
ル 6メ チル ピリジンヨー ドェチラー ト

オリザノール ガンマーオブザノー,レ

オ リパーゼ

ｒ
や オ ロチン酸 オロッ ト酸

過酸化水宗 オキシ ドール

ガス トリックムチ ン

ｂ^ カ フェイ ン クエ ン酸カフェイ ン

ｂ^ カプサイシン

ガラク トース

カ ラ ミン

64 カ リ石ケン

公
〕 カルニチン

d卜塩化カルニチン、1カ ルニチ

ン

カルバノクロム

カルプロニウム 塩化カルプロニウム

68 カル メロース

カルボキシメテルセル ロースカ

ルシウム、カルメロースナ トリウ

ム、カルボキシメテルセルロース

ナ トリウム

69 乾燥酵母

70 カ ンフル d l カ ン フル

吸水軟菅                  【
'

グアイアズレン

グアイアズレンスルホン酸
グアイアズ レンスル ホン酸ナ ト

リウム

74 グアイフェネシン

クエン酸
クエン酸カルシウム、クエン酸ナ

トリウム

ハ６ クエン酸二水素コリン

グリシン アミノ酢酸

グリセリン。ただし、内用斉1及び外用剤 (洗腸剤を除く。)

に限る。

濃グリセ リン

79 グリセリンカリ液

80 グリセロリン酸
グリセロリン酸カルシウム、

ツジウムグリセロホスフェー ト

81 グリテルリチン

グ リチル リチン酸

グリチル リチン酸アンモニウム、

グツチル リチン酸及びその塩類

並びに甘草抽出物
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グリチル レチン酸 β
―グリチル レチン酸

クリプ トシアニンOAヨ ンプレックス

グルクロノラク トン

グルクロン酸 グルクロン酸ナ トリウム

87 グルクロン酸アミド

グルコン酸
グルコン酸カルシウム、グルコン

酸ナ トリウム

89 グルタミン L―グルタミン

グルタミン酸
しグルタミン酸ナ トリウム、グル

タミン酸塩酸塩

91 ク ロセチ ン

クロタ ミ トン

93 クロル ヒドロキシアル ミユウム

94

クロルフェニラミン。ただし、外用剤 (坐斉」及び点鼻剤

を除く。)に 限る。

dIマ レイン酸 クロル フェニラ ミ

ン、d―マ レイン酸クロルフェニラ

ミン

95 クロロフィリン

クロロブタノール

ケイ酸アル ミニウム。ただし、外用剤に限る。

98 ケイ酸マグネシウム

ゲファルナー ト

ヨール酸

101 コ リン 酒石酸水宗コリン

ヨリンオロチン酸エステル
オ ロチ ン酸 コ リン、オ ロ ト酸 コ リ

ン

103 ヨロジオン

104 コンク ビオゼニン

ヨンチー ム

コン ドロイチン硫酸エステル
ヨン ドロイチン硫酸、コン ドロイ

チン硫酸ナ トリウム

酢 酸

108 酢酸アル ミニウム

サクロフィル

110 サ リテル酸エテ レングリコール

サ リチル酸グリコール

サ リテル酸フェニル。ただし、外用剤に限る。

サ リチル酸メテル
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サ ツチル酸モノグリコールエステル

酸化亜鉛

酸化マグネシウム 重質酸化マグネシウム

117 サンクロン

118 サンプローゼ

ジアスターゼ

120 ジア スメン

121 シア ノヨバ ラ ミン又は ヒ ドロキツヨバ ラ ミン
ビタミンB12、 塩酸 ヒ ドロキソ

コバラミン

つ
つ ジクロロ酢酸ジイツプロピルアミン

シヨチア ミン

124 次硝酸 ビスマス。ただし、外用斉!に限る。

シスチ ン Lシ スチン

０^ システイ ン とシステイン、し―塩酸システイン

ジセチア ミン 塩酸ジセチア ミン

128 ジフェエルイ ミダゾール

129
ジフェエル ピラリン。ただ し、外用剤 (坐剤を除 く。)

