
国内副作用報告の状況（一般用医薬品）

（平成２５年８月１日から平成２５年１１月３０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８月１日から平成２５年１１月３０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。
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薬効別 成分名 副作用名 転帰 集計値 販売経路 類別
ＱＴ延長症候群 軽快 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 未回復 1 不明
意識消失 軽快 1 不明
口腔粘膜疹 軽快 1 不明
湿疹 軽快 1 不明

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，酸化マグネシウム１００
ｍｇ

薬疹 軽快 1 店頭販売 指定第二類

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 

蕁麻疹 回復 1 配置販売 指定第二類

１錠中イソプロピルアンチピリン１５０ｍｇ，エテンザミド２５０
ｍｇ，カフェイン５０ｍｇ

中毒性表皮壊死融解症 不明 1 不明 指定第二類

１日量（4錠）中エテンザミド 1000mg, アセトアミノフェン
600mg, 無水カフェイン 140mg, アリルイソプロピルアセチル
尿素 120mg

薬疹 回復 1 配置販売 指定第二類

アナフィラキシー反応 不明 1 不明
各種物質毒性 不明 1 不明
中毒性表皮壊死融解症 不明 1 不明

2錠中 イブプロフェン 144mg 、 エテンザミド 84mg 、
ブロモバレリル尿素 200mg 、 無水カフェイン 50mg 、
乾燥水酸化アルミニウムゲル 66.7mg

アナフィラキシー反応 回復 1 不明 指定第二類

2錠中イブプロフェン 200mg 第７脳神経麻痺 軽快 1 店頭販売 第一類

１錠中アスピリン０．５ｇ 血便排泄 軽快 1 記載なし 指定第二類

アナフィラキシー反応 記載なし 1 不明
中毒性表皮壊死融解症 不明 1 不明
鎮痛剤喘息症候群 不明 1 不明
薬物性肝障害 不明 1 不明
白血球数減少 回復 1 不明
発熱 回復 1 不明
幽門狭窄 軽快 1 不明

4錠中アスピリン 1320mg, 合成ヒドロタルサイト 400mg 肝機能異常 回復 1 店頭販売 指定第二類

３包（３ｇ）中イブプロフェン４５０ｍｇ 腎障害 回復 1 記載なし 指定第二類

発疹 未回復 1 不明
発熱 未回復 1 不明

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）

十二指腸穿孔 軽快 1 不明 第一類

2錠中アセトアミノフェン 200mg, アリルイソプロピルアセチ
ル尿素 30mg, 無水カフェイン 40mg

尿細管間質性腎炎 不明 1 不明 指定第二類

アナフィラキシー様反応 不明 1 不明

急性腎不全 軽快 1 不明

１包（１．２ｇ）中アセトアミノフェン３００ｍｇ，エテンザミド３５０
ｍｇ，無水カフェイン５０ｍｇ，ブロムワレリル尿素２００ｍｇ

アナフィラキシー反応 回復 1 店頭販売 指定第二類

９錠中イブプロフェン４５０ｍｇ，リン酸ジヒドロコデイン２４ｍ
ｇ，ｄｌ‐塩酸メチルエフェドリン６０ｍｇ，マレイン酸クロルフェ
ニラミン７．５ｍｇ，無水カフェイン７５ｍｇ，硝酸チアミン２４ｍ
ｇ，アスコルビン酸３００ｍｇ

肝機能異常 未回復 1 不明 指定第二類

３包中顆粒２．４ｇ（アセトアミノフェン６００ｍｇ，エテンザミド５
００ｍｇ，ノスカピン３０ｍｇ，テオクル酸ジフェニルピラリン４．
５ｍｇ，ｄｌ‐塩酸メチルエフェドリン３０ｍｇ，無水カフェイン１５
０ｍｇ），赤丸剤１８丸（リボフラビン２ｍｇ，ゴオウ２ｍｇ，ニン
ジン末１５０ｍｇ），黄丸剤１８丸（ヘスペリジン３０ｍｇ，ニンジ
ン末１５０ｍｇ）

薬疹 回復 1 店頭販売 指定第二類

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６０ｍ
ｇ（力価），硝酸チアミン２４ｍｇ，リボフラビン１２ｍｇ，ゴオウ
４ｍｇ

スティーブンス・ジョンソン症候群 軽快 1 配置販売 指定第二類

３包（４．５ｇ）中アセトアミノフェン４５０ｍｇ，エテンザミド７５０
ｍｇ，リン酸ジヒドロコデイン１８ｍｇ，グアヤコールスルホン
酸カリウム２２５ｍｇ，小青竜湯乾燥エキス８００ｍｇ，無水カ
フェイン７５ｍｇ

