
資料No．3－3   

国内副作用報告の状況（一般用医薬品）  

（平成19年4月1日から平成20年3月31日までの報告受付分）  

副作用報告の集計結果についての注意事項  

1）副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から   

報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。  

2）副作用報告の件数については、平成19年4月1日から平成20年3月31日（以下、「本   

報告期間」という。）に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複   

数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカ   

ウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。  

3）副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本   

報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対   

象外となった場合等、件数から除外されている。  

4）報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する   

場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。  

5）副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版（MedDRA／J）に収載さ   

れている用語（PreferredTerm：基本語）で表示している。   



国内副作用報告の状況（一般用医薬品）  

7  解熱鎮痛消炎剤   2錠中イブプロフェン150mg   胆汁うっ滞   

問質性肺疾患  

急性腎不全  

8  解熱鎮痛消炎剤   
2錠中イブプロフェン150mg，無水カフェイン80mg．アリル イソプロピルアセチル尿素60mg    中毒性表皮壊死融解症  

発疹  

薬疹   2   

9  解熱鎮痛消炎剤   
1錠中イブプロフェン150mg．アリルイソプロピルアセチル尿 60 
素mg，無水カフェイン80mg   

1錠中イソプロピルアンチピリン75m臥アセトアミノフェン12  
10  解熱鎮痛消炎剤  5mg，アリルイソプロピルアセチル尿素30mg，無水カフェイ  

ン25mg   

皿  解熱鎮痛消炎剤   
中毒性皮疹  

3錠中アセトアミノフェン900mg  
中毒性表皮壊死融解症   

12  解熱鎮痛消炎剤   
急性肝不全  

6錠中アセトアミノフエン900mg  
中毒性表皮壊死融解症   

13  解熱鎮痛消炎剤   12錠中アセトアミノフェン600mg   中毒性表皮壊死融解症  口   

14  解熱鎮痛消炎剤   3包（乙1g）中アセトアミノフェン900mg   中毒性表皮壊死融解症  口   

15  解熱鎮痛消炎剤   
2錠中イブプロフェン144mg，エテンザミド84mg，プロムワ  アナフィラキシーショック  口  
レリル尿素200mg，無水カフェイン50mg   

異常行動   

2錠中イブプロフェン144mg，エテンザミド84mg，プロムワ  
16  解熱鏡痛消炎剤  レリル尿素200mg，無水カフェイン50mg，乾燥水酸化アル  

ミニウムゲル66．7mg（6錠中200mg）   
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2包（乙6g）中アセトアミノフェン0．6g，エテンザミド1g，アリ  
19  解熱鎮痛消炎剤  ルイソプロピルアセチル尿素0．12g，無水カフェイン0．2臥  

カンゾウ末0．3g   

4錠中アセトアミノフェン600mg，エテンザミド1臥アリルイソ  
20  解熱鎮痛消炎剤  プロピルアセテル尿素120mg，無水カフェイン200mg，ベ  

ンフォチアミン10mg   

アナフィラキシーショック  

ショック  
21  解熱鎮痛消炎剤   1錠中アスピリン330mg，ヒドロタルサイト100mg  

白血球破砕性血管炎  
発疹  
責麻疹   

1錠中アセテルサリチル酸250mg，アセトアミノフェン150m  
22  解熱鎮痛消炎剤  g．無水カフェイン60mg，アリルイソプロピルアセチル尿素1  

5mg   

23  解熱鎮痛消炎剤   
9錠中アセトアミノフェン0．48g，エテンザミド1．2g，プロム  急性肝炎   
ワレリル尿素0．6g，無水カフェイン0．15g   貪食細胞性組織球症   

急性肝炎  
24  解熱鎮痛消炎剤   2錠中イブプロフ工ン150mg  

貪食細胞性組繊球症   

丹毒  
25  解熱鎮痛消炎剤   1カプセル中イブプロフェン・150mg  

薬疹   

26  解熱鎮痛消炎剤   6錠中アセトアミノフェン198mg   中毒性表皮壊死融解症  l   

1錠中エテンザミド200mg，アセトアミノフ工ン80mg，アリル  過量投与  
27  解熱鎮痛消炎剤  イソプロピルアセチル尿素30mg，無水カフェイン40mg  多形紅斑  

代謝性アシドーシス   

9錠中イブプロフエン450mg，フマル酸クレマスチン1．34m  

28  総合感冒剤  
g（クレマステン1mg），塩酸プロムヘキシン12mg，リン酸ジ  
ヒドロコデイン22mg，dト塩酸メチルエフェドリン60mg，無  

薬物乱用   

水力フ工イン75mg  

6カプセル中イソプロピルアンチピリン300mg．アセトアミノ  
フエン450mg，フマル酸クレマスチン1．34mg，フェンジゾ  

29  総合感冒剤  
酸クロベラステン84mg，ノスカピン48mg，dl一塩酸メチルエ  
フエドリン60mg，セミアルカリプロティナーゼ30m臥無水力  
フエイン75mg，硝酸チアミン24mg，リボフラビン12mg，ニ  
ンジン乾燥エキス100mg（ニンジン1g）   