に限る。

塩酸ジフェニル ピラリン

130
ジフェンヒドラミン。ただし、外用斉」(坐剤及び点鼻剤

を除く。)に 限る。

サリチル酸ジフェンヒドラミン、

ラウリル硫酸ジフェンヒ ドラ ミ

ン、塩酸ジフェンヒドラミン

131 ジベンノイルチアミン

次没食子駿ビスマス。ただし、外用剤に限る。

ジメチ ヨン

134 ジメチルアミノエチルサツチル酸
ベータージメチルアミノエチルサ

リチル酸塩

ジメチルイ ツプ ロピルアズ レン

ハｂ ジメチル ポ リシロキサ ン

137 ジメモル ファン リン酸ジメモルファン

酒石酸水素カ リウム

139 碑酸カ リウム

140 親水軟吉

水酸化カルシウム

力
と 水酸化マグネシウム

143 藤臓性消化酵素

144 ステア リン酸 ステア リン酸マグネシウム

セチルピリジエウム 塩化セチルピリジエウム、塩酸セ
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チルピリジニウム

石ケンカンフル

147 セ トラキサー ト 塩酸セ トラキサー ト

セ ファランテ ン

149 セ ミアルカリプロテイナーゼ

ゼラチン

151 セラペプターゼ

セル ラーゼ

セ ル ロ シ ン

セル ロー ス

ノイステ ロール

ツクレビトール

大豆油不けん化物

唾液腺ホルモン

タカジアスターゼ

160 タル ク

６^ 炭酸カルシウム
コロイ ド性炭酸カルシウム、沈降

炭酸カルシウム

炭酸水素ナ トリツム

炭酸ナ トリウム

炭酸マグネシウム 重質炭酸マグネシウム

単軟膏

タンニン酸

チア ミン チア ミン硝化物、 ビタミンBl

チアミンジスルフィ ド

169 チアミンジセチル硫酸エステル

170 チアン トール

チオク ト酸

チオク ト酸ア ミド

チモール

174 チンク油

デカリニウム
塩化デカリニウム、酢酸デカリニ

ウム

デヒドロコール酸

177 デ ヒドロ酢酸

178 ァ ンプン

糖化菌
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銅 クロロフイ リン
銅クロロフィリンカリウム、銅ク

