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番号 通用名 日本通用名 炮製 規格 基原植物（ラテン名） 品名ラテン名 薬用部位

1 阿胶 アキョウ 塊 本品はウマ科動物ロバEquus asinus L．の乾燥皮或いは生の皮を加熱抽出したニカワ。 ASINI CORII COLLA 動物類

2 阿胶珠 阿胶珠 原形 本品はウマ科動物ロバEquus asinus L．の乾燥皮或いは生の皮を加熱抽出したニカワ、
阿膠を１cm角に切り、ハマグリの貝殻粉をまぶして珠にし、ふるって余分な粉をおとしたもの。

ASINI CORII COLLA 動物類

3 矮地茶 ヤブコウジ（紫
金牛、藪柑子）

短冊 本品はサクラソウ科ヤブコウジArdisia japonica(Thunb.) Blumeの乾燥全草。 ARDISIAE  JAPONICAE  HERBA 全草類

4 艾叶 艾葉 短冊 本品はキク科植物ガイヨウ Artemisia argyi Lévl.et Vant.の乾燥葉。 ARTEMISIAE  ARGYI  FOLIUM 花・葉類
5 艾叶炭 艾葉炭 炭 短冊 本品はキク科植物ガイヨウ Artemisia argyi Lévl.et Vant.の乾燥葉。 ARTEMISIAE  ARGYI FOLIUM 花・葉類
6 八角茴香 八角 原形 本品はシキミ科植物八角Illicium verum Hook.f．の乾燥成熟果実。 ANISI  STELLATI  FRUCTUS 果実種子類

7 菝葜

菝葜バッカツ
（サルトリイバ
ラ）

スライス 本品はユリ科植物サルトリイバラSmilax china L.の乾燥根茎。 SMILACIS  CHINAE  RHIZOMA 根及び根茎類

8 白背叶根 白背葉根 スライス 本品はトウダイグサ科植物白背葉 Mallotus apelta (Loureiro) Mueller Argoviensisの乾燥根及び根
茎。

RADIX  ET  RHIZOMA  MALLOTI
APELTAE

根及び根茎類

9 白扁豆 白扁豆 原形 本品はマメ科植物フジマメDolichos lablab L.の乾燥成熟種子。 LABLAB  SEMEN  ALBUM 果実種子類

10 白矾 ミョウバン 砕 本品は硫酸塩鉱物の明礬石で加工したもの。
主な成分は含水硫酸アルミニウムカリウム[KAI(SO4)2·l2H20]。

ALUMEN 鉱物及び化石類

11 白果 銀杏実 原形 本品はイチョウ科植物イチョウGinkgo biloba L.の乾燥成熟種子． GINKGO  SEMEN 果実種子類
12 白花蛇舌草 白花蛇舌草 短冊 本品はアカネ科植物フタバムグラHedyotis diffusa Willdの全草。 HERBA  HEDYOTIDIS  DIFFUSAE 全草類
13 白及 白及（白芨） スライス 本品はラン科植物シランBletilla striata(Thunb.) Reichb.f.の乾燥塊茎。 BLETILLAE  RHIZOMA 根及び根茎類
14 白蔹 白蔹 スライス 本品はブドウ科植物カガミグサAmpelopsis japonica (Thunb.)Makinoの乾燥塊根。 AMPELOPSIS  RADIX 根及び根茎類
15 白茅根 茅根 短冊 本品はイネ科植物チガヤImperata cylindrica Beauv.var. major(Nees)C.E.Hubb.の乾燥根茎。 IMPERATAE  RHIZOMA 根及び根茎類

16 白前 白前 短冊 本品はガガイモ科植物柳葉白前Cynanchum stauntonii(Decne.) Schltr. ex Levl.或いは芫花葉白前
Cynanchum glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz.の乾燥根茎と根。

CYNANCHI  STAUNTONII  RHIZOMA
ET  RADIX

根及び根茎類

17 白芍 白芍 スライス 本品はキンポウゲ科植物シャクヤクPaeonia lactiflora Pall．の乾燥根。 PAEONIAE  RADIX  ALBA 根及び根茎類

18 白术 唐白朮 スライス 本品はキク科植物オオバナオケラAtractylodes macrocephala Koidz.の乾燥根茎。 ATRACTYLODIS  MACROCEPHALAE
RHIZOMA

根及び根茎類

19 白苏子 白蘇子（紫蘇
子）

原形 本品はシソ科植物紫蘇Perilla frutesceus（L.）Britt.の栽培品青紫蘇の乾燥成熟果実。 FRUCTUS PERILLAE 果実種子類

20 白头翁 白頭翁 スライス 本品はキンポウゲ科植物ヒロハオキナグサPulsatilla chinensis (Bge.) Regelの乾燥根。 PULSATILLAE  RADIX 根及び根茎類

21 白薇 白薇 短冊 本品はガガイモ科植物フナバラソウCynanchum atratum Bge.あるいは蔓生白薇Cynanchum
versicolor Bge.の乾燥した根及び根茎。

  CYNANCHI  ATRATI  RADIX  ET
RHIZOMA

根及び根茎類

22 白鲜皮 白鲜皮 スライス 本品はミカン科植物ハクセンDictamnus dasycarpus Turcz.の乾燥根皮。 DICTAMNI  CORTEX 藤及び樹皮類
23 白英 白英 短冊 本品はナス科植物ヒヨドリジョウゴSolanum lyratum Thunb.の乾燥全草。 HERBA  SOLANI  LYRATI 全草類

24 白芷 白芷 スライス
本品はセリ科植物ヨロイグサAngelica dahurica (Fisch.ex Hoffm.) Benth.et Hook.f.或いは杭白芷

Angelica dahurica(Fisch.ex Hoffm.) Benth.et Hook.f. var.formosana(Boiss.)Shan et Yuan の乾
燥根。

ANGELICAE  DAHURICAE  RADIX 根及び根茎類

25 百部 百部 スライス 本品はビャクブ科植物タチビャクブStemona sessilifolia (Miq.) Miq.、ツルビャクブStemona
japonica  (Bl.) Miq. 或いはタマビャクブStemona tuberosa Lour.の乾燥塊根。

STEMONAE  RADIX 根及び根茎類

26 百合 百合 原形 本品はユリ科植物オニユリLilium lancifolium Thunb.、ハカタユリLilium brownii F.E.Brown var.
viridulum Baker或いは細葉ユリLilium pumilum DC.の乾燥鱗茎。

LILII  BULBUS 根及び根茎類

27 柏子仁 柏子仁 原形 本品はヒノキ科植物コノテガシワPlatycladus orientalis(L.)Francoの乾燥成熟種子。 PLATYCLADI SEMEN 果実種子類
28 败酱草 敗醤草 短冊 本品はオミナエシ科植物オミナエシPatrinia scabiosaefolia Fisch.の乾燥全草。 HERBA  PATRINIAE 全草類
29 板蓝根 板藍根 スライス 本品はアブラナ科植物タイセイIsatis indigotica Fort.の乾燥根。 ISATIDIS  RADIX 根及び根茎類
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30 半边莲 半辺蓮 短冊 本品はキキョウ科植物ミゾカクシLobelia chinensis Lour. の乾燥全草。 LOBELIAE  CHINENSIS  HERBA 全草類
31 半枫荷根 半楓荷根 スライス 本品はアオギリ科植物翻白葉樹Pterospermum heterophyllum Hanceの乾燥根。 RADIX  PTEROSPERMI 根及び根茎類
32 半枝莲 半枝蓮 短冊 本品はシソ科植物半枝蓮Scutellaria barbata D．Donの乾燥全草。 SCUTELLARIAE  BARBATAE  HERBA 全草類
33 薄荷叶 薄荷 原形 本品はシソ科植物薄荷Mentha haplocalyx Briq.の乾燥葉。 MENTHAE  HAPLOCALYCIS  HERBA 花・葉類
34 北沙参 浜防風 短冊 本品はセリ科植物ハマボウフウGlehnia littoralis Fr.Schmidt eMiq. の乾燥根。 GLEHNIAE   RADIX 根及び根茎類
35 荜茇 ヒハツ 原形 本品はコショウ科植物ヒハツPiper longum L.の成熟に近い或いは成熟した果実の乾燥品。 PIPERIS  LONGI  FRUCTUS 果実種子類
36 荜澄茄 荜澄茄 原形 本品はクスノキ科植物アオモジLitsea cubeba (Lour.) Pers.の乾燥成熟果実。 LITSEAE  FRUCTUS 果実種子類
37 萹蓄 扁蓄 短冊 本品はタデ科植物ミチヤナギPolygonum aviculare L.の乾燥地上部分。 POLYGONI  AVICULARIS  HERBA 全草類
38 扁豆花 扁豆花 原形 本品はマメ科植物扁豆Dolichos lablab L.の乾燥花。 FLOS  LABLAB  ALBUS 花・葉類
39 槟榔 檳榔子 スライス 本品はヤシ科植物ビンロウ Areca catechu L. の乾燥成熟種子。 ARECAE  SEMEN 果実種子類
40 冰片 ボルネオール 1kg/包 C10H18O（154.25） BORNEOLUM SYNTHETICUM その他
41 补骨脂 補骨脂 原形 本品はマメ科植物オランダビユPsoralea corylifolia L. の乾燥成熟果実。 PSORALEAE  FRUCTUS 果実種子類
42 布渣叶 布渣葉 短冊 本品はシナノキ科植物破布Microcos paniculata L.の乾燥葉。 MICROCTIS  FOLIUM 花・葉類

43 菜豆树根 菜豆樹根 スライス 本品はノウゼンカズラ科植物センダンキササゲRadermachera sinica (Hance) Hems
［Stereospermum sinicum Hance］の根。

/ 根及び根茎類

44 蚕沙 蚕砂 原形 本品はカイコガ科昆虫カイコBombyx mori Linnaeusの乾燥粪便。 FECULAE  BOMBYCIS 動物類
45 苍耳子 蒼耳子 原形 本品はキク科植物蒼耳Xanthium sibiricum Patr.の乾燥成熟の果実。 XANTHII  FRUCTUS 果実種子類
46 苍术 蒼朮 スライス 本品はキク科植物ホソバオケラAtractylodes lancea(Thunb.) DC.の乾燥根茎。 ATRACTYLODIS  RHIZOMA 根及び根茎類
47 草豆蔻 草豆蔻 原形 本品はショウガ科植物草豆蔻Alpinia katsumadai Hayataの乾燥成熟種子。 ALPINIAE  KATSUMADAI  SEMEN 果実種子類
48 草果 草果 原形 本品はショウガ科植物草果Amomum tsao-ko Crevos et Lemaireの乾燥成熟果実。 TSAOKO  FRUCTUS 果実種子類
49 侧柏叶 側柏葉 短冊 本品はヒノキ科植物コノテガシワPlatycladus orientalis(L.)Francoの乾燥葉。 PLATYCLADI  CACUMEN 花・葉類
50 侧柏叶炭 側柏葉炭 短冊 本品はヒノキ科植物コノテガシワPlatycladus orientalis(L.)Francoの乾燥葉。 PLATYCLADI  CACUMEN 花・葉類

51 柴胡 津柴胡（北柴
胡）

スライス 本品はセリ科植物マンシュウミシマサイコBupleurum chinense DC.の乾燥根。別称“北柴胡”。 BUPLEURI  RADIX 根及び根茎類

52 蝉花 蝉花 原形 本品はバッカクキン科ツクツクボウシタケIsaria cicadae Miquelの孢梗束或いは大蝉草Cordyceps
cicadae Shingの乾燥子座及び寄生虫体の乾燥複合体。

/ 菌・海藻類

53 蝉蜕 蝉退 原形 本品はセミ科昆虫スチアカクマゼミ Cryptotympana pustulata Fabriciusの脱殻。 CICADAE  PERIOSTRACUM 動物類

54 燀苦杏仁 燀苦杏仁 燀 原形
本品はバラ科植物アンズPrunus armeniaca L. var. ansu Maxim.、西伯利亜杏Prunus sibirica   L.、
東北杏 Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne 或いはホンアンズPrunus armeniaca L.の乾燥成熟
種子。

ARMENIACAE  SEMEN  AMARUM 果実種子類

55 燀桃仁 燀桃仁 燀 原形 本品はバラ科植物モモ Prunus  persica  (L.) Batsch 或いはノモモPrunus  davidiana (Carr.)
Franch. の乾燥成熟種子。

PERSICAE  SEMEN 果実種子類

56 常山 常山 スライス 本品はユキノシタ科植物常山ジョウザンアジサイ Dichroa febrifuga Lour.の乾燥根。 DICHROAE  RADIX 根及び根茎類
57 炒白扁豆 炒白扁豆 炒 原形 本品はマメ科植物扁豆フジマメDolichos lablab L.の乾燥成熟種子。 LABLAB  SEMEN  ALBUM 果実種子類
58 炒槟榔 炒檳榔子 炒 スライス 本品はヤシ科植物ビンロウ Areca catechu L. の乾燥成熟種子。 ARECAE  SEMEN 果実種子類
59 炒苍耳子 炒苍耳子 炒 原形 本品はキク科植物オナモミXanthium sibiricum Patr.の乾燥成熟帯総苞の果実。 XANTHII  FRUCTUS 果実種子類

60 炒车前子 炒車前子 炒 原形 本品はオオバコ科植物オオバコPlantago asiatica L.或いはムジナオオバコPlantago depressa Willd.
の乾燥成熟種子炮制加工品。

PLANTAGINIS  SEMEN  TOSTUM 果実種子類

61 炒川楝子 炒川楝子 炒 砕 本品はセンダン科植物トウセンダンMelia toosendan Sieb.et Zucc.の乾燥成熟果実。 TOOSENDAN  FRUCTUS 果実種子類
62 炒稻芽 炒稻芽 炒 原形 本品はイネ科植物イネOryza sativa L.の成熟果実经发芽乾燥の炮制加工品。 ORYZAE  FRUCTUS  GERMINATUS 果実種子類
63 炒冬瓜子 炒冬瓜子 炒 原形 本品はウリ科植物トウガンBenincasa hispida (Thunb.) Cogn. の乾燥成熟種子の炮制加工品。 BENINCASAE   SEMEN  TOSTUM 果実種子類

64 炒瓜蒌子 炒栝楼仁 炒 原形 本品はウリ科植物キカラスウリTrichosanthes kirilowii Maxim.或いはシマカラスウリTrichosanthes
rosthornii  Harmsの乾燥成熟種子の炮制加工品。

TRICHOSANTHIS SEMEN TOSTUM 果実種子類
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65 炒鸡内金 炒鶏内金 炒 原形 本品はキジ科動物ニワトリGallus gallus domesticus Brissonの乾燥沙囊内壁。 GALLI   GIGERII   ENDOTHELIUM
CORNEUM

動物類

66 炒蒺藜 炒蒺藜子 炒 原形 本品はハマビシ科植物ハマビシTribulus terrestris L.の乾燥成熟果実。 TRIBULI  FRUCTUS 果実種子類
67 炒建曲 炒建曲（神麹） 炒 塊 本品は青蒿、麦芽などの粉末と小麦粉を混合・発酵し加工したもの。 / その他

68 炒僵蚕 炒白僵蚕 炒 短冊 本品はカイコガ科昆虫カイコ Bombyx mori Linnaeus 4～5 齢の幼虫が（或いは人工接種）白僵菌
Beauveria bassiana(Bals.) Vuillantに感染し硬直死した乾燥虫体。

BOMBYX  BATRYTICATUS 動物類

69 炒芥子 炒白芥子 炒 原形 本品はアブラナ科植物シロガラシSinapis alba L.の乾燥成熟種子。通称“白芥子”。 SINAPIS  SEMEN 果実種子類
70 炒决明子 炒决明子 炒 原形 本品はマメ科植物カワラケツメイCassia obtusifolia L.或いは小决明Cassia tora L.の乾燥成熟種子。 CASSIAE SEMEN 果実種子類

71 炒苦杏仁 炒苦杏仁 炒 原形
本品はバラ科植物アンズPrunus armeniaca L. var. ansu Maxim.、西伯利亜杏Prunus sibirica   L.、
東北杏 Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne 或いはホンアンズPrunus armeniaca L.の乾燥成熟
種子。

ARMENIACAE  SEMEN  AMARUM 果実種子類

72 炒莱菔子 炒莱菔子 炒 原形 本品はアブラナ科植物植物ダイコンRaphanus sativus L.の乾燥成熟種子。 RAPHANI SEMEN 果実種子類
73 炒麦芽 炒麦芽 炒 原形 本品はイネ科植物オオムギHordeum vulgare L.の成熟果実の発芽乾燥品を炮制加工したもの。 HORDEI  FRUCTUS  GERMINATUS 果実種子類

74 炒蔓荆子 炒蔓荆子 炒 原形 本品はクマツヅラ科（現在はシソ科）植物单葉蔓荆Vitex trifolia L.var.simplicifolia Cham.或いはミ
ツバハマゴウVitex trifolia L.の乾燥成熟果実。

VITICIS  FRUCTUS 果実種子類

75 炒牛蒡子 炒牛蒡子 炒 原形 本品はキク科植物ゴボウArctium  lappa  L.の乾燥成熟果実。 ARCTII   FRUCTUS 果実種子類

76 炒蒲黄 炒蒲黄 炒 原形 本品はガマ科植物ホソバヒメガマTypha angustifolia L.、コガマTypha orientalis Presl或いは同属植
物の乾燥花粉。

TYPHAE POLLEN 花・葉類

77 炒青皮 炒青皮 炒 短冊 本品はミカン科植物タチバナ Citrus reticulata Blanco. 及びその栽培変種の乾燥幼果或いは未成熟果
実の果皮。

CITRI  RETICULATAE  PERICARPIUM
VIRIDE

果実種子類

78 炒山楂

炒山楂肉（炒南
山楂、炒野山
楂）

炒 スライス 本品はバラ科植物オオミサンザシCrataegus pinnatifida Bge.var.major N.E.Br. 或いはオオサンザシ
Crataegus pinnatifida Bge.の乾燥成熟果実。

CRATAEGI  FRUCTUS 果実種子類

79 炒神曲 炒神曲 炒 塊 本品は辣蓼、青蒿、杏仁等の粉末を小麦粉と混合後、発酵整形乾燥したもの。 / その他

80 炒酸枣仁 炒酸枣仁 炒 原形 本品はクロウメモドキ科植物サネブトナツメZiziphus jujuba Mill. var. spinosa（Bunge）Hu ex
H.F.Chouの乾燥成熟種子。

ZIZIPHI  SPINOSAE  SEMEN 果実種子類

81 炒葶苈子 炒葶藶子 炒 原形 本品はアブラナ科植物クジラグサDescurainia sophia (L.) Webb. ex Prantl. 或いはマメグンバイナズ
ナ Lepidium  apetalum  Willd. の乾燥成熟種子。前者习称“南葶苈子”，后者习称“北葶苈子”。

DESCURAINIAE  SEMEN  LEPIDII
SEMEN

果実種子類

82 炒王不留行 炒王不留行 炒 原形 本品はナデシコ科植物麦蓝菜ドウカンソウVaccaria segetalis ( Neck.) Garckeの乾燥成熟種子。 VACCARIAE  SEMEN 果実種子類
83 炒栀子 炒山栀子 炒 砕 本品はアカネ科植物クチナシGardenia jasminoides Ellisの乾燥成熟果実。 GARDENIAE  FRUCTUS 果実種子類
84 炒紫苏子 炒紫蘇子 炒 原形 本品はシソ科植物シソPerilla  frutescens(L.)Britt.の乾燥成熟果実。 PERILLAE  FRUCTUS 果実種子類

85 车前草 車前草 短冊 本品はオオバコ科植物オオバコPlantago asiatica L.或いはムジナオオバコPlantago depressa Willd.
の乾燥地上部分。

PLANTAGINIS  HERBA 全草類

86 车前子 車前子 原形 本品はオオバコ科植物オオバコPlantago asiatica L.或いはムジナオオバコPlantago depressa Willd.
の乾燥成熟種子。

PLANTAGINIS  SEMEN 果実種子類

87 沉香 沈香 短冊 本品はジンチョウゲ科植物シナジンコウAquilaria sinensis (Lour.) Gilgの樹脂含有木材。 AQUILARIAE  LIGNUM  RESINATUM 藤及び樹皮類
88 陈皮 陳皮 短冊 本品はミカン科植物タチバナCitrus reticulata Blancoおよびその栽培変種の乾燥成熟果皮。 CITRI  RETICULATAE  PERICARPIUM 果実種子類

