
 

                                        

 

 

 

 

 

国内副作用報告の状況（一般用医薬品） 

（平成 25 年 12 月１日から平成 26 年３月 31 日までの報告受付分） 

 

 

 

 

 

 

 

副作用報告の集計結果についての注意事項 

 

１） 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から

報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。 

２） 副作用報告の件数については、平成 25 年 12 月１日から平成 26 年３月 31 日（以下、「本

報告期間」という。）に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複

数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカ

ウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。 

３） 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本

報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対

象外となった場合等、件数から除外されている。 

４） 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、１症例で複数の副作用を発現する

場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。 

５） 副作用名は、用語の統一のため、ＩＣＨ国際医薬用語集日本語版（MedDRA/J）に収載さ

れている用語（Preferred Term：基本語）で表示している。 

 

 

 

 

資料４－３ 



薬効別 成分名 副作用名 転帰 集計値 類別 販売経路

２錠中イブプロフェン１５０ｍｇ 洞不全症候群 未回復 1 指定第二類 不明

スティーブンス・ジョンソン症
候群

回復 1 不明

痙攣 回復 1 不明

１日量２包（１包1,400mg）中アセトアミノフェン　600mg　、　エテンザ
ミド　1000mg　、　アリルイソプロピルアセチル尿素　120mg　、　無
水カフェイン　240mg　、　ビスベンチアミン　25mg　、　カンゾウ末
500mg 

アレルギー性胞隔炎 未回復 1 指定第二類 配置販売

３錠中アセトアミノフェン９００ｍｇ 尿細管間質性腎炎 不明 1 第二類 店頭販売
アナフィラキシーショック 回復 1 不明

潰瘍性大腸炎 未回復 1 不明

薬疹 軽快 1 不明

２包（２．１ｇ）中アセトアミノフェン６００ｍｇ，アスピリン９００ｍｇ，ブロ
ムワレリル尿素４００ｍｇ，無水カフェイン１００ｍｇ

壊疽性膿皮症 軽快 1 指定第二類 不明

不明 1 不明
不明 1 不明

アナフィラキシー様反応 回復 1 不明

意識消失 不明 1 不明

不明 1 店頭販売

不明 1 不明

不明 1 配置販売

不明 1 不明

局所腫脹 不明 1 不明

呼吸障害 死亡 1 不明

胆管消失症候群 不明 1 店頭販売
中毒性表皮壊死融解症 不明 1 店頭販売
腹部不快感 回復 1 不明
肝機能異常 記載なし 1 不明
譫妄 記載なし 1 不明

６カプセル中イソプロピルアンチピリン３００ｍｇ，アセトアミノフェン４
５０ｍｇ，フマル酸クレマスチン１．３４ｍｇ，フェンジゾ酸クロペラスチ
ン８４ｍｇ，ノスカピン４８ｍｇ，ｄｌ‐塩酸メチルエフェドリン６０ｍｇ，セ
ミアルカリプロティナーゼ３０ｍｇ，無水カフェイン７５ｍｇ，硝酸チア
ミン２４ｍｇ，リボフラビン１２ｍｇ，ニンジン乾燥エキス１００ｍｇ（ニン
ジン１ｇ）

中毒性表皮壊死融解症 回復 1 指定第二類 不明（確認有）

６カプセル中アセトアミノフェン９００ｍｇ，マレイン酸クロルフェニラミ
ン７．５ｍｇ，リン酸ジヒドロコデイン２２．２ｍｇ，ｄｌ‐塩酸メチルエフェ
ドリン６０ｍｇ，グアヤコールスルホン酸カリウム２４０ｍｇ，無水カ
フェイン７５ｍｇ，塩化リゾチーム６０ｍｇ（力価），硝酸チアミン２４ｍ
ｇ，リボフラビン１２ｍｇ，ゴオウ４ｍｇ

