
平成 21.7.13一部改正

平成 23.9.30一部改正

平成 23.12.26一部改正

平成 24.5.31一部改正

平成 25,1.11一部改正

別紙 3

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Q

O無機薬品及び有機薬品

成分名 別名等

1 亜鉛華デンプン

2 亜鉛華軟膏

3 アクリノTル Oただし､外用剤に限る○

4 アクリフラビン .

5 アシドフィルス菌

6 アスコルビン酸 L-アスコルビン酸ナ トリウム､アスコルビン酸カルシウム､アスコルビン酸ナ トリウム､ビタミンC､ビタミンCカルシウム

7 アスパラギン酸 L-アスパラギン酸カリウム､L-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-アスパラギン酸マグネシウム

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

ll アズレンスルホン酸. アズレンスルホン酸ナ トリウム

12 アミノ安息香酸エチル.ただし､外用剤 (坐剤を除く○)
に限るO

13 ア_<ノエチルスルホン酸 タウリン

14 アミノカプロン酸 イプシロン-アミノカプロン酸

15 アミラーゼ

16 アミロリシン

17 アラニン d卜アラニン



19 アリメマジン○ただし､外用剤に限る○ 酒石酸アリメマジン -

20 アルギニン 塩酸 L-アルギニン

21 アルキルジアミノエチルグリシン 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン

22 アルキルポーリアミノエチルグリシン 塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン ー

24 アルゲコロイ ド

25 アルジオキサoただし､外用剤に限る9

26 アロイ.ン

27 安息香酸.ただし､外用剤 (吸入剤を除く.)に限る○1

28 安息香酸ナ トリウムカフェイン

29 アンモニア

30 アンモニア .ウイキョウ精

31 イオウ

32 イクタモール

33 イ ソチベンジルoた_だし､-外用剤に限る○ 塩酸イソチベンジル

34 イソプロパノール L

35 イソロイシン レイソロイシン

36 イノシトール イノシ.ツト

37 イノシ トールへヰサニコチン酸エステル イノシ トールヘキサニコチネ-ト

38 ウルソデスオキシコール酸 _ウルソデオキシコール酸

39 ウンデシレン酸 ウンデシレン敢亜鉛

40 エタノ-ルoただし､内用剤及び外用剤 (化膿性疾病用 無水エタノール
薬を除く.)に限る○

41 エルゴカルシフエp-ル又はコレカルシフェロール○た-ビタミンD､ビタミンD2､ピタミ
だし､外用剤に限る○ ンD3

42 塩化亜鉛

4.3 塩化アンモニウム

44 .塩化カリウム

45 塩化カルシウム

46 塩化ナ トリウム 1

47 オイゲノール

48 オキシコ∵ラン酸

49 オキソアミジン



50 オキソレジシ

51 オク トチアミン

52 オバノール ー.

-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

54 2-オメガ-[5'-プロモピリジル-(2一)-アミノ]-どこ
ルー6-メチルピリジンヨー ドエチラー ト

55 オリザノール ガンマーオリザノー′レ

56 ~オリパーゼ

57 オロチン酸 オロット酸

58 過轡化水素 オキシ ドール

.59 ガス トリックムチン

60 カフェイン クエン酸カフェイン

61 カブサイシン

62 ガラク トース

63 カラミ､ン

64 カリ.石ケン.

66-カルバゾクロム

67 カルプロニウム 塩化カルプロ二ウム

68 カルメロ_-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′レ 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ン酸ナ トリウム

74 グアイフエネシン

75 クエン酸 クエン酸カルシウム､クエン酸ナトリウム

76 クエン酸二水素コリン

77 グリシソ アミノ酢酸

78 グリセ リンOただし､内用剤及び外用剤 (浣腸剤を除く.) 濃グリセリン
に限る_o



80 グリセロリン酸 _ グリセロリ.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

82 -グリチルリチン酸 グリチルリチン酸アン干ニウム､グリチル リチン酸及びその塩類並びに甘草抽出物 ~-

83 グリチルレチン酸 β-グリチルレチン酸

･~84 クリプ 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

88 グルコン酸 . グルコン酸カルシウム､グルコン酸ナ 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 トリウム､グ/i,タミシ酸塩酸塩 ..

