
2019 年 8 月 2 日 

お取引先各位 

松浦薬業株式会社 

 

 

弊社製造医薬品の自主回収についてのお詫びとお知らせ 
 

 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 この度、弊社調査の結果、承認書と異なる製造方法による製造を行った上で、不適切な記録管

理を行っていたことが確認されたため、愛知県に報告を行ったところ、速やかに該当する製品に

ついて回収等の必要な措置を講じるよう指示を受けました。 

 

弊社といたしましては県による指示を重く受止め、弊社製造医薬品 112 品目について自主的に

回収することにいたしました。これにともない、本自主回収の方法等につきまして、下記のとお

りご案内させていただきます。 

 

なお、本回収に該当する 112 品目については、承認規格に適合しており、重篤な健康被害が発

生するおそれはないと考えております。 

 

 この度の件につきまして、ご協力を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。また、お

取引先各位におかれましては大変なご迷惑とお手数をお掛けしておりますこと、改めて心からお

詫び申し上げます。 

 

 

 

記 

 

〇 対象医薬品：112 品目（別紙「自主回収対象製品一覧表」をご確認下さい） 

〇 回収品受付開始日：2019 年 8 月 5 日 

       終了日：2019 年 11 月上旬 

〇 回収製品送付先： 

 

   〒４６６－００５４ 

愛知県名古屋市昭和区円上町 24 番 21 号 

   松浦薬業株式会社 本社営業所 2 階 宛 

   ＴＥＬ：０５２－８８３－５１５１ 

 

 

 

本件についてのお問合わせ先 

お客様相談窓口 

Ｔ Ｅ Ｌ ： ０１２０－０９５－１５５ 

０５２－８８３－５１３１ 

受付時間 ： 午前９：００～午後５：００まで 

（土・日・祝日を除く） 

 

以上 
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―1― 松浦薬業株式会社

No. 容量 ロットNo.（出荷数量） 出荷開始 出荷終了 JANコード

M-1 マツウラ葛根湯エキス顆粒 500ｇ
L4AM1 （72）、R4R5 （99）、P3AQ4 （72）、
L4BN1 （71）、L4AL4 （48）、H4BK4 （53）、
H4BK2 （24）、H4AJ4 （48）、P3AP4 （70）

2014/12 2019/07 4987457111014

M-1 マツウラ葛根湯エキス顆粒 2.0g×300包

H4AH4 （240）、P3AP4 （288）、R4S6 （425）、
R4S1 （419）、P3BR3 （583）、P3BQ6 （479）、
P3AQ6 （37）、P3AP4A （389）、L4BP2 （253）、
L4BM6 （600）、L4AM6 （120）、L4AM1 （250）、
L4AL5 （480）、H4BK6 （504）、H4BK2 （300）、
H4AJ4 （479）、H4AK2 （189）

2014/12 2019/07 4987457111205

M-1 マツウラ葛根湯エキス顆粒 2.0g×84包

P3AP4 （442）、R4T2 （14）、R4S6 （380）、
R4R6 （396）、P3AQ2 （479）、L4BN6 （346）、
L4BM6 （480）、L4AM1 （242）、L4AL5 （359）、
H4BK6 （331）、H4BK2 （287）、H4AJ4 （360）、
P3BR2 （479）

2014/12 2019/07 4987457111182

M-24 マツウラ加味逍遙散エキス顆粒 500ｇ
Q3R2 （192）、J4AK2 （240）、J4BK5 （120）、
L6AL6 （237）、L6AM6 （169）、L6BM6 （72）、
L6CN5 （263）、P2P2 （290）、Q4R4 （217）

2015/07 2019/07 4987457112011

M-24 マツウラ加味逍遙散エキス顆粒 2.5g×300包

J4CK6 （144）、J4AK2 （128）、J4AJ4 （481）、
J4BK6 （345）、S1T3 （152）、J4CL4 （624）、
L6AM2 （456）、L6BM6 （480）、L6BN2 （154）、
L6CN6 （532）、P2P6 （480）、Q3Q5 （517）、
Q3R3 （81）、Q4R3 （540）、S1S5 （480）、
J4BK2 （350）

2015/01 2019/07 4987457112202

M-24 マツウラ加味逍遙散エキス顆粒 2.5g×84包

L6BM6 （180）、S1S5 （240）、L6CN6 （360）、
S3T3 （122）、Q3R2 （359）、P2Q5 （274）、
P2P6 （288）、L6AL6 （312）、J4CL4 （64）、
J4CK6 （144）、J4AJ4 （182）、J4BK2 （144）、
L6BN2 （240）

2015/04 2019/07 4987457112189

(劇)M-18 マツウラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 500ｇ
P3P5 （25）、L3N2 （48）、P3Q1 （73）、
P3R4 （63）、L3M4 （48）

2016/04 2019/06 4987457113018

(劇)M-18 マツウラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 2.0g×300包
P3S3 （109）、P3R3 （180）、P3R1 （169）、
P3P3 （252）、L3N2 （240）、L3M6 （240）、
L3M3 （120）、L3L4 （156）、S6T1 （94）

2016/02 2019/06 4987457113209

(劇)M-18 マツウラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 2.0g×84包
L3N2 （72）、S6T1 （68）、P3S3 （59）、
P3R3 （84）、L3P1 （86）、L3M3 （84）、
L3L4 （14）、P3P6 （120）

2016/03 2019/06 4987457113186

4 桂枝茯苓丸料
け い し ぶ く り ょ う が ん

M-25 マツウラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒 500ｇ

K2AK4 （243）、R3R6 （181）、R3R5 （120）、
R3R3 （120）、M6BR2 （81）、M6BQ2 （240）、
M6AN6 （346）、M6AN2 （240）、K2BM5 （240）、
K2BL2 （275）、K2BM1 （120）

2015/06 2019/07 4987457124014

1 葛根湯
か っ こ ん と う

2 加味逍遙散
か み し ょ う よ う さ ん

3 桂枝加朮附湯
け い し か じ ゅ つ ぶ と う

製品名
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―2― 松浦薬業株式会社

No. 容量 ロットNo.（出荷数量） 出荷開始 出荷終了 JANコード製品名

M-25 マツウラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒 1.5ｇ×300包

K2AL1 （422）、R3T2 （85）、K2AK3 （348）、
K2AK5 （481）、K2BL4 （127）、K2BM6 （245）、
M6AM6 （240）、M6AN4 （482）、M6AP3 （117）、
M6BP3 （481）、M6BQ2 （599）、K2BM1 （400）、
R3S3 （360）、T5T5 （146）、R3R5 （503）

2015/05 2019/07 4987457124205

M-25 マツウラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒 1.5ｇ×84包

R3R5 （960）、K2AK3 （290）、K2AK5 （289）、
K2AL1 （509）、K2BL4 （307）、K2BM1 （417）、
K2BM6 （420）、M6AN4 （420）、M6AP1 （720）、
T5T5 （251）、M6BQ2 （684）、M6BR2 （481）

2015/03 2019/07 4987457124182

M-45 マツウラ桂枝湯エキス顆粒 500ｇ
J4K4 （48）、J4P2 （24）、J4R2 （37）、
R4T2 （6）、J4M3 （24）

2015/09 2019/06 4987457129019

M-45 マツウラ桂枝湯エキス顆粒 1.5ｇ×300包
J4J6 （60）、J4M3 （60）、J4P3 （24）、
J4Q1 （48）、R4R4 （72）

2015/09 2019/06 4987457129200

M-45 マツウラ桂枝湯エキス顆粒 1.5ｇ×84包
J4L1 （60）、R4T3 （9）、R4R4 （48）、
J4R1 （60）、J4P2 （72）、J4M1 （38）、
J4J6 （12）、J4N2 （48）

2015/05 2019/06 4987457129187

M-17 マツウラ五苓散料エキス顆粒 500ｇ

K3L4 （124）、L5AL5 （120）、L5AM6 （240）、
P3AP4 （216）、P3AQ3 （21）、R2R4 （139）、
K3K6 （239）、K3K4 （238）、H5K1 （120）、
P3BR2 （168）

2015/02 2019/07 4987457127015

M-17 マツウラ五苓散料エキス顆粒 1.5ｇ×300包

R2R2 （480）、K3L4 （480）、H5J5 （480）、
R2T2 （394）、R2S3 （480）、P3BR2 （230）、
P3BQ3 （481）、P3AP5 （719）、L5BN6 （618）、
L5BN2 （323）、H5H6 （240）、L5AM2 （480）、
H5J3 （479）、K3K5 （239）、K3K4 （240）、
H5K3 （245）、L5AN2 （164）

2014/09 2019/07 4987457127206

M-17 マツウラ五苓散料エキス顆粒 1.5ｇ×84包

K3K5 （240）、L5BN2 （288）、P3AP5 （242）、
P3BQ3 （241）、P3BR2 （358）、R2R6 （348）、
T3T3 （240）、L5BN6 （359）、K3L4 （287）、
H5K3A （241）、H5K3 （76）、H5J5 （119）、
H5J3 （120）、H5H6 （120）、L5AM2 （287）、
T3T5 （57）

2014/07 2019/07 4987457127183

M-10 マツウラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 500ｇ
N1R3 （72）、N1R6 （26）、N1Q1 （73）、
N1N4 （96）

2017/01 2019/07 4987457126018

M-10 マツウラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 2.0g×300包
N1P2 （144）、N1P5 （240）、N1R3 （180）、
N1S5 （27）、S3S5 （94）、N1N1 （181）

2016/10 2019/07 4987457126209

M-10 マツウラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 2.0g×84包 N1N1 （83）、S3T6 （5）、N1P5 （96）、N1R5 （94） 2017/01 2019/07 4987457126186

M-12 マツウラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 500ｇ
Q6R4 （74）、K3L4 （96）、K3N1 （70）、
K3P4 （72）、Q6R1 （71）

2016/02 2019/05 4987457114015

M-12 マツウラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 2.0g×300包
Q6R3 （159）、K3K3 （180）、K3L2 （143）、
K3N2 （180）、K3N5 （180）、K3Q2 （181）、
Q6Q6 （60）、Q6S3 （112）、T3T4 （47）

2015/09 2019/06 4987457114206

5 桂枝湯
け い し と う

6 五苓散料
ご れ い さ ん

桂枝茯苓丸料
け い し ぶ く り ょ う が ん

4

7 柴胡桂枝湯
さ い こ け い し と う

柴胡加竜骨牡蛎湯
さ い こ か り ゅ う こ つ ぼ れ い と う

8
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No. 容量 ロットNo.（出荷数量） 出荷開始 出荷終了 JANコード製品名

8 柴胡加竜骨牡蛎湯
さ い こ か り ゅ う こ つ ぼ れ い と う

M-12 マツウラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 2.0g×84包

Q6Q6 （96）、T3T4 （42）、Q6R3 （240）、
K3Q2 （40）、K3N5 （120）、K3K3 （84）、
K3N2 （96）、K3L2 （155）、Q6S3 （60）、
K3P5 （144）

2015/06 2019/06 4987457114183

M-103 マツウラ酸棗仁湯エキス顆粒 500ｇ
M1N6 （96）、S4T3 （18）、P6R4 （83）、
M1P6 （124）、J6L6 （96）、J6K3 （128）、
P6R2 （72）

2015/06 2019/07 4987457133016

M-103 マツウラ酸棗仁湯エキス顆粒 2.0g×300包

P6Q1 （120）、S4S5 （144）、S4T2 （38）、
P6R3 （180）、P6Q4 （144）、M1N1 （119）、
M1M1 （120）、J6L2 （36）、J6K1 （242）、
J6K6 （120）、M1N6 （168）

2015/06 2019/07 4987457133207

M-103 マツウラ酸棗仁湯エキス顆粒 2.0g×84包

J6L6 （223）、J6K1 （60）、S4T5 （26）、
S4T2 （144）、P6R5 （252）、P6Q1 （372）、
M1N1 （240）、J6L2 （180）、J6K6 （144）、
M1N6 （323）

2015/04 2019/07 4987457133184

M-113 マツウラ三黄瀉心湯エキス顆粒 500ｇ
J1N2 （72）、N6R4 （181）、S6T1 （202）、
N6P6 （48）、J1L4 （72）、J1K2 （96）、
N6Q2 （96）、J1M5 （72）

2015/06 2019/06 4987457135010

M-113 マツウラ三黄瀉心湯エキス顆粒 1.0g×300包
N6Q3 （60）、N6R5 （98）、J1P3 （33）、
J1M2 （72）、J1L2 （60）、J1K2 （85）、
J1J1 （72）、S6T1 （29）

2015/01 2019/06 4987457135201

M-113 マツウラ三黄瀉心湯エキス顆粒 1.0g×84包
N6R1 （96）、J1J1 （48）、J1K2 （48）、
J1L2 （85）、J1M2 （72）、J1N6 （60）、
J1P3 （77）、N6R5 （51）

2015/03 2019/06 4987457135188

M-9 マツウラ小柴胡湯エキス顆粒 500ｇ
M4M6 （24）、M4N6 （23）、M4Q5 （24）、
R5R5 （21）

2016/11 2019/07 4987457115012

M-9 マツウラ小柴胡湯エキス顆粒 2.0g×300包
M4R3 （144）、R5T2 （34）、R5R6 （108）、
M4P1 （168）、M4N2 （180）、M4Q2 （168）

2016/09 2019/07 4987457115203

M-9 マツウラ小柴胡湯エキス顆粒 2.0g×84包
M4P1 （72）、M4P6 （144）、M4R3 （80）、
R5R6 （96）、R5T2 （28）

2017/03 2019/07 4987457115180

M-46 マツウラ七物降下湯エキス顆粒 500ｇ

K2N5 （96）、T6T6 （185）、Q4T3 （72）、
Q4S6 （72）、Q4S1 （99）、Q4R3 （96）、
K2P4 （96）、K2M6 （73）、K2K4 （144）、
Q4Q5 （94）

2015/09 2019/06 4987457125011

M-46 マツウラ七物降下湯エキス顆粒 2.5g×300包
K2Q1 （42）、Q4R3 （151）、Q4S3 （109）、
Q4Q5 （108）、K2N2 （108）、K2K3 （36）、
K2L5 （120）、K2P3 （84）

