
頭 名称 適応症 備考

あ 安中散 虚・寒・湿 中（胃腸）を安らかにする

い 茵蔯蒿湯 実～中・熱 蕁麻疹、口内炎など

い インヨウカク 強壮、血行促進、強精 メギ科エピメディウム等の地上部

う 温経湯 虚・寒・燥・血虚 四物湯+止血（不正出血など）。痛みを取る、潤いを与える

う ウワウルシ 尿路消毒 ツツジ科クマコケモモの葉

お 黄連解毒湯 実・熱・気上衝 4種いずれも熱や炎症を鎮める寒性。イライラ、高血圧

お オウバク 健胃、消炎、止瀉 外用では打ち身、捻挫。温清飲など

お オウゴン 抗炎症 シソ科コガネバナの根

お オウレン 消炎、止血、精神不安

か 加味帰脾湯 虚・血虚・気虚 ぐっすり眠った感じがしない、熱感を伴う貧血、血色不良

か カゴソウ 利尿 シソ科ウツボグサの花穂

か カイカ 止血 内用痔疾薬

か カイカク 止血 内用痔疾薬

か 葛根湯加川芎辛夷 中・寒 マオウ剤。鼻づまりや慢性鼻炎を温めて発散

か 加味逍遥散 虚・寒・湿・瘀血・気上衝 更年期障害や自律神経失調、月経前緊張症など

き 桔梗湯 体力にかかわらず可 甘草+桔梗。扁桃炎、咽頭炎

け 桂枝加芍薬湯 虚・寒 下痢、便秘があっても構わない。腹痛、排便異常

け 桂枝加竜骨牡蛎湯 虚・気上衝 心気虚、心陽虚による虚寒性不眠、腎陽虚、腎気不固

け ケイヒ 香りによる健胃

け 桂枝加朮附湯 虚・寒・湿

げ ゲンチアナ 苦味による健胃 リンドウ科ゲンチアナ

こ 香蘇散 表・虚・寒・湿・気滞 カゼのひき始めや、じん麻疹

ご 呉茱萸湯 虚・寒・湿・升 上昇する痛み＝頭痛、肩こり、吐き気を抑える

ご 牛車腎気丸 虚・腎虚・寒・湿、臍下不仁 体力をつけ、水分の循環をよくする

ご 五積散 中・寒・湿 冷えて痛む



ご 五虎湯 表・実～中・熱 麻杏甘石湯+“桑白皮”→こじらせてより肺熱が強く、肺熱のため痰が黄色く粘るとき

さ 柴胡桂枝乾姜湯 虚・胸脇苦満・気上衝 桂枝湯よりさらに虚弱で全身倦怠感

さ 柴胡桂枝湯 中～虚・胸脇苦満 小柴胡湯+桂枝湯。小柴胡湯の適応+頭痛・悪寒が残っているとき

さ 柴胡加竜骨牡蛎湯 中～やや実・胸脇苦満・気上衝 神経の高ぶりをしずめて、心と体の状態をよくする

さ 酸棗仁湯 虚・気虚 神経をしずて、寝つきをよくする。習慣性の心配がない

さ 柴朴湯 熱・中～やや虚・胸脇苦満・升 半表半裏・少陽病（急性～慢性期）

さ 三黄瀉心湯 実・熱・升 瀉心＝みぞおちのつかえを取り去る。機能の亢進を鎮める

し 四物湯 虚・寒・燥・血虚 かさつき。主婦湿疹にも。血虚の代表

し 七物降下湯 虚・寒 血管を広げて血流改善、血圧も少し下げる。高血圧に伴う症状

し 小青竜湯 表・中・寒・湿 西洋医学的に気管支拡張。抗アレルギー・抗炎症など

し 辛夷清肺湯 実～中・熱 鼻づまり。熱や炎症をひく石膏やオウゴンも入っている

