
 

 

 

 

 

 

国内副作用報告の状況（一般用医薬品） 

（平成２２年８月１日から平成２２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２２年８月１日から平成２２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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国内副作用報告の状況（一般用医薬品）
（平成２２年８月１日～平成２２年１１月３０日） （薬効分類順）

薬効別 成分名 副作用名 集計 類別 販売経路
スティーブンス・ジョンソ
ン症候群

1

中毒性表皮壊死融解症 1
アナフィラキシー反応 1
劇症肝炎 1
多形紅斑 1

アナフィラキシーショック 1

薬疹 1

解熱鎮痛消炎剤
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

腎障害 1 第2類 不明

解熱鎮痛消炎剤
2錠（1回量）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

薬疹 1 指定第2類 －

肝機能異常 1

全身性皮疹 1

解熱鎮痛消炎剤
６錠中イブプロフェン４５０ｍｇ，アリルイソプロピ
ルアセチル尿素１８０ｍｇ，無水カフェイン２４０ｍ
ｇ

スティーブンス・ジョンソ
ン症候群

1 指定第2類 薬局又は店舗販売

下部消化管出血 1
小腸狭窄 1
小腸潰瘍 1

解熱鎮痛消炎剤 １錠中アセトアミノフェン３３ｍｇ 動脈管早期閉鎖 1 第2類 不明

精神神経用剤

１０錠中チョウトウ末・サンソウニン・テンナンショ
ウ末・シンイ末・インヨウカク末・サイシン末各３０
ｍｇ，ニンジン末４７５ｍｇ，ブロムワレリル尿素６
００ｍｇ，カフェイン３００ｍｇ，ルチン５０ｍｇ，グリ
セロリン酸カルシウム３００ｍｇ

アナフィラキシーショック 1 指定第2類 薬局又は店舗販売

総合感冒剤

９錠中イブプロフェン４５０ｍｇ，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，
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２４ｍｇ，アスコルビ
ン酸３００ｍｇ

中毒性皮疹 1 指定第2類 不明

肝機能異常 1

薬疹 1

総合感冒剤

６カプセル中アセトアミノフェン２７０ｍｇ，エテンザ
ミド１．０５ｇ，臭化水素酸デキストロメトルファン４
８ｍｇ，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，アスコルビン酸
ナトリウム５００ｍｇ，無水カフェイン７５ｍｇ

蕁麻疹 1 指定第2類 不明

総合感冒剤

9錠トラネキサム酸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，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，グアヤクコールスルホン
酸カリウム150mg，無水カフェイン75mg

アナフィラキシーショック 1 指定第2類 －

総合感冒剤

９錠中イブプロフェン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２４
ｍｇ，ｄｌ‐塩酸メチルエフェドリン６０ｍｇ，無水カ
フェイン７５ｍｇ，リボフラビン１２ｍｇ

指定第2類 薬局又は店舗販売

解熱鎮痛消炎剤
１錠中アスピリン３３０ｍｇ，ヒドロタルサイト１００
ｍｇ

指定第2類

解熱鎮痛消炎剤
４錠中アセトアミノフェン６００ｍｇ，エテンザミド１
ｇ，アリルイソプロピルアセチル尿素１２０ｍｇ，無
水カフェイン２００ｍｇ，ベンフォチアミン１０ｍｇ

指定第2類 配置販売

解熱鎮痛消炎剤
２錠中イブプロフェン１４４ｍｇ，エテンザミド８４ｍ
ｇ，ブロムワレリル尿素２００ｍｇ，無水カフェイン
５０ｍｇ

治療薬毒性 2 指定第2類

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８０
ｍｇ，アリルイソプロピルアセチル尿素６０ｍｇ

指定第2類

解熱鎮痛消炎剤
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１００ｍｇ

指定第2類

解熱鎮痛消炎剤 ２錠中イブプロフェン１５０ｍｇ 第2類 薬局又は店舗販売

解熱鎮痛消炎剤 ６錠中アセトアミノフェン９００ｍｇ 動脈管早期閉鎖

不明

不明

不明

不明

不明

3 第2類
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総合感冒剤

６カプセル中ゴオウ４．５ｍｇ，ジリュウ乾燥エキ
ス９０ｍｇ（ジリュウ６９３ｍｇ），ケイヒ乾燥エキス３
３ｍｇ（ケイヒ７２６ｍｇ），カンゾウエキス末９６ｍｇ
（カンゾウ６７２ｍｇ），セネガ乾燥エキス３６ｍｇ
（セネガ６０１．２ｍｇ），アセトアミノフェン６９０ｍ
ｇ，塩酸クロペラスチン４８ｍｇ，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，メタケイ酸アル
ミン酸マグネシウム４２０ｍｇ

