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(別添 3) 

○ 医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト 

1．植物由来物等 

(例) 

名  称 他 名 等 部 位 等 備  考 

アイギョクシ   寒天様物質   

アイスランド苔   植物体   

アイブライト   全草   

アオギリ   種子   

アガーベ テキラリュウゼツ 球茎   

アカザ   葉   

アカショウマ   根 ショウマの根茎は「医」 

アカツメクサ コウシャジクソウ／ムラ

サキツメクサ／レッド・ク

ローバー 

葉・花穂(序)   

アカテツ   果肉・葉   

アカニレ スリッパリーエルム 全草   

アカバナムシヨケギク   葉   

アカメガシワ   樹皮   

アガリクス アガリクス・ブラゼイ／ヒ

メマツタケ 

子実体   

アギタケ 阿魏茸 子実体   

アキノキリンソウ   全草   

アケビ モクツウ 実 つる性の茎は「医」 

アサ   発芽防止処理されてい

る種子 

発芽防止処理されていな

い種子は「医」 

アサガオ   葉･花 種子は「医」 

アサツキ   茎葉･鱗茎   

アシ ヨシ 全草(根茎を除く) 根茎は「医」 

アジサイ シヨウカ／ハチセンカ 全草   

アシタバ   葉   
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アズキ セキショウズ 種子   

アスナロ   葉   

アセロラ バルバドスサクラ 果実   

アセンヤク ガンビール 葉及び若枝の乾燥水製

エキス 

  

アッケシソウ   全草   

アップルミント ラウンドリーミント 葉   

アニス ピンピネラ 果実･種子・種子油・根   

アファニゾメノン   全藻   

アボガド   果実・葉   

アマ アマシ／アマニン／アマ

ニ油 

種子・種子油   

アマチャ   枝先・葉   

アマチャヅル コウコラン 全草   

アマナ サンジコ 鱗茎   

アメリカサンショウ   全草   

アメリカニンジン カントンニンジン／セイヨ

ウジン／セイヨウニンジ

ン 

根茎   

アメリカホドイモ   塊根   

アラガオ   葉   

アラビアゴム アラビアゴムノキ 乾燥ゴム質(枝・葉)   

アラメ   全草   

アリタソウ ドケイガイ 茎･葉   

アルテア ビロードアオイ／マーシ

ュマロウ 

根・葉   

アルファルファ ウマゴヤシ／ムラサキ

ウマゴヤシ 

全草   

アロエ キュラソーアロエ／ケー

プアロエ 

根・葉肉 葉の液汁は「医」 

アンゼリカ ガーデンアンゼリカ 全草   
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アンソクコウノキ   樹脂   

アンティリス・ブルネラリア   根・葉・花   

イクリニン コニワザクラ／チョウコ

ウイクリ／ニワウメ 

種子・根   

イズイ アマドコロ／ギョクチク 根茎   

イソマツ ウコンイソマツ 全木   

イタドリ   若芽 根茎は「医」 

イチイ アララギ 果実 枝・心材・葉は「医」 

イチジク   花托・根・葉   

イチビ   種子・葉   

イチョウ ギンナン／ハクカ 種子・葉   

イナゴマメ アルガロバ／キャロブ 果肉・葉・豆   

イヌサンショウ   果実・根   

イヌナズナ   種子   

イヌノフグリ   全草   

イヌハッカ チクマハッカ 葉･花穂   

イヌホオズキ リュウキ 全草   

イネ   苅株の二番芽   

イブキジャコウソウ   葉   

イボツヅラフジ   全草   

イラクサ属 ウルチカソウ／ネットル 茎･種子・根・葉   

イレイセン シナボタンヅル 葉 根･根茎は「医」 

イワタバコ   全草   

イワニガナ ジシバリ 全草   

イワベンケイ コウケイテン 全草   

インゲンマメ フジマメ 種子   

インスリーナ アニール・トレバドール 葉   

インドアマチャ   葉   

インドカラタチ ベールフルーツ／ベン

ガルカラタチ 

果実･樹皮   
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インドナガコショウ ヒハツ 果穂   

インドヤコウボク   葉･花   

インペティギノサ   全草   

インペラトリア   根   

ウイキョウ フェンネル 果実・種子・根・葉   

ウィザニア   根   

ウキヤガラ   塊茎   

ウコギ   葉   

ウコン   根茎   

ウショウ クロモジ／チョウショウ 幹皮･根皮   

ウスベニアオイ ゼニアオイ 葉･花   

ウチワサボテン属 ウチワサボテン／フィク

スインディカ 

全草   

ウチワヤシ パルミラヤシ 全草   

ウド   軟化茎 根茎は「医」 

ウベ ダイショ 根茎   

ウマノアシガタ キンポウゲ 全草   

ウメ ウバイ 果肉・未成熟の実   

ウメガサソウ オオウメガサソウ 全草   

ウヤク テンダイウヤク 葉･実 根は「医」 

ウラジロガシ   葉   

ウワミズザクラ   花穂   

エキナケア パープルコーンフラワー

／プルプレア／ムラサ

キバレンギク 

全草   

エストラゴン タラゴン 葉   

エゾウコギ シゴカ／シベリアニンジ

ン 

幹皮･根・根皮・葉・花・

果実 

  

エゾチチコグサ   花   

エゾヘビイチゴ   全草   

エニシダ   花 枝・葉は「医」 
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エノキタケ   子実体   

エビスグサ ケツメイシ／ケツメイヨ

ウ 

種子・葉   

エルカンプーレ Hercampure 全草   

エンシショウ   全草   

エンジュ カイヨウ 葉・サヤ 花・花蕾・果実は「医」 

エンバク オートムギ／マラカスム

ギ 

全草   

エンベリア   果実   

エンメイソウ クロバナヒキオコシ／ヒ

キオコシ 

全草   

オウギ キバナオウギ／ナイモ

ウオウギ 

茎・葉 根は「医」 

オウゴン コガネバナ／コガネヤナ

ギ 

茎・葉 根は「医」 

オウシュウハンノキ   樹皮･葉   

オウセイ ナルコユリ 根茎   

オウバク キハダ 葉・実 樹皮は「医」 

オウヤクシ ニガカシュウ 全草   

オウレン キクバオウレン 葉 根茎・ひげ根は「医」 

オオイタビ   枝・茎・葉   

オオバコ シャゼンシ／シャゼンソ

ウ／シャゼンヨウ 

全草   

オオハンゴンソウ   全草   

オオヒレアザミ   全草   

オオムギ バクガ 葉・発芽種子   

オカオグルマ   全草   

オカヒジキ ミルナ 茎葉   

オタネニンジン コウライニンジン／チョ

ウセンニンジン 

果実・根・根茎・葉   

オトギリソウ ショウレンギョウ 全草   
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オトメアゼア バコパモニエラ 全草   

