
薬食安発 0107第 1号

平 成 2 3年 1月 7 日

厚生労働省医薬食品局安全対策課

各都道府県衛生主管部 (局)長 殿

一般用医薬品の区分 リス トの変更について

｢薬事法第 36条の3第 1項第 1号及び第 2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定

する第一類医薬品及び第二類医薬品 (平成 19年厚生労働省告示第 69号)の一部を

改正する件｣(平成 23年厚生労働省告示第 1号)及び ｢薬事法施行規則第 210条第

5号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類

医薬品 (平成 21年厚生労働省告示第 210号)あ一部を改正する件｣(平成 23年厚生

労働省告示第 2号)が平成 23年 1月7日に告示されこ同日に適用されましたO

これに伴い､平成 19年 3月 30日付け薬食安発第 0330007号安全対策課長通知｢一

般用医薬品の区分 リス トについて｣(以下｢課長通知｣｣という｡)の別紙 1 (質-類医

薬品)及び別紙2 (第二類医薬品)について､今回の改正を反映させ下記のとおり

変更し､別添のとおり､今回の改正を反映させた区分リス トを作成いたしましたので､

貴管下関係業者､団体等に対する周知方よろしくお願いいたしますO

また､今般､リスク区分が第-類から第二類に変更になった医薬品については､

薬剤師のほか登録販売者等による販売が可能となることから､~新区分に応じた適切

な情報提供が行われるよう､貴管下関係業者､団体等-指導方よろしくお願いいた

します｡

記

1.別紙 1 第一類医薬品について

○次のものを削除する｡

･アゼラスチン

･アデノシン三リン酸

･ケ トプロフェンOただし､貼付剤に限るO

･ラノコナゾ-ル



○次のもめを変更する｡

･ ｢ケ トチフェン｡ただし､点鼻剤を除く｡ ｣を

｢ケtトチフェン｡ただし､点鼻剤及び内用剤を除くO｣に｡

･ ｢トリアムシノロンアセ トニ ド｣を

｢トリアムシノロンアセ トニ ド｡ただし､口腔用軟膏に限る｡｣に｡

2.別紙 2 第二類医薬品について

○ (5)の うち｢○無機薬品及び有機薬品｣について､次のものを追加する｡

･アゼラスチン

･アデノシン三 リン酸

･トリアムシノロンアセ トニ ド｡ただし､口腔内貼付剤に限る｡

･ラノコナゾ-ル

○ (5)の うち｢○無機薬品及び有機薬品｣について､次のものを変更する｡

･ ｢ケ トチフェン｡ただし∴点鼻剤に限る｡｣を

｢ケ トチフェン｡ただし､点鼻剤及び内用剤に限る｡｣に｡

･ ｢ケ トプロフェン｡ただし､貼付剤を除く｡ ｣を

｢ケ トプロフェン｣に｡

○ (6) として指定第二類医薬品に指定された医薬品のリス トを追加するととも

に､次のものを指定第二類医薬品に掲載するo

･ケ トプロフェン

･トリアムシノロンアセ トニ ド｡ただし､口腔内貼付剤に限る｡

･ラノコナゾ-ル

(参 考)薬局､医薬品版元業等の皆様-お知らせ

1.こ､そbJ情報をメールに.よって配信する ｢医薬品医療機器情報配信サービス｣が､独

立行政法人医薬品医療機器総合機構において運営されて串りますO以下のURLから-

･登録できますので､御活用下さいロ



平成 20.10.8一部改正

平成 21,12,24一部改正

平成 23.1.7一部改正

別海 1

第一類医薬品

(1)薬事法第 14条の4第 1項第 2号に規定する厚生労働大臣が指示する医薬品

であって､同号に規定する厚生労働大臣が指示する期間に1年を加えた期間を経

過していないもの

(2)薬事法第 14条第8項第 1号に該当するものとして承認され､同法第 79条

第 1項の規定に基づき､製造販売の承認の条件として当該承認を受けた者に対し

製造販売後の安全性に関する調査を実施する義務が課せられている医薬品 (その

製造販売の承認のあった日後調査期間を経過しているものを除く｡)と有効成分､

分量､用法､用量､効能､効果等が同一性を有すると認められる医薬品であって､

調査義務が課せられている医薬品のうち､調査期間に1年を加えた期間を経過し

ていないもの

(3)専 らねずみ､はえ､蚊､のみその他これらに類する生物の防除のために使用

されることが目的とされる医薬品のうち､人の身体に直接使用されることのない

もの (毒薬又は劇薬に限る｡)

(4)下表の ｢告示名｣欄に掲げるもの､その水和物及びそれらの塩類を有効成分

として含有する製剤

1 アミノフィリン

2 ケ トチフエンDただし､点鼻剤及び内用剤を除く○ フマル酸ケ トチフエン

3 ジエチルヌチルベス トロール

5_ス トリキ三一ネ 硝酸ス トリキニーネ

･､.6-チキジウム 臭化チキジウム_

7 テオフィリン

8~テス トステロン

9 テス ト不テロンプロビオy-酸エステル ･プロピオン酸テス トステロン .

10 -トリアムシノロンアセ トニ ドDただし､口腔用軟膏に
限るo

ll ニザチジン

12､プア早チジン

13 ミノキシジル



15 塩酸ヨヒ.ンビン

17 ロキサチジン酢酸壬ステル 塩酸ロキサチジンアセテ- ト

注)｢告示名｣欄中の有効成分は､その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記

したものであること｡また､特に記載がない限り､それらの光学異性体､立体

異性体及び構造異性体を含む表記であること｡



H20,10.8一部改正

H21.7.13一部改正

H21.12.24一部改正

1123.1.7-部改jf

別紙 2

第二類医薬品

(1)専らねずみ､はえ､蚊､のみその他これらに類する生物の防除のために使用

･ されることが目的とされる医薬品のうち､人の身体に直接使用されることのない

もの (毒薬又は劇薬を除く｡)

(2)専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち､人の

身体に直接使用されることのないもの

(3)体外診断用医薬品

(4)下記に掲げる漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製

剤

1 安中散 -

2 安中散加茂苓

3 胃風湯

4 胃苓湯

5 首藤嵩湯

6 菌儀 五苓散

7 温経湯

8 温清飲

9 温胆湯

10 延年半夏湯

11 貴著連中湯

12 黄琴湯

13 応鐘散 (別名等黄散)

14 黄連阿腰湯

15 黄連解毒湯

16 黄連湯

17 乙字湯

18-乙字湯去大黄

19 化食養牌湯

20 蓉香正気散

21 高根黄連黄琴湯

22 葛根紅花湯

23 葛根湯



24 葛根湯加川卜等辛夷

25 加味温胆湯

26 加味帰牌湯

27･加味解毒湯

28 加味避造散

29 加味造造散加川等地黄 (別名加味造造散合四物湯)

30 加味平胃散

31 乾菱人参半夏丸

32-甘草鴻心湯

33 甘草湯

34 甘麦大乗湯

35 帰蓄建中湯

36 桔梗湯

37 帰牌湯

38 等帰屡文湯

39 考帰調血飲

40 等帰調血飲第-加減

41 響声破笛丸

42 杏蘇散

43 苦参添

44 駆風解毒散 (別名駆風解毒湯)

45 荊芥達観湯

46 鶏肝丸

47 桂枝加黄著湯

48 桂枝加葛根湯

49 桂枝加厚朴杏仁湯

50 桂枝加考案生妾人参湯

51 桂枝加苛薬大黄湯

52 桂枝加苛薬湯

53 桂枝加ボ附湯

54 桂枝加竜骨牡蛎湯

55 桂枝加苓殖附湯

56 桂枝湯

57 桂枝人参湯

58 桂枝筏苓丸

59 桂枝茨苓丸料加意葦仁

60 啓牌湯

61 荊防敗毒散

62 桂麻各半場



63 鶏鳴散加扶苓

64 堅中湯

65 甲字湯

66 香砂平胃散

67 香砂養胃湯

68 香砂六君子湯

69 香蘇散

70 厚朴生麦半夏人参甘草湯

71 五虎湯

72 牛膝散

73 五積散

74 牛車腎気丸

75 呉某薬湯

76 五物解毒散

77 五淋散

78 五苓散

79 柴陥湯

80 柴胡加竜骨牡蛎湯

81 柴胡桂枝乾妾湯

82 柴胡桂枝湯

83 柴胡清肝湯

84 柴苛六君子湯

85 柴朴湯

86 柴苓湯

87 左突膏

88 三黄散

89 三貴清心湯

90 酸素仁湯

91 三物黄琴湯

92 滋陰降火湯

93 蔽陰至宝湯

94 紫雲膏

95 四逆散

96 四君子湯

97 滋血潤腸湯

98 七物降下湯

99 柿帯湯

100 四物湯

101 英甘草湯



102 苛薬甘草湯

103 魔境菜湯 (別名三味虚構薬湯)