9錠中アセトアミノフェン900mg．臭化水素酸デキストロメト  
ルフアン48mg，dL一塩酸メチルエフェドリン60mg．キキョウ  

30  総合感冒剤  エキス150mg，マレイン酸クロルフェニラミン7．5mg，カン エス187 
ゾウキ．5mg，無水カフェイン75mg．アスコルビン  
酸カルシウム（ビタミンCカルシウム塩）300mg，ビタミンBl  
硝酸塩12mg   
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キス（カンゾウ750mgより抽出）187．5mg，ショウキョウ末  
150mg，無水カフェイン75mg   

9錠中イブプロフェン450mg．マレイン酸クロルフエニラミン  
33  総合感冒剤  7．5m臥リン酸ジヒドロコデイン24mg，dト塩酸メチルエフェ  

ドリン60mg，無水カフェイン75mg，リボフラビン12mg   

1ビン（30mり中アセトアミノフェン450mg、マレイン酸クロル  
34  総合感冒剤  フェニラミン5mg、リン酸ジヒドロコデイン16mg、dl一塩酸メチ  

ルエフェドリン40mg、カフェイン50mg   

9錠中イブプロフェン450mg，フマル酸クレマスチン1．34  
35  総合感冒剤  mg，リン酸ジヒドロコデイン22mg，1d卜塩酸メチルエフェドリン  

60mg，塩酸ブロムヘキシン12mg，無水カフェイン75mg   

6カプセル中アセトアミノフェン900mg，マレイン酸クロルフェ  
ニラミン7．5mg，リン酸ジヒドロコデイン22．2mg，dt一塩酸  

36  総合感冒剤  メチルエフェドリン60mg，グアヤコールスルホン酸カリウム2  
40mg，無水カフェイン75mg，塩化リゾチーム60mg（力  
価），硝酸チアミン24mg，リボフラビン12mg．ゴオウ4mg   

6カプセル中セミアルカリプロティナーゼ60000単位，葛根湯  
乾燥エキス863mg（原生薬換算量5005．4mg），アセトア  

37  総合感冒剤  ミノフェン390mg，エテンザミド300mg，リン酸ジメモルフア  
ン30mg，d－マレイン酸クロルフェニラミン3．5mg．無水力  
フェイン30mg．硝酸チアミン12mg   

6カプセル中イブプロフェン450mg，d一クロルフェニラミンマ  

38  総合感冒剤  レイン酸塩3．5mg，ジヒドロコデインリン酸塩24mg，グアイ フェネシン250mg 
．dトメチルエフェドリン塩酸塩60mg，無水  

カフェイン40mg   

6錠（朝（橙色錠）2錠，昼（樺色錠）2錠，夜く青色錠）2錠）中ア  
セトアミノフェン300mg，300mg，300mg，dI一塩酸メチル  

39  総合感冒剤  エフェドリン20mg，20mg．20m乳臭化水素酸デキストロ  
メトルファン16mg，16mg，16mg，マレイン酸クロルフェニ  
ラミン2．5mg，2．5mg，2．5mg，無水カフェイン16．65m  
g．16．65mg   

6カプセル中アセトアミノフェン270mg，エテンザミド1．05  

40  総合感冒剤  g，臭化水素酸デキストロメトルファン48mg，dl一塩酸メチル エフェドン60m 
リg，マレイン酸クロルフェニラミン7．5mg，ア  

スコルビン酸ナトリウム500mg，無水カフェイン75mg   

3包（3．6g）中アセトアミノフエン600mg，エテンザミド500  
mg，d一マレイン酸クロルフ工ニラミン3．5mg，リン酸ジヒドロ  

41  総合感冒剤  コデイン24mg，dト塩酸メチルエフェドリン40mg，無水力  
フェイン125mg，ベンフォチアミン25mg，カンゾウエキス末  
714mg（カンゾウ4．998g）   

42  総合感冒剤   
2錠中イブプロフェン150mg，アリルイソプロピルアセテル 60 
尿素mg，無水カフェイン80mg   
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68g（サイコ，ハンゲ，ケイヒシヤクヤク，オウゴン，ニンジ  
ン，タイソウ，カンゾウ，乾生萎）〕．アセトアミノフェン900m  

フエドリン60mg、無水カフェイン30mg   

6錠中ゴオウ末2mg，カンゾウエキス末142．86mg，シヤゼ  
ンソウ乾燥エキス150mg，アセトアミノフェン450m臥エテ  

45  総合感冒剤  ンザミド750mg，リン酸ジヒドロコデイン24mg，ノスカピン4  
8mg．dl一塩酸メチルエフェドリン60mg，塩酸ジフェニルビラ  
リン4mg，アスコルビン酸500mg，無水カフェイン75mg   

6カプセル中セミアルカリプロティナーゼ6，000単位，葛根  
湯乾燥エキス863mg（葛根湯5．0054g），アセトアミノフェ  

46  総合感冒剤  ン390mg，エテンザミド300mg．リン酸ジメモルファン30m  
g，d－マレイン酸クロルフェニラミン3、5mg，無水カフェイン3  
Omg，硝酸チアミン12mg   