89 赤芍 赤芍 スライス 本品はボタン科植物シャクヤクPaeonia lactiflora Pall.或いは川赤芍Paeonia veitchii Lynch の乾燥
根。

PAEONIAE  RADIX  RUBRA 根及び根茎類

90 赤小豆 赤小豆 原形 本品はマメ科植物ツルアズキ Vigna umbellata Ohwi et Ohashi或いはアズキVigna angularis Ohwi
et Ohashiの乾燥成熟種子。

VIGNAE  SEMEN 果実種子類

91 茺蔚子 茺蔚子 原形 本品はシソ科植物メハジキLeonurus japonicus Houtt.の乾燥成熟果実。 LEONURI  FRUCTUS 果実種子類
92 臭牡丹 臭牡丹 短冊 本品はクマツヅラ科植物臭牡丹 ボタンクサギClerodendrum bungei Steudel の乾燥地上部分。 HERBA CLERODENDRI BUNGEI 全草類
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93 臭牡丹根 臭牡丹根 スライス 本品はクマツヅラ科植物臭牡丹ボタンクサギ Clerodendrum bungei Steud.の根。 / 根及び根茎類
94 楮实子 楮実子 原形 本品はクワ科植物カジノキBroussonetia papyrifera(L.)Vent.の乾燥成熟果実。 BROUSSONETIAE  FRUCTUS 果実種子類

95 川贝母 川貝母 原形 本品はユリ科植物川贝母Fritillaria cirrhosa D.Don、暗紫贝母Fritillaria unibracteata  Hsiao et K.C.
Hsiaの乾燥鳞茎。习称“松贝”。

FRITILLARIAE  CIRRHOSAE  BULBUS 根及び根茎類

96 川楝子 川楝子 砕 本品はセンダン科植物トウセンダンMelia toosendan Sieb.et Zucc.の乾燥成熟果実。 TOOSENDAN   FRUCTUS 果実種子類

97 川木通 川木通 スライス 本品はキンポウゲ科植物小木通クレマチスアーマンディーClematis armandii Franch.或いは绣球藤ク
レマチスモンタナClematis montana Buch.- Ham.の乾燥藤茎。

CLEMATIDIS  ARMANDII  CAULIS 藤及び樹皮類

98 川牛膝 川牛膝 スライス 本品はヒユ科植物イノコヅチモドキCyathula officinalis Kuanの乾燥根。 CYATHULAE   RADIX 根及び根茎類
99 川芎 唐川芎 スライス 本品はセリ科植物川芎Ligusticum  chuanxiong Hort.の乾燥根茎。 CHUANXIONG  RHIZOMA 根及び根茎類

100 穿破石 穿破石 スライス 本品はクワ科植物构棘カカツガユMaclura cochinchinensis (Loureiro) Corner或いはハリグワM.
tricuspidata Carriereの乾燥根。

RADIX  MACLURAE 根及び根茎類

101 穿山龙 穿山龍 スライス 本品はヤマノイモ科植物ウチワドコロDioscorea nipponica の乾燥根茎。   DIOSCOREAE  NIPPONICAE
RHIZOMA

根及び根茎類

102 穿心莲 穿心蓮 短冊 本品はキツネノマゴ科植物センシンレンAndrographis paniculata(Burm.f.)Neesの乾燥地上部分。 ANDROGRAPHIS  HERBA 全草類
103 垂盆草 垂盆草 短冊 本品はベンケイソウ科植物ツルマンネングサSedum sarmentosum Bungeの乾燥全草。 SEDI  HERBA 全草類
104 椿皮 椿皮 短冊 本品はニガキ科植物ニワウルシAilanthus altissima(Mill.) Swingleの乾燥根皮或いは乾燥樹皮。 AILANTHI  CORTEX 藤及び樹皮類
105 磁石 磁石 砕 本品は酸化物類鉱物尖晶石族磁鉄鉱，主に四酸化三鉄(Fe3O4)を含む。 MAGNETITUM 鉱物及び化石類

106 刺猬皮 刺猬皮 塊 本品はハリネズミ科動物ハリネズミErinaceus europaeus L.或いはダウリアハリネズミ
Hemiechianus dauricus Sundevallの乾燥外皮。

CORIUM  ERINACEI  SEU  HEMIECHINI 動物類

107 刺五加 刺五加 短冊 本品はウコギ科植物エゾウコギAcanthopanax senticosus (Rupr. et Maxim.) Harms の乾燥根と根
茎。

ACANTHOPANACIS  SENTICOSI  RADIX
ET  RHIZOMA  SEU  CAULIS

根及び根茎類

108 醋艾炭 醋艾炭 醋　炭 原形 本品はキク科植物ヨモギ Artemisia argyi Lévl.et Vant.の乾燥葉。夏開花前に採集し、干したもの。 ARTEMISIAE  ARGYI FOLIUM 花・葉類
109 醋鳖甲 醋鳖甲 醋 塊 本品はスッポン科動物スッポンTrionyx sinensis Wiegmannの背甲。  TRIONYCIS  CARAPAX 動物類
110 醋柴胡 醋柴胡 醋 スライス 本品はセリ科植物マンシュウミシマサイコBupleurum chinense DC.の乾燥根。 BUPLEURI  RADIX 醋北柴胡

111 醋莪术 醋莪朮 醋 スライス 本品はショウガ科植物蓬莪朮 Curcuma phaeocaulis Val.、広西莪朮 Curcuma kwangsiensis S.
G.Lee et C. F. Liang 或いは温郁金 Curcuma  wenyujin Y.H. Chen et  C. Lingの乾燥根茎。

CURCUMAE  RHIZOMA 根及び根茎類

112 醋甘遂 醋甘遂 醋 醋制 本品はトウダイグサ科植物甘遂Euphorbia kansui T.N. Liou ex T.P. Wangの乾燥塊根。 KANSUI RADIX 根及び根茎類

113 醋龟甲 醋亀板 醋 塊 本品はイシガメ科動物クサガメChinemys reevesii (Gray)の背甲及び腹甲。  TESTUDINIS  CARAPAX  ET
PLASTRUM

動物類

114 醋没药 醋没薬 醋 砕 本品はカンラン科植物ミルラCommiphora myrrha Engl.或いは哈地丁树Commiphora molmol Engl.
の乾燥樹脂。

MYRRHA 樹脂及びその他の
抽出物類

115 醋青皮 醋青皮 醋 短冊 本品はミカン科植物タチバナ Citrus reticulata Blanco. 及びその栽培変種の乾燥幼果或いは未成熟果
実の果皮。

CITRI  RETICULATAE  PERICARPIUM
VIRIDE

果実種子類

116 醋乳香 醋乳香 醋 砕 本品はカンラン科植物ニュウコウジュBoswellia carterii Birdw.及び同属植物Boswellia bhaw-dajiana
Birdw.の樹皮から滲出した樹脂。

OLIBANUM 樹脂及びその他の
抽出物類

117 醋三棱 醋三棱 醋 スライス 本品はミクリ科植物ミクリSparganium stoloniferum Buch. ‒Ham.の乾燥塊茎。 SPARGANII RHIZOMA 根及び根茎類

118 醋商陆 醋商陸 醋 塊 本品はヤマゴボウ科植物ヤマゴボウPhytolacca acinosa Roxb. 或いはヨウシュヤマゴボウPhytolacca
americana L. の乾燥根炮制加工品。

PHYTOLACCAE  RADIX 根及び根茎類

119 醋五灵脂 醋五霊脂 醋 原形 本品はリス科動物ミミゲモモンガ Trogopterus xanthipes Milne-Edwardsの乾燥糞便。 FAECES TROGOPTERI 動物類
120 醋五味子 醋五味子 醋 原形 本品はマツブサ科植物チョウセンゴミシSchisandra chinensis (Turcz.) Baill.の乾燥成熟果実。 SCHISANDRAE  CHINENSIS  FRUCTUS 果実種子類
121 醋香附 醋香附子 醋 スライス 本品はカヤツリグサ科植物ハマスゲCyperus rotundus L.の乾燥根茎。 CYPERI  RHIZOMA 根及び根茎類

122 醋延胡索 醋延胡索 醋 スライス 本品はケシ科植物延胡索Corydalis  yanhusuo  W. T. Wang の乾燥塊茎。（日本ではCorydalis
turtschaninovii Besser forma yanhusuo Y. H. Chou et C. C. Hsu）

CORYDALIS RHIZOMA 根及び根茎類
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123 大风子 大風子 原形 本品はイイギリ科植物ダイフウシノキHydnocarpus anthelmintica Pierreの乾燥成熟種子。 SEMEN  HYDNOCARPI
ANTHELMINTICAE

果実種子類

124 大腹皮 大腹皮 原形 本品はヤシ科植物ビンロウAreca catechu L.の乾燥果皮。 ARECAE  PERICARPIUM 果実種子類

125 大黄 大黄 スライス 本品はタデ科植物掌葉大黄Rheum palmatum L.、唐古特大黄Rheum tanguticum Maxim.ex Balf.或
いは药用大黄Rheum officinale Baill.の乾燥根和根茎。

RHEI  RADIX  ET  RHIZOMA 根及び根茎類

126 大黄炭 大黄炭 炭 スライス 本品はタデ科植物掌葉大黄Rheum palmatum L.、唐古特大黄Rheum tanguticum Maxim.ex.Balf.或
いは药用大黄Rheum officinale Baill.の乾燥根和根茎。

RHEI  RADIX  ET  RHIZOMA 根及び根茎類

127 大蓟 大薊タイケイ 短冊 本品はキク科植物ノアザミCirsium japonicum Fisch.ex Dc.の乾燥地上部分。 CIRSII  JAPONICI  HERBA 全草類
128 大青叶 大青葉 砕 本品はアブラナ科植物タイセイIsatis indigotica Fort.の乾燥葉。 ISATIDIS  FOLIUM 花・葉類
129 大血藤 大血藤 スライス 本品はアケビ科植物大血藤Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd.et Wils.の乾燥藤茎。 SARGENTODOXAE  CAULIS 藤及び樹皮類
130 大枣 大棗 原形  本品はクロウメモドキ科植物ナツメZiziphus jujuba Mill. の乾燥成熟果実。 JUJUBAE  FRUCTUS 果実種子類
131 玳玳花 玳玳花 原形 本品はミカン科植物ダイダイCitrus aurantium L.var.amara Engl.の乾燥花蕾。 FLOS  CITRI  AURANTII 花・葉類

132 丹参 丹参 スライス 本品はシソ科植物丹参Salvia miltiorrhiza Bge. の乾燥根及根茎。 SALVIAE MILTIORRHIZAE RADIX ET
RHIZOMA

根及び根茎類

133 胆南星 天南星 500克/包 本品は制天南星の細粉と牛、羊或いは豚の胆汁を加工成形，或いは生の天南星の細粉と牛、羊或いは豚
の胆汁を発酵させ、加工成形したもの。

ARISAEMA CUM BILE 根及び根茎類

134 淡豆豉 淡豆豉 原形 本品はマメ科植物大豆ダイズGlycine max (L.) Merr.の成熟種子の発酵加工品。 SOJAE  SEMEN  PRAEPARATUM 果実種子類
135 淡竹叶 淡竹葉 短冊 本品はイネ科植物淡竹葉ササクサLophatherum gracile Brongn.の乾燥茎葉。 LOPHATHERI  HERBA 花・葉類
136 当归 唐当帰 スライス 本品はセリ科植物当归Angelica sinensis (Oliv.)Dielsの乾燥主根。 ANGELICAE  SINENSIS  RADIX 根及び根茎類
137 当归头（无） 当帰頭（无） 短冊 本品はセリ科植物当归Angelica sinensis（Oliv.）Dielsの乾燥根。 ANGELICAE SINENSIS RADIX 根及び根茎類
138 当归尾 当帰尾 スライス 本品はセリ科植物当归Angelica sinensis (Oliv.) Dielsの乾燥支根。 ANGELICAE  SINENSIS  RADIX 根及び根茎類

139 党参 党参 スライス 本品はキキョウ科植物党参ヒカゲノツルニンジン Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.の乾燥根。  CODONOPSIS  RADIX 根及び根茎類

140 党参(素花党参) 党参(素花党参) スライス 本品はキキョウ科植物素花党参 Codonopsis pilosula Nannf.var.modesta(Nannf.)L.T.Shenの乾燥
根。

 CODONOPSIS  RADIX 根及び根茎類

141 稻芽 稲芽 原形 本品はイネ科植物イネOryza sativa L.の成熟果実を発芽させた乾燥炮制加工品。 ORYZAE  FRUCTUS  GERMINATUS 果実種子類
142 灯心草 灯心草 短冊 本品はイグサ科植物イグサJuncus effusus L.の乾燥茎髓。 JUNCI  MEDULLA 藤及び樹皮類
143 地肤子 地膚子 原形 本品はタデ科植物地肤ホウキギKochia scoparia (L.) Schrad.の乾燥成熟果実。  KOCHIAE  FRUCTUS 果実種子類
144 地骨皮 地骨皮 原形 本品はナス科植物枸杞Lycium chinense Mill.或いは宁夏枸杞Lycium barbarum L.の乾燥根皮。 LYCII  CORTEX 藤及び樹皮類
145 地黄 地黄 スライス 本品はゴマノハグサ科植物地黄アカヤジオウRehmannia glutinosa Libosch.の新鮮或いは乾燥塊根。 REHMANNIAE  RADIX 根及び根茎類

146 地黄炭 地黄炭 炭 スライス 本品はゴマノハグサ科植物地黄アカヤジオウRehmannia glutinosa Libosch.の乾燥塊根の炮制加工
品。

REHMANNIAE  RADIX  CARBONISATA 根及び根茎類

147 地锦草 地錦草 短冊 本品はトウダイグサ科植物地锦チチグサ／ニシキソウ Euphorbia humifusa Willd.或いは斑地锦 オオ
ニシキソウEuphorbia maculata L.の乾燥全草。

EUPHORBIAE  HUMIFUSAE  HERBA 全草類

148 地榆 地榆 スライス 本品はバラ科植物地榆ワレモコウSanguisorba officinalis L.或いは长葉地榆Sanguisorba officinalis
L.var.longigolia(Bert.)Yu et Liの乾燥根。后者习称“绵地榆”。

SANGUISORBAE  RADIX 根及び根茎類

149 地榆炭 地榆炭 炭 スライス 本品はバラ科植物地榆ワレモコウSanguisorba officinalis L.或いは长葉地榆Sanguisorba officinalis
L.var. longifolia(Bert.)Yü et Liの乾燥根。后者习称“绵地榆”。

SANGUISORBAE  RADIX 根及び根茎類

150 丁香 丁香 原形 本品はフトモモ科植物丁香チョウジノキEugenia caryophyllata Thunb.の乾燥花蕾。 CARYOPHYLLI  FLOS 花・葉類
151 东阿阿胶 東阿阿膠 500克/盒 本品はウマ科動物ロバEquus asinus L．の乾燥皮或いは新鮮な皮を煮て、濃縮形成した固体膠。 ASINI CORII COLLA 動物類
152 冬瓜皮 冬瓜皮 砕 本品はウリ科植物冬瓜Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.の乾燥外層果皮。 BENINCASAE  EXOCARPIUM 果実種子類
153 冬瓜子 冬瓜子 原形 本品はウリ科植物冬瓜 Benincasa hispida (Thunb) Cogn. の乾燥成熟種子。 SEMEN  BENINCASAE 果実種子類
154 豆豉姜 豆豉姜 スライス 本品はクスノキ科植物山鸡椒 アオモジLitsea cubeba (Lour.) pers.の根。 RADIX  LITSEAE 根及び根茎類
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155 豆蔻 白豆蔻 原形 本品はショウガ科植物白豆蔻Amomum kravanh Pierre ex Gagnep.の乾燥成熟果実。 AMOMI  FRUCTUS  ROTUNDUS 果実種子類

156 独活 唐独活 スライス 本品はセリ科植物重齿毛当归シシウド Angelica pubescens Maxim.f. biserrata Shan et Yuanの乾燥
根。

ANGELICAE  PUBESCENTIS  RADIX 根及び根茎類

157 独脚柑 独脚柑 短冊 ゴマノハグサ科独脚金（ストライガ）属植物独脚金Striga asiatica(L.) O. Kuntzeの全草。 HERBA  STRIGAE 全草類
158 杜仲 杜仲 塊 本品はトチュウ科植物杜仲Eucommia ulmoides Oliv. の乾燥樹皮。 EUCOMMIAE  CORTEX 藤及び樹皮類
159 煅赤石脂 煅赤石脂 煅 砕 本品は硅酸塩類鉱物多水高岭石族多水高岭石，主含四水硅酸铝[Al4(Si4O10)(OH)しゃ·4H2O]。 HALLOYSITUM  RUBRUM 鉱物及び化石類
160 煅磁石 煅磁石 煅 砕 本品は氧化物类矿物尖晶石族磁铁矿，主含Fe3O4。 MAGNETITUM 鉱物及び化石類

161 煅龙骨 煅龍骨 煅 砕 本品は古代哺乳動物如三趾馬、サイ類、ウシ類、ゾウ類等の骨骼化石或いは象類門歯の化石
Osdradonis，前者习称 “龙骨”，后者习称“五花龙骨”。

MASTODI  OSSIS  FOSSILIA
PRAEPARATA

鉱物及び化石類

162 煅牡蛎 煅牡蛎 煅 砕 本品はカキ科動物长牡蛎Ostrea gigas Thunberg、大连湾牡蛎Ostrea talienwhanensis  Crosse 或い
は近江牡蛎Ostrea rivularis Gouldの貝殻。

 OSTREAE  CONCHA 動物類

163 煅瓦楞子 煅瓦楞子 煅 砕 本品は蚶（フネガイ）科動物毛蚶Arca subcrenata Lischke、泥蚶ハイガイArca granosa Linnaeus
或いは魁蚶Arca inflata Reeveの貝殻。

  ARCAE  CONCHA 動物類

164 煅赭石 煅代赭石 煅 砕 本品は氧化物类矿物刚玉族赤铁矿，主含Fe2O3。 HAEMATITUM 鉱物及び化石類
165 煅紫石英 煅紫石英 煅 砕 本品は氟化物类矿物萤石族萤石，主含CaF2。 FLUORITUM 鉱物及び化石類
166 煅自然铜 煅自然铜 煅 砕 本品は硫化物类矿物黄铁矿族黄铁矿，主含FeS2。 PYRITUM 鉱物及び化石類

167 莪术 莪朮 スライス
本品はショウガ科植物蓬莪朮 Curcuma phaeocaulis Val.、广西莪朮 Curcuma kwangsiensis S.
G..Lee et C. F. Liang或いは温郁金 Curcuma  wenyujin Y.H. Chen et  C. Lingの乾燥根茎。后者习

称“温莪朮”。
CURCUMAE  RHIZOMA 根及び根茎類

168 鹅不食草 鹅不食草 短冊 本品はキク科植物トキンソウCentipeda minima（L.）A.Br.et Aschers.の乾燥全草。 CENTIPEDAE  HERBA 全草類

169 鹅管石 鹅管石 原形 本品は腔肠動物树珊瑚科の栎珊瑚Balanophyllia sp.或いは笛珊瑚 Sysingora sp.の石灰質骨骼。   SECRETIO  SYSINGORAE
OSSIFORMIS

鉱物及び化石類

170 儿茶 ペグアセンヤク 塊 本品はマメ科植物儿茶ペグノキAcacia catechu (L.f.)Willd.の皮・枝をさり、干の乾燥煎膏。 CATECHU 根及び根茎類
171 法半夏 法半夏 法 原形 本品はサトイモ科植物半夏カラスビシャクPinellia ternata（Thunb.）Breit.の乾燥塊茎。 PINELLIAE RHIZOMA PRAEPARATUM 根及び根茎類

172 番泻叶 センナ葉 原形 本品はマメ科植物狭葉番泻 Cassia angustifolia Vahl或いは尖葉番泻 Cassia acutifolia Delile の乾燥
小葉。

