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効
能
ＩＤ

処方名 製品名 効能又は効果
効能・効果から直接
考えられる傷病名

索引用語

傷病名
ICD10対応標準病名マス
ター・傷病名マスター5.08

版（2022 /1/1）

レセ電算
コード

ＩＣＤ１０
【2013年版】

1 安中散 〔東洋〕安中散料エキス細粒 やせ やせ やせ 7832001 R634
クラシエ安中散料エキス細粒 胃痛 胃痛 胃痛 8830562 R101
オースギ安中散料エキスＧ 腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104
ＪＰＳ安中散料エキス顆粒〔調剤用〕 胸やけ 胸やけ 胸やけ 7871001 R12
ツムラ安中散エキス顆粒（医療用） げっぷ げっぷ おくび 8830990 R14
テイコク安中散エキス顆粒 食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
本草安中散料エキス顆粒－Ｍ はきけ はきけ 嘔気 7870012 R11
オースギ安中散料エキスＴ錠 神経性胃炎 神経性胃炎 神経性胃炎 3064021 F54
コタロー安中散エキスカプセル 神経症 神経症 神経症 3009007 F489

胃炎 胃炎 胃炎 8830417 K297
慢性胃炎 慢性胃炎 慢性胃炎 5351003 K295
胃アトニー 胃アトニー 胃腸虚弱 8844662 K318
心窩部痛 心窩部痛 心窩部痛 7865013 R101
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

2 安中散 コタロー安中散エキス細粒 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
神経質 神経質 神経質 8834942 R450
胃痛 胃痛 胃痛 8830562 R101
胸やけ 胸やけ 胸やけ 7871001 R12
胃炎 胃炎 胃炎 8830417 K297
胃酸過多症 胃酸過多症 過酸症 8831204 K318
胃潰瘍 胃潰瘍 胃潰瘍 5319009 K259
胃痛 胃痛 胃痛 8830562 R101
心窩部痛 心窩部痛 心窩部痛 7865013 R101
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

1 胃苓湯 ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用） 水瀉性下痢 水瀉性下痢 下痢症 8833267 A099
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
食あたり 食あたり 食中毒 59003 T629
暑気あたり 暑気あたり 暑気あたり 8844730 T678
冷え腹 冷え腹 下痢症 8833267 A099
急性胃腸炎 急性胃腸炎 急性胃腸炎 91009 A099
腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

1 茵ちん蒿湯 ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） 尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
黄疸 黄疸 黄疸 7824001 R17
肝硬変症 肝硬変症 肝硬変症 8831512 K746
ネフローゼ ネフローゼ ネフローゼ症候群 5819004 N049
じんま疹 じんま疹 じんま疹 8841304 L509
口内炎 口内炎 口内炎 5280017 K121
心窩部不快 心窩部不快 心窩部不快 8844738 R198

2 茵ちん蒿湯 コタロー茵ちん蒿湯エキスカプセル 口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
黄疸 黄疸 黄疸 7824001 R17
じんま疹 じんま疹 じんま疹 8841304 L509
口内炎 口内炎 口内炎 5280017 K121
胆のう炎 胆のう炎 胆のう炎 8837151 K819
心窩部不快 心窩部不快 心窩部不快 8844738 R198

3 茵ちん蒿湯 コタロー茵ちん蒿湯エキス細粒 口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
オースギ茵ちん蒿湯エキスＧ 便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
テイコク茵ちん蒿湯エキス顆粒 蕁麻疹 蕁麻疹 じんま疹 8841304 L509

口内炎 口内炎 口内炎 5280017 K121
心窩部不快 心窩部不快 心窩部不快 8844738 R198

1 茵ちん五苓散 ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用） 口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
じんま疹 じんま疹 じんま疹 8841304 L509
二日酔 二日酔 宿酔 3050006 F100
むかつき むかつき 悪心 7870002 R11
むくみ むくみ 浮腫 7823024 R609
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
水毒 水毒 水毒 8844754 R688

1 温経湯 ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用） ほてり ほてり ほてり 8844828 R232
口唇乾燥 口唇乾燥 口唇乾燥 8844714 R682
月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
月経困難 月経困難 月経困難症 8833259 N946
こしけ こしけ 帯下 6235001 N898
更年期障害 更年期障害 更年期症候群 6272001 N951
不眠 不眠 不眠症 8839792 G470
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
しもやけ しもやけ 凍瘡 8838043 T691
お血 お血 お血 8844666 R688

のどが渇いて，尿が少
ないものの次の諸症
嘔吐，じんましん，二日
酔のむかつき，むくみ

手足がほてり，唇がか
わくものの次の諸症
月経不順，月経困難，こ
しけ，更年期障害，不
眠，神経症，湿疹，足腰
の冷え，しもやけ

やせ型で腹部筋肉が弛
緩する傾向にあり，胃痛
または腹痛があって，と
きに胸やけ，げっぷ，食
欲不振，はきけなどを伴
う次の諸症
神経性胃炎，慢性胃
炎，胃アトニー

冷え症、神経質で、胃痛
や胸やけのあるもの。
胃腸病、胃炎、胃酸過
多症、胃潰瘍による胃
痛。

水瀉性の下痢，嘔吐が
あり，口渇，尿量減少を
伴う次の諸症
食あたり，暑気あたり，
冷え腹，急性胃腸炎，腹
痛

尿量減少，やゝ便秘がち
で比較的体力のあるも
のの次の諸症：
黄疸，肝硬変症，ネフ
ローゼ，じんましん，口
内炎

咽喉がかわき、胸苦し
く、便秘するもの、あるい
は肝臓部に圧痛があっ
て黄疸を発するもの。
ジンマ疹、口内炎、胆の
う炎。

口渇があり、尿量少な
く、便秘するものの次の
諸症
蕁麻疹、口内炎
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2 温経湯 コタロー温経湯エキス細粒 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
ほてり ほてり ほてり 8844828 R232
口唇乾燥 口唇乾燥 口唇乾燥 8844714 R682
指掌角皮症 指掌角皮症 手掌角皮症 7573018 Q828
更年期神経症 更年期神経症 更年期神経症 8844717 N951
更年期症候群 更年期症候群 更年期症候群 6272001 N951
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
月経過多 月経過多 過多月経 6262002 N920
月経痛 月経痛 月経痛 6252001 N946
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456
帯下 帯下 帯下 6235001 N898
お血 お血 お血 8844666 R688

1 温清飲 コタロー温清飲エキス細粒 のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
ジュンコウ温清飲ＦＣエキス細粒医療用 月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
〔東洋〕温清飲エキス細粒 月経困難 月経困難 月経困難症 8833259 N946
クラシエ温清飲エキス細粒 血の道症 血の道症 血の道症 8844785 N951
オースギ温清飲エキスＧ 更年期障害 更年期障害 更年期症候群 6272001 N951
ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） 神経症 神経症 神経症 3009007 F489
テイコク温清飲エキス顆粒
本草温清飲エキス顆粒－Ｍ

1 越婢加朮湯 ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用） 浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
発汗過剰 発汗過剰 多汗症 7808004 R619
小便不利 小便不利 小便不利 8844729 R34
腎炎 腎炎 腎炎 5839010 N059
ネフローゼ ネフローゼ ネフローゼ症候群 5819004 N049
脚気 脚気 脚気 8831376 E511
関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 8842106 M0690
夜尿症 夜尿症 夜尿症 3076004 R32
湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309

2 越婢加朮湯 コタロー越婢加朮湯エキス細粒 口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
水疱症 水疱症 水疱症 8835713 L139
浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35
腎炎 腎炎 腎炎 5839010 N059
ネフローゼ ネフローゼ ネフローゼ症候群 5819004 N049
湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309
脚気 脚気 脚気 8831376 E511

3 越婢加朮湯 ＪＰＳ越婢加朮湯エキス顆粒〔調剤用〕 浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
尿利減少 尿利減少 乏尿 7885005 R34
腎炎 腎炎 腎炎 5839010 N059
ネフローゼ ネフローゼ ネフローゼ症候群 5819004 N049
脚気 脚気 脚気 8831376 E511
浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
変形性膝関節症 変形性膝関節症 変形性膝関節症 7153018 M171
関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 8842106 M0690
急性結膜炎 急性結膜炎 急性結膜炎 3720008 H103
フリクテン性結膜炎 フリクテン性結膜炎 フリクテン性結膜炎 3703004 H162
翼状片 翼状片 翼状片 3724001 H110
湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309

1 黄耆建中湯 〔東洋〕黄耆建中湯エキス細粒 体質虚弱 体質虚弱 虚弱 8832689 R53
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用） 疲労 疲労 疲労感 8839426 R53

虚弱体質 虚弱体質 虚弱 8832689 R53
病後の衰弱 病後の衰弱 体力低下 8844779 R53
寝汗 寝汗 寝汗 8838640 R619
腹皮拘急 腹皮拘急 腹皮拘急 8844822 R198

91 黄ごん湯 三和黄ごん湯エキス細粒 腸カタル 腸カタル 腸カタル 91022 A090
消化不良 消化不良 消化不良症 8834689 R101
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099

1 黄連湯 〔東洋〕黄連湯エキス細粒 胃部停滞感 胃部停滞感 心窩部不快 8844738 R198
太虎堂の黄連湯エキス顆粒 胃部重圧感 胃部重圧感 心窩部不快 8844738 R198
ツムラ黄連湯エキス顆粒（医療用） 食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630

急性胃炎 急性胃炎 急性胃炎 5350004 K291
二日酔 二日酔 宿酔 3050006 F100
口内炎 口内炎 口内炎 5280017 K121
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198

2 黄連湯 コタロー黄連湯エキス細粒 胃部圧重感 胃部圧重感 心窩部不快 8844738 R198
食欲減退 食欲減退 食欲不振 7830003 R630
腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104
悪心 悪心 悪心 7870002 R11
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
口臭 口臭 口臭 7849010 R196
舌苔 舌苔 舌苔 8836451 K143
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
胃腸カタル 胃腸カタル カタル性胃腸炎 91002 A090
口内炎 口内炎 口内炎 5280017 K121
消化不良 消化不良 消化不良症 8834689 R101
胃酸過多症 胃酸過多症 過酸症 8831204 K318
宿酔 宿酔 宿酔 3050006 F100
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198

胃部の停滞感や重圧
感，食欲不振のあるもの
の次の諸症
急性胃炎，二日酔，口
内炎

胃部に圧重感があって、
食欲減退、腹痛、悪心、
嘔吐、口臭、舌苔などが
あり、便秘または下痢す
るもの。
胃腸カタル、口内炎、消
化不良、胃酸過多症、
宿酔。

冷え症で手掌がほてり、
口唇が乾燥しやすいつ
ぎの諸症に用いる。
指掌角皮症、更年期神
経症、月経不順、月経
過多、月経痛、頭痛、腰
痛、帯下。

皮膚の色つやが悪く，の
ぼせるものに用いる
月経不順，月経困難，
血の道症，更年期障
害，神経症

浮腫と汗が出て小便不
利のあるものの次の諸
症
腎炎，ネフローゼ，脚
気，関節リウマチ，夜尿
症，湿疹

咽喉がかわき浮腫また
は水疱が甚だしく尿量減
少または頻尿のもの、あ
るいは分泌物の多いも
の。
腎炎、ネフローゼ、湿
疹、脚気。

浮腫，尿利減少などが
あるものの次の諸症
腎炎，ネフロ－ゼなどの
初期の浮腫，脚気の浮
腫，変形性膝関節症，
関節リウマチ，急性結膜
炎，フリクテン性結膜
炎，翼状片，湿疹