オドリコソウ   花   

オニバス ケツジツ／ミズブキ 種子   

オペルクリナ・タルペタム   葉   

オリーブ オリーブ油／オレイフ 葉・花・花肉油   

オレンジ オレンジピール 果実・果皮・蕾  

カイコウズ   花   

カイソウ＜海草＞   海中の食用藻類 カイソウ＜海葱＞属の鱗

茎は「医」 

ガイハク ノビル／ラッキョウ 鱗茎   

ガウクルア アカガウクルア 全草   

カキ＜柿＞   渋・葉 果実の宿存がく(ヘタ)は

「医」 

カキネガラシ ヘッジマスタード／エリ

シマム 

全草   

カシグルミ セイヨウグルミ／ペルシ

ャグルミ 

果実・葉   

カシス クロフサスグリ 葉   

ガジュツ   根茎   

カシュトウ カンカトウ／ドカンゾウ 全草   

カツアバ   全草   

カッパリス・マサイカイ バビンロウ／マビンロウ

／Capparis masaikai 

種子  

カノコソウ キッソウコン／セイヨウ

カノコソウ／ワレリア 

根･根茎   

カバノアナタケ   菌核   

カフン   ガマ・ヒメガマ以外の花

粉 

ガマ・ヒメガマの花粉は

「医」 

カボチャ ナンガニン 種子・種子油   

ガマ ヒメガマ 花粉以外 花粉(蒲黄)は「医」 

カミツレ カモミール 小頭花   
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カムカム   果実   

ガムググル   樹脂   

カヤツリグサ   全草   

カラスノエンドウ コモンヴィッチ 全草   

カラスムギ ヤエンムギ 全草   

カラタチ キ コ ク ／ Poncirus 

trifoliata 

果実・果皮・蕾  

ガラナ   種子   

カリウスフォレスコリー   根   

カルケッハ カルケ／カルケージャ／

パッソーラ 

全草   

ガルシニアカンボジア インディアンデイト／ゴラ

カ／タマリンド 

果実・果皮･茎・種子・

根・葉･花 

  

ガレガソウ   葉   

カロニン オオカラスウリ／キカラ

スウリ／シナカラスウリ 

果実・種子 根は「医」 

カワラタケ サルノコシカケ 子実体 菌糸体は「医」 

カンカニクジュヨウ Cistanche tubulosa 肉質茎 ニクジュヨウは「医」 

カンキョウニン アンズ 種子 クキョウニンは「医」 

カンショ サトウキビ 根   

カンゾウ＜甘草＞ リコライス 根･ストロン   

カンブイ ペドラ・ウマ・カア／ペド

ラ・ウメカ 

葉   

カンレンボク キジュ 果実   

キイチゴ   葉   

キキョウ   根   

キグ ケンポナシ 果実･果柄   

キクイモ   塊茎   

キクカ キク 頭花   

キクニガナ チコリー 根・根の抽出物・葉・花   

キクラゲ   子実体   
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キダチアロエ   葉 アロエの葉液汁は「医」 

キダチキンバイ スイチョウコウ 全草   

キダチコミカンソウ   全草   

キダチハッカ サボリー 全草   

キヌガサタケ   子実体   

キノア   種子･葉   

キバナアザミ サントリソウ 全草   

キバナシュスラン   全草   

キブネダイオウ ネパールサンモ 根   

ギムネマ   葉   

キャッサバ タピオカ／マニオク 塊根・葉   

キャッツクロー   全草   

キュウセツチャ センリョウ 全草   

ギュウハクトウ   茎･葉   

ギョウジャニンニク   全草   

キョウチクトウ   花   

ギョリュウ   全草   

ギョリュウモドキ エリカ／スコッツヘザー 全草   

キランソウ ジゴクノカマノフタ 全草   

キリンケツ キリンケツヤシ 果実から分泌する紅色

樹脂 

  