  SENNAE  FOLIUM 花・葉類

173 防风 防風 スライス 本品はセリ科植物防风Saposhnikovia divaricata (Turcz．)Schischk．の乾燥根。 SAPOSHNIKOVIAE  RADIX 根及び根茎類
174 防己 粉防己 スライス 本品はツヅラフジ科植物粉防己シマハスノハカズラStephania tetrandra S.Mooreの乾燥根。 STEPHANIAE  TETRANDRAE  RADIX 根及び根茎類
175 飞扬草 飛揚草 短冊 本品はトウダイグサ科植物飞扬草シマニシキソウEuphorbia hirta L．の乾燥全草。 EUPHORBIAE  HIRTAE  HERBA 全草類

176 榧子 かやの実（殻
付）

原形 本品はイチイ科植物榧シナガヤTorreya grandis Fort.の乾燥成熟種子。 TORREYAE  SEMEN 果実種子類

177 榧子肉 かやの実 短冊 本品はイチイ科植物榧シナガヤTorreya grandis Fort.の乾燥成熟種子。 TORREYAE  SEMEN 果実種子類

178 粉萆薢 粉萆薢 スライス 本品はヤマノイモ科植物粉背薯蓣ヒカイ Dioscorea hypoglauca Palibin の乾燥根茎。   DIOSCOREAE  HYPOGLAUCAE
RHIZOMA

根及び根茎類

179 风粟壳 風粟壳 塊 本品はブナ科植物板栗シナグリCastanea mollissima Bl.の乾燥総苞(壳斗)。产地乘鲜切塊。 INVOLUCRUM  CASTANEAE 果実種子類

180 蜂房 露蜂房 塊 本品はスズメバチ科昆虫果马蜂Polistes olivaceous (DeGeer)、ヤマトアシナガバチPolistes
japonicus Saussure或いは异腹胡蜂Parapolybia varia Fabriciusの巣。

VESPAE  NIDUS 動物類

181 凤尾草 風尾草 短冊 本品はイノモトソウ科植物井栏边草イノモトソウPteris multifida Poir.の乾燥全草。 HERBA  PTERIDIS  MULTIFIDAE 全草類
182 凤仙透骨草 風仙透骨草 短冊 本品はツリフネソウ科植物凤仙花ホウセンカ Impatiens balsamina L. の乾燥茎。 CAULIS IMPATIENTIS 全草類
183 佛手 佛手柑 スライス 本品はミカン科植物佛手Citrus medica L. var. sarcodactylis Swingleの乾燥果実。 CITRI  SARCODACTYLIS  FRUCTUS 果実種子類

184 麸炒白芍 麸炒白芍 麸炒 スライス 本品はキンポウゲ科植物芍药Paeonia lactiflora Pall.を煮或いは蒸して，頭、尾及外皮を除去した乾燥
根。

PAEONIAE  RADIX  ALBA 根及び根茎類
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185 麸炒白术 麸炒白朮 麸炒 スライス 本品はキク科植物白朮Atractylodes macrocephala Koidz.の乾燥根茎。 ATRACTYLODIS  MACROCEPHALAE
RHIZOMA

根及び根茎類

186 麸炒苍术 麸炒蒼朮 麸炒 スライス 本品はキク科植物茅苍朮Atractylodes lancea (Thunb.) DC. 或いは北苍朮Atractylodes chinensis
（Bunge）Koidz．ひげ根を除去した乾燥根茎。

ATRACTYLODIS  RHIZOMA 根及び根茎類

187 麸炒芡实 麸炒芡実 麸炒 原形 本品はスイレン科植物オニバスEuryale ferox Salisb.の乾燥成熟種仁。 EURYALES  SEMEN 果実種子類
188 麸炒山药 麸炒山薬 麸炒 スライス 本品はヤマノイモ科植物ナガイモDioscorea opposita Thunb. の外皮及びひげ根を除去した乾燥根茎 / 根及び根茎類
189 麸炒薏苡仁 麸炒薏苡仁 麸炒 原形 本品はイネ科植物薏苡ハトムギCoix.lacryma-jobi L.var.mayuen(Roman.)Stapfの乾燥成熟種仁。 COICIS SEMEN 果実種子類

190 麸炒枳壳 麸炒枳殻 麸炒 スライス 本品はミカン科植物酸橙Citrus aurantium L.及びその栽培変種の乾燥未成熟果実。 AURANTII FRUCTUS 果実種子類

191 麸炒枳实 麸炒枳実 麸炒 スライス 本品はミカン科植物酸橙Citrus aurantium L.及びその栽培変種或いは甜橙Citrus sinensis (L.) Osb.
の乾燥幼果。

AURANTII FRUCTUS IMMATURUS 果実種子類

192 麸煨肉豆蔻 麸煨肉豆蔻 麸　煨 原形 本品はニクズク科植物肉豆蔻Myristica fragrans Houtt.の乾燥種仁。 MYRISTICAE  SEMEN 果実種子類
193 茯苓 茯苓 塊 本品はサルノコシカケ科真菌マツホドPoria cocos (Schw.) Wolf の乾燥菌核。 PORIA 菌・海藻類
194 茯苓皮 茯苓皮 原形 本品はサルノコシカケ科真菌マツホドPoria cocos（Schw.）Wolf 菌核の乾燥外皮。 PORIAE  CUTIS 菌・海藻類

195 茯神 茯神 塊 本品はサルノコシカケ科真菌マツホドPoria cocos (Schw.) Wolf の中間に松枝のある或いは松根の白
色部分の乾燥菌核。

PORIA  CUM  RADIX  PINI 菌・海藻類

196 浮萍 浮萍 原形 本品はサトイモ科植物ウキクサSpirodela polyrrhiza (L.) Schleid.の乾燥全草。 SPIRODELAE  HERBA 全草類

197 浮小麦 浮小麦 原形 本品はイネ科植物小麦のTriticum aestivum L.の乾燥颖果（水中に投じたときに浮いて来る未成熟なも
の）。

FRUCTUS  TRITICI  LEVIS 果実種子類

198 覆盆子 覆盆子 原形 本品はバラ科植物华东覆盆子Rubus chingii Huの乾燥果実。 RUBI  FRUCTUS 果実種子類
199 甘草 甘草 スライス 本品はマメ科植物甘草Glycyrrhiza uralensis Fisch.の乾燥根。 GLYCYRRHIZAE  RADIX  ET  RHIZOMA 根及び根茎類

200 甘松 甘松 短冊 本品はオミナエシ科植物甘松Nardostachys jatamansi DC.の乾燥根及根茎。 NARDOSTACHYOS  RADIX  ET
RHIZOMA

根及び根茎類

201 干蟾皮 干蟾皮 短冊 本品はヒキガエル科動物アジアヒキガエル Bufo gargarizans Cantorあるいはヘリグロヒキガエル
Bufo melanostictus Schneider の乾燥した皮。

BUFO  SICCUS 動物類

202 干姜 生姜 スライス 本品はショウガ科植物姜 Zingiber officinale Rosc．の乾燥根茎。 ZINGIBERIS  RHIZOMA 根及び根茎類

203 岗梅根 崗梅根 スライス 本品はモチノキ科モチノキ属植物クロガネモチIlex asprella (Hook.et Arn.) Champ.ex Benth.の根及
び茎

RADIX  ET  CAULIS  ILICIS
ASPRELLAE

根及び根茎類

204 高良姜 良姜 スライス 本品はショウガ科植物高良姜Alpinia officinarum Hanceの乾燥根茎。 ALPINIAE  OFFICINARUM  RHIZOMA 根及び根茎類

205 藁本 藁本 スライス 本品はセリ科植物藁本Ligusticum sinense Oliv.或いは辽藁本Ligusticum jeholense Nakai et  Kitag.
の乾燥根茎と根。

LIGUSTICI  RHIZOMA  ET  RADIX 根及び根茎類

206 葛根 葛根 块 本品はマメ科植物野葛Pueraria lobata (Willd.)ohwiの乾燥根。 PUERARIAE  LOBATAE  RADIX 根及び根茎類
207 葛花 葛花 原形 本品はマメ科植物野葛Pueraria lobata(Willd.)Ohwi和甘葛藤Pueraria  thomsonii Benth.の乾燥花。 FLOS  PUERARIAE 花・葉類
208 贡菊 貢菊 原形 本品はキク科植物菊Chrysanthemum morifolium Ramat.の乾燥頭状花序，本品は“贡菊”。 CHRYSANTHEMI  FLOS 花・葉類

209 钩藤 釣藤鈎 短冊
本品はアカネ科植物钩藤Uncaria rhynchophylla（Miq.）Miq.ex Havil.、大葉钩藤Uncaria
macrophylla Wall.、毛钩藤Uncaria hirsuta Havil.、华钩藤Uncaria sinensis（Oliv.）Havil.或いは
无柄果钩藤Uncaria sessilifructus Roxb.の乾燥带钩茎枝。

UNCARIAE  RAMULUS  CUM  UNCIS 藤及び樹皮類

210 钩藤根 釣藤根 スライス 本品ははアカネ科植物钩藤Uncaria rhynchophylla（Miq.）Jacks.の根。 / 根及び根茎類
211 狗脊 狗脊 スライス 本品はタカワラビ科植物金毛狗脊Cibotium barometz(L.)J.Sm.の乾燥根茎。 CIBOTII  RHIZOMA 根及び根茎類
212 枸杞子 枸杞子 原形 本品はナス科植物宁夏枸杞Lycium  barbarum L. の乾燥成熟果実。 LYCII  FRUCTUS 果実種子類

213 谷精草 谷精草 短冊 本品はホシクサ科植物谷精草オオホシクサEriocaulon buergerianum Koern. の乾燥帯花茎の頭状花
序。

  ERIOCAULI  FLOS 花・葉類
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214 谷精子 谷精子 原形 本品はホシクサ科植物华南谷精草 オオシラタマホシクサEriocaulon sexangulare L.或いは毛谷精草
Eriocaulon australe R.Br.の乾燥頭状花序。

 FLOS  ERIOCAULI 花・葉類

215 骨碎补 骨砕補 スライス 本品はウラボシ科植物槲蕨ハカマウラボシDrynaria fortunei (Kunze) J. Sm.の乾燥根茎。 DRYNARIAE  RHIZOMA 根及び根茎類

216 瓜蒌 栝楼実 塊 本品はウリ科植物栝楼キカラスウリTrichosanthes kirilowii Maxim. 或いは双边栝楼Trichosanthes
rosthornii  Harms の乾燥成熟果実。

TRICHOSANTHIS  FRUCTUS 果実種子類

217 瓜蒌皮 栝楼皮 短冊 本品はウリ科植物栝楼Trichosanthes kirilowii Maxim.或いは双边栝楼Trichosanthes rosthornii
Harmsの乾燥成熟果皮。

TRICHOSANTHIS  PERICARPIUM 果実種子類

218 瓜蒌子 栝楼仁 原形 本品はウリ科植物栝楼Trichosanthes kirilowii Maxim. 或いは双边栝楼Trichosanthes rosthornii
Harms の乾燥成熟種子。

TRICHOSANTHIS SEMEN 果実種子類

219 贯众炭 貫仲炭 炭 炭 本品はオシダ科植物オシダDryopteris crassirhizoma Nakaiの乾燥根茎及葉柄残基。 DRYOPTERIDIS CRASSIRHIZOMATIS
RHIZOMA  CARBONISATUM

根及び根茎類

220 广东合欢花 広東合歓花 原形 本品はモクレン科植物夜合シラタマモクレン／トキワレンゲMagnolia coco (Lour.) DC.の乾燥花序 / 花・葉類
221 广藿香 藿香 短冊 本品はシソ科植物广藿香パチョリPogostemon cablin (Blanco) Benth. の乾燥地上部分。 POGOSTEMONIS  HERBA 全草類
222 广藿香叶 藿香葉 原形 本品はシソ科植物广藿香Pogostemon cablin (Blanco) Benth. の乾燥葉。 POGOSTEMONIS  HERBA 花・葉類
223 广金钱草 金銭草 短冊 本品はマメ科植物广金钱草Desmodium styracifolium (Osb.)Merr.の乾燥地上部分。 DESMODII STYRACIFOLII  HERBA 全草類

224 龟甲胶 亀板膠 250克/盒 本品は亀の甲羅を水で煮て、濃縮成形した固体膠。 TESTUDINIS CARAPACIS ET PLASTRI
COLLA

動物類

225 鬼箭羽 鬼箭羽 塊 本品はニシキギ科卫矛属植物卫矛ニシキギEuonymus alatus（Thunbberg）Sieboldの乾燥翅状物。 RAMULUS  EUONYMI  ALATI 藤及び樹皮類
226 桂枝 桂枝 スライス 本品はクスノキ科植物肉桂Cinnamomum cassia Preslの乾燥嫩枝。 CINNAMOMI  RAMULUS 藤及び樹皮類
227 蛤蚧 蛤蚧 原形 本品はヤモリ科動物蛤蚧トッケイヤモリ／オオヤモリGekko gecko Linnaeusの乾燥体。 GECKO 動物類

228 蛤壳 蛤殻 砕 本品はマルスダレガイ科動物文蛤ハマグリMeretrix meretrix Linnaeus或いは青蛤オキシジミCyclina
sinensis Gmelinの貝殻。

MERETRICIS  CONCHA
CYCLINAE  CONCHA

動物類

229 海风藤 海風藤 短冊 本品はコショウ科植物フウトウカズラPiper kadsura (Choisy)Ohwiの乾燥藤茎。 PIPERIS  KADSURAE  CAULIS 藤及び樹皮類
230 海浮石 海浮石 砕 本品は火山から噴出した岩浆凝固形成の多孔状石塊。 PUMEX 鉱物及び化石類
231 海金沙 海金沙 原形 本品はフサシダ科植物カニクサLygodium japonicum (Thunb.)Sw.の乾燥成熟胞子。 LYGODII  SPORA 果実種子類
232 海龙 海龍 原形 本品はヨウジウオ科動物刁海龙Solenognathus hardwickii(Gray)の乾燥体。 SYNGNATHUS 動物類

233 海马 海馬 原形
本品はヨウジウオ科動物线纹海马Hippocampus kelloggi Jordan et Snyder、刺海马Hippocampus
histrix Kaup、大海马Hippocampus kuda Bleeker、三斑海马Hippocampus trimaculatus Leach或
いは小海马(海蛆) Hippocampus japonicus Kaupの乾燥体。

HIPPOCAMPUS 動物類

234 海螵蛸 烏賊骨 塊 本品はコウイカ科動物无针烏贼 Sepiella maindroni de Rochebrune 或いは金烏贼Sepia esculenta
Hoyleの乾燥内殻。

SEPIAE  ENDOCONCHA 動物類

235 海桐皮 海桐皮 块
本品はマメ科植物刺桐デイゴErythrina variegata L.var.orientalis(L.) Merr.或いは乔木刺桐Erythrina
arborescens Roxb.の乾燥樹皮。

 CORTEX  ERYTHRINAE 藤及び樹皮類

236 海藻 海藻 短冊 本品はホンダワラ科植物海蒿子Sargassum pallidum (Turn.)C.Ag.或いは羊栖菜Sargassum
fusiforme (Harv.) Setch.の乾燥藻体。前者习称“大葉海藻”，后者习称“小葉海藻”。

SARGASSUM 菌・海藻類

237 寒水石 寒水石 砕 本品は方解石Calcitum系含碳酸钙の鉱物。 CALCITUM 鉱物及び化石類
238 杭菊 杭菊花 原形 本品はキク科植物菊Chrysanthemum morifolium Ramat.の乾燥頭状花序。 CHRYSANTHEMI FLOS 花・葉類

239 诃子肉 訶子 砕 本品はシクンシ科植物诃子ミロバランTerminalia chebula Retz. 或いは绒毛诃子Teminalia chebula
Retz.Var.tomentella Kurt.の乾燥成熟果実。

CHEBULAE FRUCTUS 果実種子類

240 合欢花 合歓花 原形 本品はマメ科植物合欢ネムノキAlbizia julibrissin Durazz. の乾燥花序。 ALBIZIAE  FLOS 花・葉類
241 合欢皮 合歓皮 塊 本品はマメ科植物合欢ネムノキAlbizia julibrissin Durazz.の乾燥樹皮。 ALBIZIAE CORTEX 藤及び樹皮類
242 何首乌 何首烏 塊 本品はタデ科植物何首烏ツルドクダミPolygonum multiflorum Thunb.の乾燥塊根。 POLYGONI  MULTIFLORI  RADIX 根及び根茎類
243 荷叶 蓮葉 丝 本品はハス科植物莲ハス Nelumbo nucifera Gaertn. の乾燥葉。 NELUMBINIS   FOLIUM 花・葉類
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244 荷叶蒂 蓮葉蒂 原形 本品はハス科植物莲ハスNelumbo nucifera Gaertn.连同部分葉柄の葉基部。 FOLI  BASE  NELUMBINIS 花・葉類
245 核桃仁 核桃仁 原形 本品はクルミ科植物胡桃シナノグルミJuglans regia L.の乾燥成熟種子。 JUGLANDIS SEMEN 果実種子類
246 黑大豆皮 黑大豆皮 原形 本品はマメ科植物大豆 Glycine max (L.) Merr. の乾燥黑色種皮 / 果実種子類
247 黑豆 黑豆 原形 本品はマメ科植物大豆 Glycine max (L.)Merr.の乾燥成熟種子。 SOJAE  SEMEN  NIGRUM 果実種子類
248 黑老虎 黑老虎 スライス 本品はマツブサ科植物黑老虎サネカズラ Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith の乾燥根。 RADIX  KADSURAE  COCCINEAE 根及び根茎類
249 黑蚂蚁 黑蚂蚁 原形 本品はアリ科昆虫拟黑刺蚂蚁Formica fusca Linnaeusの乾燥虫体。 FORMICA  FUSCA 動物類

250 黑顺片 黑附片（附子） スライス 本品はキンポウゲ科植物烏頭 Aconitum carmichaelii Debx.の子根の加工品。 ACONm LATERALIS RADIX
PRAEPARAIA

根及び根茎類

251 黑芝麻 黑胡麻 原形 本品はアサ科植物脂麻Sesamum indicum L.の乾燥成熟種子。 SESAMI SEMEN  NIGRUM 果実種子類

252 红背叶 紅背葉 原形 本品はトウダイグサ科植物红背山麻杆オオバベニガシワAlchornea trewioides (Benth.) Muell.-
Arg.[Stipellaria trewioides Benth.]の葉。

/ 花・葉類

253 红参 紅参 スライス 本品はウコギ科植物オタネニンジンPanax ginseng C.A.Mey.の根および根茎を蒸し乾燥したもの。
GINSENG  RADIX  ET  RHlZOMA
RUBRA 根及び根茎類

254 红参须 紅参須 原形 本品はウコギ科植物オタネニンジンPanax ginseng C.A.Mey.を蒸し、細い根とひげ根をのぞいて乾燥
したもの。

GINSENG  RADIX  ET  RHIZOMA
RUBRA  FIBROA

根及び根茎類

255 红豆蔻 紅豆蔻 原形 本品はショウガ科植物大高良姜Alpinia galanga Willd．の乾燥成熟果実。 GALANGAE  FRUCTUS 果実種子類
256 红花 紅花 原形 本品はキク科植物紅花Carthamus tinctorius L.の乾燥花。 CARTHAMI  FLOS 花・葉類

257 红景天 紅景天 スライス 本品はベンケイソウ科植物大花红景天イワベンケイRhodiola crenulata (Hook .f.et Thoms.)H.Ohba
根と根茎を乾燥したもの。

RHODIOLAE  CRENULATAE  RADIX  ET
RHIZOMA

根及び根茎類

258 红曲 紅曲（紅麹） 原形 本品はモナスカス科真菌紫红曲ベニコウジカビ Monascus purpureus Wentをイネ科植物ウルチマイ
の種仁を蒸したものに接種し、発酵・菌糸を形成させたもの。

ULTIVARIETAS  ORYZAE  SATIVAE  ET
MONASCI

その他

259 厚朴 唐厚朴 短冊 本品はモクレン科植物厚朴Magnolia officinalis Rehd.et Wils.或いは凹葉厚朴Magnolia officinalis
Rehd. et Wils. var. biloba Rehd. et Wils. の樹皮、根皮及び枝皮を乾燥したもの。