身体虚弱で疲労しやす
いものの次の諸症
虚弱体質，病後の衰
弱，ねあせ

腸カタル、消化不良、嘔
吐、下痢
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1 黄連解毒湯 ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
コタロー黄連解毒湯エキス細粒 鼻出血 鼻出血 鼻出血症 8839467 R040
ジュンコウ黄連解毒湯ＦＣエキス細粒医療用 高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
〔東洋〕黄連解毒湯エキス細粒 不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 ノイローゼ ノイローゼ 神経症 3009007 F489
オースギ黄連解毒湯エキスＧ 胃炎 胃炎 胃炎 8830417 K297
ＪＰＳ黄連解毒湯エキス顆粒〔調剤用〕 二日酔 二日酔 宿酔 3050006 F100
太虎堂の黄連解毒湯エキス顆粒 血の道症 血の道症 血の道症 8844785 N951
テイコク黄連解毒湯エキス顆粒 めまい めまい めまい 8841308 R42
本草黄連解毒湯エキス顆粒－Ｍ 動悸 動悸 動悸 7851005 R002
オースギ黄連解毒湯エキスＴ錠 湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309
クラシエ黄連解毒湯エキス錠 皮膚炎 皮膚炎 皮膚炎 6869043 L309
コタロー黄連解毒湯エキスカプセル 皮膚そう痒症 皮膚そう痒症 皮膚そう痒症 8841388 L299
三和黄連解毒湯エキス細粒 心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198

心窩部痛 心窩部痛 心窩部痛 7865013 R101
1 乙字湯 ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用） キレ痔 キレ痔 裂肛 5650010 K602

イボ痔 イボ痔 痔核 4556002 K649
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

2 乙字湯 コタロー乙字湯エキス細粒 痔核 痔核 痔核 4556002 K649
脱肛 脱肛 肛門脱 5691009 K622
肛門出血 肛門出血 肛門出血 8833703 K625
痔疾 痔疾 痔核 4556002 K649
疼痛 疼痛 疼痛 8838060 R529
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

3 乙字湯 三和乙字湯エキス細粒 便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
疼痛 疼痛 疼痛 8838060 R529
出血 出血 出血 4590002 R58
痔疾 痔疾 痔核 4556002 K649
痔核 痔核 痔核 4556002 K649
脱肛 脱肛 肛門脱 5691009 K622
肛門出血 肛門出血 肛門出血 8833703 K625
陰部そう痒症 陰部そう痒症 外陰部そう痒症 8841353 L292
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

4 乙字湯 ジュンコウ乙字湯ＦＣエキス細粒医療用 便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
クラシエ乙字湯エキス細粒 痔核 痔核 痔核 4556002 K649
オースギ乙字湯エキスＧ いぼ痔 いぼ痔 痔核 4556002 K649
ＪＰＳ乙字湯エキス顆粒〔調剤用〕 きれ痔 きれ痔 裂肛 5650010 K602
太虎堂の乙字湯エキス顆粒 便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
テイコク乙字湯エキス顆粒 胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
本草乙字湯エキス顆粒－Ｍ

1 葛根湯 ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
発熱 発熱 発熱 7806011 R509
悪寒 悪寒 悪寒 7809023 R688
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
鼻かぜ 鼻かぜ 感染性鼻炎 8831632 J00
かぜ かぜ かぜ 4609023 J00
鼻炎 鼻炎 鼻炎 4781015 J310
結膜炎 結膜炎 結膜炎 3723001 H109
角膜炎 角膜炎 角膜炎 3709002 H169
中耳炎 中耳炎 中耳炎 3829010 H669
扁桃腺炎 扁桃腺炎 扁桃炎 4639033 J039
乳腺炎 乳腺炎 乳腺炎 6110007 N61
リンパ腺炎 リンパ腺炎 リンパ節炎 2893003 I889
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
神経痛 神経痛 神経痛 8834958 M7929
じんま疹 じんま疹 じんま疹 8841304 L509

2 葛根湯 コタロー葛根湯エキス細粒 頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
発熱 発熱 発熱 7806011 R509
悪寒 悪寒 悪寒 7809023 R688
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
鼻かぜ 鼻かぜ 感染性鼻炎 8831632 J00
かぜ かぜ かぜ 4609023 J00
鼻炎 鼻炎 鼻炎 4781015 J310
蓄膿症 蓄膿症 慢性副鼻腔炎 4739014 J329
扁桃腺炎 扁桃腺炎 扁桃炎 4639033 J039
結膜炎 結膜炎 結膜炎 3723001 H109
乳腺炎 乳腺炎 乳腺炎 6110007 N61
湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309
蕁麻疹 蕁麻疹 じんま疹 8841304 L509
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
神経痛 神経痛 神経痛 8834958 M7929
偏頭痛 偏頭痛 片頭痛 3469004 G439
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51

病状がそれほど激しくな
く，体力が中位で衰弱し
ていないものの次の諸

痔核、脱肛、肛門出血、
痔疾の疼痛。

便秘がちで局所に痛み
があり、時に少量の出
血があるものの次の諸
症：
一般痔疾、痔核、脱肛、
肛門出血、女子陰部そ
う痒症

大便がかたくて便秘傾
向のあるものの次の諸
症：
痔核【いぼ痔】、きれ痔、
便秘

自然発汗がなく頭痛，発
熱，悪寒，肩こり等を伴
う比較的体力のあるも
のの次の諸症
感冒，鼻かぜ，熱性疾
患の初期，炎症性疾患
【結膜炎，角膜炎，中耳
炎，扁桃腺炎，乳腺炎，
リンパ腺炎】，肩こり，上
半身の神経痛，じんまし
ん

頭痛、発熱、悪寒がし
て、自然発汗がなく、
項、肩、背などがこるも
の、あるいは下痢するも
の。
感冒、鼻かぜ、蓄膿症、
扁桃腺炎、結膜炎、乳
腺炎、湿疹、蕁麻疹、肩
こり、神経痛、偏頭痛。

比較的体力があり、の
ぼせぎみで顔色赤く、い
らいらする傾向のある次
の諸症：
鼻出血、高血圧、不眠
症、ノイローゼ、胃炎、
二日酔、血の道症、めま
い、動悸、湿疹・皮膚
炎、皮膚そう痒症
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3 葛根湯 三和葛根湯エキス細粒 頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
発熱 発熱 発熱 7806011 R509
悪寒 悪寒 悪寒 7809023 R688
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
鼻かぜ 鼻かぜ 感染性鼻炎 8831632 J00
かぜ かぜ かぜ 4609023 J00
鼻炎 鼻炎 鼻炎 4781015 J310
扁桃腺炎 扁桃腺炎 扁桃炎 4639033 J039
中耳炎 中耳炎 中耳炎 3829010 H669
蓄膿症 蓄膿症 慢性副鼻腔炎 4739014 J329
結膜炎 結膜炎 結膜炎 3723001 H109
乳腺炎 乳腺炎 乳腺炎 6110007 N61
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
腕神経痛 腕神経痛 上腕神経根炎 8835529 G545

4 葛根湯 ジュンコウ葛根湯ＦＣエキス細粒医療用 感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
〔東洋〕葛根湯エキス細粒 鼻かぜ 鼻かぜ 感染性鼻炎 8831632 J00
クラシエ葛根湯エキス細粒 かぜ かぜ かぜ 4609023 J00
オースギ葛根湯エキスＧ 鼻炎 鼻炎 鼻炎 4781015 J310
ＪＰＳ葛根湯エキス顆粒〔調剤用〕 頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
太虎堂の葛根湯エキス顆粒 肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
テイコク葛根湯エキス顆粒 筋肉痛 筋肉痛 筋肉痛 7291015 M7919
本草葛根湯エキス顆粒－Ｍ 上腕痛 上腕痛 上腕痛 8835547 M7962
マツウラ葛根湯エキス顆粒 肩部痛 肩部痛 肩部痛 7233001 M2551
オースギ葛根湯エキスＴ錠
クラシエ葛根湯エキス錠Ｔ

91 葛根加朮附湯 三和葛根加朮附湯エキス細粒 悪寒発熱 悪寒発熱 悪寒発熱 8842463 R508
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
筋緊張 筋緊張 筋強直 8841359 M6289
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
神経痛 神経痛 神経痛 8834958 M7929
関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 8842106 M0690

1 葛根湯加川きゅう辛夷 〔東洋〕葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒 鼻づまり 鼻づまり 鼻閉 4781056 R448
クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒 蓄膿症 蓄膿症 慢性副鼻腔炎 4739014 J329
オースギ葛根湯加川きゅう辛夷エキスＧ 慢性鼻炎 慢性鼻炎 慢性鼻炎 4720021 J310
ＪＰＳ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒〔調剤用〕
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）
テイコク葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒
本草葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒－Ｍ
クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠

2 葛根湯加川きゅう辛夷 コタロー葛根湯加辛夷川きゅうエキス細粒 蓄膿症 蓄膿症 慢性副鼻腔炎 4739014 J329
慢性鼻炎 慢性鼻炎 慢性鼻炎 4720021 J310
鼻閉 鼻閉 鼻閉 4781056 R448

1 加味帰脾湯 〔東洋〕加味帰脾湯エキス細粒 虚弱体質 虚弱体質 虚弱 8832689 R53
クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 貧血 貧血 貧血 2859011 D649
オースギ加味帰脾湯エキスＧ 不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
太虎堂の加味帰脾湯エキス顆粒 精神不安 精神不安 不安障害 8839596 F419
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） 神経症 神経症 神経症 3009007 F489
クラシエ加味帰脾湯エキス錠 胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

1 加味逍遙散 太虎堂の加味逍遙散エキス散 体質虚弱 体質虚弱 虚弱 8832689 R53
ジュンコウ加味逍遙散ＦＣエキス細粒医療用 肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
〔東洋〕加味逍遙散エキス細粒 疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 精神不安 精神不安 不安障害 8839596 F419
オースギ加味逍遙散エキスＧ 精神神経症 精神神経症 精神神経症 3009009 F489
ＪＰＳ加味逍遙散料エキス顆粒〔調剤用〕 便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
太虎堂の加味逍遙散エキス顆粒 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） 虚弱体質 虚弱体質 虚弱 8832689 R53
テイコク加味逍遙散エキス顆粒 月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
本草加味逍遙散エキス顆粒－Ｍ 月経困難 月経困難 月経困難症 8833259 N946
マツウラ加味逍遙散エキス顆粒 更年期障害 更年期障害 更年期症候群 6272001 N951

血の道症 血の道症 血の道症 8844785 N951
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
お血 お血 お血 8844666 R688

体質虚弱な婦人で肩が
こり，疲れやすく，精神
不安などの精神神経症
状，ときに便秘の傾向の
ある次の諸症
冷え症，虚弱体質，月経
不順，月経困難，更年
期障害，血の道症

比較的体力があって頭
痛・発熱・悪寒がして自
然の発汗がなく肩や背
などがこるものの次の諸
症。
感冒・鼻かぜ・へんとう
腺炎・中耳炎・蓄のう症・
結膜炎・乳腺炎・肩こり・
腕神経痛。

感冒、鼻かぜ、頭痛、肩
こり、筋肉痛、手や肩の
痛み

悪寒発熱して、頭痛があ
り、項部・肩背部に緊張
感あるものの次の諸症
肩こり、肩甲部の神経
痛、上半身の関節リウマ
チ

鼻づまり，蓄膿症，慢性
鼻炎

蓄膿症、慢性鼻炎、鼻
閉。

虚弱体質で血色の悪い
人の次の諸症
貧血，不眠症，精神不
安，神経症
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2 加味逍遙散 コタロー加味逍遙散エキス細粒 頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
頭重 頭重 頭重感 7840022 R51
のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
倦怠感 倦怠感 倦怠感 7807010 R53
食欲減退 食欲減退 食欲不振 7830003 R630
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
更年期障害 更年期障害 更年期症候群 6272001 N951
月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
胃神経症 胃神経症 胃神経症 3064002 F453
慢性胃炎 慢性胃炎 慢性胃炎 5351003 K295
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
胃アトニー症 胃アトニー症 胃腸虚弱 8844662 K318
胃下垂 胃下垂 胃下垂 8830420 K318
胃拡張 胃拡張 胃拡張 5368008 K318
便秘症 便秘症 便秘症 8840042 K590
湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
お血 お血 お血 8844666 R688

91 甘草湯 クラシエ甘草湯エキス細粒 咳 咳 咳 7862008 R05
咽喉痛 咽喉痛 咽喉痛 4629007 R070

1 甘麦大棗湯 オースギ甘麦大棗湯エキスＴＧ 夜泣き 夜泣き 夜なき 8844831 F514
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用） ひきつけ ひきつけ ひきつけ 7803001 R568