91 クロセチン

92 クロケミトン

93 クロルヒドロキシアルミニケネ

94 クロルフェニラミンOただし､外用剤 (坐剤及び点鼻剤 dl⊥マレイン酸クロル フェニラミン､d-マレイ.ン酸クロルフエ土ラミン
を除くo)に限るo

95 クロロフィリン

98 ケイ酸マグネシウ.ム

99 ゲプアノレナ- ト

100 三一ル酸

101 コリン 酒石酸水素コリン

103 コロジオン p

104 コンクビオゼニン

105 コンチーム

106 ヲンドロイチン硫酸エステル - コンドロイチン硫酸､コンドロイチン硫酸ナ トリウム

107 酢酸 `



109 サクロフィル

110 サリチル酸エチレングリコール

111 サリチル酸グリコール

112 サリチル酸フェニルoただし､外用剤に限るo

113 サリチル酸メチル

114 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

120 ジアスメン

121 シテノコバラミン又はヒドロキソコバラミン ビタミンB12､塩酸ヒドロキソコバラミン

122 ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン

123 シコチアミン

124 次硝酸ビスマスoただし､外用剤に限る○

125 シスチン L-シスチン

126 システイン . トシステイン､レ塩酸システイン

127 ジセチアミン 塩酸ジセチアミン

128 ジフェニルイミグゾ｣ル

1.29 ジフェニルビラリンOただし､外用剤 (坐剤を除く.) 塩酸ジブエニルビテリン
に限るo

130 ジフェンヒドラミンoただし､外用剤 (坐剤及び点鼻剤 サ リチル酸ジフエンヒ~ドラミン､ラウリル硫酸ジフェンヒドラミン､塩酸ジフエンヒ.ドラミン
を除くo)に限るo

･131 ジベンゾイルチアミン

132 次没食子酸ビヌマスOただし､外用剤に限る8

133 ジメチコン

134 ジメチ/レアミノモチルサリチル酸 ベーター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 ジメチルポリシロキサン

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 .

139 硝酸カリウム



141 水酸化カル~シウム

･142 水酸化マグネシウム

143 僻臓性消化酵素 ■

144 ステアリン酸. ステアリン酸マグネシウム

145 セチルビリジニウム 塩化jrチノレピリジニウム､塩酸セチルビリジニウム

146 右ケンカンフル

147 セ トラキサー ト 塩酸セ トラキサ⊥ ト ..

148 セフ,アランチン

149 セミアルカリプロティナーゼ

150 ゼラチン

151 セラペブタ-ゼ.

152 セルラーゼ

153 セノレロシン

154 セノレロース -

･155 ソイステロール

-1b6 ソルビトール

157.大豆油不けん化物

15~8 唾液腺ホ′レモン

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

ー162 炭酸水素ナ トリウム

-163 炭酸ナ トリウム

165 単軟膏

166 タンニン酸

1~67 チアミン_ チチミン硝化物､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

171 チオク ト酸

172 チオ.クト酸アミド

173 チモール

-174 チンク油



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 銅クロロフィ リン 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

182 トコフェロ~-ルコハク酸エステル コハク酸 d1-α-トコフェロー-ル､コハク酸 dlTα-トコフェロールカルシウム､コハク酸 d-α-トコフェロール､コハク酸 トコフェロールカルシウム､ビタミン Eコハク酸エステルカルシウム

~183･トコフェロ⊥ル酢酸エステル _ d1-α-酢酸 トコフェロ⊥ル､ビタミン E酢酸エステル､酢酸 dl-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

kW;<O

186 トリクロカ′レバン

188 トリプ トファン L-トリプトファン

189 トリプロムフェニルカプロン酸エステル 2,4.6--トリプロムフェ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 トコフエリル