薬疹 軽快 1 指定第二類 配置販売

 6カプセル中 イブプロフェン　450mg　，　d-クロルフェニラミンマレ
イン酸塩　3.5mg　，　ジヒドロコデインリン酸塩 24mg　，　グアイフェ
ネシン　250mg　，　dl-メチルエフェドリン塩酸塩　60mg　，　無水カ
フェイン　40mg

痙攣 回復 1 指定第二類 不明

 9錠中 イブプロフェン　450mg　，　フマル酸クレマスチン　1.34mg
(クレマスチン1mg)，　ジヒドロコデインリン酸塩　24mg　，　dl-塩酸メ
チルエフェドリン　60mg　，　リゾチーム塩酸塩　90mg(力価)　，　ブ
ロムヘキシン塩酸塩　12mg　，　無水カフェイン　75mg　，　ベンフォ
チアミン　25mg　，　リボフラビン　12mg　，　カンゾウ乾燥エキス
133.93mg　(甘草937.5mg)

皮膚粘膜眼症候群 未回復 1 指定第二類 不明

急性肝炎 回復 1 配置販売

薬疹 不明 1 配置販売

アナフィラキシー反応 軽快 1 店頭販売

全身性皮疹 未回復 1 不明

浮腫 未回復 1 不明

２カプセル中イブプロフェン１５０ｍｇ，リン酸ジヒドロコデイン６ｍｇ，
マレイン酸カルビノキサミン２．５ｍｇ，ｄｌ‐塩酸メチルエフェドリン２０
ｍｇ，無水カフェイン２５ｍｇ，グアヤコールスルホン酸カリウム８０ｍ
ｇ，硝酸チアミン８ｍｇ，リボフラビン４ｍｇ

薬疹 不明 1 指定第二類 店頭販売

3錠中アセトアミノフェン・300mg，塩酸ブロムヘキシン・4mg，リン酸
ジヒドロコデイン・8mg，ｄｌ－塩酸メチルエフェドリン・20mg，塩化リゾ
チーム・20mg（力価），マレイン酸カルビノキサミン・2.5mg，無水カ
フェイン・25mg，アスコルビン酸カルシウム・166,7mg，ビタミンB2・
4mg

スティーブンス・ジョンソン症
候群

軽快 1 指定第二類 不明

アナフィラキシー反応 回復 1 不明

不明 1 店頭販売

不明 1 不明

発疹 回復 1 不明

薬物性肝障害 不明 1 店頭販売

肺炎 軽快 1 店頭販売

薬疹 回復 1 不明

喘息 軽快 1 店頭販売

国内副作用報告の状況（一般用医薬品）
平成25年12月1日～平成26年3月31日

（薬効分類順）

解熱鎮痛消炎剤

２錠中イブプロフェン１５０ｍｇ，無水カフェイン８０ｍｇ，アリルイソプ
ロピルアセチル尿素６０ｍｇ

指定第二類

２錠中イブプロフェン１４４ｍｇ，エテンザミド８４ｍｇ，ブロムワレリル
尿素２００ｍｇ，無水カフェイン５０ｍｇ

指定第二類

１錠中アスピリン３３０ｍｇ，ヒドロタルサイト１００ｍｇ

アナフィラキシーショック

指定第二類
薬疹

薬物性肝障害

1錠中アセトアミノフェン　33mg 第二類

1カプセル中イブプロフェン150mg 指定第二類

 1錠中 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）

第一類

3包(3600mg)中  アセトアミノフェン　900mg　，　クロルフェニラミンマ
レイン酸塩　7.5mg　，　ジヒドロコデインリン酸塩　24mg　，　dl-メチ
ルエフェドリン塩酸塩　60mg　，　グアヤコールスルホン酸カリウム
250mg　，　無水カフェイン　75mg　，　ベンフォチアミン　25mg　，
リボフラビン　12mg　，　ヘスペリジン　45mg　，　カンゾウ末　800mg
，　セネガ乾燥エキス　24mg　(セネガ400.8mg)