104 蛇床子湯

105 十全大補湯

106-十味敗毒湯

107 潤腸湯

108 蒸眼一方

109 生婁清心湯

110 小建中湯

111 小柴胡湯

112 小柴胡湯加桔梗石膏

113 小承気湯

114し小青竜湯

115 小青竜湯加杏仁石膏 (別名小青竜湯合麻杏甘石湯)

116 小青竜湯加石膏

117 梯梅湯

118 小半夏加荏苓湯

119 消風散

120 升麻葛根湯

121 遣造散 (別名八味遣造散)

122 四苓湯

123 辛夷清肺湯

124 秦冗完活湯

125 秦冗防風湯

126 参蘇飲

127 神秘湯

128 参苓白7Tt散

129 滴肌安虫回湯

130 清湿化疾湯

131 晴上錆痛湯 (別名駆風触痛湯)

132 晴上防風湯

133 清暑益気湯

134 清心蓮子飲

135 清肺湯

136 折衝飲

137 川等茶調散

138 千金鶏鳴散

139 銭氏白布散

140 疎経活血湯



141 蘇子降気湯

142 大黄甘草湯

143 大黄牡丹皮湯

144 大建中湯

145 大柴胡湯

146 大柴胡湯去大黄

147 大半夏湯

148 竹茄温胆湯

149 治打撲一方

150 治頭療一方

151 治頭癒一方去大黄

152 中黄膏

153 調胃承気湯

154 丁香柿幕湯

155 釣藤散

156 猪苓湯

157 猪苓湯合四物湯

158 通導散

159 桃核承気湯

160 当帰飲子

161 当帰建中湯

162 当帰散 ･

163 当帰四逆加呉某英生菱湯

164 当帰四逆湯

165 当帰碍薬散

166 当帰湯

167 当帰貝母苦参丸料

168 独活葛根湯

169 独活湯

170 二ボ湯

171 二陳湯

172 女神散 (別名安栄湯)

173 人参湯 (別名理中丸)

174 人参養栄湯

175 排膿散

176 排膿湯

177 麦門冬湯

178 八味地黄丸

179 半夏厚朴湯 .㌔



180 半夏潟心湯

181二半夏白7ft天麻湯

182 白虎加桂枝湯

183 白虎加人参湯

184 白虎湯

185 不換金正気散

186 伏竜肝湯

187 藻苓飲

188 荏苓飲加半夏

189 荏苓飲合半夏厚朴湯

190 荏苓沢清湯

191 分消湯 (実牌飲)

192 平胃散

193 防巳貴書湯

194 防己狭苓湯

195 防風通聖散

196 補気健中湯 (別名補気建中湯)

197 補中益気湯

198 補肺鎗

199 麻黄湯

200 麻杏甘石湯

201 麻杏憲甘湯

202 麻子仁丸

203 楊柏散

204 意茨仁湯

205 抑肝散

206 抑肝散加陳皮半夏

207 六君子湯

208 立効散

209 竜胆浜肝湯

210 苓貴市甘湯

211 苓桂甘乗場

212 苓桂荊甘湯

213 六昧丸 (別名六味地黄丸)



(5)下表の ｢告示名｣欄に掲げるもの､その水和物及びそれらの塩類を有効成分

として含有する製剤

○無機薬品及び有機薬品

･告示名 別名等

1 アクリノールoただし､外用剤を除くO

2_ アスピリン アスピリ.ンアルミニウム~.

3 アセ トアミノフェン

6- ア ドレナリン (別名エ.ピネプリン) 塩酸エ_ピネフリン

-8 アモロルフィン 塩嘩アモロ/i,フィン

10 アリルイソプロピルアセチル尿素

ll.- アルジオキサ01ただし､＼外用剤を除くこ アラントインジヒドロキシア′レミニウム

12 アロタラミド 塩酸アロクラ.ミ_ド

13 安息香酸Oただし､外用剤 (吸入剤を除くD)を除くO 安息香酸ナ トリ~ウム

14 イソチベンジルOただし､外用剤を除くo 塩酸イソチベンジル

15 イソプロパ ミド - ヨウ化イソプロバ.ミド

16 イソプロピルアンチピリン .

17 イブプロフェン

18 イブプロフェンピコノール

19 イプロ-ブチン 塩酸イプロ-ブチン

20 インドメタシン

21 ウフエナマー ト

22 エキサラミド

23 エコナゾ-ノウ 硝酸エコナゾ-ル

24 エス トラジオール

25 エア トラジオール安息香酸エステル 安息香酸エストラジオール

26 エタノールDただし､内用剤及び外用剤 .(化膿性疾病用薬を除くD)を除くO

27 エチニルエス トラジオール ､

28 -エチルシステイン 塩酸 L-エチルシステイン



-32 オキシキノリン.-

33~ オキシコナゾ-ル 硝酸オキシコナゾ-ル

34 ･オキシテ トラサイクリン

35-_ オキシフエンサイク.リミ.ン ･塩酸すキシフ三㌢サイク.リミシ

36 オキシポリエ トキシドデカン

38 カイテン酸

39 カサン.トラノーjt,

41 カルt=Tノキサミン ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン＼ジフ土ニルスルホン酸カルビノキサミン､マレイン酸カルビノキサミン

42 カルボシステイン L-カルボシステイン

43 還元鉄

44 グアヤコール . 炭酸グアヤコ⊥ル

45 .グアヤコールスルホン酸 グアヤ±r-ルスルホン酸カリ~ウム

47 グリセオフルビン

48 グリセリンoただし､内用剤及び外用剤 .(渓腸剤を除く.D)を除くO 濃グリセリン

49 クレオソー ト

50 グレゾール

51 クレゾールスルホン酸 クレゾールスルホン酸カリウム

52 クレマスチン フマル酸グレマスチγ

53 クロトリマゾ-ル

54= クロペラスチン ウよンジゾ酸クロペラスチン､塩酸クロづラスチン

55 クロモグリク酸 ･クロモグリク酸ナ トリウム

56 クロラムフ.エニコ∵ル

57 グロルゾキサゾン

59 クロルヘキシジン グルコン酸クロルへ車シジン､塩酸クロルヘキシジン



ミニウム

61 -ケイ酸アルミン酸マグネシウム

62 ケ トチフエンOただし､点鼻剤及び内用剤に限-る白 フマル酸ケ トチフエン

63 ケ トプロフエン○

64 -コデイン リン酸コデイン

65 コリスチン 硫酸コリスチン-

66 コルチゾン酢酸エステノし 酢酸占ルチゾン

67 サザピリン

69 サリテルアミ_ド

71 サリチル酸 サリチル酸ナ トリウム

73 酸化鉛 一酸化鉛､四三酸化鉛 .

74 サントテン

-75 次亜塩素酸ナ トリウム

76 ジ土テルジチオカルバミン酸 ジエチルジチオカルバミy酸亜鉛-

77 ジオクチルソジウムスルホサクシネー ト

78. 歯科用フェノールカンフル

･79 シクロピロクスオラミ_ン

81 ジサイグロミン 塩酸ジサイクロミン

82 次サリチル酸ビス々ス

83 次硝酸ビスマスoただし､外用剤を除くD.

84 次炭酸ビスマス

85 シツカニン

86 ジヒドロキシアルミニウム ジヒドロキシアルミニウム.アミノ酢酸塩.