192 ナガーゼ

193 納豆菌

194 ニコチン酸

195 ニコチン酸アミド

196 ニコチン酸ベンジルエステル ニゴチン酸ベンジル

197 乳酸

198 乳酸亜鉛

199 乳酸カルシウム

200 乳酸菌 有胞子性乳酸菌 ~



■202 尿素

203 二硫化セレン

.20-4 ネオスチグミン メチル硫酸ネオスチグミン

205_ノメカピン 塩酸ノスカピン

206 ノニル酸ワニリ/レアミド

207 白色軟膏

208 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

2~13 パンクレアチン

214 パンテチン

215 パンテノール D-パントテニールアルコール

__216 パン トテ三一ルエチルエーテル

211 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

2-18 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 ビオタミラーゼ

221 ビオヂアスターゼ

-222 ビオヂアスミン

223 ビオチン

224-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

228 ヒスチジン L-塩酸ヒスチジン

229 ビズベンチアミン

231 ビチオノー-ル

232 ピチロール

233 ヒドロキシエチルセルロース

234 ヒドロキシプロピルセルロース

236 ヒドロキシプロピルメチルセルロース

236 ヒノキチオール



238 ピリドキサールリン酸エステル リン酸ピリドキサール

239 ピリドキシン､ピリドキサール又はピリドキサミン ビタミンB6､塩酸ピリドキシン

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

241 ピルメチルフェノール

242 ピロキシリン

243 ヒロダーゼ

244 フィチン

245 フエーカリス菌

246 フエニノレアラニン L-フェニルアラニン

247 フェニルヨー ドウンデシノエー ト フェニル-L1-ヨー ド-10-ウンデシノエート

248 フタル酸ジエチル

249 フッ化ナ トリウム

250 ブ ドウ酒

251 ブ ドウ糖

252 フラビンアデニンジヌクレオチ ド フラビンアデニンジヌクレオチpドナ トリウム

253 フルスルチアミン 塩酸フルスルチアミン

254 プロザイム

255 ブロスルチアミン

256 プロタミラーゼ

257 プロテアーゼ

258 ブロメライン

259 ↑スピタン

260 -スペリジン

261 ベタイン 塩酸ベタイン

262 -プロニカー ト

263 ベルベリンoただし､外用剤に限る○. 安息香酸ベルベリン､塩化ベルベリン､硫酸ベルベリン

264 ベンザルコ土ウム ベンザルコニウム塩化物､塩化ベンザルコニウム

265 ベンジルアルコール

266 ベンゼ トニウム 塩化ベンゼ トニウム

267 ベンゾイルチアミンジスルフィド

268 ペンフォチアミン



271 ポビドンヨー ド

272 ポリエンホスファチジルコリン

273 ポリパーゼ

274 ポリビニルアルコール

275 ポリビニルピロリドン ポビドン

276 ポyブテン

277 ボルネオ-ル d-ボルネオ-ル

278 マクロゴール軟膏 _

279 マミクーゼ

280 水

･281 メコバラミン

282 メタノール変性アルコ-)レ

283 メチオニン d卜メチオニン､L-メチオ.ニン

284 メチルイソプロピルフェノール イソプロピルメチルフェノール､ビオゾ-ル∴ホノゾこル

285 メチノレセルロース

286 メチ′レ-スペリジン

287 メチルメチオニンスルホニウム メチルメチオニンスルホニウムクロライ ド

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

?90 メチレンブルー

291 メントール d1-メン トール､1-メン トール

292 メンフエゴール

293 モククー′レ

294 モノフルオロリン酸ナ トリウム

295 モノレシン

296 有機加硫体

297 エビデカレノン

298 ヨウ化カリグム

299 葉酸

300 ヨウ素

301 ヨークレシチン

302 ヨー ドチンキ



304 ラウロマクロゴール

305 酪酸菌 宮入菌

306 ラク トミン

308 ラックビー

309 リコチミン

310 リコレック女

311 リジン 塩酸 L-リジン､塩酸リジン

312 リゾチーム 塩化 リゾチーム

313 リノ-ル酸

314 リパーゼ

315 リボフラビン ビタミンB2

317 リ_ボフラビンリン酸エステル ビタミンB2リン酸エステル

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 硫酸アルミニウムカリウム ミョウバン

321 硫酸ナ トリウム

322 硫酸やグネシウム J

323 リンゴ酸 . d卜リンゴ酸

324 リシ酸水素カルシウム

325 リン酸水素ナ トリウム

326 リン酸二水素カリウム.