12錠中アセトアミノフエン900mg，ノスカピン48mg，無水力  
47  総合感冒剤  フェイン75mg，d卜塩酸メチルエフェドリン60mg，マレイン酸  

クロルフェニラミン7．5mg   

6カプセル中アセトアミノフェン900mg，d－マレイン酸クロル  
フェニラミン3．5mg，I）ン酸ジヒドEjコデイン21mg，d］一塩酸  

48  総合感冒剤  
メチルエフェドリン60mg，グアヤコールスルホン酸カリウム2 40m 

g，無水カフェイン75mg，リボフラビン12mg，アスコル  
ビン酸カルシウム300mg，カンゾウ粗エキス180mg（カンゾ  
ウ720mg）   

6カプセル中ゴオウ4．5mg，ジリュウ乾燥エキス90mg（ジ  
リュウ693mg），ケイヒ乾燥エキス33mg（ケイヒ726mg）．  
カンゾウエキス末96mg（カンゾウ672mg），セネガ乾燥エキ  

49  総合感冒剤  ス36mg（セネガ601．2mg），アセトアミノフェン690mg，塩  
酸クロペラスチン48mg．dト塩酸メチルエフェドリン60mg，  
マレイン酸クロルフェニラミン7．5mg，無水カフェイン75m  
g，メタケイ酸アルミン酸マグネシウム420mg   

スティーブンス・ジョンソ、  
1包（1．2g）中塩酸プロムヘキシン4mg，塩化リゾチーム20  
mg（力価），リン酸ジヒドロコデイン8mg，dI一塩酸メチルエ  肝機能異常   

50  総合感冒剤  フェドリン20mg，マレイン酸カルビノキサミン2．5mg，アセト  肝障害   
アミノフェン300mg，無水カフェイン25mg，ビスイブチアミン  
8mg，リボフラビン4mg   多形紅斑  2  

中毒性表皮壊死融解症   口   

3錠中塩酸ブロムヘキシン4mg，塩化リゾチーム30mg（力  
価），アセトアミノフェン300mg，マレイン酸カルビノキサミン  

51  総合感冒剤  2．5mg，リン酸ジヒドロコデイン8mg．dト塩酸メチルエフエド  
リン20mg，ノスカピン16mg，無水カフェイン25mg，ビスイ  
プチアミン8mg，リボフラビン4mg   薬疹   

1包（1．2g）中塩酸プロムヘキシン4mg，塩化リゾチーム30  
mg（力価），アセトアミノフェン300mg．マレイン酸カルビノキ  

52  総合感冒剤  サミン2．5mg，リン酸ジヒドロコデイン8mg，dト塩酸メチル  
エフェドリン20mg，ノスカピン16mg，無水カフェイン25m  
g，ビスイブチアミン8mg，リボフラビン4mg   
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ポプラビン4mg   薬疹   

1包（1．3g）中イブプロフェン150mg，塩酸ブロムヘキシン4  
mg，リン酸ジヒドロコデイン8mg，ノスカピン16mg，dト塩酸  

55  総合感冒剤  メチルエフェドリン20mg，塩化リゾチーム30mg（力価），マ  
レイン酸カルビノキサミン2．5mg，無水カフェイン25mg，硝  
酸チアミン8mg．リボフラビン4mg   毒麻疹   

スティーブンスージョンソ、  
1包（1．2g）中アセトアミノフ工ン300mg，塩化リゾチーム20  
mg（力価），リン酸ジヒドロコデイン8mg．／スカピン16mg，  

56  総合感冒剤  dト塩酸メチルエフェドリン20mg，マレイン酸カルビノキサミン  
2二5mg．グアイフエネシン41．67mg．無水カフェイン25m  
g，ビスイブチアミン8mg，リボフラビン4mg   

薬疹   

スティーブンス・ジョンソ、  口  
3錠中リン酸ジヒドロコデイン8mg，dト塩酸メチルエフェドリ  
ン20mg，グアイフェネシン41．67mg（9錠中125mg）．ア  

57  総合感冒剤  セトアミノフエン300mg，塩化リゾチーム20mg（力価），マレ  
イン酸カルビノキサミン2．5mg．無水カフェイン25mg，ビス   
イブチアミン（ビタミンBl誘導体）8mg，ビタミンB24mg   

急性肝炎   

1包（1．2g中）リン酸ジヒドロコデイン8mg，dト塩酸メチルエ   アナフィラキシー反応   

フェドリン20mg，グアイフエネシン41．67mg（3包中125m  肝障害   2  

58  総合感冒剤  
g），アセトアミノフェン300mg，塩化リゾチーム20mg（力  
価）．マレイン酸カルビノキサミン2．5mg，無水カフェイン25   幻覚   

mg，ビスイブチアミン（ビタミンBl誘導体）8mg，ビタミンB2  
4mg   諺妄   

3錠中アセトアミノフエン300mg，塩化リゾチーム20mg（力  
価）．リン酸ジヒドロコデイン8mg，／スカピン16mg，d）一塩酸  

59  総合感冒剤  メチルエフェドリン20mg，マレイン酸カルビノキサミン2．5m  
g，グアイフエネシン41．67mg，無水カフェイン25mg，ビス  
イブチアミン8mg，リボフラビン4mg   薬疹   

