
ご迷惑をおかけいたしておりました『薬局製剤業務指針 第6版』が、2016年9月に薬事日報社より発売になりました。

これに伴い弊社では、記載内容を新しくした、薬袋・外皮用薬シール・内用薬折箱・添付文書を順次発売いたします。

薬袋はデザインを新しく変更し、明るいイメージにいたしました。

先生方のご利用をお願いいたします。

薬局製剤 薬袋・折箱・シール改訂版 発売のお知らせ

内　用

〔効能・効果〕

〔用法・用量〕

〔成分・分量〕

〔注　意〕

感冒剤３号Ａ

製造番号　　　　　　　　　１包 2.5ｇ　　 包入

１連番号15　　　　　　　　　　　　　 処方番号 かぜ薬3-③

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、
せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）
の緩和

1.次の人は服用しないでください
　⑴本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
　⑵本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
3.授乳中の人は本剤を使用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
4.服用が適さない場合があるので、服用前に医師又は薬剤師に相談してください
5.２才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得な
　い場合にのみ服用させてください
6.服用に際しては、説明文書をよく読んでください
7.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
8.小児の手の届かない所に保管してください
9.その他
　医薬品副作用被害救済制度に関するお問い合わせ先
　（独）医薬品医療機器総合機構
　http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
　電話　0120-149-931（フリーダイヤル）

日本薬局方　dl－メチルエフェドリン塩酸塩散10％　0.6ｇ
　　〃　　　クロルフェニラミンマレイン酸塩 　　0.0075ｇ
　　〃　　　ジヒドロコデインリン酸塩散1％　　　2.4ｇ
　　〃　　　ノスカピン　　　　　　　　　　　　 0.048ｇ
　　〃　　　アセトアミノフェン　　　　　　　　 0.45ｇ
　　〃　　　エテンザミド　　　　　　　　　　　 0.75ｇ
　　〃　　　カフェイン水和物　　　　　　　　　 0.075ｇ
　　〃　　　カンゾウ末　　　　　　　　　　　　 0.8ｇ
　　〃　　　キキョウ末　　　　　　　　　　　　 1.6ｇ
　　〃　　　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量

１回量を次のとおりとし、１日３回、食後に服用します。

年　　齢
大人（15才以上）
11才以上15才未満
７才以上11才未満
３才以上７才未満
１才以上３才未満
１才未満の乳児

１回量
１包2.5ｇ
大人の2/3
大人の1/2
大人の1/3
大人の1/4

服用しないこと

１日服用回数

３回

（３包 7.5ｇ中）

使用期限

内　用

〔効能・効果〕

〔用法・用量〕

〔成分・分量〕

〔注　意〕

鎮咳去痰剤１３号

製造番号　　　　　　　　　１包 2.5ｇ　　 包入

１連番号31　　　　　　　　　　　 処方番号 鎮咳去痰薬4-②

せき、たん

1.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
2.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
3.服用が適さない場合があるので、服用前に医師又は薬剤師に相談してください
4.服用に際しては、説明文書をよく読んでください
5.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
6.小児の手の届かない所に保管してください
7.その他
　医薬品副作用被害救済制度に関するお問い合わせ先
　（独）医薬品医療機器総合機構
　http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
　電話　0120-149-931（フリーダイヤル）

日本薬局方　dl－メチルエフェドリン塩酸塩散10％　0.75ｇ

　　〃　　　クロルフェニラミンマレイン酸塩 　　0.0012ｇ

　　〃　　　ジヒドロコデインリン酸塩散1％　　　3.0ｇ

　　〃　　　ノスカピン　　　　　　　　　　　　 0.06ｇ

　　〃　　　カンゾウ末　　　　　　　　　　　　 1.0ｇ

　　〃　　　キキョウ末　　　　　　　　　　　　 0.5ｇ

　　〃　　　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量 １回量を次のとおりとし、１日３回、適宜服用します。
服用間隔は４時間以上おいてください。

年　　齢
大人（15才以上）
11才以上15才未満
８才以上11才未満
５才以上８才未満
３才以上５才未満
３才未満の乳幼児

１回量
１包2.5ｇ
大人の2/3
大人の1/2
大人の1/3
大人の1/4

服用しないこと

１日服用回数

３回

（３包 7.5ｇ中）

使用期限

内　用

〔効能・効果〕

〔用法・用量〕

〔成分・分量〕

〔注　意〕

解熱鎮痛剤７号Ａ

製造番号　　　　　　　　　１包 1.5ｇ　　 包入

１連番号169　　　　　　　　　　 処方番号 解熱鎮痛薬11-①

○頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・
　肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
○悪寒・発熱時の解熱

1.次の人は服用しないでください
　⑴本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
　⑵本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがあ
　　る人。
　⑶15才未満の小児。
　⑷出産予定日12週以内の妊婦。
2.服用が適さない場合があるので、服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談
　してください
3.服用に際しては、説明文書をよく読んでください
4.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
5.小児の手の届かない所に保管してください
6.その他
　医薬品副作用被害救済制度に関するお問い合わせ先
　（独）医薬品医療機器総合機構
　http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
　電話　0120-149-931（フリーダイヤル）

