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第一部 薬局製剤指針編 

掲載頁 一連番号・処方番号 誤 正 

77 【36】鎮咳去痰薬９－① 全量 4.5 g 全量 6.0 g 

366 【222】K 30 「効能又は効果」の欄： 

体力に関わらず使用でき，のどがはれて痛み，ときにせき

がでるもの 

 

体力に関わらず使用でき，のどがはれて痛み，ときにせき

がでるものの次の諸症：扁桃炎，扁桃周囲炎 

 

第二部 解説編 

掲載頁 誤 正 

A-83 附表 薬効群別一覧表「薬局製剤 薬効群別品目数（漢方以外）の表。 

胃腸薬「局方品」の項 

9 

附表 薬効群別一覧表「薬局製剤 薬効群別品目数（漢方以外）の表。 

胃腸薬「局方品」の項 
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A-94 9-3) 湿疹・皮膚炎・鎮痒用薬（非ステロイド）の表 

薬品名「ジフェンヒドラミン塩酸塩」の欄 

製剤名「B・Z・M 軟膏」の列 1.0 

製剤名「B・D 液」の列 空欄 

9-3) 湿疹・皮膚炎・鎮痒用薬（非ステロイド）の表 

薬品名「ジフェンヒドラミン塩酸塩」の欄 

製剤名「B・D 液」の列 1.0 

製剤名「B・Z・M 軟膏」の列 空欄 

A-119 アレルギー用剤 3 号 【23】抗ヒスタミン薬２－① 

全量 3.0 g 

アレルギー用剤 3 号 【23】抗ヒスタミン薬２－① 

全量 4.5 g 

A-125 鎮咳去痰薬 5 号 B 【39】鎮咳去痰薬 12－③ 製造方法 3 行目 

塩酸プソイドエフェドリン酸 10％ 

鎮咳去痰薬 5 号 B 【39】鎮咳去痰薬 12－③ 製造方法 3 行目 

塩酸プソイドエフェドリン散 10％ 



A-477 少柴胡湯 小柴胡湯 

第三部 使用上の注意編 

掲載頁 一連番号・品目名 修正前 修正後 

B-40 【15】感冒剤 3 号 A 成分と作用 

成分：ジヒドロコデインリン酸塩散１％ 

作用：せきをしずめ、たんを切ります。 

成分と作用 

成分：ジヒドロコデインリン酸塩散１％ 

作用：せきをしずめます。 

B-43 【16】感冒剤 9 号 A 成分と作用 

成分：カフェイン水和物 

作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。また、ねむけを除きます。 

成分と作用 

成分：カフェイン水和物 

作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 

B-46 【17】感冒剤 2 号 A 成分と作用 

成分：ジヒドロコデインリン酸塩散１％ 

作用：せきをしずめ、たんを切ります。 

成分と作用 

成分：ジヒドロコデインリン酸塩散１％ 

作用：せきをしずめます。 

成分と作用 

成分：カフェイン水和物 

作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。また、ねむけを除きます。 

成分と作用 

成分：カフェイン水和物 

作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 

B-49 【18】感冒剤 12 号 A 成分と作用 

成分：ジヒドロコデインリン酸塩散１％ 

作用：せきをしずめ、たんを切ります。 

成分と作用 

成分：ジヒドロコデインリン酸塩散１％ 

作用：せきをしずめます。 

※dl-メチルエフェドリン塩酸塩散 10％は修正なし。 

B-52 【19】感冒剤 13 号 A 成分と作用 

成分：カフェイン水和物 

作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。また、ねむけを除きます。 

成分と作用 

成分：カフェイン水和物 

作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 

成分と作用 

成分：ジヒドロコデインリン酸塩散１％ 

成分と作用 

成分：ジヒドロコデインリン酸塩散１％ 



作用：せきをしずめ、たんを切ります。 作用：せきをしずめます。 

B-65 【24】鼻炎散 1 号 A 成分と作用 

成分：カフェイン水和物 

作用：ねむけを防止します。 

成分と作用 