2 甘麦大棗湯 コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 神経症 神経症 神経症 3009007 F489
不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470

1 桔梗湯 ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用） 咽喉炎 咽喉炎 咽頭喉頭炎 4650002 J060
咽喉痛 咽喉痛 咽喉痛 4629007 R070
扁桃炎 扁桃炎 扁桃炎 4639033 J039
扁桃周囲炎 扁桃周囲炎 扁桃周囲炎 4750007 J36

91 桔梗石膏 コタロー桔梗石膏エキス細粒
咳嗽あるいは化膿する
もの。

咳嗽 咳嗽 咳 7862008 R05

1 帰脾湯 ジュンコウ帰脾湯ＦＣエキス細粒医療用 虚弱体質 虚弱体質 虚弱 8832689 R53
ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用） 貧血 貧血 貧血 2859011 D649

不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
1 きゅう帰膠艾湯 ジュンコウきゅう帰膠艾湯ＦＣエキス細粒医療用 痔出血 痔出血 出血性痔核 8834640 K649

ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）
2 きゅう帰膠艾湯 コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688

貧血 貧血 貧血 2859011 D649
痔出血 痔出血 出血性痔核 8834640 K649
内出血 内出血 内出血 4590006 R58
産後出血 産後出血 分娩後出血 8839870 O721
貧血 貧血 貧血 2859011 D649

91 きゅう帰調血飲 太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 神経症 神経症 神経症 3009007 F489
体力低下 体力低下 体力低下 8844779 R53
月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926

91 九味檳榔湯 コタロー九味檳榔湯エキス細粒 心悸亢進 心悸亢進 動悸 7851005 R002
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
倦怠感 倦怠感 倦怠感 7807010 R53
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
脚気 脚気 脚気 8831376 E511
高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
動脈硬化 動脈硬化 動脈硬化症 8838263 I709
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51

1 荊芥連翹湯 オースギ荊芥連翹湯エキスＧ 蓄膿症 蓄膿症 慢性副鼻腔炎 4739014 J329
太虎堂の荊芥連翹湯エキス顆粒 慢性鼻炎 慢性鼻炎 慢性鼻炎 4720021 J310
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用） 慢性扁桃炎 慢性扁桃炎 慢性扁桃炎 4740010 J350
テイコク荊芥連翹湯エキス顆粒 にきび にきび 尋常性ざ瘡 7061017 L700

胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
1 桂枝湯 オースギ桂枝湯エキスＧ 体力減衰 体力減衰 体力低下 8844779 R53

ＪＰＳ桂枝湯エキス顆粒〔調剤用〕 風邪 風邪 かぜ 4609023 J00
ツムラ桂枝湯エキス顆粒（医療用）
テイコク桂枝湯エキス顆粒
本草桂枝湯エキス顆粒－Ｓ

2 桂枝湯 コタロー桂枝湯エキス細粒 微熱 微熱 微熱 7806012 R509
発熱 発熱 発熱 7806011 R509
悪寒 悪寒 悪寒 7809023 R688
感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
神経痛 神経痛 神経痛 8834958 M7929
関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 8842106 M0690
筋肉リウマチ 筋肉リウマチ リウマチ性筋炎 7290004 M7900
神経衰弱 神経衰弱 神経衰弱 8834946 F480

91 桂枝加黄耆湯 〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒 体力減衰 体力減衰 体力低下 8844779 R53
寝汗 寝汗 寝汗 8838640 R619
あせも あせも 汗疹 7051003 L743

91 桂枝加葛根湯 〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒 体質虚弱 体質虚弱 虚弱 8832689 R53
風邪 風邪 かぜ 4609023 J00
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51

91 桂枝加厚朴杏仁湯 〔東洋〕桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒 体質虚弱 体質虚弱 虚弱 8832689 R53
せき せき 咳 7862008 R05

体力が衰えたときの風
邪の初期

自然発汗があって、微
熱、悪寒するもの。
感冒、頭痛、神経痛、関
節・筋肉リウマチ、神経
衰弱。

体力が衰えているもの
のねあせ、あせも

身体虚弱なものの風邪
の初期で、肩こりや頭痛
のあるもの

身体虚弱なもののせき

虚弱体質で血色の悪い
人の次の諸症
貧血，不眠症

痔出血

冷え症で、出血過多によ
り、貧血するもの。
痔出血、外傷後の内出
血、産後出血、貧血症。

産後の神経症、体力低
下、月経不順

心悸亢進、肩こり、けん
怠感があって、便秘の
傾向があるもの。
脚気、高血圧、動脈硬
化、及びこれらに伴う頭
痛。

蓄膿症，慢性鼻炎，慢
性扁桃炎，にきび

頭痛、頭重、のぼせ、肩
こり、けん怠感などが
あって食欲減退し、便秘
するもの。
神経症、不眠症、更年
期障害、月経不順、胃
神経症、胃アトニー症、
胃下垂症、胃拡張症、
便秘症、湿疹。

激しい咳、咽喉痛の緩
解

夜泣き，ひきつけ

小児および婦人の神経
症、不眠症。

咽喉がはれて痛む次の
諸症
扁桃炎，扁桃周囲炎
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ＩＣＤ１０
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1 桂枝加芍薬湯 ジュンコウ桂枝加芍薬湯ＦＣエキス細粒医療用 腹部膨満感 腹部膨満感 腹部膨満 7893014 R14
〔東洋〕桂枝加芍薬湯エキス細粒 しぶり腹 しぶり腹 しぶり腹 8834478 R198
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104
オースギ桂枝加芍薬湯エキスＧ 心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）
テイコク桂枝加芍薬湯エキス顆粒
本草桂枝加芍薬湯エキス顆粒－Ｍ
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠
コタロー桂枝加芍薬湯エキス細粒

1 桂枝加芍薬大黄湯 ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用） 腹部膨満 腹部膨満 腹部膨満 7893014 R14
腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104
急性腸炎 急性腸炎 急性腸炎 91014 A099
大腸カタル 大腸カタル 大腸炎 91021 A099
常習便秘 常習便秘 習慣性便秘 5640018 K590

しぶり腹 しぶり腹 しぶり腹 8834478 R198

1 桂枝加朮附湯 ＪＰＳ桂枝加朮附湯エキス顆粒〔調剤用〕 関節痛 関節痛 関節痛 7194005 M2559
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） 神経痛 神経痛 神経痛 8834958 M7929
テイコク桂枝加朮附湯エキス顆粒 心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

2 桂枝加朮附湯 コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
疼痛 疼痛 疼痛 8838060 R529
しびれ感 しびれ感 しびれ感 7820002 R208
屈伸困難 屈伸困難 屈伸困難 8832803 M2589
神経痛 神経痛 神経痛 8834958 M7929
関節炎 関節炎 関節炎 7169005 M1399
リウマチ リウマチ 関節リウマチ 8842106 M0690
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

3 桂枝加朮附湯 三和桂枝加朮附湯エキス細粒 悪寒 悪寒 悪寒 7809023 R688
屈伸困難 屈伸困難 屈伸困難 8832803 M2589
急性関節炎 急性関節炎 急性関節炎 7169049 M1399
慢性関節炎 慢性関節炎 慢性関節炎 8840315 M1399
関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 8842106 M0690
神経痛 神経痛 神経痛 8834958 M7929
偏頭痛 偏頭痛 片頭痛 3469004 G439
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

1 桂枝加竜骨牡蛎湯 ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） 体力減衰 体力減衰 体力低下 8844779 R53
小児夜尿症 小児夜尿症 小児夜尿症 8834804 R32
神経衰弱 神経衰弱 神経衰弱 8834946 F480
性的神経衰弱 性的神経衰弱 神経症 3009007 F489
遺精 遺精 射精障害 6089002 N509
陰萎 陰萎 性交不能症 3027006 F522
腹皮拘急 腹皮拘急 腹皮拘急 8844822 R198

2 桂枝加竜骨牡蛎湯 コタロー桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒 頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
耳鳴 耳鳴 耳鳴症 8835241 H931
疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35
多尿 多尿 多尿 7884011 R35
神経衰弱 神経衰弱 神経衰弱 8834946 F480
心悸亢進 心悸亢進 動悸 7851005 R002
性的ノイローゼ 性的ノイローゼ 神経症 3009007 F489
陰萎 陰萎 性交不能症 3027006 F522
小児夜尿症 小児夜尿症 小児夜尿症 8834804 R32
夜驚症 夜驚症 夜驚症 8840702 F514
脱毛症 脱毛症 脱毛症 8837435 L659
腹皮拘急 腹皮拘急 腹皮拘急 8844822 R198

3 桂枝加竜骨牡蛎湯 クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒 体質虚弱 体質虚弱 虚弱 8832689 R53
オースギ桂枝加竜骨牡蛎湯エキスＧ 疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
テイコク桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 神経質 神経質 神経質 8834942 R450

不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
夜泣き 夜泣き 夜なき 8844831 F514
小児夜尿症 小児夜尿症 小児夜尿症 8834804 R32
眼精疲労 眼精疲労 眼精疲労 3681001 H531
腹皮拘急 腹皮拘急 腹皮拘急 8844822 R198

91 桂枝加苓朮附湯 クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 関節痛 関節痛 関節痛 7194005 M2559
オースギ桂枝加苓朮附湯エキスＧ 神経痛 神経痛 神経痛 8834958 M7929
クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠

1 桂枝人参湯 クラシエ桂枝人参湯エキス細粒 胃腸虚弱 胃腸虚弱 胃腸虚弱 8844662 K318
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒（医療用） 頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51

動悸 動悸 動悸 7851005 R002
慢性胃腸炎 慢性胃腸炎 慢性胃腸炎 5580033 K529
胃アトニー 胃アトニー 胃腸虚弱 8844662 K318
心下痞 心下痞 心下痞 8844734 R198
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

体質の虚弱な人で疲れ
やすく、興奮しやすいも
のの次の諸症：
神経質、不眠症、小児
夜泣き、小児夜尿症、眼
精疲労

関節痛、神経痛

胃腸の弱い人の次の諸
症
頭痛，動悸，慢性胃腸
炎，胃アトニー

比較的体力のない人
で、腹部膨満し、腸内の
停滞感あるいは腹痛な
どを伴なうものの次の諸
症
1.急性腸炎、大腸カタル
2.常習便秘、宿便、しぶ
り腹

関節痛，神経痛

冷え症で痛み、四肢に
麻痺感があるもの、ある
いは屈伸困難のもの。
神経痛、関節炎、リウマ
チ。

悪寒をおぼえ尿快通せ
ず、四肢の屈伸が困難
なものの次の諸症
 急性および慢性関節
炎、関節リウマチ、神経
痛、偏頭痛

下腹直腹筋に緊張のあ
る比較的体力の衰えて
いるものの次の諸症
小児夜尿症，神経衰
弱，性的神経衰弱，遺
精，陰萎

神経症状があり、頭痛、
のぼせ、耳鳴りなどを
伴って疲労しやすく、臍
部周辺に動悸を自覚し
て排尿回数、尿量ともに
増加するもの。
神経衰弱、心悸亢進、
性的ノイローゼ、陰萎、
小児夜尿症、夜驚症、
脱毛症。

腹部膨満感のある次の
諸症
しぶり腹，腹痛
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1 桂枝茯苓丸 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） 小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198
お血 お血 お血 8844666 R688
子宮内膜炎 子宮内膜炎 子宮内膜炎 6159011 N719
月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
月経困難 月経困難 月経困難症 8833259 N946
帯下 帯下 帯下 6235001 N898
更年期障害 更年期障害 更年期症候群 6272001 N951
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
めまい めまい めまい 8841308 R42
のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
腹膜炎 腹膜炎 腹膜炎 5679015 K659
打撲症 打撲症 打撲傷 9249021 T140
痔 痔 痔核 4556002 K649
睾丸炎 睾丸炎 精巣炎 6049013 N459
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198
お血 お血 お血 8844666 R688

