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名　称 オウギ＊

他名等 キバナオウギ／ナイモウオウギ
部位等 茎・葉
備　考 根は「医」

他名（参考） タイツリオウギ（鯛釣黄耆）
漢字表記・生薬名等 黄耆（オウギ）、黄花黄耆（キバナオ

ウギ）、内蒙黄耆（ナイモウオウギ）
Name（Romaji） ÔGI＊

Other name（s）（Romaji） K IBANAÔGI／NA IMÔÔGI
学名 （F isch. ex L ink） Bunge＊ 

（キバナオウギ）
 Bunge （ナイモウオウギ）
 （L .） （F ish. ex L ink） 

Bunge var .  （Bunge） P.K . Hsiao＊ （ナ
イモウオウギ）

科名 Leguminosae （マメ科）
英名 huang qi /  astragarus /  membranous milkvetch /  

Mongholian milkvetch
Part of use stem, leaf
Note 1 root：drug category
Note 2 ÔGI  is identical with T ÔHOKUÔGI , but their  

parts of use are different each other . T ÔHOKUÔ-
GI  is also listed in the item of “Name”. K IBANAÔ-
GI  and NA IMÔÔGI  in the item of “Other names” 
are different species.

注 オウギは別項のトウホクオウギと同一。但し、「部位等」
の記載が異なっている。「他名等」のキバナオウギ
とナイモウオウギは別種。

名　称 オウゴン＊

他名等 コガネバナ／コガネヤナギ
部位等 茎・葉
備　考 根は「医」

他名（参考） ―
漢字表記・生薬名等 黄芩（オウゴン）、黄金花（コガネバ

ナ）、黄金柳（コガネヤナギ）
Name（Romaji） ÔGON＊

Other name（s）（Romaji） K OGANE BA NA／K OGANE -
Y ANAGI

学名  Georgi＊

科名 Labiatae （シソ科）
英名 Baikal skullcap /  Chinese skullcap /  scute
Part of use stem, leaf
Note 1 root：drug category
Note 2 ÔGON is the name of traditional Japanese herb-

al medicine and its Japanese names are K OGANE -
BANA  and KOGANEYANAGI .

注 オウゴンは生薬名。

名　称 オウシュウハンノキ＊

他名等 ―
部位等 樹皮・葉
備　考 ―

他名（参考） ―
漢字表記・生薬名等 欧州榛の木（オウシュウハンノキ）
Name（Romaji） ÔSHÛHANNOK I＊

Other name（s）（Romaji） ―
学名 （L .） Gaertn.＊

 L . var . L .＊

 （L .） Lam.
科名 Betulaceae （カバノキ科）
英名 alder /  black alder /  E uropean alder
Part of use bark, leaf
Note 1 ―
Note 2 ―
注 ―

名　称 オウセイ＊

他名等 ナルコユリ
部位等 根茎
備　考 ―

他名（参考） カギクルマバナルコユリ（鍵車葉鳴子百合）
漢字表記・生薬名等 黄精（オウセイ）、鳴子百合（ナルコ

ユリ）
Name（Romaji） ÔSE I＊

Other name（s）（Romaji） NARUKOYURI
学名 A . Gray （ナルコユリ）
 F . Delara. ex Redout.＊ （カ

ギクルマバナルコユリ）
 Collett et Hemsl.
 Hua＊

科名 L iliaceae （ユリ科）
英名 Huang jing /  polygonatum /  Siberian Solomon’s 

seal
Part of use rhizome
Note 1 ―
Note 2 ÔSE I  is the name of traditional Japanese herbal 

medicine and its Japanese names are NA RU-
KOYURI  and K AGIKURUMABANARUKOYURI .

注 オウセイは生薬名。
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名　称 オウバク＊

他名等 キハダ
部位等 葉・実
備　考 樹皮は「医」

他名（参考） ―
漢字表記・生薬名等 黄柏（オウバク）、黄肌（キハダ）
Name（Romaji） ÔBAKU＊

Other name（s）（Romaji） K IHADA
学名 Rupr.＊

科名 Rutaceae （ミカン科）
英名 phellodendron /  Amur cork tree
Part of use leaf, fruit
Note 1 bark：drug category
Note 2 ÔBAKU is the name of traditional Japanese 

herbal medicine and its Japanese name is K IHA -
DA .

注 オウバクは生薬名。

名　称 オウヤクシ＊

他名等 ニガカシュウ
部位等 全草
備　考 ―

他名（参考） カシュウイモ（何首烏芋）
漢字表記・生薬名等 黄薬子（オウヤクシ）、苦何首鳥（ニ

ガカシュウ）
Name（Romaji） ÔY AKUSHI＊

Other name（s）（Romaji） NIGAKASHÛ
学名 L .＊

 Bent.
科名 Dioscoreaceae （ヤマノイモ科）
英名 air  potato /  aerial yam /  hoi /  potato yam
Part of use whole plant
Note 1 ―
Note 2 ÔY AKUSHI  is the name of traditional Japanese 

herbal medicine and its Japanese name is NI -
GAKASHÛ.

注 オウヤクシは生薬名。

名　称 オウレン＊

他名等 キクバオウレン
部位等 葉
備　考 根茎・ひげ根は「医」

他名（参考） ―
漢字表記・生薬名等 黄蓮（オウレン）、菊葉黄蓮（キクバ

オウレン）
Name（Romaji） ÔREN＊

Other name（s）（Romaji） K IK UBAÔREN
学名 （T hunb.） Makino＊ （オウレン）
 F ranch.＊

 C.Y . Cheng et Hsiao＊

 Wall.＊

 （T hunb.） Makino var . （キ
クバオウレン）

 （T hunb.） Makino var . （Miq.） 
Satake（コセリバオウレン）

科名 Ranunculaceae （キンポウゲ科）
英名 coptis /  Japanese goldthread /  Chinese goldthread 

/  Indian goldthread /  T ibetan goldthread
Part of use leaf
Note 1 rhizome and fibrous root：drug category
Note 2 ―
注 ―

名　称 オオイタビ
他名等 ―
部位等 枝・茎・葉
備　考 ―

他名（参考） オウフルギョウ（王不留行）、ドウカンソウ
（道灌草）

漢字表記・生薬名等 大崖爬・大木蓮子（オオイタビ）、薜
荔（ヘイレイ：中国名）

Name（Romaji） ÔIT ABI
Other name（s）（Romaji） ―
学名  L .
 hort. non Willd. nec Rottl.
科名 Moraceae （クワ科）
英名 creeping fig /  climbing fig /  creeping rubber plant
Part of use branch, stem, leaf
Note 1 ―
Note 2 ―
注 ―

名　称 オオバコ＊

他名等 シャゼンシ／シャゼンソウ／シャゼンヨウ
部位等 全草
備　考 ―

他名（参考） トウドウ（当道）、フイ（芣苡）
漢字表記・生薬名等 大葉子（オオバコ）、種子：車前子

（シャゼンシ）、全草：車前草（シャゼンソウ）、葉：
車前葉（シャゼンヨウ）
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