87 ジヒドロコデイン リン酸ジヒドロコデイン

･88 ジフエテロール リン酸ジフエテロール

90 ジフェニルピペ リジノ_メチルジオキソラン ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン

91 ジフェニルビラリンDただし､外用剤 (坐剤を テオクル酸ジフ二三ルビラリン､

除くO)を除くO 塩酸ジフェニルビラ_i)ン



93 ジブカイン .塩酸ジブカイン

94 ･ジブナ- ト ジブナ- トナ トリウム

95- ジブt=フイリン

96 次没食子酸ビスマスOただし､外用斉瞳 除くO

97 ~ジメンヒドリナー ト

101 水酸化アルミ羊ウム 乾燥水酸化アルミニウムゲル

102 水酸化アルミニウム∴炭酸カルシウム.炭酸マグネシウム共味生成物 _

103_ 水酸作アル ミニウム.炭酸水素ナ ト~リウム共沈生成物

104 水酸化アルミニウム..炭酸マグネシウム 水酸化アルミニウム.炭酸マグネシウム痕合乾燥ゲル

105 水酸化カリウム

107. スクラノソファ∴ ト

1.08 スコボラミ~シ 臭化水零酸スコポラミン

109 ス トアクシン

110 スルコナゾ-ル 硝酸スルコナゾ｣ル

十11 スルファジアジン

112 スルファミン

113 スルプアメ.トキサゾ-ル~ スルファメ トキサゾールナ トリウム

114 スルフィソキサゾール .

115 スルフィソミジン

116 セ トリミ.ド

118 ソファル±ン

119 炭酸鉛 r

_120 タンニン酸アルブミン

.122 チペピジン クエン酸チペピジン､_ヒペンrズ酸チペピジン′



1_24 ディー ト

125- テオブロミン サリチル酸ナ トリウムテオブロミイ

126 デキサメタゾン

127.デキサメタゾン酢酸エステル 酢酸デキサメタゾン

'130 テシット.デシチン

131 テ トラサイクリン

二133 テプレノン

13号 デメチルクロルテ トラサイクリン 塩酸デメチルクtlノL,テ ト~ラサイク.リン

135 テルビナフィン

136 トリアムシノロンアセ トニ ドoただし､口腔内_貼付剤に限るo

137..トリクロルイソシアヌル酸 rトリクロルイソシアヌール酸

138 トリコマイシン

14p--トリペレナミン 塩酸 トリペレナミ-ン

141- トリメチルセチルアンモニウムペ_ンタクロロフエネ- ト

142. ~トリメトキノール 塩酸 トリメトキノール

_143 トリメブチン . て レイン酸 トリメブチン

144 トルシクラー ト

145 トノレナフタ- ト

146 トンジルアミン 塩酸.トンジルアミン

147 -ナイスタチン

148 ナフアゾリシ 塩酸ナファゾリン､.硝酸ナファゾリン

149 ニコチン

150 ニ トロフェノール ニ トロフェノールナ トリウム

151 乳酸鉄

152 ネチコナゾ-ル 塩酸ネチコナゾ-ル

154 パパベリン 塩酸パパベリン



156 ピコスルフアー ト ピコスルファー.トナ トリウム _

157 ピサコジル

~158 ビタミンA油○ただし､.外用剤を除く○

~159 ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム . 3-ヒドロキシ二2-+7トエ酸アルミニウム:

160.ヒドロコルチゾン-

161 ヒドロ_コルチゾン酢酵エ女テル ･酢酸ヒドロコルチゾン

163 ヒドロタルサイ ト 合成ヒドロタルサイ ト

164 ビフォナゾ-ル

166 ピペ リジ!t,アセチルアミノ安息香酸エチ′t/

167 ピルどこウム パモ酸ピルどこウム

168 ピレンゼピン 塩酸ピレンゼギン

~169 ピロールニ トリン

170 ビロキシカム

171 ピロクトンオラミン

172 ピロリン酸鉄 -

173 ･フイ_トナジオン

174 フイ白キノン ビタミンK1.

175 フエニラミン ･マレイン酸アユ土ラミン

176 フエニレフリン 塩酸フェニレフリン

177 フエネタジン タンニン酸フエネタジン､塩酸フエネタジ._ン

178 フエノー′レ

-179 フェノール .亜鉛華リニメント .

180 フエノトリン

181 フエルビナク

i83 ブチルスコ.ボラミン 臭化ブチル:X占ボラミン

184- プテナフィン 塩酸プテナフィン

185 ブフ土キサマク

187 フラジオマイシン - 硫酸フラジオマイシン



189 フルオシノロンアセ トこ.ド _

190 プレドニゾロン

191 プレTI:三ゾロン酢酸エステル 酢酸プレドニゾロン､酢酸プレドニゾロン及びこの吉草酸エステル

192 プレドニゾロン吉草酸エステル 吉草酸プレド羊ゾロ.ン､酢酸プレドニゾロン及びこの吉草酸エステル

193 プロカイン 塩酸プロカイン

196 _プロムワレリル尿革

198 ヘキサミン マンデル酸-キサミン

199 ベタネコール 塩化ベタネコール

202 ∴バリン類似物質

203 べラドリン

204 ベラドンナ総アルカロイ ド

205 ･ペ リブエルミン - ジアセチルアミノアゾトルエン .

206 ベルベリンOただし､外用剤を除くo タンニン酸ベルべ_リン､塩化ベルベリン

207 ペントキシべ リン クエン酸ペントキシベリン

208 ･ペン トキシペンタン - クエン酸ペントキシペタン

209 ･ホ-モスルファミン

210 ポリエチレンスルホン酸 ポリエチレンスルホン酸ナ トリウム

211 ポリミキシ.ンB

212 ア-キユ.ロクロム

214 メキタジン

215 メクリジン 塩酸メクリジン

216 メタケイ~酸アルミン酸ナ トリウム

217.メタケイ酸アルミン酸マグネシウム

218 メチキセン 塩酸メチキセン

-219- メチルア トロピン 臭化メチルア トロピン.



222 メ.チルオクタ-トロピン 臭化メチルオクタトロピン

224 メチルスコポラミン . 臭化メチルスコ̀ボラミン

225 メチルヒヨスチアミ_ン 臭化メチル-1⊥ヒ.ヨネチアミン

226 メチルべナクチジウ4 -A 臭化メチルベナクチジウム _

白27 メ トカルバモール

228 メ トキシフエナミン 塩酸メ トキシフ羊ナミン

2写0.メピバカイン

231 メプヒドロリン.- _ナパジシル酸メブヒドロリン

232 メプリルカイン 塩酸メプリルカイン

233 モノニ トログアヤコール . モノニ トログアヤコールナ トリウム

2重4 ラウォルフイ_アセ}レペンチナ総ア!L,カロイ ド.

235 ラクチルフェネチジン

236_ラノヲナゾ-ル ~

23.7 リドカイン 塩酸リドカイン

238 づ トスペ-′レ

239 硫酸コバル ト

240 硫酸鉄 乾燥硫酸鉄 -.

241 硫酸銅 .

242 硫酸マンガン

243 レゾルシン

244 レチノールoただし､外用剤を除くo ビタミンA

245 レチノール酢酵エステルoただし､外用剤を除-io 酢酸レチノール

畠46 レチノールパルミチン酸羊ステルoただし､外用剤を除くD パルミチン酸レチノール

247 bL トエキスOただし､外用剤を除くo

248 ロー ト根総アルカロイ ド



○生薬及び動植物成分

1 赤カ_シユウO､ただし､外用剤を除くo

2 亜麻仁.ただし､外用_剤を除くD

.3 アルニカDただし､.外用剤を除くD

4 アンズオールOただし､外用剤を除く占

5 アンソッコウoただし､､外用剤を瞬くO

6 イチイoただし､外用剤を除くo

7.イヌザンショウoただし､外用剤を除くO

8.イヌザンショウ果実白ただし､外用剤を除くD

9 イレイセン

10 インチンOただし､外用剤を除くD

13 ウヤクOただし､外用剤を除くo

14.ウワウルシoただし､外用剤を除くロ

15 エイジツDただし､外用剤を除くO

17-エンゴサクoただし､外用剤を除くD

18 テンメイソウOただし､′外用剤を除くO

119 オウゴン○ただし､外用剤を除くo

22-カイクジン○ただし､外用剤を除くo カイクベン (海狗鞭)

33 ガイシDただし､外用剤を除くo

24 カイバO-ただし､.外用剤を除くO カイマ (海馬)

.25 ガイヨウoただし､外用剤を除く.ム

26 加工ブシ

28 カシDただし､外用剤を除くO ミロバラン

29 カシiウOただし､外用剤を除くD

30 カスカラサグラダoただし､外用剤を除くo

31 カツコウoたギし､外用剤を除くO.

