
 

 

 

 

 

 

国内副作用報告の状況（一般用医薬品） 

（平成 26 年４月１日から平成 26 年７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 26 年４月１日から平成 26 年７月３１日（以下、「本報

告期間」という。）に新たに提出された報告書の件数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。 
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薬効別 成分名 副作用名 転帰 集計 類別 販売経路
アナフィラキシー反応 回復 1 店頭販売
ショック 回復 1 店頭販売

１錠中 イブプロフェン６５mg, アセトアミノフェン６５mg, 無
水カフェイン４０mg, アリルイソプロピルアセチル尿素３０
mg, 乾燥水酸化アルミニウムゲル３５mg

アナフィラキシー反応 軽快 1 指定第二類 不明

アスパラギン酸アミノトラ
ンスフェラーゼ増加

不明 1 不明

アナフィラキシー反応 回復 1 不明
１錠中アスピリン500ｍｇ アナフィラキシーショック 回復 1 指定第二類 不明
１錠中イソプロピルアンチピリン１５０ｍｇ，イブプロフェン
５０ｍｇ，無水カフェイン５０ｍｇ

薬物性肝障害 回復 1 指定第二類 不明

１錠中イブプロフェン６５mg, アセトアミノフェン６５mg, 無
水カフェイン４０mg, 乾燥水酸化アルミニウムゲル３５mg

肝機能異常 不明 1 指定第二類 不明

スティーブンス・ジョンソ
ン症候群

不明 1 店頭販売

十二指腸穿孔 回復 1 店頭販売
中毒性表皮壊死融解症 回復 1 不明

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

不明 1 店頭販売

２錠中イブプロフェン１５０ｍｇ 薬物性肝障害 不明 1 指定第二類 不明
悪心 軽快 1 不明
感覚鈍麻 回復 1 不明
湿疹 回復 1 店頭販売
舌腫脹 回復 1 店頭販売

軽快 不明
不明 不明

浮動性めまい 回復 1 不明
薬疹 軽快 1 不明
嘔吐 回復 1 不明

発熱 回復 1 不明

薬疹 回復 1 不明

６錠中アセトアミノフェン600mg、エテンザミド1000mg、無
水カフェイン200mg、アリルイソプロピルアセチル尿素
120mg、ベンフォチアミン25mg、カンゾウ乾燥エキス
72mg　（甘草504mg）

スティーブンス・ジョンソ
ン症候群

回復 1 指定第二類 配置販売

1包(0.97g)中アセトアミノフェン300mg，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41.67mg，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

スティーブンス・ジョンソ
ン症候群

不明 1 指定第二類 店頭販売

１包（１．２ｇ）中アセトアミノフェン３００ｍｇ、ブロムヘキシ
ン塩酸塩４ｍｇ，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，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４ｍ
ｇ

肝機能異常 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 店頭販売

意識変容状態 回復 1 不明

無力症 回復 1 不明

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

回復 1 不明

３包（２．１ｇ）中アセトアミノフェン９００ｍｇ，ｄｌ‐メチルエ
フェドリン塩酸塩３０ｍｇ，無水カフェイン７５ｍｇ，カンゾ
ウ末２００ｍｇ，ケイヒ末２００ｍｇ，ショウキョウ末１００ｍ

多形紅斑 不明 1 指定第二類 店頭販売

３包（３ｇ）中リゾチーム塩酸塩６０ｍｇ（力価），カンゾウエ
キス末１００ｍｇ（カンゾウ７００ｍｇ），アセトアミノフェン９
００ｍｇ，クロルフェニラミンマレイン酸塩７．５ｍｇ，ｄｌ‐塩
酸メチルエフェドリン塩酸塩６０ｍｇ，チペピジンヒベンズ
酸塩７５ｍｇ，無水カフェイン７５ｍｇ