キリンソウ アイゾーン／ホソバノキ

リンソウ 

全草   

キンカン   果実   

キンギンカ スイカズラ／ニンドウ 全草   

キンシバイ   全草   

キンシンサイ ヤブカンゾウ 花・若芽   

キンセンソウ   全草   

キンセンレン   葉   

ギンネム ギンゴウカン 全草   



 9

キンマ   果実・葉   

キンミズヒキ センカクソウ／リュウガ

ソウ 

全草   

キンモクセイ   花   

キンレンカ   全草   

グアコ   葉   

グアバ バンカ／バンザクロ／バ

ンジロウ／バンセキリュ

ウ 

果実・果皮・葉   

グアヤクノキ ユソウボク 材部   

クガイ ニガヨモギ／ワームウッ

ド 

茎枝   

クコ クコシ／クコヨウ 果実・葉 根皮は「医」 

クサボケ   果実   

クジチョウ   全草   

クズ   種子・葉・花・クズ澱粉 根(カッコン)は「医」 

クスノキ   葉   

グッタペルカ   乳液   

クマザサ   葉   

クマツヅラ バーベナ／バベンソウ 全草   

クマヤナギ   茎･葉･木部   

クミスクチン   全草   

クミン   果実   

クラチャイ クンチ 全草   

グラビオラ サーサップ／トゲバンレ

イシ／オランダドリアン 

果実 種子は「医」 

クランベリー ツルコケモモ 果実・葉   

グリーンランドイソツツジ ラブラドールティー 全草   

グルテン コムギ 小麦蛋白質の混合物   

クルマバソウ ウッドラフ 全草   

グレープフルーツ   果実   
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クローブ   花･蕾   

クロガラシ   種子   

クログルミ   成熟果実・葉   

クロスグリ   果実   

黒米   種子   

クロヨナ   種子   

クロレラ   藻類・エキス   

クワ ソウジン／ソウヨウ／マ

グワ 

葉・花・実(集合果) 根皮は「医」 

クワガタソウ   根・葉   

ケイケットウ   つる   

ケイコツソウ   全草   

ケイヒ ケイ／シナニッケイ／ニ

ッケイ 

根皮・樹皮   

ケール ハゴロモカンラン 全草   

ケシ   発芽防止処理した種子・

種子油 

発芽防止処理した種子・

種子油を除く全草は「医」 

ゲッカビジン ドンカ 全草   

ゲッケイジュ ゲッケイヨウ／ベイリー

フ／ローレル 

葉   

ゲットウ 月桃 葉   

ケルプ   全藻   

ケン   種子の核   

ケンケレバ コンブレツム 葉   

ゲンチアナ   花 根・根茎は「医」 

玄米胚芽 イネ 胚芽・胚芽油   

コウカガンショウ セキレン 全草   

コウキ   茎・樹皮･葉   

コウジュ ナギナタコウジュ 全草   

コウシンコウ コウコウ／コウコウダン 全草   

コウソウ   全藻   
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コウホネ   茎 根茎は「医」 

コウモウゴカ 紅毛五加 樹皮   

コーヒーノキ アラビアコーヒー 果実   

コーラ コラ／コラシ／コラノキ 種子   

ゴカ ソヨウゴカ／マンシュウ

ウコギ／リンサンゴカ 

根皮・種子・葉・花   

コガネキクラゲ Golden Tremella 子実体   

コケモモ   果実 葉は「医」 

コゴメグサ   全草   

コショウ   果実   

コジン タイゲイ 全草   

コズイシ コエンドロ／コリアンダ

ー 

果実   

コセンダングサ コシロノセンダングサ 全草   

コナスビ   果実   

コパイーバ コ ペ イ バ ／ Copaifera 

langsdorffii 

樹液 Copaifera officinalis の樹

脂は「医」 

コフキサルノコシカケ ジュゼツ／バイキセイ 菌核(菌糸体)   

ゴボウ   根･葉 果実は「医」 

ゴマ ゴマ油 種子・種子油・根   

コミカンソウ   全草   

コムギ   茎・澱粉・葉・胚芽・胚芽

油・ふすま 

  

ゴムノキ   全草   

コメデンプン イネ 種子   

コメヌカ イネ 米糠   

コリビ   茎・根   

ゴレンシ   葉・実   

コロハ   種子   

コンブ モエン 全藻   

コンフリー ヒレハリソウ 根・葉   
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サージ サクリュウカ／ラムノイ

デス 

果実・種油   

サイカチ ソウカクシ／トウサイカ

チ 

樹幹の棘   

サイコ ミシマサイコ 葉 根は「医」 

サイシン ウスバサイシン／ケイリ

ンサイシン 

茎・葉 根・根茎は「医」 

サイハイラン トケンラン 鱗茎   

サキョウ   果実   

サクラソウ   根･葉   

ザクロ サンセキリュウ／セキリ

ュウ／Punica granatum 

果実・果皮・根皮･樹皮・

花 

  

サゴヤシ   茎(髄)   

サッサフラスノキ   全草   

サトウダイコン ビート 全草   

サフラン   柱頭   

サボンソウ   葉   

サラシア・レティキュラー

タ 

  茎・根   

サラシア・オブロンガ   根   

サラシア・キネンシス   茎・根   

サルサ サルトリイバラ 葉 根は「医」 

サルナシ コクワ／シラクチヅル 果実   

サルビア セージ 葉   

サンカクトウ   外果皮･根皮・種仁   

サンキライ ケナシサルトリイバラ／

ドブクリョウ 

葉 塊茎・根茎は「医」 

サンザシ オオサンザシ 偽実・茎・葉・花   

サンシキスミレ   全草   

サンシシ クチナシ 果実・茎・葉   

サンシチニンジン デンシチニンジン 根   
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サンシュユ ハルコガネバナ 果実   

サンショウ   果実・果皮・根   

サンショウバラ   花   

サンソウニン サネブトナツメ 種子   

サンナ バンウコン 根茎   

サンペンズ カワラケツメイ 全草   

サンヤク ナガイモ／ヤマイモコン 根茎   

シア シアーバターノキ 種子・油   

シイタケ   菌糸体・子実体   

シクンシ   果実   

シケイジョテイ   葉   

シコウカ ヘンナ 葉   

シコクビエ   種子   

ジジン   全草   

シソ エゴマ／シソ油 枝先・種子・種子油・葉   

シセンサンショウ 土山椒 根   

シダレカンバ ハクカヒ／ユウシカ 全草   

シタン   芯材   

ジチョウ   全草   

シナノキ   全草   

シバムギ グラミニス 根   

ジフ イソボウキ／トンブリ／

ホウキギ 

果実・種子･葉   

シマタコノキ アダン 全草   

シマトウガラシ   果実   

シャウペデコウロ   全草   

シャエンシ   種子   

ジャクゼツソウ ノミノフスマ 葉   

シャクヤク   花 根は「医」 

シャジン＜沙参＞ ツリガネニンジン 根 シャジン＜砂仁＞は「医」 
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ジャスミン   花   

ジャトバ オオイナゴマメ 樹皮   

ジャビャクシ ニオイイガクサ 全草   

ジャワナガコショウ ヒハツ 果実   

ジュウヤク ドクダミ 地上部   

ジュルベーバ   全草   

シュロ   葉   

ショウキョウ カンキョウ／ショウガ 根茎   

ショウズク カルダモン 果実   

ショウノウ カンフル クスノキから得られた精

油 

  

ショウラン タイセイ／ホソバタイセ

イ 

全草   

食用ダイオウ マルバダイオウ 葉柄   

食用ホオズキ プルイノサ 果実 ホオズキの根は「医」 

シラカンバ   果実   

シラン   花   

シリ イザヨイバラ 果実   

シロキクラゲ ハクボクジ 子実体   

シロコヤマモモ   樹皮   

シンキンソウ ヒカゲノカズラ 全草   

シントククスノキ   樹皮   

スイートオレンジ   果皮   

ズイカク   成熟果核   

スイバ ヒメスイバ 茎・葉   

スカルキャップ   根以外 根は「医」 

スギナ ツクシ／モンケイ 栄養茎・胞子茎   

スグリ   実   

ステビア   葉   

ストローブ ストローブマツ 全木   
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スピルリナ   全藻   