ロロフィリンナ トリウム

トコフェロール
d l 。 一トヨフェロール 、d α ―ト

コフェロール、 ビタ ミン E

トコフェロールコハク酸エステル

ヨハ ク酸 31-α ―トヨフェロー

ル、ヨハク酸 dl― a― トコフェロ

ールカルシウム、ヨハク酸 dα ―

トヨフェロール、コハク酸 トヨフ

ェロールカルシウム、 ビ タミン E

コハク酸エステルカルシウム

トヨフェロール酢酸エステル

dl α―酢酸 トコフェロール、ビタ

ミン E酢 酸エステル、酢酸 dl―

α―トコフェロール、酢酸 dα ―

トヨフェロール

184 ドミフェン臭化物

０
０ トラネキサム酸

186 トリクロカルタミン

トリクロロカルバニライ ド

188 トツプ トファン し トリプ トファン

トリブロムフェニルカプロン酸エステル
2 , 4 , 6ト リブ ロムフェニルカプ

ロン酸エステル

トレオニ ン し トレオニン

191 トレチノイ ン トヨフェ リル

つ
ち

０
フ ナガーゼ

納豆菌

194 ニ ヨチ ン酸

195 ニコチン酸アミド

【ｂ ニヨチン酸ベンジルエステル ニヨチン酸ベンジル

197 乳 酸

198 乳酸亜鉛

乳酸カルシウム

200 乳酸菌 有胞子性乳酸菌

201 ニューラーゼ

202 尿素

203 二硫化セレン

ネオステグミン メチル硫酸ネオステグミン

ノスカ ピン 塩酸ノスカピン

206 ノニル酸ワニリルアミド

白色軟替
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白結

白金

パラジウム

211 パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル テーカイン

バ リン L―ノミリ 〉/

パ ンク レアチ ン

パ ンテチ ン

215 ハ ンア ノ ール Dパ ン トテニールアル コール

パ ン トテニールエチルエーテル

217 パ ン トテン酸

パン トテン酸カルシウム、パン ト

テン酸ナ トリウム

218 パ ンプ ロシ ン

219 ヒ アル ロ ン酸 ヒアル ロン酸ナ トリウム

ビオタ ミラーゼ

221 ビオデアスターゼ

222 ビオデアスミン

ビオチ ン

224 ビオナ ン トミン

225 ビオラクチス

226 ビスイブチア ミン

227 ビステア ミン 硝酸ビスチアミン

ヒスチジン け塩酸ヒステジン

ビスベンチアミン

ビタミンA油 。ただし、外用剤に限る。

ビチオ ノール

232 ピチ ロール

ヒ ドロキシエチルセル ロース

ヒ ドロキシプロピルセル ロース

235 ヒドロキシプロピルメチルセルロース

ヒノキチオール

ビフィズス菌

ピリドキサール リン酸エステル リン酸 ピリドキサール

239 ピリドキシン、ピリドキサール又はピリドキサミン ビタミンB6、 塩酸ピリドキシン

ピツドキシンパル ミチン酸エステル
ジパル ミチン酸ピリドキシン、ピ

リドキシンパル ミテー ト

241 ピルメチルフェノータレ

方
■ ピロキシリン
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ヒロダーゼ

フイチ ン

245 フェーカ リス菌

フェニルアラエン Lフ ェエアレアラエン

247 フェニルヨードウンデシノエート
フェエル 11ヨー ド 10ウ ンデ

シノエー ト

フタル酸ジエチル

フッ化ナ トノゥム

ブ ドウ酒

ブ ドウ糖

フラビンアデニンジヌクレオチ ド
フラビンアデエンジヌクレオチ

ドナ トリウム

フル スルチア ミン 塩酸フルスルチアミン

254 プロザイム

プ ロスルチア ミン

256 プ ロタ ミラーゼ

プロテアーゼ

258 ブ ロメライ ン

259 ヘ ス ピタン

260 ヘスペ リジン

ベ タイ ン 塩酸ベタイン

262 ヘプ ロニカー ト

ベルベ リン。ただし、外用剤に限る。
安息香酸ベルベ リン、塩化ベルベ

ソン、硫酸ベルベ リン

264 ベンザルコニウム
ベンザルコニウム塩化物、塩化ベ

ンザルヨニウム

ベ ンジルアル コール

266 ベンゼトニウム 塩化ベンゼ トニウム

【ｂ ペンゾイルチアミンジスルフィド

268 ベ ンフォチア ミン

269 ホウ酸

270 ホスホツルコリン
塩 化 ホスホ リル コ リンカル シ ウ

ム

ポビドンヨー ド

272 ポリエンホスファチジルコリン

ポリパーゼ

274 ポ リビニルアル ヨール
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275 ポ リ ビエル ピロリドン ポ ビ ドン