327 リン酸二水素ナ トリウム ~

328 リン脂質_ 大豆 リン脂質 -

329 ルチン .

330 レシチン 大豆 レシチン

331 レチノールとただし､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○ただし､外用剤に隈 .るo パル ミチン酸レチノ⊥ル

334 ロイシン L-ロイシン

335 ロー トエキスoただし､外用剤に限るO

336 ロ.- 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○ただし､外用剤に限る｡

2 赤松薬 .

3 赤マムシ

4 アカメガシワ

5 アキヨク

6 小豆 赤小豆

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､外用剤に限る○

ll アルニカ○ただし､外用剤に限る○

12 ア.ロエp~ただし､外用剤及び l日量中アロエOL76g以下を含有する アロエ葉末
もめに限るO.

･13 アワ

14 アンズオールDただし､外用剤に限る○

15 アンソッコウ

16 イチイoただし､外用剤に限る○

17 イヌザンショウ

18 イヌザンショウ果実

19 ィ.レイセンO.ただし､.1日量中イレイセン 0.ー15g以下を含有するも
の.(外用剤を除く○)に限るO

20 インチン二ただLr､外用剤及び l日量中インチン3g以下を含有する
ものに限るC

21 インチンコウOただし､.外用剤及び 1日量中インチンコウ3g以下を
含有するもーのに限る○

22 インヨウカク∴ただし､外用剤に限る○ イカリソウ

23 ウイキョウ

24 ウイキョウ油

25 ウコン

26 ウショウ

27 ウゾツコツ

28 ウナギ

29 ウバイ

30 ーウヤク○ただし､外用剤及び 1日量中ウヤク2g以下を含有するもq)
に限るo

31 ウワウルシ.ただし､外用剤た限るO

32 エイジツoただし､外用剤に限る○



34エンゴサクo
ただし
､
外用剤に限る
O

35エンメイソウ

36オウギ

37
オウゴン
o
ただし
､
外用剤及び1日量中オウ~ゴン1g以下を含有する

ものに限る
○

38オウセイ

39
オウバク
o
ただし
､
外用剤及び1日量中オウバク3g以下を含有する

ものに限る
○

40オウヒ

41
オウレン
o
ただし
､
外用剤及び1日量中オウレン1g以下を含有する

ものに限る
o

42オリブ油

43オレンジ油

LIJオン
ジ

45カイカカイカク

46カイクジン
o
ただし
､
外用剤に限る
D
カイクベン(海狗鞭)

47ガイシ

48海藻

49カイバカイマ(海馬)