スペアミント オランダハッカ／ミドリハ

ッカ 

全草   

スマ パフィア／ブラジルニン

ジン 

根   

スマック ジビジビ 果実   

スミレ   花   

スリムアマランス アマランサス・ハイブリ

ダス 

種子   

ズルカマラ   茎   

セイセンリュウ   葉   

セイタカカナビキソウ ヤカンゾウ 全草   

セイタカミロバラン   全草   

セイヒ オオベニミカン 未熟果実   

セイヨウアカネ   根   

セイヨウイラクサ   全草   

セイヨウエビラハギ メリロート 全草   

セイヨウオオバコ オニオオバコ 全草   

セイヨウオトギリソウ セントジョンズワート／ヒ

ペリクムソウ 

全草   

セイヨウキイチゴ セイヨウヤブイチゴ 果実・葉   

セイヨウキンミズヒキ アグリモニー／アグリモ

ニア 

全草   

セイヨウサクラソウ   根   

セイヨウサンザシ実 セイヨウサンザシ 果実 葉は「医」 

セイヨウシナノキ   果実・樹皮・葉・花   

セイヨウシロヤナギ ホワイトウイロー 全草   

セイヨウスモモ プルーン 果実・果実エキス   

セイヨウタンポポ   根・葉   

セイヨウトチノキ   樹皮・葉・花・芽 種子は「医」 

セイヨウトネリコ オウシュウトネリコ 全草   
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セイヨウナツユキソウ   全草   

セイヨウニワトコ エルダー 茎・葉・花   

セイヨウニンジンボク イタリアニンジンボク 全草   

セイヨウネズ セイヨウビャクシン 全草   

セイヨウノコギリソウ ヤロー 全草   

セイヨウハッカ ペパーミント 全草   

セイヨウヒイラギ   花   

セイヨウヒメスノキ   果実・葉   

セイヨウマツタケ シャンピニオン／ツクリ

タケ 

子実体   

セイヨウミザクラ   果実・葉   

セイヨウメギ   全草   

セキコウジュ   全草   

セキショウ   茎 根茎は「医」 

セキショウモ クソウ／セイヨウセキシ

ョウモ 

全草   

セキヨウ ソロバンノキ／ハノキ／

ハンノキ 

全草   

セッコツボク ニワトコ 茎･葉・花   

セツレンカ   全草   

ゼニアオイ マロー 葉･花   

セルピウムソウ テイムス・セルピウム 全草   

セロリ オランダミツバ／セルリ

ー 

種子   

センキュウ   葉 根茎は「医」 

センザンリュウ ウチワドコロ 全草   

センシンレン   葉   

センソウ＜仙草＞ リョウフンソウ 全草 センソウ＜茜草＞の根は

「医」 

センソウトウ   全草   

センダン クレン 葉 果実・樹皮は「医」 
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センナ   茎 果実・小葉・葉柄・葉軸は

「医」 

センボウ キンバイザサ 根茎   

センリコウ タイキンギク 全草   

センリョウ  腫節風／竹節草／草珊

瑚 

全株   

ソクハクヨウ コノテガシワ 枝・葉   

ソゴウコウ   分泌樹脂   

ソバ キョウバク／ソバミツ／

Fagopyrum esculentum 

種子・花から集めた蜂

蜜・茎・葉 

  

ターミナリア・ベリリカ Terminalia bellirica 完熟果実  

ダイウイキョウ スターアニス 果実   

ダイオウ ヤクヨウダイオウ／ルバ

ーブ 

葉 根茎は「医」 

ダイケットウ   茎   

ダイコンソウ スイヨウバイ 全草   

タイシジン ワダソウ 塊根   

ダイズ コクダイズ／ダイズオウ

ケン／ダイズ油 

種子・種子油・種皮・葉・

花・大豆の特殊発酵品 

  

タイソウ ナツメ 果実・種子・葉   

ダイダイ キジツ／キコク／トウヒ

／Citrus aurantim 

果実・果皮・蕾・花  

タイワンスク   枝・茎   

タイワンテイカカズラ   果実   

タウコギ   全草   

タカサゴギク   全草   

タカサブロウ カンレンソウ 全草   

タガヤサン テツトウボク 全草   

タケ類 タケノコ 若芽   

タチアオイ   茎葉・種子・根・花   

タチジャコウソウ タイム 全草   
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タチバナ   葉 果皮は「医」 

タチバナアデク スリナムチェリー／ブラ

ジルチェリー 

果実・葉   

ダッタンソバ   全草   

タデアイ   根   

タベブイア タヒボ 樹皮・葉   

タモギタケ   子実体   

タラノキ   葉・芽 根皮は「医」 

タラヨウ クテイチャ 葉   

タンジン   葉 根は「医」 

タンチクヨウ ササクサ 全草   

タンテイヒホウ トウサンサイシン 全草   

チア   全草   

チクレキ タンチク ハチクの茎を火で炙って

流れた液汁 

  

チシマザサ ネマガリタケ 葉・幼茎   

チシマルリソウ   全草   

チャ アッサムチャ／プーアル

チャ／フジチャ／リョクチ

ャ 

茎・葉・葉の精油   

チャービル   葉   

チャデブグレ   全草   

チャボトケイソウ   果実・根・葉・花   

チョウコウトウ カギカズラ／コウトウ 葉 とげは「医」 

チョウジ クローブ／チョウコウ／

チョウジ油 

花蕾・葉の精油   

チョウセンアザミ アーティチョーク 茎・根・葉・頭花の総苞・

花床 

  

チンピ ウンシュウミカン 果皮   

ツウダツボク カミヤツデ 樹皮   

ツキミソウ油 ツキミソウ 種子の油   
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ツチアケビ ドツウソウ 果実   