中毒性表皮壊死融解症 死亡 1 指定第二類 記載なし

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

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

１錠中アスピリン３３０ｍｇ，合成ヒドロタルサイト（ダイ
バッファーHT）１００ｍｇ

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

中毒性表皮壊死融解症

２錠中イブプロフェン１５０ｍｇ，酸化マグネシウム１００ｍ
ｇ, アリルイソプロピルアセチル尿素６０ｍｇ，無水カフェ
イン８０ｍｇ

3錠中アセトアミノフェン300mg，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41.67mg，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

解熱鎮痛
消炎剤

１カプセル中イブプロフェン２００mg

３錠中アセトアミノフェン３００ｍｇ，ブロムヘキシン塩酸
塩４ｍｇ，ジヒドロコデインリン酸塩８ｍｇ，ノスカピン１６
ｍｇ，ｄｌ‐メチルエフェドリン塩酸塩２０ｍｇ，リゾチーム塩
酸塩３０ｍｇ（力価），マレイン酸カルビノキサミン２．５ｍ
ｇ，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

指定第二類
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3包中 イブプロフェン450mg, ブロムヘキシン塩酸塩
12mg, 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, メキタジン4mg, グリチルリチン酸39mg,
無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg

多形紅斑 不明 1 指定第二類 不明

４カプセル中アセトアミノフェン９００ｍｇ，無水カフェイン７
５ｍｇ，デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物４８ｍ
ｇ，ｄl－メチルエフェドリン塩酸塩４０ｍｇ，ブロムヘキシン
塩酸塩８ｍｇ，ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩３．５ｍ
ｇ

皮膚粘膜眼症候群 不明 1 指定第二類 店頭販売

４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４５０ｍｇ，クロルフェニラミンマレイン酸塩７．５
ｍｇ，ジヒドロコデインリン酸塩１２ｍｇ，ｄｌ‐メチルエフェド
リン塩酸塩６０ｍｇ，カンゾウエキス末１１８ｍｇ（原生薬と
して９８３ｍｇ），無水カフェイン７５ｍｇ

薬物性肝障害 不明 1 指定第二類 店頭販売

排尿困難 未回復 1 店頭販売

便秘 未回復 1 店頭販売

軽快 不明
軽快 不明

中毒性表皮壊死融解症 回復 1 不明
播種性血管内凝固 軽快 1 不明

6錠イブプロフェン450mg，塩酸プソイドエフェドリン
135mg，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，無水カフェイン75mg

スティーブンス・ジョンソ
ン症候群

回復 1 指定第二類 不明

６錠中イブプロフェン４５０ｍｇ，クロルフェニラミンマレイ
ン酸塩７．５ｍｇ，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７５ｍｇ，
ヘスぺリジン９０ｍｇ

スティーブンス・ジョンソ
ン症候群

回復 1 指定第二類 不明

呼吸困難 回復 1 店頭販売

全身性皮疹 回復 1 店頭販売

9錠中 イブプロフェン　450mg　，　クレマスチンフマル酸
塩　1.34mg　(クレマスチン1mg)，　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　，
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)

アナフィラキシー反応 回復 1 指定第二類 配置販売

９錠中アセトアミノフェン９００ｍｇ，デキストロメトルファン
臭化水素酸塩水和物４８ｍｇ，ｄｌ‐メチルエフェドリン塩酸
塩６０ｍｇ，キキョウエキス１８０mg（キキョウ６００ｍｇに
相当），クロルフェニラミンマレイン酸塩７．５ｍｇ，カンゾ
ウエキス１８７．５mg（カンゾウ７５０ｍｇに相当），無水カ
フェイン７５ｍｇ，ビタミンＢ１硝酸塩１２ｍｇ，ビタミンＣカ
ルシウム塩（アスコルビン酸カルシウム）３００ｍｇ

肝障害 軽快 1 指定第二類 不明

９錠中アセトアミノフェン９００ｍｇ，ヨウ化イソプロパミド６
ｍｇ，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６０ｍｇ，無水カフェイン７５ｍ
ｇ，ヘスペリジン９０ｍｇ