33 カツセキOただし､外用剤を醸くO

34 カラコウボクoただし､~外用剤を除くO

35 ガラセンキュウoただし､外用剤は除くo



36 カロコンoただし､外用剤を除くo

-37 ･カワヤナギOただし､外用剤を除くo

.38 カLンシ ョウ-コウ.

39 カンボウイDただし､外用剤を除くD

40 キササゲDただし､外用剤を廃くO

41 キバンDただし､外用剤を除くO

42 キョウオウopただし､外用剤を除く.

43 キ白ウカツOただし､_外用剤を除くO ._

44_キヨウ主ンOただし､外用剤を除く,O

45-キンギシカDただし､外用剤を除くと ニンドゥ

46 クゴヨウ○ただし､外用剤を除く○.

47 クジンOただし､~外用剤を除くO

48 ダニン

49 クバク

50-クレンピbただし､外用剤を除く.O

51 ケイガイ .

52 ケイガイホ . ケイガイスイ

53 ~ケンゴシOただし､外用剤を除く占

55 ゲンジ_yoただし､外用剤を除くO

56 コクエン

57 ゴウカイ○たたし､外用剤を除くD

58 葦丸抽出物.O_ただし､外用剤を除くO

59 コウクジンDただし､外用 剤を除くO _コウクベン (広狗鞭)

60 コウブシoただし､外用剤を除くo

61 コウボクoただし､外用剤を除くQ

､63 コクロジンoただし､外用剤を除くo

64_コケモモヨウDただし､外用剤を除く○

6_5 ゴシツOただし､.外用剤を除くD

67 コジヨウコン

69 コトウイoた粟し､外用剤を除くO

70 コトウニンOただし､-外用剤を除 ぐ d

71 ゴ′ヾイシOただし､外用剤を除くD



73~ゴレイシOただし､外用剤を除くo

74 コロハ○ただしこ外用剤を陵くO

75 コ~ロンボDただし､外ljq剤を除くO

76 コンズラ.ンゴOただし､外車剤を除くO

77 サイコoただし､外用剤を除く○

78 サイシンこ_ただし､外用剤を除 くO

-79 サヨウoただし､外用剤を除くo

80 サンキライDただしく外用剤を除くo

.81 サンシシロただし､外用剤を除くO

8? サンシヨウロン.Dただし､外用剤を廃 くo

83 サンソウニroただし､外用剤を除くo

85 ジオウOただし､~外用剤を惨 くD

87 シクンシムただし､外用剤を除くD

.88 ジコツピoただし､外用剤を除くD

90 _->ツリシoただし､外用剤を除く.o

∫91 シべtjトOただし､外用剤を_除くO~ シベ トール .

93 シヤクナゲヨウ

94 ジヤショウシDただし､外用剤を除くO

95 シャジン (沙参)Dただし､外用剤を除くo_.

96 シャゼンソウOたぎし､外用剤を除くp

99 シユ.ロヨウDただし､外用剤を.除くo

100 ショウブコYoただし､外用剤を除くO カラムス根

101 ショウマOただし､外用剤を除くO

102 静脈血管叢エキス

･104 ジリユウOただし､外用剤を除くO .

105 シンイDただし､外用剤を除くo

･108 ジンヲウOただし1外用剤を除く,



110 スイサイヨウニただ.し､外用剤を除くo

112 セイヨウトチノキ種子Dただし､外用剤を除くo

113 セイヲウ車 両 ギOただし､外用剤を除くo

114 ゼオライ トo~ただ_し､外用剤を除くD.

115 セキイO.ただし､~外用剤を除くO 七 トツバ

116 セキサンoただし､..外用剤を除くO

118 セッコウoただ し､外用剤を除くD.

119 セツコクoただし､外用剤を除くo

120 セツコツボグoたギLi外用剤を除くo ニワトコ

121_セツコ.ツヨウO.ただし､外用融を除くO.

123 ゼシコOただし､-外用剤を除く_o

124 センコツ01ただし､外用剤を除くo

126 センソウ (茜草) アカネjン

127 センタウリウム革D_.ただし､外用剤を除くO

128 セ_ンナ

1.29 センナジツ

130 センナヲウ

131.センプクカ

132 セシボウOただし､外用剤を除くO

133.セン.レンシOただし､外用剤を除くO

135-ソウジュツOただし､外用剤を除くo

137 ゾクダンDただし､~外用剤を除くo センゾクダン

138 ･ソボク{ただし､外用剤を除くO-

1~39 ダイウイキヨ_ウDた_だし､外用剤を除くp

142 タイシャセキOただし､外用剤を除くD

143 胎盤

144 胎盤加永分解物

145 ダイフウシ



147 タクシャO,ただし､外用剤を除くD

148 グッラD_ただし､外用剤を除く二

149 タラ樫皮Oただし､外用剤を除く∴

150 タラ根O.ただし､外用剤を嘩く○

151 タンジンOただし､外用剤を除くo

152.チクジヨo~ただし､外用剤を除くD

154 チョウトウヨウO,ただし､外用剤を除~くD カギカズラ､チョウトウ

155 チョレイDただし､外用剤を除くo

156 ツユクサOただし､外用剤を除くo

157 ティレキシ

158 テンジクオウ○ただし､外用剤を除くD

160 テシマO/ただし､.外用剤を除くo

-161..･テyモン.ドゥOただし､外用剤を除く~.a

162 トウジシ.~ただし.､~外用斉陀 除くo

163 トウシンソウロただし､外用剤を除くD

16i 冬虫夏草Oただし､外用知を除くO

165 ドクカツO.ただし､.外用剤を除くD ドッ_カツ (独活)

166 トコシ

168 トショウジツoただし､外用剤を除くロ

169 ドモツ_二コウoただし､外用剤を除くo

170 ナンテン

171 ナンバンゲoただし､外用剤を除くD

172 バイモ

173 ハクシニンDただし､､外用剤を除くo ハクシジン

174 ハクセンピ

176 ノ､ゴシo_ただ_し､外用剤を除くo ホコツシ

177 バショウコンoただし⊥外用剤を除くO

178 ンヽ,i'カイO.ただし＼外用剤を除 くO

179 ハッカイヒ

180 バツカツ

181 ハンゲ

182



184 ヒハツDただし､外用剤を除くo

185 ヒマシ油oただし､外用剤を除く凸

､186 ビヤクキヨウザンpただし∴外用剤を除くO

187 ビヤクゴウ

189 ビャクシOただし､外用剤を除くD
189 ビャクジュツoただし､外用剤を除くo オケラ

190 ビヤクダンOただし､外用剤を除くo

191 ビヤタレ.ンoただし､外用剤を除くd

192 ビワヨ.ウ -

193 どンロ_ウジO-ただし､.外用剤を除くO.

196 ブシ

197 フジコプ .

･198 フジバカマ

199 フ_ラングラ戊Oたたし､外用剤を除くO

200 プランタゴーオバタ種子Dただし､外用剤を除くo

201 プランタゴ .オバタ種皮oただし､外用剤を除くo

203 ベラドンナoただし､､外用剤を除くo

204･ボウイOただし､外用剤を除くO

205 ボウコンDただし､外用剤を除く{

206 ボウフウoただし､外用剤を除くo

20ケ ホウブシoただし､外用剤を除くo

~209 ボタンピooただし､外用剤を除くD

210 ボチョウコウ _

211 ボテンティラoただし､外用剤を除く､O-

212:ホホバOたたし､外用剤を除くD

213-ホミ九 ただし､外用剤を酸く.D.