50ガイハク

51ガイヨウ

52カオリン
｣

.
53カキヨウ

54加工大蒜

55カゴソウ

56カシ
○
ただし
､
外用剤に限る
o
ミロバラン

57カシュウ○
ただし
､
外用剤に限る
o

58
ガジュツo
ただL
､
1日量中ガジュツ5g以下を含有するもの(外用

剤を除く
○
)に限る
O

59カスカラサグラダ
o
ただし
､
外用剤に限る
○

-60
カツコウO
たおし
､_
外用剤及び1日量中カツコウ3g以下を含有する

ものに限る
C

61
カッコンo
ただし
､
外用剤及び1日量中カッコン4g以下を含有する

ものに限る
o

62
カツセキ○
ただし
､
外用考リ及び1日豊中カツセキ1.
5g以下を含有す

るものに限る
o



65 カラコウボク○ただし､外用剤 に限るo

･66 カラトウキ

67 カラセンキュウo_ただし､1外用剤及び i月量中カラセンキュウ2.5g
以下を含有するものに限る.o

68 ガラナ

69 カロコンQただし､_外用剤に限る○

70 カロットオイル

71 カロニン

72 カワヤナギO.ただし､外用剤に限るD

73 カンキヨウ

74 カンシヨ . カンショウ-

75 カンゾウ○たたし､外用剤及び 1日量中カンゾウ lg禾満を含有す
るものに限るo

76 肝臓エキス

77 肝臓加水分解物

78 カンテ-ン

79 寒梅野

80 カンピ

81 カンボケイこただし､外用剤に限るO

82 肝油 _

83 キキョウ

84 キクカ

85 キコク

86 キササゲOただし､外用剤に限るO

87 キジツ

88 キツピ

_89 キバン

90 牛角-

91.牛骨

92 牛乳タンパク分廃物 _

93 キョウオウ

94 キヨクカツoただし､外用剤及び 1日量中キヨウカツ0.15g以下を

含有するも甲に限るo

95 強肝油

96 キョウニンOただし､外用剤及び 1.目量中キョウニン0.2g以下を含



97 ギヨクチク

98 キンギンカ

99 キンバク

100 クコシ

101.クコヨウO~ただし､外用剤に限るO

102 クジンOただし､外用剤に限るo

103 クニン

104 クマザサ

105 -クレンピoただし､外用剤に限る○

106 クロマメ

107 クロレラ

108 ケイガイoただし､1日暑中ケイガイ 1g以下を含有するもの (外用
剤を除くo)に限る○

109 ケイガイホoただし､1目量中ケイカイホ 1g以下を含有するもの(外 ケイガイスイ
用剤を除くO)に限るO

110 鶏肝

111 ケイシ

112 ケイヒ ニッケイ (肉柱)

113 ケイヒ油

114 ケツメイシ -

116 ケンゴシ脂○ただし､外用剤に限るo

117 ゲンジンoただし､外用剤及び 1日量中ゲンジン0.5g以下を含有す
るものに限るo

118 ゲンチアナ .

119 ゲンノショウコ

120 ゲンマイ

121 玄米麹

122 コウイ 滋養糖､粉末飴

123 コウエン

124 コウカ -サフリールくべニバナ

125 ゴウカイ ゴウカイビ

126 コウカ子由.

127 葦丸抽出物○ただしさ外用剤に限る.

128 コウクジンOただし､外用剤に限るO コウクベン (広狗鞭)

129 コウジン



131 コウブシoただし､外用剤に限るO

l32_コウベイ

133 コウボク-Oただし､外用剤及び 1日量中コウボク0.3g印下を含有す
るものに限るO-

134 ゴオウ

135 ゴカヒ 土ゾウフギ､シゴカ

-136一つクロジンOただし､外用剤に限る○

137 コケモモヨクoただし､外用剤に限るQ

138 ゴシツOただし､外用剤及び lE]量中ゴマツ1.5岳以下を含有する-ち
のに限るQ

るものに限る○

140 コショウ-

141 コズイシ

~143 フ~トウニン

Ill-1-ゴバイシ

145 コハク

14@ ゴボウシoただし､外用剤及び 1目量中ゴボウ㌢1.5g以下を含有す
るものに限争o

147 ゴマ

148 ゴマ油

.149 ゴミシ

1-50 立レイシOただし､外用剤に限るO

151 =Ⅰロノヽ

152 コロシボoただし､外用剤に限る○

154 サイカク

15g サイ P oノただし､外用剤及び 1日量中サイコ0.7g以下を含有するも

156 サイシンoただし､外用剤及び 1日量中サイシン0.3g以下を含有す
る.ものに限るo

157 サイチヤ

158 サフラン

159_サヨウ

161 サルカケミカン

162 サンキライ-



163 サンザシ

164 サンシシ

165 サンシュユ

166 サンシヨウ

167 サンシヨウコン○ただし､外用剤に限るo

168 サンソウニン

169 サンナ -

170 サンヤク

171 サンリヲウ

172 ジオウ (別名カンジオウ又はジユクジオウ)○ただし､外用剤及び 1
日量中ジオウ0.8g以下を含有すさものに限るロ

173 シオンD ただし､外用剤に限るO.