へ０ ポ リブテン

277 ボルネオール dボ ルネオール

278 マクロゴール軟首

279 マ ミターゼ

280 水

メヨ′ミラ ミン

メタノール変性アルコール

メチオニン dトメチオニン、Lメ チオニン

284 メチルイツプロピルフェノール
イ ツプ ロピル メチルフェノール、

ビオ ガール 、ホ ノブール

285 メチルセル ロース

メチルヘスペ リジン

メチルメチオニンスルホニウム
メチル メチオニンスルホニ ウム

クロライ ド

288 メチルロザエリン 塩化メチルロザニリン

289 メチレンチモールタンニン

メチ レンブルー

メン トール dl―メン トータレ、 1-メ ン トール

メンフェゴール

293 モ クタークレ

294 モ ノフアレオロリン酸ナ トリウム

295 モ ル シ ン

296 有機加硫体

ユビデカレノン

298 ヨウ化カリウム

299 葉酸

300 ヨウ索

ヨー ク レシチ ン

０
ち ヨー ドチ ンキ

303 ラウリルアミノエチルグリシン レボ ン 15

304 ラウロマクロゴ~ル

305 酪酸菌 宮入菌

306 ラクトミン

307 ラクボン

308 ラ ックビー

309 リコチミン
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310 リコレックス

リジン

リノチーム 塩化 リゾチーム

リノール酸

リパーゼ

3 1 5 リボフラビ ン ビタ ミン B2

316 リボフラビン蕗酸エステル
ビタミン B 2酪酸エステル、酪酸

リボフラビン

リボフラビンソン酸エステル ビタミン 32リ ン酸エステル

318 硫化カル シウム 多硫化カルシウムコロイ ド

硫酸正鉛

硫酸アル ミニウムカ リウム ミョウバン

硫酸ナ トリウム

硫酸マグネシウム

リンゴ酸 dlリ ンゴ酸

リン酸水素カルシウム

リン酸水素ナ トリウム

【ｂ リン酸二水素カ リウム

327 リン酸二水素ナ トリウム

リン脂質 大豆 リン脂質

ルチ ン

レシチン 大豆 レシチン

レチノール。ただし、外用剤に限る。 ビタ ミン A

レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤に限る。 酢酸 レチノール

レチノールパル ミチン酸エステル。ただし、外用剤に限

る。

パル ミチン駿 レチノール

ロイシン Lロ イシ ン

ロー トエキス。ただ し、外用斉1に限る。

336 ロー トエキス ・タンニン坐薬

ワセリン
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①生菜及び動植物成分

告示名 別名等

1 赤カシュウ。ただし、外用剤に限る。

2 赤松葉

3 赤マムシ

4 アカ メガシワ

5 アキョウ

6 小 豆

7 アセンヤク

8 アニスジツ

9 アマチ ャ

10 亜麻仁。ただ し、外用剤に限る。

11 アルニカ。ただ し、外用斉」に限る。

12 ア ロエ アロエ葉末

13 アンズオール。ただし、外用剤に限る。

14 アンソンヨウ。ただ し、外用剤に限る。

15 イチイ。ただし、外用剤に限る。

イヌザンショウ。ただし、外用剤に限る。

17 イヌザンショウ果実。ただし、外用剤に限る。

インチン。ただ し、外用剤に限る。

19 インチシヨウ。ただし、外用剤に限る。

インヨウカク。ただ し、外用剤に限る。 イカリツク

21 ウイキョウ

ウイキョウ油

ウヨン

24 ツショウ

クブッヨツ

26 ウナギ

ウバイ

ウヤク。ただし、外用斉!に限る。

ウワウルシ。ただし、外用剤に限る。

エイジツ。ただし、外用剤に限る。

31 エンゴサク。ただ し、外用剤に限る。

エンメイソウ。ただし、外用剤に限る。

オウギ

34 オウゴン。ただし、外用剤に限る。

オウセイ
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ハｂ オウバク。ただ し、外用剤に限る。

37 オウヒ

オウレン。ただ し、外用斉1に限る。

オ リブ油

40 オ レンジ油

オ ンジ

カイカ カイカク

カイクジン。ただし、外用斉1に限る。 カイクベン (海狗鞭)

ガイシ。ただし、外用剤に限る。

力
ｔ 海 藻

46 カイバ。ただし、外用剤に限る。 カイマ (海馬)

47 ガイヨウ。ただし、外用剤に限る。

カオ リン

49 カキヨウ

加工大蒜

51 カゴソウ。ただし、外用剤に限る。

カシ。ただし、外用剤に限る。 ミロバ ラン

カシュウ。ただ し、外用剤に限る。

54 ガジュツ

カスカラサグラダ。ただし、外用剤に限る。

【ｂ カッヨウ。ただし、外用斉lに限る。

カ ッヨン。ただし、外用剤に限る。

58 カッセキ。ただし、外用斉」に限る。

カノヨンウ

カ ミツ レ

61 カラヨウボク。ただし、外用剤に限る。

カラトウキ

六〇 カラセンキユウ。ただ し、外用剤に限る。

64 ガラナ

65 カロヨン。ただし、外用剤に限る。

66 カロットオイル

カロニン

68 カワヤナギ。ただし、外用剤に限る。

【ｂ カンキョウ

カンシ ョ カンショウ

カンゾウ

肝臓エキス
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73 肝臓加水分解物

74 カ ンテ ン

寒梅粉

カンピ

77 カンボウイ。ただし、外用剤に限る。

肝 油

キキョウ

キクカ

キ ヨク

キササゲ。ただ し、外用斉1に限る。

キジツ

キ ンピ

キバン。ただし、外用剤に限る。

牛 角

牛骨

88 牛乳タンパク分解物

キョウオウ。ただし、外用斉1に限る。

キョウカツ。ただし、外用剤に限る。

強月干油

キョウエン。ただし、外用斉」に限る。

ギョクチク

キンギンカ。ただし、外用済1に限る。 ニンドウ

キ ンパ ク

96 ク コシ

クヨヨウ。ただ し、外用斉1に限る。

98 クジン。ただし、外用剤に限る。

99 クマザサ

クレンピ。ただ し、外用剤に限る。

クロレラ

102 ケイ シ

ケイヒ ニッケイ (肉桂)