214 マオウDただし､-外用剤を準くO

215J7ク~リOただト 外用剤を除くO

216_マシニンoただし､外用剤を除くo

217 マップジ

218 マンケイシoただし､外用剤を除くD

219 ムラサキオモ_トOただ工 外用剤を除くo



221 モクツウ,.

222 モツカDただし､外用剤を除く-O~-

223 モッコウoただし､外用剤を除くo

224 モツヤク ミル ラ

225 ヤカンOただし､外用剤を除くO

228 ヤテ,i'べ ただ~し､外用剤を除くO

229 ヤラッパ脂こ.ただし､外用剤を除くo

230 ユキワリソク .

231 ヨウキセキoただし､外用剤を除くD

233 ラクトサン占ただし､外用剤を除_くO

234 ラタニア

235 リュウタンO-ただし､外用剤を除くD

236 リヨウキヨウoただし､外用剤を除くO

2粥二...レンケイoただし､-外用剤を除くo

239 レンセンソウOただし､外用剤を除くo

24()∴･....甲クキンoただし.､外角剤を除く∴

241 ロクジンDただし､J外用剤を除くO

242 キクベンOただし､外用剤を除くO

243 pLジン (琴腎)ロただし､,外用剤を除くo

244 ワ~コウボクDただし､外用剤を除くo

245 ワレリアナOただし､外用剤を除く_,

注 1)｢告示名｣欄中の有効成分は､その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記

したものであること｡また､特に記載がない限り､それらの光学異性体､立体異

性体及び構造異性体を含む表記であること｡

注 2)生薬及び動植物成分については､現行既知の範囲において､リスクが明らか

に異なるものについては､末､エキス等の別を表記することとし､それ以外のも

のについては､未､散､エキス､流エキス､抽出物､乾燥エキス及び乾燥水製エ

キス等を含む表記であることO



(6)(5)に示した第二類医薬品のうち下記に掲げるもの､その水和物及びそれら

の塩類を有効成分として含有する製剤については､特に注意を要する医薬品 (描

定第二類医薬品)として指定されている｡

ただし､薬事法第36条の3第 1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大

臣が指定する第-類医薬品及び第二類医薬品 (平成19年厚生労働省告示第69号)

別表第2に掲げる漢方処方製剤は除くo

O無機薬品及び有機薬品

1 ア不ピリン

3 アモロルフイ_ン .

~4 アリルイソプロセjt'アセチル尿素

-6 キス トラジオール

7 -エス,トラジオール安息香酸エステル

8 エチニルエス 卜ラジオ｣ル

9 エテンザミド-_

10 カサン トラノール

ll ケ トプロフエン

1-2 ±デイン

13 コルチゾン酢酸エステル

14 サザピリン-._-

15.-サリチルアミド_

16 サリチル酸 (内服薬に限る○)

17 サリチル酸フエチルロ.ただし､外用剤を除くD

.~18 ジヒドtzコ~デイン

･19 ジフェンヒドラミン (睡眠改善薬に限るo)

20 シュウ酸セリウム

21 セ.ンノシ ド

.22.デキサメタゾン

.-23 デキサメタゾン酢酸エネテル -

24 テルビナフイシ

25 十リアムシノロンアセ トニ ドOただし､口腔内貼付剤に限るO

26.ニコチン .

28 _ビタミンA油Oただし､外用剤を除くo

･29 ヒドロコルチゾン

30 ヒドロ.コルチゾン酢酸エステル

31 ヒ-ドロコルチゾン酪酸エステル



33 プソイ_ドエフェ ドリン

34 プテナフィン

p35 フルオシノロンテセ トニ ド

37 プレドニゾロン酢酸エステル

38 pプレドニゾロン吉草酸エステル

39 ブロムワレリル尿素

41 ベタネコール

42 ベタメタゾン吉草酸エステル

43 メチルエフエ_ドリン (内服薬に限る∴).

44 ラウオルフィアセ~ルペンチナ総アルカロイ.ド

45 ラノコナゾ-ル

46 -レチノールoただし､_外用剤を除くD~

48,,._レチノールパル ミチン酸エステルoただし､外用剤を除くO

○生薬及び動植物成分

ド イチイoただし/外用剤を除くO

_2..,~カスカラサグラダoただし､外用剤を_除くo

3:クバク

.4 コジヨウコン

5 センナ

6 センナジツ

.7 センナヨウ



別紙 3 H21.7.13改正

第三類医薬品

下表の ｢成分名｣欄に掲げるもの､その水和物及びそれらの塩類を有効成分とし

て含有する製剤｡

○無機薬品及び有機薬品

2 亜鉛華軟膏

3 アクリノールD.ただし､外用剤に限るO -

､4 ･アクリフラビン

5 アシ.ドフィルス菌

7 アスパラギン酸 L-アスパラギン酸カリウム､トアスパラギン酸カルシウム､L-アスパラギン酸ナ トリウム､Lアスパラギシ酸マグネシウム

8.アスペル.ギルス ,オリゼ｣NK菌

9 アスペルギルス産生脂肪消化酵素 ､

10 アズレン

12 アミノ安息香酸耳チルOただし､外用剤-(坐剤を除くo)
に限るD

13 アミノ∵エチルスルホン酸 タケリン

14 ア ミノカプロン酸 イプシロン-17ミノカプロン酸

15 アミラーゼ

16 アミロリシン

17 アラニン d1-アラニン.

18 アラントイン グリオキシルジクレイ ド

19 ア~リメマジンOただし､,外用剤に限るp_ 酒石酸アリメマジン

20 アルギニン . .塩酸しこアルギニン



23 アルクロキサ アラン~トインクロルヒドロキシアル ミニウム

､24 アルゲコロイ ド

26 アロイン .

27 安息香軌 ただし､外用剤 (吸入剤を除くo)に限るo

28~安息香酸ナ トリウムカフェイン

2.9 アンモニア

30 アンきニア .ウイキ去ウ精 J

31 イオウ

32 イクタモール

33 イソ≠ベンジルo_ただし､外用剤に限るD 塩酸イソチベンジル .

-34 イソプロパノール

35_イソロイシン L-イソロイシシ

37 イノシトール-キサニコチン酸エステル イノシ トール-キサニコチネ二一..ト

38 ウルソデ女オキシコール酸 ウルソデオキシコール酸

m薬を除くD~)に限るD

だし､外用剤に限るO ンD3

42 塩化亜鉛

~43-塩化アンモ土ウム ∴

44 塩化カリウム

.45 塩化カルシウム.

46 -塩化ナ トリウム

47 オイゲノニール

.48 オキシコーラン酸

49 オキソアミジン

50 オキソレジン

51 オクトチアミン

52 オバノール

53 2-オメガ｢[5'-プロモピリジル--(2')-アミノ]-.どこ
ルー6-メチルピリジンヨー ドイソアミラー ト



ル-.6-メチルピリジン白† ドエチデー ト

-由 オリパーゼ

58 過酸化水素 オキシドール

59-ガス トリックムチン

60 カウ羊イン クエン酸カフ主イン .