し 四逆散 実～中・胸脇苦満 小柴胡湯と大柴胡湯の中間

し ショウキョウ 健胃、鎮痛、鎮痙、鎮嘔、去痰 腸薬やかぜ薬に用いられる他、鎮嘔、鎮痛、止瀉など高頻度で配合

しゃ 芍薬甘草湯 各種の痛みに広く 差し込むような急激な痛み、いわゆる「疝痛」に有効

じゅ 十味敗毒湯 中 赤みや痒みを発散。腫れや化膿を抑える

じゅ 十全大補湯 虚・寒・血虚・気虚 手術後や抗癌剤の副作用軽減。貧血傾向。地黄が飲み込みづらい→補中益気湯

しょ 小建中湯 虚・寒 「中」＝胃腸を建て直す。夜泣き、過敏性腸症候群にも。虚弱な子供の体質改善に

せ 清上防風湯 実・熱 体の上部を清涼にする。顔色がよく、きれいな赤色のニキビが多いとき

せ セイヨウトチノミ 抗炎症 トチノキ科セイヨウトチノキ（マロニエ）の種子

せ センブリ 苦味による健胃

そ ソウジュツ 健胃、整腸、利尿など キク科ホソバオケラ。平胃散、薏苡仁湯などに

そ 疎経活血湯 中・寒・血虚・湿 血液、水分代謝を活発に

だ 大黄牡丹皮湯 実・熱、瘀血 重い生理、便秘

だ 大柴胡湯 実・熱・胸脇苦満 亢進を鎮める。便秘傾向

だ 大黄甘草湯 こだわらずに ダイオウ→大腸刺激性下剤成分→著しい虚証は注意

ちょ 釣藤散 中～やや虚・熱 高血圧、頭痛など。脳血管を広げる



ちょ 猪苓湯 熱（炎症）を目安 それほどこだわらずに。尿路の熱や腫れをひく。

と 桃核承気湯 実・熱・気上衝・瘀血 血行を良くする。気を巡らせ、元気をつける。下腹部の抵抗・圧痛を目安

と 当帰飲子 虚・寒・燥・血虚 分泌物の少ない湿疹や乾燥肌の痒み

と 当帰芍薬散 虚・寒・湿・血虚 ホルモンバランスを整える効果も

と トウキ 血行改善、強壮、鎮静

な ナンテンジツ 鎮咳 延髄にある咳嗽中枢を抑える

に 人参湯＝理中丸 虚・寒

は ハンピ 強壮、血行促進、強精 内臓を取り除いたマムシ

は 八味地黄丸 虚・腎虚・寒、臍下不仁 弱った機能を補い、元気をつける

は ハンゲ 鎮咳

ば 麦門冬湯 中～虚・燥 お年寄り、妊婦の乾いた咳

び 白虎加人参湯 実～中・熱・燥 糖尿病に伴う口喝や多尿にも

ぶ ブクリョウ 尿量増加 サルノコシカケ科マツホドの菌核

ほ 補中益気湯 虚・気虚 夏痩せ、長引く風邪、手術後など

ぼ 防已黄耆湯 虚・湿 腎炎やネフローゼにも適応

ぼ 防風通聖散 実・熱・湿

ま 麻杏甘石湯 表・実～中・熱 黄色い痰。著しい虚証・発汗の多い人はNG

ま 麻杏薏甘湯 表・実～中 マオウ・キョウニン→追い出す、ヨクイニン→水分排出、カンゾウ→緩和

も モクツウ 尿量増加 アケビ科ミツバアケビの茎

よ 抑肝散加陳皮半夏 虚・血虚・気上衝 “肝”つまり精神神経症状を抑える。健胃薬の“陳皮”、吐き気をおさえ気分を落ち着ける“半夏”