 MAGNOLIAE  OFFICINALIS  CORTEX 藤及び樹皮類

260 厚朴花 厚朴花 原形 本品はモクレン科植物厚朴Magnolia officinalis Rehd.et Wils.或いは凹葉厚朴Magnolia officinalis
Rehd.et Wils.var.biloba Rehd.et Wils.の乾燥花蕾。

MAGNOLIAE OFFICINALIS FLOS 花・葉類

261 胡黄连 胡黄連 スライス 本品はゴマノハグサ科植物胡黄连 Picrorhiza scrophulariiflora Pennell の乾燥根茎。 PICRORHIZAE  RHIZOMA 根及び根茎類
262 胡芦巴 胡芦巴 原形 本品はマメ科植物胡芦巴 フェヌグリークTrigonella foenum-graecum L. の乾燥成熟種子。 TRIGONELLAE  SEMEN 果実種子類

263 虎杖 虎杖 スライス 本品はタデ科植物イタドリ Polygonum cuspidatum Sieb. Et Zucc.の乾燥した根茎及び根。 POLYGONI  CUSPIDATI   RHIZOMA
ET  RADIX

根及び根茎類

264 琥珀 琥珀 末 本品は古代マツ科植物の樹脂が地下に埋蔵され化石化したもの、琥珀Succinum。 SUCCINUM 樹脂及びその他の
抽出物類

265 花椒 花椒 原形 本品はミカン科植物花椒カホクザンショウZanthoxylum bungeanum Maxim.の乾燥成熟果皮。 ZANTHOXYLI  PERICARPIUM 果実種子類
266 花生衣 花生衣 原形 本品はマメ科植物落花生Arachis hypogaea L．の乾燥種皮。 TESTA  ARACHIDIS 果実種子類
267 滑石粉 滑石末 末 本品は滑石を選別し、粉砕、乾燥したもの。 TALCI  PULVIS 鉱物及び化石類

268 化橘红 化橘紅 短冊 本品はミカン科植物化州柚Citrus grandis‘Tomentosa’或いは柚ブンタン Citrus grandis (L.)Osbeck
の未成熟或いは近成熟の乾燥外層果皮。前者习称“毛橘红”，后者习称“光七爪”、“光五爪”。燥。

CITRI  GRANDIS  EXOCARPIUM 果実種子類

269 槐花 槐花 原形 本品はマメ科植物槐エンジュ Sophora japonica L.の乾燥花蕾。 SOPHORAE  FLOS 花・葉類
270 槐角 槐角 原形 本品はマメ科植物槐エンジュSophora japonica L.の乾燥成熟果実。 SOPHORAE  FRUCTUS 果実種子類
271 黄柏 黄柏 塊 本品はミカン科植物黄皮树Phellodendron  chinense Schneid.の乾燥樹皮。  PHELLODENDRI  CHINENSIS  CORTEX 藤及び樹皮類

272 黄精 黄精 原形
本品はユリ科植物滇黄精Polygonatum kingianum Coll.et Hemsl.、黄精カギクルマバナルコユリ
Polygonatum sibiricum Red.或いは多花黄精Polygonatum cyrtonema Hua の乾燥根茎。按形状不
同，习称“大黄精”、“鸡頭黄精”、“姜形黄精”。

POLYGONATI  RHIZOMA 根及び根茎類
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273 黄连 黄連 スライス 本品はキンポウゲ科植物黄连Coptis chinensis Franch.、三角葉黄连Coptis deltoidea C.Y.Cheng et
Hsiaoの乾燥根茎。以上二种分别习称“味连”、“雅连”。

COPTIDIS  RHIZOMA 根及び根茎類

274 黄芪 黄耆 スライス 本品はマメ科植物蒙古黄芪Astragalus membranaceus (Fisch. ) Bge．var．mongholicus (Bge．)
Hsiao或いは膜荚黄芪Astragalus membranaceus (Fisch.)Bge.の乾燥根。

  ASTRAGALI  RADIX 根及び根茎類

275 黄芩 黄芩 スライス 本品はシソ科植物黄芩Scutellaria baicalensis Georgiの乾燥根。 SCUTELLARIAE  RADIX 根及び根茎類
276 黄药子 黄薬子 スライス 本品は薯蓣科植物黄独ニガカシュウDioscorea bulbifera L.乾燥塊茎。 RHIZOMA  DIOSCOREAE  BULBIFERAE 根及び根茎類
277 火麻仁 麻子仁 原形 本品はクワ科植物大麻アサCannabis sativa L.の乾燥成熟果実。 CANNABIS  FRUCTUS 果実種子類
278 火炭母草 火炭母草 短冊 本品はタデ科植物火炭母草イヌタデPolygonum chinense L.の地上部分。 HERBA POLYGONI CHINENSIS 全草類
279 鸡蛋花 鶏蛋花 原形 本品はキョウチクトウ科植物鸡蛋花インドソケイPlumeria rubra L.の乾燥花。 FLOS  PLUMERIAE 花・葉類
280 鸡骨草 鶏骨草 短冊 本品はマメ科植物广州相思子Abrus cantoniensis Hanceの乾燥地上茎。 ABRI  HERBA 全草類
281 鸡冠花 鶏冠花 短冊 本品はヒユ科植物鸡冠花ケイトウCelosia cristata L.の乾燥花序。 CELOSIAE  CRISTATAE  FLOS 花・葉類

282 鸡内金 鶏内金 原形 本品はキジ科動物家鸡Gallus gallus domesticus Brissonの乾燥沙囊内壁。 GALLI   GIGERII   ENDOTHELIUM
CORNEUM

動物類

283 鸡屎藤 鶏屎藤 スライス 本品はアカネ科植物鸡矢藤ヘクソカズラ Paederia scandens (Lour.) Merr.の地上茎。 HERBA  PAEDERIAE 藤及び樹皮類
284 鸡血藤 鶏血藤 スライス 本品はマメ科植物密花豆Spatholobus suberectus Dunnの乾燥藤茎。 SPATHOLOBI  CAULIS 藤及び樹皮類
285 积雪草 積雪草 短冊 本品はセリ科植物积雪草Centella asiatica(L.)Urb.の乾燥全草。 CENTELLAE HERBA 全草類
286 急性子 急性子 原形 本品はツリフネソウ科植物ホウセンカImpatiens balsamina L.の乾燥成熟種子。 IMPATIENTIS  SEMEN 果実種子類
287 蒺藜 蒺藜子 原形 本品はハマビシ科植物ハマビシTribulus terrestris L.の乾燥成熟果実。 TRIBULI FRUCTUS 果実種子類
288 姜半夏 姜半夏 姜炙 原形 本品はサトイモ科植物半夏カラスビシャクPinellia ternata（Thunb.）Breit.の乾燥塊茎。 PINELLIAE RHIZOMA PRAEPARATUM 根及び根茎類

289 姜厚朴 姜厚朴 姜炙 短冊 本品はモクレン科植物厚朴Magnolia officinalis Rehd.et Wils.或いは凹葉厚朴Magnolia officinalis
Rehd. et Wils. var. biloba Rehd. et Wils. の樹皮、根皮及び枝皮を乾燥したもの

MAGNOLIAE OFFICINALIS CORTEX 藤及び樹皮類

290 姜黄 ウコン スライス 本品はショウガ科植物姜黄ウコン／アキウコン Curcuma longa L. の乾燥根茎。 CURCUMAE   LONGAE   RHIZOMA 根及び根茎類
291 姜皮 姜皮 原形 本品はショウガ科ショウガ属植物ショウガZingiber officinale Rosc.の根茎外皮。 CUTIS ZINGIBERIS  OFFICINALIS 根及び根茎類
292 姜炭 姜炭 炭 塊 本品はショウガ科植物ショウガ Zingiber officinale Rose．の乾燥根茎。  ZINGIBERIS RHIZOMA 根及び根茎類

293 姜竹茹 姜竹茹 姜炙 スライス
本品はイネ科植物青秆竹Bambusa tuldoides Munro、大頭典竹Sinocalamus beecheyanus (Munro)
McClure var. pubescens P. F. Li 或いは淡竹ハチクPhyllostachys nigra (Lodd.) Munro var.
henonis (Mitf.) Stapf ex Rendleの茎秆の内層を乾燥したもの。

BAMBUSAE  CAULIS  IN  TAENIAS 藤及び樹皮類

294 降香 降香 短冊 本品はマメ科植物降香檀ニオイシタンDalbergia odorifera T. Chen 木部、根の乾燥心材。  DALBERGIAE  ODORIFERAE  LIGNUM 藤及び樹皮類
295 椒目 椒目 原形 本品はミカン科植物花椒カホクザンショウZanthoxylum bungeanum Maxim.の乾燥成熟種子。 SEMEN  ZANTHOXYLI 果実種子類
296 焦麦芽 焦麦芽 焦 原形 本品はイネ科植物大麦Hordeum vulgare L.の成熟果実を発芽させ乾燥した炮制加工品。 HORDEI FRUCTUS GERMINATUS 果実種子類

297 焦山楂 焦山楂 焦 スライス 本品はバラ科植物山里红Crataegus pinnatifida Bge.var.major N.E.Br. 或いは山楂Crataegus
pinnatifida Bge.の乾燥成熟果実。

CRATAEGI  FRUCTUS 果実種子類

298 焦神曲 焦神曲 焦 塊 本品は辣蓼、青蒿、杏仁等と小麦粉を混合し、発酵成形したもの。 / その他

299 绞股蓝 アマチャヅル 短冊 本品はウリ科植物绞股蓝アマチャヅルGynostemma pentaphyllum (Thunberg) Makino の乾燥地上
部分。

HERBA GYNOSTEMMATIS
PENTAPHYLLI

全草類

300 芥子 白芥子 原形 本品はアブラナ科植物植物白芥シロガラシSinapis alba L.の乾燥成熟種子。   SINAPIS  SEMEN 果実種子類
301 金边土鳖 金辺土鳖 原形 本品はチャバネゴキブリ科昆虫金边土鳖サツマゴキブリOpisthoplatia orientalis Burm.の乾燥虫体。 OPISTHOPLATIA 動物類

302 金蝉花 金蝉花 原形 セミタケ。セミの幼虫とそれに寄生したバッカクキン科の真菌であるセミタケの子実体とを合わせたも
の

/ /

303 金果榄 金果榄 スライス 本品はツヅラフジ科植物青牛胆Tinospora sagittata（Oliv.）Gagnep.或いは金果榄キンカラン
Tinlspora capillipes Gagnep.の塊根。

TINOSPORAE  RADIX 根及び根茎類

304 金橘叶 金橘葉 短冊 本品はミカン科植物金橘キンカンFortunella margarita (Lour.) Swingle、金弹Fortunella crassifolia
Swingle或いは金柑Fortunella japonica (Thunb.) Swingleの乾燥葉。

FOLIUM  FORTUNELLAE
MARGARITAE

花・葉類
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305 金礞石 金礞石 砕 本品は変質岩類蛭石スライス岩或いは水黑云母スライス岩。 MICAE  LAPIS  AUREUS 鉱物及び化石類
306 金钱白花蛇 金銭白花蛇 原形 本品はメガネヘビ科動物银环蛇アマガサヘビBungarus multicinctus Blythの幼蛇乾燥体。 BUNGARUS  PARVUS 動物類
307 金钱草 金銭草 短冊 本品はサクラソウ科植物过路黄Lysimachia christinae Hanceの乾燥全草。 LYSIMACHIAE  HERBA 全草類
308 金荞麦 金荞麦 スライス 本品はタデ科植物金荞麦シャクチリソバFagopyrum dibotrys (D.Don)Haraの乾燥根茎。 FAGOPYRI DIBOTRYIS RHIZOMA 根及び根茎類
309 金银花 金銀花 原形 本品はスイカズラ科植物忍冬スイカズラLonicera japonica Thunb..の乾燥花蕾或いは初開の花。 LONICERAE  JAPONICAE  FLOS 花・葉類
310 金樱子 金樱子 原形 本品はバラ科植物金樱子ナニワイバラRosa laevigata Michx. の乾燥成熟果実。  ROSAE  LAEVIGATAE  FRUCTUS 果実種子類
311 金樱子肉 金樱子肉 塊 本品はバラ科植物金樱子ナニワイバラRosa laevigata Michx. の乾燥成熟果実。 ROSAE  LAEVIGATAE  FRUCTUS 果実種子類
312 锦灯笼 錦灯籠 原形 本品はナス科植物ホオズキPhysalis alkekengi L. var. franchetii (Mast.) Makino の乾燥宿萼。 PHYSALIS  CALYX  SEU  FRUCTUS 果実種子類
313 荆芥穗 荆芥穗 原形 本品はシソ科植物荆芥ケイガイ Schizonepeta tenuisfolia Briq.の乾燥花穗。   SCHIZONEPETAE  SPICA 花・葉類

314 荆芥穗炭 荆芥穗炭 炭 原形 本品はシソ科植物荆芥ケイガイ Schizonepeta tenuisfolia Briq.の乾燥花穗。 SCHIZONEPETAE  SPICA
CARBONISATA

花・葉類

315 荆芥炭 荆芥炭 炭 短冊 本品はシソ科植物荆芥ケイガイSchizonepeta tenuifolia Briq．の乾燥地上部分。 SCHIZONEPETAE  HERBA
CARBONISATA

花・葉類

316 九节菖蒲 九節菖蒲 短冊 本品はキンポウゲ科植物キクザキイチゲAnemone  altaica  Fisch.ex  C.A.Mey.の乾燥根茎。 RHIZOMA  ANEMONES  ALTAICAE 根及び根茎類

317 九里香 九里香 短冊 本品はミカン科植物九里香ゲッキツMurraya exotica L.和千里香ゲッキツMurraya paniculata (L.)
Jackの乾燥葉和带葉嫩枝。

MURRAYAE  FOLIUM  ET  CACUMEN 全草類

318 九香虫 九香虫 原形 本品はカメムシ科昆虫ツマキクロカメムシAspongopus chinensis Dallasの乾燥体。 ASPONGOPUS 動物類
319 韭菜子 韮菜子 原形 本品はユリ科植物ニラAllium tuberosum Rottl.ex Spreng.の乾燥成熟種子。 ALLII  TUBEROSI  SEMEN 果実種子類
320 酒白芍 酒白芍 酒炙 スライス 本品はキンポウゲ科植物芍药Paeonia lactiflora Pall．の乾燥根。 PAEONIAE  RADIX  ALBA 根及び根茎類
321 酒川牛膝 酒川牛膝 酒炙 スライス 本品はヒユ科植物川牛膝Cyathula officinalis Kuanの乾燥根。 CYATHULAE   RADIX 根及び根茎類
322 酒川芎 酒川芎 酒炙 スライス 本品はセリ科植物川芎Ligusticum  chuanxiong Hort.の乾燥根茎。 CHUANXIONG  RHIZOMA 根及び根茎類

323 酒苁蓉 酒肉苁蓉 酒炙 スライス 本品はハマウツボ科植物肉苁蓉Cistanche deserticola Y.C.Ma或いは管花肉苁蓉Cistanche tubulosa
(Schenk) Wightの带鳞葉の肉質茎を乾燥したもの。

CISTANCHES  HERBA 根及び根茎類

324 酒大黄 酒大黄 酒炙 スライス 本品はタデ科植物掌葉大黄Rheum palmatum L.、唐古特大黄Rheum tanguticum Maxim.ex Balf.或
いは药用大黄Rheum officinale Baill.の乾燥根和根茎。

RHEI  RADIX  ET  RHIZOMA 根及び根茎類

325 酒当归 酒当帰 酒炙 スライス 本品はセリ科植物当归Angelica sinensis (Oliv.)Dielsの乾燥主根。 ANGELICAE  SINENSIS  RADIX 根及び根茎類
326 酒地龙 酒地龍 酒炙 短冊 本品はフトミミズ科動物参环毛蚓Pheretima aspergillum(E.Perrier)の乾燥体（习称广地龙）。 PHERETIMA 動物類
327 酒黄柏 酒黄柏 酒炙 塊  本品はミカン科植物黄皮树Phellodendron  chinense Schneid.の乾燥樹皮。  PHELLODENDRI  CHINENSIS  CORTEX 藤及び樹皮類

328 酒黄精 酒黄精 酒炙 スライス 本品はユリ科植物滇黄精Polygonatum kingianum Coll.et Hemsl.、黄精Polygonatum sibiricum
Red.或いは多花黄精Polygonatum cyrtonema Hua の乾燥根茎。

POLYGONATI  RHIZOMA 根及び根茎類

329 酒女贞子 酒女貞子 酒炙 原形 本品はモクセイ科植物女贞Ligustrum lucidum Ait. の乾燥成熟果実。 LIGUSTRI  LUCIDI  FRUCTUS 果実種子類
330 酒蕲蛇 酒蕲蛇 酒炙 短冊 本品はクサリヘビ科動物五步蛇ヒャッポダAgkistrodon acutus (Guenther)の乾燥体。 AGKISTRODON 動物類

331 酒蛇蜕 酒蛇蜕 酒炙 短冊 本品はナミヘビ科動物黑眉锦蛇スジオナメラElaphe taeniura Cope、锦蛇シュウダElaphe carinata
(Guenther)或いは烏梢蛇カサントウZaocys dhumnades (Cantor)等蜕下の乾燥表皮膜。

 SERPENTIS  PERIOSTRACUM 動物類

332 酒乌梢蛇 酒烏梢蛇 酒炙 短冊 本品はナミヘビ科動物烏梢蛇カサントウzaocys dhumnades(Cantor)の乾燥体。 ZAOCYS 動物類

333 酒萸肉 酒山茱萸肉 酒炙 原形 本品はミズキ科植物山茱萸サンシュユ／ハルコガネバナCornus officinalis Sieb. et Zucc. の乾燥成熟
果肉。

CORNI  FRUCTUS 果実種子類

334 酒知母 酒知母 酒炙 スライス 本品はユリ科植物知母ハナスゲAnemarrhena asphodeloides Bge.の乾燥根茎。 ANEMARRHENAE  RHIZOMA 根及び根茎類
335 救必应 救必応 塊 本品はモチノキ科植物铁冬青クロガネモチIlex rotunda Thunb.の乾燥樹皮。 ILICIS  ROTUNDAE  CORTEX 藤及び樹皮類
336 桔梗 桔梗 スライス 本品はキキョウ科植物桔梗キキョウPlatycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.の乾燥根。 PLATYCODONIS  RADIX 根及び根茎類
337 橘核 橘核 原形 本品はミカン科植物橘Citrus reticulata Blanco及其栽培变种の乾燥成熟種子。 CITRI  RETICULATAE  SEMEN 果実種子類
338 橘红 橘紅 短冊 本品はミカン科植物橘 Citrus reticulata Blanco 及其栽培变种の乾燥外层果皮。 CITRI  EXOCARPIUM  RUBRUM 果実種子類
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339 橘络 橘絡 原形 本品はミカン科植物橘 Citrus reticulata Blanco 及其栽培变种成熟果実の中果皮与内果皮之间の维管束
群。

RETINERVUS FRUCTUS CITRI
RETICULATAE

果実種子類

340 卷柏 卷柏 原形 本品はイワヒバ科植物イワヒバSelaginella tamariscina (Beauv.)Springあるいは垫状卷柏Selaginella
pulvinata (Hook．et Grev.) Maxim.の乾燥全草。

SELAGINELLAE  HERBA 全草類

341 决明子 決明子 原形 本品はマメ科植物决明エビスグサCassia obtusifolia L.或いは小决明ロッカクソウCassia tora L.の乾
燥成熟種子。

CASSIAE SEMEN 果実種子類

342 苦参 苦参 スライス 本品はマメ科植物苦参クララSophora flavescens Ait.の乾燥根。 SOPHORAE FLAVESCENTIS RADIX 根及び根茎類
343 苦丁茶 苦丁茶 短冊 本品はモチノキ科植物扣树Ilex  kaushue  S.Y. Hu.の乾燥葉。 FOLIUM  ILICIS  KAUSHI 花・葉類

344 苦杏仁 苦杏仁 原形 本品はバラ科植物山杏Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim.、西伯利亚杏Prunus sibirica  L. 、东

北杏 Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne或いは杏Prunus armeniaca L.の乾燥成熟種子。
ARMENIACAE  SEMEN  AMARUM 果実種子類