ケイヒ油

105 ケツメイシ

ケンゴシ。ただし、外用剤に限る。

ハ
） ケンゴシ脂。ただ し、外用剤に限る。

108

109 ゲンチアナ
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ゲンノショウコ

111 ゲンマイ

1 1 2 玄米麹

113 ヨウカ サフリール、ベニバナ

114 ゴウカイ。ただし、外用斉」に限る。 ゴウカイビ

ヨウカ油

幸丸抽出物。ただし、外用剤に限る。

ヨウクジン。ただし、外用斉|に限る。 ヨウクベン (広狗線)

ヨウジン

鉱lFL

ヨウブシ。ただ し、外用剤に限る。

ョゥハミィ

コウボク。ただし、外用剤に限る。

ゴオウ。ただし、外用剤に限る。

124 ゴカ ヒ エゾウヨギ、シゴカ

ヨクロジン。ただ し、外用斉」に限る。

126 コケモモヨウ。ただし、外用剤に限る。

ゴシツ。ただ し、外用剤に限る。

ゴシュユ。ただ し、外用剤に限る。

129 コショウ

130 ヨズイシ。ただし、外用斉けに限る。

131 コ トウイ。ただし、外用剤に限る七

ヨ トウエン。ただし、外用剤に限る。

ゴバイシ。ただし、外用剤に限る。

134 ヨハ ク

ゴボウシ。ただし、外用剤に限る。

ヨ マ

ゴマ油

138 ゴ ミシ

ゴ レイン。ただ し、外用剤 に限 る。

140 コロハ。ただし、外用剤に限る。

141 ヨロンボ。ただし、外用剤に限る。

142 コンズランゴ。ただし、外用剤に限る。

サイカク

144 サイコ。ただし、外用剤に限る。

145 サイシン。ただし、外用剤に限る。

サフラン
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147 サ ヨウ。ただし、外用斉1に限る。

148 ‖西食台

ナルカケミカン

150 サンキライ。ただし、外用斉Jに限る。

サンザシ

サンシシ。ただし、外用剤に限る。

サ ンシュユ

サンショウ

サンショウコン。ただ し、外用斉1に限る。

サンノウエン。ただし、外用斉1に限る。

157 サ ンナ

サンヤク

サンリョウ。ただし、外用剤に限る。

ジオウ。ただし、外用剤に限る。

シオン。ただし、外用剤に限る。

シクンシ。ただ し、外用剤に限る。

力０ ジヨッピ。ただし、外用剤に限る。

164 シ ヨ ン

ジセキ。ただし、外用剤に限る。

シ ツ

【ｂ シ ンシ

168 シツヨウ

０^ シタン

170 シツリシ。ただし、外用剤に限る。

171 シベ ット。ただ し、外用剤に限る。 シベ トール

172 シャクヤ ク

173 ジャヨウ。ただし、外用剤に限る。

174 ジャショウシ。ただし、外用剤に限る。

175 シャジン (砂仁)

176 シャジン (沙参)。ただ し、外用剤に限る。

177 シャゼンシ

シャゼンツウ。ただし、外用剤に限る。

179 獣角

180 械毛組織加水分解物。ただし、外用剤に限る。

181 ジュウヤク

シュクシャ

０
０
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184 シュロヨウ。ただし、外用斉1に限る。

ショウキョウ

186 ショウキョウ油

ショウズク

ショウズク油

189 ショウ脳

190 ショウブヨン。ただし、外用剤に限る。 カラムス根

191 ショウマ。ただし、外用剤に限る。

192 ショウレンギョウ。ただし、外用剤に限る。 オ トギリツウ (弟切草)

193 ジ ョテイシ

194 ジリュウ。ただし、外用剤に限る。

シンイ。ただし、外用剤に限る。

シンギク

ジンギョウ。ただし、外用剤に限る。

198

シンジュ (真珠)