2 桂枝茯苓丸 コタロー桂枝茯苓丸料エキス細粒 下腹部痛 下腹部痛 下腹痛 8831434 R103
ジュンコウ桂枝茯苓丸料ＦＣエキス細粒医療用 肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
〔東洋〕桂枝茯苓丸料エキス細粒 頭重 頭重 頭重感 7840022 R51
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 めまい めまい めまい 8841308 R42
オースギ桂枝茯苓丸料エキスＧ のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
ＪＰＳ桂枝茯苓丸料エキス顆粒〔調剤用〕 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
太虎堂の桂枝茯苓丸料エキス顆粒 月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
テイコク桂枝茯苓丸料エキス顆粒 月経異常 月経異常 月経異常 8844708 N926
本草桂枝茯苓丸料エキス顆粒－Ｍ 月経痛 月経痛 月経痛 6252001 N946
マツウラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒 更年期障害 更年期障害 更年期症候群 6272001 N951
クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠 血の道症 血の道症 血の道症 8844785 N951

肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
めまい めまい めまい 8841308 R42
頭重 頭重 頭重感 7840022 R51
打ち身 打ち身 打撲傷 9249021 T140
打撲症 打撲症 打撲傷 9249021 T140
しもやけ しもやけ 凍瘡 8838043 T691
しみ しみ 肝斑 7090025 L811
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198
お血 お血 お血 8844666 R688

3 桂枝茯苓丸 三和桂枝茯苓丸料エキス細粒 のぼせ症 のぼせ症 のぼせ 8844802 R232
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
めまい めまい めまい 8841308 R42
心悸亢進 心悸亢進 動悸 7851005 R002
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
下腹部圧痛 下腹部圧痛 小腹硬満 8844727 R198
月経困難 月経困難 月経困難症 8833259 N946
子宮内膜炎 子宮内膜炎 子宮内膜炎 6159011 N719
子宮実質炎 子宮実質炎 子宮内膜炎 6159011 N719
卵巣炎 卵巣炎 卵巣炎 6142010 N709
子宮周囲炎 子宮周囲炎 子宮周囲炎 6149004 N732
月経過多 月経過多 過多月経 6262002 N920
痔出血 痔出血 出血性痔核 8834640 K649
湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309
蕁麻疹 蕁麻疹 じんま疹 8841304 L509
にきび にきび 尋常性ざ瘡 7061017 L700
しみ しみ 肝斑 7090025 L811
皮膚炎 皮膚炎 皮膚炎 6869043 L309
凍傷 凍傷 凍傷 9913008 T357
打ぼく 打ぼく 打撲傷 9249021 T140
皮下出血 皮下出血 皮下出血 7827008 R233
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198
お血 お血 お血 8844666 R688

1 桂枝茯苓丸加よく苡仁 ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用） 下腹部痛 下腹部痛 下腹痛 8831434 R103
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
めまい めまい めまい 8841308 R42
のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
血の道症 血の道症 血の道症 8844785 N951
にきび にきび 尋常性ざ瘡 7061017 L700
しみ しみ 肝斑 7090025 L811
手足のあれ 手足のあれ 掌蹠角化症 7573022 L851
皮膚炎 皮膚炎 皮膚炎 6869043 L309
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198
お血 お血 お血 8844666 R688

91 桂芍知母湯 三和桂芍知母湯エキス細粒 関節痛 関節痛 関節痛 7194005 M2559
やせ やせ やせ 7832001 R634
めまい めまい めまい 8841308 R42
悪心 悪心 悪心 7870002 R11
神経痛 神経痛 神経痛 8834958 M7929
関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 8842106 M0690

比較的体力があり，とき
に下腹部痛，肩こり，頭
痛，めまい，のぼせて足
冷えなどを訴えるものの
次の諸症
月経不順，血の道症，に
きび，しみ，手足のあれ

関節痛み、身体やせ、
脚部腫脹し、めまい、悪
心あるものの次の諸症
神経痛、関節リウマチ

体格はしっかりしていて
赤ら顔が多く，腹部は大
体充実，下腹部に抵抗
のあるものの次の諸症
子宮並びにその付属器
の炎症，子宮内膜炎，
月経不順，月経困難，
帯下，更年期障害【頭
痛，めまい，のぼせ，肩
こり等】，冷え症，腹膜
炎，打撲症，痔疾患，睾
丸炎

比較的体力があり、とき
に下腹部痛、肩こり、頭
重、めまい、のぼせて足
冷えなどを訴える次の
諸症：
月経不順、月経異常、
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。

のぼせ症で充血し易く頭
痛、肩こり、めまい、心
悸亢進などがあって冷
えを伴い下腹部に圧痛
を認めるものの次の諸
症：
月経困難、子宮内膜
炎、子宮実質炎、卵巣
炎、子宮周囲炎、月経
過多、痔出血、湿疹、蕁
麻疹、にきび、しみ、皮
膚炎、凍傷、打ぼく、皮
下出血
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1 啓脾湯 〔東洋〕啓脾湯エキス細粒 やせ やせ やせ 7832001 R634
ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用） 食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630

下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
胃腸虚弱 胃腸虚弱 胃腸虚弱 8844662 K318
慢性胃腸炎 慢性胃腸炎 慢性胃腸炎 5580033 K529
消化不良 消化不良 消化不良症 8834689 R101
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198

91 桂麻各半湯 〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒 感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
せき せき 咳 7862008 R05
かゆみ かゆみ そう痒 8841305 L299

1 香蘇散 ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用） 胃腸虚弱 胃腸虚弱 胃腸虚弱 8844662 K318
テイコク香蘇散エキス顆粒 神経質 神経質 神経質 8834942 R450

風邪 風邪 かぜ 4609023 J00
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

2 香蘇散 コタロー香蘇散エキス細粒 神経質 神経質 神経質 8834942 R450
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
頭重 頭重 頭重感 7840022 R51
めまい めまい めまい 8841308 R42
耳鳴 耳鳴 耳鳴症 8835241 H931
感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
じんま疹 じんま疹 じんま疹 8841304 L509
神経衰弱 神経衰弱 神経衰弱 8834946 F480
婦人更年期神経症 婦人更年期神経症 更年期神経症 8844717 N951
更年期神経症 更年期神経症 更年期神経症 8844717 N951
更年期症候群 更年期症候群 更年期症候群 6272001 N951
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
神経性月経困難症 神経性月経困難症 心因性月経困難症 8834892 F458
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

1 五虎湯 クラシエ五虎湯エキス細粒 せき せき 咳 7862008 R05
ツムラ五虎湯エキス顆粒（医療用） 気管支喘息 気管支喘息 気管支喘息 4939008 J459
オースギ五虎湯エキス錠

1 五積散 ツムラ五積散エキス顆粒（医療用） 胃腸炎 胃腸炎 胃腸炎 91005 A099
テイコク五積散エキス顆粒 腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456

神経痛 神経痛 神経痛 8834958 M7929
関節痛 関節痛 関節痛 7194005 M2559
月経痛 月経痛 月経痛 6252001 N946
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
更年期障害 更年期障害 更年期症候群 6272001 N951
感冒 感冒 かぜ 4609023 J00

2 五積散 コタロー五積散エキス細粒 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
胃腸虚弱 胃腸虚弱 胃腸虚弱 8844662 K318
胃炎 胃炎 胃炎 8830417 K297
胃アトニー 胃アトニー 胃腸虚弱 8844662 K318
胃下垂 胃下垂 胃下垂 8830420 K318
腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456
坐骨神経痛 坐骨神経痛 坐骨神経痛 7243008 M5438
リウマチ リウマチ 関節リウマチ 8842106 M0690
脚気 脚気 脚気 8831376 E511

1 牛車腎気丸 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） 疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
多尿 多尿 多尿 7884011 R35
口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
下肢痛 下肢痛 下肢痛 7295003 M7969
腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456
しびれ しびれ しびれ感 7820002 R208
かすみ目 かすみ目 霧視 8849050 H538
かゆみ かゆみ そう痒 8841305 L299
排尿困難 排尿困難 排尿困難 7881001 R391
頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35
むくみ むくみ 浮腫 7823024 R609
小腹不仁 小腹不仁 小腹不仁 8844728 R198
小腹拘急 小腹拘急 小腹拘急 8844726 R198

1 呉茱萸湯 ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
偏頭痛 偏頭痛 片頭痛 3469004 G439
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
習慣性頭痛 習慣性頭痛 習慣性頭痛 7840016 R51
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
脚気衝心 脚気衝心 脚気心 2650004 E511
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198

せき，気管支ぜんそく

慢性に経過し，症状の
激しくない次の諸症
胃腸炎，腰痛，神経痛，
関節痛，月経痛，頭痛，
冷え症，更年期障害，感
冒

冷え症、易労性で胃腸
の弱い体質の主として
次の諸症に用いる。
胃炎、胃アトニー、胃下
垂、腰痛、坐骨神経痛、
リウマチ、婦人科系機能
障害、脚気。

疲れやすくて，四肢が冷
えやすく尿量減少または
多尿で時に口渇がある
次の諸症
下肢痛，腰痛，しびれ，
老人のかすみ目，かゆ
み，排尿困難，頻尿，む
くみ

手足の冷えやすい中等
度以下の体力のものの
次の諸症
習慣性偏頭痛，習慣性
頭痛，嘔吐，脚気衝心

やせて，顔色が悪く，食
欲がなく，下痢の傾向が
あるものの次の諸症
胃腸虚弱，慢性胃腸
炎，消化不良，下痢

感冒、せき、かゆみ

胃腸虚弱で神経質の人
の風邪の初期

神経質で、頭痛がして、
気分がすぐれず食欲不
振を訴えるもの、あるい
は頭重、めまい、耳鳴を
伴うもの。
感冒、頭痛、ジンマ疹、
神経衰弱、婦人更年期
神経症、神経性月経困
難症。
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ＩＣＤ１０
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2 呉茱萸湯 コタロー呉茱萸湯エキス細粒 頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
胃部圧重感 胃部圧重感 心窩部不快 8844738 R198
悪心 悪心 悪心 7870002 R11
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
吃逆 吃逆 しゃっくり 7868001 R066
片頭痛 片頭痛 片頭痛 3469004 G439
発作性頭痛 発作性頭痛 発作性頭痛 7840028 R51
嘔吐症 嘔吐症 嘔吐症 8830971 R11
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198

3 呉茱萸湯 ジュンコウ呉茱萸湯ＦＣエキス細粒医療用 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
はきけ はきけ 嘔気 7870012 R11
しゃっくり しゃっくり しゃっくり 7868001 R066
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198

4 呉茱萸湯 太虎堂の呉茱萸湯エキス顆粒 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
はきけ はきけ 嘔気 7870012 R11
しゃっくり しゃっくり しゃっくり 7868001 R066
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198

1 五淋散 〔東洋〕五淋散エキス細粒 頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35
ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用） 排尿痛 排尿痛 排尿痛 7880004 R309

残尿感 残尿感 残尿感 7886003 R398
1 五苓散 ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用） 口渇 口渇 口渇症 8833352 R631

尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
ネフローゼ ネフローゼ ネフローゼ症候群 5819004 N049
二日酔 二日酔 宿酔 3050006 F100
急性胃腸カタル 急性胃腸カタル 急性胃腸炎 91009 A099
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
悪心 悪心 悪心 7870002 R11
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
めまい めまい めまい 8841308 R42
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
尿毒症 尿毒症 尿毒症 5859001 N19
暑気あたり 暑気あたり 暑気あたり 8844730 T678
糖尿病 糖尿病 糖尿病 2500013 E14
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
水毒 水毒 水毒 8844754 R688

2 五苓散 コタロー五苓散料エキス細粒 口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
頭重 頭重 頭重感 7840022 R51
悪心 悪心 悪心 7870002 R11
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
急性胃腸カタル 急性胃腸カタル 急性胃腸炎 91009 A099
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
宿酔 宿酔 宿酔 3050006 F100
暑気当り 暑気当り 暑気あたり 8844730 T678
黄疸 黄疸 黄疸 7824001 R17
腎炎 腎炎 腎炎 5839010 N059
ネフローゼ ネフローゼ ネフローゼ症候群 5819004 N049
膀胱カタル 膀胱カタル 膀胱炎 5959015 N309
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
水毒 水毒 水毒 8844754 R688