ツノマタゴケ オークモス 樹枝状地衣   

ツバキ   種子・葉・花   

ツボクサ ゴツコーラ／セキセツソ

ウ／レンセンソウ 

全草   

ツユクサ   若芽   

ツリガネダケ   子実体   

ツルドクダミ   茎・葉 塊根は「医」 

ツルナ ハマジシャ／バンキョウ 全草   

ツルニンジン ジイソブ 全草   

ツルマンネングサ 石指甲 全草   

ツルムラサキ   全草   

ティユール   葉   

テガタチドリ チドリソウ／シュショウジ

ン 

根   

デビルズクロー   全草   

デュナリエラ ドナリエラ／ドナリエラ油 全藻・圧搾油   

テングサ カンテン 全草   

テンジクオウ マダケ／青皮竹 茎   

テンチャ タスイカ／タスイセキカ

ヨウ 

葉   

テンモンドウ クサスギカズラ 種子・葉･花 根は「医」 

トウガシ トウガニン／トウガン／

ハクガ 

果実 種子は「医」 

トウガラシ   果実･果皮   

トウキシ フユアオイ 種子・葉   

トウキンセンカ キンセンカ／マリーゴー

ルド 

花   

トウチャ 茶 葡 萄 ／ 藤 茶 ／

Ampelopsis 

grossedentata ／

Ampelopsis cantoniensis 

茎・葉  
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var. grossedentata 

トウチュウカソウ ホクチュウソウ 全草   

トウホクオウギ   花   

トウモロコシ トウキビ／トウモロコシ

油／ナンバンキビ 

種子油・澱粉 花柱・柱頭(ナンバンゲ)

は「医」 

ドオウレン クサノオウ／ハックツサ

イ 

全草   

トーメンティル タチキジムシロ／チシエ

ンコン 

根茎   

トキンソウ ガフショクソウ 全草   

トケイソウ パッションフラワー 果実・茎・葉・花   

トショウ トショウジツ／ネズ 全草   

トチノキ   種子・樹皮 セイヨウトチノキの種子は

「医」 

トチュウ   果実・葉･葉柄･木部 樹皮は「医」 

ドッグローズ   果実・葉･花   

トマト   果実   

ナガエカサ トンカット・アリ 根   

ナギイカダ   根   

ナズナ ペンペングサ 全草   

ナタネ油 ナタネ 種子油   

ナツシロギク フィーバーフュー 全草   

ナットウ ナットウ菌 納豆菌の発酵ろ液   

ナツミカン キジツ／キコク／トウヒ

／Citrus natsudaidai 

果実・果皮・蕾  

ナツメヤシ   果実・葉   

ナナカマド   種子･樹皮   

ナンキョウ コウズク 果実･根   

ナンサンソウ ゴガンカジュヒ／チャン

チンモドキ 

果核・果実・樹皮   

ナンショウヤマイモ   根茎   
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ナンヨウアブラギリ タイワンアブラギリ 葉   

ニオイスミレ   全草   

ニガウリ ツルレイシ／Momordica 

charantia 

果実・根・葉   

ニクズク ナツメグ 種子   

ニシキギ   全草   

ニトベギク   全草   

ニョテイ タマツバキ／トウネズミ

モチ／ネズミモチ 

葉 種子・果実は「医」 

ニラ キュウサイシ／コミラ／

リーキ 

種子   

ニレ   根皮   

ニンジン ニンジン油 根・根の圧搾油   

ニンジンボク タイワンニンジンボク 全草   

ニンニク オオニンニク／ダイサン 鱗茎   

ネバリミソハギ セッテ・サングリアス 全草   

ネムノキ ゴウカンヒ／ネムノハナ 樹皮・花   

ノゲイトウ セイショウ 種子   

ノゲシ   茎・葉・花   

ノコギリヤシ ノコギリパルメット 果実   

ノブドウ   茎･根・葉･実   

バアソブ Codonopsis ussuriensis 根  

ハイゴショウ   果実   

パイナップル パイナップル加工品 果実 パパインは「医」 

ハイビスカス   果実・萼   

パウダルコ アクアインカー／イペ 樹皮・葉   

ハカマウラボシ 骨砕補 根茎   

バクガ   発芽種子   

ハクチャ   葉   

ハクトウスギ ウンナンコウトウスギ 心材 樹皮・葉は「医」 

ハクヒショウ ハクショウトウ 球果   
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ハコベ   全草   

ハゴロモソウ   全草   

バシカン スベリヒユ 全草   

バショウ   全草   

ハス レンカ／レンコン／レン

ジツ／レンニク／レンヨ

ウ 

雄しべ・果実・根茎・種

子・葉・花柄・花蕾 

  

パセリ パセリ油 種子油・根・葉   

バターナット   種子・種子油   

パタデバカ ウシノツメ 葉   

ハチミツ   トウヨウミツバチ等が巣

に集めた甘味物 

  

ハッカ   葉   

ハッカクレイシ   全草   

ハックルベリー   果実・葉   

ハッショウマメ ビロウドマメ 全草   

ハトムギ ジュズダマ／ヨクイニン

／ヨクベイ 

種子・種子エキス・種子

油 

  

ハナシュクシャ キョウカ 花から得られた精油   

バナバ オオバナサルスベリ 全木   

ハナビシソウ      全草   

ハナビラタケ   子実体   

ハネセンナ   全草   

パパイヤ チチウリ／モクカ 種子・葉・花 パパインは「医」 

ハハコグサ オギョウ／ゴギョウ／ソ

キクソウ 

全草   

ハブソウ   全草   

ハマゼリ   全草(果実を除く)   

ハマナス ハマナシ 果実・花   

ハマボウフウ   根・根茎・種子・若芽   

バラ バラ科植物 果実･葉・花 エイジツは「医」 
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パラミツ ジャック 果実・種子・葉・花   