6カプセル中ゴオウ末3mg，ヘスペリジン90mg，l）ポフラビ  

60  総合感冒剤  
ン3mg，アセトアミノフエン900mg，無水カフェイン75mg，ク ベ 
エン酸チビジン60mg，マレイン酸クロルフェニラミン7．5  
mg，dト塩酸メチルエフェドリン60mg   

アナフィラキシー反応  
2カプセル中イソプロピルアンチピリン150mg，アセトアミノ  
フェン225mg，マレイン酸クロルフェニラミン3．75mg，リン  

肝障害  

61  総合感冒剤  酸ジヒドロコデイン6mg，dト塩酸メチルエフェドリン30m臥    腎障害   
カンゾウエキス末59mg（カンゾウ491．5mg），無水カフェイ  
ン37．5mg   中毒性表皮壊死融解症  

毒麻疹   
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デイン24mg，無水カフェイン75mg，ヘスぺリジン90mg   
肝機能異常   

9錠中イブプロフェン450mg，マレイン酸クロルフェニラミン  
64  総合感冒剤  7．5mg，dト塩酸メチルエフェドリン60mg，リン酸ジヒドロコ  

デイン24mg，無水カフェイン75mg，ヘスぺリジン90mg   

アナフィラキシーショック  

6錠イブプロフェン450mg．塩酸プソイドエフェドリン135mg，マ  
65  総合感冒剤  レイン酸クロルフエニラミン7．5mg，リン酸ジヒドロコデイン  

24mg，無水カフェイン75mg  胆汁うっ滞  

薬疹   

6錠中アセトアミノフエン900mg，ヨウ化イソプロパミド6mg，d－  

66  総合感冒剤  
マレイン酸クロルフェニラミン3．5mg．トラネキサム酸420mg，リ  
ン酸ジヒドロコデイン24mg，dl一塩酸メチルエフェドリン60mg．  

全身性皮疹   

無水カフェイン75mg，ヘスペリジン（ビタミンPの一種）90mg  

9錠中アセトアミノフェン900mg，ヨウ化イソプロパミド6m  
g，d－マレイン酸クロルフェニラミン3．5m臥トラネキサム酸4  

67  総合感冒剤  20mg，リン酸ジヒドロコデイン24mg，dl一塩酸メチルエフエド  
リン60mg，無水カフェイン75mg，ヘスペリジン（ビタミンPの  
一種）90mg   汎血球減少症   

9錠中イブプロフェン450m臥塩酸ブロムヘキシン12mg，フマ  

68  総合感冒剤  
ル酸クレマスチン1．34mg（クレマスチンとして1mg），リン酸ジヒ  
ドロコデイン22mg，dト塩化メチルエフェドリン60mg，無水力  

喘息   

フェイン75mg  

3包（2．1g）中アセトアミノフエン900mg，dト塩酸メチルエ  
69  総合感冒剤  フェドリン30m臥無水カフェイン75mg，カンゾウ末200m  

g，ケイヒ末200mg，ショウキョウ末100mg   肝障害   

3錠中エテンザミド195mg，アセトアミノフェン180mg，無水  

70  総合感冒剤  
カフェイン30mg，dト塩酸メチルエフェドリン16mg，マレイン ロルフェニラミン2 
酸ク．4mg，硝酸チアミン3mg，リボフラビ  
ン3mg，アスコルビン酸30mg   

6錠中アセトアミノフェン900mg，リン酸ジヒドロコデイン24  

田  総合感冒剤  mg．dt一塩酸メチルエフェドリン60mg，マレイン酸クロルフェ ニミン7 
ラ．5mg，無水カフェイン50mg，アスコルビン酸100  

mg   

6カプセル中アセトアミノフ工ン390m臥トラネキサム酸42  

72  総合感冒剤  
Omg，エテンザミド850mg，d－マレイン酸クロルフェニラミン  
3．5mg，ヒベンズ酸チベビジン75mg，d］一塩酸メチルエフ工  

アナフィラキシー様反応  口   

ドリン60mg．無水カフェイン75mg  

9錠中アセトアミノフ工ン390mg，トラネキサム酸420mg，エ  

73  総合感冒剤  
テンザミド850mg，d－マレイン酸クロルフエニラミン3．5m  
g，ヒベンズ酸チベビジン75mg，dト塩酸メチルエフェドリン  

ショック   

60mg，無水カフェイン75mg  

6カプセル中アセトアミノフェン900mg マレイン酸クロルフェ   スティーブンス・ジョンソ、  口  

ニラミン7．5mg，亡べンズ酸チベビジン67mg，dl一塩酸メチ  多形紅斑   
74  総合感冒剤  

ルエフェドリン40mg，無水カフェイン125mg，ベンフォチアミ  中毒性表皮壊死融解症  l  

ン12mg，リボフラビン3mg，コオウ4．5mg   肺炎   
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6カプセル中イブプロフェン450mg，d－クロルフエニラミンマ  
レイン酸塩3．5mg，チベビジンヒベンズ酸塩75mg，dトメチ  