200 心臓エキス

シンモッヨウ。ただし、外用斉!に限る。

ハ
υ スイカ

ハ
】 スイサイヨウ。ただし、外用剤に限る。

204 杉葉油

ハ
Ｖ 炭 百草霜

セイ ヒ

ハ
ｕ

つ
４ セイヨウサンザシ クラテグス

セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤に限る。

209 セイヨウヤドリギ。ただし、外用剤に限る。

ゼオライ ト。ただし、外用剤に限る。

セキイ。ただ し、外用剤に限る。

212 セキサン。ただし、外用剤に限る。

セキショウヨン。ただし、外用剤に限るも

214 セ ッケツメイ

セッコウ。ただし、外用剤に限る。

216 セッヨク。ただし、外用剤に限る。

う
ち セッコツボク。ただし、外用剤に限る。 ニワ トヨ

218 セッヨツヨウ。ただし、外用剤に限る。

219 セネガ

センキュウ。ただし、外用剤に限る。
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ゼンコ。ただし、外用剤に限る。

222 センコツ。ただ し、外用剤に限る。

センソ。ただし、外用剤に限る。

ゼンタイ

225 センタウリウム草。ただし、外用剤に限る。

226 センボウ。ただ し、外用剤に限る。

227 センレンシ。ただし、外用剤に限る。

ツウキセイ

229 ノウジュツ。ただし、外用斉1に限る。

ノウハクヒ

ノウヒョウシヨウ。ただ し、外用斉1に限る。

232 ブクダン。ただし、外用剤に限る。 センブクダン

ソボク。ただ し、外用剤に限る。

ソヨウ

ダイウイキョウ。ただし、外用剤に限る。

ダイオウ。ただし、外用剤に限る。

237 タイカ。 ただ し、外用剤 に限 る。 セ ンタイカ

238 タイシャセキ。ただし、外用剤に限る。

239 大豆黄巻

240 タイツウ

241 グイフクヒ。ただし、外用剤に限る。

力
４ タクシャ。ただし、外用剤に限る。

243 タチジャヨウツウ

244 ダツラ。ただし、外用剤に限る。

245 タラ根皮。ただ し、外用剤に限る。

246 タラ根。ただし、外用剤に限る。

247 胆 汁

248 タンジン。ただ し、外用剤に限る。

249 チクジョ。ただ し、外用剤に眼る。

チクセツニンジン

チクヨウ タンチクヨウ

，も チ ミアン油

チ モ

チャボ トケイノウ

０
ち チャヨウ

256 チユ。ただし、外用剤に限る。 ジユ (地楡)

257 チョウジ チョウコウ
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258 チ ョウジ油

259 チョウ トウヨウ。ただ し、外用斉」に限る。 カギカズラ

チ ョレイ。ただし、外用剤に限る。

チ ンキ ッピ

262 チ ンピ

ツユクサ。ただし、外用剤に限る。

ツルボっただし、外用剤に限る。

つ
と テ レビン油

ｂ^０
４ テンジクオウ。ただし、外用剤に限る。

つ
４ テンナンショウ。ただ し、外用剤に限る。

268 テンマ。ただし、外用斉」に限る。

269 テンモン ドウ。ただし、外用剤に限る。

270 トウガシ

271 トウガラシ

272 トウキ

トウジン。ただし、外用斉1に限る。

274 トウシンソウ。ただ し、外用剤に限る。

冬虫夏草。ただし、外用剤に限る。

トウエン

277 トウヒ

トウヒ油

動物胆 (ユウタン等) ユウタン、リタン

トウモロヨシ

281 トウヤク セ ンプ リ

282 ドクカツ。ただし、外用剤に限る。 ドッカツ (独活)