多形紅斑 軽快 1 指定第二類 不明

９錠中イブプロフェン４５０ｍｇ，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，クロルフェ
ニラミンマレイン酸塩７．５ｍｇ，無水カフェイン７５ｍｇ，
チアミン硝化物２４ｍｇ，アスコルビン酸３００ｍｇ

各種物質毒性 回復 1 指定第二類 不明

中毒性表皮壊死融解症 回復 1 記載なし

発疹 回復 1 不明

発熱 回復 1 不明

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

薬疹 不明 1 指定第二類 店頭販売

アナフィラキシー様反応 不明 1 店頭販売

間質性肺疾患 軽快 1 店頭販売

多形紅斑 回復 1 店頭販売

総合感冒
剤

2

6カプセル中　アセトアミノフェン900mg、ベラドンナ総ア
ルカロイド0.3mg、塩酸ジフェニルピラリン4mg、ｄｌ-塩酸メ
チルエフェドリン60mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、塩
酸ノスカピン48mg、グアイフェネシン150mg、無水カフェ
イン75mg

9錠中イブプロフェン４５０mg，ブロムヘキシン塩酸塩１２
mg，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

指定第二類

６カプセル中メキタジン４ｍｇ，アセトアミノフェン９００ｍ
ｇ，ジヒドロコデインリン酸塩１８ｍｇ，ノスカピン４８ｍｇ，ｄ
ｌ‐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

スティーブンス・ジョンソ
ン症候群

６錠中トラネキサム酸７５０ｍｇ，イブプロフェン４５０ｍｇ，
クレマスチンフマル酸塩１．３４ｍｇ（クレマスチンとして１
ｍｇ），ブロムヘキシン塩酸塩１２ｍｇ，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，チ
アミン硝化物２５ｍｇ，リボフラビン１２ｍｇ

９錠中クレマスチンフマル酸塩１．３４ｍｇ（クレマスチン１
ｍｇ），アセトアミノフェン９００ｍｇ，リゾチーム塩酸塩６０
ｍｇ（力価），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２４０ｍｇ，無水カフェイン７５ｍｇ，チアミンジスルフィ
ド２４ｍｇ，カンゾウ乾燥エキス１０５ｍｇ（カンゾウ８１９ｍ
ｇ）

指定第二類

指定第二類

指定第二類

指定第二類
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肝機能異常 軽快 1 不明

薬疹 不明 1 店頭販売

9錠中麻黄エキス５６６ｍｇ，ケイヒ末２７０ｍｇ，カンゾウ
エキス１８８ｍｇ，ニンジン軟エキス１００ｍｇ，クレマスチ
ンフマル酸塩１．３４mg，アセトアミノフェン９００mg，無水
カフェイン９０mg，デキストロメトルファン臭化水素酸塩水
和物４８mg，グアイフェネシン２４０mg，ベンフォチアミン
（ビタミンB1誘導体）２４mg

アナフィラキシー反応 軽快 1 指定第二類 不明

マレイン酸クロルフェニラミン、アセトアミノフェン、アスピ
リンアルミニウム、エテンザミド（エトキシベンズアミド）、
リン酸ジヒドロコデイン、dl-塩酸メチルエフェドリン、グア
ヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンフォ
チアミン（ビオタミン）、リボフラビン
※承認整理済み

中毒性表皮壊死融解症 後遺症あり 1

-
(現行リスク
区分の制度
開始前に承

認整理)

記載なし

眼科用剤

１００ｍＬ中レチノールパルミチン酸エステル３０，０００単
位，酢酸ｄ‐α‐トコフェロール５０ｍｇ，ピリドキシン塩酸
塩４０ｍｇ，Ｌ‐アスパラギン酸カリウム１ｇ，塩酸テトラヒド
ロゾリン１０ｍｇ，クロルフェニラミンマレイン酸塩３０ｍｇ，
ネオスチグミンメチル硫酸塩５ｍｇ