スティーブンス・ジョンソ
ン症候群

1 指定第2類 －

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２０ｍ
ｇ，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

薬疹 1 指定第2類 不明

肝障害 1

多形紅斑 1

発熱 1

総合感冒剤

２カプセル中イソプロピルアンチピリン１５０ｍｇ，
アセトアミノフェン２２５ｍｇ，マレイン酸クロルフェ
ニラミン３．７５ｍｇ，リン酸ジヒドロコデイン６ｍｇ，
ｄｌ‐塩酸メチルエフェドリン３０ｍｇ，カンゾウエキ
ス末５９ｍｇ（カンゾウ４９１．５ｍｇ），無水カフェイ
ン３７．５ｍｇ

中毒性表皮壊死融解症 1 指定第2類 不明

発熱 1

痙攣 1

総合感冒剤

９錠中アセトアミノフェン６７５ｍｇ，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，リゾチーム塩酸
塩６０ｍｇ（力価） ，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１８９ｍ
ｇ，無水カフェイン７５ｍｇ，フルスルチアミン塩酸
塩２６．２ｍｇ（フルスルチアミンとして２４ｍｇ），
ジリュウエキス散２２５ｍｇ（原生薬換算量：４５０
ｍｇ）

肝機能異常 1 指定第2類 －

総合感冒剤

６錠中トラネキサム酸７５０ｍｇ，イブプロフェン４
５０ｍｇ，クレマスチンフマル酸塩１．３４ｍｇ，クレ
マスチンとして１ｍｇ，ブロムヘキシン塩酸塩１２
ｍｇ，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２５ｍ
ｇ，リボフラビン１２ｍｇ

薬疹 1 指定第2類 －

薬局又は店舗販売

総合感冒剤

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６０ｍｇ，無水カフェイン７５ｍｇ，ヘスペリジン９
０ｍｇ

指定第2類 薬局又は店舗販売

2 指定第2類

総合感冒剤

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６０ｍ
ｇ，無水カフェイン７５ｍｇ，クロルフェニラミンマレ
イン酸塩７．５ｍｇ，チアミン硝化物２４ｍｇ，アス
コルビン酸３００ｍｇ

指定第2類

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２０ｍｇ（力価），リン酸ジヒドロコデイン８ｍｇ，ｄ
ｌ‐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３００ｍ
ｇ，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2類

薬疹 2

総合感冒剤

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

スティーブンス・ジョンソ
ン症候群

不明

不明
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総合感冒剤

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

間質性肺疾患 1 指定第2類 薬局又は店舗販売

好酸球増加と全身症状
を伴う薬疹

1

中毒性表皮壊死融解症 1

総合感冒剤

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６０ｍ
ｇ，無水カフェイン７５ｍｇ，チアミンジスルフィド２
４ｍｇ，リボフラビン１２ｍｇ，カンゾウ末８００ｍｇ

アナフィラキシーショック 1 指定第2類 配置販売

総合感冒剤

3包（1包1200mg）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（ビタミ
ンB1）24mg、リボフラビン（ビタミンB2）12mg、カン
ゾウ末800mg

ヘノッホ・シェーンライン
紫斑病

1 指定第2類 薬局又は店舗販売

アナフィラキシーショック 1

浮動性めまい 1

スティーブンス・ジョンソ
ン症候群

1

多形紅斑 1

耳鼻科用剤

＜2カプセル中＞　塩酸プソイドエフェドリン・・
60mg、マレイン酸カルビノキサミン・・6mg、ベラド
ンナ総アルカロイド・・0.2mg、塩化リゾチーム・・
15mg(力価)、無水カフェイン・・50mg