174 シクンシ

175 ジコツピQただし､外用剤及び 1日量中ジコツピ0.2g以下を含有す
るものに限るo

176 シ.コン

177 ジセキOただし､外用剤に限るO

178 シソ

179 シソシ

180 シソヨウ ソヨウ -

181 シタン

182 シツリシoただし､外用剤に限るo

183 シティ

184 シベットOただし､外用剤に限る. シベ トール

185 シャカンゾウDただし､外用剤及び 1目量中シャカンゾウ1g未満を
含有するもq)に限る-O

186-シャクヤク

188 ジヤショウシロただし､外用剤及び 1日量串ジヤショウシ0.6g以下
を含有するものに限る○

189 シャジン (沙参)

190 シャゼンシ

191 シャゼンソウ

192 獣角

193 繊毛組織加水分解物oただし､外用剤に限るo

194 ジュウヤク



196 シュロジツ○ただし､外用剤に限る.

197 シュロヨウ■ー

198 ショウキョウ ヒネショウガ

199 ショウキョウ油 -

200 ショウズク

201 ショウズク油

202 ショウ月商

203 ショウバク

204 ショウブコン.ただし､外用剤に限るo カラムス根

205 ショウマDただし､外用剤及び 1日量中ショウマ 0.15g以下を含有
するものに限る.

206 ショウリンギヨウ○た~だし､外用剤に限る... オ トギリソウ■(弟切草)

207 シ旦クシヨ_ウ

208 ジヨティシ

209 ジリユウo∴ただし､外用剤及び 1日最中ジリユウ1,5g以下を含有す
るものに限るO

210 シンイ8ただし､外用剤及び lEl量中シンイd.3g以下を含有するも
のに限るD

211 シンキク シンギク

212 ジンギヨウ○ただし､外用剤に限る○

213 ジンコク.ただし､外用剤及び 1日量中ジンコウ1g_以下を草有す
るものに限る.

214 シンジi (真珠)

21.5 lL臓エキス

216 .シンモッコウ○た■だし､外用剤に限る.

217 スイカ __

218 スイサイヨウoただし､外用剤に限る○

219 杉襲油

220 ズシ タントウシ (淡豆鼓)コウシ (香鼓)

221 戻 百草霜

222 セイヒ

223 セイヨウサンザシ クラテグス

224 セイヨウトチノキ種子Oただし､外用剤に限るOJ

225 ゼオライ ト○ただし､外用剤に限る○



227 セキサンOただし､外用剤に限る○

228 セキショウコンOただし､外用剤に限るO

229 セツケツメイ

230 セッコウoただし､外用剤及び 1日量中セッコウ1.5g以下を含有す
るものに限るo

231 セツコク○ただし､外用剤に限るo

232 セツコツボクDただし､外用剤に限るO ニワトコ

233 セツコツヨウOただし､外用剤に限る.

234 セネガ

235 センキュウoたたし､外用剤及び 1日量中センキユ■ウ2.5g以下を含
有するものに限るO.

ものに限るo

237 センコツoただし､外用剤に限るO

238 センソoただし､外用剤に限るO .

239 センタイ ゼンタイ

240 センタウリウムソウ

241 センボウoただし､.外用剤に限るO

242 センレンシOただし､外用剤に限るD

243 ソウキセイ (ヤ ドリギ科め植物を基原とする生薬を含む-o)Oただ
し､.外用剤に限るO

244 ソウジュツQただし､外用剤及び 1目量中ソウジチッ2.25g以下を
含有するものに限るO-

245 ソウズク

247 ソウ/､クヒ

248 ソウヒョウショウ

249 ゾクダン センゾクダン

250 ソボクQただし､外用剤及び 1目量中ソボク1g以下を含有するもの
に限るQ

251 ダイウイキョウ .