アナフィラキシーショック 回復 1 第二類 不明

2錠中（外層）マレイン酸クロルフェニラミン６mg, 塩酸フェ
ニレフレン６mg, ダツラエキス１２mg, （内核）マレイン酸ク
ロルフェニラミン６mg, 塩酸フェニレフレン６mg, ダツラエ
キス１２mg

意識消失 回復 1 第二類 不明

顔面腫脹 回復 1 不明
全身紅斑 回復 1 不明
剥脱性皮膚炎 回復 1 不明
発熱 回復 1 不明

４カプセル中クロルフェニラミンマレイン酸塩８mg, 塩酸
プソイドエフェドリン１２０mg, ベラドンナ総アルカロイド
０．４mg, グリチルリチン酸４５mg, 無水カフェイン１００mg

急性汎発性発疹性膿疱
症

記載なし 1 指定第二類 記載なし

３０ｍＬ中リン酸ジヒドロコデイン３０ｍｇ，塩酸トリメキ
ノール６ｍｇ，マレイン酸クロルフェニラミン１２ｍｇ，グア
ヤコールスルホン酸カリウム２７０ｍｇ，キキョウエキス１
０５ｍｇ，バクモンドウエキス500mg，セネガエキス４２ｍ
ｇ，ソヨウ流エキス０．２１ｍＬ，無水カフェイン６２．５ｍｇ

間質性肺疾患 軽快 1 指定第二類 不明

6カプセル中Ｌ-カルボシステイン750mg、塩酸ブロムヘキ
シン12mg

協調運動異常 未回復 1 第二類 店頭販売

９錠中ジヒドロコデインリン酸塩３０ｍｇ，ｄｌ‐メチルエフェ
ドリン塩酸塩７５ｍｇ，ノスカピン６０ｍｇ，ブロムヘキシン
塩酸塩１２ｍｇ，トラネキサム酸４２０ｍｇ

肝機能異常 軽快 1 指定第二類 不明

１２丸中オウバク末・ケイヒ末各０．１ｇ，ゲンチアナ末０．
０５ｇ，クレオソート０．２５ｇ，カンゾウ末０．２３ｇ，チンピ
末０．３２ｇ

潰瘍 回復 1 第二類 記載なし

3錠中ラクトミン(フェーカリス菌)　24mg, ラクトミン(アシド
フィルス菌)　54mg, ビフィズス菌　24mg, セルラーゼAP3
180mg, ジメチルポリシロキサン　180mg

血中クレアチンホスホキ
ナーゼ増加

軽快 1 第三類 不明

９錠中ベルベリン塩化物水和物３００ｍｇ，ゲンノショウコ
エキス１．０８ｇ（ゲンノショウコ７．５６ｇ），シャクヤク末３
００ｍｇ，カンゾウエキス粉末５２．５ｍｇ（カンゾウ７５１ｍ
ｇ），ロートエキス４５ｍｇ，メタケイ酸アルミン酸マグネシ
ウム７００ｍｇ

スティーブンス・ジョンソ
ン症候群

不明 1 第二類 記載なし

健胃消化
剤

３包（３ｇ）中テプレノン１１２．５ｍｇ，ソウジュツ乾燥エキ
ス１５０ｍｇ（ソウジュツ１．５ｇ），コウボク乾燥エキス８３．
４ｍｇ（コウボク１ｇ）

薬物性肝障害 不明 1 第二類 記載なし

虚血性大腸炎 回復 1 不明
腸炎 回復 1 不明

複合胃腸
剤

３包（4200ｍｇ）中ノイシリンA（ケイ酸アルミン酸マグネシ
ウム）１２００ｍｇ，炭酸マグネシウム３００ｍｇ，炭酸水素
ナトリウム７５０ｍｇ，ロートエキス３倍散９０ｍｇ，アルジ
オキサ２００ｍｇ，銅クロロフィリンナトリウム４８ｍｇ，カン
ゾウ末３００ｍｇ，ウルソデオキシコール酸３０ｍｇ，リ
パーゼ１２０ｍｇ，ビオヂアスターゼ２０００　２５ｍｇ，プロ
ザイム３０ｍｇ，ケイヒ末３００ｍｇ，ゲンチアナ末１５０ｍｇ