痙攣 1 指定第2類 不明

制酸剤 １錠中ファモチジン１０ｍｇ 肝機能異常 1 第1類 不明

下剤、浣腸剤
１錠中ビサコジル５ｍｇ，センノシドカルシウム１
３．３３ｍｇ

下部消化管出血 1 指定第2類 不明

下剤、浣腸剤 １カプセル中ビサコジル５ｍｇ 腎結石症 1 第2類 不明

複合胃腸剤

３錠中タカヂアスターゼＮ１　５０ｍｇ，リパーゼＡ
Ｐ１２　２０ｍｇ，アカメガシワエキス２１ｍｇ（アカメ
ガシワ１６８ｍｇ），カンゾウ末５０ｍｇ，ケイ酸アル
ミン酸マグネシウム２４０ｍｇ，ヒドロタルサイト１０
０ｍｇ，水酸化マグネシウム２００ｍｇ，ロートエキ
ス１０ｍｇ，オウバク末３５ｍｇ，ケイヒ末７５ｍｇ，
ウイキョウ末２０ｍｇ，チョウジ末１０ｍｇ，ショウ
キョウ末２５ｍｇ，ｌ‐メントール３ｍｇ

黄疸 1 第2類 不明

複合胃腸剤

１包（１．２ｇ）中安中散７００ｍｇ（ケイヒ２００ｍｇ，
エンゴサク・ボレイ各１５０ｍｇ，ウイキョウ７５ｍ
ｇ，シュクシャ・カンゾウ各５０ｍｇ，リョウキョウ２５
ｍｇ），芍薬甘草湯エキス末１４０ｍｇ（シャクヤク・
カンゾウ各２８０ｍｇ）

劇症肝炎 1 第2類 不明

総合感冒剤

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）９０ｍｇ（力価），ベラド
ンナ総アルカロイド０．３ｍｇ，アセトアミノフェン９
００ｍｇ，リン酸ジヒドロコデイン２４ｍｇ，ノスカピ
ン４８ｍｇ，ｄｌ‐塩酸メチルエフェドリン６０ｍｇ，無
水カフェイン７５ｍｇ，ベンフォチアミン２４ｍｇ

指定第2類

総合感冒剤

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２４
ｍｇ，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２４０
ｍｇ，無水カフェイン７５ｍｇ，ベンフォチアミン２４
ｍｇ

指定第2類

総合感冒剤

６カプセル中ゴオウ２０ｍｇ，ジリュウ乾燥エキス
１２９ｍｇ（ジリュウ９９３．３ｍｇ），アセトアミノフェ
ン６００ｍｇ，マレイン酸クロルフェニラミン７．５ｍ
ｇ，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，酸化
マグネシウム１４０ｍｇ

指定第2類 その他

薬局又は店舗販売

不明
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複合胃腸剤

９錠中ヒドロタルサイト１．３ｇ，炭酸水素ナトリウ
ム３００ｍｇ，アルジオキサ６０ｍｇ，カンゾウエキ
ス末１００ｍｇ（カンゾウ７００ｍｇ），タカヂアスター
ゼＴ　５０ｍｇ，プロザイム２０ｍｇ，リパーゼＡＰ６
６０ｍｇ，ロートエキス３倍散６３ｍｇ，ウルソデオ
キシコール酸１２ｍｇ，ケイヒ末３００ｍｇ，ゲンチ
アナ末１５０ｍｇ

アナフィラキシー反応 1 第2類 配置販売

男性ホルモン剤 １ｇ中テストステロン１０ｍｇ 脳梗塞 1 第1類 －

痔疾用剤
１５錠中乙字湯乾燥エキス１．２ｇ（トウキ５ｇ，サ
イコ４ｇ，オウゴン・カンゾウ各３ｇ，ショウマ１．５
ｇ，ダイオウ１ｇ），薬用炭０．６ｇ

間質性肺疾患 1 第2類 －

鎮痛，鎮痒，収れ
ん，消炎剤

１００ｇ中ブフェキサマク１ｇ，グリチルレチン酸０．
２ｇ

接触性皮膚炎 1 第2類 薬局又は店舗販売

鎮痛，鎮痒，収れ
ん，消炎剤

１００ｇ中ブフェキサマク５ｇ，ジフェニルイミダゾー
ル０．２ｇ，酢酸トコフェロール０．５ｇ

接触性皮膚炎 1 第2類 －

接触性皮膚炎 1

薬疹 1

毛髪用剤 １００ｍＬ中ミノキシジル５ｇ アナフィラキシー反応 1 第1類 不明

その他のビタミン剤

６錠中トラネキサム酸７５０ｍｇ，Ｌ－システイン２
４０ｍｇ，アスコルビン酸（ビタミンＣ）３００ｍｇ，ピ
リドキシン塩酸塩（ビタミンＢ６）６ｍｇ，パントテン
酸カルシウム２４ｍｇ