77  総合感冒剤  ルエフェドリン塩酸塩60mg，グアヤコールスルホン酸カリウ  
ム250m臥無水カフェイン40mg，チアミン硝化物（ビタミンB  
1）25mg，リボフラビン（ビタミンB2）12mg   

9錠中イブプロフェン450mg，塩酸ブロムヘキシン12mg，フ  高熱   
78  総合感冒剤  

マル酸クレマスチン1．34mg（クレマスチン1mg），リン酸ジ  
ヒドロコデイン22mg，dト塩酸メチルエフェドリン60mg，無   排尿困難   

水力フ工イン75mg   
噴下障害   

9錠中イブプロフェン450mg，dL一塩酸メチルエフェドリン6  
Omg，ヒベンズ酸チベビジン75m乱グアヤコールスルホン  

79  総合感冒剤  酸カリウム250mg．d－マレイン酸クロルフエニラミン3．5m  
g，無水カフェイン75mg．リボフラビン（ビタミンB2）12mg，  
硝酸チアミン（ビタミンBl類）25mg，グリシン180mg   

9錠中フマル酸クレマスチン1．34mg，塩化リゾチーム（リゾ  アナフィラキシー反応   
チームとして）90mg（力価），ベラドンナ総アルカロイド0．3  

80  総合感冒剤  m臥アセトアミノフェン900mg，リン酸ジヒドロコデイン24m  
gノスカピン48mg，dト塩酸メチルエフェドリン60ふg，無水   
カフェイン75mg，ベンフォチアミン24mg   薬疹   

9錠中フマル酸クレマスチン1．34mg，塩化リゾチーム（リゾ  
チームとして）60mg（力価），アセトアミノフェン900mg，リン  

81  総合感冒剤  酸ジヒドロコデイン24mg，ノスカピン36mg，dト塩酸メチル  
エフェドリン60mg，グアヤコールスルホン酸カリウム240m  
g，無水カフェイン75mg，ベンフォチアミン24mg   

3包中アスコルビン酸ナトリウム500mg，ベンフォチアミン2  
4mg，リボフラビン12mg，アセトアミノフェン900mg，マレイ  

82  総合感冒剤  ン酸クロルフェニラミン7．5mg，リン酸ジヒドロコデイン24m  
g，ノスカピン36mg，dl一塩酸メチルエフェドリン60mg，グア  
イフェネシン240mg，無水カフェイン75mg   

24mL中リン酸ジヒドロコデイン8mg，dl一塩酸メチルエフェド  

83  総合感冒剤  
リン10mg．アセトアミノフェン300mg，マレイン酸クロルフェ   
ニラミン2．5mg，無水カフェイン50mg，カンゾウエキス332  
mg（カンゾウ1．66g）   口       血中クレアチンホスホキ   

13m沖天然型ビタミンE（酢酸d－α－トコフェロール）0．0  
5％，ビタミンB6（塩酸ビリドキシン）0．05％，パンテノール  

84  眼科用剤  0．05％，メチル硫酸ネオスチグミン0．005％，マレイン酸ク  7   

ロルフェニラミン0．01％，イブシロンーアミノカブロン酸1．  
0％，タサノン（アミノエチルスルホン酸）1．0％   

85  眼科用剤   1mL中プラノブロフェン0．5mg   視力低下   

3カプセル中メキタジン4．Omg，ベラドンナ総アルカロイド  
86  耳鼻科用剤  0．4m臥無水カフェイン150．Omg，塩化リゾチーム90．0  

mg，グリチルリチン酸ニカリウム46．2mg   
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120mg，ノスカピン48mg，グアヤコールスルホン酸カリウ  

60mL中リン酸コデイン50mg，dト塩酸メチルエフェドリン7  
97  鎮咳去たん剤  5mg，塩化リゾチーム60mg（力価），マレイン酸クロルフェニ  

ラミン12mg，無水カフェイン60mg，セネガ流エキス1．5g   

30mL中臭化水素酸デキストロメトルファン60mg，グアイ  
98  鎮咳去たん剤  フェネシン170mg，マレイン酸クロルフェニラミン12mg，無  

水力フェイン62mg   

12錠中リン酸ジヒドロコデイン30mg，dt一塩酸メチルエフェド  スティーブンス・ジョンソ、  ■  
99  鎮咳去たん剤  リン50mg，マレイン酸クロルフェニラミン8mg，無水カフェイ  

ン90mg   痘攣   

60mL中リン酸ジヒドロコデイン30mg，dl一塩酸メチルエフェ  
ドリン75mg，グアイフエネシン300mg，マレイン酸クロル  

100  鎮咳去たん剤  フェニラミン12mg，ニンジン流エキス1．2m」（ニンジン1．2  
g），ゴミシ流エキス1mL（ゴミシ1g），／（クモンドゥ流エキス2  
mL（バクモンドウ2g），無水カフェイン70mg   