日本薬局方　イブプロフェン　　　　　　　　　　 0.45ｇ

　　〃　　　カフェイン水和物　　　　　　　　　 0.2ｇ

　　〃　　　ケイヒ末　　　　　　　　　　　　　 1.0ｇ

　　〃　　　ショウキョウ末　　　　　　　　　　 0.3ｇ

　　〃　　　カンゾウ末　　　　　　　　　　　　 1.0ｇ

　　〃　　　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量

（１包 4.5ｇ中）

大人（15才以上）１回1.5ｇを、１日３回までとしてなるべく空腹
時をさけて服用します。服用間隔は４時間以上おいてください。

年　　齢
大人(15才以上)
15才未満の小児

１回量
１包1.5ｇ

服用しないこと

１日服用回数
３回まで

使用期限

内　用

〔効能・効果〕

〔用法・用量〕

〔成分・分量〕

〔注　意〕

鎮静剤１号Ａ

製造番号　　　　　　　　　１包 1.0ｇ　　 包入

１連番号2　　　　　　　　　　　　 処方番号 催眠鎮静薬2-①

鎮静

1.次の人は服用しないでください
　⑴本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
　⑵本剤又は他の催眠鎮静薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こ
　　したことがある人。
　⑶15才未満の小児。
2.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
3.服用が適さない場合があるので、服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談
　してください
4.服用に際しては、説明文書をよく読んでください
5.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
6.小児の手の届かない所に保管してください
7.その他
　医薬品副作用被害救済制度に関するお問い合わせ先
　（独）医薬品医療機器総合機構
　http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
　電話　0120-149-931（フリーダイヤル）

日本薬局方　ブロモバレリル尿素　　　　　　　　 0.6ｇ

　　〃　　　デンプン，乳糖水和物又はこれらの混合物　適　量

大人（15才以上）１回1.0ｇを服用し、１日３回までと
します。服用間隔は４時間以上おいてください。

年　　齢
大人(15才以上)
15才未満の小児

１回量
１包1.0ｇ

服用しないこと

１日服用回数
３回まで

（３包 3.0ｇ中）

使用期限

内　用

〔効能・効果〕

〔用法・用量〕

〔成分・分量〕

〔注　意〕

便　秘　薬

製造番号　　　　　　　　　１包 1.2ｇ　　 包入

１連番号61　　　　　　　　　　　　　　 処方番号 胃腸薬13

○便秘
○便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、
　吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常
　醗酵、痔

1.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
2.服用が適さない場合があるので、服用前に医師又は薬剤師に相談してください
3.服用に際しては、説明文書をよく読んでください
4.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
5.小児の手の届かない所に保管してください
6.その他
　医薬品副作用被害救済制度に関するお問い合わせ先
　（独）医薬品医療機器総合機構
　http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
　電話　0120-149-931（フリーダイヤル）

日本薬局方　ダイオウ末　　　　　　　　　　　　　0.2ｇ

　　〃　　　カンゾウ末　　　　　　　　　　　　　0.2ｇ

　　〃　　　シャクヤク末　　　　　　　　　　　　0.2ｇ

　　〃　　　センナ末　　　　　　　　　　　　　　0.6ｇ

１回量を次のとおりとし、１日１回、就寝前に服用します。

年　　齢
大人（15才以上）
11才以上15才未満
７才以上11才未満
３才以上７才未満
３才未満の乳幼児

１回量
１包1.2ｇ
大人の2/3
大人の1/2
大人の1/3

服用しないこと

１日服用回数

１回

（１包 1.2ｇ中）

使用期限

注文番号　Ｆ－18 注文番号　Ｆ－21

株式会社

■製品写真・印刷イメージの色調は撮影条件、印刷の関係で現物と異なる場合がございます。

ＴＥＬ０３－３６５２ー０１０２（8：30～17：00）

ＦＡＸ０３－３６５３－３６１０（年中無休24時間）

ＵＲＬ http://www.kk-oono.com/

Ｅ-ｍａｉｌ info@kk-oono.com

商品のご注文、またはサンプルのご要望は
下記までお問合せ下さい。

外　用

〔効能・効果〕

〔用法・用量〕

〔成分・分量〕

〔注　意〕

製造番号　　　　　　　　　　　　　　　　 ｇ入

１連番号144　　　　　　　　　　　　処方番号 外皮用薬55-①

日本薬局方　　クロトリマゾール　　　　　　　1.0ｇ

　　〃　　　　マクロゴール軟膏　　　　　　　適 量

クロトリマゾール・Ｍ軟膏

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

患部を清潔にして１日２～３回、適量を塗布します。

（ 100ｇ中）

1.次の部位には使用しないでください
　⑴目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
　⑵湿疹。
　⑶湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。
2.使用が適さない場合があるので、使用前に医師又は薬剤師に相談してください
3.使用に際しては、説明文書をよく読んでください
4.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
5.小児の手の届かない所に保管してください
6.その他
　医薬品副作用被害救済制度に関するお問い合わせ先
　（独）医薬品医療機器総合機構
　http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
　電話　0120-149-931（フリーダイヤル）

使用期限

 注文番号 　商 品 名（サイズ：幅㎜×高さ㎜） 販売単位

 ＭＦ－50  薬剤師が作ったお薬です 22φ 銀 500枚

 ＭＦ－51  当店自家製　22φ 金 500枚

各１束（販売単位）１,０００円

当店
自家製

薬剤師が
作った
お薬です

ＭＦ－５０ ＭＦ－５１

セルフラベル