252 ダイオウQただし､外用剤にJ限るo

253 タイカ センタイカ

254 タイシャセキ○ただし､外用剤に限る○

255 大豆黄巻

256 タイソウ



258 ダイフクヒo_ただし､外用剤に限る■o

259 タクシャoただし､外用剤及び 1目量中タケ シャ3g以下を含有する
ものに限るo

260 タチジャコウソウ

261 グッラOただ し､外用剤に限る8

262 タラコンビ タラコン

263 月旦汁 -

264 タンジンoた~だし､外用剤に限る○

265 チクジヨ

266･チクセツニンジン -

267 チタヨウ. タンチクヨウ

268 チミアン油

269 チ主

27_0 チャボトケイソウ

271 チャヨウ

272 チユ ジユ (地織)

273 チヨケジ チ ョウコウ

274 チョウジ油

275 チョウトウコウdただし､.外用剤及び■1日量中チョウトクコウ0.3g カギカズラ
以下を含有するも叫 こ限るO

276 チョレイoただし､外用剤及び 1.月量中チョレイ 2.25g以下を含有
するものに限るD

2ナ8 チンピ

279 ツユクサ .

280 _ツルボoただし､外用剤に限る○

281 ティレキシ

282 テレビン油

283 テンジクオウ

284 テンナンショウ.ただし1-外用剤に限るO

285 テンマこただし､-外用剤及び lE]_量中テンマ 1畠J以下を含有するもの
に限る○

白86 テンモンドウQただし､外用剤及び 1日量中テン干ンドゥ1.25g以

287 トウガシ

288 トウガラシ



290 トウジン｡ただし､外用剤に限る.

291 トウシンソウ

292 冬虫夏草

293 トウニンoただし､l日量中 トウニン0.5g以下を含有するもの (外
用剤を除くo)に限る○

294 トウヒ

295 トウヒ油

296 動物胆 (ユウタン等) ユウタン､リタン

297 トウモロコシ

298 トウヤク センブリ

299 ドクカツ○ただし､外用剤及び 1日意中ドクカツ1.5g以下を含有す ドッカツ (独活).
るものに限る○

300 トケイソウ

301 トシシ○ただし､外用剤にR艮る.

302 トショウジツ

303 トチユウ

304 ドべツコウ

305 ドモッコウoただし､外用剤に限るC

306 トン脂

307 ナンテシジツ

308 ナンバンゲ

309 ニガキ

310 ニクジユヨウ

311 ニクズク-

312 ニクズク油

313 ニユクコウ

314 ニラ

315 ニンジン

316 ニンドゥ

317 ニンニク

318 パールカルク

319 バイカ

320 ハイショウ

321 バクガ

322 ハクガイシ

323 ハクシニン ハクシジン



325 バクもンドゥ ~

326 ハゲキテン○ただし､外用剤に限る. ハゲキ､ハゲキニク

327 ハゴシOただし､外用剤に限る○ ホコツシ

328 バショウコン○ただし､外用剤に限る○

329 ハチミツ

330 ハッカ

331 ハツ-カイヒ (別名ハシカイ-)○ただし､外用剤に限る○ ハッカイボク

332 バツカツ

333 ハッカ脳 .

33_4 ハッカ油

335 ノヽツカヨウ

336 バツシフローラ

337 /､トムギ

338 ハマボウフウ

339 ハマメリス

340 ハンゲoただし､-.外用剤 (粘噂に使用する製剤を除くo)及び 1日量
中ハンゲ0.6g以下を含有するものに限る○

341 /ヾンピ 五八霜､.マネシ抽出液.