成分：カフェイン水和物 

作用：頭の重い感じを和らげます。 

B-71 【26】鼻炎散 2 号 A 成分と作用 

成分：カフェイン水和物 

作用：ねむけを防止します。 

成分と作用 

成分：カフェイン水和物 

作用：頭の重い感じを和らげます。 

B-87 【33】鎮咳去痰剤 6 号 成分と作用 

成分：ジヒドロコデインリン酸塩散１％ 

作用：せき中枢の興奮をおさえます。 

成分と作用 

成分：ジヒドロコデインリン酸塩散１％ 

作用：せきをしずめます。 

B-103 【39】鎮咳去痰剤 5 号 B 成分と作用 

成分：カフェイン水和物 

作用：ねむけを防止します。 

成分と作用 

成分：カフェイン水和物 

作用：頭の重い感じを和らげます。 

B-360 【166】感冒剤 14 号 A 成分と作用 

成分：カフェイン水和物 

作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。また、ねむけを除きます。 

成分と作用 

成分：カフェイン水和物 

作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 

成分と作用 

成分：ジヒドロコデインリン酸塩散１％ 

作用：せきを鎮め、たんを切ります。 

成分と作用 

成分：ジヒドロコデインリン酸塩散１％ 

作用：せきをしずめます。 

B-382 【175】感冒剤 15 号 A 成分と作用 

成分：カフェイン水和物 

作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。また、ねむけを除きます。 

成分と作用 

成分：カフェイン水和物 

作用：解熱・鎮痛成分の働きを助けます。 

成分と作用 

成分：ジヒドロコデインリン酸塩散１％ 

作用：せきを鎮め、たんを切ります。 

成分と作用 

成分：ジヒドロコデインリン酸塩散１％ 

作用：せきをしずめます。 



B-470 【216】加味逍遙散料加

川芎地黄（別名：加味逍

遙散合四物湯） 

成分と分量 

1 包（大人 1 日量）中に次の成分を含んでいます。 

成 分 トウキ ビャクジュツ サイコ サンシシ ショウキョウ シャクヤク 

分 量 3.0 g 3.0 g 3.0 g 2.0 g 1.0 g 3.0 g 
 

ブクリョウ ボタンピ カンゾウ ハッカ 

3.0 g 2.0 g 1.5 g 1.0 g 
 

成分と分量 

1 包（大人 1 日量）中に次の成分を含んでいます。 

成 分 トウキ ビャクジュツ サイコ サンシシ ショウキョウ シャクヤク 

分 量 3.0 g 3.0 g 3.0 g 2.0 g 1.0 g 3.0 g 
 

ブクリョウ ボタンピ カンゾウ ハッカ センキュウ ジオウ 

3.0 g 2.0 g 1.5 g 1.0 g 3.0 g 3.0 g 
 

B-478 【220】甘草湯（外用） 相談すること 

1．次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください 

（1）～（4） （略） 

（5）次の症状のある人。 

むくみ 

（6）次の診断を受けた人。 

高血圧、心臓病、腎臓病 

（7）湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。 

（8）傷口が化膿している人。 

（9）患部が広範囲の人。 

2．使用後、～（略） 

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ち

に医師の診療を受けてください。 

症状の名称 症 状 

偽アルドステロン症、 

ミオパチー 

手足のだるさ、しびれ、つっぱ

り感やこわばりに加えて、脱力

感、筋肉痛があらわれ、徐々に

強くなる。 

3．10 日間位使用しても～ （略） 

相談すること 

1．次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください 

（1）～（4） （略） 

（5）湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。 

（6）傷口が化膿している人。 

（7）患部が広範囲の人。 

2．使用後、～（略） 

3．10 日間位使用しても～ （略） 

 