アナフィラキシー反応 軽快 1 店頭販売 指定第二類

そう痒症 軽快 1 配置販売

薬疹 軽快 1 配置販売

３錠中アセトアミノフェン１５０ｍｇ，臭化水素酸デキストロメト
ルファン８ｍｇ，ノスカピン８ｍｇ，ｄｌ‐塩酸メチルエフェドリン１
０ｍｇ，グアヤコールスルホン酸カリウム２５ｍｇ，マレイン酸
カルビノキサミン１．２ｍｇ，無水カフェイン１２ｍｇ

出血性膀胱炎 回復 1 不明 指定第二類

国内副作用報告の状況（一般用医薬品）
平成25年8月1日～平成25年11月30日

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

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

（薬効分類順）

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

１錠中アスピリン３３０ｍｇ，ヒドロタルサイト１００ｍｇ

指定第二類

指定第二類

指定第二類

1カプセル中イブプロフェン・150mg

１錠中エテンザミド２００ｍｇ，アセトアミノフェン８０ｍｇ，アリ
ルイソプロピルアセチル尿素３０ｍｇ，無水カフェイン４０ｍｇ

指定第二類

指定第二類

指定第二類

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，ｄｌ‐塩酸メチルエフェドリン６０ｍｇ，無
水カフェイン５０ｍｇ

指定第二類
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中毒性表皮壊死融解症 後遺症あり 1 不明

薬疹 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

急性膵炎 軽快 1 不明

中毒性表皮壊死融解症 不明 1 不明

イブプロフェン 150mg、アンブロキソール塩酸塩 15mg、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、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

アナフィラキシーショック 回復 1 不明 指定第二類

１包(１．３g)中イブプロフェン１５０ｍｇ，アンブロキソール塩
酸塩１５ｍｇ，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，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

薬疹 軽快 1 不明 指定第二類

3錠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，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

スティーブンス・ジョンソン症候群 軽快 1 不明 指定第二類

アナフィラキシー反応 回復 1 不明

間質性肺疾患 不明 1 店頭販売

薬物性肝障害 回復 1 不明

9錠中トラネキサム酸 750mg, アセトアミノフェン 450mg, エ
テンザミド 750mg, 塩酸ジフェニルピラリン 4mg, 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, グア
ヤコールスルホン酸カリウム 150mg, 無水カフェイン 75mg

薬疹 回復 1 記載なし 指定第二類

意識変容状態 軽快 1 店頭販売
心拍数増加 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

9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

薬疹 軽快 1 不明 指定第二類

1日量（3包3.0g）中アセトアミノフェン 900mg, リゾチーム塩
酸塩 60mg(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, マレイン酸カルビノキサミン
7.5mg, グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg, 無水カフェ
イン 75mg, ヘスペリジン 60mg, アスコルビン酸カルシウム
200mg, チアミン硝化物 24mg, リボフラビン 12mg

中毒性表皮壊死融解症 不明 1 店頭販売 指定第二類

４カプセル中アセトアミノフェン９００ｍｇ，無水カフェイン７５
ｍｇ，デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物４８ｍｇ，ｄ
Ｌ―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３．５ｍｇ

間質性肺疾患 不明 1 店頭販売 指定第二類

３包（３．６ｇ）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２４ｍｇ，ｄｌ‐塩
酸メチルエフェドリン６０ｍｇ，無水カフェイン７５ｍｇ，チアミン
ジスルフィド２４ｍｇ，リボフラビン１２ｍｇ，カンゾウ末８００ｍ
ｇ

スティーブンス・ジョンソン症候群 未回復 1 配置販売 指定第二類

6カプセル中イブプロフェン 450mg, d-マレイン酸クロルフェ
ニラミン 3.5mg, チペピジンヒベンズ酸塩 75mg, 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, チアミン硝化物（ビタミンB 1）
25mg, リボフラビン（ビタミンB 2） 12mg

中毒性表皮壊死融解症 不明 1 店頭販売 指定第二類

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

スティーブンス・ジョンソン症候群 回復 1 不明 指定第二類

スティーブンス・ジョンソン症候群 回復 1 不明

間質性肺疾患 不明 1 不明

ケトチフェンフマル酸塩 1.38mg （ケトチフェン1mg） 過敏症 不明 1 店頭販売 第二類

３カプセル中塩酸プソイドエフェドリン９０ｍｇ，マレイン酸クロ
ルフェニラミン１２ｍｇ，無水カフェイン１２０ｍｇ，塩化リゾ
チーム６０ｍｇ（力価）

薬疹 不明 1 配置販売 指定第二類

1包(1.2g)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，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