61 ･カブサイシシ

62 ガラクトー.メ

63rカラミン

64 カリ石ケン

96 カ′レバゾクロム

67:カルプロニウム 塩化カルプロニウム.I

68 カルメ占-ス カルボキシメチルセルロースカルシウム､カルメロースナ トリウム､カルボキシメチルセルロースナ トリウ_ム

69 乾燥酵母

･70 カンフル d1-カンフル

.~71 吸水軟膏

72 グアイアズレン

73 グアイアズレンスルホン酸 グアイアズレンスルホシ酸ナ トリウム

76 クキン酸二水素コ_リン

77 グリシン アミノ酢酸

78 -グリセリroたぎし､内用剤及び外用剤.(深腸剤を除くo) 濃グリセリン
に限るO

79 グリセリンカリ液

80 グリセロリン酸 -ダリセロリン酸カルシウム､.ソジウムグリセロホスフェー ト

81 グリチルリチン



84 クU:プ トシアニン0.A,コンプレックス

85 グルクロノラク.トン

･86 グルクロン酸 グルクロン酸ナ トリ.ウム

･_87 グルクロン酸アミド

8B-グルコン酸 グル±ン酸カルシウム､グノレコン酸ナ トリウム

89 グルタミン L-グルタミン

90 グルタミン酸 L-グルタミン酸ナ トリ__L9ム_､グji/タミン酸塩酸塩

92 クロF:ミトン

93 クロルヒドロキシアルミニウム

94 クロルフェニラミンoただし､外用剤 (坐剤及び点鼻剤 -d卜マレイン酸クロルフェニラミン､.d-マレイン酸ク自ルフエニラミン

96 クロロブタノール

98 ケイ酸マ.グネシウム

･100小一コール酸 し

lLH コリン . 酒石酸水素コリン

102 コリンオロチン酸エステル オロチシ酸云リン､オロ:ト酸コリン′

103 コ占ジオン

104 コンクビオゼニン -

105 ･コンチーム

~106 コンドロイチ ン硫酸エステル コンドロイチン硫酸､jy匝 イチン硫酸ナ トリウム

107 酢酸

108 酢醸アルミ主ウム

109 サクロウイル

110 サリチル酸エチレングリコ-′レ

~111 サリチル酸グリコール



11j=サ リチル酸モノグリコールエステル

115 酸化亜鉛 .

116 酸化マグネシウム -重質酸化マグネシウム

117 サンクロン

118 サンプローゼ

･119 ジアスターゼ

122 ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン

124 次硝酸ゼスマスDただし 外用剤に限るD

125 シスチン ･L⊥シスチン .

126 システイン L-.システイン､L-塩酸システイン

127 ジセチアミン 塩酸ジセチアミン

128 ジフェニルイミダゾール

に限るO

を除くO)に限るO

131 ジベンゾイルチアミン .

132 次没食子酸ビスアスOただし､~外用剤に限るD

1.33 ジメチコン

二13i ジメチルアミノエチルサリチル酸 ベータ-ジメチルアミノエチルサリチル酸塩

135 ジメチルイソプロピルアズレン

136 ジメチフレポリシロキサン

137 ジメモルフアン リン酸ジメモルファン

138 酒石酸水素カリウム

13.9 硝酸カリウム

140 親水歓声

141 水酸化カルシウム

Ⅰ43.肺臓性消化酵素

144 ステアリン酸 ステアリン酸マグネシウム



チルビリジニウム

146 石ケンカンフル .

148.セフアランチン

149 セ ミアルカリプロティナ｣ゼ

15b ゼラチン

･151 -セラペブタ-ゼ .

152 セルラーゼ

153 セ′レロシ.ン

154 セル ロース

155 ソイステロール

156 ソルビトール

~､157 大豆油不けん化物 .

158 唾液腺ホルモン

159 タカジアスターゼ

160 タルク

161 炭酸カルシウム - コロイ ド性炭酸カルシウム､沈降炭酸カルシウム

162 炭酸水素ナ トリウム

163 炭酸ナ トリウム

-164 炭酸マグネシウム 重質炭酸与グネシウム

165 単軟膏 ､

166 タンニン酸

167 チアミン チアミン硝化物､ビタミンB1

168 チアミンジスルフィ ド

169 チア.ミンジセチル硫酸エステル

170 チアン トール

171 チオク ト酸

172 チオク ト酸アミド

173 チモール

175 デカリニウム 革化デカ リニウム､酢酸デカリニウム

176 デヒドロコール酸.

177 デヒドロ酢酸

178 デンプン

179 糖化菌



180 銅 クロ.ロフイ iJン 銅クロロフィリンカリウム､銅クロロフ ィリンナ トリウム

181′ トコフェロール dlLα-トjクエロール､.d-α-トコフェロール､ビタミンE

183 トコフェロール酢酸エステル d1-α-酢酸 トヲフ.エ占-ル､ギタミン_E酢酸エステル､酢酸 d1-･α-トコフェロール､酢酸 d-α-トコフェロール

184 ドミフエン臭化物

18.5 トラネキサム酸 .

18_6 トリクEZカルバン

188 トリプ トプア_ン L-トリプ トファン

189 トリプロ.ムクエニJt,カプロン酸エ女テル 2,4,-6十トリプロムフユニル カプロン酸エステル

190 トレオ.ニン- L-.トレオニン

191 トレチノイン トコフエサル

192 ナガーゼ .

193 納豆菌

1_94 テコチン酸

195 ニコチン酸アミド

196 ニコチン酸ベンジルエステル ニコチン酸-ベンジル

.197 乳酸 .

198 乳酸亜鉛

199 乳酸カルシウム

?00 壷L酸菌 有胞子性乳酸菌

201 ニューラーゼ

~202 尿素

203 二硫化セレン

204 ネオスチグミン メチル硫酸ネオスチグミン .

205 ノスカピン 塩酸 ノスカピン

206 ノニル酸~ワチ リルアミド



209･白糖

-209 白金 .

210 パラジウム

211 パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル _ チ-カイン

212-バ リ㌢ L-バ リン

214 パンテチシ

215 パンテノール D-パン トテニ丁ルアルコール. .

216 パントテニールエチルエーテル

217 パントテン酸 パン トテン酸カルシウム､パントテン酸ナ トリウム

218 パンプロシン

219 ヒアルロン酸 ヒアルロン酸ナ トリウム

220-ビオダミラーゼ

221 ビオヂアスターゼ

222 ビオヂアスミン

-223~ビオチン

224p:11ビオナットミン

225 √ビオラクチス

226.ビスイブチアミン

227 ビスチアミン 硝酸ビスチアミン

2写8_ ヒスチジン L-塩酸ヒスチジン.

229 ビスベンチアミン

230 ビタミンA油Dただし､外用剤に限るO.

231 ビチオノール.I .

233 ヒドロキシエチ′レセルロニス

234 Fドロキシプロピルヤ/I,ロース

235 ヒドロキシプロピルメチルセルロース -

236 ヒノヰチオー-ル _

240 ピリドキシンパルミチン酸エステル ジパル ミチン酸ピリドキシン､ピリドキシンパル ミテ- ト



244 フィチン.ド

2.48 フタル酸ジエチル

249 フツ化ナ .トリウム

251 プ ドテ硬 .

253 フルスルチアミン 塩酸フルスjt,チアミン

354 -プロザイム

255 プ.ロスルチアミン

256 プロタミラーゼ

257 プロテア｣ゼ

258 プTiメライン

･259 ベ不ピタン .

261 ベタイン 塩酸ベタイン

262 ･へプロニカー ト

264 ベンザルコニウム i-<シザルコ羊ウ-ム塩化物､~塩化ベンザルコニウム

265 ベンジルアルコ一一ル

266 ベンゼ トニウム 塩化ベンゼ トニウム .

26ラ ベンゾイルチアミンジスルフィド

268 ベンフォチアミン

269 ホウ酸

270 ホスホリルコリン 塩化ホスホリルコ-リンカル.シウム

271 ポビドンヨ｢ ド

272 ポリエンホスファチジルコリン

_273 ポリパーゼ



275 ポリビニルピロリドン ポビドン

278 マクロゴール軟膏

279 マミタ⊥ゼ -

280 水

281 メコバラミン

282 メタノール変性アル三一ル

283 メチオニン _d1-メチオニン､L-メチオニン

?84 メチルイソプロピルフエノ∵ル . イソプロピルメチルフェノール､ビオゾ-ル､ホノゾ-ル

285 メチルセルロース

286 メチル-スペ リジン

~288 メチルロザニリン 塩化メチルロザニリン

289 メチレンチモールタンニン ′

290 メチレンブルー

292 メンフ=エゴール

293 モクタール -

294 モノラルオロリ~シ酸ナ トリウム

29.5 モノレシ'ン′

296 有機加硫体

297 ユビデカレノ.ン

299 葉酸

300 ヨウ素

･_301 -a-クレシチン

302 ヨー ドチンキ

303 ラウリルアミノエチルグリシン レボン15

304 ラウロマクロゴール

305~酪酸菌 宮入菌 .