345 宽筋藤 寛筋藤 スライス 本品はツヅラフジ科青牛胆属植物中华青牛胆Tinospora sinensis (Lour.) Merr.の乾燥藤茎。 CAULIS  TINOSPORAE  SINENSIS 藤及び樹皮類
346 款冬花 款冬花 原形 本品はキク科植物款冬フキタンポポTussilago farfara L.の乾燥花蕾。 FARFARAE   FLOS 花・葉類

347 昆布 昆布 短冊 本品はコンブ科植物海带Laminaria japonica Aresch. 或いは翅藻科植物昆布Ecklonia kurome
Okam. の乾燥葉状体。

LAMINARIAE  THALLUS  ECKLONIAE
THALLUS

菌・海藻類

348 蜡梅花 蜡梅花 原形 本品はロウバイ科植物腊梅ロウバイChimonanthus praecox (L.) Link の乾燥花蕾。 FLOS CHIMONANTHI 花・葉類
349 莱菔子 莱菔子 原形 本品はアブラナ科植物植物萝卜Raphanus sativus L.の乾燥成熟種子。 RAPHANI SEMEN 果実種子類

350 老鹳草 老鹳草 短冊 本品はフウロソウ科植物牻牛儿苗Erodium stephanianum Willd.、老鹳草ミツバフウロGeranium
wilfordii Maxim.或いは野老鹳草アメリカフウロGeranium carolinianum L.の乾燥地上部分

ERODII  HERBA  GERANII  HERBA 全草類

351 雷丸 雷丸 砕 本品はキシメジ科真菌雷丸ライガンOmphalia lapidescens Schroet.の乾燥菌核。 OMPHALIA 菌・海藻類
352 荔枝核 荔枝核 原形 本品はムクロジ科植物荔枝レイシ／ライチLitchi chinensis Sonn.の乾燥成熟種子。   LITCHI  SEMEN 果実種子類
353 连钱草 連銭草 短冊 本品はシソ科植物活血丹コウライカキドオシGlechoma longituba ( Nakai) Kupr.の乾燥地上部分。 GLECHOMAE  HERBA 全草類
354 连翘 連翹 原形 本品はモクセイ科植物连翘レンギョウForsythia suspensa（Thunb.）Vahlの乾燥果実。 FORSYTHIAE FRUCTUS 果実種子類
355 莲房 蓮房 短冊 本品はハス科植物莲ハス Nelumbo nucifera Gaertn.の乾燥花托。 NELUMBINIS  RECEPTACULUM 花・葉類
356 莲须 蓮須 原形 本品はハス科植物莲ハスNelumbo nucifera Gaertn.の乾燥雄蕊。 NELUMBINIS  STAMEN 花・葉類
357 莲子 蓮肉 原形 本品はハス科植物莲ハス Nelumbo nucifera Gaertn. の乾燥成熟種子。 NELUMBINIS  SEMEN 果実種子類
358 莲子心 蓮子心 原形 本品はハス科植物莲ハスNelumbo nucifera Gaertn.の成熟種子中の乾燥幼葉及胚根。 NELUMBINIS  PLUMULA 果実種子類
359 两面针 両面針 スライス 本品はミカン科植物两面针テリハザンショウZanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.の乾燥根。 ZANTHOXYLI  RADIX 根及び根茎類
360 灵芝 霊芝 塊 本品はサルノコシカケ科真菌紫芝Ganoderma sinense Zhao,Xu et Zhangの乾燥子実体。 GANODERMA 菌・海藻類
361 灵芝（野生） 霊芝（野生） スライス 本品はサルノコシカケ科真菌紫芝Ganoderma sinense Zhao,Xu et Zhangの乾燥子実体。 GANODERMA 菌・海藻類
362 羚角丝 羚羊角 短冊 短冊 本品はウシ科動物赛加羚羊サイガSaiga tatarica Linnaeusの角 / 動物類

363 凌霄花 凌霄花 原形 本品はノウセンカズラ科植物凌霄ノウゼンカズラCampsis grandiflora (Thunb.) K.Schum.或いは美
洲凌霄アメリカノウゼンカズラCampsis radicans (L.) Seem.の乾燥花。

CAMPSIS  FLOS 花・葉類

364 羚羊角粉 羚羊角末 末 本品はウシ科動物赛加羚羊Saiga tatarica Linnaeusの角。 SAIGAE TATARICAE CORNU 動物類
365 刘寄奴 劉寄奴 短冊 本品はキク科植物奇蒿Artemisia anomala S. Mooreの地上部分を乾燥したもの。 HERBA  ARTEMISIAE  ANOMALAE 全草類

366 硫黄 硫黄 砕 本品は自然元素類鉱物硫族自然硫，採掘後，加熱溶化し，雑質を除去したもの；或いは硫矿物を用いて
加工したもの。

SULFUR 鉱物及び化石類

367 六神曲 六神曲 500克/包 本品は辣蓼、青蒿、杏仁等に小麦粉を混ぜ、発酵成形したもの。 / その他

368 六月雪 六月雪 短冊 本品はアカネ科植物白马骨ハクチョウゲ Serissa foetida Comm. 或いは六月雪 シナハクチョウゲ／ト
ウハクチョウゲSerissa serissoides (DC.) Druce の乾燥全株。

HERBA  SERISSAE 全草類

369 龙齿 龍歯 砕 本品は古代哺乳動物、三趾馬、犀類、鹿類、牛類、象類等の歯の化石Dens draconis。 DENS  DRACONIS 鉱物及び化石類

370 龙胆 龍胆 短冊
本品はリンドウ科植物条葉龙胆マンシュウリンドウGentiana manshurica Kitag.、龙胆リンドウ
Gentiana scabra Bge.、三花龙胆エゾリンドウGentiana triflora Pall.或いは坚龙胆Gentiana
rigescens Franch.の根と根茎を乾燥したもの。

GENTIANAE  RADIX  ET  RHIZOMA 根及び根茎類
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371 龙骨 龍骨 砕 本品は古代哺乳動物、三趾馬、犀類、鹿類、牛類、象類等の骨骼化石或いは象類門歯の化石
Osdradonis，前者习称 “龙骨”，后者习称“五花龙骨”。

OS  DRACONIS 鉱物及び化石類

372 龙葵 龍葵 短冊 本品はナス科植物イヌホオズキSolanum nigrium L.の乾燥地上部分。 HERBA  SOLANI  NIGRI 全草類
373 龙脷叶 龍脷葉 短冊 本品はトウダイグサ科植物龙脷葉Sauropus spatulifolius Beilleの乾燥葉。 SAUROPI  FOLIUM 花・葉類

374 龙血竭 龍血竭 250克/盒 / / 樹脂及びその他の
抽出物類

375 龙眼肉 龍眼肉 原形 本品はムクロジ科植物龙眼リュウガンDimocarpus longan Lour.の假种皮。 LONGAN  ARILLUS 果実種子類

376 蝼蛄 蝼蛄 原形 本品はケラ科動物蝼蛄 ケラ Gryllotalpa africana  Palisot et  Beauvois或いは华北蝼蛄Gryllotalpa
unispina  Saussureの乾燥体。

GRYLLOTALPA 動物類

377 漏芦 漏芦 スライス 本品はキク科植物祁州漏芦タイリンアザミ／オオバナアザミ／キシュウロウロRhaponticum
uniflorum(L.) DC.の乾燥根。

RHAPONICI  RADIX 根及び根茎類

378 芦根 芦根 短冊 本品はイネ科植物芦苇ヨシ／アシPhragmites communis Trin.の乾燥根茎。 PHRAGMITIS  RHIZOMA 根及び根茎類

379 芦荟 芦荟 塊 本品はユリ科植物库拉索芦荟アロエベラAloe barbadensis Miller、或いは好望角芦荟ケープアロエ
Aloe ferox Miller或いは其同属近缘植物葉の汁液浓缩乾燥物。

ALOE 花・葉類

380 芦茎 芦茎 短冊 本品はイネ科植物茭笋マコモZizania caduciflora (Turcz. ex Trin) Hand.-Mazz.の乾燥根状茎 ZIZANIAE  CADUCIFLORAE  RHIZOMA 藤及び樹皮類
381 炉甘石 炉甘石 砕 本品は碳酸盐类矿物方解石族菱锌矿，主含碳酸锌(ZnCO3)。 CALAMINA 鉱物及び化石類

382 鹿鞭 鹿鞭 スライス 本品はシカ科動物梅花鹿  Cervus  nippon  Temminck  或いは马鹿  Cervus  elaphusLinnaeus  の
乾燥陰茎及び睾丸。

PENIS  ET  TESTIS  CERVI 動物類

383 鹿角 鹿角 スライス 本品はシカ科動物马鹿Cervus elaphus Linnaeus 或いは梅花鹿Cervus nippon Temminckのすでに骨
化した角或いは锯茸后翌年春季に脱落した角基，分别习称“马鹿角”、“梅花鹿角”、“鹿角脱盘”。

CERVI  CORNU 動物類

384 鹿角胶 鹿角膠 250克/盒 本品は鹿角を水で煮て、濃縮成形した固体膠。 CERVI CORNUS COLLA 動物類
385 鹿角霜 鹿角霜 塊 本品は鹿角から膠質をとったあとの角塊。 CERVI  CORNU  DEGELATINATUM 動物類
386 鹿尾巴 鹿尾巴 原形 本品はシカ科動物の尾を乾燥したもの / /

387 鹿衔草 鹿蹄草 短冊 本品はイチヤクソウ科植物ロクテイソウ Pyrola calliantha H. Andres 或いは普通鹿蹄草ロクガンソウ
Pyrola decorata H. Andresの乾燥全草。

PYROLAE  HERBA 全草類

388 路路通 路路通 原形 本品はフウ科植物フウ Liquidambar  formosana  Hanceの乾燥した成熟果実。 LIQUIDAMBARIS  FRUCTUS 果実種子類
389 罗布麻叶 羅布麻葉 原形 本品はキョウチクトウ科植物罗布麻ラフマApocynum venetum L. の乾燥葉。 APOCYNI  VENETI   FOLIUM 花・葉類

390 罗汉果 羅漢果 原形 本品はウリ科植物罗汉果ラカンカSiraitia grosvenorii (Swingle)C. Jeffrey ex A.M.Lu et Z. Y.
Zhangの乾燥果実。

SIRAITIAE  FRUCTUS 果実種子類

391 络石藤 絡石藤 短冊 本品はキョウチクトウ科植物ケテイカカズラ／タイワンテイカカズラTrachelospermum
jasminoides(Lindl.)Lem.の乾燥した葉付き藤茎。

TRACHELOSPERMI  CAULIS  ET
FOLIUM

藤及び樹皮類

392 绿豆皮 緑豆皮 原形 本品はマメ科植物绿豆リョクトウPhaseolus radiatus L.の乾燥成熟种皮。 PHASEOLI  RADIATI  TESTA 果実種子類

393 麻黄 麻黄 短冊 本品はマオウ科植物草麻黄Ephedra sinica Stapf、中麻黄Ephedra intermedia Schrend et C.
A.May.或いは木贼麻黄Ephedra equisetina Bge.の乾燥草質茎。

EPHEDRAE  HERBA 全草類

394 麻黄根 麻黄根 スライス 本品はマオウ科植物草麻黄 Ephedra sinica Stapf 或いは中麻黄Ephedra intermedia Schrenk et C.
A. Mey. の根と根茎を乾燥したもの。

EPHEDRAE  RADIX  ET  RHIZOMA 根及び根茎類

395 马鞭草 馬鞭草 短冊 本品はクマツヅラ科植物クマツヅラVerbena officinalis L.の乾燥した地上部。 VERBENAE HERBA 全草類

396 马勃 馬勃 塊 本品はホコリタケ科真菌脱皮马勃Lasiosphaera fenzlii Reich.、大马勃Calvatia gigantea (Batsch ex
Pers.)Lloyd或いは紫色马勃Calvatia lilacina (Mont.et Berk.)Lloydの乾燥子実体。

LASIOSPHAERA  CALVATIA 菌・海藻類

397 马齿苋 馬歯莧 短冊  本品はスベリヒユ科植物马齿苋スベリヒユPortulaca oleracea L. の乾燥地上部分。  PORTULACAE  HERBA 全草類

398 马兜铃 馬兜鈴 原形 本品はウマノスズクサ科植物北马兜铃マルバウマノスズクサAristolochia contorta Bge.或いは马兜铃

ウマノスズクサAristolochia debilis Sieb. et Zucc.の乾燥成熟果実。
ARISTOLOCHIAE  FRUCTUS 果実種子類

399 麦冬 麦門冬 原形 本品はユリ科植物麦冬Ophiopogon japonicus （L.f.）Ker-Gawl. の乾燥塊根。 OPHIOPOGONIS  RADIX 根及び根茎類
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400 麦芽 麦芽 原形 本品はイネ科植物大麦Hordeum vulgare L.の成熟果実经发芽乾燥の炮制加工品。 HORDEI FRUCTUS  GERMINATUS 果実種子類

401 蔓荆子 蔓荊子 原形 本品はクマツヅラ科植物单葉蔓荆Vitex trifolia L.var.simplicifolia Cham或いは蔓荆Vitex trifolia L.
の乾燥成熟果実。

VITICIS FRUCTUS 果実種子類

402 芒硝 芒硝 塊 本品は硫酸塩類鉱物芒硝族芒硝を加工精製した结晶体。主含含水硫酸钠(Na2SO4·10H2O)。 NATRII  SULFAS 鉱物及び化石類
403 杧果核 杧果核 砕 品はウルシ科植物マンゴーMangifera indica L. の乾燥種子。 SEMEN MANGIFERAE INDICAE 果実種子類

404 猫须草 猫須草 短冊 本品はシソ科植物肾茶クミスクチン／ネコノヒゲ Clerodendranthus spicatus (Thunberg) C. Y. Wu
ex H. W. Li の乾燥地上部分。

HERBA  CLERODENDRANTHI  SPICATI 全草類

405 猫爪草 猫爪草 原形 本品はキンポウゲ科植物ヒキノカサRanunculus ternatus Thunb.の乾燥塊根。 RANUNCULI  TERNATI  RADIX 根及び根茎類
406 毛冬青 毛冬青 スライス 本品はモチノキ科植物毛冬青Ilex pubescens Hook. et Arn.の根及び茎を乾燥したもの。 ILICIS PUBESCENTIS RADIX ET CAULIS 根及び根茎類

407 没食子 没食子 原形 本品はブナ科植物没食子树 Quercus infectoria Oliv. 幼枝上の乾燥虫瘿，没食子蜂 Cynips gallae-
tinctoriae Olivier が寄生し形成されたもの

GALLA  HALEPENSIS 動物類

408 没药 没薬(ハナモツ） 原形 本品はカンラン科植物地丁树コンミフォラミルラCommiphora myrrha Engl.或いは哈地丁树

Commiphor molmol Engl.の乾燥樹脂。
MYRRHA 樹脂及びその他の

抽出物類
409 玫瑰花 玫瑰花 原形 本品はバラ科植物玫瑰ハマナスRosa rugosa Thunb.の乾燥花蕾。 ROSAE  RUGOSAE  FLOS 花・葉類
410 梅花 梅花 原形 本品はバラ科植物梅Prunus mume（Sieb.）Sieb. et Zucc.の乾燥花蕾。 MUME  FLOS 花・葉類

411 虻虫 虻虫 原形
本品はアブ科動物黄绿原虻Arylotus bivittateinus Takahasi、华广原虻Tabanus
signatipennis Portsch、指角原虻Tabanus yao Macquart或いは三重原虻Tabanus trigem-
inus Coquillett雌性成虫の乾燥体。

ARYLOTUS SEU TABANUS 動物類

412 密蒙花 密蒙花 原形 本品はマチン科植物密蒙花ワタフジウツギBuddleja officinalis Maxim.の乾燥花蕾和花序。 BUDDLEJAE  FLOS 花・葉類

413 蜜白前 蜜白前 蜜炙 短冊 本品はガガイモ科植物柳葉白前Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex Levl.或いは芫花葉白前
Cynanchum glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz.の乾燥根茎及根。

CYNANCHI  STAUNTONII  RHIZOMA
ET  RADIX

根及び根茎類

414 蜜百部 蜜百部 蜜炙 スライス 本品はビャクブ科植物直立百部Stemona sessilifolia (Miq.) Miq.、蔓生百部Stemona japonica  (Bl.)
Miq. 或いは对葉百部Stemona tuberosa Lour.の乾燥塊根。

STEMONAE  RADIX 根及び根茎類

415 蜜款冬花 蜜款冬花 蜜炙 原形 本品はキク科植物款冬 Tussilago farfara  L. の乾燥花蕾。 FARFARAE  FLOS 花・葉類

416 蜜麻黄 蜜麻黄 蜜炙 短冊 本品はマオウ科植物草麻黄Ephedra sinica Stapf、中麻黄Ephedra intermedia Schrenk et C A.May.
或いは木贼麻黄Ephedra equisetina Bge.の乾燥草質茎。

EPHEDRAE  HERBA 全草類

417 蜜麻黄根 蜜麻黄根 蜜炙 スライス 本品はマオウ科植物草麻黄 Ephedra sinica Stapf 或いは中麻黄Ephedra intermedia Schrenk et C.
A. Mey. の乾燥根和根茎。

RADIX  EPHEDRAE 根及び根茎類

418 蜜枇杷叶 蜜枇杷葉 蜜炙 短冊 本品はバラ科植物枇杷Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.の乾燥葉 ERIOBOTRYAE  FOLIUM 花・葉類
419 蜜桑白皮 蜜桑白皮 蜜炙 短冊 本品はクワ科植物クワMorus alba L.の乾燥根皮。 MORI  CORTEX 藤及び樹皮類
420 蜜紫菀 蜜紫菀 蜜炙 短冊 本品はキク科植物紫菀 Aster tataricus L. f.の乾燥根和根茎。 ASTERIS  RADIX  ET  RHIZOMA 根及び根茎類

421 绵马贯众 綿馬貫众 スライス 本品はオシダ科植物粗茎鳞毛蕨オシダDryopteris crassirhizoma Nakaiの根茎と葉柄残基を乾燥したも
の。

DRYOPTERIDIS  CRASSIRHIZOMATIS
RHIZOMA

根及び根茎類

422 绵马贯众炭 綿馬貫众炭 炭 スライス 本品はオシダ科植物粗茎鳞毛蕨オシダDryopteris crassirhizoma Nakaiの根茎と葉柄残基を乾燥したも
の。

DRYOPTERIDIS  CRASSIRHIZOMATIS
RHIZOMA  CARBONISATUM

根及び根茎類

423 明党参 明党参 スライス 本品はセリ科植物明党参Changium smyrnioides Wolffの乾燥根。 CHANGII  RADIX 根及び根茎類
424 茉莉花 茉莉花 原形 本品はモクセイ科茉莉属植物茉莉マツリカ（ジャスミン）Jasminum sambac（L．）Ait．の花蕾。 FLOS  JASMINI 花・葉類
425 墨旱莲 旱蓮草 短冊 本品はキク科植物鳢肠タカサブロウEclipta prostrata L.の乾燥地上部分。 ECLIPTAE  HERBA 全草類
426 牡丹皮 牡丹皮 スライス 本品はキンポウゲ科植物牡丹ボタンPaeonia suffruticosa Andr.の乾燥根皮。 MOUTAN  CORTEX 藤及び樹皮類

427 牡蛎 牡蛎 砕 本品はカキ科動物长牡蛎Ostrea gigas Thunberg、大连湾牡蛎Ostrea talienwhanensis  Crosse或い
は近江牡蛎Ostrea rivularis Gouldの貝殻。

OSTREAE  CONCHA 動物類

428 木瓜 木瓜 スライス 本品はバラ科植物贴梗海棠ボケChaenomeles speciosa (Sweet) Nakai の乾燥近成熟果実。 CHAENOMELIS  FRUCTUS 果実種子類
429 木蝴蝶 木蝴蝶 原形 本品はノウセンカズラ科植物木蝴蝶ソリザヤノキOroxylum indicum (L.) Vent. の乾燥成熟種子。 OROXYLI  SEMEN 果実種子類