指定第二類

 6カプセル中  イブプロフェン　450mg、マレイン酸クロルフェニラミン
7.5mg、リン酸ジヒドロコデイン　24mg、dl-塩酸メチルエフェドリン
60mg、無水カフェイン　30mg

指定第二類

3錠中  イブプロフェン　150mg、アンブロキソール塩酸塩　15mg、ヒ
ドロコデインリン酸塩　8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩　20mg、ク
ロルフェニラミンマレイン酸塩　2.5mg、無水カフェイン　25mg、チアミ
ン硝化物　8mg、リボフラビン　4mg、アスコルビン酸　166.7mg

指定第二類

３錠中塩酸ブロムヘキシン４ｍｇ，塩化リゾチーム３０ｍｇ（力価），ア
セトアミノフェン３００ｍｇ，マレイン酸カルビノキサミン２．５ｍｇ，ジヒ
ドロコデインリン酸塩８ｍｇ，ｄｌ‐塩酸メチルエフェドリン２０ｍｇ，ノス
カピン１６ｍｇ，無水カフェイン２５ｍｇ，ビスイブチアミン８ｍｇ，リボフ
ラビン４ｍｇ

指定第二類
薬疹

３錠中塩酸ブロムヘキシン４ｍｇ，塩化リゾチーム２０ｍｇ（力価），８
ｍｇ，ｄｌ‐塩酸メチルエフェドリン２０ｍｇ，マレイン酸カルビノキサミン
２．５ｍｇ，アセトアミノフェン３００ｍｇ，無水カフェイン２５ｍｇ，ビスイ
ブチアミン８ｍｇ，リボフラビン４ｍｇ

指定第二類
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アナフィラキシー反応 回復 1 不明

スティーブンス・ジョンソン症
候群

軽快 1 店頭販売

3錠中ヒドロコデインリン酸塩8mg，dl-メチルエフェドリン塩酸塩
20mg，グアイフェネシン41.67mg，アセトアミノフェン300mg，リゾチー
ム塩酸塩20mg(力価)，マレイン酸カルビノキサミン2.5mg，無水カ
フェイン25mg，ビスイブチアミン8mg，リボフラビン4mg

薬疹 未回復 1 指定第二類 不明

肺臓炎 未回復 1 店頭販売

薬物性肝障害 軽快 1 不明

12錠中  アセトアミノフェン　780mg　，　ヒドロコデインリン酸塩
24mg　，　dl-メチルエフェドリン塩酸塩　60mg　，　d-クロルフェニラ
ミンマレイン酸塩　3.5mg　，　無水カフェイン　75mg　，　カンゾウエ
キス　337.5mg　(甘草1350mg)，　キキョウエキス　135mg　(桔梗
540mg)，　ジリュウエキス散　200mg　(地竜400mg)

中毒性表皮壊死融解症 軽快 1 指定第二類 店頭販売

９錠中アセトアミノフェン９００ｍｇ，ｄ‐マレイン酸クロルフェニラミン
３．５ｍｇ，臭化水素酸デキストロメトルファン４８ｍｇ，ｄｌ‐塩酸メチル
エフェドリン６０ｍｇ，無水カフェイン７５ｍｇ，ヘスペリジン６０ｍｇ，ト
ラネキサム酸４２０ｍｇ

薬疹 軽快 1 指定第二類 店頭販売

6錠イブプロフェン450mg，塩酸プソイドエフェドリン135mg，マレイン
酸クロルフェニラミン７.5ｍｇ，リン酸ジヒドロコデイン24mg，無水カ
フェイン75mg

急性汎発性発疹性膿疱症 軽快 1 指定第二類 不明

スティーブンス・ジョンソン症
候群

未回復 1 不明

薬物性肝障害 不明 1 店頭販売

痙攣 不明 1 不明

白血球減少症 不明 1 不明

薬疹 不明 1 不明

9錠中イブプロフェン　450mg、ブロムヘキシン塩酸塩　12mg、クレマ
スチンフマル酸塩　1.34mg　（クレマスチンとして1mg），ジヒドロコデ
インリン酸塩　22mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩　60mg、無水カ
フェイン　75mg