2016/01 2019/06 4987457125202

M-46 マツウラ七物降下湯エキス顆粒 2.5g×84包
K2L5 （47）、K2N2 （48）、K2P4 （36）、
K2Q1 （60）、Q4R3 （60）、Q4S3 （51）、
K2K3 （49）

2015/06 2019/06 4987457125189

9 酸棗仁湯
さ ん そ う に ん と う

10 三黄瀉心湯
さ ん お う し ゃ し ん と う

11 小柴胡湯
し ょ う さ い こ と う

七物降下湯
し ち も つ こ う か と う

12
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No. 容量 ロットNo.（出荷数量） 出荷開始 出荷終了 JANコード製品名

M-68 マツウラ芍薬甘草湯エキス顆粒 500ｇ
K6BN1 （50）、T2T3 （22）、R4BS2 （122）、
P6R2 （24）、K6AL4 （96）、J4AK3 （94）、
P6R4 （95）

2015/07 2019/07 4987457134013

M-68 マツウラ芍薬甘草湯エキス顆粒 2.0g×300包

N1N4 （720）、R4BS6 （715）、R4AR5 （960）、
P6R1 （623）、J4BK4 （313）、P5BR1 （376）、
T2T4 （177）、P5AP6 （967）、N2P3 （692）、
N2N5 （612）、N1N5 （112）、J4AJ5 （406）、
K6BM5 （720）、K6BM1 （432）、K6AM1 （290）、
K6AL4 （721）、J4BK6 （649）、J4AK4 （175）、
J4AK1 （480）、K6AK6 （72）、N1N2 （360）

2015/01 2019/07 4987457134204

M-68 マツウラ芍薬甘草湯エキス顆粒 2.0g×84包

N1N2 （288）、P5BP6 （540）、P5BQ4 （396）、
P6R1 （539）、P6R5 （303）、T2T4 （205）、
K6BN2 （75）、R4AR5 （566）、K6BM1 （360）、
K6AL4 （361）、K6AK6 （358）、J4BK4 （120）、
J4AK1 （242）、J4AJ5 （191）、K6BM5 （240）、
N1N5 （503）

2015/01 2019/07 4987457134181

M-8 マツウラ大柴胡湯エキス顆粒 500ｇ
J2N6 （75）、P4R3 （74）、J2K4 （96）、
J2M1 （72）、P4T4 （65）、

2015/09 2019/05 4987457116019

M-8 マツウラ大柴胡湯エキス顆粒 2.0g×300包
J2K4 （120）、J2L1 （120）、J2L5 （24）、
J2N2 （120）、P4P5 （48）、P4R1 （72）、
P4R5 （144）、P4T4 （39）

2015/07 2019/06 4987457116200

M-8 マツウラ大柴胡湯エキス顆粒 2.0g×84包
J2L5 （59）、P4R5 （37）、P4Q3 （72）、
J2N2 （36）、J2L1 （24）、P4P5 （36）

2015/10 2019/06 4987457116187

M-47 マツウラ釣藤散エキス顆粒 500ｇ

M5AN6 （60）、L4AL4 （240）、S5AT2 （189）、
S1S3 （240）、R6S1 （243）、Q4BQ6 （361）、
P4P6 （361）、M5BN6 （341）、M4N2 （153）、
L5AM1 （139）、K1L1 （242）、K1K4 （241）、
J5BJ6 （241）、M5AN2 （48）、L5CM6 （240）

2015/01 2019/07 4987457117016

M-47 マツウラ釣藤散エキス顆粒 2.5g×300包

S1S4 （626）、M5AN4 （204）、M5BN5 （283）、
M5CN5 （444）、M5CP2 （454）、P1P3 （770）、
P4Q1 （662）、Q4AQ5 （720）、Q4BR2 （480）、
Q5R3 （480）、R6S1 （880）、S5AS5 （360）、
S5BT3 （531）、L5BM1 （456）、M5AN2 （180）、
Q5R5 （245）、K1AL4 （376）、L5CM3 （228）、
M4M6 （588）、J5BJ6 （480）、K1AL1 （480）、
K1K2 （276）、K1K5 （481）、L4AL4 （234）、
L5AL6 （144）、L5AM1 （265）、L5CM6 （135）、
J5AJ6 （479）、L5BM3 （495）、L4AL6 （595）、
J5BK2 （207）

2015/01 2019/07 4987457117207

M-47 マツウラ釣藤散エキス顆粒 2.5g×84包

S5AS5 （960）、P1P3 （1,366）、P4Q1 （956）、
Q4AQ5 （530）、Q4BR2 （718）、S1S1 （960）、
M5BN5 （1,380）、S5BT3 （801）、L5CM3 （719）、
Q5R3 （960）、M4M6 （720）、L5BM1 （358）、
L5AL6 （720）、L4AL4 （240）、K1AL1 （719）、
J5BJ6 （714）、J5AJ6 （2,003）、M5AN4 （696）、
M5AN2 （840）

2015/02 2019/07 4987457117184

13 芍薬甘草湯
し ゃ く や く か ん ぞ う と う

14 大柴胡湯
だ い さ い こ と う

釣藤散
ち ょ う と う さ ん

15
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No. 容量 ロットNo.（出荷数量） 出荷開始 出荷終了 JANコード製品名

M-40 マツウラ猪苓湯エキス顆粒 500ｇ
M5Q3 （24）、M5Q5 （48）、R5R6 （73）、
J2K2 （120）、J2L6 （120）、J2L1 （120）

2015/03 2019/06 4987457130015

M-40 マツウラ猪苓湯エキス顆粒 2.0g×300包

J2L6 （216）、R5R6 （383）、M5R1 （228）、
M5Q2 （241）、M5M6 （240）、J2L1 （240）、
J2K2 （120）、J2J6 （120）、J2J3 （80）、
M5N5 （264）

2015/06 2019/06 4987457130206

M-40 マツウラ猪苓湯エキス顆粒 2.0g×84包

M5N5 （117）、M5N4 （180）、M5Q2 （180）、
R5R6 （346）、J2L6 （153）、J2L1 （120）、
J2K2 （104）、J2J6 （119）、M5R1 （159）、
M5M6 （179）

2015/02 2019/06 4987457130183

M-23 マツウラ当帰芍薬散料エキス顆粒 500ｇ
P6AQ2 （96）、R4T2 （48）、P6BR3 （101）、
M6BN6 （147）、L4BM6 （145）、J3BL4 （144）、
J3AK3 （144）、J3AJ4 （145）、R3R6 （96）

2014/11 2019/06 4987457118013

M-23 マツウラ当帰芍薬散料エキス顆粒 2.5g×300包

M6AN4 （590）、R3R4 （660）、R3S6 （21）、
R4T2 （14）、P6BR3 （144）、P6BQ5 （480）、
P6AQ5 （164）、P6AQ2 （396）、M6BP2 （636）、
L4BN2 （350）、L4BM2 （323）、L4AM2 （171）、
L4AL4 （579）、J3BL4 （137）、J3BK5 （443）、
J3AK5 （42）、J3AK1 （479）、R4S6 （481）、
M6AN2 （120）

2015/04 2019/06 4987457118204

M-23 マツウラ当帰芍薬散料エキス顆粒 2.5g×84包

J3AK1 （240）、R4R6 （368）、P6BR2 （419）、
P6AQ5 （323）、P6AQ1 （312）、M6BP2 （317）、
M6AN2 （360）、L4BM2 （158）、J3BK5 （240）、
L4AL4 （240）

2015/04 2019/06 4987457118181

M-32 マツウラ人参湯エキス顆粒 500ｇ
H6K5 （96）、H6M3 （73）、N5P4 （96）、
N5R4 （29）

2015/09 2019/06 4987457119010

M-32 マツウラ人参湯エキス顆粒 2.0g×300包
N5R2 （60）、H6J1 （60）、T4T5 （27）、
N5T1 （49）、N5R6 （60）、N5N6 （84）、
H6K3 （120）、H6L5 （120）、N5P3 （84）

2015/02 2019/06 4987457119201

M-32 マツウラ人参湯エキス顆粒 2.0g×84包
N5R1 （96）、T4T4 （2）、N5Q4 （48）、
H6P3 （36）、H6N5 （60）、H6L5 （60）、
H6K3 （60）、H6J1 （72）

2014/09 2019/06 4987457119188

M-14 マツウラ半夏瀉心湯エキス顆粒 500ｇ K3L2 （48）、K3N1 （46）、N6R4 （35） 2015/11 2019/07 4987457120016

M-14 マツウラ半夏瀉心湯エキス顆粒 2.0g×300包
N6R5 （105）、K3L1 （60）、K3M2 （181）、
K3N2 （156）、N6Q1 （144）、N6R2 （96）

2016/03 2019/07 4987457120207

M-14 マツウラ半夏瀉心湯エキス顆粒 2.0g×84包
T5T6 （13）、N6R5 （118）、N6R2 （72）、
K3P3 （132）、K3N2 （120）、K3M4 （96）、
K3L1 （84）、K3M2 （8）

2015/12 2019/07 4987457120184

16 猪苓湯
ち ょ れ い と う

17 当帰芍薬散料
と う き し ゃ く や く さ ん

18 人参湯
に ん じ ん と う

半夏瀉心湯
は ん げ し ゃ し ん と う

19
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No. 容量 ロットNo.（出荷数量） 出荷開始 出荷終了 JANコード製品名

M-29 マツウラ麦門冬湯エキス顆粒 500ｇ

M4EN6 （239）、R6BS1 （239）、S6T2 （84）、
P1CP5 （428）、M1BM3 （240）、L1CL6 （66）、
J6AK4 （240）、H4BJ4 （241）、Q1AR2 （312）、
M4CN4 （216）

2015/03 2019/07 4987457121013

M-29 マツウラ麦門冬湯エキス顆粒 2.5g×300包

M4BN4 （685）、N6P2 （860）、M4EP2 （473）、
M4CN6 （896）、P1AP4 （1,178）、K6L1 （132）、
Q1BR3 （479）、M4AN2 （877）、M1BM5 （720）、
M4CN4 （120）、P1BQ1 （1,171）、P6R1 （418）、
Q1AR3 （286）、R6AR6 （1,028）、R6BS4 （213）、
S2AS4 （744）、S2BS6 （814）、S6T2 （960）、
T1T4 （657）、M1AM2 （970）、Q1AR1 （602）、
H4CJ4 （302）、L1CM1 （624）、H4AH6 （408）、
H4BJ4 （424）、H4CJ5 （103）、J5AJ6 （1,087）、
J5BJ6 （300）、J5BK2 （503）、J5J6 （575）、
J5J6A （71）、L1AL4 （640）、H4BJ2 （479）、
J6AK2 （228）、L1BM1 （347）、L1BL4 （320）、
K6L2 （794）、L1AL2 （168）、J6BL1 （588）、
J6BK5 （312）、J6AK5 （414）

2014/09 2019/07 4987457121204

M-29 マツウラ麦門冬湯エキス顆粒 2.5g×84包

M1BM5 （401）、S2BT1 （852）、N6P2 （1,083）、
M4BN2 （840）、M4BN4 （837）、M4EN6 （1,858）、
M4AM5 （1,044）、P1CP4 （3,177）、P6Q6 （600）、
P6Q6A （1,800）、R6BS1 （2,399）、M1BM2 （670）、
S2AT1 （1,029）、Q1BR3 （2,385）、H4CJ5 （1,276）、
M1AM2 （776）、T2T4 （700）、H4AJ2 （541）、
H4AH6 （287）、H4CJ4A （718）、J5BJ6 （1,080）、
J5J6 （1,392）、J6AK2 （1,092）、J6BK6 （720）、
K6L1 （720）、L1AL2 （1,080）、L1BL4 （1,440）、
L1CM1 （1,440）、H4CJ4 （365）

2014/07 2019/07 4987457121181

M-20 マツウラ防已黄耆湯エキス顆粒 500ｇ
L3M3 （120）、P5R4 （184）、P5R2 （96）、
P5Q1 （96）、L3N2 （96）、L3L4 （116）、
L3P4 （54）

2015/12 2019/07 4987457122010

M-20 マツウラ防已黄耆湯エキス顆粒 2.0g×300包
P5R5 （217）、L3L4 （240）、L3N1 （241）、
L3P1 （132）、P5Q2 （180）、P5R1 （192）

2016/01 2019/07 4987457122201

M-20 マツウラ防已黄耆湯エキス顆粒 2.0g×84包
P5R5 （108）、P5R1 （72）、L3L4 （92）、
L3N1 （120）、L3P1 （96）

2016/03 2019/07 4987457122188

M-62　マツウラ防風通聖散エキス顆粒 500ｇ
K4M6 （46）、K4N5 （51）、Q3Q3 （36）、
Q3R2 （43）

2016/06 2019/06 4987457136017

M-62　マツウラ防風通聖散エキス顆粒 2.5g×300包
K4N2 （180）、Q3S6 （108）、Q3S4 （120）、
Q3R3 （241）、K4P3 （160）、K4M1 （240）、
K4L4 （480）、K4K6 （30）、Q3Q3 （240）

2015/10 2019/06 4987457136208

M-62　マツウラ防風通聖散エキス顆粒 2.5g×84包

K4N2 （85）、Q3S6 （59）、Q3S4 （60）、
Q3R6 （83）、Q3T3 （6）、Q3R3 （73）、
K4M1 （120）、K4L4 （42）、K4K6 （84）、
Q3Q3 （119）、K4P3 （84）

2015/08 2019/06 4987457136185

21 防已黄耆湯
ぼ う い お う ぎ と う

22

麦門冬湯
ば く も ん ど う と う

20

防風通聖散
ぼ う ふ う つ う し ょ う さ ん
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No. 容量 ロットNo.（出荷数量） 出荷開始 出荷終了 JANコード製品名