胃潰瘍 回復 1 第二類 配置販売

1g中フラジオマイシン硫酸塩3.5mg，フルオシノロンアセ
トニド0.25mg

緑内障 未回復 1 指定第二類 不明

膏体 100g(1000cm2)中　サリチル酸グリコール　2.0g ,
グリチルレチン酸　0.05g , l-メントール　1.0g , 酢酸トコ
フェロール　0.3g

皮膚化学熱傷 記載なし 1 第三類 不明

膏体100g(1000cm2（1枚14×10cm2）)中サリチル酸メチ
ル0.5g, dl-カンフル0.5g, l-メントール0.3g

アナフィラキシー反応 未回復 1 第三類 記載なし

毛髪用剤 １００ｍＬ中ミノキシジル５ｇ 血管腫 回復 1 第一類 不明

下剤、浣
腸剤

3錠中ビサコジル15mg, ジオクチルソジウムスルホサク
シネート(DSS)24mg

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（ビタミンB1誘導体）２４ｍｇ

鎮痛，鎮
痒，収れ
ん，消炎
剤

耳鼻科用
剤

4カプセル中 プソイドエフェドリン塩酸塩120mg, ベラドン
ナ総アルカロイド0.4mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩
8mg, サイシン乾燥エキス40mg（細辛400mg）, 無水カフェ
イン100mg

鎮咳去た
ん剤

止しゃ剤、
整腸剤

第二類

指定第二類

指定第二類
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１００ｍＬ中ヨウ素０．５ｇ
スティーブンス・ジョンソ
ン症候群

回復 1 第三類 不明

6個中 クロルヘキシジン塩酸塩30mg, アズレンスルホン
酸ナトリウム4.8mg, グリチルリチン酸二カリウム15mg, キ
キョウ流エキス400mg

アナフィラキシー反応 回復 1 第二類 記載なし

下痢 軽快 1 店頭販売

歯痛 軽快 1 店頭販売

頭痛 軽快 1 店頭販売

総合代謝
性製剤

1本(50mL)中アミノエチルスルホン酸(タウリン)1500mg,
ローヤルゼリー200mg, ニンジンエキス-P90mg（人参
630mg）, ハゲキテン流エキス0.2mL, （巴戟天200mg）, オ
ウギ流エキス-C0.1mL（黄耆100mg）, チアミン硝化物
10mg, リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg, ピリド
キシン塩酸塩5mg, 酢酸トコフェロール 50mg, ニコチン酸
アミド20mg, イノシトール100mg, 無水カフェイン50mg

高カリウム血症 不明 1 第二類 店頭販売

１錠中クリプトシアニンＯ．Ａ．コンプレックス１００μｇ 脳出血 回復 1 第三類 店頭販売
１錠中クリプトシアニンＯ．Ａ．コンプレックス５０μｇ 湿疹 未回復 1 第三類 店頭販売

黄疸 軽快 1 店頭販売

肝機能検査異常 軽快 1 店頭販売

肝酵素上昇 回復 1 不明

薬物性肝障害 不明 1 不明

１２錠中防風通聖散料製乾燥エキス３ｇ（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０．２ｇ，ダイオウ・
ボウショウ各０．７５ｇ，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）

間質性肺疾患 軽快 1 第二類 店頭販売

間質性肺疾患 不明 1 不明

薬物性肝障害 不明 1 不明

１日量（３包（１包２g））中芍薬甘草湯エキス1.0g（シャク
ヤク３．０g, カンゾウ３．０g）

偽アルドステロン症 軽快 1 第二類 不明

1日量(3包：6.0g)中清肺湯エキス3.2g（オウゴン 1.0g、キ
キョウ 1.0g、ソウハクヒ 1.0g、キョウニン 1.0g、サンシシ
1.0g、テンモンドウ 1.0g、バイモ 1.0g、チンピ 1.0g、タイソ
ウ 1.0g、チクジョ 1.0g、ブクリョウ 1.5g、トウキ 1.5g、バク
モンドウ 1.5g、ゴミシ 0.25g、ショウキョウ 0.25g、カンゾウ
0.5g）