B-479 【220】甘草湯（外用） 用法・用量 

（1）～（4） （略） 

（5）本剤が柔らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してく

ださい。また、過多すぎる場合には柔らかくなった後に使用して

ください。 

（6）肛門部のみに使用してください。 

（7）使用前によく振とうしてください。 

用法・用量 

（1）～（4） （略） 

（5）肛門部のみに使用してください。 

（6）使用前によく振とうしてください。 

B-479 【220】甘草湯（外用） 【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 

注意 

1．使用に際しては、説明文書をよく読んでください 

2．次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください 

（1）～（4） （略） 

（5）次の症状のある人。 

むくみ 

（6）次の診断を受けた人。 

高血圧、心臓病、腎臓病 

（7）湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。 

（8）傷口が化膿している人。 

（9）患部が広範囲の人。 

（以下略） 

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 

注意 

1．使用に際しては、説明文書をよく読んでください 

2．次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください 

（1）～（4） （略） 

（5）湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。 

（6）傷口が化膿している人。 

（7）患部が広範囲の人。 

（以下略） 

B-535 【246】桂枝茯苓丸 桂枝茯苓丸は、「金匱要略」を原点とする、のぼせ症で、血色よく、

頭痛、肩こり、めまい、下腹部痛、足腰の冷えやうっ血等を伴う、

月経不順、月経困難症、打撲傷、婦人更年期障害に用いられる漢方

薬です。 

桂枝茯苓丸は、「金匱要略」を原点とする、のぼせ症で、血色よく、

頭痛、肩こり、めまい、下腹部痛、足腰の冷えやうっ血等を伴う、

月経不順、月経困難症、打撲症、婦人更年期障害に用いられる漢方

薬です。 

 



してはいけないこと 

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなり

ます） 

次の人は服用しないでください 

5 才未満の乳幼児。 

B-536 【246】桂枝茯苓丸 【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 

注意 

1．次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください 

（1）～（4） （略） 

1'．服用が適さない場合があるので、服用前に医師又は薬剤師に相

談してください 

〔1．の項目の記載に際し、十分な記載スペースがない場合には 1'.

を記載すること。〕 

2．服用に際しては～ （略） 

3．直射日光の当たらない～ （略） 

4．小児の手の届かない～ （略） 

5．その他 

（以下略） 

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 

注意 

1．次の人は服用しないでください 

5 才未満の乳幼児。 

2．次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください 

（1）～（4） （略） 

2'．服用が適さない場合があるので、服用前に医師又は薬剤師に相

談してください 

〔2．の項目の記載に際し、十分な記載スペースがない場合には 2'.