6錠中イブプロフェン 450ｍｇ, 塩酸プソイドエフェドリン
135mg, L-カルボシステイン 750mg, 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, 無水カ
フェイン 75mg

３錠中塩酸ブロムヘキシン４ｍｇ，塩化リゾチーム２０ｍｇ（力
価），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，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８ｍ
ｇ，リボフラビン４ｍｇ

指定第二類

９錠中フマル酸クレマスチン１．３４ｍｇ，塩化リゾチーム（リ
ゾチームとして）６０ｍｇ（力価），アセトアミノフェン９００ｍｇ，
リン酸ジヒドロコデイン２４ｍｇ，ノスカピン３６ｍｇ，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２
４０ｍｇ，無水カフェイン７５ｍｇ，ベンフォチアミン２４ｍｇ

耳鼻科用剤

総合感冒剤

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，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，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

指定第二類

指定第二類

指定第二類
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５４ｍＬ中塩酸ブロムヘキシン７．２ｍｇ，塩化リゾチーム３６
ｍｇ（力価），リン酸ジヒドロコデイン１８ｍｇ，ｄｌ‐塩酸メチルエ
フェドリン４５ｍｇ，マレイン酸カルビノキサミン７．２ｍｇ

呼吸不全 回復 1 不明 指定第二類

２カプセル中塩酸ブロムヘキシン４ｍｇ，リン酸ジヒドロコデ
イン１０ｍｇ，ノスカピン２０ｍｇ，ｄｌ‐塩酸メチルエフェドリン２
５ｍｇ，マレイン酸カルビノキサミン４ｍｇ，無水カフェイン５０
ｍｇ

薬物性肝障害 回復 1 不明 指定第二類

１８錠中キョウニンエキス４０ｍｇ，ゴミシエキス５０ｍｇ，サイ
シンエキス４５ｍｇ，ソヨウエキス１００ｍｇ，チンピエキス４５
０ｍｇ，ハンゲエキス５０ｍｇ，シャゼンシエキス２５ｍｇ，カロ
ニンエキス２５ｍｇ，カンゾウ末９００ｍｇ，ショウキョウ末１００
ｍｇ，ノスカピン４５ｍｇ，マレイン酸クロルフェニラミン９ｍｇ

慢性好酸球性肺炎 軽快 1 店頭販売 第二類

止しゃ剤、整腸
剤

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

低カリウム血症 回復 1 記載なし 第三類

健胃消化剤

6錠中上層〔トリメブチンマレイン酸塩（MT）300mg〕，中層〔ビ
オヂアスターゼ2000 120mg，リパーゼAP6 45mg，カンゾウ
末 150mg，ロートエキス30mg〕，下層〔炭酸水素ナトリウム
300mg，沈降炭酸カルシウム600mg，メタケイ酸アルミン酸マ
グネシウム(乾燥物換算) 240mg〕

アナフィラキシーショック 回復 1 記載なし 第二類

3包(6g)中ジオウエキス 1.32g (地黄3g), シャクヤク軟エキ
ス 1.4g (芍薬2g), オウゴンエキス 1.08g (黄ごん3g), ダイ
オウエキス 0.4g (大黄2g), ボタンピエキス 0.66g (牡丹皮
3g), サンシシエキス 0.16g (山梔子0.75g)

急性肝炎 軽快 1 店頭販売 第二類

１錠中大黄甘草湯エキス散２００ｍｇ（ダイオウ２６７ｍｇ，カ
ンゾウ６７ｍｇ）

尿閉 不明 1 不明 第二類

１８錠中乾燥酵母２．０７ｇ，コンチーム９９０ｍｇ，ジアスター
ゼ３６０ｍｇ，乳酸菌末３６ｍｇ，リン酸水素カルシウム６３０
ｍｇ，塩酸チアミン９ｍｇ，リボフラビン３．６ｍｇ

小腸穿孔 未回復 1 店頭販売 第三類

6錠中メチルメチオニンスルホニウムクロライド150.0mg，水
酸化マグネシウム100.0mg，炭酸水素ナトリウム900.0mg，沈
降炭酸カルシウム1200.0mg，ロートエキス3倍散90.0mg
（ロートエキス30.0mg），ソウジュツ乾燥エキス50.0mg（ソウ
ジュツ500.0mg），センブリ末30.0mg，ビオヂアスターゼ2000
24.0mg，リパーゼAP12 15.0mg