和順堂中国取扱生薬　2018年版  2018/05

ページ 15/23

番号 通用名 日本通用名 炮製 規格 基原植物（ラテン名） 品名ラテン名 薬用部位

430 木槿花 木槿花 原形 本品はアオイ科植物木槿ムクゲHibiscus syriacus L.の乾燥花 FLOS  HIBISCI 花・葉類
431 木槿皮 木槿皮 短冊 本品はアオイ科植物木槿ムクゲHibiscus syriacus L.の乾燥茎皮或いは根皮。 CORTEX  HIBISCI 藤及び樹皮類
432 木棉花 木棉花 原形 本品はパンヤ科植物木棉キワタ（ワタノキ）Gossampinus malabarica(DC.) Merr.の乾燥花。 GOSSAMPINI  FLOS 花・葉類
433 木香 木香 スライス 本品はキク科植物木香モッコウAucklandia  lappa  Decne. の乾燥根。 AUCKLANDIAE  RADIX 根及び根茎類
434 木贼 木賊 短冊 本品はトクサ科植物トクサEquisetum hyemale L.の乾燥地上部分。 EQUISETI  HIEMALIS  HERBA 全草類

435 南沙参 南沙参 スライス 本品はキキョウ科植物轮葉沙参（種レベルではツリガネニンジンと同じ）Adenophora
tetraphylla(Thunb.) Fisch.或いは沙参マルバノニンジンAdenophora stricta Miq.の乾燥根。

ADENOPHORAE  RADIX 根及び根茎類

436 牛蒡子 牛蒡子 原形 本品はキク科植物牛蒡ゴボウArctium lappa L.の乾燥成熟果実。  ARCTII   FRUCTUS 果実種子類
437 牛大力 牛大力 スライス 本品はマメ科植物美丽崖豆藤Millettia speciosa Champ.の乾燥根。 RADIX  MILLETTIAE  SPECIOSAE 根及び根茎類
438 牛膝 牛膝 短冊 本品はヒユ科植物牛膝イノコヅチAchyranthes bidentata Bl.の乾燥根。 ACHYRANTHIS  BIDENTATAE  RADIX 根及び根茎類
439 糯稻根 糯稲根 短冊 本品はイネ科植物糯稻イネOryza sativa L. var.glutinosa Matsum.の乾燥根及茎基。  RADIX  ORYZAE  GLUTINOSAE 根及び根茎類
440 女贞子 女貞子 原形 本品はモクセイ科植物女贞Ligustrum lucidum Ait. の乾燥成熟果実。 LIGUSTRI  LUCIDI  FRUCTUS 果実種子類
441 藕节 藕節 原形 本品はハス科植物莲ハスNelumbo nucifera Gaertn.の乾燥根茎节部。 NELUMBINIS  RHIZOMATIS  NODUS 根及び根茎類
442 藕节炭 藕節炭 炭 短冊 本品はハス科植物莲ハスNelumbo nucifera Gaertn.の乾燥根茎节部。 NELUMBINIS  RHIZOMATIS  NODUS 根及び根茎類

443 胖大海 大海子 原形 本品はアオギリ科植物胖大海ハンダイカイ／バクダイ／ハクジュSterculia lychnophora Hance の乾
燥成熟種子。

STERCULIAE  LYCHNOPHORAE
SEMEN

果実種子類

444 炮姜 炮姜 （炮）炒
制

塊 本品はショウガ科植物姜ショウガZingiber officinale Rosc.の乾燥根茎の炮制加工品。 ZINGIBERIS RHIZOMA PRAEPARATUM 根及び根茎類

445 炮山甲 炮山甲 （炮）炒
制

原形 本品はセンザンコウ科動物穿山甲ミミセンザンコウManis pentadactyla Linnaeusの鱗甲。 MANIS  SQUAMA 動物類

446 佩兰 佩蘭 短冊 本品はキク科植物佩兰フジバカマEupatorium fortunei Turcz.の乾燥地上部分。 EUPATORII  HERBA 全草類

447 硼砂 硼砂 砕 本品は単斜晶系鉱物硼砂（ホウシャ）Borax，を精製して得られた結晶，主含四硼酸钠

(Na2B4O7.10H2O)。
BORAX 鉱物及び化石類

448 枇杷叶 枇杷葉 短冊 本品はバラ科植物枇杷ビワEriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.の乾燥葉。 ERIOBOTRYAE  FOLIUM 花・葉類

449 蒲公英 蒲公英 短冊 本品はキク科植物蒲公英Taraxacum mongolicum Hand. ‒Mazz.、碱地蒲公英Taraxacum
borealisinense Kitam.或いは同属数种植物の乾燥全草。

TARAXACI  HERBA 全草類

450 蒲黄 蒲黄 原形 本品はガマ科植物水烛香蒲ホソバヒメガマTypha angustifolia L.、东方香蒲コガマTypha orientalis
Presl或いは同属植物の乾燥花粉。

TYPHAE  POLLEN 花・葉類

451 蒲黄炭 蒲黄炭 炭 原形 本品はガマ科植物水烛香蒲Typha angustifolia L.、东方香蒲Typha orientalis Presl或いは同属植物の
乾燥花粉。

TYPHAE  POLLEN 花・葉類

452 荠菜 薺菜 短冊 本品はアブラナ科植物植物荠菜ナズナCapsella brusa-pastoris(L.)Medic. の全草。 HERBA  CAPSELLAE  BRUSA-
PASTORIS

全草類

453 千斤拔 千斤抜 スライス 本品はマメ科蔓性千斤拔Flemingia prostrata Roxb.f.ex Roxb.の乾燥根。 RADIX  FLEMINGIAE 根及び根茎類
454 千金子 千金子 原形 本品はトウダイグサ科植物续随子ホルトソウEuphorbia lathyris L.の乾燥成熟種子。 EUPHORBIAE  SEMEN 種子
455 千里光 千里光 短冊 本品はキク科植物千里光タイキンギクSenecio scandens Buch.-Ham.の乾燥地上部分。 SENECIONIS  SCANDENTIS  HEBRA 全草類
456 千年健 千年健 スライス 本品はサトイモ科植物千年健Homalomena occulta (Lour.) Schottの乾燥根茎。 HOMALOMENAE  RHIZOMA 根及び根茎類
457 千日红 千日紅 原形 本品はヒユ科千日红属植物千日红センニチコウ Gomphrena globosa L.の花序。 / 花・葉類

458 牵牛子 牽牛子 原形 本品はヒルガオ科植物裂葉牵牛Pharbitis nil(L.)Choisy或いは圆葉牵牛Pharbitis purpurea(L.)Voigtの
乾燥成熟種子。

PHARBITIDIS  SEMEN 果実種子類

459 前胡 前胡 スライス 本品はセリ科植物白花前胡Peucedanum praeruptorum Dunnの乾燥根。 PEUCEDANI  RADIX 根及び根茎類
460 芡实 芡実 原形 本品はハス科植物芡オニバスEuryale ferox Salisb.の乾燥成熟種仁。 EURYALES  SEMEN 果実種子類
461 茜草 茜草 短冊 本品はアカネ科植物茜草アカミノアカネRubia cordifolia L.の乾燥根和根茎。 RUBIAE  RADIX  ET  RHIZOMA 根及び根茎類
462 羌活 羌活 スライス 本品はセリ科植物羌活Notopterygium incisum Ting ex H.T.Changの乾燥根茎和根。 NOTOPTERYGII  RHIZOMA  ET  RADIX 根及び根茎類
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463 荞麦 蕎麦 原形 本品はタデ科植物荞麦ソバFagopyrum esculentum Moenchの乾燥成熟種子 SEMEN  FAGOPYRI 果実種子類

464 秦艽 秦艽 スライス 本品はリンドウ科植物秦艽 Gentiana  macrophylla  Pall. 、麻花秦艽 Gentiana  straminea  Maxim.
、粗茎秦艽Gentiana  crassicaulis  Duthie  ex  Burk.の乾燥根。

 GENTIANAE  MACROPHYLLAE  RADIX 根及び根茎類

465 秦皮 秦皮 短冊
本品はモクセイ科植物苦枥白蜡树Fraxinus rhynchophylla Hance、白蜡树Fraxinus chinensis
Roxb.、尖葉白蜡树Fraxinus szaboana Lingelsh.或いは宿柱白蜡树Fraxinus stylosa Lingelsh.の乾
燥干皮。

FRAXINI  CORTEX 藤及び樹皮類

466 青黛 青黛 1kg/盒
本品はキツネノマゴ科植物马蓝Baphicacanthus cusia(Nees)Bremek.、タデ科植物蓼蓝Polygonum
tinctorium Ait.或いはアブラナ科植物植物菘蓝Isatis indigotica Fort.の葉或いは茎葉の乾燥粉末を加
工し塊或いは顆粒状にしたもの。

INDIGO NATURALIS 樹脂及びその他の
抽出物類

467 青风藤 防已 スライス 本品はツヅラフジ科植物青藤オオツヅラフジSinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. 和毛青藤
Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils. var. cinereum Rehd. et Wils.の乾燥藤茎。

SINOMENII  CAULIS 藤及び樹皮類

468 青果 青果カンラン 原形 本品はカンラン科植物橄榄カンランCanarium album Raeusch. の乾燥成熟果実。 CANARII  FRUCTUS 果実種子類
469 青蒿 青蒿 短冊 本品はキク科植物黄花蒿クソニンジン Artemisia annua L.の乾燥地上部分。 ARTEMISIAE  ANNUAE   HERBA 全草類

470 青皮 青皮 短冊 本品はミカン科植物橘Citrus reticulata Blanco 及其栽培变种の乾燥幼果或いは未成熟果実の果皮。 CITRI  RETICULATAE  PERICARPIUM
VIRIDE

果実種子類

471 青天葵 青天葵 原形 本品はラン科植物毛唇芋兰Nervilia fordii (Hance) Schltr.の塊茎和全草。 HERBA  SEU  RHIZOMA  NERVILIAE
FORDII

全草類

472 青葙子 青霜子 原形 本品はヒユ科植物青葙ノゲイトウCelosia argentea L.の乾燥成熟種子。 CELOSIAE  SEMEN 果実種子類
473 苘麻子 苘麻子／冬葵子 原形 本品はアオイ科植物苘麻イチビAbutilon theophrasti Medic.の乾燥成熟種子。 ABUTILI  SEMEN 果実種子類

474 瞿麦 瞿麦 短冊 本品はナデシコ科植物瞿麦エゾカワラナデシコDianthus superbus L.或いは石竹Dianthus chinensis
L.の乾燥地上部分。

DIANTHI HERBA 全草類

475 全蝎 全蝎 原形 本品はキョクトウサソリ科動物东亚钳蝎Buthus martensii Karsch の乾燥体。 SCORPIO 動物類
476 拳参 拳参 スライス 本品はタデ科植物拳参イブキトラノオPolygonum bistorta L.の乾燥根茎。 BISTORTAE  RHIZOMA 根及び根茎類
477 人参花 人参花 原形 本品はウコギ科人参属植物人参Panar ginseng C.A. Mey.の乾燥花。 GINSENG  FOLIUM 花・葉類
478 人参叶 人参葉 砕 本品はウコギ科植物人参Panax ginseng C.A. Mey.の乾燥葉。 GINSENG  FOLIUM 花・葉類

479 人中黄 人中黄 塊 本品は甘草末を竹筒内に置き，人粪坑中に浸漬し一定時間たったもの。 PULVIS GLYCYRRHIZAE
PRAEPARATUS

その他

480 忍冬藤 忍冬 短冊 本品はスイカズラ科植物忍冬Lonicera japonica Thunb.の乾燥茎枝。 LONICERAE  JAPONICAE  CAULIS 藤及び樹皮類

481 肉苁蓉 肉蓯蓉 スライス 本品はハマウツボ科植物肉苁蓉Cistanche deserticola Y.C.Ma或いは管花肉苁蓉Cistanche tubulosa
(Schenk) Wightの鱗葉のついた肉質茎を乾燥したもの。

CISTANCHES  HERBA 根及び根茎類

482 肉豆蔻 肉豆蔻 原形 本品はニクズク科植物肉豆蔻Myristica fragrans Houtt.の乾燥種仁。 MYRISTICAE  SEMEN 果実種子類
483 肉桂 桂皮 塊 本品はクスノキ科植物肉桂Cinnamomum cassia Preslの乾燥樹皮。 CINNAMOMI CORTEX 藤及び樹皮類

484 乳香 乳香 砕 本品はカンラン科植物乳香树Boswellia carterii Birdw.及び同属植物Boswellia bhaw-dajiana Birdw.
樹皮から渗出した樹脂。

OLIBANUM 樹脂及びその他の
抽出物類

485 蕤仁 蕤仁 原形 本品はバラ科植物蕤核ヘンカクボクPrinsepia uniflora Batal.或いは齿葉扁核木Prinsepia uniflora
Batal. var. serrata Rehd. の乾燥成熟果核。

PRINSEPIAE  NUX 果実種子類

486 三棱 三稜 スライス 本品はミクリ科植物黑三棱ミクリSparganium stoloniferum,Buch. -Ham.の乾燥塊茎。 SPARGANII  RHIZOMA 根及び根茎類
487 三七 三七 小砕 本品はウコギ科植物三七Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chenの乾燥根和根茎。 NOTOGINSENG RADIX ET RHIZOMA  根及び根茎類
488 三七花 三七花 原形 本品はウコギ科植物三七Panax notoginseng (Burk..）F.H .Chenの乾燥花序。 NOTOGINSENG  FLOS 花・葉類
489 三七块 三七塊 块 本品はウコギ科植物三七Panax notoginseng（Burk.）F.H.Chenの乾燥根和根茎。 NOTOGINSENG RADIX ET RHIZOMA  根及び根茎類

490 三丫苦 三丫苦 短冊 本品はミカン科植物三叉苦Melicope pteleifolia （champ. ex Benth）T. G. Hartleyの乾燥茎。 CAULIS  SEU  CACUMEN  MELICOPE
PTELEIFOLIAE

藤及び樹皮類

491 桑白皮 桑白皮 短冊 本品はクワ科植物クワMorus alba L.の乾燥根皮。 MORI  CORTEX 藤及び樹皮類
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492 桑寄生 桑寄生 短冊 本品はオオバヤドリギ科植物桑寄生ヤドリギTaxillus chinensis (DC.) Danserの乾燥带葉茎枝 TAXILLI  HERBA 藤及び樹皮類

493 桑螵蛸 桑螵蛸 原形 本品はカマキリ科昆虫大刀螂 Tenodera sinensis Saussure 、小刀螂 Statilia maculata (Thunberg)
或いは巨斧螳螂 Hierodula  patellifera (Serville)の乾燥卵鞘。

MANTIDIS  OOTHECA 動物類

494 桑椹 桑椹子 原形 本品はクワ科植物クワMorus alba L.の乾燥果穗。 MORI  FRUCTUS 果実種子類
495 桑叶 桑葉 砕 本品はクワ科植物クワMorus alba.L..乾燥葉 MORI  FOLIUM 花・葉類
496 桑枝 桑枝 スライス 本品はクワ科植物クワMorus alba L.の乾燥嫩枝。 MORI  RAMULUS 藤及び樹皮類
497 沙苑子 沙苑子 原形 本品はマメ科植物扁茎黄芪Astragalus complanatus R．Br.の乾燥成熟種子。 ASTRAGALI  COMPLANATI  SEMEN 果実種子類
498 砂仁 砂仁 原形 本品はショウガ科植物阳春砂Amomum villosum Lour.の乾燥成熟果実。 AMOMI  FRUCTUS 果実種子類

499 山慈菇 山慈菇 スライス 本品はラン科植物杜鹃兰サイハイランCremastra appendiculata (D.Don) Makino、独蒜兰Pleione
bulbocodioides(Franch.) Rolfe 或いは云南独蒜兰Pleione yunnanensis Rolfeの乾燥假鳞茎。

CREMASTRAE  PSEUDOBULBUS
PLEIONES  PSEUDOBULBUS

根及び根茎類

500 山豆根 山豆根 スライス 本品はマメ科植物越南槐Sophora tonkinensis Gapnep. の乾燥根及根茎。 SOPHORAE   TONKINENSIS   RADIX
ET  RHIZOMA

根及び根茎類

501 山柰 山柰 スライス 本品はショウガ科植物バンウコンKaempferia galanga L .は乾燥根茎。 KAEMPFERIAE  RHIZOMA 根及び根茎類
502 山药 山薬 スライス 本品はヤマノイモ科植物薯蓣Dioscorea opposita Thunb.の乾燥根茎。  DIOSCOREAE  RHIZOMA 根及び根茎類
503 山萸肉 山茱萸 原形 本品はミズキ科植物山茱萸サンシュユCornus officinalis Sieb. et Zucc. の乾燥成熟果肉。 CORNI  FRUCTUS 果実種子類

504 山楂 山査肉 スライス 本品はバラ科植物山里红オオミサンザシCrataegus pinnatifida Bge.var.major N.E.Br. 或いは山楂オ
オサンザシCrataegus pinnatifida Bge.の乾燥成熟果実。

CRATAEGI  FRUCTUS 果実種子類

505 山楂炭 山楂炭 炭 スライス 本品はバラ科植物山里红Crataegus pinnatifida Bge.var.major N.E.Br. 或いは山楂Crataegus
pinnatifida Bge.の乾燥成熟果実の炮制加工品。

CRATAEGI  FRUCTUS  CARBONISATUS 果実種子類

506 商陆 商陸 塊 本品はヤマゴボウ科植物ヤマゴボウPhytolacca acinosa Roxb. 或いは垂序商陆ヨウシュヤマゴボウ
Phytolacca americana L. の乾燥根。

PHYTOLACCAE  RADIX 根及び根茎類

507 蛇床子 蛇床子 原形 本品はセリ科植物蛇床ジャショウCnidium monnieri (L.)Cuss.の乾燥成熟果実。 CNIDII  FRUCTUS 果実種子類

508 蛇莓 蛇莓 短冊 本品はバラ科植物ヤブヘビイチゴDuchesnea indica (Andrews) Focke の乾燥全草。　＊Potentilla
indicaと同種

HERBA  DUCHESNEAE  INDICAE 全草類

509 射干 射干 スライス 本品はアヤメ科植物射干ヒオウギBelamcanda chinensis(L.)DC.の乾燥根茎。 BELAMCANDAE RHIZOMA 根及び根茎類
510 伸筋草 伸筋草 短冊 本品はヒカゲノカズラ科植物ヒカゲノカズラLycopodium japonicum Thunb.の乾燥全草。 LYCOPODII  HERBA 全草類
511 神曲 神曲 塊 本品は辣蓼、青蒿、杏仁等と小麦粉を混合し、発酵成形したもの / その他

512 升麻 升麻 スライス 本品はキンポウゲ科植物大三葉升麻Cimicifuga heracleifolia Kom.、兴安升麻フブキショウマ
Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim. 或いは升麻 Cimicifuga foetida L.の乾燥根茎。

CIMICIFUGAE  RHIZOMA 根及び根茎類

513 生晒参 生干人参 スライス 本品はウコギ科植物人参Panax ginseng C.A.Mey.の乾燥根和根茎。 GINSENG RADIX ET RHIZOMA 根及び根茎類

514 十大功劳根 十大功労根 スライス 本品はメギ科植物阔葉十大功劳Mahonia bealei (Fort.) Carr.或いは细葉十大功劳ホソバヒイラギナン
テンMahonia fortunei (Lindl.) Feddeの乾燥根。

RADIX  MAHONIAE 根及び根茎類

515 石菖蒲 石菖蒲 スライス 本品はサトイモ科植物石菖蒲セキショウAcorus tatarinowii Schott の乾燥根茎。 ACORI  TATARINOWII  RHIZOMA 根及び根茎類

516 石膏 石膏 粉 本品は硫酸塩類鉱物硬石膏族石膏，主含含水硫酸钙 (CaS04·2H2O)，採掘後，雑石・土砂砂泥を除去し
たもの。

GYPSUM  FIBROSUM 鉱物及び化石類

517 石斛(黄草) 石斛(黄草) スライス 本品はラン科植物鼓槌石斛Dendrobium chrysotoxum Lindl.乾燥茎。 DENDROBII  CAULIS 全草類
518 石斛(小环钗) 石斛(小環釵) 短冊 本品はラン科植物粉花石斛Dendrobium loddigesii Rolfeの乾燥茎。 / 全草類
519 石见穿 石見穿 短冊 本品はシソ科植物华鼠尾草 Salvia chinensis Bentham の全草。 HERBA  SALVIAE  CHINENSIS 全草類

