝臓アルコール水浸出液　5.44g　、　ニク
ズクアルコール水溶液　1.9g 

男性ホルモン剤

プリズマホルモン精
（販売: 原沢製薬工業（株））

　睾丸抽出物　9.6g　、　メチルテストステロン　0.0016g　、　トショウ
ジツアルコール水浸出液　3.2g　、　トウヒ・カンゾウアルコール水浸
出溶液　3.2g　、　チンピ・トウヤク・ビャクシ・ショウキョウアルコール
水浸出エキス　0.32g　、　ガジュツ・大蒜アルコール水浸出液　2.56g
、　タラ根・ゲンノショウコアルコール水浸出エキス　5.76g　、　ウイ
キョウ・チョウジ・ケイヒ・牛肝臓アルコール水浸出液　5.44g　、　ニク
ズクアルコール水溶液　1.9g 

男性ホルモン剤

プリズマホルモン錠 
（販売: （株）メイクトモロー，
（株）宝仙堂）

　睾丸抽出物　500mg　（固形分0.5mg）、　メチルテストステロン　5mg
、　トウヒ・カンゾウエキス　100mg　（固形分12.5mg）、　トショウジツ
エキス　100mg　（固形分4.5mg）、　チンピ・トウヤク・ビャクシ・ショウ
キョウエキス　20mg　（固形分1.4mg）、　ガジュツ・大蒜エキス
100mg　（固形分11.5mg）、　タラ根・ゲンノショウコエキス　200mg
（固形分15mg）、　ウイキョウ・チョウコウ・ケイヒ・牛肝臓エキス
420mg　（固形分18.9mg）、　ニクズクエキス　10mg　（固形分0.2mg） 

男性ホルモン剤

プリズマホルモン錠 
（販売: 原沢製薬工業（株））

　睾丸抽出物　500mg　（固形分0.5mg）、　メチルテストステロン　5mg
、　トウヒ・カンゾウエキス　100mg　（固形分12.5mg）、　トショウジツ
エキス　100mg　（固形分4.5mg）、　チンピ・トウヤク・ビャクシ・ショウ
キョウエキス　20mg　（固形分1.4mg）、　ガジュツ・大蒜エキス
100mg　（固形分11.5mg）、　タラ根・ゲンノショウコエキス　200mg
（固形分15mg）、　ウイキョウ・チョウコウ・ケイヒ・牛肝臓エキス
420mg　（固形分18.9mg）、　ニクズクエキス　10mg　（固形分0.2mg） 

男性ホルモン剤

グローミン  　テストステロン　10mg  男性ホルモン剤

オットピン-S  　メチルテストステロン　20mg  男性ホルモン剤

トノス 
　テストステロン　10mg　、　アミノ安息香酸エチル　100mg　、　プロ
カイン塩酸塩　5mg　、　ジブカイン塩酸塩　10mg　、　ジフェンヒドラミ
ン塩酸塩　5mg 

男性ホルモン剤

マイトラベル 
　塩酸メクリジン　25mg　、　テオフィリン　30mg　、　ピリドキシン塩酸
塩　10mg 

鎮暈薬

シック液S 
　塩酸メクリジン　25mg　、　テオフィリン　30mg　、　ピリドキシン塩酸
塩　10mg 

鎮暈薬

セルペロイシン錠 

　ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド　2mg　、　コンドロイチ
ン硫酸ナトリウム　100mg　、　ルチン　60mg　、　アスコルビン酸
50mg　、　アミノエチルスルホン酸(タウリン)　50mg　、　酒石酸水素
コリン　25mg　、　イノシトール　20mg　、　DL-メチオニン　20mg　、
アミノフィリン　10mg 

高血圧用薬

アネトンせき止め顆粒 
　コデインリン酸塩水和物　60mg　、　dl-メチルエフェドリン塩酸塩
40mg　、　テオフィリン　160mg　、　グアヤコールスルホン酸カリウム
270mg　、　クロルフェニラミンマレイン酸塩　8mg 

鎮咳去痰薬

ミルコデ錠A 

　テオフィリン　300mg　、　dl-メチルエフェドリン塩酸塩　37.5mg　、
グアイフェネシン　300mg　、　キキョウエキス　120mg　（桔梗
540mg）、　セネガエキス　30mg　（セネガ500mg）、　カンゾウエキス
108mg　（甘草756mg） 

鎮咳去痰薬

強力アスメトン 
　メトキシフェナミン塩酸塩　75mg　、　ノスカピン　42mg　、　アミノ
フィリン水和物　150mg　、　クロルフェニラミンマレイン酸塩　12mg 

鎮咳去痰薬

ガラナポーン  　ヨヒンビン塩酸塩　15mg 
勃起障害等改善
薬
【劇薬】

ハンビロン 
　塩酸ヨヒンビン　6mg　、　硝酸ストリキニーネ　0.5mg　、　パントテ
ン酸カルシウム　50mg　、　ハンピ末　153.5mg 

勃起障害等改善
薬
【劇薬】



ストルピンMカプセル  　塩酸ヨヒンビン　6mg　、　ガラナエキス　25mg　、　ハンピ末　20mg 
勃起障害等改善
薬
【劇薬】

マヤ金蛇精（カプセル） 

　ヨヒンビン塩酸塩　9.95mg　、　ストリキニーネ硝酸塩　0.05mg　、
メチルテストステロン　5mg　、　ニンジン　100mg　、　チアミン硝化物
5mg　、　アスコルビン酸　50mg　、　アミノエチルスルホン酸(タウリ
ン)　100mg　、　五八霜末　200mg　、　イカリソウ末　100mg　、　赤カ
シュウ末　100mg 

勃起障害等改善
薬
【劇薬】

パナゴキキュー  　ジクロルボス　4.8g  殺虫剤

ベーパーセクトS  　ジクロルボス　16g  殺虫剤

日曹殺虫プレートP-H  　ジクロルボス　10.695g  殺虫剤

日曹殺虫プレートP  　ジクロルボス　21.39g  殺虫剤

殺虫プレート  　ジクロルボス　15.3g  殺虫剤
パラノン  　ジクロルボス　4g  殺虫剤
パナプレートハーフ  　ジクロルボス　9.6g  殺虫剤
パナプレートキュー  　ジクロルボス　4.8g  殺虫剤
パナプレート  　ジクロルボス　19.2g  殺虫剤

バポナ殺虫プレート  　ジクロルボス　21.39g  殺虫剤

バポナミニ殺虫プレート  　ジクロルボス　4.28g  殺虫剤

バポナハーフ殺虫プレート  　ジクロルボス　10.695g  殺虫剤

ニッサンプレート18B  　ジクロルボス　15.3g  殺虫剤

ニッサンプレート18  　ジクロルボス　7.65g  殺虫剤

クイックロンプレート  　ジクロルボス　21.39g  殺虫剤

注１）一般財団法人日本医薬情報センターのデータベース「iyakuSearch」において第１類の一般用医薬品の添付文書
検索を実施し、該当した製品を１と２のカテゴリーに分類し、リスト化した。

注２）なお、製造販売後調査が終了し、平成25年3月の薬事食品衛生審議会医薬品等安全対策部会において第２類医
薬品へのリスク区分の変更が了承されたジクロフェナクナトリウム外用薬及びチキジウム臭化物内用薬については、リ
ストから除外した。
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