スティーブンス・ジョンソン症候群 回復 1 不明 第二類

9錠中タカヂアスターゼN1 150mg, リパーゼAP12 60mg, 有
胞子性乳酸菌(ラクボン原末) 60mg, ケイ酸アルミン酸マグ
ネシウム 735mg, 合成ヒドロタルサイト 600mg, 沈降炭酸カ
ルシウム 420mg, オウバク末 105mg, ケイヒ末 225mg,
ショウキョウ末 75mg, チョウジ末 30mg, ウイキョウ末
60mg, l-メントール 9mg, アルジオキサ 60mg, カンゾウ末
150mg

スティーブンス・ジョンソン症候群 軽快 1 不明 第二類

寄生性皮膚疾患
用剤

１００g中テルビナフィン塩酸塩１g，クロタミトン５g，グリチル
レチン酸０．５g，ｌ－メントール２g，尿素５g

異汗性湿疹 未回復 1 店頭販売 指定第二類

皮ふ軟化剤（腐
しょく剤を含
む。）

サリチル酸絆創膏 慢性骨髄炎 未回復 1 店頭販売 第二類

混合ビタミン剤
（ビタミンA・D混
合製剤を除く）

３錠中メコバラミン１５００μｇ，葉酸５ｍｇ，酢酸ｄ‐α-トコ
フェロール１００ｍｇ，塩酸フルスルチアミン１０９．１６ｍｇ（フ
ルスルチアミンとして１００ｍｇ），塩酸ピリドキシン１００ｍｇ

アナフィラキシー反応 軽快 1 店頭販売 第三類

腎盂腎炎 軽快 1 不明

脱水 未回復 1 不明

半月板損傷 軽快 1 不明

肝臓疾患用剤

１５錠中水製エキス１．８ｇ（ケツメイシ１０ｇ，サイコ０．５ｇ，
サンシシ１．５ｇ，タクシャ０．２ｇ，ケイヒ・チョレイ・ビャクジュ
ツ・ブクリョウ各０．１ｇ，インチンコウ３ｇ），ケイヒ末０．４ｇ，タ
クシャ末０．８ｇ，ビャクジュツ末・ブクリョウ末・チョレイ末各
０．５ｇ

薬物性肝障害 軽快 1 店頭販売 第三類

総合代謝性製剤

２錠中 エゾウコギ乾燥エキス １２ｍｇ （エゾウコギ３００ｍ
ｇ），オウギ乾燥エキス ３０ｍｇ （黄耆２４０ｍｇ），オキソア
ミヂン末 ５０ｍｇ，Ｌ－アルギニン塩酸塩 ５０ｍｇ，チアミン
硝化物１０ｍｇ，リボフラビン４ｍｇ，ピリドキシン塩酸塩 １０
ｍｇ，トコフェロールコハク酸エステルカルシウム ２０．７ｍｇ
（トコフェロールコハク酸エステル２０ｍｇ），Ｌ－アスコルビン
酸ナトリウム １１２．６ｍｇ （アスコルビン酸１００ｍｇ），ニコ
チン酸アミド ２５ｍｇ ，無水カフェイン ５０ｍｇ

徐脈 未回復 1 不明 第三類

他に分類されな
いその他の代謝
性医薬品

１錠中コンドロイチン硫酸ナトリウム２６０ｍｇ 膵炎 回復 1 店頭販売 第三類

2包（5.4g）中 麦門冬湯エキス散(「診療医典」，3／4量)
4650mg (バクモンドウ7.5g，ハンゲ・コウベイ各3.75g，タイソ
ウ2.25g，ニンジン・カンゾウ各1.5g，添加物デキストリンを含
む)

ミオパチー 未回復 1 店頭販売 第二類

苓桂朮甘湯エキス(1／2量) 800mg (ブクリョウ3g，ケイヒ
2g，ビャクジュツ1.5g，カンゾウ1g)

下痢 回復 1 店頭販売 第二類

鎮咳去たん剤

下剤、浣腸剤

複合胃腸剤

カルシウム剤
２錠中沈降炭酸カルシウム１．５２５ｇ（カルシウム６１０ｍ
ｇ），炭酸マグネシウム１１８．４ｍｇ（マグネシウム３０ｍｇ），
コレカルシフェロール４００Ｉ．Ｕ．