気胸 1 第1類 薬局又は店舗販売

肺の悪性新生物 1
白内障 1
浮動性めまい 1
網膜剥離 1
喀血 1

その他の滋養強壮
薬

１瓶（３０ｍＬ）中ハンピチンキ１００ｍｇ，シベット
チンキ２５０ｍｇ，ゴオウチンキ２５０ｍｇ，ニンジン
乾燥エキス１０ｍｇ，セイヨウサンザシエキス（クラ
テグスエキス）３ｍｇ，ジオウ乾燥エキス３０ｍｇ，
ローヤルゼリー１００ｍｇ，硝酸チアミン１０ｍｇ，リ
ン酸リボフラビンナトリウム５ｍｇ，塩酸ピリドキシ
ン１０ｍｇ，シアノコバラミン５０μｇ，酢酸トコフェ
ロール１０ｍｇ，ニコチン酸アミド５ｍｇ，パンテ
ノール１０ｍｇ，コンドロイチン硫酸ナトリウム１２０
ｍｇ，無水カフェイン５０ｍｇ

スティーブンス・ジョンソ
ン症候群

1 第2類 －

横紋筋融解 1
偽アルドステロン症 1

低カリウム血症 1

生薬

４カプセル中ロクジョウ・カイバ・トチュウ・アキョウ
各６７ｍｇ，コウクジン・ケイヒ各５３ｍｇ，トウキ・
ニンジン各１３３ｍｇ，コクロジン２３５ｍｇ，ボタン
ピ３３ｍｇ，水性エキス８１８ｍｇ（センボウ・トシシ・
ホコツシ・コロハ・ハゲキテン・ニクジュヨウ・サヨ
ウ・フクボンシ・ホウブシ・ゲンジン・ビャクジュツ・
サンシュユ・バクモンドウ各６７ｍｇ，インヨウカク・
ジュクジオウ・クコシ・オウギ・ブクリョウ各１３３ｍ
ｇ，センゾクダン・ゴシツ・カンゾウ各３３ｍｇ）

肝機能異常 1 第2類 －

生薬 １包中センナ３ｇ 肝機能異常 1 指定第2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）

肝機能異常 1 第2類 薬局又は店舗販売

抗ヒスタミン剤
１錠中マレイン酸クロルフェニラミン１．５ｍｇ，塩
酸ピリドキシン２．５ｍｇ，グリチルリチン酸カリウ
ム２０ｍｇ，グルコン酸カルシウム１５０ｍｇ

第2類 薬局又は店舗販売

第3類 薬局又は店舗販売

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６１０ｍｇ），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４００
Ｉ．Ｕ．

第2類

鎮痛，鎮痒，収れ
ん，消炎剤

１００ｇ中サリチル酸グリコール５．５６ｇ，ｌ‐メン
トール５．５６ｇ（１枚７×１０ｃｍ２。伸縮性）

不明
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漢方製剤

１２錠中防風通聖散料エキス末２．８５ｇ（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，ビャ
クジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ
各１ｇ，乾燥硫酸ナトリウム０．３７５ｇ，ショウキョ
ウ０．２ｇ，ダイオウ０．７５ｇ，カッセキ１．５ｇ）

肝機能異常 1 第2類 －

漢方製剤

６ｇ中加味逍遥散水製エキス２．１ｇ（トウキ１．８
ｇ，シャクヤク１．８ｇ，ビャクジュツ１．８ｇ，ブクリョ
ウ１．８ｇ，サイコ１．８ｇ，カンゾウ１．２ｇ，ボタンピ
１．２ｇ，サンシシ１．２ｇ，ショウキョウ０．６ｇ，ハッ
カ０．６ｇ）