3 五苓散 三和五苓散料エキス細粒 口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
めまい めまい めまい 8841308 R42
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
急性胃腸カタル 急性胃腸カタル 急性胃腸炎 91009 A099
はきけ はきけ 嘔気 7870012 R11
ネフローゼ ネフローゼ ネフローゼ症候群 5819004 N049
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
水毒 水毒 水毒 8844754 R688

みぞおちが膨満して手
足が冷えるものの次の
諸症：頭痛，頭痛に伴う
はきけ，しゃっくり

みぞおちが膨満して手
足が冷えるものの次の
諸症：頭痛に伴うはき
け、しゃっくり

頻尿，排尿痛，残尿感

口渇，尿量減少するも
のの次の諸症
浮腫，ネフローゼ，二日
酔，急性胃腸カタル，下
痢，悪心，嘔吐，めま
い，胃内停水，頭痛，尿
毒症，暑気あたり，糖尿
病

咽喉がかわいて、水を
飲むにも拘らず、尿量減
少するもの、頭痛、頭
重、頭汗、悪心、嘔吐、
あるいは浮腫を伴うも
の。
急性胃腸カタル、小児・
乳児の下痢、宿酔、暑
気当り、黄疸、腎炎、ネ
フローゼ、膀胱カタル。

口渇、めまい、頭痛、浮
腫などのあるものの次
の諸症
急性胃腸カタル、はき
け、ネフロ―ゼ

頭痛を伴った冷え症で、
胃部圧重感があり、悪
心または嘔吐するもの。
吃逆、片頭痛、発作性
頭痛、嘔吐症。
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4 五苓散 本草五苓散顆粒－Ｒ 口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
ジュンコウ五苓散料ＦＣエキス細粒医療用 尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
〔東洋〕五苓散料エキス細粒 はきけ はきけ 嘔気 7870012 R11
クラシエ五苓散料エキス細粒 嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
ＪＰＳ五苓散料エキス顆粒〔調剤用〕 腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104
太虎堂の五苓散料エキス顆粒 頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
テイコク五苓散エキス顆粒 むくみ むくみ 浮腫 7823024 R609
マツウラ五苓散料エキス顆粒 水瀉性下痢 水瀉性下痢 下痢症 8833267 A099
クラシエ五苓散料エキス錠 急性胃腸炎 急性胃腸炎 急性胃腸炎 91009 A099

暑気あたり 暑気あたり 暑気あたり 8844730 T678
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
むくみ むくみ 浮腫 7823024 R609
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
水毒 水毒 水毒 8844754 R688

1 柴陥湯 太虎堂の柴陥湯エキス顆粒 咳 咳 咳 7862008 R05
ツムラ柴陥湯エキス顆粒（医療用） 胸痛 胸痛 胸痛 7865004 R074

胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
2 柴陥湯 コタロー柴陥湯エキス細粒 胸痛 胸痛 胸痛 7865004 R074

背痛 背痛 背部痛 7245015 M5495
胸水 胸水 胸水貯留 5119004 J90
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
咳嗽 咳嗽 咳 7862008 R05
喀痰 喀痰 喀痰 8831159 R093
気管支炎 気管支炎 気管支炎 4900009 J40
気管支喘息 気管支喘息 気管支喘息 4939008 J459
肋膜炎 肋膜炎 胸膜炎 5110003 R091
胸痛 胸痛 胸痛 7865004 R074
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

1 柴胡加竜骨牡蛎湯 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） 心悸亢進 心悸亢進 動悸 7851005 R002
不眠 不眠 不眠症 8839792 G470
高血圧症 高血圧症 高血圧症 8833421 I10
動脈硬化症 動脈硬化症 動脈硬化症 8838263 I709
腎臓病 腎臓病 腎疾患 8848361 N289
慢性腎臓病 慢性腎臓病 慢性腎臓病 8844106 N189
神経衰弱症 神経衰弱症 神経衰弱 8834946 F480
神経性心悸亢進 神経性心悸亢進 神経性心悸亢進 3062022 F453
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
てんかん てんかん てんかん 3459001 G409
ヒステリー ヒステリー ヒステリー反応 3001018 F449
夜啼症 夜啼症 夜なき 8844831 F514
陰萎 陰萎 性交不能症 3027006 F522
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

2 柴胡加竜骨牡蛎湯 コタロー柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 精神不安 精神不安 不安障害 8839596 F419
心悸亢進 心悸亢進 動悸 7851005 R002
胸内苦悶 胸内苦悶 胸内苦悶 7865006 R074
めまい めまい めまい 8841308 R42
のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
不眠 不眠 不眠症 8839792 G470
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
動脈硬化 動脈硬化 動脈硬化症 8838263 I709
高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
腎臓病 腎臓病 腎疾患 8848361 N289
慢性腎臓病 慢性腎臓病 慢性腎臓病 8844106 N189
不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
神経性心悸亢進 神経性心悸亢進 神経性心悸亢進 3062022 F453
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
心臓衰弱 心臓衰弱 慢性心不全 4289018 I509
てんかん てんかん てんかん 3459001 G409
夜啼症 夜啼症 夜なき 8844831 F514
更年期神経症 更年期神経症 更年期神経症 8844717 N951
更年期症候群 更年期症候群 更年期症候群 6272001 N951
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
陰萎 陰萎 性交不能症 3027006 F522
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

3 柴胡加竜骨牡蛎湯 ジュンコウ柴胡加龍骨牡蠣湯ＦＣエキス細粒医療用 精神不安 精神不安 不安障害 8839596 F419
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 動悸 動悸 動悸 7851005 R002
オースギ柴胡加竜骨牡蛎湯エキスＧ 不眠 不眠 不眠症 8839792 G470
ＪＰＳ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒〔調剤用〕 高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
太虎堂の柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 動悸 動悸 動悸 7851005 R002
テイコク柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 不安症 不安症 不安神経症 3000010 F411
本草柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒－Ｍ 不眠 不眠 不眠症 8839792 G470
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 神経症 神経症 神経症 3009007 F489

更年期神経症 更年期神経症 更年期神経症 8844717 N951
更年期症候群 更年期症候群 更年期症候群 6272001 N951
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
夜なき 夜なき 夜なき 8844831 F514
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

のどが渇いて、尿量が
少なく、はき気、嘔吐、
腹痛、頭痛、むくみなど
のいずれかを伴う次の
諸症：
水瀉性下痢、急性胃腸
炎【しぶり腹のものには
使用しないこと】、暑気あ
たり、頭痛、むくみ

咳，咳による胸痛

胸痛や背痛、あるいは
胸水があって、胸元もし
くは胃部がつかえ、尿量
減少するもの、あるいは
咳嗽して、粘稠な喀痰を
排泄するもの。
気管支炎、気管支喘
息、肋膜炎の胸痛。

比較的体力があり，心
悸亢進，不眠，いらだち
等の精神症状のあるも
のの次の諸症
高血圧症，動脈硬化
症，慢性腎臓病，神経
衰弱症，神経性心悸亢
進症，てんかん，ヒステ
リー，小児夜啼症，陰萎

精神不安があって驚き
やすく、心悸亢進、胸内
苦悶、めまい、のぼせ、
不眠などを伴い、あるい
は臍部周辺に動悸を自
覚し、みぞおちがつかえ
て便秘し、尿量減少する
もの。
動脈硬化、高血圧、腎
臓病、不眠症、神経性
心悸亢進、心臓衰弱、テ
ンカン、小児夜啼症、更
年期神経症、陰萎、神
経症。

精神不安があって、どう
き、不眠などを伴う次の
諸症：
高血圧の随伴症状【どう
き、不安、不眠】、神経
症、更年期神経症、小
児夜なき
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1 柴胡桂枝湯 ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用） 発熱 発熱 発熱 7806011 R509
発汗過剰 発汗過剰 多汗症 7808004 R619
悪寒 悪寒 悪寒 7809023 R688
身体痛 身体痛 身体痛 8844739 R522
疼痛 疼痛 疼痛 8838060 R529
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
はきけ はきけ 嘔気 7870012 R11
感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
流感 流感 インフルエンザ 4871001 J111
肺炎 肺炎 肺炎 4860030 J189
肺結核 肺結核 肺結核 8838810 A162
発熱 発熱 発熱 7806011 R509
胃潰瘍 胃潰瘍 胃潰瘍 5319009 K259
十二指腸潰瘍 十二指腸潰瘍 十二指腸潰瘍 5329002 K269
胆のう炎 胆のう炎 胆のう炎 8837151 K819
胆石 胆石 胆のう結石症 8837169 K802
肝機能障害 肝機能障害 肝機能障害 5738002 K769
膵炎 膵炎 膵炎 5770014 K859
心下部緊張疼痛 心下部緊張疼痛 心窩部痛 7865013 R101
身体痛 身体痛 身体痛 8844739 R522
往来寒熱 往来寒熱 往来寒熱 8844665 R509
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

2 柴胡桂枝湯 コタロー柴胡桂枝湯エキス細粒 微熱 微熱 微熱 7806012 R509
発熱 発熱 発熱 7806011 R509
悪寒 悪寒 悪寒 7809023 R688
身体痛 身体痛 身体痛 8844739 R522
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
関節痛 関節痛 関節痛 7194005 M2559
胃痛 胃痛 胃痛 8830562 R101
胸痛 胸痛 胸痛 7865004 R074
悪心 悪心 悪心 7870002 R11
腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104
食欲減退 食欲減退 食欲不振 7830003 R630
感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
肋膜炎 肋膜炎 胸膜炎 5110003 R091
身体痛 身体痛 身体痛 8844739 R522
往来寒熱 往来寒熱 往来寒熱 8844665 R509
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

3 柴胡桂枝湯 三和柴胡桂枝湯エキス細粒 微熱 微熱 微熱 7806012 R509
発熱 発熱 発熱 7806011 R509
悪寒 悪寒 悪寒 7809023 R688
身体痛 身体痛 身体痛 8844739 R522
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
関節痛 関節痛 関節痛 7194005 M2559
食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
悪心 悪心 悪心 7870002 R11
感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
胃痛 胃痛 胃痛 8830562 R101
腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104
神経痛 神経痛 神経痛 8834958 M7929
胆嚢炎 胆嚢炎 胆のう炎 8837151 K819
胃酸過多症 胃酸過多症 過酸症 8831204 K318
身体痛 身体痛 身体痛 8844739 R522
往来寒熱 往来寒熱 往来寒熱 8844665 R509
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

4 柴胡桂枝湯 ジュンコウ柴胡桂枝湯ＦＣエキス細粒医療用 腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104
クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 胃腸炎 胃腸炎 胃腸炎 91005 A099
オースギ柴胡桂枝湯エキスＧ 微熱 微熱 微熱 7806012 R509
ＪＰＳ柴胡桂枝湯エキス顆粒〔調剤用〕 発熱 発熱 発熱 7806011 R509
太虎堂の柴胡桂枝湯エキス顆粒 悪寒 悪寒 悪寒 7809023 R688
テイコク柴胡桂枝湯エキス顆粒 頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
マツウラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 はきけ はきけ 嘔気 7870012 R11
クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠 感冒 感冒 かぜ 4609023 J00

風邪 風邪 かぜ 4609023 J00
身体痛 身体痛 身体痛 8844739 R522
往来寒熱 往来寒熱 往来寒熱 8844665 R509
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

1 柴胡桂枝乾姜湯 太虎堂の柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 体力低下 体力低下 体力低下 8844779 R53
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用） 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
テイコク柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 貧血 貧血 貧血 2859011 D649
本草柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒－Ｍ 動悸 動悸 動悸 7851005 R002

息切れ 息切れ 息切れ 7860016 R060
神経過敏 神経過敏 神経過敏 8834934 R450
更年期障害 更年期障害 更年期症候群 6272001 N951
血の道症 血の道症 血の道症 8844785 N951
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

発熱汗出て，悪寒し，身
体痛み，頭痛，はきけの
あるものの次の諸症
感冒・流感・肺炎・肺結
核などの熱性疾患，胃
潰瘍・十二指腸潰瘍・胆
のう炎・胆石・肝機能障
害・膵臓炎などの心下
部緊張疼痛