M-55 マツウラ麻杏甘石湯エキス顆粒 500ｇ
K2L6 （144）、K2N6 （96）、K2P5 （66）、
Q6R2 （48）、Q6R3 （32）

2016/03 2019/06 4987457132019

M-55 マツウラ麻杏甘石湯エキス顆粒 1.5g×300包
K2L6 （121）、S6T1 （97）、Q6R3 （79）、
Q6R1 （84）、K2N4 （120）、K2K3 （36）、
K2P4 （96）

2016/01 2019/06 4987457132200

M-55 マツウラ麻杏甘石湯エキス顆粒 1.5g×84包
K2K3 （60）、K2L6 （60）、K2N4 （48）、
K2P4 （48）、Q6R3 （39）、S6T1 （15）

2015/10 2019/06 4987457132187

M-52 マツウラ薏苡仁湯エキス顆粒 500ｇ
N5P2 （78）、N5Q4 （72）、J3M3 （31）、
J3K4 （96）、R5R6 （68）、J3N1 （73）

2015/08 2019/06 4987457131012

M-52 マツウラ薏苡仁湯エキス顆粒 2.5g×300包

J3N2 （96）、R5S5 （72）、R5R6 （96）、
N5P5 （180）、J3N4 （39）、J3L4 （120）、
J3K5 （60）、J3J4 （72）、R5T3 （29）、
N5N5 （120）

2015/04 2019/06 4987457131203

M-52 マツウラ薏苡仁湯エキス顆粒 2.5g×84包
N5P2 （55）、J3M3 （24）、J3K5 （24）、
J3J4 （26）

2014/11 2019/06 4987457131180

M-39 マツウラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 500ｇ
J4M3 （34）、M6Q1 （31）、Q4R4 （30）、
J4M2 （24）

2016/05 2019/07 4987457128012

M-39 マツウラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 1.5g×300包
M6N4 （240）、Q4Q4 （240）、J4K2 （60）、
M6P2 （288）、Q4R5 （431）、J4L1 （240）、
J4J5 （120）、J4M1 （240）、M6N2 （198）

2015/07 2019/07 4987457128203

M-39 マツウラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 1.5g×84包
J4K2 （181）、J4L1 （180）、J4M1 （240）、
M6N2 （120）、Q4R1 （144）、Q4R5 （348）

2015/05 2019/07 4987457128180

M-43 マツウラ六君子湯エキス顆粒 500ｇ
K6AK6 （168）、R1R6 （90）、R1R2 （72）、
N2AN6 （96）、H4BK6 （78）、H4AH6 （239）、
N2BQ4 （72）

2014/10 2019/07 4987457123017

M-43 マツウラ六君子湯エキス顆粒 2.0g×300包

K6BN4 （59）、H4BK1 （383）、R2T5 （20）、
R2T1 （363）、R1R5 （384）、R1R3 （384）、
N2BR1 （227）、N2BQ1 （540）、N2AP1 （397）、
N2AN4 （418）、H4AK1 （107）、K6AL1 （482）、
H4AJ4 （480）、K6BM6 （480）、H4BK4 （482）、
K6AL4 （290）、K6BL4 （73）、K6BM2 （197）、
H4AH5 （168）

2014/09 2019/07 4987457123208

M-43 マツウラ六君子湯エキス顆粒 2.0g×84包

N2AN4 （168）、K6BM6 （60）、R2T4 （104）、
R2S5 （240）、R1R3 （299）、N2BQ2 （336）、
N2BP4 （240）、H4AJ4 （121）、K6BM2 （180）、
K6BL4 （238）、K6AL1 （119）、H4BK4 （120）、
H4BK1 （97）、N2AP1 （179）

2014/12 2019/07 4987457123185

麻杏甘石湯
ま き ょ う か ん せ き と う

23

25 苓桂朮甘湯
り ょ う け い じ ゅ つ か ん と う

26 六君子湯
り っ く ん し と う

24 薏苡仁湯
よ く い に ん と う
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※30包は300包の自主回収対象製品ロットと同一ロットになります。

No. 容量 ロットNo.（出荷数量） 出荷開始 出荷終了 JANコード

O-66 安中散料エキス〔細粒〕66 500ｇ
Q2T4 （10）、N2N2 （80）、Q2Q3 （160）、
Q2R2 （160）、Q2S4 （99）、N2N6 （160）

2016/10 2019/07 4987457066994

O-66 安中散料エキス〔細粒〕66 2.0g×300包
N2N3 （37）、Q2Q6 （57）、Q2T1 （21）、
N2P4 （44）

2016/11 2019/07 4987457066932

O-66 安中散料エキス〔細粒〕66 2.0g×12包 Q2Q3 （467） 2017/10 2019/07 4987457066918

O-1 茵蔯蒿湯エキス〔細粒〕1 500ｇ N2Q4 （59）、K4K6 （100）、N2N2 （99） 2015/07 2019/07 4987457001995

O-1 茵蔯蒿湯エキス〔細粒〕1 2.0g×300包
K4L2 （229）、K4N3 （100）、N2N5 （59）、
N2P6 （119）、N2Q6 （146）、R4S2 （76）、
K4K4 （100）、R4S5 （76）、N2P2 （120）

2015/06 2019/07 4987457001933

O-1 茵蔯蒿湯エキス〔細粒〕1 2.0g×48包
K4L2 （144）、R4R5 （209）、N2P5 （336）、
K4M4 （144）、K4N3 （224）

2015/09 2019/07 4987457001926

O-5 温経湯エキス〔細粒〕5 500ｇ
J3M1 （97）、R3T4 （26）、R3T1 （120）、
M1Q2 （257）、R3R5 （180）、J3K1 （298）、
J3K6 （201）、M1N6 （240）、M1M1 （160）

2015/03 2019/07 4987457005993

O-5 温経湯エキス〔細粒〕5 2.0g×300包
R3R3 （88）、R3S5 （40）、M1Q1 （59）、
J3K2 （38）、M1P2 （39）、M1M2 （20）、
J3M1 （38）、J3K6 （41）、R3T2 （49）

2015/05 2019/07 4987457005931

O-75 温清飲エキス〔細粒〕75 500ｇ

P2R6 （76）、K1K6 （200）、K1L5 （143）、
K1N2 （140）、K1N5 （194）、P2P4 （160）、
P2R1 （200）、S1S1 （100）、S1S4 （159）、
S1S5 （69）、P2Q2 （200）

2015/11 2019/07 4987457075996

O-75 温清飲エキス〔細粒〕75 2.0g×300包
K1K5 （48）、K1M2 （25）、K1N3 （39）、
P2P2 （38）、P2P6 （47）、P2Q2 （47）、
S1S1 （38）、S1S5 （38）、S1T3 （12）

2015/09 2019/07 4987457075934

O-3 乙字湯エキス〔細粒〕3 500ｇ N2P6 （83）、N2N2 （101） 2016/09 2019/07 4987457003999

O-3 乙字湯エキス〔細粒〕3 2.0g×300包 N2R6 （37）、J4L4 （50）、T3T4 （5）、N2P2 （39） 2016/04 2019/07 4987457003937

O-3 乙字湯エキス〔細粒〕3 2.0g×48包
J4M3 （144）、J4L4 （144）、R5AS5 （181）、
N2S1 （143）、N2N5 （240）、N2P2 （240）

2016/01 2019/07 4987457003920

O-4 黄連解毒湯エキス〔細粒〕4 500ｇ
N4N6 （103）、S1T3 （18）、S1S1 （99）、
N4P6 （159）、H6N6 （35）、H6L3 （240）、
H6K6 （100）、H6K1 （104）、N4R2 （68）

2015/05 2019/07 4987457004996

O-4 黄連解毒湯エキス〔細粒〕4 2.0g×300包
N4Q4 （116）、N4Q2 （85）、S1T2 （40）、
N4N5 （55）、H6J3 （79）、H6L2 （118）、
H6K4 （58）、N4P4 （48）

2014/12 2019/07 4987457004934

O-4 黄連解毒湯エキス〔細粒〕4 2.0g×48包
S1S2 （199）、H6L6 （193）、H6M2 （239）、
H6N3 （240）、N4P4 （242）、N4Q6 （337）、
H6K1 （240）

2015/05 2019/07 4987457004927

1 安中散料
あ ん ち ゅ う さ ん

2 茵蔯蒿湯
い ん ち ん こ う と う

3 温経湯
う ん け い と う

4 温清飲
う ん せ い い ん

5 乙字湯
お つ じ と う

6 黄連解毒湯
お う れ ん げ ど く と う

製品名
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No. 容量 ロットNo.（出荷数量） 出荷開始 出荷終了 JANコード製品名

O-76 黄耆建中湯エキス〔細粒〕76 500ｇ
J6BM1 （120）、J6BN4 （76）、N4N5 （119）、
N4P4 （201）、N4R2 （95）、S2S2 （120）、
S2S6 （55）、J6AK6 （194）

2015/10 2019/07 4987457100087

O-76 黄耆建中湯エキス〔細粒〕76 2.5g×300包
J6BN3 （39）、J6BL4 （59）、N4N5 （117）、
N4Q4 （87）、S2S2 （59）、S2T1 （79）、
S2T4 （24）、J6AK5 （60）、J6AK1 （39）

2015/04 2019/07 4987457100117

O-6 甘麦大棗湯エキス〔細粒〕6 500ｇ
K5L6 （85）、T2T2 （36）、R1R6 （100）、
J4K5 （146）、N2N6 （122）、P5Q3 （121）

2015/06 2019/07 4987457006990

O-6 甘麦大棗湯エキス〔細粒〕6 2.0g×300包

K5L2 （42）、J4J4 （40）、J4K1 （50）、
K5L3 （136）、N2N3 （59）、N2N5 （94）、
P5P6 （114）、P5Q6 （63）、R1R4 （97）、
R1S2 （74）、T2T2 （98）、T2T4 （61）、
J4K4 （51）

2014/12 2019/07 4987457006938

O-7 葛根湯エキス〔細粒〕7 500ｇ
P1P3 （100）、P1Q5 （143）、K1L3 （239）、
K1K5 （160）、Q4S5 （90）

2015/06 2019/07 4987457007997

O-7 葛根湯エキス〔細粒〕7 2.0g×300包
S1T1 （24）、K1L2 （156）、K1L5 （177）、
L3N3 （116）、L3P1 （81）、P1P1 （115）、
P1P4 （116）、Q4R2 （232）、Q4T1 （56）

2015/11 2019/07 4987457007935

O-7 葛根湯エキス〔細粒〕7 2.0g×48包
P1P6 （526）、L3N5 （479）、Q4S5 （157）、
K1L2 （823）、L3M5 （431）、P1Q6 （517）

2015/10 2019/07 4987457007928

O-7 葛根湯エキス〔細粒〕7 2.0g×12包
K1K3 （827）、K1L3 （1,740）、L3N5 （1,950）、
P1Q2 （1,417）、Q4R2 （2,839）、Q4S2 （39）、
K1M1 （1,956）

2015/07 2019/07 4987457831912

O-8 加味逍遙散エキス〔細粒〕8 500ｇ
R1R2 （399）、L2L6 （200）、L2M2 （200）、
L2P1 （300）、P5Q1 （500）、P5R1 （152）、
R1S4 （19）、P5Q4 （401）

2016/04 2019/07 4987457008994

O-8 加味逍遙散エキス〔細粒〕8 2.0g×300包
R1S2 （189）、R1S5 （199）、R1R3 （149）、
P5Q3 （146）、P5P6 （98）、L2P1 （93）、
L2N3 （117）、L2L2 （194）、T3T3 （49）

2015/11 2019/07 4987457008932

O-8 加味逍遙散エキス〔細粒〕8 2.0g×48包
P5Q6 （525）、R1S6 （112）、L2N3 （242）、
L2L4 （341）、L2N6 （384）

2016/01 2019/07 4987457008925

O-9 加味帰脾湯エキス〔細粒〕9 500ｇ

L3M1 （101）、Q6S4 （200）、Q6S6 （43）、
T2T3 （160）、T2T4 （41）、P5R2 （64）、
P5Q2 （181）、L6Q2 （121）、L6P2 （240）、
L5M1 （173）、L3L3 （400）、L1L1 （179）、
K1K6 （259）、K1K1 （400）、H6K1 （53）、
H6J3 （401）、Q6R2 （169）、L5N4 （199）

2014/11 2019/07 4987457009991

O-9 加味帰脾湯エキス〔細粒〕9 2.0g×300包

L5M2 （78）、H6J1 （61）、T2T3 （28）、
Q6S3 （93）、P5Q5 （116）、L5N5 （86）、
L1L1 （98）、K1K5 （71）、H6K1 （52）、
H6J5 （60）、L6P6 （96）

2014/09 2019/07 4987457009939

7 黄耆建中湯
お う ぎ け ん ち ゅ う と う

8 甘麦大棗湯
か ん ば く た い そ う と う

9 葛根湯
か っ こ ん と う

10 加味逍遙散
か み し ょ う よ う さ ん

加味帰脾湯
か み き ひ と う

11



自主回収対象製品一覧（ＯＴＣ医薬品）  2019/08/01

No. 容量 ロットNo.（出荷数量） 出荷開始 出荷終了 JANコード製品名

11 加味帰脾湯
か み き ひ と う

O-9 加味帰脾湯エキス〔細粒〕9 2.0g×48包

K1K6 （614）、L5M1 （365）、L5N3 （430）、
L5N5 （255）、L6N5 （576）、L6P2 （816）、
L6P6 （815）、P5Q5 （1,008）、H6K1 （382）、
H6J4 （432）、L3L4 （426）、Q6R3 （553）、
L5M2 （330）

2014/10 2019/07 4987457009922

O-38 香正気散エキス〔細粒〕38 500ｇ
K5K6 （124）、K5L2 （202）、N6P2 （101）、
N6Q3 （121）、N6R5 （80）

2015/06 2019/07 4987457038991

O-38 香正気散エキス〔細粒〕38 2.0g×300包
Q6S2 （98）、Q6T3 （23）、N6Q5 （59）、
N6Q1 （145）、K5N2 （78）、K5L1 （49）、
K5L3 （96）、N6P1 （90）