306 ラク トミン

307 ラクボン

308 ラツグビー

309 リコチミン



311 リジン 塩酸L-リジン､.塩酸リ_ジン

312 リゾチーム -塩化リゾチ∵ム

31､3 リノール酸

314 リパーゼ .

315 リlボフラビン ビタミンB2

316 リボフラビン酪酸エステル ビタミン B2酪酸エステル､酪酸､リボフラビン

..318 硫化カルシウム 多硫化カルシウムコロイ ド

･319 硫酸亜鉛

･320 ･硫酸アル~ミ三ウムカリウム-∴ ミョウバン .

331 硫酸ナ トリウム

322 硫酸マグネシウヰ

324 リン酸水素カJvシウム

325 リン酸水素ナ トリウム

-327 サン酸二水素ナ トリウム

~328 リン脂質 大豆リン塀質

330 レシチン 大豆レシチン

331 レチノールDただしこ外用剤に限るO ビタミンA

332 レチノール酢酸エステルOただし､外用剤に限るo 酢酸レチノール

333 レチノールパルミチン酸エステルDただし､外用剤に限 パルミチ ン酸レチノール
る○

334 ロイシン L-ロイシン

335 ｡~- トユキ.スoただし､外用剤仁限るO

336 ロー トエキス .タンニン坐薬



○生薬及び動植物成分
成分名 別名等

1 赤カシュウO.~ただし､外用剤に限るこ

_2 赤松菓

3 赤マムシ _.-

4.アカメガシワ

5-アキヨウ

-7 アセンヤク _

.8 アニスジツ

9 アマチャ

10 亜麻仁Dただし､.外用剤に由るo

12 アFz干 アロエ菓末 _.

･.13..アンズオールOただし､外用剤に限るO

16.F.しイ ヌザンγヨウ○た~だしナ外用剤に限るD

i -8~--イ ンチシOただし-/外用剤に限るO

19 ･イ ンチンコウDただし､.外用剤に限るO

20 インヨウカクoただし､外用剤に限るO イカリソウ

い21 ウイキョウ

22 ウイキョウ油

23 ウヲン

24 ウショウ

25 ウゾツコツ

26 ウナギ

27 ウバイ

28 ウヤクoただし､外用剤に限る○

29 ウワウルシoただし､外用剤に限るO

3.0 エイジツO_ただL､外用剤に限るO

31 エンゴサクoただし､外用剤に限るD

32 エンメイγウDただし､外用剤に限るO

33 オウギ

34 オウゴンDただし､外用剤に限るO



-36･オウ-/_ミクOただし､外用剤に限るO

37 オウ七

38 オウレン?ただし､外用剤に限るO

39 オリブ油

-40 オレンジ油

41 オンジ

42-カイカ _カイカク

43 カイクジンO.たギし､外用剤に限るD カイクベン (海狗鞭)

44 ガイシOただし､外用剤に限るO -

45 海産 _

･_46 カイバO-_ただし.､外用剤に限るO カイマ (海声) .

47 ガイヨウOただし∴外用剤に限るO

49 カキヨウ

-51 カゴソウ-Oたぎし､外用剤に限るo

52 カシOただし､外用 剤に限るO ミロバラン -

53 カシュウ_Dただし､_外用剤に限るo

54 ガジュツ

55 .カスカラサグラダoただし､外用剤に限るo

･56 カツ.コウoただし､外用剤に限るO

･59 カノコソウ

60 カミツレ

61 カラコウボクOただし､外用剤に限るO

62 カラ トケキ

63 カラヤンキユウO.ただし､外用剤に限るO

-.64 ガラナ

66 カロットオイル

67 カロニン

68 -カワヤナギOただし､外用剤に限るO

69 カンキ占ウ

､71 カンゾウ



_73 肝臓加水分解物

74 カンテン

75 寒梅粉 ∴

･76 カンピ

77 カンボウイoただしこ外用剤に限るo

78 肝油

79 キキョウ

80-キクカ

81 キコク.

82 キササゲOただし､外用剤に限る-0,

83 キジ,i'

84 キツピ .

85 キバンoただし､外用剤に限る~o

86 牛角 _

87 牛骨

89 キョウオウOただし､-外用剤に限るb

90一..キヨウカツOただし､外用剤に限るp

91 強肝油

93.チ ョウキンOただし､_外用糾 羊限るO .

94 キンキンカoただし､外用剤にFR,るo ニンドゥ

95 キンバク

96 クコシ .

97 クコヨウ○ただし､.外用剤に限るD

98 クジンOただし､外用剤に限るO

99 クマザサ

･100 クレシピO.ただし､外用剤に限るo

101 ･クロレラ

102 ケイシ

103 ケイヒ ニッケイ (肉睦)

104 ケイヒ油

105 ケツメイシ

10や ケンゴシoただし､外用剤に限るo

107 -ケンゴシ脂oただし､外用剤に限るO

108 ゲンジン○ただし､外用剤に限るO -



110 ゲンノショウコ

111 ゲンマイ .

112 玄米麹

1日 コウカ サフリール､ベニバナ

1_14 ゴウカイoただし､外用剤に限るO ゴウカイビ

115 コウカ油

116 葦丸抽出.物Dただし､外用剤に限るo

117 コ-ウクジyo.ただし＼外用郷 こ_限るD コウクベン.-(広狗鞭)

118 コ.ウジン

119 鉱流

120 コウブシoただし､外用剤に限るD

121 コウベイ

122･コウボクoただし､外用剤に限ろ_O

l'23 ゴオウO~ただし､外用剤に限るO

124 ゴガヒ- エゾウコギ､シゴカ

1g5.コク｡ジン白ただし:､外用剤 に限る占

126 コケモモヨウO-ただL,､外用剤に限るop

_127 ブシツOただ:し､外用剤に限るO

i?8 ゴシi羊ひただし､外用剤に限るO:

129 コショウ

130 コズイシO_ただし､外用剤に限るO

132 コトウニンOたこだし､外用剤をち限るo

133 立バイシoただし､外用剤に限るD

134 =^?

135 ゴボウシOただし､外用剤に由るo

136 ゴ マ

137 ゴマ油

138 ･ゴミシ

140 コロハoただし､外用剤に限るO~

141 コロンボDただし､-外用剤に限るo

142 コンズラン主 ただし､.外用剤に限るO

143 サイカク

144 サイ,コOただし､外用剤に限るo

145 サイシンOたたt/､外用剤に限るO



148 晒飴

149 サルカケミカン

150 サンキライOただし､外用剤に限るO

151 サンザシ

152 サンシシOただし､外用剤に_限るD

153 サンシュユ

154 サンシヨウ

155 サンシヨウコンOただし､外用剤仁限_るo

156 サンソウニンOただし､外用剤に由るo

157.サンナ

158 サンヤク _.-

160~ジオウOただし､外用剤に限るO､

161 シオンこただし､外用剤に限るD -

162 シクンシoただ し､外部 如こ限る○

163 ジコツピiただし､外用剤に限るO

164 シ′コン′

165 ジセキoただし､外用剤に限るO

L169 チ_ソ

-167 斗ソシ

168 :シソヨウ ~ ツ ヨウ

169 シタン

170 シツリシ○ただし､外用剤に限るO

173 ジャフウOただし､外用剤に限るo

174 ジヤショウシ.ただし､外用剤に限るO

175 シャジン (沙参)Dただし､外用剤に限るo

176 シャゼンシ

177 シャゼンソウoただし､外用剤に限るO.

178 獣角 .

179 繊毛組織加水分解物oただし､外用剤に限るo p

180 ジュウヤク

181 シュクシャ シャジン (砂仁)

182 シュロジツDただし､外用剤に限る-O

183 シチロヨウOただし､外用剤に限るO



184 ショウキョウ

186 ショウズク ~

･187 ショウズク油

188 ショウ脳

189 ショウブコンDただし､外用剤に限るO カラムス根

190 ショウマOただし､外用剤に限るO-

191 シ~ヨウレ_ン垂ヨウOただし､外用剤に限るO- オ トギリソウ (東切草)

192 ･ジヨティシ

193 ジリ.ユケ.ただし1外用剤に限るD

194 シンイO.ただし､外用剤に限るO

196~ジンギヨウoた-だし､外用剤に限るD

197 ジン±ウO.ただし､外用剤に限るO

198 シンジユ (真珠) .