バラン   葉   

ハルウコン アロマティカ 根茎   

バレイショ バレイショデンプン 塊茎   

パロアッスル   全草   

ハンゲショウ カタシログサ／三白草 茎・葉   

ハンシレン   全草   

ハンダイカイ バクダイ 果実・種子   

ヒイラギメギ オレゴンブドウ 全草   

ヒイラギモチ クコツ 果実・樹皮・根・葉   

ヒカゲミズ   根   

ヒジツ カヤ 果実   

ヒシノミ ヒシ 果実   

ビジョザクラ   全草   

ヒソップ ヤナギハッカ 全草   

ヒナギク エンメイギク 全草   

ヒナゲシ グビジンソウ／レイシュ

ンカ 

花   

ヒノキ   枝･材・葉   

ヒバマタ   全藻   

ヒマラヤニンジン   根茎   

ヒマワリ ニチリンソウ／ヒグルマ

／ヒマワリ油 

種子・種子油・葉・花   

ヒメウイキョウ イノンド／キャラウェイ／

ジラシ 

果実・種子   

ヒメジョオン デイジー 全草   

ヒメツルニチニチソウ   全草   

ビャクズク   果実   

ヒョウタン   果肉・葉   

ヒヨドリジョウゴ ハクエイ／ハクモウトウ 全草   

ヒルガオ   全草   
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ビルベリー   果実・葉   

ビロウドモウズイカ マレイン 茎・葉・花   

ビワ   種子・樹皮・葉   

ビンロウジ ビンロウ 種子 果皮は「医」 

フウトウカズラ カイフウトウ 茎   

プエラリアミリフィカ   貯蔵根   

ブカトウ   根･葉   

フキタンポポ カントウヨウ／フキノトウ 葉・幼若花茎 花蕾は「医」 

フクベ   果実・葉   

フジコブ   茎(コブﾞ･根茎以外) 根茎は「医」 

ブシュカン コウエン／シトロン 果実・花   

フタバムグサ ハッカジャセツソウ 全草   

フダンソウ トウジシャ 葉   

ブッコ   葉   

ブッシュティー   全草   

フッソウゲ   花   

ブドウ   茎・種子･種皮・葉・花   

ブラッククミン ニゲラ 全草   

ブラックコホッシュ  ラケモサ 全草   

ブラックプラム ポルトガルプラム／パー

プルプラム 

果実   

ブラックベリー   果実   

ブラックルート アメリカクガイソウ 全草   

フランスカイガンショウ オニマツ／カイガンショ

ウ 

樹皮・樹皮エキス   

プランタゴ・オバタ サイリウム・ハスク 種子・種皮   

ブリオニア   全草   

ブルーベリー   果実   

プルット   葉   

ブンタン ザボン／ボンタン 果実・種子   
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ペグアセンヤク   心材の水性エキス   

ヘチマ シカラク 果実・果実繊維・茎・葉   

ベニコウジ   麹米   

ベニバナ コウカ／サフラワー／ベ

ニバナ油 

管状花・種子油   

ベニバナボロギク ナンヨウギク 全草   

ヘラオオバコ   全草   

ヘルニアリアソウ   全草   

ベルノキ   成熟果実   

ヘンズ フジマメ 種子・種皮・根・葉・花・

つる 

  

ヘンルーダ   種子   

ボウシュウボク コウスイボク／レモンバ

ーベナ 

葉   

ホウセンカ   全草(種子を除く) 種子は「医」 

ホークウィード ミヤマコウゾウリナ 全草   

ボケ   果実   

ホコウエイコン タンポポ 根・根茎   

ホコツシ オランダビユ 果実   

ボスウェリア・セラータ インド乳香 樹脂   

ボダイジュ ナツボダイジュ／フユボ

ダイジュ／ボダイジュミ

ツ 

果実・花･花の蜜   

ボタン   葉・花 根皮は「医」 

ホップ ヒシュカ 球果   

ホホバ   種子・種子油   

ボルド   葉   

ボロホ   果実・果皮・種子   

ホワイトセージ   葉   

マアザミ   葉   

マーシュ   全草   
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マイタケ シロマイタケ 子実体   

マイテン   全草   

マカ マカマカ 根   

マキバクサギ タイセイヨウ／ロヘンソ

ウ 

枝・葉   

マコモ   葉   

マチコ   茎・葉   

マツ カイショウシ／ショウボ

クヒ／マツノミ／マツバ

／マツヤニ 

殻・殻皮・種子・樹脂・

葉・樹皮 

  

マツタケ   子実体   

マテ   葉   

マヨラナ ハナハッカ／マジョラム 葉   

マリアアザミ オオアザミ 全草   

マルバハッカ ニガハッカ 全草   

マルベリー   小梢・葉   

マンゴー   果実・葉   

マンゴウジンジャー Curcuma amada 根茎  

マンダリン   果実   

ミソハギ   全草   

ミチヤナギ   全草   

ミモザアカシア   全草   

ミヤコグサ   全草   

ミント   葉   

ムイラプアマ   根以外 根は「医」 

ムカンシ ムクロジ 果肉   

ムラサキセンブリ   全草   

ムラサキフトモモ ジャンブル／Syzygium 

cumini 

種子  

メグサハッカ   葉   

メグスリノキ   枝・樹皮・葉   
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メシマコブ   子実体・菌糸体   

メナモミ キケン／キレンソウ 葉   

メボウキ アルファバーカ／バジリ

コ／バジル 

全草   

メマツヨイグサ オオマツヨイグサ／マツ

ヨイグ サ 

全草   

メラレウカ ティートリー油 精油   

メリッサ コウスイハッカ／セイヨ

ヤマハッカ／レモンバー

ム 

葉   

メロン   果実   

メンジツ油 ワタ 種子油   

モクテンリョウ マタタビ 果実・虫瘻   

モッカ カリン 偽果   

モッショクシ ガラエ 虫瘻   

モミジヒルガオ 五爪竜 全草   

モモ   葉・花 種子(トウニン)は「医」 

モモタマナ   樹皮・実   

モリアザミ ヤ マ ゴ ボ ウ ／ Cirsium 

dipsacolepis 

根 Phytolacca esculenta の

根は「医」 

モロヘイヤ タイワンツナソ 葉   

ヤーコン アンデスポテト 塊根・茎・葉   

ヤエヤマアオキ インディアンマルベリー 果実   

ヤクシマアジサイ ドジョウザン／ロウレン

シュウキュウ 

根・葉   

ヤグルマギク   花   

ヤグルマハッカ ホースミント 葉   

ヤシ ココヤシ／ヤシ油 種子油・樹皮・葉･花   

ヤシャビシャク   実   

ヤチダモ   葉   

ヤナギ   全木   
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ヤナギラン ファイアウィード 葉   