2015/09 2019/07 4987457038939

O-38 香正気散エキス〔細粒〕38 2.0g×12包
N6P2 （1,009）、Q6S2 （343）、K5K6 （1,008）、
N6Q4 （1,443）、K5N5 （885）、K5M1 （1,959）、
N6S2 （524）

2015/09 2019/07 4987457038915

O-67 加味平胃散エキス〔細粒〕67 500ｇ
L2P6 （101）、L2Q4 （120）、R1R5 （116）、
L2M4 （100）、K1K4 （118）、K1L2 （98）、
R6S6 （61）、L2N5 （100）

2015/06 2019/07 4987457067991

O-67 加味平胃散エキス〔細粒〕67 2.0g×300包

R6S2 （57）、R6S6 （59）、R1R5 （55）、
R1R2 （44）、L2Q6 （26）、L2P6 （48）、
L2N3 （48）、L2M2 （34）、K1L2 （50）、
K1K4 （39）、K1K1 （40）、L2P1 （50）、R6T3 （14）

2015/01 2019/07 4987457067939

O-67 加味平胃散エキス〔細粒〕67 2.0g×12包 R1R2 （405）、L2L4 （577）、L2P4 （456）、L2Q6 （524） 2015/12 2019/07 4987457067915

O-77 葛根湯加川芎辛夷エキス〔細粒〕77 500ｇ
R3S6 （78）、R3R3 （102）、P4R2 （30）、
P4P5 （119）、M5N4 （100）、K6L6 （126）、
H5H6 （100）、H5J6 （115）、K6K6 （101）

2014/09 2019/07 4987457077990

O-77 葛根湯加川芎辛夷エキス〔細粒〕77 2.0g×300包

H5K1 （61）、H5J2 （40）、R3S2 （58）、
H5H5 （58）、R3T2 （43）、P4R2 （89）、
P4P5 （96）、M5P1 （51）、K6L4 （82）、
K6K6 （48）、M5M6 （58）

2014/07 2019/07 4987457077938

O-77 葛根湯加川芎辛夷エキス〔細粒〕77 2.0g×12包
H5J2 （564）、M5N3 （576）、R3T2 （292）、
P4P5 （1,001）、K6L2 （576）

2015/01 2019/07 4987457077914

O-11 芎帰膠艾湯エキス〔細粒〕11 500ｇ
K2L3 （119）、K2P1 （111）、Q6R1 （100）、
Q6T3 （1）、Q6S4 （100）

2016/04 2019/07 4987457011994

O-11 芎帰膠艾湯エキス〔細粒〕11 2.5g×300包 K2M2 （35）、K2N6 （58）、Q6R3 （44） 2016/08 2019/07 4987457011932

O-45 響声破笛丸料エキス〔細粒〕45 500ｇ
H6J5 （99）、K6L2 （120）、K6N5 （30）、
N2N5 （100）、P3R1 （57）

2015/03 2019/07 4987457045999

O-45 響声破笛丸料エキス〔細粒〕45 2.0g×300包

J5K3 （159）、P3Q6 （149）、Q4R5 （118）、
Q4S4 （96）、Q4T2 （103）、N2N6 （149）、
N2N3 （97）、K6L3 （196）、P3P6 （119）、
H6J2 （197）、H6J1 （140）

2014/07 2019/07 4987457045937

O-45 響声破笛丸料エキス〔細粒〕45 2.0g×12包 H6J2 （4,053）、H6J1 （5,209） 2014/08 2015/06 4987457045913

響声破笛丸料
き ょ う せ い は て き が ん

16

13 加味平胃散
か み へ い い さ ん

14 葛根湯加川芎辛夷
か っ こ ん と う か せ ん き ゅ う し ん い

15 芎帰膠艾湯
き ゅ う き き ょ う が い と う

12 藿香正気散
か っ こ う し ょ う き さ ん

―3― 松浦薬業株式会社



自主回収対象製品一覧（ＯＴＣ医薬品）  2019/08/01

No. 容量 ロットNo.（出荷数量） 出荷開始 出荷終了 JANコード製品名

16 響声破笛丸料
き ょ う せ い は て き が ん

O-45 響声破笛丸料エキス〔細粒〕45 2.0g×12包

J5K6 （1,770）、N2P2 （12,930）、Q4T3 （4,613）、
Q4S2 （14,108）、Q4R3 （10,111）、
P3R3 （3,208）、J5K1 （5,058）、P3P4 （7,906）、
H6J4 （10,217）、N2N5 （10,078）、
K6N1 （15,075）、K6M1 （15,118）、
K3K6 （20,166）、J5K3 （20,553）、
H6J6 （5,039）、H6J5 （4,726）、P3P5 （19,990）

2014/10 2019/07 4987457101251

O-50 芎帰調血飲第一加減エキス〔細粒〕50 500ｇ

Q6Q6 （502）、N3AN4 （300）、J6K2 （403）、
J6K4 （474）、K2L3 （123）、K4AL3 （282）、
L6M2 （402）、R4R5 （120）、M2BN3 （65）、
T1T2 （225）、N6AP1 （500）、P3P6 （400）、
R3R5 （296）、R6S4 （27）、S4S5 （399）、
L6N3 （34）

2015/03 2019/07 4987457050993

O-50 芎帰調血飲第一加減エキス〔細粒〕50 2.0g×300包

J2K1 （79）、T1T3 （39）、Q6R3 （198）、
Q5Q5 （146）、N6AP3 （155）、N3BN5 （49）、
N3AN5 （83）、M2BN1 （97）、K4BL6 （119）、
J6K4 （98）、K2K6 （99）

2015/02 2019/07 4987457050931

O-50 芎帰調血飲第一加減エキス〔細粒〕50 2.0g×48包
P6AQ4 （536）、S3S5 （415）、P6AQ1 （333）、
N3BN5 （240）、N6AP1 （433）、J6K2 （223）、
T1T3 （12）、L6M6 （240）、K2L2 （421）

2015/06 2019/07 4987457100339

A-3 銀翹解毒散エキス細粒 500ｇ
L2L3 （153）、T4T6 （26）、P3P4 （116）、
Q4Q6 （64）、S3S5 （60）、K3K3 （99）、
R1R4 （100）、M1N4 （102）

2015/06 2019/07 4987457179014

A-3 銀翹解毒散エキス細粒 2.5g×300包

S3S5 （97）、T1T2 （99）、R6AS1A（560）、
R6AS1 （39）、R1R2 （100）、Q4Q6 （59）、
M1N3 （59）、M1M3 （62）、L2L5 （53）、
K3K6 （60）、H6J4 （40）、H6K2 （55）、P3P4 （97）

2014/12 2019/07 4987457179205

A-3 銀翹解毒散エキス細粒 2.5g×12包
K3K3 （995）、R1R2 （2,016）、S3S6 （141）、M1N6 （3,692）、
M1M1 （4,009）、H6J6 （1,002）、K3L2 （1,834）、
R6AS2 （2,044）、L2L5 （1,150）、P6P6A （3,176）

2015/03 2019/07 4987457101145

O-79 駆風解毒散エキス〔細粒〕79 500ｇ
N6P5 （120）、S4S6 （59）、Q1R1 （120）、
K2K6 （113）、H6K2 （97）、K5L4 （181）

2015/06 2019/07 4987457079994

O-79 駆風解毒散エキス〔細粒〕79 2.0g×300包
Q1R4 （5）、S4S4 （57）、N6P6 （111）、
L6N5 （87）、L3L6 （56）、K2K6 （65）、
K2K3 （99）、H6K1 （29）、S6T1 （39）

2015/01 2019/07 4987457079932

O-79 駆風解毒散エキス〔細粒〕79 2.0g×48包
L6N3 （240）、Q1Q1 （384）、R5R6 （284）、
S6T2 （10）、H6K1 （281）、L3L6 （336）

2015/10 2019/07 4987457079925

O-79 駆風解毒散エキス〔細粒〕79 2.0g×12包
S6T2 （472）、H6J6 （1,008）、K2K3 （4,896）、
K2K3A （5,169）、L3L6 （5,038）、L6M1 （1,830）、
L6M4 （5,984）、R5S1 （1,440）

2015/05 2019/07 4987457079918

駆風
く ふ う

解毒
げ ど く

散
さ ん

19

17 芎帰調血飲第一加減
き ゅ う き ち ょ う け つ い ん だ い い ち か げ ん

銀翹解毒散
ぎ ん ぎ ょ う げ ど く さ ん

18

―4― 松浦薬業株式会社



自主回収対象製品一覧（ＯＴＣ医薬品）  2019/08/01
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No. 容量 ロットNo.（出荷数量） 出荷開始 出荷終了 JANコード製品名

O-12 桂枝加芍薬湯エキス〔細粒〕12 500ｇ
Q5R1 （119）、Q5S4 （81）、H5J4 （95）、
H5K4 （101）、H5M2 （83）、M5N4 （101）、
M5P5 （154）

2015/01 2019/07 4987457012991

O-12 桂枝加芍薬湯エキス〔細粒〕12 2.0g×300包
H5K2 （37）、H5K5 （58）、M5M6 （40）、
M5N3 （77）、Q5R1 （58）、Q5S1 （40）、
Q5T3 （23）

2015/05 2019/07 4987457012939

O-13 桂枝湯エキス〔細粒〕13 500ｇ
P4Q1 （99）、P4R4 （43）、K3N4 （99）、
K3M2 （47）、K3K4 （61）

2016/01 2019/07 4987457013998

O-13 桂枝湯エキス〔細粒〕13 2.0g×300包
P4P4 （59）、P4R2 （59）、P4S3 （39）、
T3T4 （44）、T3T5 （47）、K3L2 （80）

2016/02 2019/07 4987457013936

O-13 桂枝湯エキス〔細粒〕13 2.0g×12包
P4T1 （335）、K3K3 （576）、K3M2 （458）、
K3P2 （863）、P4R2 （574）

2015/09 2019/07 4987457013912

O-14 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス〔細粒〕14 500ｇ

J2L4 （69）、N6P4 （200）、L3N1 （200）、
S2T1 （128）、S2S4 （205）、N6Q2 （302）、
L3N5 （221）、L3L4 （295）、J2L1 （199）、
J2K4 （200）、J2J5 （200）、J2J2 （159）、
N6R2 （246）

2014/10 2019/07 4987457014995

O-14 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス〔細粒〕14 2.0g×300包
L3M1 （25）、N6Q3 （57）、S2T1 （49）、
S2S2 （58）、L3M6 （47）、L3L3 （32）、
J2K3 （38）、N6P1 （74）

2015/07 2019/07 4987457014933

O-15 桂枝加朮附湯エキス〔細粒〕15 2.0g×300包
N6P1 （58）、N6P4 （58）、N6Q2 （88）、
N6R2 （88）、N6S6 （50）

2017/01 2019/07 4987457015930

O-15 桂枝加朮附湯エキス〔細粒〕15 2.0g×48包 N6R2 （229） 2018/04 2019/07 4987457015923

O-69 桂枝茯苓丸料エキス〔細粒〕69 500ｇ

M2Q2 （84）、Q2S5 （62）、Q2S1 （100）、
Q2R2 （120）、Q2Q3 （41）、M2N4 （100）、
H4L6 （100）、H4K6 （120）、H4J5 （100）、
M2P1 （122）、H4K3 （116）

2015/02 2019/07 4987457069995

O-69 桂枝茯苓丸料エキス〔細粒〕69 2.0g×300包

H4L5 （49）、S6T3 （98）、Q2S6 （69）、
Q2S2 （58）、Q2R1 （89）、M2Q2 （94）、
M2N6 （78）、M2M2 （48）、H4K6 （80）、
H4K3 （61）、H4J5 （61）、M2N1 （78）

2015/02 2019/07 4987457069933

O-69 桂枝茯苓丸料エキス〔細粒〕69 2.0g×48包
M2N2 （192）、H4K3 （143）、M2P2 （240）、
M2P6 （239）、Q2Q5 （523）、Q2S6 （20）、
H4L6 （235）

2015/08 2019/07 4987457069926

25 荊芥連翹湯
け い が い れ ん ぎ ょ う と う

O-72 荊芥連翹湯エキス〔細粒〕72 500ｇ

L1N4 （200）、Q2S4 （161）、Q2R3 （160）、
L1P4 （160）、S6T3 （54）、L1L6 （200）、
J3K6 （300）、J3K2 （200）、J3J5 （200）、
Q2Q3 （201）

2015/02 2019/07 4987457072995

20 桂枝加芍薬湯
け い し か し ゃ く や く と う

21 桂枝湯
け い し と う

22 桂枝加竜骨牡蛎湯
け い し か り ゅ う こ つ ぼ れ い と う

23 桂枝加朮附湯
け い し か じ ゅ つ ぶ と う

桂枝茯苓丸料
け い し ぶ く り ょ う が ん

24
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No. 容量 ロットNo.（出荷数量） 出荷開始 出荷終了 JANコード製品名

O-72 荊芥連翹湯エキス〔細粒〕72 2.0g×300包

L1P1 （75）、Q2S5 （109）、Q2S1 （77）、
Q2Q6 （119）、Q2Q3 （97）、L1N3 （57）、
L1L5 （119）、J3K6 （62）、J3J3 （78）、
J3K4 （78）

2015/01 2019/07 4987457072933

O-72 荊芥連翹湯エキス〔細粒〕72 2.0g×48包
J3J3 （139）、Q2R3 （239）、Q2S1 （324）、
L1P1 （288）、L1L5 （144）、L1Q1 （365）、
J3K2 （190）、L1M2 （240）

2014/12 2019/07 4987457072926

O-96 桂枝茯苓丸料加薏苡仁エキス〔細粒〕96 500ｇ
S6T1 （54）、K3K6 （99）、K3L3 （161）、
M6N4 （100）、M6P2 （100）、M6Q1 （62）、
P6R6 （100）、P6Q3 （161）