60mL中リン酸ジt＝ドロコデイン30mg，dJ一塩酸メチルエフェ  
ドリン75mg，グアヤコールスルホン酸カリウム270mg，マレ  

101  鎮咳去たん剤  イン酸クロルフエニラミン12mg，無水カフェイン60mg．キ  
キョウエキス240mg（キキョウ960mg），バクモンドウ流エ  
キス1．25mL（バクモンドウ1．25g）   

3包（3g）中テプレノン112．5mg，ソウジュツ乾燥エキス15  
102  健胃消化剤  Omg（ソウジュツ1．5g），コウボク乾燥エキス83，4mg（コウ  

ボク1g）   
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肝障害   

105  健胃消化剤   4包（12g）中ガジュツ末10000mg、真昆布末400mg   アナフィラキシー様反応  口   

106  制酸剤   1錠中ファモチジン10mg   
肝障害  

中毒性表皮壊死融解症   

107  制酸剤   1包（0．5g中）ファモチジン10mg   肝機能異常   

108  下剤、浣腸剤   60ml中 日局グリセリン30g   直腸穿孔   2   

10g  下剤、浣腸剤   1錠中ピサコジル5mg   腹痛   

110  下剤、浣腸剤   
1個中炭酸水素ナトリウム0．5g，無水リン酸二水素ナトリウ ム0 

．68g   

1包（1．6g）中アルジオキサ30mg，ジアスメンSSx22  
5mg，ビオヂアスターゼ100040mg，ビオタミラーゼP－1  
50010mg，リパーゼAP610mg，メタケイ酸アルミン酸  

111  複合胃腸剤  
マグネシウム300mg，炭酸水素ナトリウム400mg，沈降炭  
酸カルシウム300mg，ロートエキス10mg，ガジュツ末60m  
g，カンゾウ末120mg，オウバク末30mg．ゲンチアナ末20  
mg．ショウキョウ末10mg，チョウジ油0．73mg，ケイヒ油  
3．6mg，トメントール2．4mg   

3包4．5g中トリメプチンマレイン酸塩（MT）300mg，ビオヂ  
アスターゼ2000120mg，リパーゼAP645mg，カンゾウ  

112  複合胃腸剤  末150mg，ロートエキス30mg，炭酸水素ナトリウム300m  
g，沈降炭酸カルシウム600mg，メタケイ酸アルミン酸マグネ  
シウム（乾燥物換算）240mg   黄痘   

3個中オウレンエキス28mg，オウバクエキス152mg，セン   
下痢   

113  複合胃腸剤  
ブリエキス28mg，ゲンチアナエキス80mg，ダイオウエキス  
80mg，ウコンエキス140mg，アロエ150mg，動物胆50m   腹痛   

g，アカメガシワエキス400mg   
嘔吐   

114  泌尿器官用剤   3包（6．Og）中 ウワウルシ乾燥エキス1．25g   急性肝炎   

2瓶（60mL）中生薬エキスHllmL（ジオウ5g，ブクリヨウ・  

115  その他の泌尿生殖器官及 び肛門用薬   タクシヤ・サンシュユ・ボタンピ・サンヤク各3g，ケイヒ・ホウブ シ各1 
g）   

意識変容状態  

116  外皮用殺菌消毒剤   0．3m2中ヨードホルム1．1g  甲状腺機能低下症  

諺妄   

75mL中塩酸ジブカイン75mg，塩酸ナファゾリン75mg，マ  
117  外皮用殺菌消毒剤  レイン酸クロルフェニラミン150mg．塩化ベンゼトニウム75  2   

mg   

118  化膿性疾患用剤   
100g中ウコン末2．86g，オウ／くク末1．43g．スルフィソキ サゾ 

ール5g，塩酸ジフエンヒドラミン0．71g   
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鎮痛、鎮痩、収れん、消炎  

2×55mm2。伸縮性）   

100g（1，400cm2）中アルニカテンキ1mL（アルニカ0．2  

122  鎮痛、鎮痺、収れん、消炎 剤   g），セイヨウトチノキ種子エキス0．1g（セイヨウトチノキ0．6  
g），サリチル酸グリコール1g，t－メントール0．3g（伸縮性）   

123  鎮痛、鎮痔、収れん、消炎 剤  100g中ブフェキサマク1g，グリチルレチン酸0．2g   接触性皮膚炎   

鎮痛、鎮痺、収れん、消炎  1g中ブフェキサマク50mg，ジフェニルイミダゾール2mg，酢   
接触性皮膚炎   

124  酸トコフェロール5mg   
剥脱性皮膚炎   

125  寄生性皮膚疾患用剤   ＜1g中＞ 塩酸テルビナフィン‥10mg   吐血   

126  毛髪用剤（発毛剤、脱毛 剤、染毛剤、養毛剤）  100mL中 三ノキシジル1．Og   リンパ腫   

127  その他の歯科口腔用薬  1mL中 ポピドンヨード4．5mg   アナフィラキシーショック  口   

128  その他の歯科口腔用薬  100ml中 ヨウ素0．5g   アナフィラキシー反応   

3錠中ベンフォチアミン138．3mg（塩酸チアミン100mg），  
オキソアミヂン末50mg，ガンマーオリザノール10mg，リボフ  

129  ビタミンBl剤  ラビン12mg，塩酸ビリドキシン50mg，シアノコバラミン60  
〟g，コハク酸トコフェロールカルシウム103．58mg（コハク  
酸dl－α－トコフェロール100mg）   