ヤハズツノマタ アイリッシュモス 全藻   

ヤブタバコ   茎･根・葉 果実は「医」 

ヤマウルシ   若芽   

ヤマノイモ属   根茎   

ヤマハハコ   若芽   

ヤマハマナス シバイカ 果実   

ヤマブキ   実   

ヤマブシタケ   子実体   

ヤマブドウ   葉・実   

ユウガオ コシ 果肉・葉・若芽   

ユーカリ ユーカリノキ／ユーカリ

油 

葉・精油   

ユキチャ ムシゴケ 全草   

ユズ トウシ 果実・種子   

ユズリハ コウジョウボク 全草   

ユッカ キミガヨラン 根   

ユリ オニユリ／ビャクゴウ 花・鱗茎   

ヨウシュカンボク   全草   

ヨウテイ ギシギシ／ナカバギシ

ギシ 

根   

ヨーロッパソクズ   全草   

ヨカンシ アンマロク／ユカン 果実・樹皮・根・葉   

ヨモギ ガイヨウ／モグサ 枝先・葉   

ヨモギギク タンジー 全草   

ライガン チクリョウ／モクレンシ

／ライシ／ライジツ 

乾燥した菌核   

ライフクシ ダイコン 種子   

ライムギ   茎・葉   

ラカンカ   果実   

ラスグラブラ   根皮   



 29

ラズベリー   果実・葉   

ラッカセイ ナンキンマメ 種子   

ラフマ コウマ 全草   

ラベンサラ   葉   

ラベンダー   花   

ランブータン   果実   

リュウガン   果肉・仮種皮・花   

リュウキド   全草   

リュウキュウアイ   枝・葉   

リョウショウカ ノウゼンカズラ 花   

リョクトウ ブンドウ 種子・花   

リンゴ酢 リンゴ 汁液発酵の食用酢   

ルイボス   葉   

ルリジシャ ボラゴソウ／ボレイジ 葉・花   

ルリハコベ   全草   

ルリヒエンソウ ラークスパー 全草   

レイシ＜霊芝＞ マンネンタケ／ロッカク

レイシ 

子実体   

レイシ＜茘枝＞   果実   

レイシカク 枝核 種子   

レオヌルスソウ   全草   

レモングラス レモンソウ 茎・葉   

レモンタイム   葉   

レンギョウ 連翹 葉 果実は「医」 

レンゲソウ   地上部   

レンセンソウ カキドオシ 全草   

レンリソウ   豆果・若芽   

ローズヒップ   果実・果皮･茎・花   

ローズマリー マンネンロウ 葉   

ローマカミツレ   頭状花   
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ロベージ レビスチクム 全草   

ワイルドチェリー ワイルドブラックチェリー 樹皮   

ワイルドレタス ワイルドカナダレタス 茎・葉   

ワサビダイコン   根   

注 1) 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源植物名等を記載している。 

注 2) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載し

ている。 

注 3) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考

欄にその旨記載している。 

注 4) 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを

示す。 
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2．動物由来物等 

名  称 他 名 等 部 位 等 備  考 

アキョウ ウシ／ラバ／ロバ 皮膚を水で煮て製した

にかわ 

  

アザラシ   油   

アシドフィルス菌   菌体   

アズマニシキガイ   貝肉   

アリ アリノコ アリ・アリの子   

アワビ セキケツメイ 殻   

イカ イカスミ／ウゾクコツ／コ

ウイカ 

イカの墨・甲骨   

イワシ サーディンペプチド 油・タンパク質   

陰茎 ウシ／ウマ／トラ／ヒツ

ジ／ブタ／ヘビ 

陰茎・睾丸 イヌ・オットセイ・シカの陰

茎・睾丸は「医」 

ウコッケイ   血液･卵・内臓・肉   

ウナギ ヤツメウナギ 全体   

オオトカゲ   全体   

オットセイ カロペプタイド 骨格筋抽出物 陰茎・睾丸は「医」 

カイエン イトマキヒトデ 全体   

カイコ カサンガ／ゲンサンガ 蛹・死んだ幼虫・成虫・

糞便・繭・幼虫の抜殻・

卵殻 

  

カイバ タツノオトシゴ 全体   

カイリュウ ギカイリュウ／センカイリ

ュウチョウカイリュウ／ト

ゲヨウジ 

全体   

カキ＜牡蛎＞ マガキ／ボレイ 貝殻・貝肉・貝肉エキス   

カギュウマツ カタツムリ 腹足類の乾燥粉末   

核酸 DNA／RNA     

カツオ かつお節／かつお節オ

リゴペプチド 

魚乾燥物   

カニ   甲羅   
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カメ ウミガメ 全体   

カメムシ 九香虫 全体   

肝臓 ウシ／トリ／ブタ ウシ・トリ・ブタの肝臓・

エキス 

  

肝油   タラ等魚類肝臓の脂肪

油 

  

魚油   イワシ等の精製油   

血液 ウシ／シカ／ブタ ウシ・シカ・ブタの血液・

血漿 

ヒト血液は「医」 

ゴウシマ アカガエル アカガエルの輸卵管   

酵母 Saccharomyces に属す

る単細胞生物／ビール

酵母 

菌体   

骨髄 ウシ ウシ骨髄 ヒト骨髄は「医」 

骨粉   ウシ・魚類等の骨の粉

末 

  

コブラ インドコブラ／フィリピン

コブラ 

全体   

コンドロイチン加水分解

二糖 

  海洋性微生物の生産す

るグリコサミノグリカンの

分解物 

  

サソリ キョクトウサソリ 食塩水に入れ殺して乾

燥したもの 

  

サメ サメナンコツ／フカヒレ 軟骨・ヒレ・ヒレのエキス   

サンゴ       

角 サンバー／トナカイ／ニ

ューカレドニアジカ／ファ

ロージカ／ベルベット 

シカ等の成熟した角・袋

角・幼角 

レイヨウカク・ロクジョウは

「医」 

シジミ マシジミ／ヤマトシジミ 貝肉・貝肉エキス   

シャチュウ サツマゴキブリ 全虫   

心臓 ウシ／ウマ ウシ・ウマの心臓   

スクアラミン   サメの肝臓   
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スッポン シナスッポン／ベッコウ 血液・卵・内臓・肉・背

甲・腹甲 

  

精巣 シラコ 食用魚類の精巣   

ソウヒョウショウ カマキリ カマキリの卵鞘   

胎盤 ウシ／ヒツジ／ブタ ウシ・ヒツジ・ブタの胎盤 ヒト胎盤は「医」 

胆嚢   コイ・ヘビの胆嚢 ウシ・クマ・ブタの胆汁・胆

嚢は「医」 

チンジュ アコヤガイ／シンジュ 外 套 膜 組 織 中 の 顆 粒

物・真珠・貝肉 

  