を記載すること。〕 

3．服用に際しては～ （略） 

4．直射日光の当たらない～ （略） 

5．小児の手の届かない～ （略） 

6．その他 

（以下略） 

B-541 【249】荊防敗毒散料 荊防敗毒散料は、「万病回春」を原点とする、やせて顔色が悪く、

食欲がなく、下痢の傾向がある人の、胃腸虚弱、消化不良、下痢に

用いられる漢方薬です。 

荊防敗毒散料は、「万病回春」を原点とする、急性化膿性皮膚疾患

の初期、湿疹・皮膚炎に用いられる漢方薬です。 

B-547 【252】堅中湯 成分と分量 

乾姜：1.0g 

成分と分量 

カンキョウ：1.0g 



B-549 【253】甲字湯 甲字湯は、「叢桂亭医事小言」を原点とする、比較的体力のある人

で、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足が冷える

等を訴える人の、月経不順、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こ

り、めまい、頭重、打ち身（打撲傷）、しもやけ、しみ等に用いら

れる漢方薬です。 

甲字湯は、「叢桂亭医事小言」を原点とする、比較的体力のある人

で、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足が冷える

等を訴える人の、月経不順、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こ

り、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ等に用いら

れる漢方薬です。 

B-596 【275】柴芍六君子湯 柴芍六君子湯は、「勿誤薬室方函」を原点とする、胃腸の弱いもの

で、みぞおちがつかえ、食欲不振、貧血、冷え性の傾向がある人の、

胃炎、胃アトニー、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐に用

いられる漢方薬です。 

柴芍六君子湯は、「勿誤薬室方函」を原点とする、胃腸の弱いもの

で、みぞおちがつかえ、食欲不振、貧血、冷え性の傾向がある人の、

胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐に用い

られる漢方薬です。 

B-620 【286】四逆散 相談すること 

1．次の人は～ （略） 

2．次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は

薬剤師に相談してください 

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は

直ちに医師の診療を受けてください。 

症状の名称 症 状 

偽アルドステロン症 尿量が減少する、顔や手足が

むくむ、まぶたが重くなる、

手がこわばる、血圧が高くな

る、頭痛等があらわれる。 

3．1 カ月位～ （略） 

4．長期連用する場合には、～ （略） 

相談すること 

1．次の人は～ （略） 

2．1 カ月位～ （略） 

3．長期連用する場合には、～ （略） 

B-671 【308】升麻葛根湯 相談すること 

2．服用後、～ （略） 

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ち

に医師の診療を受けてください。 

 

相談すること 

2．服用後、～ （略） 

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ち

に医師の診療を受けてください。 



症状の名称 症 状 

偽アルドステロン症、 

ミオパチー 

手足のだるさ、しびれ、つっぱ

り感やこわばりに加えて、脱力

感、筋肉痛があらわれ、徐々に

強くなる。 

 

 

B-758 【348】当帰芍薬散料 当帰芍薬散料は、「金匱要略」を原点とする、月経不順、月経異常、

月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲

労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭痛、肩こり、腰痛、足腰の

冷え症、しもやけ、むくみ、しみに用いられる漢方薬です。 

当帰芍薬散料は、「金匱要略」を原点とする、月経不順、月経異常、

月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲

労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の

冷え症、しもやけ、むくみ、しみに用いられる漢方薬です。 

B-760 【349】当帰芍薬散 当帰芍薬散料は、「金匱要略」を原点とする、月経不順、月経異常、

月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲

労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭痛、肩こり、腰痛、足腰の

冷え症、しもやけ、むくみ、しみに用いられる漢方薬です。 

当帰芍薬散料は、「金匱要略」を原点とする、月経不順、月経異常、

月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲

労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の

冷え症、しもやけ、むくみ、しみに用いられる漢方薬です。 

B-784 【360】排膿散料 してはいけないこと 

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなり

ます） 

次の人は服用しないでください 

（1）生後 3 カ月未満の乳児。 

（2）本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 

してはいけないこと 

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなり

ます） 

次の人は服用しないでください 

生後 3 カ月未満の乳児。 

B-785 【360】排膿散料 【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 

注意 

1．次の人は服用しないでください 

（1）生後 3 カ月未満の乳児。 

（2）本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 

2.～6．（略） 

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 

注意 

1．次の人は服用しないでください 

生後 3 カ月未満の乳児。 

2.～6．（略） 

B-786 【361】排膿散 してはいけないこと してはいけないこと 



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなり

ます） 

次の人は服用しないでください 

（1）生後 3 カ月未満の乳児。 

（2）本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなり

ます） 

次の人は服用しないでください 

生後 3 カ月未満の乳児。 

B-787 【361】排膿散 【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 

注意 

1．次の人は服用しないでください 

（1）生後 3 カ月未満の乳児。 

（2）本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。 

2.～6．（略） 

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】 

注意 

1．次の人は服用しないでください 

生後 3 カ月未満の乳児。 

2.～6．（略） 

B-841 【388】麻子仁丸 相談すること 

1．（略） 

2．服用後、～ （略） 

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ち

に医師の診療を受けてください。 

症状の名称 症 状 

偽アルドステロン症、 

ミオパチー 

手足のだるさ、しびれ、つっぱ

り感やこわばりに加えて、脱力

感、筋肉痛があらわれ、徐々に

強くなる。 

3.～5．（略） 

相談すること 

1．（略） 

2．服用後、～ （略） 

3.～5．（略） 

 