520 石决明 石決明 砕
本品はミミガイ科動物杂色鲍トコブシHaliotis diversicolor Reeve、皱纹盘鲍Haliotis discus hannai
Ino、羊鲍Haliotis ovina Gmelin、澳洲鲍Haliotis ruber (Leach)、耳鲍Haliotis asinina Linnaeus或
いは白鲍Haliotis laevigata ( Donovan)の貝殻。

HALIOTIDIS  CONCHA 動物類

521 石榴皮 石榴皮 塊 本品はミソハギ科植物石榴ザクロPunica granatum L..の乾燥果皮。  GRANATI   PERICARPIUM 果実種子類



和順堂中国取扱生薬　2018年版  2018/05

ページ 18/23

番号 通用名 日本通用名 炮製 規格 基原植物（ラテン名） 品名ラテン名 薬用部位

522 石上柏 石上柏 短冊 本品はイワヒバ科イワヒバ属植物オニクラマゴケSelaginella doederleinii Hieronの乾燥全草。 SELAGINELLAE DOEDERLEINII HERBA 全草類

523 石韦 石韋 短冊 本品はウラボシ科植物庐山石韦Pyrrosio sheareri (Bak.) Ching、石韦ヒトツバPyrrosia lingua
(Thunb.) Farwell或いは有柄石韦 Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching の乾燥葉。

PYRROSIAE  FOLIUM 花・葉類

524 使君子 使君子 原形 本品はシクンシ科植物使君子シクンシQuisqualis indica L.の乾燥成熟果実。 QUISQUALIS  FRUCTUS 果実種子類
525 柿蒂 柿蒂 原形 本品は柿树科植物柿Diospyros kaki Thunb.の乾燥宿萼。 KAKI CALYX 花・葉類

526 守宫 守宮 原形 本品は壁虎科動物无蹼壁虎Gekko swinhonis Giienther或いは多疣壁虎ニホンヤモリGekko
japonicus(Dumeril et Bibron)の乾燥全体。

GEKKO SWINHONIS SEU JAPONICUS 動物類

527 首乌藤 夜交藤 短冊 本品はタデ科植物何首烏ツルドクダミPolygonum multiflorum Thunb．の乾燥藤茎。 POLYGONI  MULTIFLORI  CAULIS 藤及び樹皮類
528 熟地黄 熟地黄 スライス 本品はゴマノハグサ科植物地黄Rehmannia glutinosa Libosch.の新鲜或いは乾燥塊根。 REHMANNIAE  RADIX  PRAEPARATA 根及び根茎類
529 水牛角 水牛角 短冊 本品はウシ科動物水牛スイギュウBubalus bubalis Linnaeusの角。 BUBALI  CORNU 動物類

530 水田七 水田七 スライス 本品はタシロイモ科植物裂果薯Schizocapsa plantaginea Hanceの乾燥塊茎。  RHIZOMA  SCHIZOCAPSAE
PLANTAGINEAE

根及び根茎類

531 丝瓜络
絲瓜絡（ヘチ
マ）

短冊 本品はウリ科植物短冊瓜ヘチマLuffa cylindrica (L.) Roem.の乾燥成熟果実の維管束。 LUFFAE  FRUCTUS  RETINERVUS 果実種子類

532 苏木 蘇木 砕  本品はマメ科植物蘇木スオウCaesalpinia sappan L. の乾燥心材。  SAPPAN  LIGNUM 藤及び樹皮類
533 苏木粉 蘇木粉 小砕  本品はマメ科植物蘇木Caesalpinia sappan L. の乾燥心材。  SAPPAN  LIGNUM 藤及び樹皮類
534 素馨花 素馨花 原形 本品はモクセイ科植物素馨花ソケイJasminum grandiflorum Linn.乾燥花蕾。 FLOS  JASMINI 花・葉類

535 酸枣仁 酸棗仁 原形 本品はクロウメモドキ科植物酸枣 Ziziphus jujuba  Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F.Chouの
乾燥成熟種子。

ZIZIPHI  SPINOSAE  SEMEN 果実種子類

536 娑罗子 娑羅子 原形 本品はトチノキ科植物七葉树シナトチノキAesculus chinensis Bge.、浙江七葉树Aesculus chinensis
Bge.var.chekiangensis (Hu et Fang) Fang或いは天师栗Aesculus wilsonii Rehd.の乾燥成熟種子。

AESCULI  SEMEN 果実種子類

537 锁阳 鎖陽 スライス 本品はオシャグジタケ科植物锁阳オシャグジタケ Cynomorium songaricum Rupr.の乾燥肉質茎。  CYNOMORII   HERBA 根及び根茎類

538 太子参 太子参 原形 本品はナデシコ科植物孩儿参ワダソウPseudostellaria heterophylla（Miq.）Pax ex Pax et Hoffm.
の乾燥塊根。

PSEUDOSTELLARIAE  RADIX 根及び根茎類

539 檀香 檀香 短冊 本品はビャクダン科植物檀香ビャクダン Santalum album L.树干の乾燥心材。 SANTALI  ALBI  LIGNUM 根及び根茎類
540 烫狗脊 烫狗脊 烫 スライス 本品はタカワラビ科植物金毛狗脊タカワラビCibotium barometz(L.)J.Sm.の乾燥根茎。 CIBOTII  RHIZOMA 根及び根茎類
541 烫骨碎补 烫骨砕補 烫 スライス 本品はウラボシ科植物槲蕨Drynaria fortunei (Kunze) J. Sm.の乾燥根茎 DRYNARIAE  RHIZOMA 根及び根茎類
542 烫水蛭 烫水蛭 烫 短冊 本品はヒルド科動物水蛭チスイビル Hirudo nipponica Whitmanの乾燥全体。 HIRUDO 動物類
543 烫猪蹄甲 烫猪蹄甲 烫 原形 本品はイノシシ科動物猪ブタSus scrofa domestica Brissonの蹄甲。 UNGUNIS  SUILLUM 動物類

544 桃仁 桃仁 原形 本品はバラ科植物桃 Prunus persica (L.) Batsch 或いは山桃 Prunus davidiana (Carr.) Franch. の
乾燥成熟種子。

PERSICAE  SEMEN 果実種子類

545 藤梨根 藤梨根 スライス 本品はマタタビ科植物中华猕猴桃オニマタタビ／シナサルナシActirlidia chirlensis Planch.の乾燥根。 RADIX ACTINIDIAE CHINENSIS 根及び根茎類
546 天冬 天門冬 砕 本品はユリ科植物天冬クサスギカズラAsparagus cochinchinensis  (Lour.) Merr. の乾燥塊根。 ASPARAGI  RADIX 根及び根茎類

547 天花粉 栝楼根 スライス 本品はウリ科植物栝楼キカラスウリTrichosanthes kirilowii Maxim.或いは双边栝楼トウカラスウリ
Trichosanthes rosthornii Harmsの乾燥根。

TRICHOSANTHIS  RADIX 根及び根茎類

548 天葵子 天葵子 原形 本品はキンポウゲ科植物天葵ヒメウズSemiaquilegia adoxoides(DC.)Makinoの乾燥塊根。 SEMIAQUILEGIAE RADIX 根及び根茎類
549 天麻 天麻 スライス 本品はラン科植物天麻オニノヤガラGastrodia elata B1.の乾燥塊茎。 GASTRODIAE  RHIZOMA 根及び根茎類

550 天竺黄 天竺黄 砕 本品はイネ科植物青皮竹Bambusa textilis McClure或いは华思劳竹Schizostachyum chinense
Rendle等秆内の分泌液乾燥后の塊状物。

BAMBUSAE  CONCRETIO  SILICEA 根及び根茎類

551 田基黄 田基黄 短冊 本品はオトギリソウ科植物地耳草ヒメオトギリHypericum japonicum Thunb.の乾燥全草。 HERBA  HYPERICI  JAPONICI 全草類
552 甜杏仁 甜杏仁 原形 本品はバラ科植物杏Arnlelliaca vlllgaris Laln．の乾燥種子。 SEMEN  ARMENIACAE  DULCIS 果実種子類

553 葶苈子 葶藶子 原形 本品はアブラナ科植物植物播娘蒿クジラグサ Descurainia sophia (L.) Webb. ex Prantl. 或いは独行
菜ヒメグンバイナズナ Lepidium  apetalum Willd. の乾燥成熟種子。

DESCURAINIAE  SEMEN  LEPIDII
SEMEN

果実種子類



和順堂中国取扱生薬　2018年版  2018/05

ページ 19/23

番号 通用名 日本通用名 炮製 規格 基原植物（ラテン名） 品名ラテン名 薬用部位

554 通草 通草 スライス 本品はウコギ科植物通脱木カミヤツデTetrapanax papyrifer (Hook.) K. Koch の乾燥茎髓。 TETRAPANACIS  MEDULLA 藤及び樹皮類

555 透骨香 透骨香 短冊 本品はツツジ科植物滇白珠Gaultheria yunnanensis（Franch.）Rehd．［G.Crenulata Kurzi；
Vaccinium yunnanense Franch．］の全株或いは根

HERBA  SEU  RADIX  GAULTHERIAE
YUNNANENSIS

全草類

556 土贝母 土貝母 原形 本品はウリ科植物土贝母Bolbostemma paniculatum (Maxim.) Franquetの乾燥塊茎。 BOLBOSTEMMATIS  RHIZOMA 根及び根茎類

557 土鳖虫 シャ虫 原形 本品はチャバネゴキブリ科昆虫地鳖シナゴキブリEupolyphaga sinensis Walker或いは冀地鳖

Steleophaga plancyi(Boleny)の雌虫乾燥体。
EUPOLYPHAGA  STELEOPHAGA 動物類

558 土茯苓 山帰来 スライス 本品はユリ科植物光葉菝葜ドブクリョウSmilax glabra Roxb.の乾燥根茎。  SMILACIS  GLABRAE  RHIZOMA 根及び根茎類

559 土荆皮 土荆皮 短冊 本品はマツ科植物金钱松イヌカラマツPseudolarix amabilis (Nelson)Rehd．の乾燥根皮或いは近根樹
皮。

PSEUDOLARICIS CORTEX 藤及び樹皮類

560 土牛膝 土牛膝 短冊 本品はヒユ科植物土牛膝ケイノコヅチ Achyranthes aspera Linnaeus の乾燥根及根茎。 RADIX  ET  RHIZOMA  ACHYRANTHIS
ASPERAE

根及び根茎類

561 菟丝子 菟絲子 原形 本品はヒルガオ科植物南方菟丝子Cuscuta australis R.Br.或いは菟丝子Cuscuta chinensis Lam.の乾
燥成熟種子。

CUSCUTAE  SEMEN 果実種子類

562 瓦楞子 瓦楞子 短冊 本品はフネガイ科動物毛蚶Arca subcrenata Lischke、泥蚶ハイガイArca granosa Linnaeus或いは
魁蚶Arca inflata Reeveの貝殻。

ARCAE  CONCHA 動物類

563 瓦松 瓦松 短冊 本品はベンケイソウ科植物瓦松（ツメレンゲの仲間）Orostachys fimbriata(Turcz.)Berg.の乾燥地上
部分。

OROSTACHYIS FIMBRIATAE HERBA 全草類

564 王不留行 王不留行 原形 本品はナデシコ科植物麦蓝菜ドウカンソウVaccaria segetalis ( Neck.) Garckeの乾燥成熟種子。 VACCARIAE  SEMEN 果実種子類

565 威灵仙 威霊仙 短冊 本品はキンポウゲ科植物棉团铁线莲Clematis hexapetala Pall．或いは东北铁线莲Clematis
manshurica Rupr．の乾燥根和根茎。

CLEMATIDIS  RADIX  ET  RHIZOMA 根及び根茎類

566 煨葛根 煨葛根 煨 塊 本品はマメ科植物野葛Pueraria lobata (Willd.) ohwiの乾燥根。 PUERARIAE  LOBATAE  RADIX 根及び根茎類

567 煨诃子肉 煨訶子肉 煨 砕 本品はシクンシ科植物诃子 ミロバランTerminalia chebula Retz. 或いは绒毛诃子 Terminalia chebula
Retz.  var. tomentella Kurt. の乾燥成熟果実。

/ 果実種子類

568 乌梅 烏梅 原形 本品はバラ科植物梅Prunus mume(Sieb.)Sieb.et Zucc．の乾燥近成熟果実。 MUME  FRUCTUS 果実種子類
569 乌药 烏薬 砕 本品はクスノキ科植物烏药テンダイウヤクLindera aggregata (Sims) Kosterm. の乾燥塊根。 LINDERAE  RADIX 根及び根茎類

570 吴茱萸 吴茱萸 原形
本品はミカン科植物吴茱萸Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth.、石虎Euodia rutaecarpa (Juss.)
Benth.var.officinalis (Dode) Huang或いは疏毛吴茱萸Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth．var.
bodinieri (Dode) Huangの乾燥近成熟果実。

EUODIAE  FRUCTUS 果実種子類

571 蜈蚣 百足 原形 本品はオオムカデ科動物少棘巨蜈蚣トビズムカデScolopendra subspinipes mutilans L.Kochの乾燥
体。

SCOLOPENDRA 動物類

572 五倍子 五倍子 塊
本品はウルシ科植物盐肤木ヌルデRhus chinensis Mill.、青麸杨Phus potaninii Maxim或いは红麸杨

Phus punjabensis Stew.var.sinica (Diels) Rehd.et Wels.葉上の虫瘿，主に五倍子蚜Melaphis
chinensis(Bell)Bakerが寄生し形成したもの。

GALLA  CHINENSIS その他

573 五谷虫 五谷虫 原形 本品はクロバエ科昆虫大頭金蝇 Chrysomyia megacephala (Fab.) の乾燥幼虫体。  LARVA CHRYSOMYIAE 動物類
574 五加皮 五加皮 スライス 本品はウコギ科植物细柱五加ゴカAcanthopanax gracilistylus W.W.Smithの乾燥根皮。 ACANTHOPANACIS  CORTEX 藤及び樹皮類
575 五灵脂 五霊脂 原形 本品はリス科動物复齿鼯鼠 ミミゲモモンガTrogopterus xanthipes Milne-Edwardsの乾燥粪便。  FAECES  TROGOPTERI 動物類

576 五味子 五味子 原形 本品はモクレン科植物五味子チョウセンゴミシSchisandra  chinensis  (Turcz.)  Baill. の乾燥成熟果
実。

 SCHISANDRAE  CHINENSIS  FRUCTUS 果実種子類

577 五爪龙 五爪龍 スライス 本品はクワ科植物粗葉榕ジャワゴムノキFicus hirta Vahl[F.simplicissima Lour.var. hirta (Vahl)
Migo]の根。

RADIX  SEU  RAMULUS  FICI  HIRTAE 根及び根茎類

578 西红花 サフラン 原形 本品はアヤメ科植物番红花Crocus sativus L.の乾燥柱頭。 CROCI  STIGMA 花・葉類
579 西青果 西青果 原形 本品はシクンシ科植物诃子ミロバランTerminalia chebula Retz.の乾燥幼果。 CHEBULAE  FRUCTUS  IMMATURUS 果実種子類
580 西洋参 西洋参 スライス 本品はウコギ科植物西洋参 Panax quinquefolium L．の乾燥根。 PANACIS  QUINQUEFOLII  RADIX 根及び根茎類
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581 溪黄草 溪黄草 短冊
本品はシソ科植物ヤマハッカ属Rabdosia lophanthoide(Buch.-Ham.ex D.Don)H.Hara及びその変種
纤花香茶菜Rabdosia lophanthoide(Buch.-Ham.ex D.Don)Hara var.graciliflora（Benth）H.Hara
溪黄草Rabdosia serra(Maxim.) H. Haraの乾燥した地上部。

RABDOSIAE  HERBA 全草類

582 豨莶草 豨莶草 短冊 本品はキク科植物豨莶Siegesbeckia orientalis L.、腺梗豨莶メナモミSiegesbeckia pubescens
Makino 或いは毛梗豨莶コメナモミSiegesbeckia glabrescens Makinoの乾燥地上部分。

SIEGESBECKIAE  HERBA 全草類

583 细辛 細辛 短冊 本品はウマノスズクサ科植物北细辛ケイリンサイシンAsarum heterotropoides Fr. Schmidt
var.mandshuricum (Maxim.) Kitag.の乾燥根及根茎。

ASARI  RADIX  ET  RHIZOMA 根及び根茎類

584 夏枯草 夏枯草 原形 本品はシソ科植物夏枯草ウツボグサPrunella vulgaris L.の乾燥果穗。 PRUNELLAE  SPICA 果実種子類
585 仙鹤草 仙鶴草 短冊 本品はバラ科植物龙芽草 キンミズヒキAgrimonia pilosa Ledeb.の乾燥地上部分。 AGRIMONIAE  HERBA 全草類
586 仙茅 仙茅 短冊 本品はヒガンバナ科植物仙茅キンバイザサCurculigo orchioides Gaertn. の乾燥根茎。 CURCULIGINIS  RHIZOMA 根及び根茎類
587 香附 香附子 スライス 本品はカヤツリグサ科植物莎草ハマスゲCyperus rotundus L.の乾燥根茎。 CYPERI RHIZOMA 根及び根茎類

588 香薷 香薷 短冊 本品はシソ科植物石香薷セキコウジュ／ホソバヤマジソMosla chinensis Maxim.或いは江香薷Mosla
chinensis‘Jiangxiangru’の乾燥地上部分。

MOSLAE   HERBA 全草類

589 香橼 香橼 块
本品はミカン科植物枸橼シトロンCitrus medica L.或いは香圆コウエンCitrus wilsonii Tanakaの乾燥
成熟果実。

CITRI  FRUCTUS 果実種子類

590 小飞羊草 小飛羊草 短冊 本品はトウダイグサ科大戟（トウダイグサ）属植物千根草Euphorbia thymifolia L．の全草。 / 全草類
591 小茴香 茴香 原形 本品はセリ科植物茴香ウイキョウ／フェンネルFoeniculum ulgare Mill.の乾燥成熟果実。 FOENICULI  FRUCTUS 果実種子類
592 小蓟 小蓟 短冊 本品はキク科植物刺儿菜アレチアザミCirsium setosum(Willd.)MB.の乾燥地上部分。 CIRSII  HERBA 全草類
593 小蓟炭 小蓟炭 炭 短冊 本品はキク科植物刺儿菜アレチアザミCirsium setosum(willd.)MB.の乾燥地上部分。 CIRSII  HERBA 全草類

594 薤白 薤白 原形 本品はユリ科植物小根蒜ノビルAllium macrostemon Bge.或いは薤ラッキョウAllium chinense
G.Donの乾燥鱗茎。

ALLII  MACROSTEMONIS  BULBUS 根及び根茎類

595 辛夷 辛夷 原形 本品はモクレン科植物望春花Magnolia biondii Pamp.、玉兰ハクモクレンMagnolia denudata Desr.
或いは武当玉兰Magnolia sprengeri Pamp.の乾燥花蕾。

MAGNOLIAE  FLOS 花・葉類

596 新开河参 新開河参 40条
/200克

/ / 根及び根茎類

597 徐长卿 徐長卿 短冊 本品はガガイモ科植物徐长卿 スズサイコCynanchum paniculatum (Bge.) Kitag. の乾燥根和根茎。 CYNANCHI  PANICULATI  RADIX  ET
RHIZOMA

根及び根茎類

598 续断 川続断 スライス 本品はマツムシソウ科植物川续断Dipsacus asper Wall. ex Henryの乾燥根。 DIPSACI  RADIX 根及び根茎類
599 玄参 玄参 スライス 本品はゴマノハグサ科植物玄参ゲンジンScrophularia ningpoensis Hemsl.の乾燥根。 SCROPHULARIAE  RADIX 根及び根茎類
600 玄明粉 玄明粉 粉 本品は芒硝が風化したものを乾燥して得る。主に硫酸钠(Na2SO4)を含む。 NATRII  SULFAS  EXSICCATUS 鉱物及び化石類

601 旋覆花 旋覆花 原形 本品はキク科植物旋覆花 Inula japonica Thunb.或いは欧亚旋覆花 Inula britannica L.の乾燥頭状花
序。