痙攣 不明 1 指定第二類 店頭販売

３６ｍＬ中アセトアミノフェン３００ｍｇ，ｄ‐クロルフェニラミンマレイン
酸塩１．１ｍｇ，ジヒドロコデインリン酸塩８ｍｇ，ｄｌ‐メチルエフェドリ
ン塩酸塩２０ｍｇ，グアイフェネシン８３ｍｇ

中毒性表皮壊死融解症 回復 1 指定第二類 不明

9錠中アセトアミノフェン900mg，クロルフェニラミンマレイン酸塩
6.6mg，チペピジンクエン酸塩45mg，ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩
45mg，無水カフェイン90mg，ベンフォチアミン24mg，リボフラビン
12mg

アナフィラキシーショック 回復 1 指定第二類 配置販売

１包（１．５ｇ）中ジヒドロコデインリン酸塩８ｍｇ，ｄｌ‐メチルエフェドリ
ン塩酸塩２０ｍｇ，アセトアミノフェン３００ｍｇ，クロルフェニラミンマ
レイン酸塩２．５ｍｇ，無水カフェイン２５ｍｇ，カンゾウエキス１５０ｍ
ｇ（カンゾウ７５０ｍｇ）

十二指腸潰瘍 回復 1 指定第二類 不明

アナフィラキシー反応 回復 1 不明

発疹 軽快 1 不明

横紋筋融解症 不明 1 不明

肺炎 回復 1 店頭販売

不明 1 店頭販売

未回復 1 不明

６カプセル中アセトアミノフェン７８０ｍｇ，クロルフェニラミンマレイン
酸塩７．５ｍｇ，ノスカピン４８ｍｇ，無水カフェイン９０ｍｇ，地竜エキ
ス散Ｎ　２００ｍｇ（ジリュウ４００ｍｇ），ゴオウ３ｍｇ

中毒性表皮壊死融解症 回復 1 第二類 不明

 4カプセル中 塩酸プソイドエフェドリン　120mg　，　クロルフェニラミ
ンマレイン酸塩　8mg　，　ベラドンナ総アルカロイド　0.4mg　，　無
水カフェイン　100mg　，　リゾチーム塩酸塩　60mg(力価)

アナフィラキシーショック 回復 1 指定第二類 不明

 1カプセル中 ケトチフェンフマル酸塩　1.38mg　（ケトチフェン1mg） 意識消失 軽快 1 第二類 店頭販売

１００ｍＬ中ナファゾリン塩酸塩５０ｍｇ，クロルフェニラミンマレイン
酸塩５００ｍｇ，ベンザルコニウム塩化物１０ｍｇ

血圧上昇 軽快 1 第二類 店頭販売

3カプセル中 プソイドエフェドリン塩酸塩　90mg　，　d-クロルフェニ
ラミンマレイン酸塩　6mg　，　ベラドンナ総アルカロイド　0.4mg　，
リゾチーム塩酸塩　90mg(力価)　，　無水カフェイン　120mg

薬疹 回復 1 指定第二類 店頭販売

鎮咳去たん剤

12錠中　コデインリン酸塩水和物（リン酸コデイン）　50mg　、　dl-メ
チルエフェドリン塩酸塩　75mg　、　リゾチーム塩酸塩（塩化リゾ
チーム）　60mg(力価)　、　クロルフェニラミンマレイン酸塩　12mg　、
無水カフェイン　60mg　、　セネガ乾燥エキス（原生薬換算量）
89.82mg　（1500mg）