中毒性皮疹 不明 1 第二類 不明

1日量3包(1包3.0g)中葛根湯乾燥エキス4.25g（カッコン
4g，タイソウ・マオウ各3g，カンゾウ・ケイヒ・シャクヤク各
2g，ショウキョウ1g）

多形紅斑 回復 1 第二類 配置販売

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)

薬物性肝障害 不明 1 第二類 不明

３包（６ｇ）中茵ちん蒿湯水製エキス１．２ｇ（インチンコウ
４ｇ，サンシシ３ｇ，ダイオウ１ｇ）

腸間膜静脈硬化症 回復 1 第二類 不明

３包（成人１日量）中葛根湯エキス（4／5量）3456mg
（カッコン6.41g、マオウ3.21g、タイソウ3.21g、ケイヒ
2.41g、シャクヤク2.41g、カンゾウ1.6g、ショウキョウ0.8g）

アナフィラキシー様反応 回復 1 第二類 店頭販売

8錠中桂枝茯苓丸エキス(2／3量)1533mg（ケイヒ・ブク
リョウ・ボタンピ・トウニン・シャクヤク各2.67g）, ケイヒ末
100mg, ブクリョウ末100mg, ボタンピ末100mg, トウニン
末100mg, シャクヤク末100mg

肝機能異常 軽快 1 第二類
ネット販

売

肝機能異常 軽快 1 不明

肺動脈性肺高血圧症 回復 1 不明

その他の
歯科口腔
用剤

その他の
滋養強壮
薬

１本（３０ｍＬ）中ローヤルゼリー１００ｍｇ，ニンジン流エ
キス０．６ｍＬ（ニンジン０．６ｇ），インヨウカク流エキス０．
１ｍＬ（インヨウカク０．１ｇ），チアミン硝化物５ｍｇ，リボフ
ラビンリン酸エステルナトリウム５ｍｇ，ピリドキシン塩酸
塩５ｍｇ，ニコチン酸アミド３０ｍｇ，無水カフェイン５０ｍｇ

色素製剤

第二類

漢方製剤

12錠中 防風通聖散料エキス粉末3,420mg（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0.72g，ショウキョウ0.24g，ダイオ
ウ0.9g，乾燥硫酸ナトリウム0.45g，ビャクジュツ・キキョ
ウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1.2g，カッセキ1.8gより
抽出。）

12錠中防風通聖散料乾燥エキス 2.50g （ボウフウ・セン
キュウ・シャクヤク・トウキ・マオウ・サンシシ・ハッカ・レン
ギョウ・ケイガイ各0.60g，オウゴン・ビャクジュツ・キキョ
ウ・カンゾウ・セッコウ各1.00g，硫酸ナトリウム十水和物
0.75g，ショウキョウ0.15g，ダイオウ0.75g，カッセキ1.50g）

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）

第二類

第二類

第二類

第二類

９錠中防風通聖散料乾燥エキス３ｇ（キキョウ・ビャクジュ
ツ・カンゾウ・オウゴン・セッコウ各１．２ｇ，ダイオウ０．９
ｇ，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０．７２ｇ，ショウキョ
ウ０．２４ｇ，カッセキ１．８ｇ，ボウショウ０．９ｇ）
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1個中　ニコチン　2mg てんかん 不明 1 指定第二類 記載なし

そう痒症 未回復 1 不明

湿疹 未回復 1 不明

他に分類
されない治
療を主目
的としない
医薬品

1枚（1枚34×44mm2）中ニコチン78mg 第一類
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