9錠中塩酸フルスルチアミン（ビタミンBl誘導体）109．16  

130  ビタミンBl斉り  mg，酪酸リボフラビン（ビタミンB2）12mg．塩酸ビリドキシン  
（ビタミンB6）30mg，シアノコバラミン（ビタミンB12）60〟g，  肝機能異常   

コンドロイチン硫酸ナトリウム900mg  

2錠中 塩酸ジセチアミン（ビタミンBl誘導体）120mg，リボ  呼吸困難   
混合ビタミン剤（ビタミンA・  

131  Omg，シアノコバラミン（ビタミンB12）60〟g，コハク酸d－α－  上腹部痛   

トコフェロール（天然型ビタミンE）100mg   
蒼白   

2錠中沈降炭酸カルシウム1．525g（カルシウム610mg），  
132  カルシウム剤  炭酸マグネシウム118．4mg（マグネシウム30mg），コレカ  

ルシフエロール400Ⅰ．∪．   

肝炎  
133  その他の滋養強壮薬   15錠中カシュウ3．6g  肝障害  

急性肝炎   

1丸（4．8g）中ゴオウ・カンゾウ・ニンジン各300mg，レイヨ  

134  その他の滋養強壮薬  ウカク270mg，シヤクヤク240mg．アキョウ210mg，ケイ ヒ・ボウフウ・センキュウ・トウキ各180mg，リュウノウ57．5  
mg   

2錠中エゾウコギ乾燥エキス（原生薬換算量300mg）12．  
Omg，オウギ乾燥エキス（原生薬換算量240mg）30．Om  
g．オキソアミヂン末50．Omg，塩酸アルギニン50．Omg，  

135  総合代謝性製剤  
硝酸チアミン（V．Bl）10．Omg，リボフラビン（V．B2）4．Omg，  
塩酸ビリドキシン（∨．B6）10．Omg，コハク酸トコフェロールカ  

出血性胃潰瘍   

ルシウム（コハク酸dトα－トコフェロール（V．E）とし20．Omg）2  
0．7mg，L－アスコルビン酸ナトリウム（アスコルビン酸  
（V．C）として100．Omg）112．6mg  
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500mL中リバーコンセントレイト（肝臓エキス）12．5g，塩化  
カルニチン2．5g，ニンジンエキス2．5g，アミノエチルスルホ  

チンピ各0．15g，カンゾウ・コウブシ・トウニン各0．12g．オ  
137  総合代謝性製剤   ウレン0．06g，ショウキョウ・チョウジ・土ンジン各0．03g），  

センナエキス25mg，コハク酸トコフェロールカルシウム10m  
g．ニコチン酸アミド10mg，パントテン酸カルシウム10mg，  
葉酸5mg，硝酸チアミン5mg，塩酸ビリドキシン1mg，リボフ  
ラビン1mg，シアノコバラミン10〃g   