よ 抑肝散 中～やや虚・血虚・気上衝 “疳”の強い子供にも好んで用いられる。腹直筋の緊張が目安。1週間で専門家へ

よ ヨクイニン 清熱排膿、水分排泄 熱感を伴う関節痛や筋肉痛、神経痛、いぼ

り 苓桂朮甘湯 虚・寒・湿 水分代謝でめまいを治す

り 竜胆瀉肝湯 実・熱 尿路や生殖器の炎症をさます

り リュウノウ 中枢神経の刺激による気つけ ボルネオールを含む。樟脳に似た芳香を持つ結晶

り リュウタン 苦味による健胃 リンドウ科トウリンドウ



り 六君子湯 虚・寒・湿

れ レイヨウカク 鎮静 小児鎮静薬にも

ろ 六味丸 虚・腎虚・熱、臍下不仁 八味丸から桂皮と附子を取り除き、より熱証向け。腎陰虚のファーストチョイス

し 小柴胡湯

半表半裏・少陽病・熱・中～やや

虚・胸脇苦満

胃腸や肝臓、呼吸器の働きを改善し、体の免疫機能を調整して炎症をやわらげる。

喘息やネフローゼなどアレルギーや免疫系がかかわる病気にも処方



名称 働き 備考

ACE処方 解熱鎮痛

アセトアミノフェン(A)、カフェイン(C)、エテンザミド(E)。 胃の負担は軽いが鎮痛効果が劣

るアセトアミノフェンを補助する処方として開発

L-アスパラギン酸カリウム 新陳代謝促進

アミノ安息香酸エチル 局所麻酔 小児でメトヘモグロビン血症

アミノフィリン 気管支拡張 医療用医薬品。テオフィリンも

アラントイン 組織修復

アルジオキサ 胃粘膜保護・修復 透析×、長期×、腎臓病△

インドメタシン 消炎鎮痛 内服の非ステロイド抗炎症成分（アスピリン等）と同様、喘息×。11歳未満×

エテンザミド 解熱鎮痛 15歳未満の水ぼうそう、インフルエンザには×

オキセサゼイン 局所麻酔 胃酸分泌抑制もある。眠気、めまいなど精神神経系の副作用

カイニン酸 回虫駆虫 痙攣をおこさせて排出。マクリ（フジマツモ科全草）も同様

カフェイン 覚醒 腎臓でNaイオン・水分の再吸収抑制。1回≦200mg、1日≦500㎎

カルボシステイン 去痰 たんの中の粘性タンパク質を溶解・低分子化

カルメロースナトリウム 瀉下 膨潤性。＝カルボキシメチルセルロースNa、カルメロースCaも同様。

カンゾウ 抗炎症 長期連用×。偽アルドステロン症注意。△高血圧、高齢者、心臓、腎臓、むくみ

グアイフェネシン 粘液分泌促進 たんを薄める

グアヤコールスルホン酸カリウム 去痰

グリチルリチン酸カリウム 抗炎症

クレマスチンフマル酸塩 抗ヒスタミン 抗ヒスタミン成分が持つ抗コリン作用によって鎮咳、気管支拡張、抗炎症

クロタミトン 鎮搔痒 軽い灼熱感で血行促進、痒みを感じにくくさせる

クロペラスチン塩酸塩 鎮咳 中枢神経に作用

クロモグリク酸ナトリウム 抗アレルギー ヒスタミン遊離を抑える

クロラムフェニコール 抗菌 タンパク質合成を阻害

クロルフェニラミンマレイン酸塩 抗ヒスタミン 抗ヒスタミン成分が持つ抗コリン作用によって鎮咳、気管支拡張、抗炎症

クロルヘキシジングルコン酸塩 殺菌消毒



ケイ酸アルミン酸マグネシウム 中和 胃液の働きを抑える

ケトプロフェン 消炎鎮痛 内服の非ステロイド抗炎症成分（アスピリン等）と同様、喘息×。15歳未満×

合成ヒドロタルサイト 中和 胃液の働きを抑える。透析×。腎臓病△

コデインリン酸塩 鎮咳 麻薬性鎮咳成分。依存性がある

サリチル酸 角質軟化 ふけを抑える効果も

サルファ剤 化膿改善

サントニン 回虫駆虫 自発運動を抑えて排出

ジサイクロミン塩酸塩 抗コリン 胃酸分泌抑制

ジフェニドール塩酸塩 抗めまい 前庭神経の調整、内耳への血流改善。排尿×、緑内障×

ジフェンヒドラミン塩酸塩 抗ヒスタミン

ジプロフィリン 抗めまい 脳に軽い興奮→めまい軽減。カフェイン等のキサンチン系成。てんかん・甲状腺×

ジメチルポリシロキサン 消泡 別名ジメチコン