ツバメ巣   ツバメの巣   

軟骨   爬虫類・哺乳類の軟骨

抽出物 

  

乳酸菌 Lactobacillus 属 ／

Streptococcus 属 

菌体   

ニワトリ ケイナイキン 胃の内壁   

乳汁 バニュウ ウマの乳汁   

ハチ ハチノコ ハチの幼虫   

ハブ ヒメハブ 全体   

ビフィズス菌 Bifidobacterium 属 菌体   

ヒル ウマビル／スイテツ／チ

スイビル／チャイロビル 

全体   

フグノクロヤキ フグ／マフグ フグの黒焼   

ヘビ アオマダラウミヘビ／ア

マガサヘビ／エラブウミ

ヘビ／ガラガラヘビ／ヒ

ャッポダ 

全体 蛇毒は「医」 

マムシ ハンビ／フクダ 全体   

ミツロウ   ハチが分泌するロウ質   

ミドリイガイ   貝肉   

ヤモリ ヘキコ 全体 オオヤモリは「医」 

卵黄油   卵黄の油   

卵殻   卵殻   
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リュウシツ ケンゴロウ 全虫   

ローヤルゼリー   メスバチの咽頭腺分泌

物 

  

注 1) 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源動物名、該当する部位等を記載

している。 

注 2) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載し

ている。 

注 3) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考

欄にその旨記載している。 

注 4) 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを

示す。 
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3．その他(化学物質等) 

(例) 

名  称 他 名 等 部 位 等 備  考 

亜鉛       

アスタキサンチン   ヘマトコッカス藻の

主成分 

ヘマトコッカス藻は「非

医」 

アスパラギン       

アスパラギン酸       

アラニン       

アリシン     ニンニクの成分 

アルブミン       

アントシアニジン       

イオウ メチルサリフォニルメタン     

イコサペント酸＜EPA

＞ 

EPA／エイコサペンタエン酸     

イソフラキシジン       

イソロイシン       

イヌリン       

イノシトール フィチン     

雲母       

N－アセチルグルコサ

ミン 

      

L-カルニチン       

オクタコサノール       

オリゴ糖 オリゴ配糖体     

オルニチン       

カテキン カテキン酸   緑茶の成分 

果糖       

カフェイン       

カラギーナン     天草の成分 

カリウム       



 36

カルシウム 炭酸カルシウム     

カロチン       

還元麦芽糖       

環状重合乳酸       

岩石粉       

γ－アミノ酪酸 ギャバ     

キシリトール       

キチン       

キトサン       

キトサンオリゴ糖       

絹 シルク     

金       

グアガム       

クエン酸 クエン酸マグネシウム     

グリシン       

グリセリン       

クルクミン     ウコン由来色素 

グルコサミン塩酸塩       

グルコマンナン     コンニャク等の複合多糖

類 

グルコン酸亜鉛       

グルコン酸鉄       

グルタミン       

グルタミン酸       

クレアチン       

クロム(Ⅲ)       

クロロフィル     葉緑体中の緑色色素 

ケイ素 酸化ケイ素     

ケルセチン       

ゲルマニウム 無機ゲルマニウム／有機ゲルマ     



 37

ニウム 

コエンザイム A       

コエンザイム Q10 ユビキノン     

コラーゲン       

コンドロイチン硫酸       

コンドロムコタンパク       

サポニン 大豆サポニン     

シスタチオン     マムシの成分 

シスチン       

システイン       

脂肪酸       

酒石酸       

植物性酵素・果汁酵

素 

  植物体又は果実の

液汁から得られる酵

素 

パパイン・ブロメライン等

消化酵素は「医」 

植物性ステロール       

植物繊維       

食物繊維       

スーパーオキシドディ

スムターゼ＜SOD＞ 

SOD     

スクワレン       

炭焼の乾留水       

石膏     鉱石 

ゼラチン       

セラミド       

セリン       

セレン       

タルク       

チオクト酸 α-リポ酸   

チロシン       

D-chiro-イノシトール    
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デキストリン       

鉄       

鉄クロロフィリンナトリ

ウム 

      

銅       

ドコサヘキサエン酸＜

DHA＞ 

DHA     

トコトリエノール     ビタミン E 関連物質 

ドロマイト鉱石       

トリプトファン       

トレオニン       

トレハロース     菌体をリゾチーム処理し

たものの抽出物 

ナイアシン ニコチン酸     

乳清       

乳糖       

麦飯石       

バリン       

パントテン酸 パントテン酸カルシウム     

ヒアルロン酸       

ビオチン ビタミン H     

ピコリン酸クロム クロミウムピコリネート     

ヒスチジン       

ビタミン A レチノール     

ビタミン B1 チアミン     

ビタミン B12 シアノコバラミン     

ビタミン B2 リボフラビン     

ビタミン B6 ピリドキシン     

ビタミン C アスコルビン酸     

ビタミン D カルシフェロール     

ビタミン E トコフェロール     
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ビタミン K フィトナジオン／メナジオン     

4－ヒドロキシプロリン       

ヒドロキシリシン       

フィコシアニン       

フェニルアラニン       

フェリチン鉄       

フェルラ酸 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)- 

2-propeonic acid 

  

フッ素       

フルボ酸       

プルラン     非消化吸収性の多糖類 

プロアントシアニジン       

プロポリス       

プロリン       

ベータカロチン       

ヘスペリジン       

ヘマトコッカス藻色素       

ヘム鉄       

ホスファチジルセリン     リン脂質 

マグネシウム       

マンガン       

ムコ多糖類       

メチオニン       

木灰       

モリブデン       

葉酸 ビタミン M     

ヨウ素       

ラクトフェリン       

リグナン 樹脂アルコール／レジノール     

リジン       
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リノール酸       

リノレン酸       

流動パラフィン       

リン       

ルチン       

ルテイン     カロテノイドの一種 

レシチン 大豆レシチン／ホスファチジルコ

リン／卵黄レシチン 

    

ロイシン       

注 1) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載し

ている。 

注 2) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考

欄のその旨記載している。 

注 3) 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを

示す。 