2015/06 2019/07 4987457096991

O-96 桂枝茯苓丸料加薏苡仁エキス〔細粒〕96 2.0g×300包

K3K6 （100）、K3L5 （108）、K3N1 （89）、
M6N5 （119）、M6P4 （117）、P6Q3 （150）、
P6R5 （149）、P6S3 （67）、S6S6 （61）、
S6T3 （115）

2015/10 2019/07 4987457096939

O-96 桂枝茯苓丸料加薏苡仁エキス〔細粒〕96 2.0g×48包
P6Q6 （360）、M6P5 （336）、P6Q3 （288）、
M6P3 （300）

2017/04 2019/07 4987457101763

玄武湯エキス細粒Ｍ 2.0g×300包
M3P4 （58）、M3N6 （38）、M3Q3 （77）、
R3R4 （120）、R3T1 （28）、K1AK4 （191）

2015/04 2019/07 4987457101275

玄武湯エキス細粒Ｍ 2.0g×48包
K1BK4 （109）、K1AK4 （83）、M3Q5 （119）、
M3P6 （238）

2015/05 2019/07 4987457101282

O-16 五苓散料エキス〔細粒〕16 500ｇ

N2P5 （204）、K4AL4 （135）、K4AK5 （162）、
N2N3 （200）、R6S1 （140）、P4Q4 （202）、
S4S5 （160）、M2M4 （200）、S5T3 （42）、
H6J3 （200）

2015/01 2019/07 4987457016999

O-16 五苓散料エキス〔細粒〕16 2.0g×300包

L3L5 （98）、S5T2 （89）、K4AK6 （147）、
K4AL5 （40）、S4AT2 （28）、M2N3 （55）、
N2N3 （48）、N2N5 （177）、P4Q1 （176）、
P4R3 （97）、R6S1 （99）、H6J5 （78）、
H6J2 （80）、S4S5 （47）、J2K2 （100）、
Q5R3 （82）

2014/09 2019/07 4987457016937

O-16 五苓散料エキス〔細粒〕16 2.0g×48包

J2K2 （229）、R6S1 （240）、P4Q3 （335）、
J2J6 （192）、S5T3 （6）、S4S4 （236）、
N2N5 （384）、M2M2 （239）、K4AK6 （334）、
H6H6 （240）

2014/07 2019/07 4987457016920

O-16 五苓散料エキス〔細粒〕16 2.0g×12包 K4K4 （799）、P4R2 （974）、S4S4 （1,242） 2017/02 2019/07 4987457100179

O-17 五積散料エキス〔細粒〕17 500ｇ
P2P3 （100）、J5J6 （60）、J5L2 （168）、
J5K6 （96）、L2N3 （149）、L2M2 （69）、
P2Q4 （81）、Q5R1 （120）、Q5R5 （193）

2015/06 2019/07 4987457017996

O-17 五積散料エキス〔細粒〕17 2.0g×300包
P2P4 （46）、Q5R3 （58）、L2L4 （57）、
J5K1 （37）、S6S6 （7）

2015/08 2019/07 4987457017934

26 桂枝茯苓丸料加薏苡仁
け い し ぶ く り ょ う が ん り ょ う か よ く い に ん

荊芥連翹湯
け い が い れ ん ぎ ょ う と う

25

27 玄武湯
げ ん ぶ と う

五苓散料
ご れ い さ ん

28

五積散料
ご し ゃ く さ ん

29
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29 五積散料
ご し ゃ く さ ん

O-17 五積散料エキス〔細粒〕17 2.0g×48包
S6S6 （158）、J5K2 （189）、L2L3 （113）、
P2P3 （189）、P2P5 （336）、P2Q3 （432）、
L2M1 （193）、L2M2 （240）

2015/05 2019/07 4987457017927

O-18 香蘇散料エキス〔細粒〕18 500ｇ
M1Q4 （101）、Q6S5 （26）、H4L4 （106）、
H4J4 （100）、M1M2 （100）、H4K5 （160）

2015/02 2019/07 4987457018993

O-18 香蘇散料エキス〔細粒〕18 2.0g×300包

H4K6 （59）、M1P4 （59）、M1R1 （50）、
Q6R1 （39）、Q6R6 （59）、Q6T1 （43）、
M1M2 （40）、H4K1 （58）、H4J2 （39）、
M1N5 （77）、M1M6 （49）

2014/11 2019/07 4987457018931

O-18 香蘇散料エキス〔細粒〕18 2.0g×12包
M1P1 （2,010）、H4K3 （994）、H4K6 （1,008）、
M1N3 （1,008）、M1Q2 （1,388）、Q6R2 （1,927）、
H4J3 （1,006）、H4L5 （1,259）

2014/12 2019/07 4987457018917

O-19 呉茱萸湯エキス〔細粒〕19 500ｇ
K2K5 （160）、S2T4 （2）、P6R6 （119）、
P6Q6 （120）、P6P6 （101）、M6N5 （160）、
K2M1 （73）、K2K2 （100）、M6N1 （100）

2015/04 2019/07 4987457019990

O-19 呉茱萸湯エキス〔細粒〕19 2.0g×300包
M6P6 （86）、S2T2 （63）、S2S5 （79）、
P6Q4 （117）、M6N6 （119）、M6N2 （100）、
K2L5 （79）、K2K6 （100）、P6R5 （100）

2015/08 2019/07 4987457019938

O-19 呉茱萸湯エキス〔細粒〕19 2.0g×12包
P6R2 （2,002）、K2K4 （1,290）、K2K6 （720）、
K2L1 （2,016）、K2M2 （1,330）、M6N5 （2,016）、
M6P4 （2,013）、P6S2 （1,538）

2015/05 2019/07 4987457019914

O-20 五物解毒湯エキス〔細粒〕20 500ｇ L3Q3 （90）、L3L4 （95） 2016/08 2019/07 4987457100094

O-20 五物解毒湯エキス〔細粒〕20 2.0g×300包 L3R4 （9）、L3N5 （47） 2017/08 2019/06 4987457100070

O-80 五淋散料エキス〔細粒〕80 500ｇ
K1K2 （100）、L6N4 （99）、P4P5 （100）、
Q5BR5 （91）

2015/12 2019/07 4987457080990

O-80 五淋散料エキス〔細粒〕80 2.0g×300包
S3S4 （34）、K1K2 （36）、K3L2 （55）、
L6N3 （48）、N3P1 （38）、P4Q3 （57）

2015/06 2019/07 4987457080938

O-80 五淋散料エキス〔細粒〕80 2.0g×12包

J1J6 （3,816）、K1K4 （5,486）、K3L6 （2,087）、
L6M2 （5,039）、L6N2 （5,039）、L6N5 （4,362）、
N3N5 （1,728）、N3P1 （6,040）、N3P3 （7,761）、
P4P6 （8,064）、P4Q3 （8,061）、P4Q5 （5,856）、
K3K4 （5,040）

2015/03 2019/07 4987457080914

O-98 牛車腎気丸料エキス〔細粒〕98 2.0g×300包

J1L3 （165）、J1K2 （154）、L4N1 （98）、
N5P2 （119）、Q1AR1 （61）、Q1AR6 （100）、
Q1AS5 （100）、Q1Q1 （118）、Q1R1 （88）、
T4AT4 （118）、L4N4 （148）

2015/06 2019/07 4987457098933

O-98 牛車腎気丸料エキス〔細粒〕98 2.0g×48包
N5N6 （624）、Q1Q3 （608）、N5P6 （586）、
L4N2 （336）、J1J5 （239）、L4L6 （336）、
J1K5 （393）、L4M2 （240）、Q1AS5 （362）

2015/02 2019/07 4987457098926

30 香蘇散料
こ う そ さ ん

31 呉茱萸湯
ご し ゅ ゆ と う

32 五物解毒湯
ご も つ げ ど く と う

五淋散料
ご り ん さ ん

33

牛車腎気丸料
ご し ゃ じ ん き が ん

34
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O-21 酸棗仁湯エキス〔細粒〕21 500ｇ
K5M2 （48）、K5N4 （146）、N3P5 （120）、
N3Q4 （162）、R6S1 （101）、R6S5 （100）、
R6T2 （91）、K5L2 （244）

2015/10 2019/07 4987457021993

O-21 酸棗仁湯エキス〔細粒〕21 2.0g×300包
K5M4 （50）、R6T1 （88）、R6S3 （79）、
R6R6 （87）、N3Q6 （77）、K5N1 （67）、
K5L5 （50）、K5K6 （40）、N3N5 （156）

2015/11 2019/07 4987457021931

O-21 酸棗仁湯エキス〔細粒〕21 2.0g×12包
N3Q4 （2,876）、K5N1 （1,721）、R6S6 （977）、
R6S2 （2,011）、N3N5 （2,016）、K5K5 （1,870）、
K5M2 （1,003）、N3Q1 （1,673）

2015/09 2019/07 4987457021917

O-22 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス〔細粒〕22 500ｇ
M2Q2 （106）、Q3T3 （44）、Q3S6 （97）、
Q3Q4 （180）、M2N4 （160）、J5L3 （191）、
J5K6 （99）、J5K2 （100）、Q3R6 （120）

2015/05 2019/07 4987457022990

O-22 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス〔細粒〕22 2.0g×300包

J5L2 （75）、J5J6 （51）、J5K4 （59）、
Q3Q4 （89）、M2M5 （61）、M2P6 （59）、
Q3R5 （70）、Q3S3 （80）、T5T5 （24）、
M2N5 （89）、J5M2 （15）

2015/04 2019/07 4987457022938

O-22 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス〔細粒〕22 2.0g×48包
J5L2 （322）、M2Q1 （356）、M2N2 （191）、
M2N6 （336）

2015/12 2019/07 4987457022921

O-23 柴胡桂枝湯エキス〔細粒〕23 500ｇ

P1Q3 （202）、T2T2 （97）、R1S4 （159）、
R1R4 （160）、J2L2 （321）、P1P4 （200）、
J2N4 （23）、J2K4 （161）、J2J6 （162）、
N4N4 （200）

2015/02 2019/07 4987457023997

O-23 柴胡桂枝湯エキス〔細粒〕23 2.0g×300包
J2K3 （79）、J2L2 （105）、T2T2 （32）、
J2L6 （100）、J2N3 （59）、N4N6 （83）、
P1P6 （118）、R1R2 （119）、R1S5 （78）

2015/05 2019/07 4987457023935

O-23 柴胡桂枝湯エキス〔細粒〕23 2.0g×48包
P1P2 （238）、P1Q1 （381）、J2N3 （193）、
J2M2 （167）、J2K3 （144）、R1S5 （65）

2015/12 2019/07 4987457023928

O-23 柴胡桂枝湯エキス〔細粒〕23 2.0g×12包
J2K5 （1,294）、J2N3 （1,005）、P1P3 （1,984）、
T2T2 （457）、J2M3 （720）

2015/09 2019/07 4987457023911

O-24 柴胡桂枝乾姜湯エキス〔細粒〕24 500ｇ

Q6R1 （99）、Q6S5 （101）、M3R1 （75）、
M3Q1 （161）、M3P2 （101）、M3M3 （101）、
J1L2 （294）、J1K2 （203）、J1J5 （160）、
Q6T2 （60）

2015/01 2019/07 4987457024994

O-24 柴胡桂枝乾姜湯エキス〔細粒〕24 2.0g×300包

Q6T4 （1）、J1K2 （60）、J1L2 （57）、
M3M5 （40）、M3N3 （58）、M3P4 （48）、
M3Q3 （56）、Q6T1 （49）、Q6S2 （57）、
Q6R5 （56）

2015/05 2019/07 4987457024932

39 柴胡清肝湯
さ い こ せ い か ん と う

O-25 柴胡清肝湯エキス〔細粒〕25 500ｇ

H4J2 （58）、S6T1 （65）、N4S5 （35）、
N4Q6 （200）、N4Q2 （181）、N4P1 （164）、
H4N3 （81）、H4M4 （100）、H4J6 （161）、
H4L2 （208）

2014/12 2019/07 4987457025991

35 酸棗仁湯
さ ん そ う に ん と う

36 柴胡加竜骨牡蛎湯
さ い こ か り ゅ う こ つ ぼ れ い と う

38 柴胡桂枝乾姜湯
さ い こ け い し か ん き ょ う と う

柴胡桂枝湯
さ い こ け い し と う

37
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O-25 柴胡清肝湯エキス〔細粒〕25 2.0g×300包
H4K1 （40）、H4L1 （47）、N4P5 （39）、
N4S3 （9）

2015/04 2019/07 4987457025939

O-25 柴胡清肝湯エキス〔細粒〕25 2.0g×48包
S6T1 （27）、H4K1 （193）、H4L3 （240）、
N4N4 （194）、N4P3 （240）、N4Q4 （288）

2015/04 2019/07 4987457025922

O-26 三黄瀉心湯エキス〔細粒〕26 500ｇ S1S1 （22）、J1J1 （18） 2017/05 2019/06 4987457026998

O-26 三黄瀉心湯エキス〔細粒〕26 2.0g×300包
J1J6 （39）、J1K6 （30）、J1L4 （79）、
J1P4 （50）、J1R2 （73）、S1S5 （29）

2015/05 2019/07 4987457026936

O-82 柴朴湯エキス〔細粒〕82 500ｇ

M4N4 （49）、L4N4 （116）、J5J6 （101）、
K2K4 （96）、K4L2 （74）、N5P1 （84）、
Q2Q3 （160）、R2R3 （180）、S5T2 （56）、
K2L2 （56）、L4M2 （97）

2015/02 2019/07 4987457082994

O-82 柴朴湯エキス〔細粒〕82 2.0g×300包

Q2Q3 （58）、R2R6 （39）、S2S4 （59）、
T2T2 （30）、N1N3 （58）、K4L5 （39）、
P1P3 （40）、K2K6 （40）、K2K4 （40）、
H6J6 （40）

2015/03 2019/07 4987457082932

O-82 柴朴湯エキス〔細粒〕82 2.0g×48包
T2T2 （62）、K2K4 （144）、K4L3 （192）、
L4L6 （334）、L4M6 （289）、N1N3 （478）、
P1P4 （432）、Q2Q4 （624）、S2S4 （336）