ジメモルファンリン酸塩 鎮咳 非麻薬性鎮咳成分

ジメンヒドリナート塩酸塩 抗ヒスタミン 延髄嘔吐中枢や内耳前庭に作用

スクラルファート 胃粘膜保護・修復 透析×、長期×、腎臓病△

スコポラミン臭化水素酸塩水和物 抗コリン 脳に移行しやすく持続は短い。緑内障×

セトラキサート塩酸塩 胃粘膜保護・修復 弱い胃酸分泌抑制あり。代謝されてトラネキサム酸→血栓が分解されにくくなる

タンニン酸アルブミン 収斂による止瀉 カゼインアレルギー注意

チペピジンヒベンズ酸塩 鎮咳 非麻薬性鎮咳成分

デキストロメトルファン臭化水素酸塩鎮咳 非麻薬性鎮咳成分

テプレノン 胃粘膜保護 肝臓病△、副作用多い

トラネキサム酸 抗炎症

トリプロジン塩酸塩 抗ヒスタミン

トリメブチンマレイン酸塩 整腸 平滑筋に直接作用し、状態に応じて消化管運動を調律する。

ネオスチグミンメチル硫酸塩 目の調整 コリンエステラーゼ（アセチルコリンを分解）の働きを抑える＝アセチルコチンを助ける

ノスカピン 鎮咳 非麻薬性鎮咳成分



パパベリン塩酸塩 鎮痙攣 胃液分泌抑制は無いので注意。緑内障△

バモ酸ピルビニウム 蟯虫駆虫 呼吸や栄養分の代謝を抑えて殺虫

ピコスルファートナトリウム 瀉下 腸内細菌によって分解されて、刺激作用

ビサコジル 瀉下 とくに結腸や直腸粘膜を刺激して、排便を促す。結腸での水分吸収を抑えてかさを増大

ビスマス 収斂による止瀉 有機物分解も。精神神経症状の報告あり。1週間以上×

ピペラジンリン酸塩 回虫・蟯虫駆虫 アセチルコリン伝達を妨げ、運動麻痺させる。貧血△

ピレンゼピン塩酸塩 抗コリン

ピロキシカム 消炎鎮痛 内服の非ステロイド抗炎症成分（アスピリン等）と同様、喘息×。15歳未満×

フェニレフリン塩酸塩 アドレナリン作動

フェルビナク 消炎鎮痛 内服の非ステロイド抗炎症成分（アスピリン等）と同様、喘息×。15歳未満×

ブロムヘキシン塩酸塩 去痰 粘液の分泌促進、溶解低分子化、線毛運動促進。

ブロメライン 抗炎症 フィブリン類似物質を分解して腫れを抑える→血痰や鼻血、肝機能障害注意

ベラドンナ総アルカロイド 抗コリン

マルツエキス 瀉下 麦芽糖を腸内細菌が分解し、ガスの刺激で蠕動運動促進。水分不足の便秘には効果なし

ミコナゾール硝酸塩 抗真菌

メキタジン 抗ヒスタミン

メクリジン塩酸塩 抗ヒスタミン 効果が現れるのが遅く、長い

メトキシフェナミン塩酸塩 鎮咳 メチルエフェドリン、マオウと同じアドレナリン作動

ヨウ化イソプロパミド 抗コリン

リドカイン 局所麻酔

ロートエキス 抗コリン 胃液分泌抑制。「排尿困難」「心臓病」「緑内障」△

ロペラミド塩酸塩 止瀉 食べすぎ・飲みすぎ・寝冷えによる下痢。強力な止瀉



名称 はたらき 配合名

ビタミンB1 炭水化物代謝 チアミン硝化物、チアミン塩化物塩酸塩

ビタミンB2 脂質代謝

リボフラビン酸エステルNa

フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム

ビタミンB5 LDL異化、リポタンパクリパーゼ活性、HDL産生 パントテン酸Ca

ビタミンB6 タンパク質代謝 ピリドキシン塩酸塩

ビタミンB12 赤いビタミン。赤血球の生成を助ける。 シアノコバラミン

ビタミンA レチノール

ビタミンC 鉄の吸収 アスコルビン酸

ビタミンE 末梢の血行促進

ソイステロール 腸管でのコレステロール吸収抑制

ヘプロニカート 末梢の血行促進

γｰオリザノール コレステロールからの過酸化脂質生成抑制、末梢の血行促進

銅 ヘモグロビン産生において、鉄の代謝や輸送

コバルト ビタミンB12の構成成分。骨髄での造血機能を高める

マンガン 代謝に働く酵素の構成成分。エネルギー合成促進

ヘスペリジン ビタミンCの吸収を助けるビタミン様物質