自然発汗があって、微
熱、悪寒し、胸や脇腹に
圧迫感があり、頭痛、関
節痛があるもの、あるい
は胃痛、胸痛、悪心、腹
痛が激しく食欲減退など
を伴うもの。
感冒、肋膜炎。

自然発汗があって微
熱、悪寒がし、胸や脇腹
に圧迫感があり、頭痛、
関節痛、食欲不振、下
痢、悪心などを伴うもの
の次の諸症
感冒、胃痛、腹痛、神経
痛、胆嚢炎、胃酸過多
症

多くは腹痛を伴う胃腸
炎、微熱・寒け・頭痛・は
き気などのある感冒、風
邪の後期の症状

体力が弱く，冷え症，貧
血気味で，動悸，息切れ
があり，神経過敏のもの
の次の諸症
更年期障害，血の道
症，神経症，不眠症
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2 柴胡桂枝乾姜湯 コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒 衰弱 衰弱 衰弱 8835677 R53
微熱 微熱 微熱 7806012 R509
発熱 発熱 発熱 7806011 R509
盗汗 盗汗 寝汗 8838640 R619
胸内苦悶 胸内苦悶 胸内苦悶 7865006 R074
疲労けん怠感 疲労けん怠感 全身倦怠感 8836510 R53
食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
動悸 動悸 動悸 7851005 R002
神経衰弱 神経衰弱 神経衰弱 8834946 F480
不眠 不眠 不眠症 8839792 G470
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
口乾 口乾 口乾 8844710 R682
から咳 から咳 乾性咳 8831591 R05
感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
心臓衰弱 心臓衰弱 慢性心不全 4289018 I509
肝臓病 肝臓病 肝疾患 8831536 K769
体力低下 体力低下 体力低下 8844779 R53
貧血 貧血 貧血 2859011 D649
神経衰弱 神経衰弱 神経衰弱 8834946 F480
不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
更年期神経症 更年期神経症 更年期神経症 8844717 N951
更年期症候群 更年期症候群 更年期症候群 6272001 N951
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

1 柴胡清肝湯 ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒（医療用） 小児疳症 小児疳症 小児神経症 3008007 F488
テイコク柴胡清肝湯エキス顆粒 神経症 神経症 神経症 3009007 F489

慢性扁桃腺炎 慢性扁桃腺炎 慢性扁桃炎 4740010 J350
湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

2 柴胡清肝湯 コタロー柴胡清肝湯エキス細粒 虚弱 虚弱 虚弱 8832689 R53
腺病質 腺病質 虚弱 8832689 R53
慢性胃腸病 慢性胃腸病 慢性胃炎 5351003 K295
貧血 貧血 貧血 2859011 D649
淋巴腺炎 淋巴腺炎 リンパ節炎 2893003 I889
扁桃腺肥大 扁桃腺肥大 扁桃肥大 8840014 J351
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

1 柴朴湯 クラシエ柴朴湯エキス細粒 咽喉頭異物感 咽喉頭異物感 咽喉頭異常感症 7849002 F453
ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） 咽喉頭神経症 咽喉頭神経症 咽喉頭異常感症 7849002 F453

咽頭異物感 咽頭異物感 咽頭異常感症 3061005 F453
食道異物感 食道異物感 食道異物感 5309002 R198
動悸 動悸 動悸 7851005 R002
めまい めまい めまい 8841308 R42
嘔気 嘔気 嘔気 7870012 R11
小児喘息 小児喘息 小児喘息 4930005 J450
気管支喘息 気管支喘息 気管支喘息 4939008 J459
気管支炎 気管支炎 気管支炎 4900009 J40
せき せき 咳 7862008 R05
不安神経症 不安神経症 不安神経症 3000010 F411
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
気鬱 気鬱 気うつ 8844688 R454
咽中炙臠 咽中炙臠 咽喉頭食道神経症 8830642 F453
梅核気 梅核気 咽喉頭食道神経症 8830642 F453

1 柴苓湯 クラシエ柴苓湯エキス細粒 吐き気 吐き気 嘔気 7870012 R11
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） 食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630

口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
水瀉性下痢 水瀉性下痢 下痢症 8833267 A099
急性胃腸炎 急性胃腸炎 急性胃腸炎 91009 A099
暑気あたり 暑気あたり 暑気あたり 8844730 T678
むくみ むくみ 浮腫 7823024 R609
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

1 三黄瀉心湯 クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒 のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
オースギ三黄瀉心湯エキスＧ 顔面紅潮 顔面紅潮 顔面紅潮 8832085 R232
ＪＰＳ三黄瀉心湯エキス顆粒〔調剤用〕 精神不安 精神不安 不安障害 8839596 F419
太虎堂の三黄瀉心湯エキス顆粒 便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用） 高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
テイコク三黄瀉心湯エキス顆粒 のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
本草三黄瀉心湯エキス顆粒－Ｍ 肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281

耳鳴 耳鳴 耳鳴症 8835241 H931
頭重 頭重 頭重感 7840022 R51
不眠 不眠 不眠症 8839792 G470
不安症 不安症 不安神経症 3000010 F411
鼻血 鼻血 鼻血 7847004 R040
痔出血 痔出血 出血性痔核 8834640 K649
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
更年期障害 更年期障害 更年期症候群 6272001 N951
血の道症 血の道症 血の道症 8844785 N951
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198

かんの強い傾向のある
小児の次の諸症
神経症，慢性扁桃腺
炎，湿疹

虚弱者、小児腺病体質
者、およびこれに伴う次
の諸症。
慢性胃腸病、貧血、頸
部淋巴腺炎、肺門淋巴
腺炎、扁桃腺肥大、神
経症、湿疹。

気分がふさいで，咽喉，
食道部に異物感があ
り，時に動悸，めまい，
嘔気などを伴う次の諸
症
小児ぜんそく，気管支ぜ
んそく，気管支炎，せ
き，不安神経症

吐き気，食欲不振，のど
のかわき，排尿が少な
いなどの次の諸症
水瀉性下痢，急性胃腸
炎，暑気あたり，むくみ

比較的体力があり，の
ぼせ気味で，顔面紅潮
し，精神不安で，便秘の
傾向のあるものの次の
諸症
高血圧の随伴症状【の
ぼせ，肩こり，耳なり，頭
重，不眠，不安】，鼻血，
痔出血，便秘，更年期
障害，血の道症

衰弱して血色悪く、微
熱、頭汗、盗汗、胸内苦
悶、疲労けん怠感、食欲
不振などがあり、胸部あ
るいは臍部周辺に動悸
を自覚し、神経衰弱気
味で、不眠、軟便の傾向
があって、尿量減少し、
口内がかわいて空咳な
どがあるもの。
感冒、心臓衰弱、胸部
疾患・肝臓病などの消
耗性疾患の体力増強、
貧血症、神経衰弱、不
眠症、更年期神経症。
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2 三黄瀉心湯 コタロー三黄瀉心湯エキス細粒 のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
精神不安 精神不安 不安障害 8839596 F419
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
出血 出血 出血 4590002 R58
高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
動脈硬化 動脈硬化 動脈硬化症 8838263 I709
不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
脳いっ血 脳いっ血 脳卒中 4369009 I64
吐血 吐血 吐血 5780005 K920
下血 下血 下血 5781001 K921
鼻出血 鼻出血 鼻出血症 8839467 R040
常習便秘 常習便秘 習慣性便秘 5640018 K590
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198

3 三黄瀉心湯 コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
精神不安 精神不安 不安障害 8839596 F419
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
出血 出血 出血 4590002 R58
高血圧症 高血圧症 高血圧症 8833421 I10
動脈硬化症 動脈硬化症 動脈硬化症 8838263 I709
脳いっ血 脳いっ血 脳卒中 4369009 I64
下血 下血 下血 5781001 K921
鼻出血 鼻出血 鼻出血症 8839467 R040
常習便秘 常習便秘 習慣性便秘 5640018 K590
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198

1 酸棗仁湯 オースギ酸棗仁湯エキスＧ 疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用） 心身過労状態 心身過労状態 心身過労状態 7807011 R53
マツウラ酸棗仁湯エキス顆粒 衰弱 衰弱 衰弱 8835677 R53

不眠 不眠 不眠症 8839792 G470
1 三物黄ごん湯 ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用）手足のほてり ほてり ほてり ほてり 8844828 R232
1 滋陰降火湯 ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用） から咳 から咳 乾性咳 8831591 R05

咳 咳 咳 7862008 R05
1 滋陰至宝湯 ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用） 虚弱 虚弱 虚弱 8832689 R53

せき せき 咳 7862008 R05
痰 痰 喀痰 8831159 R093
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

1 紫雲膏 ツムラ紫雲膏 火傷 火傷 熱傷 9490012 T300
痔核 痔核 痔核 4556002 K649
疼痛 疼痛 疼痛 8838060 R529
肛門裂傷 肛門裂傷 肛門裂創 5650009 S318
裂肛 裂肛 裂肛 5650010 K602

1 四逆散 ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用） 胆のう炎 胆のう炎 胆のう炎 8837151 K819
胆石症 胆石症 胆のう結石症 8837169 K802
胆のう胆管結石症 胆のう胆管結石症 胆のう胆管結石症 8837184 K805
胆管結石症 胆管結石症 胆管結石症 8837094 K805
胃炎 胃炎 胃炎 8830417 K297
胃酸過多症 胃酸過多症 過酸症 8831204 K318
胃潰瘍 胃潰瘍 胃潰瘍 5319009 K259
鼻カタル 鼻カタル カタル性鼻炎 8831368 J310
気管支炎 気管支炎 気管支炎 4900009 J40
神経質 神経質 神経質 8834942 R450
ヒステリー ヒステリー ヒステリー反応 3001018 F449
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
心窩部痛 心窩部痛 心窩部痛 7865013 R101

1 四君子湯 ツムラ四君子湯エキス顆粒（医療用） やせ やせ やせ 7832001 R634
オースギ四君子湯エキス錠 食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630

疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
胃腸虚弱 胃腸虚弱 胃腸虚弱 8844662 K318
慢性胃炎 慢性胃炎 慢性胃炎 5351003 K295
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

2 四君子湯 〔東洋〕四君子湯エキス細粒 やせ やせ やせ 7832001 R634
食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
胃腸虚弱 胃腸虚弱 胃腸虚弱 8844662 K318
慢性胃炎 慢性胃炎 慢性胃炎 5351003 K295
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

91 梔子柏皮湯 コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 黄疸 黄疸 黄疸 7824001 R17
皮膚そう痒症 皮膚そう痒症 皮膚そう痒症 8841388 L299

宿酔 宿酔 宿酔 3050006 F100

1 七物降下湯 〔東洋〕七物降下湯エキス細粒 虚弱 虚弱 虚弱 8832689 R53
オースギ七物降下湯エキスＧ 高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用） のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232

肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
耳鳴 耳鳴 耳鳴症 8835241 H931
頭重 頭重 頭重感 7840022 R51

やせて顔色が悪くて，食
欲がなく，つかれやすい
ものの次の諸症
胃腸虚弱，慢性胃炎，
胃のもたれ，嘔吐，下痢

やせて顔色が悪くて、食
欲がなく、つかれやすい
ものの次の諸症
胃腸虚弱、慢性胃炎、
胃のもたれ。

肝臓部に圧迫感がある
もの。
黄疸、皮膚そう痒症、宿
酔。

身体虚弱の傾向のある
ものの次の諸症
高血圧に伴う随伴症状
【のぼせ，肩こり，耳な
り，頭重】

のぼせて不安感があり、
胃部がつかえて便秘が
ひどいもの、あるいは充
血または出血の傾向を
伴うもの。
高血圧症、動脈硬化
症、脳いっ血、下血、鼻
出血、常習便秘。

心身がつかれ弱って眠
れないもの

のどにうるおいがなく痰
の出なくて咳こむもの

虚弱なものの慢性のせ
き・たん

火傷，痔核による疼痛，
肛門裂傷

比較的体力のあるもの
で，大柴胡湯証と小柴
胡湯証との中間証を表
わすものの次の諸症
胆のう炎，胆石症，胃
炎，胃酸過多，胃潰瘍，
鼻カタル，気管支炎，神
経質，ヒステリー