2015/06 2019/07 4987457082925

O-82 柴朴湯エキス〔細粒〕82 2.0g×12包
R2R5 （1,173）、Q2Q5 （1,029）、P1P6 （1,004）、
K4L5 （1,660）、N1N3 （1,006）、T2T2 （249）、
J5J6 （1,005）

2015/05 2019/07 4987457100162

O-27 柴胡疏肝湯エキス〔細粒〕27 500ｇ

K6M5 （113）、M4M5 （60）、M4N6 （195）、
P3P4 （200）、P3Q5 （254）、R1R6 （200）、
R1T1 （106）、T2T3 （72）、K6M1 （160）、
K6K6 （160）

2015/10 2019/07 4987457101022

O-27 柴胡疏肝湯エキス〔細粒〕27 2.0g×300包
M4N1 （58）、R1S3 （58）、R1R2 （37）、
M4N6 （117）、T2T3 （47）、K6K6 （57）、
K6L4 （77）

2015/08 2019/07 4987457101039

O-27 柴胡疏肝湯エキス〔細粒〕27 2.0g×48包
R1S5 （235）、T2T3 （24）、R1S2 （241）、
P3Q2 （335）、M4N1 （241）、P3P4 （240）

2016/10 2019/07 4987457101053

O-28 小青竜湯エキス〔細粒〕28 500ｇ
N6Q1 （161）、K2K6 （100）、L6M1 （120）、
L6N4 （122）、L6P2 （123）、Q3R2 （224）

2016/01 2019/07 4987457028992

O-28 小青竜湯エキス〔細粒〕28 2.0g×300包
K2L4 （78）、L6M2 （78）、N6P2 （78）、
N6P6 （58）、Q3R2 （119）、Q3S2 （59）、
Q3S5 （58）、Q3T3 （51）、K2K6 （57）

2015/08 2019/07 4987457028930

O-28 小青竜湯エキス〔細粒〕28 2.0g×48包
N6P4 （240）、N6P3 （192）、Q3R4 （361）、
L6N3 （240）、K2K3 （244）、K2L4 （336）、
Q3R1 （288）

2015/04 2019/06 4987457028923

柴胡清肝湯
さ い こ せ い か ん と う

39

40 三黄瀉心湯
さ ん お う し ゃ し ん と う

41 柴朴湯
さ い ぼ く と う

柴胡疏肝湯
さ い こ そ か ん と う

42

小青竜湯
し ょ う せ い り ゅ う と う

43
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43 小青竜湯
し ょ う せ い り ゅ う と う

O-28 小青竜湯エキス〔細粒〕28 2.0g×12包
L6M1 （948）、Q3S1 （911）、L6N3 （1,011）、
K2K5 （1,296）、N6P2 （1,387）

2015/08 2019/07 4987457028916

O-29 小柴胡湯エキス〔細粒〕29 500ｇ
P2P3 （101）、P2Q5 （119）、L5N3 （100）、
H4K5 （120）、H4J6 （100）、H4H6 （100）、
L5L6 （120）、S3S5 （100）

2014/10 2019/07 4987457029999

O-29 小柴胡湯エキス〔細粒〕29 2.0g×300包
H4K6 （39）、S3T2 （13）、P2R3 （88）、
P2Q1 （79）、L5M2 （38）、H4K2 （38）、
H4J1 （42）、L5N3 （49）

2014/12 2019/07 4987457029937

O-29 小柴胡湯エキス〔細粒〕29 2.0g×48包
L5P2 （150）、P2P6 （237）、L5M2 （144）、
H4K2 （144）、P2Q5 （240）

2015/09 2019/07 4987457029920

O-31 四物湯エキス〔細粒〕31 500ｇ L5N4 （99）、P6Q3 （120）、P6T4 （11） 2017/01 2019/07 4987457031992

O-31 四物湯エキス〔細粒〕31 2.0g×300包
P6R4 （59）、P6T3 （37）、P6S6 （39）、
L5L6 （58）、L5P6 （53）、L5N2 （57）

2016/02 2019/07 4987457031930

O-31 四物湯エキス〔細粒〕31 2.0g×48包
L5L6 （335）、L5M4 （432）、L5P1 （432）、
P6Q1 （479）、P6R4 （337）、P6S2 （156）

2016/03 2019/07 4987457031923

O-32 十味敗毒湯エキス〔細粒〕32 500ｇ
H4J5 （134）、N6R1 （121）、M2R1 （64）、
M2N5 （240）、M2N3 （120）、H4K6 （100）、
H4M1 （137）

2015/04 2019/07 4987457032999

O-32 十味敗毒湯エキス〔細粒〕32 2.0g×300包

M2N3 （59）、M2N6 （59）、T5T5 （42）、
N6S5 （60）、N6R3 （91）、H4L2 （74）、
H4H6 （50）、H4K6 （59）、H4K1 （50）、
H4J4 （49）、M2Q2 （88）

2014/09 2019/07 4987457032937

O-32 十味敗毒湯エキス〔細粒〕32 2.0g×48包
M2M3 （240）、N6S5 （76）、N6R6 （236）、
M2N3 （240）、H4L5 （192）、H4K2 （192）、
H4H6 （144）、M2P6 （240）

2014/10 2019/07 4987457032920

O-33 消風散エキス〔細粒〕33 500ｇ
S3S6 （118）、P2Q4 （181）、S3T4 （21）、
P2R5 （166）、K6N3 （180）、K6N1 （101）、
K6M2 （70）、K6K6 （160）、P2P5 （161）

2015/10 2019/07 4987457033996

O-33 消風散エキス〔細粒〕33 2.0g×300包
K6K6 （59）、K6L6 （60）、K6N3 （48）、
P2P2 （78）、P2Q6 （58）、P2R2 （52）

2015/07 2019/07 4987457033934

O-33 消風散エキス〔細粒〕33 2.0g×48包
P2Q2 （334）、S3S4 （209）、K6M2 （143）、
K6N5 （259）

2016/09 2019/07 4987457033927

O-34 芍薬甘草湯エキス〔細粒〕34 500ｇ
N6P5 （120）、H4H6 （101）、N6Q6 （160）、
L1N4 （121）、L1L3 （201）、H4K2 （137）、
H4J6 （101）、S2S6 （71）

2014/10 2019/07 4987457034993

O-34 芍薬甘草湯エキス〔細粒〕34 2.0g×300包

L1N3 （78）、S2T4 （47）、S2S5 （96）、
S2S4 （98）、N6S1 （62）、N6R2 （118）、
N6P6 （112）、L1L4 （197）、H4K6 （67）、
H4K1 （149）、H4J2 （99）、H4H6 （50）、
N6P2 （115）

2014/08 2019/07 4987457034931

芍薬甘草湯
し ゃ く や く か ん ぞ う と う

48

44 小柴胡湯
し ょ う さ い こ と う

45 四物湯
し も つ と う

46 十味敗毒湯
じ ゅ う み は い ど く と う

47 消風散
し ょ う ふ う さ ん
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48 芍薬甘草湯
し ゃ く や く か ん ぞ う と う

O-34 芍薬甘草湯エキス〔細粒〕34 2.0g×12包
H4K2 （1,992）、N6R5 （1,439）、N6P3 （1,997）、
L1L2 （4,015）、S2S5 （1,845）、H4J5 （1,439）、
L1N5 （1,908）

2015/01 2019/07 4987457034917

O-36 十全大補湯エキス〔細粒〕36 500ｇ
P4P6 （160）、R6T3 （34）、P4R5 （241）、
P4Q5 （202）、M2N5 （241）、M2N3 （161）、
K1L4 （219）、K1K2 （117）、K1K6 （160）

2015/06 2019/07 4987457036997

O-36 十全大補湯エキス〔細粒〕36 2.0g×300包

P4Q6 （87）、R6T1 （49）、K1K6 （49）、
R6S2 （58）、R6T3 （56）、M2N4 （57）、
K1L4 （79）、K1K3 （49）、M2M2 （47）、
M2P3 （117）

2015/06 2019/07 4987457036935

O-36 十全大補湯エキス〔細粒〕36 2.0g×48包
P4Q3 （432）、P4R6 （380）、M2N6 （624）、
M2M5 （430）、K1M1 （235）、K1L4 （336）、
K1K4 （210）

2015/06 2019/07 4987457036928

O-37 炙甘草湯エキス〔細粒〕37 500ｇ
L1M1 （100）、N4N5 （119）、N4Q3 （52）、
Q4R1 （120）、Q4S4 （86）、L1L1 （100）

2015/10 2019/07 4987457037994

O-37 炙甘草湯エキス〔細粒〕37 2.5g×300包

Q4R3 （119）、Q4S3 （100）、T2T6 （29）、
T2T3 （100）、Q4Q4 （89）、L1L6 （46）、
N4P5 （99）、Q4T1 （57）、N4P2 （40）、
L1M6 （70）

2016/04 2019/07 4987457037932

O-83 七物降下湯エキス〔細粒〕83 500ｇ
P2T2 （65）、H4L4 （170）、P2S5 （100）、
P2R6 （101）、P2Q3 （159）、H4N4 （129）、
H4K5 （180）、H4J5 （162）、P2P2 （182）

2015/02 2019/07 4987457083991

O-83 七物降下湯エキス〔細粒〕83 2.0g×300包
H4J1 （40）、H4K6 （54）、H4N3 （36）、
P2Q6 （41）、P2S5 （22）

2015/03 2019/07 4987457083939

O-83 七物降下湯エキス〔細粒〕83 2.0g×48包
P2S2 （124）、H4M1 （227）、H4N3 （224）、
P2Q4 （288）

2016/05 2019/07 4987457083922

O-97 参蘇飲エキス〔細粒〕97 500ｇ
S6T3 （11）、S6A2 （1）、J6K1 （101）、
P1Q5 （99）、L1N4 （64）

2014/07 2019/07 4987457097998

O-97 参蘇飲エキス〔細粒〕97 2.0g×300包
P1R2 （32）、Q3R6 （48）、P1P3 （77）、
N4N4 （48）、L1M2 （39）、J6K6 （65）、
J6K1 （40）、Q3S6 （32）

2015/04 2019/06 4987457097936

O-97 参蘇飲エキス〔細粒〕97 2.0g×12包

Q3R5 （8,064）、P1P2 （2,433）、S6S6 （5,260）、
Q3S4 （10,079）、S6T3 （1,191）、Q3R2 （8,060）、
P1P6A （6,330）、P1P6 （3,237）、J6K2 （1,911）、
N4N4 （4,028）、L1M4 （4,032）、L1M1 （2,966）、
L1L4 （4,038）、L1L1 （1,775）、J6K4 （2,016）、
N4P1 （3,443）、Q3S6 （8,064）

2015/03 2019/07 4987457097912

49 十全大補湯
じ ゅ う ぜ ん た い ほ と う

50 炙甘草湯
し ゃ か ん ぞ う と う

51 七物降下湯
し ち も つ こ う か と う

52 参蘇飲
じ ん そ い ん
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生脈宝エキス細粒Ａ 500ｇ

M3N4 （59）、N4N4 （306）、P5P6 （302）、
P5Q6 （260）、R4R5 （319）、J2BK6 （133）、
P5R5 （92）、M3N2 （200）、K4K6 （100）、
J2BK1 （195）、H4CJ1 （306）、H4BJ1 （84）、
H4AJ1 （40）、K4M2 （150）

2014/07 2019/07 4987457101183

生脈宝エキス細粒Ａ 2.0g×300包

M3M6 （96）、R4S2 （166）、R4R6 （153）、
N4P6 （293）、S5T5 （34）、M3N3 （99）、
K4K6 （106）、J2BJ4 （60）、J2AJ4 （141）、
H4AJ1 （144）、M3M3 （35）、N4N6 （148）

2014/07 2019/07 4987457101190

生脈宝エキス細粒Ａ 2.0g×12包
P5P6 （1,361）、R4S1 （789）、M3N3 （922）、
M3M6 （905）、K4K6 （896）、J2AJ4 （996）、
H4AJ1 （971）、S5T5 （874）

2014/08 2019/07 4987457101213

O-73 折衝飲エキス〔細粒〕73 500ｇ
P6Q1 （201）、P6R4 （200）、M4Q1 （126）、
M4N6 （300）、K5M5 （73）、P6S4 （187）、
K5L4 （227）、K5K5 （300）、M4M5 （140）

2015/06 2019/07 4987457073992

O-73 折衝飲エキス〔細粒〕73 2.0g×300包
P6Q3 （57）、P6R5 （57）、M4P3 （40）、
K5L4 （99）、S5T2 （23）

2016/04 2019/07 4987457073930

O-85 清上防風湯エキス〔細粒〕85 500ｇ
Q2T2 （3）、K3L2 （160）、K3P1 （70）、
Q2Q3 （99）、Q2S1 （100）

2016/01 2019/07 4987457085995

O-85 清上防風湯エキス〔細粒〕85 2.0g×300包 Q2S6 （29）、Q2Q4 （39）、K3L2 （48） 2016/08 2019/07 4987457085933

O-85 清上防風湯エキス〔細粒〕85 2.0g×48包
K3K6 （143）、K3M4 （192）、Q2Q3 （240）、
Q2R6 （192）、Q2T1 （118）

2015/09 2019/07 4987457085926

O-39 続命湯エキス〔細粒〕39 500ｇ H4J3 （100）、H4M2 （76）、N1Q3 （73） 2015/02 2019/07 4987457100513

O-39 続命湯エキス〔細粒〕39 2.0g×300包 H4H6 （40）、N1N3 （39）、N1Q3 （23） 2015/01 2019/07 4987457100537