皮膚血管炎 回復 1 指定第二類 不明

ショック 不明 1 不明
未回復 1 不明

不明 1 不明

総合感冒剤

３錠中イブプロフェン１５０ｍｇ，塩酸ブロムヘキシン４ｍｇ，ジヒドロ
コデインリン酸塩８ｍｇ，ノスカピン１６ｍｇ，ｄｌ‐塩酸メチルエフェドリ
ン２０ｍｇ，塩化リゾチーム３０ｍｇ（力価），マレイン酸カルビノキサミ
ン２．５ｍｇ，無水カフェイン２５ｍｇ，硝酸チアミン８ｍｇ，リボフラビ
ン４ｍｇ

指定第二類

1包(1.2g)中ヒドロコデインリン酸塩8mg，dl-メチルエフェドリン塩酸
塩20mg，グアイフェネシン41.67mg，アセトアミノフェン300mg，リゾ
チーム塩酸塩20mg(力価)，マレイン酸カルビノキサミン2.5mg，無水
カフェイン25mg，ビスイブチアミン8mg，リボフラビン4mg

指定第二類

6錠中アセトアミノフェン900mg，ヨウ化イソプロパミド6mg，ｄ-クロル
フェニラミンマレイン酸塩3.5mg，トラネキサム酸420mg，リン酸ジヒ
ドロコデイン24mg，dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg，無水カフェイ
ン75mg，ヘスペリジン（ビタミンPの一種）90mg

指定第二類

９錠中アセトアミノフェン９００ｍｇ，ヨウ化イソプロパミド６ｍｇ，ｄ－ク
ロルフェニラミンマレイン酸塩３．５ｍｇ，トラネキサム酸４２０ｍｇ，ジ
ヒドロコデインリン酸塩２４ｍｇ，ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩６０ｍ
ｇ，無水カフェイン７５ｍｇ，ヘスペリジン９０ｍｇ

９錠中クレマスチンフマル酸塩１．３４ｍｇ，リゾチーム塩酸塩（リゾ
チームとして）６０ｍｇ（力価），アセトアミノフェン９００ｍｇ，ジヒドロコ
デインリン酸塩２４ｍｇ，ノスカピン３６ｍｇ，ｄｌ‐メチルエフェドリン塩
酸塩６０ｍｇ，グアヤコールスルホン酸カリウム２４０ｍｇ，無水カフェ
イン７５ｍｇ，ベンフォチアミン２４ｍｇ

指定第二類

薬疹

指定第二類

9錠中クレマスチンフマル酸塩　1.34mg　（クレマスチンとして1mg）@
ベラドンナ総アルカロイド　0.3mg、ブロムヘキシン塩酸塩　12mg、ト
ラネキサム酸　420mg、アセトアミノフェン　900mg、dl-メチルエフェド
リン塩酸塩　60mg、ジヒドロコデインリン酸塩　24mg、無水カフェイ
ン　60mg、ベンフォチアミン（ビタミンB1誘導体）　24mg

指定第二類

耳鼻科用剤

含嗽剤 １ｍＬ中ポビドンヨード７０ｍｇ（有効ヨウ素７ｍｇ） 第三類
自己免疫性甲状腺炎
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止しゃ剤、整腸剤
１２錠中塩化ベルベリン３００ｍｇ，ロートエキス６０ｍｇ，タンニン酸
アルブミン２ｇ，ウルソデオキシコール酸３０ｍｇ

アナフィラキシーショック 回復 1 第二類 不明

下剤、浣腸剤 ８ｇ中プランタゴ・オバタ種子４．３３６ｇ，センナ実０．９９２ｇ 胃石症 軽快 1 指定第二類 不明

鎮痛，鎮痒，収れん，消炎剤  膏体100g中  インドメタシン　0.5g　，　　　(1枚14×10cm2。伸縮性) 排尿困難 未回復 1 第二類 不明

ビタミンＢ剤（ビタミンＢ１剤を除く）
1日量（2錠）中リボフラビンリン酸エステルナトリウム　38mg　，　ピ
リドキシン塩酸塩　50mg　，　チアミン硝化物　20mg　，　ニコチン酸
アミド　40mg　，　パントテン酸カルシウム　20mg