のぼせて精神不安があ
り、胃部がつかえて、便
秘がひどいもの、あるい
は鮮紅色の充血、出血
の傾向を伴うもの。
高血圧、動脈硬化、高
血圧による不眠症、脳
いっ血、吐血、下血、鼻
出血、常習便秘。
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1 四物湯 ジュンコウ四物湯ＦＣエキス細粒医療用 産後回復不全 産後回復不全 産後回復不全 8834069 O909
クラシエ四物湯エキス細粒 疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
太虎堂の四物湯エキス顆粒 月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用） 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
テイコク四物湯エキス顆粒 しもやけ しもやけ 凍瘡 8838043 T691
本草四物湯エキス顆粒－Ｍ しみ しみ 肝斑 7090025 L811
クラシエ四物湯エキス錠 血の道症 血の道症 血の道症 8844785 N951

2 四物湯 コタロー四物湯エキス細粒 貧血 貧血 貧血 2859011 D649
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
腹部膨満 腹部膨満 腹部膨満 7893014 R14
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
高血圧症 高血圧症 高血圧症 8833421 I10
貧血 貧血 貧血 2859011 D649
更年期障害 更年期障害 更年期症候群 6272001 N951
月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
月経痛 月経痛 月経痛 6252001 N946
過多月経 過多月経 過多月経 6262002 N920

1 炙甘草湯 ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用） 体力低下 体力低下 体力低下 8844779 R53
疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
動悸 動悸 動悸 7851005 R002
息切れ 息切れ 息切れ 7860016 R060

2 炙甘草湯 コタロー炙甘草湯エキス細粒 貧血 貧血 貧血 2859011 D649
不整脈 不整脈 不整脈 4279016 I499
動悸 動悸 動悸 7851005 R002
息切れ 息切れ 息切れ 7860016 R060
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
熱感 熱感 ほてり 8844828 R232
心臓神経症 心臓神経症 心臓神経症 3062013 F453
心臓弁膜症 心臓弁膜症 心臓弁膜症 4249004 I38
血痰 血痰 血痰 7864002 R042
咳嗽 咳嗽 咳 7862008 R05
バセドウ病 バセドウ病 バセドウ病 2420002 E050
呼吸困難 呼吸困難 呼吸困難 8833748 R060

1 芍薬甘草湯 ジュンコウ芍薬甘草湯ＦＣエキス細粒医療用 有痛性筋痙攣 有痛性筋痙攣 有痛性筋痙攣 8841396 R252
〔東洋〕芍薬甘草湯エキス細粒 けいれん けいれん 痙攣 8833025 R252
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 疼痛 疼痛 疼痛 8838060 R529
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） 筋肉痛 筋肉痛 筋肉痛 7291015 M7919
テイコク芍薬甘草湯エキス顆粒 関節痛 関節痛 関節痛 7194005 M2559
本草芍薬甘草湯エキス顆粒－Ｍ 胃痛 胃痛 胃痛 8830562 R101
マツウラ芍薬甘草湯エキス顆粒 腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104
コタロー芍薬甘草湯エキス細粒

91 芍薬甘草附子湯 三和芍薬甘草附子湯エキス細粒 冷症 冷症 冷え症 8839176 R688
関節痛 関節痛 関節痛 7194005 M2559
筋肉痛 筋肉痛 筋肉痛 7291015 M7919
しびれ感 しびれ感 しびれ感 7820002 R208
屈伸困難 屈伸困難 屈伸困難 8832803 M2589
慢性神経痛 慢性神経痛 慢性神経痛 7292064 M7929
慢性関節炎 慢性関節炎 慢性関節炎 8840315 M1399
関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 8842106 M0690
筋肉リウマチ 筋肉リウマチ リウマチ性筋炎 7290004 M7900
五十肩 五十肩 肩関節周囲炎 7262008 M750
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281

1 十全大補湯 ジュンコウ十全大補湯ＦＣエキス細粒医療用 病後の体力低下 病後の体力低下 体力低下 8844779 R53
〔東洋〕十全大補湯エキス細粒 疲労けん怠 疲労けん怠 全身倦怠感 8836510 R53
クラシエ十全大補湯エキス細粒 食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
オースギ十全大補湯エキスＧ 寝汗 寝汗 寝汗 8838640 R619
ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
テイコク十全大補湯エキス顆粒 貧血 貧血 貧血 2859011 D649
本草十全大補湯エキス顆粒－Ｍ

2 十全大補湯 コタロー十全大補湯エキス細粒 蒼白 蒼白 蒼白 8836689 R231
やせ やせ やせ 7832001 R634
貧血 貧血 貧血 2859011 D649
食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
衰弱 衰弱 衰弱 8835677 R53
術後の衰弱 術後の衰弱 体力低下 8844779 R53
産後衰弱 産後衰弱 産後回復不全 8834069 O909
全身衰弱 全身衰弱 体力低下 8844779 R53
低血圧症 低血圧症 低血圧症 8837873 I959
貧血 貧血 貧血 2859011 D649
神経衰弱 神経衰弱 神経衰弱 8834946 F480
疲労けん怠 疲労けん怠 全身倦怠感 8836510 R53
胃腸虚弱 胃腸虚弱 胃腸虚弱 8844662 K318
胃下垂 胃下垂 胃下垂 8830420 K318

体力がおとろえて，疲れ
やすいものの動悸，息
切れ

顔色悪く貧血し、不整脈
があって動悸息切れが
はげしく、便秘がちのも
の、あるいは熱感がある
もの。
心臓神経症、心臓弁膜
症、血痰を伴った咳嗽、
バセドウ病の呼吸困難。

急激におこる筋肉のけ
いれんを伴う疼痛、筋
肉・関節痛、胃痛、腹痛

冷症で関節や筋肉が痛
み、麻痺感があって四
肢の屈伸が困難なもの
の次の諸症
慢性神経痛、慢性関節
炎、関節リウマチ、筋肉
リウマチ、五十肩、肩こ
り

病後の体力低下，疲労
けん怠，食欲不振，ねあ
せ，手足の冷え，貧血

皮膚および粘膜が蒼白
で、つやがなく、やせて
貧血し、食欲不振や衰
弱がはなはだしいもの。
消耗性疾患、あるいは
手術による衰弱、産後
衰弱、全身衰弱時の次
の諸症。
低血圧症、貧血症、神
経衰弱、疲労けん怠、胃
腸虚弱、胃下垂。

皮膚が枯燥し，色つや
の悪い体質で胃腸障害
のない人の次の諸症
産後あるいは流産後の
疲労回復，月経不順，
冷え症，しもやけ，しみ，
血の道症

貧血、冷え症で腹部が
軟弱でやや膨満し、便
秘の傾向があるもの。
高血圧症、貧血症、更
年期障害、月経不順、
月経痛、過多月経、産
前産後の諸種の障害。
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3 十全大補湯 三和十全大補湯エキス細粒 貧血 貧血 貧血 2859011 D649
蒼白 蒼白 蒼白 8836689 R231
栄養不良 栄養不良 栄養失調 8830813 E46
やせ やせ やせ 7832001 R634
食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
衰弱 衰弱 衰弱 8835677 R53
衰弱 衰弱 衰弱 8835677 R53
貧血 貧血 貧血 2859011 D649
低血圧症 低血圧症 低血圧症 8837873 I959
白血病 白血病 白血病 2089006 C959
痔瘻 痔瘻 痔瘻 5651003 K603
出血 出血 出血 4590002 R58
脱肛 脱肛 肛門脱 5691009 K622

1 十味敗毒湯 〔東洋〕十味敗毒湯エキス細粒 化膿性皮膚疾患 化膿性皮膚疾患 化膿性皮膚疾患 8844680 L308
クラシエ十味敗毒湯エキス細粒 じんま疹 じんま疹 じんま疹 8841304 L509
オースギ十味敗毒湯エキスＧ 急性湿疹 急性湿疹 急性湿疹 6929086 L309
ＪＰＳ十味敗毒湯エキス顆粒〔調剤用〕 水虫 水虫 白癬 8838926 B359
太虎堂の十味敗毒湯エキス顆粒 胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）
テイコク十味敗毒湯エキス顆粒
本草十味敗毒湯エキス顆粒－Ｍ
クラシエ十味敗毒湯エキス錠

2 十味敗毒湯 コタロー十味敗毒湯エキス細粒 腫物 腫物 せつ 6809001 L029
湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309
じんま疹 じんま疹 じんま疹 8841304 L509
にきび にきび 尋常性ざ瘡 7061017 L700
フルンクロージス フルンクロージス せつ腫症 6809002 L029
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

3 十味敗毒湯 三和十味敗毒湯エキス細粒 神経質 神経質 神経質 8834942 R450
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
せつ せつ せつ 6809001 L029
アレルギー性湿疹 アレルギー性湿疹 アレルギー性湿疹 6929006 L239
皮膚炎 皮膚炎 皮膚炎 6869043 L309
湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309
蕁麻疹 蕁麻疹 じんま疹 8841304 L509
乳房炎 乳房炎 乳腺炎 6110007 N61
フルンクロージス フルンクロージス せつ腫症 6809002 L029
腫物 腫物 せつ 6809001 L029
尋常性ざ瘡 尋常性ざ瘡 尋常性ざ瘡 7061017 L700
とびひ とびひ 伝染性膿痂疹 8837977 L010
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

1 潤腸湯 太虎堂の潤腸湯エキス顆粒 便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）

1 小建中湯 オースギ小建中湯エキスＧ 体質虚弱 体質虚弱 虚弱 8832689 R53
ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用） 疲労 疲労 疲労感 8839426 R53

腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104
動悸 動悸 動悸 7851005 R002
ほてり ほてり ほてり 8844828 R232
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35
多尿 多尿 多尿 7884011 R35
虚弱体質 虚弱体質 虚弱 8832689 R53
疲労けん怠 疲労けん怠 全身倦怠感 8836510 R53
神経質 神経質 神経質 8834942 R450
慢性胃腸炎 慢性胃腸炎 慢性胃腸炎 5580033 K529
小児夜尿症 小児夜尿症 小児夜尿症 8834804 R32
夜なき 夜なき 夜なき 8844831 F514
腹皮拘急 腹皮拘急 腹皮拘急 8844822 R198

2 小建中湯 コタロー小建中湯エキス細粒 虚弱体質 虚弱体質 虚弱 8832689 R53
疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104
動悸 動悸 動悸 7851005 R002
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
ほてり ほてり ほてり 8844828 R232
頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35
多尿 多尿 多尿 7884011 R35
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
神経質 神経質 神経質 8834942 R450
腺病質 腺病質 虚弱 8832689 R53
貧血 貧血 貧血 2859011 D649
頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35
夜啼症 夜啼症 夜なき 8844831 F514
小児夜尿症 小児夜尿症 小児夜尿症 8834804 R32
腹皮拘急 腹皮拘急 腹皮拘急 8844822 R198

虚弱体質で疲労しやす
く、のぼせ、腹痛や動悸
があり、冷え症で手足が
ほてり、排尿回数、尿量
ともに多いもの。
胃腸病、小児の下痢あ
るいは便秘、神経質、腺
病質、貧血症、頻尿、小
児夜啼症、小児夜尿
症。

貧血して皮膚および可
視粘膜が蒼白で、栄養
不良、痩せていて食欲
がなく衰弱しているもの
の次の諸症
衰弱【産後、手術後、大
病後】などの貧血症、低
血圧症、白血病、痔瘻、
カリエス、消耗性疾患に
よる衰弱、出血、脱肛

化膿性皮膚疾患・急性
皮膚疾患の初期，じん
ましん，急性湿疹，水虫

腫物、湿疹、ジンマ疹、
にきび、フルンクロージ
スの体質改善。

比較的神経質で胸脇苦
満がありせつ 、アレル
ギ―性の湿疹などを起
し易い体質のものの次
の諸症
皮膚炎、湿疹、蕁麻疹、
乳房炎、フルンクロ―ジ
スの体質改善、腫物、尋
常性ざ瘡、とびひ