INULAE  FLOS 花・葉類

602 血余炭 血余炭 砕 本品は人毛髪の炭化物。 CRINIS  CARBONISATUS 動物類

603 寻骨风 尋骨風 短冊 本品はウマノスズクサ科植物绵毛马兜铃ウマノスズクサの仲間Aristolochia  mollissima  Hance の乾
燥全草。

HERBA  ARISTOLOCHIAE
MOLLISSIMAE

全草類

604 鸦胆子 鸦胆子 原形 本品はニガキ科植物鸦胆子ニガキモドキBrucea javanica（L.）Merr.の乾燥成熟果実。 BRUCEAE FRUCTUS 果実種子類
605 亚麻子 亜麻子 原形 本品はアマ科植物亚麻アマLinum usitatissimum L. の乾燥成熟種子。 LINI  SEMEN 果実種子類
606 延胡索 延胡索 スライス 本品はケシ科植物延胡索Corydalis yanhusuo W. T. Wang の乾燥塊茎。 CORYDALIS  RHIZOMA 根及び根茎類
607 盐巴戟天 盐巴戟天 盐 短冊 本品はアカネ科植物巴戟天Morinda officinalis Howの乾燥根。 MORINDAE  OFFICINALIS  RADIX 根及び根茎類
608 盐补骨脂 盐補骨脂 盐 原形 本品はマメ科植物补骨脂Psoralea corylifolia L. の乾燥成熟果実。 PSORALEAE  FRUCTUS 果実種子類

609 盐车前子 盐車前子 盐 原形 本品はオオバコ科植物车前Plantago asiatica L.或いは平车前Plantago depressa Willd.の乾燥成熟種
子。

PLANTAGINIS  SEMEN 果実種子類

610 盐杜仲 盐杜仲 盐 块 本品はトチュウ科植物杜仲Eucommia ulmoides Oliv.の乾燥樹皮 EUCOMMIAE  CORTEX 藤及び樹皮類
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611 盐黄柏 盐黄柏 盐 块 本品はミカン科植物黄皮树Phellodendron  chinense  Schneid.の乾燥樹皮。 PHELLODENDRI  CHINENSIS  CORTEX 藤及び樹皮類

612 盐橘核 盐橘核 盐 原形 本品はミカン科植物橘マンダリンオレンジ／タチバナCitrus reticulata Blanco及其栽培变种の乾燥成
熟種子。

CITRI  RETICULATAE  SEMEN 果実種子類

613 盐菟丝子 盐菟絲子 盐 原形 本品はヒルガオ科植物南方菟丝子マメダオシCuscuta australis R.Br.或いは菟丝子ネナシカズラ
Cuscuta chinensis Lam.の乾燥成熟種子。

CUSCUTAE   SEMEN 果実種子類

614 盐吴茱萸 盐吴茱萸 盐 原形
本品はミカン科植物吴茱萸Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth.、石虎Euodia rutaecarpa (Juss.)
Benth.var.officinalis (Dode) Huang或いは疏毛吴茱萸Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth．var.
bodinieri (Dode) Huangの乾燥近成熟果実。

EUODIAE  FRUCTUS 果実種子類

615 盐小茴香 盐小茴香 盐 原形 本品はセリ科植物茴香ウイキョウ／フェンネルFoeniculum ulgare Mill.の乾燥成熟果実。 FOENICULI  FRUCTUS 果実種子類
616 盐益智仁 盐益智仁 盐 砕 本品はショウガ科植物益智ヤクチ Alpinia oxyphylla Miq. の乾燥成熟种仁。 ALPINIAE  OXYPHYLLAE  FRUCTUS 果実種子類
617 阳起石 陽起石 块 本品は硅酸塩類角閃石族鉱物透閃石，主に含水硅酸カルシウムを含む〔Ca2Mg5(Si4O11)2(OH)2〕。 TREMOLITUM 鉱物及び化石類
618 野菊花 菊花 原形 本品はキク科植物野菊花シマカンギクChrysanthemum indicum L.の乾燥品。 CHRYSANTHEMI  INDICI  FLOS 花・葉類
619 叶下珠 葉下珠 短冊 本品はトウダイグサ科植物葉下珠コミカンソウPhyllanthus urinaria L.の根のついた全草。 HERBA  PHYLLANTHI  URINARIAE 全草類

620 夜明砂 夜明砂 原形 本品はヒナコウモリ科動物东方蝙蝠ヒナコウモリVespertilio superans Thomas 等多種コウモリの乾
燥糞便。

FAECES  VESPERTILIONIS 動物類

621 一枝黄花 一枝黄花 短冊 本品はキク科植物アキノキリンソウ属一枝黄花Solidago decurrens Lour.の乾燥全草 SOLIDAGINIS  HERBA 全草類
622 益母草 益母草 短冊 本品はシソ科植物益母草メハジキLeonurus japonicus Houtt.の新鲜或いは乾燥地上部分。 LEONURI  HERBA 全草類

623 薏苡仁 ヨクイニン 原形 本品はイネ科植物ハトムギ薏苡Coix  lacryma-jobi L. var. ma-yuen (Roman.) Stapfの乾燥成熟種
仁。

COICIS SEMEN 果実種子類

624 茵陈 茵陳 砕 本品はキク科植物滨蒿ハマヨモギArtemisia scoparia Waldst.et Kit. 或いは茵陳蒿カワラヨモギ
Artemisia capillaris  Thunb.の地上部乾燥品。

ARTEMISIAE  SCOPARIAE  HERBA 全草類

625 银柴胡 銀柴胡 スライス 本品はナデシコ科植物银柴胡フタマタハコベStellaria dichotoma L.var.lanceolata Bge.の乾燥根。 STELLARIAE  RADIX 根及び根茎類

626 淫羊藿
淫羊藿イカリソ
ウ

丝

本品はメギ科植物淫羊藿Epimedium brevicornu Maxim．、箭葉淫羊藿Epimedium sagittatum
(Sieb．et Zucc．)Maxim．、柔毛淫羊藿Epimedium pubescens Maxim．或いは朝鲜淫羊藿

Epimedium koreanum Nakaiの乾燥葉。
EPIMEDII  FOLIUM 花・葉類

627 蛹虫草 蛹虫草 原形 蛹虫草サナギタケ(Cordycps militaris Link)属バッカクキン科(Clavicipitaceae)虫草属ノムシタケ属
(Cordyceps Link)模式种

CORDYCEPS MILITARIS 菌・海藻類

628 油柑叶 油柑葉 原形 本品はトウダイグサ科植物余甘子ユカンPhyllanthus emblica L.の葉 / 花・葉類

629 油松节 油松節 砕 本品はマツ科植物油松アブラマツ（マンシュウクロマツ）Pinus tabulieformis Carr.或いは马尾松バビ
ショウ（タイワンアカマツ）Pinus massoniana Lamb.の油を帯びた乾燥瘤状節或いは分枝節。

PINI  LIGNUM  NODI 藤及び樹皮類

630 余甘子 余甘子 原形 本品はトウダイグサ科植物余甘子Phyllanthus emblica L．の乾燥成熟果実。 PHYLLANTHI FRUCTUS 果実種子類

631 鱼脑石 鱼脳石 砕 本品はニベ科動物大黄鱼フウセイPseudosciaena crocea (Richardson)或いは小黄鱼キグチ
Pseudosciaena polyactis Bleeker頭骨中の耳石。

OTOLHUM  PSEUDOSCINAENAE 鉱物及び化石類

632 鱼腥草 十薬（どくだ
み）

短冊 本品はドクダミ科植物蕺菜ドクダミHouttuynia cordata Thunb.の乾燥地上部分 HOUTTUYNIAE  HERBA 全草類

633 禹余粮 禹余粮 砕 本品は水酸化物類鉱物褐鉄鉱，主に塩基性酸化铁[FeO(OH)]を含む LIMONITUM 鉱物及び化石類
634 玉米须 ナンバン毛 短冊 本品はイネ科植物玉蜀黍トウモロコシZea mays L.の花柱と柱頭。 STIGMA  MAYDIS 花・葉類
635 玉竹 玉竹（いずい） スライス 本品はユリ科植物玉竹Polygonatum odoratum (Mill.)Druceの乾燥根茎 POLYGONATI  ODORATI  RHIZOMA 根及び根茎類

636 郁金 郁金 砕
本品はショウガ科植物温郁金Curcuma wenyujin Y. H. Chen et C. Ling、姜黄ウコン／アキウコン
Curcuma longa L.、广西莪朮Curcuma kwangsiensis S. G. Lee et C. F. Liang或いは蓬莪朮
Curcuma phaeocaulis Val.の乾燥塊根。

CURCUMAE  RADIX 根及び根茎類
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637 郁李仁 郁李仁 原形 本品はバラ科植物欧李コニワザクロPrunus humilis Bge.、郁李ニワウメPrunus japonica Thunb.或
いは长柄扁桃Prunus pedunculata Maxim.の乾燥成熟種子。

PRUNI  SEMEN 果実種子類

638 预知子 預知子 スライス
本品はアケビ科植物木通アケビAkebia quinata (Thunb.) Decne、三葉木通Akebia trifoliata
(Thunb.) Koidz.或いは白木通Akebia trifoliata (Thlunb.) Koidz.var.australis（Diels）Rehd.の乾燥
近成熟果実。

AKEBIAE  FRUCTUS 果実種子類

639 远志 遠志 短冊 本品はヒメハギ科植物远志イトヒメハギPolygala tenuifolia Wild.或いは卵葉远志Polygala sibirica L.
の乾燥根。

POLYGALAE  RADIX 根及び根茎類

640 月季花 月季花 原形 本品バラ科植物月季シキサキノイバラ／コウシンバラRosa chinensis Jacq.の乾燥花。 ROSAE  CHINENSIS  FLOS 花・葉類
641 皂角刺 皂角刺 短冊 本品はマメ科植物皂荚Gleditsia sinensis Lam.の乾燥棘刺。 GLEDITSIAE  SPINA 藤及び樹皮類

642 泽兰 沢蘭 短冊 本品はシソ科植物毛葉地瓜儿苗ケシロネLycopus lucidus Turcz．vat．hirtus Regelの乾燥地上部
分。

LYCOPI  HERBA 全草類

643 泽泻 沢瀉 スライス 本品はオモダカ科植物タクシャAlisma orientalis (Sam.) Juzep.の乾燥塊茎。 ALISMATIS  RHIZOMA 根及び根茎類
644 赭石 代赭石 砕 本品は氧化物类矿物刚玉族赤铁矿セキテッコウ，主に酸化鉄（Ⅲ）(Fe2O3)を含む HAEMATITUM 鉱物及び化石類
645 浙贝母 浙貝母 スライス 本品はユリ科植物浙贝母アミガサユリFritillaria thunbergii Miq.の乾燥鱗茎。 FRITILLARIAE  THUNBERGII  BULBUS 根及び根茎類

646 珍珠母 珍珠母 砕
本品はイシガイ科動物三角帆蚌ヒレイケイチョウガイHyriopsis cumingii(Lea)、褶纹冠蚌カラスガイ
Cristaria plicata(Leach)或いはウグイスガイ科動物马氏珍珠贝 アコヤガイPteria martensii (Dunker)
の貝殻。

MARGARITIFERA  CONCHA 動物類

647 知母 知母 スライス 本品はユリ科植物知母Anemarrhena asphodeloides Bge.の乾燥根茎。 ANEMARRHENAE  RHIZOMA 根及び根茎類
648 栀子 山梔子 砕 本品はアカネ科植物栀子Gardenia jasminoides Ellisの乾燥成熟果実。 GARDENIAE  FRUCTUS 果実種子類
649 栀子炭 栀子炭 砕 本品はアカネ科植物栀子Gardenia jasminoides Ellisの乾燥成熟果実。 GARDENIAE  FRUCTUS 果実種子類
650 枳椇子 枳椇子 原形 本品はクロウメモドキ科植物枳椇ケンポナシHovenia dulcis  Thunb.の乾燥成熟種子。 SEMEN  HOVENIAE 果実種子類
651 枳壳 枳殻 スライス 本品はミカン科植物酸橙Citrus  aurantium  L. 及其栽培变种の乾燥未成熟果実。 AURANTII  FRUCTUS 果実種子類

652 枳实 枳実 スライス 本品はミカン科植物酸橙Citrus aurantium L.及びその栽培変種或いは甜橙Citrus sinensis Osbeckの
乾燥幼果。

AURANTII  FRUCTUS  IMMATURUS 果実種子類

653 制白附子 制白附子 制 スライス 本品はサトイモ科植物独角莲Typhonium giganteum Engl.の乾燥塊茎。 TYPHONII RHIZOMA 根及び根茎類
654 制草乌 制草烏 制 スライス 本品はキンポウゲ科植物北烏頭 Aconitum kusnezoffii Reichb. の乾燥塊根。 ACONITI KUSNEZOFFII RADIX COCTA 根及び根茎類
655 制陈皮 制陳皮 制 丝 本品はミカン科植物橘Citrus reticulata Blanco及其栽培变种の乾燥成熟果皮。 CITRI RETICULATAE PERICARPIUM 果実種子類
656 制川乌 制川烏 制 スライス 本品はキンポウゲ科植物烏頭Aconitum carmichaelii Debx.の乾燥母根。 ACONITI RADIX COCTA 根及び根茎類

657 制何首乌 制何首烏 制 块 本品はタデ科植物何首烏ツルドクダミPolygonum multiflorum Thunb.の乾燥塊根。 POLYGONI  MULTIFLORI  RADIX
PRAEPARATA

根及び根茎類

658 制天南星 制天南星 制 スライス 本品はサトイモ星科植物天南星Arisaema erubescens（Wall.）Schott、异葉天南星Arisaema
heterophyllum Bl.或いは东北天南星Arisaema amurense Maxim.の乾燥塊茎。

ARISAEMATIS RHIZOMA PREPARATUM 根及び根茎類

659 制吴茱萸 制吴茱萸 制 原形
本品はミカン科植物吴茱萸Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth.、石虎Euodia rutaecarpa (Juss.)
Benth.var.officinalis (Dode) Huang或いは疏毛吴茱萸Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth．var.
bodinieri (Dode) Huangの乾燥近成熟果実。

EUODIAE  FRUCTUS 果実種子類

660 制远志 制遠志 制 短冊 本品はヒメハギ科植物远志イトヒメハギPolygala tenuifolia Wild.或いは卵葉远志Polygala sibirica L.
の乾燥根。

POLYGALAE  RADIX 根及び根茎類

661 炙甘草 炙甘草 炙 スライス 本品はマメ科植物甘草Glycyrrhiza uralensis Fisch.の乾燥根。 GLYCYRRHIZAE  RADIX  ET  RHIZOMA
PRAEPARATA  CUM  MELLE

根及び根茎類

662 炙黄芪 炙黄芪 炙 スライス 本品はマメ科植物蒙古黄芪Astragalus membranaceus (Fisch. ) Bge．var．mongholicus (Bge．)
Hsiao或いは膜荚黄芪Astragalus membranaceus (Fisch.)Bge.の乾燥根。

ASTRAGALI  RADIX  PRAEPARATA
CUM  MELLE

根及び根茎類
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663 炙淫羊藿 炙淫羊藿 炙 丝

本品はメギ科植物淫羊藿Epimedium brevicornu Maxim．、箭葉淫羊藿Epimedium
sagittatum(Sieb．et Zucc．)Maxim．、柔毛淫羊藿Epimedium pubescens Maxim．或いは朝鲜淫羊
藿Epimedium koreanum Nakaiの乾燥葉。

EPIMEDII  FOLIUM 花・葉類

664 钟乳石 鐘乳石 砕 本品は炭酸塩類鉱物方解石族方解石ホウカイセキ，主に炭酸カルシウム(CaCO3)を含む。 STALACTITUM 鉱物及び化石類
665 肿节风 腫節風 短冊 本品はセンリョウ科植物センリョウSarcandra glabra (Thunb.)Nakaiの乾燥全草。 SARCANDRAE  HERBA 全草類

666 重楼 重楼 スライス 本品はユリ科植物云南重楼 Paris polyphylla Smith var.yunnanensis(Franch.)Hand.-Mazz.
 或いは七葉一枝花 Paris polyphylla Smith var. chinensis(Franch.)Hara の乾燥根茎。

PARIDIS   RHIZOMA 根及び根茎類

667 猪苓 猪苓 スライス 本品はサルノコシカケ科真菌猪苓 Polyorus umbellatus (Pers.) Friesの乾燥菌核。 POLYPORUS 菌・海藻類
668 猪牙皂 猪牙皂莢 短冊 本品はマメ科植物皂荚 Gleditsia sinensis Lam.の乾燥不育果実。 GLEDITSIAE  FRUCTUS  ABNORMALIS 果実種子類
669 竹蜂 竹蜂 原形 本品はミツバチ科昆虫竹蜂タイワンタケクマバチXylocopa dissimilis Lepel.の乾燥体。 XYLOCOPA  DISSIMILIS 動物類

670 竹茹 竹茹 スライス
本品はイネ科植物青秆竹Bambusa tuldoides Munro、大頭典竹Sinocalamus beecheyanus (Munro)
McClure var. pubescens P.F.Li 或いは淡竹Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro var. henonis
(Mitf.) Stapf ex Rendleの茎棹の中間層（内層）を乾燥したもの。

BAMBUSAE  CAULIS  IN  TAENIAS 藤及び樹皮類

671 苎麻根 苎麻根 スライス 本品はイラクサ科植物苎麻カラムシBoehmeria nivea (L.) Gaud.の根、根茎。 RHIZOMA ET RADIX BOEHMERIAE 根及び根茎類
672 紫贝 紫貝 砕 本品はタカラガイ科動物阿拉伯绶贝Mauritia  arabica (Linnaeus)の貝殻。 CONCHA MAURITIE 動物類
673 紫草 軟紫根 スライス 本品はムラサキ科植物新疆紫草 Arnebia euchroma (Royle) Johnst.の乾燥根。 ARNEBIAE  RADIX 根及び根茎類
674 紫草茸 紫草茸 原形 ラックカイガラムシの分泌膠 / /
675 紫河车 紫河車 砕 本品は健康人の乾燥胎盤。 HOMINIS  PLACENTA 動物類
676 紫花地丁 紫花地丁 短冊 本品はスミレ科植物ノジスミレ紫花地丁Viola yedoensis Makinoの乾燥全草。 VIOLAE  HERBA 全草類

677 紫花前胡 紫花前胡（ゼン
コ）

スライス 本品はセリ科植物紫花前胡ノダケPeucedanum decusivum（Miq.）Maxim.の乾燥根。 PEUCEDANI DECURSIVI RADIX 根及び根茎類

678 紫荆皮 紫荆皮 短冊 本品はマメ科植物紫荆ハナズオウ Cercis chinensis Bunge の乾燥樹皮。 CORTEX  CERCIS  CHINENSIS 藤及び樹皮類
679 紫苏梗 紫蘇梗 スライス 本品はシソ科植物紫蘇Perilla frutescens (L.) Britt.の乾燥茎 PERILLAE  CAULIS 全草類
680 紫苏叶 紫蘇葉（広東） 短冊 本品はシソ科植物紫蘇Perilla frutescens (L.) Brittの乾燥葉。 PERILLAE  FOLIUM 花・葉類
681 紫苏子 紫蘇子（広東） 原形 本品はシソ科植物紫蘇Perilla frutescens (L.) Britt.の乾燥成熟果実 PERILLAE  FRUCTUS 果実種子類
682 紫菀 紫苑 短冊 本品はキク科植物紫菀 Aster tataricus L. f.の乾燥根和根茎。 ASTERIS  RADIX  ET  RHIZOMA 根及び根茎類

683 紫珠叶 紫珠葉 短冊 本品はクマツヅラ科植物杜虹花Callicarpa formosana Rolfeの乾燥葉 CALLICARPAE  FORMOSANAE
FOLIUM

花・葉類

684 棕榈炭 棕榈炭 炭 短冊 本品はヤシ科植物棕榈シュロTrachycarpus fortunei（Hook.f.)H.Wendl.の乾燥葉柄。 TRACHYCARPI  PETIOLUS 花・葉類
298 焦建曲 焦建曲 医薬品 塊 本品は青蒿、麦芽などの粉末と小麦粉を混合・発酵し加工したもの。 / その他