342 パンリバーエキス

343 t=*-1' 1

344 ヒシソ ミ

345 ヒ/＼ツ

346 ヒマシ油○ただし､~外用剤に限.a○

347 ビヤクキヨウサン○ただし､外用剤に限る. ビヤクキヨウザン

348 ビヤクゴウ

349 ビャクシ○ただし.-外用剤及び lEl量中ビャクシ1.6g以下を含有す
るものに限る○

350 ビャクジュツ.ただし､外用剤及び 1日量中ビャクジュツ2.~25g以 オケラ
下を含有するものに限る~.-

351 ビャクズク

352 ビヤクダン○ただし､外用剤に限る○

353 ビヤクレン

354 ビワヨワ

355 ビンロウ.ジoただし､外用剤に限る○

356 フクボンシoただし､外用剤に限る○■

357 プクリユウカン



するものに限るロ

359 ブシ (別名加工ブシ又はホウブシ)oただし､外用剤に限るo

360 ブタ胃壁酸加水分解物

361 ブタ胃壁ペプシン分解物

362 フラングラ皮8ただし､外用剤に限るO

363 プランタゴ.オバタ種子

365 ベアベリー○ただし､外用剤に限る○

366 ペグチン

367 べツコウ

368 -ベラドンナコ.ン (別名ベラドンナ)oただし､外用剤に限るD

369 ペルーバルサム

370 ベルガモット油

371 へンズ

372 ベントナイ ト

373_ボウイoただし､外用剤及び 1日量中ボウイ 0.5g以下を含有するも
のに限るo

374 ボウコン 一

375 ボウショウ

376 ボウフウoただし､外用剤及び 1日量中ボウフウ0.3g以下を含有す
るものに限るO

377 ホオウ

378 ボクソク

379 ホコウェイ

380 ボタンピOただし､外用剤及び 1日量中ボタンピ0.4g以下を含有す
るものに限るo

381 ボチョウコウ

382 ホップ

383 ポテンティラoただし､外用剤に限るO

384 ホホバ

385 ホミカoた_だし､外用剤に限るD

386 ボレイ

387 マオウoただし､外用剤に限るo

388 マ?リDただし､外用剤に限るO

389 真昆布

390 マシ′ニン′



392 マップジ

393 マムシ胞

394 マムシタンパク分解物

395 マノレツエキス _

有するものに限るo

397 ミズアメ

398 ミツロウ■ オケロウ

401 メリ.ロー トpただし､外用剤に限るo

■402 モクキンピ

403 卓クック○ただし､1.日量中モクツウ0-3g以下を含有する■もの (外
用軸を除くo)に限るO .

405 モクロウ

406 チッや

407 モッコウ

409 モツヤクとただし､外用剤に限るO ミ′レラ

409 桃の莱`

410 ヤカン○ただし､外用剤に限るO

411 嘩セッコウ ~

412-ヤクチ

413 ヰクモ~ソウoただし､外用剤に限るo

･415 ヤラッパOや 達し､外用剤に限る.

416 ヤラッパ脂oただし､外用剤に限るO

418 ユキノシタ

419 ヨウキセキoただし､-外用剤に限るQ ′

420 ヨウバイヒ

421:ヨクイニン

422 ラクトサンoただし､外用剤に限るo

423 ラジウム鉱砂 恵那ラヂウム鉱砂

4?4 ラタニア

425 卵黄 こ■

■426 卵黄油



427 リコンビ リコンハクヒrl

428 リユクガンニク

429 リュウコツ

430 リュウタンoただし､外用剤及び 1目量中リュウタン0.75g以下を
含有するものに限るo

431 リュウノウ

432 リヨウキヨウ

433 レイヨウカク

434 レモン油

435 レンギョウoただし､外用剤及び 1目量中レンギョウ0.3g以下を含
有するものに限るo

436 レンケイOただし､外用剤に限る.

437 レンセンソウ

438 レンキク

439 ローズ油

4年0.ローヤルゼリー

441 ロクキン

442 ロクジヨウ

443 ロクジン○ただし､外用剤に限るo

444 ロクベンOただし､外用剤に限るQ

.445 ロジン (松脂)

446 ロジン (醸腎)○ただし､外用剤に限るO

447 ロッカク

448 ワコウボク○ただし､外用剤に限る○

449 ワレリアナoただし､外用剤に限るo

注 1)1目量は､15歳以上の者に係る量 (以下 ｢基準量｣というD)であって､15

歳未満の者に係る量は基準量を勘案し算定した量とするO

注 2)1 日量は､原生薬による値であり､エキス等については原生薬に換算した値

を使用すること｡

注3)｢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D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4)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｡