199.~心臓エキス~

2qO シンモツコケOただし､外用剤に限るo

2,01 スイカ

202 スイサイヨウDただし､.外用剤に限るD

203 杉葉坤

204 戻 百草霜

2Q5 セイヒー

206 セイヨウサンザシ -クラテグス

207 セイヨウトチノキ種子Dただ.し､外用剤に限るo

209 ゼオライ トO.ただし､外用剤に限る占

210 セキイoただし､外用剤に限るO

211 セキサンO-ただし､外用剤に限るo

212 セ亨シヨ.ウ土ンoただし､外用剤に限る〇一

213 セツケツメイ

21立 セッコウOただし､外用剤に限るo~

215 _セツコクoただし､_外用剤に限るo

216 セツコツボクDただし､外用剤に限るO -ワ.トコ

217 セツコツヨウDただし､外用剤に限るo

~218 セネガ

2_19 センキ千ウ○ただし､外用剤に限るo



222 センソD~ただし､外用剤に限るo

223 ゼンタイ

224 センタウリウム草Oただし､外用剤に限るD

225 センボウo_ただし､外用剤に限るO

228 ソウジュツO-ただし､外用剤に限るO

230 ソケヒョウショウoただし､.外用剤_に限るロ

331 ゾクダンO_ただし.､外用剤に限るo センゾクダン

232 ソボクO,ただし､外用剤に限る..

234 ダイオウoただし､外用剤に限るO.

23-5 タイカOただし､外用剤に限るo: センタイカ .

236 タイシャセキoただし､外用剤に限るO .

237.-大豆黄巻

238.-タイソウ

239 ダイフクヒoただし､外用剤に限るo

240-･ダクシャD~ただし､外用剤に限るD

241.タチジャコウソウ.

243 タラ根皮Oただし､外用剤に限るO

.245 胆汁 ′

24T チクジヨOただし∴外用剤に限るO .

248､チクセツニンジン

249 チクヨウ タンチクヨウ

250 チミアン油

251 チモ

252 チャボ トケイソウ

293 チャヨウ

254 チエO.ただし､外用剤に限るD ジユ (地織)

255 チョウジ . チョウコウ

256 チョウジ油_.



258 ･チョレイOただし､外用剤に限るD_

259 チンキヅピ

260 チンピ

26_1 ツユクサ○ただし､外用剤仁限るO

262 ･ツルボDただし､外用剤に限るo

263 テレビン油

264 テンジクオウDただし､外用斉舶こ限るO.

265 テシナンショウoただし､外用剤に限るO

267 テンモン.ドゥOただし､外用剤に限るo

268 トウガシ -

269 トウガラシ

270 トウ【キ

271 トウジンDただし､外用剤に限るo

273 冬虫夏草oただし､外用剤に由るO

274 トウニン

275 トウヒ

276 トウヒ油

･277 動物胆 (ユウタン等)- ユウタン､リタン

278 トウモロコシ

~279 トウヤク _ センブリ

280 -ドクカツDただし､外用剤に限ろO ドアカツ (独活.)

281 トケイソウ

282 トシシOただし､.外用剤に限る~o

283 トショウジツDたギし､外用剤に限るO

294 トチエウ

285 ドべツロウ-

云86 ドモツ_コウOただし､外用剤に限るこ

287 ナンテンジツ

288 ナンバンゲDただし､外用剤に限るo

289 ニガキ

290 ニクジユヨウ

291 ニクズグ

292 ニグズク油

293 ニユウコ~ウ



295 ニンニク

296 パールカルク ~

298_バクガ

299 ハクシモンoただしこ外用剤に限るo ハクシジン

300 ノ</クモンドウ

301 ハゲキテンDただし､外用剤に限る占 ハゲキ､ハゲキニク

303-バショウコンoただし､外用剤に限るO

304~ノ＼チミツ

305 ハ ッカ

306 :＼ツカイoただし､外用剤に限ると

307､- ツカ脳

30白 ハ ッカ油

309 -ツカヨウ

310 バ ツシフローラ

311 ハ .-トムギ

312 ハマボウフウ

314 ノ＼ンピ 五八東､マムシ坤出液

315 )ヾンリ/i-エキス

316 ヒカイOただし､外用剤に限るO

317 ヒシノミ

318 ヒハツoただし､外用剤に限るO ､

319 ヒマシ油占ただし､外用剤に限るO.

320 ビヤクキヨウザンDただし､外用剤に限るo

321 ビャクシOただ_し､.外用剤に限るO

322 どもクジエツOただし､外用剤に限る. オケラ

･323 ビャクズク

324 ビヤクダン○∴ただし､外用剤に限るo

325 ビヤグレンoただし､外用剤に限るo

326 ビン占ウジOただし､外用剤に限るo

327 ブクボンシoただし､外用剤に限るo

328 ブクリョウoただし､外用剤に障るo

329 -ブタ胃壁酸加水分解物

330 ブタ胃壁ペプシン分解物_



33等 プランタゴ .オバタ種子Oただし､外職印こ限考O -

･′334 ベアベ リーD_ただし､外用剤に限るO

335 _ペクチン

-336 ベラドンナoただ.し､.外用剤に限.るO

337 ペルーバルサム -

338 ベルガモット油

339 ベントナイ ト

340 ボウイoただし､外用剤に限る○

342 ボウショウ

343 ボウラウOただし､外用剤に限るo

344.-ホウブシDただし､∴外用剤に限るこ.

345 ホオウ○ただし､外用剤に限るo

346 ホコウェイ .

347 ボタンピO-ただし､外用剤に限る○

348 ホップ

3̀49 ポテンティラOただし､外用剤に限るO

350 ホホバOただし｣外用剤に限るD

351 ホミカOただし､外用剤に限るO

352 ボレイ

353.マオウOただし､外用剤に限るo

355 真昆布

3.56 アシニンOただし､外用剤に限る占

557 松葉

358 マムシ胆

p360 マルツ土キス

361 マンケイシ○ただし､外用剤に限呑D

362 ミズアメ

564 ムイラブアマ

365 ムラサキオモ トロただし｣外用剤に限るo

367 モクキンピ



369 モクロウ

370 モ.ツヵo.ただし､外用剤に限るO

371 モッコウoただし､外用剤に限るD

372 桃の葉

373 ヤカンOただt/､外用融 こ限るo

374 焼セッコウ

375 ヤクチ

376 ヤクモソウOただし､外用剤に限るo

377 八.ツ目ウナギoただし､外用剤に限るo

378 ヤラッパoただし､外用剤に限るo

380 ユーカリ~油

382 ヨウキセキDただし､外用剤に限るO-.

383 ヨ~クイニン

385 ラジウム鉱砂 恵那ラヂウム鉱砂

386･卵黄坤

388･リ主ウコツ

392 レイヨウカク

393 レモン油

394 レンギヨ.ウoただし､外用剤に限考O

396 レンセンソウoただし､外用剤に限るi

397 レンニク

398 ロー.ズ油

399 ローヤルゼリー

401 ロクジヨウ -

402 ロクジンoただし､外用剤に限るo

403 ロクペンOただし､′外用剤に限るo

404 ロジン (松脂)

405 ロジン (旋腎)○ただし､外用剤に限るD.



406 ･ロッカク

407 ワコウボク○ただし､外用剤に限る.O:

注 1)｢成分名｣欄中の有効成分は､その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記

したものであること｡また､特に記載がない限り､それらの光学異性体∴立体異

性体及び構造異性体を含む表記であること｡

注2)生薬及び動植物成分については､現行既知の範囲において､リスクが明らか

に異なるものについては､末､エキス等の別を表記することとし､それ以外のも

のについては､末､散､エキス､流エキス､抽出物､乾燥エキス及び乾燥水製エ

キス等を含む表記であること｡