第二類
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喉頭浮腫 不明 1 不明

薬物不耐性 不明 1 不明

２包（３．７５ｇ）中乾燥エキス２．２５ｇ（オウゴン・カンゾウ・キ
キョウ・セッコウ・ビャクジュツ各１ｇ，ダイオウ０．７５ｇ，ケイ
ガイ・サンシシ・シャクヤク・センキュウ・トウキ・ハッカ・ボウフ
ウ・マオウ・レンギョウ各０．６ｇ，ショウキョウ０．１５ｇ，カッセ
キ１．５ｇ，乾燥ボウショウ０．３５ｇ）

黄疸 軽快 1 店頭販売 第二類

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）

肺障害 軽快 1 不明 第二類

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）

慢性膵炎 未回復 1 店頭販売 第二類

１２錠中大柴胡湯乾燥エキス２．２５ｇ（サイコ ３．０ｇ，ハンゲ
２．０ｇ，ショウキョウ ０．５ｇ，オウゴン １．５ｇ，シャクヤク
１．５ｇ，タイソウ １．５ｇ，キジツ １．０ｇ，ダイオウ ０．５ｇ）

薬物性肝障害 記載なし 1 不明 第二類

１８錠中胃苓湯水製エキス０．６０８ｇ（カンゾウ０．３ｇ，ケイヒ
０．６ｇ，コウボク・ソウジュツ・タクシャ・チョレイ・チンピ・ビャ
クジュツ・ブクリョウ各０．７５ｇ，ショウキョウ・タイソウ各０．４
５ｇ），カンゾウ末０．０５１ｇ，ケイヒ末０．１０２ｇ，コウボク末・
チンピ末・ソウジュツ末・タクシャ末・ビャクジュツ末・ブクリョ
ウ末・チョレイ末各０．１２８ｇ，ショウキョウ末・タイソウ末各
０．０７７ｇ

薬物性肝障害 軽快 1 店頭販売 第二類

１２錠中荊芥連翹湯エキス末３ｇ（トウキ・シャクヤク・セン
キュウ・ジオウ・オウレン・オウゴン・オウバク・サンシシ・レン
ギョウ・ケイガイ・ボウフウ・ハッカ・キジツ・カンゾウ各０．９
ｇ，ビャクシ・キキョウ・サイコ各１．５ｇ）

間質性肺疾患 回復 1 店頭販売 第二類

間質性肺疾患 記載なし 1 記載なし

偽アルドステロン症 回復 1 店頭販売

薬物性肝障害 回復 1 店頭販売

その他の生薬及
び漢方処方に基
づく医薬品

１２錠中ダイオウ末１７５ｍｇ，カノコソウ末２０７ｍｇ，ケイヒ
末１７０ｍｇ，センキュウ末１００ｍｇ，ソウジュツ末１００ｍｇ，
シャクヤク末３００ｍｇ，ブクリョウ末１７５ｍｇ，トウキ末３００
ｍｇ，コウブシ末５０ｍｇ，ゴシュユ４０ｍｇ，ハンゲ７５ｍｇ，ニ
ンジン４０ｍｇ，コウカ５０ｍｇ，塩酸チアミン５ｍｇ，リボフラビ
ン１ｍｇ，塩酸ピリドキシン０．５ｍｇ，シアノコバラミン１μg，
パントテン酸カルシウム５ｍｇ，葉酸０．５ｍｇ，アミノエチルス
ルホン酸（アミノエチルスルホン酸（タウリン））９０ｍｇ，コハ
ク酸ｄｌ－α－トコフェロール（ビタミンE）５ｍｇ，パールカルク
１０ｍｇ，ビオチン１μg，ソーヤレシチン１０ｍｇ

多形紅斑 回復 1 店頭販売 第二類

拡張期血圧上昇 不明 1 店頭販売

血圧上昇 回復 1 店頭販売

記憶障害 不明 1 店頭販売

ニコチン依存 未回復 1 不明

漢方製剤

２包（５ｇ）中乾燥エキス２．８ｇ（カッコン２．６４ｇ，タイソウ・マ
オウ各１．９８ｇ，カンゾウ・ケイヒ・シャクヤク各１．３２ｇ，ショ
ウキョウ０．６６ｇ）

12錠中五淋散料エキス 2.55g (ブクリョウ3g，トウキ・オウ
ゴン・カンゾウ・ジオウ・タクシャ・モクツウ・カッセキ・シャゼン
シ各1.5g，シャクヤク・サンシシ各1g)

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

1個中 ニコチン2mg

第一類

指定第二類

第二類
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