全身性皮疹 回復 1 第三類 不明

カルシウム剤
６錠中外皮〔沈降炭酸カルシウム１．８ｇ（カルシウム７２０ｍｇ），ヨク
イニン末２５０ｍｇ〕，内核〔モルシン１００ｍｇ，ヨクイニン末５０ｍｇ，
銅クロロフィリンナトリウム１０ｍｇ，酢酸トコフェロール１０ｍｇ〕

外骨腫 未回復 1 第三類 不明

その他の滋養強壮薬

１日量（30ml）中ブクリョウ　268.7mg　　コウカ　256.3mg　　ウイキョ
ウ　193.7mg　　サンヤク　112.5mg　　ニンジン　100mg　　ケイヒ
96.7mg　　チョウジ　96.7mg　　モッコウ　96.7mg　　インヨウカク
87.5mg　　ボウフウ　87.5mg　　アルコール分　14％

アナフィラキシー反応 回復 1 第二類 店頭販売

肝機能異常 軽快 1 不明

薬物性肝障害 回復 1 不明

抗ヒスタミン剤
９錠中塩酸ジフェンヒドラミン９０ｍｇ，グリチルリチン酸二カリウム９
０ｍｇ，リボフラビン６ｍｇ，塩酸ピリドキシン１５ｍｇ，オロチン酸９０
ｍｇ

抗コリン作動性症候群 回復 1 第二類 不明

その他のアレルギー用剤 1日量（2錠）中フェキソフェナジン塩酸塩　120mg 血中乳酸脱水素酵素増加 不明 1 第一類 不明

生薬
１日量（2カプセル）中 赤ブドウ葉乾燥エキス混合物　450mg　(赤ブ
ドウ葉乾燥純エキス360mg)

低カリウム血症 軽快 1 第一類 不明

3包（4.5g）中 麻黄湯エキス粉末　1200mg　(マオウ・キョウニン各
3.75g，ケイヒ3g，カンゾウ1.125g)

アナフィラキシー様反応 回復 1 第二類 不明

横紋筋融解症 軽快 1 不明
偽アルドステロン症 軽快 1 不明
腎障害 軽快 1 不明
感覚鈍麻 回復 1 店頭販売
筋骨格硬直 回復 1 店頭販売
口渇 回復 1 店頭販売
浮動性めまい 回復 1 店頭販売

1日量（10錠）中　辛夷清肺湯エキス粉末　2.5g　＜原生薬換算量＞
シンイ1.5g、チモ1.5g、ビャクゴウ1.5g、オウゴン1.5g、サンシシ
0.75g、バクモンドウ3.0g、セッコウ3.0g、ショウマ0.75g、ビワヨウ0.5g

肝炎 回復 1 第二類 店頭販売

２包（３．７５ｇ）中混合乾燥エキス１．２５ｇ（カンゾウ・ソウジュツ・ニ
ンジン・カンキョウ各１．５ｇ）

腸間膜静脈硬化症 不明 1 第二類 店頭販売

1日量（12錠）中防風通聖散料乾燥エキス　3.1g　（トウキ・シャクヤ
ク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ボウフウ・マ
オウ各 0.74g,ショウキョウ 0.19g, ダイオウ 0.93g, 硫酸ナトリウム十
水和物 0.93g, ビャクジュツ 1.24g, キキョウ 1.24g, オウゴン 1.24g,
カンゾウ 1.24g, セッコウ 1.24g, カッセキ 1.86g）

間質性肺疾患 回復 1 第二類 店頭販売

12錠中エキス散　3.6g　(トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レ
ンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ボウフウ・マオウ各0.6g，ショウキョウ
0.15g，ダイオウ0.75g，無水硫酸ナトリウム0.35g，ビャクジュツ・キ
キョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1g，カッセキ1.5g)