O-39 続命湯エキス〔細粒〕39 2.0g×48包
H4H5 （237）、H4K2 （192）、H4L6 （192）、
N1N3 （192）、N1P2 （144）、N1P6 （192）、
Q5R2 （229）、Q5S3 （168）

2014/07 2019/07 4987457100520

O-40 大柴胡湯エキス〔細粒〕40 500ｇ
K3K4 （60）、K3L5 （100）、N4N5 （120）、
N4Q2 （49）

2015/10 2019/07 4987457040994

O-40 大柴胡湯エキス〔細粒〕40 2.0g×300包
N4Q3 （88）、K3K5 （40）、R3T3 （37）、
R3S6 （40）、R3R4 （60）、K3N3 （59）、
N4P2 （59）、K3L1 （50）、K3L6 （48）

2015/06 2019/07 4987457040932

O-40 大柴胡湯エキス〔細粒〕40 2.0g×48包
K3L4 （383）、N4P3 （235）、R3R4 （144）、
R3S1 （148）

2016/01 2019/07 4987457040925

O-41 大黄牡丹皮湯エキス〔細粒〕41 500ｇ J1J1 （99）、P2P2 （18） 2015/01 2019/05 4987457041991

O-41 大黄牡丹皮湯エキス〔細粒〕41 2.0g×300包
J1J2 （39）、J1K6 （55）、P2P2 （49）、
P2R5 （31）

2014/11 2019/06 4987457041939

53 生脈宝
しょうみ ゃくほう

54 折衝飲
せ っ し ょ う い ん

55 清上防風湯
せ い じ ょ う ぼ う ふ う と う

56 続命湯
ぞ く め い と う

57 大柴胡湯
だ い さ い こ と う

58 大黄牡丹皮湯
だ い お う ぼ た ん ぴ と う
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59 竹茹温胆湯
ち く じ ょ う ん た ん と う

O-87竹茹温胆湯エキス顆粒87 2.5g×240包
P4Q3 （57）、P4T2 （35）、P4R5 （84）、
P4P4 （50）、K3N4 （38）、F5K3 （49）、
K3M3 （38）

2015/07 2019/07 4987457100810

O-42 猪苓湯エキス〔細粒〕42 500ｇ
J6K5 （160）、M1R2 （120）、M1P4 （121）、
J6L4 （159）、M1S1 （76）、M1N6 （121）

2015/08 2019/07 4987457042998

O-42 猪苓湯エキス〔細粒〕42 2.0g×300包

M1Q1 （77）、S4T1 （32）、S4S5 （43）、
M1S3 （35）、M1R1 （87）、M1N3 （59）、
J6L2 （118）、J6K6 （47）、J6K1 （77）、
M1P1 （60）

2015/03 2019/07 4987457042936

O-42 猪苓湯エキス〔細粒〕42 2.0g×12包
M1M6 （6,192）、S4S5 （824）、M1N2 （7,200）、
M1M2 （2,017）、J6M1 （2,818）、J6L2 （6,048）、
J6K6 （4,793）、J6K4 （5,039）、M1R6 （995）

2015/06 2019/07 4987457042912

O-43 釣藤散エキス〔細粒〕43 500ｇ
N4N4 （100）、N4N6 （182）、Q3S6 （102）、
Q3R2 （241）、J6K4 （200）、J6N4 （78）、
J6L5 （250）、N4Q3 （174）

2015/08 2019/07 4987457043995

O-43 釣藤散エキス〔細粒〕43 2.0g×300包

Q3R3 （87）、Q3S6 （31）、N4Q1 （97）、
N4P1 （58）、J6M4 （58）、J6L2 （100）、
J6K4 （79）、J6K1 （50）、J6N3 （59）、
T3T4 （34）

2015/04 2019/07 4987457043933

O-43 釣藤散エキス〔細粒〕43 2.0g×48包
J6M2 （192）、Q3S2 （283）、Q3Q4 （338）、
J6N3 （240）、J6K6 （236）、N4P3 （336）

2015/11 2019/07 4987457043926

62 調胃承気湯
ち ょ う い じ ょ う き と う

O-86 調胃承気湯エキス〔細粒〕86 500ｇ S1S2 （23） 2019/01 2019/06 4987457086992

O-44 当帰芍薬散料エキス〔細粒〕44 500ｇ
Q6S3 （171）、T4T4 （53）、Q6R1 （141）、
N4Q2 （161）、N4P4 （100）、J6AK4 （245）、
Q6T2 （62）、N4R1 （41）

2016/04 2019/07 4987457044992

O-44 当帰芍薬散料エキス〔細粒〕44 2.0g×300包

Q6R5 （117）、T4T5 （1）、Q6S3 （116）、
N4Q4 （116）、N4P6 （57）、J6BN3 （56）、
J6BM2 （60）、J6BL2 （89）、J6AK4 （76）、
N4P3 （60）、Q6T1 （126）

2015/06 2019/07 4987457044930

O-44 当帰芍薬散料エキス〔細粒〕44 2.0g×48包
N4Q5 （784）、N4N6 （376）、J6BL2 （287）、
J6BN3 （189）

2015/12 2019/07 4987457044923

O-46 当帰飲子エキス〔細粒〕46 500ｇ
L4M5 （159）、N5T2 （74）、N5R4 （197）、
N5R1 （180）、N5P4 （200）、K1K6 （200）、
K1K2 （206）、N5P1 （100）

2015/05 2019/07 4987457046996

O-46 当帰飲子エキス〔細粒〕46 2.0g×300包
N5S5 （40）、N5T2 （33）、N5R3 （59）、
N5N5 （77）、K1L5 （43）、K1K6 （44）、
K1K2 （35）

2015/04 2019/07 4987457046934

O-46 当帰飲子エキス〔細粒〕46 2.0g×48包

N5R6 （446）、N5N5 （624）、T5T6 （15）、
N5R1 （479）、N5P4 （623）、L4L5 （385）、
K1L5 （108）、K1K4 （239）、K1K2 （120）、
L4N3 （240）

2015/05 2019/07 4987457046927

当帰飲子
と う き い ん し

64

60 猪苓湯
ち ょ れ い と う

61 釣藤散
ち ょ う と う さ ん

63 当帰芍薬散料
と う き し ゃ く や く さ ん
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O-47 桃核承気湯エキス〔細粒〕47 500ｇ
J2L2 （141）、M5P3 （99）、Q6R1 （101）、
Q6S5 （39）、J2J3 （97）

2015/02 2019/07 4987457047993

O-47 桃核承気湯エキス〔細粒〕47 2.0g×300包
M5M6 （39）、Q6T1 （33）、Q6R5 （58）、
M5P1 （39）、J2M1 （27）、J2K5 （57）、
J2J4 （41）、M5Q2 （56）

2015/01 2019/07 4987457047931

O-47 桃核承気湯エキス〔細粒〕47 2.0g×48包
J2K1 （192）、J2L6 （186）、M5P2 （140）、
M5P4 （241）、Q6S1 （139）、Q6T1 （30）

2015/05 2019/06 4987457047924

O-48 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス〔細粒〕48 500ｇ
L4P2 （160）、R6T3 （6）、P3Q4 （180）、
J3L2 （240）、J3K2 （205）、L4M5 （160）、
R6S1 （221）

2015/04 2019/07 4987457048990

O-48 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス〔細粒〕48 2.0g×300包
L4P1 （116）、R6T2 （11）、P3R2 （90）、
L4L5 （146）、J3K6 （38）、J3J4 （83）、
R6S6 （78）

2015/02 2019/07 4987457048938

O-48 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス〔細粒〕48 2.0g×48包

J3L3 （532）、L4P2 （194）、P3R5 （777）、
P3Q5 （1,004）、P3P4 （1,007）、L4M2 （384）、
J3K6 （432）、J3K2 （325）、J3J4 （287）、
L4P1 （479）

2014/12 2019/07 4987457048921

O-49 人参湯エキス〔細粒〕49 500ｇ
L2N4 （100）、L2P2 （101）、L2Q4 （121）、
L2R5 （100）、S5S5 （49）、L2L4 （100）

2016/05 2019/07 4987457049997

O-49 人参湯エキス〔細粒〕49 2.0g×300包 L2S5 （35）、L2N5 （46）、L2R1 （38） 2017/02 2019/07 4987457049935

O-49 人参湯エキス〔細粒〕49 2.0g×12包 S5T2 （440）、L2P5 （573）、L2M1 （412） 2016/05 2019/07 4987457049911

O-51 半夏厚朴湯エキス〔細粒〕51 500ｇ

H4J5 （141）、M2N6 （33）、R5S6 （83）、
R5R6 （241）、P3Q1 （301）、N4N6 （280）、
M2N4 （100）、M2M3 （107）、K6L5 （200）、
H4K2 （202）、H4H6 （160）、K6K6 （200）

2014/09 2019/07 4987457051990

O-51 半夏厚朴湯エキス〔細粒〕51 2.0g×300包

P3P6 （119）、H4K4 （99）、R5T1 （105）、
R5S4 （100）、R5R5 （99）、S5T3 （124）、
P3Q6 （146）、M2N3 （48）、K6L2 （140）、
H4J6 （79）、H4H6 （79）、M2M2 （59）、
N4N6 （136）

2014/10 2019/07 4987457051938

O-51 半夏厚朴湯エキス〔細粒〕51 2.0g×12包

M2N1 （4,032）、S5T4 （3,028）、S5T1 （5040）、
R5S3 （5,028）、R5R5 （5,040）、P3Q6 （5,445）、
P3P4 （3,566）、M2N3 （1,956）、M2M4 （4,032）、
K6M1 （875）、K6L5 （1,199）、K6L2 （2,012）、
K6K6 （2,004）、H4K2 （1,543）、N4N6 （9,555）

2015/04 2019/07 4987457051914

69 半夏瀉心湯
は ん げ し ゃ し ん と う

O-53 半夏瀉心湯エキス〔細粒〕53 500ｇ

L1L3 （201）、P2R1 （199）、R5AS5 （71）、
P2P6 （161）、L1N6 （202）、H6K4 （240）、
H6K1 （201）、H6J1 （100）、H6J4 （160）、
K6L3 （170）、R5S1 （160）

2014/09 2019/07 4987457053994

65 桃核承気湯
と う か く じ ょ う き と う

66 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
と う き し ぎ ゃ く か ご し ゅ ゆ し ょ う き ょ う と う

67 人参湯
に ん じ ん と う

68 半夏厚朴湯
は ん げ こ う ぼ く と う
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No. 容量 ロットNo.（出荷数量） 出荷開始 出荷終了 JANコード製品名

O-53 半夏瀉心湯エキス〔細粒〕53 2.0g×300包

L1P1 （39）、R5S5 （34）、R5AT2 （53）、
R5AS5 （40）、P2R2 （88）、P2P2 （49）、
L1N3 （59）、L1L4 （98）、K6K6 （59）、
H6J6 （80）、H6J3 （51）、P2Q2 （89）

2014/12 2019/07 4987457053932

O-53 半夏瀉心湯エキス〔細粒〕53 2.0g×12包

L1N3 （2,013）、R5AS5 （3,023）、
T3T4A （3,372）、T3T4 （3,023）、
R5R5 （3,014）、R5AT2 （2,695）、
R5AS6 （2,324）、H6J1 （2,004）、
L1N6 （1,960）、L1M5 （1,919）、L1M1 （1,008）、
K6K6 （2,001）、P2Q4 （2,123）、P2P2 （3,013）

2015/04 2019/07 4987457053918

O-54 麦門冬湯エキス〔細粒〕54 500ｇ
K3K6 （80）、T1AT2 （84）、S4S5 （102）、
R2R2 （180）、P1Q1 （162）、K3L2 （313）、
J5K6 （77）、J5K2 （160）、N3N4 （200）

2015/04 2019/07 4987457054991

O-54 麦門冬湯エキス〔細粒〕54 2.0g×300包

Q4Q6 （118）、P1P6 （96）、S1S4 （49）、
T1AT2 （50）、P5Q6 （22）、M3N3 （96）、
L2M2 （79）、L2L4 （66）、K3K6 （98）、
J5K3 （101）、S4S6 （79）、P1P2 （97）

2015/05 2019/07 4987457054939

O-54 麦門冬湯エキス〔細粒〕54 2.0g×48包

P5Q3 （864）、N3N5 （432）、S1S4 （345）、
P1P6 （622）、N5P1 （818）、L2M2 （164）、
K3K6 （432）、J5K5 （378）、J5K1 （240）、
S4S6 （418）、M3N1 （237）

2015/02 2019/07 4987457054922

O-54 麦門冬湯エキス〔細粒〕54 2.0g×12包

M3N3 （2,016）、T1AT2 （2,757）、S4S5 （2,016）、
P5Q3 （2,880）、N5P1 （2,729）、L2M1 （3,024）、
K3L2 （2,068）、J5K3 （1,981）、J4J6 （2,016）、
P1Q1 （3,802）

2015/01 2019/07 4987457054915

O-88 半夏白朮天麻湯エキス〔細粒〕88 500ｇ

P4P4 （201）、R4T1 （137）、R4S4 （200）、
P4Q3 （300）、L4N5 （232）、L4N3 （140）、
L4L4 （230）、K1L3 （77）、K1K6 （160）、
K1K4 （160）、R4R5 （200）

2015/06 2019/07 4987457088996

O-88 半夏白朮天麻湯エキス〔細粒〕88 2.0g×300包

P4P4 （49）、L4N5 （48）、T3T3 （19）、
R4S6 （58）、R4R5 （57）、K1K4 （39）、
L4N1 （49）、L4L4 （60）、K1K6 （39）、
P4Q3 （82）

2015/05 2019/07 4987457088934

O-88 半夏白朮天麻湯エキス〔細粒〕88 2.0g×48包

L4N5 （624）、R4S5 （530）、R4R5 （1,056）、
P4R2 （238）、P4P4 （815）、L4N1 （576）、
L4M2 （317）、K1L2 （864）、K1K4 （381）、
P4Q1 （1,185）

2015/06 2019/07 4987457088927

O-89 白虎加人参湯エキス〔細粒〕89 500ｇ

Q1R4 （99）、L4N3 （120）、S1S6 （31）、
Q1Q2 （80）、L4Q2 （48）、H4K5 （160）、
H4J6 （118）、H4J1 （100）、H4H4 （61）、
L4L5 （187）

2014/07 2019/07 4987457089993

O-89 白虎加人参湯エキス〔細粒〕89 2.0g×300包
H4J3 （40）、H4K3 （37）、H4L2 （64）、
L4M2 （40）、L4N5 （156）、Q1S1 （145）、
S1S5 （50）