０
ち トケイノウ

284 トシシ。ただし、外用剤に限る。

286 トチュウ

ドハミッョゥ

288 ドモシヨウ。ただし、外用剤に限る。

289 ナ ンテンジツ

う
ち ナンバング。ただし、外用剤に限る。

ニガキ

292 ニクジュヨウ

ニ クズク

ニクズク油
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ニュウヨウ

ニ ンジン

つ
ち

ニ ンニ ク

ノ` 一ル カル ク

バイカ

300 バクガ

ハクシエン。ただ し、外用剤に限る。 ハ クシジン

バクモンドウ

ハゲキテン。ただし、外用斉!に限る。 ハゲキ、ハゲキニク

ハゴシ。ただし、外用斉1に限る。 ホ コツシ

バショウヨン。ただし、外用剤に限る。

ハチ ミツ

ハ ツカ

ハ ッカイ。ただし、外用斉1に限る。

309 ハ ッカ脳

310 ハ ッカ油

311 ハッカヨウ

パ ッシフロー ラ

ハ トムギ

ハマボクフウ

315 ハマ メ リス

ハ ン ピ 五人霜、マムシ抽出液

317 パンリバーエキス

318 ヒカイ。ただし、外用剤に限るさ

ヒシノ ミ

ヒハツ。ただ し、外用剤に限る。

ヒマシ油。ただし、外用斉1に限る。

322 ビャクキョウザン。ただし、外用剤に限る。

Ｏ
Ｄ ビャクシ。ただし、外用剤に限る。

324 ビャクジュツ。ただし、外用剤に限る。 オケラ

ビャクズク

ビャクダン。ただ し、外用剤に限る。

327 ビャクレン。ただし、外用剤に限る。

つ
４ ビンロウジ。ただ し、外用剤に限る。

329 フクボンシ。ただし、外用剤に限る。

ブクリョウ。ただし、外用剤に限る。

ブタ胃壁酸加水分解物
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ブタ胃壁ペプシン分解物

フラングラ反。ただし、外用斉1に限る。

334 プランタゴ 。オバタ種子。ただし、外用斉1に限る。

プランタゴ ・オバタ種反。ただし、外用斉1に限る。

ベアベ リー。ただ し、外用剤に限る。

337 ペ クテ ン

338 ベラ ドンす。ただ し、外用剤に限る。

339 ペルーバルサム

ベルガモ ッ ト油

ベ ン トナイ ト

ボウイ。ただ し、外用剤に限る。

ボウコン。ただ し、外用剤に限る。

344 ボウショウ

ボウフウ。ただし、外用剤に限る。

ホウブシ。ただし、外用剤に限る。

ホオウ。ただし、外用剤に限る。

348 ホコウエイ

349 ボタンピ。ただし、外用斉Jに限る。

350 ホップ

ポテンティラ。ただし、外用剤に限る。

ホホバ。ただし、外用剤に限る。

ホミカ。ただ し、外用剤に限る。

ボレイ

マオウ。ただし、外用斉!に限る。

マクリ。ただし、外用剤に限る。

真昆布

358 マシエン。ただ し、外用剤に限る。

松秦

マ ム シ胆

（ｂ マムシタンパク分解物

３６ ２

一

３６ ３

マルツエキス

マンケイシ。ただし、外用剤に限る。

364 ミズアメ

ミツロウ

３６６

一

３６７

ムイラプアマ

ムラサキオモ ト。ただし、外用剤に限る。

368 メリロート。ただし、外用剤に限る。
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モクキンピ

モクテンリョウ

モクロウ

モ ッカ。ただし、外用剤に限る。

モ ッコウ。ただし、外用剤に限る。

ヤカン。ただし、外用剤に限る。

焼セ ッコウ

ヤクチ

ヨウキセキ。

ョクイエン

ラク トサン。

ラジウム鉱砂

卵黄油

ただ し、外用剤に限る。

ただし、外用斉1に限る。

リュウガンニク

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

マ タタビ

３７９

一

３８０

３ ８ ３

一

３ ８ ４

恵那ラヂウム鉱砂

リュウヨツ

リュウタン。ただし、外用剤に限る。

リュウノウ

リョウキヨウ。ただし、外用剤に限る。

389

390

レイヨウカク３９３

一

３９４

一

３９５

レモン油

レンギョウ。ただ し、外用剤に限る。

０^ レンケイ。ただ し、外用剤に限る。

レンセンソウ。ただし、外用剤に限る。

レンニク

ローズ油

398

399

400

401

う
ち

力
■

403

404

405
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ロジン (嬢腎)。ただし、外用斉Jに限る。

ロ ッカ ク

ワコウボク。ただし、外用剤に限る。

409 ワレリアす。ただし、外用剤に限る。

注 1)「告示名」lla中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記

したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異

性体及び構造異性体を含む表記であること。

注2)生 栗及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らか

に異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のも
のについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エ

キス等を含む表記であること。
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