肝機能異常 回復 1 第二類 店頭販売

3包(4.5g)中黄連解毒湯エキス　1.7g　(オウレン・オウバク各1.5g，オ
ウゴン3g，サンシシ2g)

間質性肺疾患 回復 1 第二類 店頭販売

多形紅斑 不明 1 店頭販売

薬物性肝障害 不明 1 店頭販売

3包（6.0g）中葛根湯エキス　5200mg　(カッコン8g，マオウ・タイソウ
各4g，ケイヒ・シャクヤク各3g，カンゾウ2g，ショウキョウ1g)

炎症 軽快 1 第二類 不明

3包（4.5g）中葛根湯エキス(3／4量)　3900mg　(カッコン6g，マオウ・
タイソウ各3g，ケイヒ・シャクヤク各2.25g，カンゾウ1.5g，ショウキョ
ウ0.75g)

薬疹 回復 1 第二類 不明

27丸(6750mg)中ジオウ　1512mg　，　サンシュユ　756mg　，　サン
ヤク　756mg　，　タクシャ　567mg　，　ブクリョウ　567mg　，　ボタン
ピ　567mg　，　ケイヒ　189mg　，　ホウブシ　189mg　，　ハチミツ
1647mg

肝機能異常 回復 1 第二類 不明

3本(90mL)中葛根湯軟エキス　8.3g　(カッコン8g，マオウ・タイソウ各
4g，ケイヒ・シャクヤク各3g，カンゾウ2g，ショウキョウ1g)

スティーブンス・ジョンソン症
候群

軽快 1 第二類 不明

間質性肺疾患 記載なし 1
通信販売（ネット

販売を除く）

薬物性肝障害 記載なし 1
通信販売（ネット

販売を除く）

適用部位小水疱 軽快 1 店頭販売
動悸 軽快 1 店頭販売
浮動性めまい 軽快 1 店頭販売

パニック発作 不明 1 店頭販売

リンパ腫 不明 1 店頭販売

血圧上昇 不明 1 店頭販売

錯乱状態 不明 1 店頭販売

肺の悪性新生物 不明 1 店頭販売

ニコチン依存 未回復 1 不明

脳梗塞 不明 1 不明

肝臓疾患用剤
３包（６ｇ）中乾燥エキス２．０１ｇ（サンシシ・キジツ・シュクシャ・ニン
ジン・ソウハクヒ・シャゼンシ・サンソウニン・ガイヨウ・ウバイ・キッピ
各１．４６ｇ，ケイヒ・ダイオウ各０．３７ｇ）

第二類

漢方製剤

１包（４．５ｇ）中芍薬甘草湯エキス粉末１４５０ｍｇ （シャクヤク・カン
ゾウ各３ｇより抽出）

第二類

1日量（2包）中  辛夷清肺湯エキス粉末　2,500mg　＜原生薬換算
量＞ シンイ 1.5g、オウゴン 1.5g、セッコウ 3.0g、チモ 1.5g、サンシシ
0.75g、ショウマ 0.75g、ビャクゴウ 1.5g、バクモンドウ 3.0g、ビワヨウ
0.5g

第二類

その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 ３包（４．５ｇ）中痛散湯水製乾燥エキス０．５ｇ（マオウ０．７ｇ，キョウ
ニン・カンゾウ各０．５ｇ，ヨクイニン１．３ｇ，ボウイ２ｇ，動物胆０．１
ｇ），マオウ０．６ｇ，ヨクイニン末１．４ｇ，カンゾウ末０．４ｇ，ボウイ末
１．６ｇ

指定第二類

3包中葛根湯エキス　5g　(カッコン8g，マオウ・タイソウ各4g，ケイ
ヒ・シャクヤク各3g，カンゾウ2g，ショウキョウ1g)

第二類

１個中ニコチン２ｍｇ 指定第二類

他に分類されない治療を主目的としない医薬品

1枚(20cm2)中ニコチン35mg 第一類

1個中　ニコチン　2mg 指定第二類
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