2015/01 2019/07 4987457089931

半夏瀉心湯
は ん げ し ゃ し ん と う

69

70 麦門冬湯
ば く も ん ど う と う

71 半夏白朮天麻湯
は ん げ び ゃ く じ ゅ つ て ん ま と う

72 白虎加人参湯
び ゃ っ こ か に ん じ ん と う
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O-56 防已黄耆湯エキス〔細粒〕56 500ｇ
Q6R1 （158）、Q6S3 （100）、P2P4 （100）、
P2P2 （120）、L4N4 （106）、L4L4 （176）、
Q6S6 （97）

2016/04 2019/07 4987457056995

O-56 防已黄耆湯エキス〔細粒〕56 2.0g×300包
L4N3 （47）、P2P4 （48）、P2Q6 （77）、
Q6S2 （59）、Q6S5 （99）、T6T6 （25）

2016/12 2019/07 4987457056933

O-56 防已黄耆湯エキス〔細粒〕56 2.0g×48包
Q6S2 （240）、Q6S4 （253）、L4N3 （192）、
P2P5 （480）

2016/10 2019/07 4987457056926

O-57 防風通聖散エキス〔細粒〕57 500ｇ
L2M2 （53）、L2N3 （101）、L2P4 （120）、
Q3R2 （95）

2016/07 2019/07 4987457057992

O-57 防風通聖散エキス〔細粒〕57 2.0g×300包
Q3S2 （59）、Q3S5 （80）、Q3R5 （59）、
L2Q2 （54）、L2N6 （76）、L2L2 （96）、
Q3T2 （99）

2015/10 2019/07 4987457057930

O-57 防風通聖散エキス〔細粒〕57 2.0g×48包
L2L2 （289）、L2N6 （239）、L2P6 （235）、
Q3S3 （206）

2016/01 2019/07 4987457057923

O-58 補中益気湯エキス〔細粒〕58 500ｇ

N3N6 （301）、R4S4 （203）、R4R5 （162）、
P5R5 （74）、R4T1 （182）、P5P6 （199）、
H5N3 （27）、H5L4 （346）、H5K5 （302）、
H5K1 （242）、H5J2 （240）、P5Q3 （300）、
N3N4 （140）

2014/11 2019/07 4987457058999

O-58 補中益気湯エキス〔細粒〕58 2.0g×300包

H5L2 （158）、R4T1 （125）、R4S3 （156）、
P5R2 （175）、P5Q3 （116）、P5P6 （115）、
N3N4 （78）、H5K3 （116）、H5J5 （97）、
N3N6 （117）

2015/01 2019/07 4987457058937

O-58 補中益気湯エキス〔細粒〕58 2.0g×48包
N3N6 （432）、P5Q3 （480）、R4T2 （259）、
P5R3 （720）、H5K1 （191）、H5L5 （335）、
H5K4 （287）、N3N4 （239）、R4S5 （431）

2015/02 2019/07 4987457058920

O-59 麻黄湯エキス〔細粒〕59 2.0g×300包
S3T1 （44）、P3P6 （78）、P3P3 （49）、
P3R3 （60）、S3S6 （39）

2017/05 2019/07 4987457059934

O-59 麻黄湯エキス〔細粒〕59 2.0g×12包 P3P5 （1,966）、P3R3 （1,401）、S3S4 （288） 2017/11 2019/07 4987457059910

O-60 麻杏甘石湯エキス〔細粒〕60 500ｇ L1L1 （90）、L1L4 （199）、T1T2 （38） 2015/07 2019/07 4987457060992

O-60 麻杏甘石湯エキス〔細粒〕60 2.0g×300包
M2R3 （69）、T1T2 （24）、M2Q3 （60）、
M2N3 （48）、L1M1 （48）

2016/07 2019/07 4987457060930

O-60 麻杏甘石湯エキス〔細粒〕60 2.0g×12包
M2P1 （1,009）、M2Q3 （915）、M2R5 （730）、
L1L6 （1,008）

2016/10 2019/07 4987457060916

O-61 麻杏薏甘湯エキス〔細粒〕61 500ｇ
P4S6 （90）、J5J5 （78）、J5K5 （125）、
L5L6 （120）、L5N1 （243）、N2N5 （180）

2015/04 2019/06 4987457061999

O-61 麻杏薏甘湯エキス〔細粒〕61 2.0g×300包
P4T1 （20）、P4R2 （60）、J5J6 （38）、
P4P4 （39）、J5K5 （60）

2015/03 2019/07 4987457061937

73 防已黄耆湯
ぼ う い お う ぎ と う

74 防風通聖散
ぼ う ふ う つ う し ょ う さ ん

75 補中益気湯
ほ ち ゅ う え っ き と う

76 麻黄湯
ま お う と う

麻杏甘石湯
ま き ょ う か ん せ き と う

77

麻杏薏甘湯
ま き ょ う よ く か ん と う

78
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78 麻杏薏甘湯
ま き ょ う よ く か ん と う

O-61 麻杏薏甘湯エキス〔細粒〕61 2.0g×48包
J5K5 （235）、L5M2 （144）、N2N3 （189）、
P4P5 （308）

2015/10 2019/07 4987457061920

O-90 麻子仁丸〔細粒〕90 500ｇ

K2L5 （51）、S6T3 （37）、P2S4 （126）、
P2R2 （160）、P2Q1 （160）、P2P3 （120）、
L2L5 （80）、K2K5 （161）、K2K2 （100）、
L2M4 （140）

2015/04 2019/07 4987457090999

O-90 麻子仁丸〔細粒〕90 2.0g×300包
P2R1 （77）、L2N5 （80）、S6S6 （59）、
P2Q2 （55）、L2L5 （36）、K2K3 （58）、
K2K6 （49）、L2M5 （47）、S6T3 （2）

2015/05 2019/07 4987457090937

O-90 麻子仁丸〔細粒〕90 2.0g×12包
L2L5 （570）、N1N1 （10,065）、N1N5 （9,455）、
P2S1 （3,011）、S6S6 （3,865）

2016/04 2019/07 4987457090913

O-91 薏苡薏仁湯エキス〔細粒〕91 500ｇ
H6L2 （141）、N4N4 （100）、N4Q3 （101）、
N4R2 （33）、R3R3 （65）、R3S6 （13）

2016/01 2019/07 4987457091996

O-91 薏苡仁湯エキス〔細粒〕91 2.0g×300包
N4Q2 （39）、R3S4 （24）、N4N6 （39）、
H6K6 （39）、H6J3 （40）

2015/02 2019/07 4987457091934

O-91 薏苡仁湯エキス〔細粒〕91 2.0g×48包 H6N4 （249）、R3R6 （30）、H6K4 （192） 2015/07 2019/07 4987457091927

O-92 抑肝散加陳皮半夏エキス〔細粒〕92 500ｇ

K6L5 （500）、S5S5 （300）、S1AS5 （292）、
S1AS2 （402）、Q1R2 （454）、Q1Q2 （601）、
S5T2 （223）、P3P4 （400）、K2K6 （528）、
K2K3 （443）、H4K2 （62）、H4J5 （400）、
H4J1 （403）、M5N4 （600）、K6M2 （529）

2014/10 2019/07 4987457092993

O-92 抑肝散加陳皮半夏エキス〔細粒〕92 2.0g×300包

M5N6 （119）、T5T6 （35）、S5T2 （117）、
S1AS4 （99）、P3P6 （195）、M5N3 （98）、
H4H5 （120）、K2K6 （159）、R2R5 （176）、
K2K3 （118）、H4J6 （122）、H4J4 （120）、
K6L5 （187）

2014/08 2019/07 4987457092931

O-92 抑肝散加陳皮半夏エキス〔細粒〕92 2.0g×48包

M5N3 （2,373）、H4H4 （960）、S1AS2 （2,016）、
S5S6 （918）、Q1Q4 （2,778）、P3Q1 （2,767）、
P3P3 （2,016）、K6M2 （1,197）、K6L2 （2,015）、
K2K6 （1,551）、K2K3 （1,200）、H4J1 （1,007）、
H4J6 （1,200）、M5M6 （2,011）

2014/06 2019/07 4987457092924

O-62 苓甘姜味辛夏仁湯エキス〔細粒〕62 500ｇ
H6M2 （100）、R3R4 （100）、H6K6 （100）、
H6J1 （95）、R3S5 （21）

2015/01 2019/07 4987457062996

O-62 苓甘姜味辛夏仁湯エキス〔細粒〕62 2.5g×300包
H6L1 （39）、H6M2 （39）、H6N3 （43）、
P4Q2 （56）、P4R2 （56）、R3T2 （57）

2015/11 2019/06 4987457062934

O-62 苓甘姜味辛夏仁湯エキス〔細粒〕62 2.5g×12包
P4P5 （1,147）、P4R2 （1,014）、H6M1 （574）、
H6K1 （576）、R3S2 （642）、H6N3 （568）

2015/05 2019/07 4987457062910

79 麻子仁丸
ま し に ん が ん

80 薏苡仁湯
よ く い に ん と う

81 抑肝散加陳皮半夏
よ く か ん さ ん か ち ん ぴ は ん げ

82 苓甘姜味辛夏仁湯
り ょ う か ん き ょ う み し ん げ に ん と う
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O-63 苓桂朮甘湯エキス〔細粒〕63 500ｇ

Q2Q2 （181）、R3T3 （27）、R3S5 （121）、
Q2R2 （180）、M1P1 （181）、M1N3 （120）、
M1M5 （100）、M1M2 （51）、J6L2 （120）、
J6K4 （120）、J2J5 （148）、Q2S3 （34）

2015/01 2019/07 4987457063993

O-63 苓桂朮甘湯エキス〔細粒〕63 2.0g×300包

Q2R3 （117）、R3S3 （98）、J6M1 （59）、
Q2Q2 （57）、M1Q2 （37）、M1P4 （68）、
M1N6 （58）、M1N3 （58）、J6K4 （60）、
J6K2 （59）、J2J3 （540）、J2J2 （59）、
J1J2 （540）、J1J1 （540）、H6J1 （540）、
H5H6 （540）、J6K6 （78）、R3T2 （82）

2014/06 2019/07 4987457063931

O-63 苓桂朮甘湯エキス〔細粒〕63 2.0g×48包
M1N5 （239）、M1P6 （237）、J6L5 （240）、
J6K4 （142）、Q2Q5 （490）

2015/09 2019/07 4987457063924

O-65 六君子湯エキス〔細粒〕65 500ｇ
S6T2 （50）、P6S4 （101）、P6Q3 （180）、
L2M2 （101）、L2P1 （180）、L2N4 （101）

2016/07 2019/07 4987457065997

O-65 六君子湯エキス〔細粒〕65 2.0g×300包
L2L3 （78）、L2N3 （48）、L2P2 （37）、
P6Q2 （58）、P6R3 （59）、P6S3 （59）、
P6T1 （58）、S6T3 （30）

2015/12 2019/07 4987457065935

O-65 六君子湯エキス〔細粒〕65 2.0g×48包
L2L4 （192）、P6S5 （374）、P6R3 （480）、
P6Q2 （432）、L2P4 （220）、L2N3 （239）、
L2M2 （144）、L2M5 （236）

2015/11 2019/07 4987457065928

O-93 竜胆瀉肝湯エキス〔細粒〕93 500ｇ
H6K4 （100）、S1S2 （102）、S1T2 （3）、
M6Q3 （160）、H6L2 （161）、H6J6 （100）、
H6M2 （72）、M6N6 （160）

2015/04 2019/07 4987457093990

O-93 竜胆瀉肝湯エキス〔細粒〕93 2.0g×300包
S1S6 （20）、H6J5 （38）、H6K4 （45）、
H6K6 （57）、M6N1 （51）、M6N6 （40）、
M6Q3 （57）、M6R1 （63）

2015/03 2019/07 4987457093938

O-93 竜胆瀉肝湯エキス〔細粒〕93 2.0g×12包
S1S1 （654）、M6P5 （1,433）、M6N3 （1,008）、
H6K4 （1,008）、H6L6 （965）

2015/09 2019/06 4987457093914

O-74 六味丸〔細粒〕74 500ｇ

N1N1 （100）、S3S5 （299）、Q3R6 （244）、
Q3Q6 （399）、P3Q1 （367）、P3P3 （302）、
S3T2 （144）、N1N3 （300）、K6M2 （49）、
K6L4 （400）、H5K6 （353）、H5K2 （402）、
H5J5 （399）、H5H5 （401）、K6N1 （143）、
N1P1 （81）

2014/08 2019/07 4987457074999

O-74 六味丸〔細粒〕74 2.0g×300包

K6L2 （64）、S3T2 （48）、S3S4 （78）、
Q3R2 （89）、P3P4 （96）、N1N6 （99）、
K6M5 （49）、K6L1 （39）、H5J6 （49）、
H5J3 （62）、N1N2 （60）

2014/12 2019/07 4987457074937

O-74 六味丸〔細粒〕74 2.0g×48包
Q3R5 （162）、H5K2 （240）、K6L5 （240）、
N1N1 （240）、N1N5 （240）、P3P4 （236）

2015/05 2019/07 4987457074920

六味丸
ろ く み が ん

86

六君子湯
り っ く ん し と う

85 竜胆瀉肝湯
り ゅ う た ん し ゃ か ん と う

83 苓桂朮甘湯
り ょ う け い じ ゅ つ か ん と う
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