特発性腸間膜静脈硬化
症

1 第2類 －

漢方製剤
９０ｍＬ中葛根湯エキス８．３g （カッコン８．０g，マ
オウ・タイソウ各４．０g，ケイヒ・シャクヤク各３．０
g，カンゾウ２．０g，ショウキョウ１．０g）

スティーブンス・ジョンソ
ン症候群

1 第2類 不明

漢方製剤

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）

間質性肺疾患 1 第2類 －

漢方製剤

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１．５
０g）

肝機能検査異常 1 第2類 －

肝機能異常 1 第2類

腎炎 1 第2類

漢方製剤
３包（６．６ｇ）中黄連阿膠湯エキス末５．１ｇ（オウ
レン・アキョウ各１．５ｇ，シャクヤク１．２５ｇ，オウ
ゴン１ｇ，卵黄粉末３ｇ）

肝機能異常 1 第2類 不明

急性肝炎 1

急性腎不全 1

肺障害 1

漢方製剤
３包（３．９ｇ）中カッコン湯乾燥エキス１．７ｇ（カッ
コン４ｇ，マオウ・タイソウ各３ｇ，ケイヒ・シャクヤ
ク・カンゾウ各２ｇ，ショウキョウ１ｇ）

アナフィラキシーショック 1 第2類 配置販売

アナフィラキシー反応 1

急性肝炎 1

急性腎不全 1

漢方製剤

１２錠中防風通聖散料エキス末２．８５ｇ（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，ビャ
クジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ
各１ｇ，乾燥硫酸ナトリウム０．３７５ｇ，ショウキョ
ウ０．２ｇ，ダイオウ０．７５ｇ，カッセキ１．５ｇ）

肝機能検査異常 1 第2類 薬局又は店舗販売

漢方製剤

第2類

漢方製剤
３包（４．５ｇ）中葛根湯エキス末Ｍ３．９ｇ（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）

第2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）

薬局又は店舗販売

漢方製剤
３包（６ｇ）中葛根湯乾燥エキス４ｇ（カッコン６．４
ｇ，マオウ・タイソウ各３．２ｇ，ケイヒ・シャクヤク
各２．４ｇ，カンゾウ１．６ｇ，ショウキョウ０．８ｇ）

不明

不明
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漢方製剤

１２錠中防風通聖散料エキス粉末２８５０ｍｇ（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，
ビャクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコ
ウ各１ｇ，乾燥硫酸ナトリウム０．３７５ｇ，ショウ
キョウ０．２ｇ，ダイオウ０．７５ｇ，カッセキ１．５ｇよ
り抽出）

肝機能異常 1 第2類 薬局又は店舗販売

その他の生薬及び漢
方処方に基づく医薬

品

６錠中辛夷清肺湯合排膿散及湯加柴胡蒼朮水
製乾燥エキス１．２ｇ（キキョウ２ｇ，カンゾウ・シャ
クヤク・タイソウ各１．５ｇ，キジツ・ショウキョウ・
セッコウ・シンイ各１ｇ，オウゴン・ソウジュツ・サン
シシ・サイコ・ショウマ・チモ・バクモンドウ・ビワヨ
ウ各０．１ｇ）

尿細管間質性腎炎 1 第2類 －

その他の生薬及び漢
方処方に基づく医薬

品

１包（１．２ｇ）中ケイヒ末２００ｍｇ，エンゴサク末・
ボレイ末各１５０ｍｇ，ウイキョウ末７５ｍｇ，シュク
シャ末・カンゾウ末各５０ｍｇ，リョウキョウ末２５
ｍｇ，ブクリョウ末２５０ｍｇ

高血圧性脳症 1 第2類 不明

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２０７ｍ
ｇ，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３００ｍｇ，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５ｍ
ｇ，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１０ｍ
ｇ

肝機能検査異常 1 第2類 不明

蟻走感 1
血圧上昇 1
味覚消失 1
歯周炎 1
疼痛 1

他に分類されない治
療を主目的としない

医薬品
１個中ニコチン２ｍｇ アナフィラキシー様反応 1 指定第2類 薬局又は店舗販売

薬局又は店舗販売

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1類

不明
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