肝機能異常  

138  他に分類されない代謝性 医薬品  1錠中コンドロイテン硫酸ナトリウム260mg  
肝障害   

スティーブンス・ジョンソ、  

139  色素製剤   
舌障害  

1錠中クリプトシアニン0．A．コンプレックス50JJg  
舌水痘形成  

粘膜びらん   

1錠中マレイン酸クロルフェニラミン1．5mg，塩酸ビリドキシ  
140  抗ヒスタミン剤  ン乙5mg，グリチルリチン酸カリウム20mg，グルコン酸カ  

ルシウム150mg   

9錠中塩酸ジフエンヒドラミン90mg，グリチルリチン酸ニカリ  
141  抗ヒスタミン剤  ウム90mg，リボフラビン6mg，塩酸ビリドキシン15mg．オ  

ロテン酸90mg   

142  抗ヒスタミン剤   1錠中塩酸ジフェンヒドラミン10mg   薬物毒性   

傾眠  

143  その他のアレルギー用薬  2カプセル中 フマル酸ケトチフェン2．76mg  倦怠感  

浮動性めまい   

4カプセル中ロクジョウ・カイバ・トチュウ・アキョウ各67m臥  

コウクジン・ケイヒ各53mg，トウキ・ニンジン各133mg，コク  
ロジン235mg，ボタンピ33mg，水性エキス818mg（センボ  

144  生薬  
ウ・トシシ・ホコツシ・コロハ・ハゲキテン・ニクジュヨウ・サヨウー  
フクボンシ・ホウブシ・ゲンジン・ビャクジュツ・サンシュユ・バク  

モンドウ各67mg，インヨウカク・ジュクジオウ・クコシ・オウギ・  
ブクリヨウ各133mg，センゾウダン・ゴシツ・カンゾウ各33m  肝障害   

g）   

12錠中トウキ0．6g，シヤクヤク0．6g．センキュウ0．6g，  
サンシシ0．6g，レンギョウ0．6g，ハッカ0．6g，ショウキョウ  

145  漢方製剤  
0．2g，ケイガイ0．6g，ボウフウ0．6g，マオウ0．6g，ダイ  
オウ0．75g，乾燥硫酸ナトリウム0．375g，ビヤクジュツ1．  

問質性肺疾患   

Og，キキョウ1．Og，オウゴン1．Og，カンゾウl．Og，セッコ  
ウ1．Og，カッセキ1．5g  

14tヨ  漢方製剤   
2包（4．5g）中乾燥エキス2．5g（ハンゲ3g，カンゾウ・ケイ ヒ 

・ゴミシ・サイシン・シヤクヤク・マオウ・カンキョウ各1．5g）   

2包（3．75g）中乾燥エキス2．25g（ハンゲ2．5g，オウゴ  
147  漢方製剤  ン・カンゾウータイソウ・ニンジン・カンキョウ各1．25g．オウレ  

ン0．5g）   
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1日量（3本90mり中小青竜湯エキス1025g  

149  漢方製剤  
（日局マオウ30g、日局シヤクヤク30g、カンキョウ30g、日局力  
ンゾウ30g日局ケイヒ30g、日局サイシン30g、日局ゴミシ30g、  
日局ハンゲ30gより得た軟エキス）   肝機能異常   

3錠 防風通聖散料乾燥エキス3．Og   肝機能異常   

（キキョウ1．2g、ビヤクジュツ1．2g、カンゾウ1．2g、オウゴン  
1．2g、セッコウ1．2g、ダイオウ0．gg、トウキ0．72g、シヤクヤク  肝障害   

150  漢方製剤  
0．72g、センキュウ0．72g、サンシシ0．72g、レンギョウ0．72g、 ハ 

ッカ0．72g、ケイガイ0．72g、ボウフウ0．72g、マオウ0．72g、   
ショウキョウ0．24g、カッセキ1．8g、ボウショウ0．9g）   膠原病   

3包（6g）中葛根湯乾燥エキス4g（カツコン6．4g，マオウ・タ  
151  漢方製剤  イソウ各3．2g，ケイヒーシヤクヤク各2．4g，カンゾウ1．6g，  

ショウキョウ0．8g）   

15錠中水製エキス2．8g（ブクリョウ3g，カンゾウ・ジオウ・  
152  漢方製剤  カッセキ・トウキ・タクシヤ・シヤゼンシ・オウゴン■モクツウ各  

1．5g．シヤクヤク・サンシシ各1g）   

153  漢方製剤   
3包（6g）中小青竜湯エキス末5．2g（マオウ・シヤクヤク・カン  
キョウ・カンゾウ・ケイヒ・サイシンづミシ各3g，ハンゲ6g）   呼吸困難   

阿仙20．625mg，龍脳1．875mg，縮砂1．031mg，甘革  
154  漢方製剤  0．937mg，T香0．937mg，人参0．937mg，蓬砂0．56  

2mg，桂皮0．561mg，ひ撥0．187mg，恭香0．037mg   

3包（9g）中麦門冬湯エキス末5．625g（バクモンドウ6g．ハ  
155  漢方製剤  ンゲ3．75g，コウベイ7．5g，タイソウ2．25g，ニンジン・力  

ンゾウ各1．5g）   

3包（4．5g）中痛散湯水製乾燥エキス0．5g（マオウ0．7g，  
その他の生薬及び漢方処   キョウニン・カンゾウ各0．5g，ヨクイニン1．3g，ボウイ2g，   

156  動物胆0．1g），マオウ0．6g，ヨクイニン末1．4g，カンゾウ  問質性肺疾患   

末0．4g，ボウイ末1．6g   

12錠中ダイオウ末175mg，カノコソウ末207mg，ケイヒ  
末170mg，センキュウ末100mg，ソウジュツ末100mg，  
シヤクヤク末300mg，ブクリョウ末175mg．トウキ末300m  

157  その他の生薬及び漢方処     g，コウブシ末50mg．ゴシュユ40mg，ハンゲ75mg，ニンジ ン40m 
g，コウカ50mg，チアミン塩化物塩酸塩（ビタミンBl）  

5mg，リボフラビン（ビタミンB2）1mg，ビリドキシン塩酸塩（ビ  
タミンB6）0．5mg，シアノコバラミン（ビタミン別2）1〟g，パン  
トテン酸カルシウム5mg，葉酸0．5mg，   

158  その他の生薬及び漢方処  1包（20g）中マオウ3g，キョウニン・カンゾウ各2g，ヨクイニ  薬疹   ン5g，カンボウイ8g   

100mL中生薬抽出液（トウキ69g，オウギ・ジオウ・ブケノヨ  

159  その他の生薬及び漢方処 方に基づく医薬品   ウ・シヤクヤク・トウジン・アキョウ各4．5g，センキュウ・カンゾ ウ各2 
g）   

口蓋裂  

160  他に分類されない治療を 主目的としない医薬品  1個中ニコチン2mg  
先天性足奇形  

発育遅延   
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