便秘

体質虚弱で疲労しやす
く，血色がすぐれず，腹
痛，動悸，手足のほて
り，冷え，頻尿および多
尿などのいずれかを伴う
次の諸症
小児虚弱体質，疲労け
ん怠，神経質，慢性胃
腸炎，小児夜尿症，夜な
き
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1 小柴胡湯 ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） 胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
コタロー小柴胡湯エキス細粒 舌苔 舌苔 舌苔 8836451 K143
三和小柴胡湯エキス細粒 口中不快 口中不快 口苦 8844711 R198
ジュンコウ小柴胡湯ＦＣエキス細粒医療用 食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
〔東洋〕小柴胡湯エキス細粒 微熱 微熱 微熱 7806012 R509
クラシエ小柴胡湯エキス細粒 悪心 悪心 悪心 7870002 R11
オースギ小柴胡湯エキスＧ 発熱 発熱 発熱 7806011 R509
ＪＰＳ小柴胡湯エキス顆粒〔調剤用〕 肺炎 肺炎 肺炎 4860030 J189
太虎堂の小柴胡湯エキス顆粒 気管支炎 気管支炎 気管支炎 4900009 J40
テイコク小柴胡湯エキス顆粒 気管支喘息 気管支喘息 気管支喘息 4939008 J459
本草小柴胡湯エキス顆粒－Ｍ 感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
マツウラ小柴胡湯エキス顆粒 リンパ腺炎 リンパ腺炎 リンパ節炎 2893003 I889
オースギ小柴胡湯エキスＴ錠 慢性胃腸障害 慢性胃腸障害 慢性胃炎 5351003 K295
クラシエ小柴胡湯エキス錠 産後回復不全 産後回復不全 産後回復不全 8834069 O909

慢性肝炎 慢性肝炎 慢性肝炎 5714005 K739
肝機能障害 肝機能障害 肝機能障害 5738002 K769
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
往来寒熱 往来寒熱 往来寒熱 8844665 R509

1 小柴胡湯加桔梗石膏 ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用） 咽喉炎 咽喉炎 咽頭喉頭炎 4650002 J060
咽喉痛 咽喉痛 咽喉痛 4629007 R070
扁桃炎 扁桃炎 扁桃炎 4639033 J039
扁桃周囲炎 扁桃周囲炎 扁桃周囲炎 4750007 J36
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
口中不快 口中不快 口苦 8844711 R198

1 小青竜湯 クラシエ小青竜湯エキス細粒 痰 痰 喀痰 8831159 R093
オースギ小青竜湯エキスＧ 鼻汁 鼻汁 鼻汁 8844817 J310
ＪＰＳ小青竜湯エキス顆粒〔調剤用〕 鼻閉 鼻閉 鼻閉 4781056 R448
太虎堂の小青竜湯エキス顆粒 くしゃみ くしゃみ くしゃみ 8832797 R067
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） 喘鳴 喘鳴 喘鳴 7861002 R061
テイコク小青竜湯エキス顆粒 咳嗽 咳嗽 咳 7862008 R05
本草小青龍湯エキス顆粒－Ｍ 流涙 流涙 流涙 8841010 H042
オースギ小青竜湯エキスＴ錠 気管支炎 気管支炎 気管支炎 4900009 J40
クラシエ小青竜湯エキス錠 気管支喘息 気管支喘息 気管支喘息 4939008 J459
コタロー小青竜湯エキス細粒 鼻炎 鼻炎 鼻炎 4781015 J310
三和小青竜湯エキス細粒 アレルギー性鼻炎 アレルギー性鼻炎 アレルギー性鼻炎 4779004 J304

アレルギー性結膜炎 アレルギー性結膜炎 アレルギー性結膜炎 3721002 H101
感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

1 小半夏加茯苓湯 ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒（医療用） 妊娠嘔吐 妊娠嘔吐 悪阻 6430002 O210
つわり つわり 悪阻 6430002 O210
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
急性胃腸炎 急性胃腸炎 急性胃腸炎 91009 A099
湿性胸膜炎 湿性胸膜炎 湿性胸膜炎 8834438 J90
浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
水腫 水腫 浮腫 7823024 R609
脚気 脚気 脚気 8831376 E511
蓄膿症 蓄膿症 慢性副鼻腔炎 4739014 J329
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

2 小半夏加茯苓湯 コタロー小半夏加茯苓湯エキス細粒 胃部水分停滞感 胃部水分停滞感 心窩部不快 8844738 R198
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
つわり つわり 悪阻 6430002 O210
嘔吐症 嘔吐症 嘔吐症 8830971 R11
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

3 小半夏加茯苓湯 クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒 つわり つわり 悪阻 6430002 O210
テイコク小半夏加茯苓湯エキス顆粒 嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
本草小半夏加茯苓湯エキス顆粒－Ｍ 悪心 悪心 悪心 7870002 R11
オースギ小半夏加茯苓湯エキスＧ 心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

1 消風散 ツムラ消風散エキス顆粒（医療用） かゆみ かゆみ そう痒 8841305 L299
湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309
蕁麻疹 蕁麻疹 じんま疹 8841304 L509
水虫 水虫 白癬 8838926 B359
あせも あせも 汗疹 7051003 L743
皮膚そう痒症 皮膚そう痒症 皮膚そう痒症 8841388 L299

2 消風散 コタロー消風散エキス細粒 湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309

蕁麻疹 蕁麻疹 じんま疹 8841304 L509

3 消風散 オースギ消風散エキスＧ
慢性湿疹（分泌物の多
いもの）

慢性湿疹 慢性湿疹 慢性湿疹 6929320 L309

1 升麻葛根湯 ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒（医療用） 感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
皮膚炎 皮膚炎 皮膚炎 6869043 L309

91 四苓湯 オースギ四苓湯細粒（調剤用） 口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
尿利減少 尿利減少 乏尿 7885005 R34
はきけ はきけ 嘔気 7870012 R11
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104
むくみ むくみ 浮腫 7823024 R609
暑気あたり 暑気あたり 暑気あたり 8844730 T678
急性胃腸炎 急性胃腸炎 急性胃腸炎 91009 A099
むくみ むくみ 浮腫 7823024 R609

つわり、嘔吐、悪心

分泌物が多く，かゆみの
強い慢性の皮膚病（湿
疹，蕁麻疹，水虫，あせ
も，皮膚そう痒症）

長年なおらない頑固な
皮膚疾患で患部が乾燥
あるいはうすい分泌液
があり、夏期または温暖
時に悪化しやすいもの。
湿疹、蕁麻疹。

感冒の初期，皮膚炎

のどが渇いて水を飲ん
でも尿量が少なく、はき
気、嘔吐、腹痛、むくみ
などのいずれかを伴う次
の諸症：
暑気あたり、急性胃腸
炎、むくみ

1. 体力中等度で上腹部
がはって苦しく、舌苔を
生じ、口中不快、食欲不
振、時により微熱、悪心
などのあるものの次の
諸症：諸種の急性熱性
病、肺炎、気管支炎、気
管支喘息、感冒、リンパ
腺炎、慢性胃腸障害、
産後回復不全
2. 慢性肝炎における肝
機能障害の改善

咽喉がはれて痛む次の
諸症
扁桃炎，扁桃周囲炎

下記疾患における水様
の痰、水様鼻汁、鼻閉、
くしゃみ、喘鳴、咳嗽、流
涙：
気管支炎、気管支喘
息、鼻炎、アレルギー性
鼻炎、アレルギー性結
膜炎、感冒

体力中等度の次の諸症
妊娠嘔吐（つわり），そ
のほかの諸病の嘔吐
（急性胃腸炎，湿性胸膜
炎，水腫性脚気，蓄膿
症）

胃部に水分停滞感が
あって、嘔吐するもの。
つわり、嘔吐症。
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1 辛夷清肺湯 クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒 鼻づまり 鼻づまり 鼻閉 4781056 R448
オースギ辛夷清肺湯エキスＧ 慢性鼻炎 慢性鼻炎 慢性鼻炎 4720021 J310
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用） 蓄膿症 蓄膿症 慢性副鼻腔炎 4739014 J329

2 辛夷清肺湯 コタロー辛夷清肺湯エキス細粒 蓄膿症 蓄膿症 慢性副鼻腔炎 4739014 J329
慢性鼻炎 慢性鼻炎 慢性鼻炎 4720021 J310
鼻閉 鼻閉 鼻閉 4781056 R448

1 参蘇飲 太虎堂の参蘇飲エキス顆粒 感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用） せき せき 咳 7862008 R05

1 神秘湯 〔東洋〕神秘湯エキス細粒 小児喘息 小児喘息 小児喘息 4930005 J450
クラシエ神秘湯エキス細粒 気管支喘息 気管支喘息 気管支喘息 4939008 J459
オースギ神秘湯エキスＧ 気管支炎 気管支炎 気管支炎 4900009 J40
ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用） 胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
本草神秘湯エキス顆粒－Ｍ

2 神秘湯 コタロー神秘湯エキス細粒 咳嗽 咳嗽 咳 7862008 R05
呼吸困難 呼吸困難 呼吸困難 8833748 R060
気管支炎 気管支炎 気管支炎 4900009 J40
気管支喘息 気管支喘息 気管支喘息 4939008 J459
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

1 真武湯 ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用） 体力減衰 体力減衰 体力低下 8844779 R53
胃腸疾患 胃腸疾患 胃腸疾患 8830512 K929
胃腸虚弱症 胃腸虚弱症 胃腸虚弱 8844662 K318
慢性腸炎 慢性腸炎 慢性腸炎 5580037 K529
消化不良 消化不良 消化不良症 8834689 R101
胃アトニー症 胃アトニー症 胃腸虚弱 8844662 K318
胃下垂 胃下垂 胃下垂 8830420 K318
ネフローゼ ネフローゼ ネフローゼ症候群 5819004 N049
腹膜炎 腹膜炎 腹膜炎 5679015 K659
脳いっ血 脳いっ血 脳卒中 4369009 I64
運動麻痺 運動麻痺 運動麻痺 3449002 G839
知覚麻痺 知覚麻痺 知覚麻痺 7820041 R448
神経衰弱 神経衰弱 神経衰弱 8834946 F480
高血圧症 高血圧症 高血圧症 8833421 I10
心臓弁膜症 心臓弁膜症 心臓弁膜症 4249004 I38
心不全 心不全 心不全 4289015 I509
心悸亢進 心悸亢進 動悸 7851005 R002
半身不随 半身不随 片麻痺 3429014 G819
リウマチ リウマチ 関節リウマチ 8842106 M0690
老人性そう痒症 老人性そう痒症 老年性そう痒症 6988006 L298
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198

2 真武湯 コタロー真武湯エキス細粒 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
倦怠感 倦怠感 倦怠感 7807010 R53
めまい めまい めまい 8841308 R42
動悸 動悸 動悸 7851005 R002
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
慢性下痢 慢性下痢 慢性下痢症 8840341 K529
胃下垂 胃下垂 胃下垂 8830420 K318
低血圧症 低血圧症 低血圧症 8837873 I959
高血圧症 高血圧症 高血圧症 8833421 I10
慢性腎炎 慢性腎炎 慢性糸球体腎炎 5829003 N039
腎炎 腎炎 腎炎 5839010 N059
かぜ かぜ かぜ 4609023 J00
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198

3 真武湯 三和真武湯エキス細粒 体力減衰 体力減衰 体力低下 8844779 R53
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
疲労倦怠感 疲労倦怠感 全身倦怠感 8836510 R53
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
動悸 動悸 動悸 7851005 R002
めまい めまい めまい 8841308 R42
胃腸虚弱症 胃腸虚弱症 胃腸虚弱 8844662 K318
慢性胃腸カタル 慢性胃腸カタル 慢性胃腸炎 5580033 K529
慢性腎炎 慢性腎炎 慢性糸球体腎炎 5829003 N039
腎炎 腎炎 腎炎 5839010 N059
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198

4 真武湯 ＪＰＳ真武湯エキス顆粒〔調剤用〕 体力減衰 体力減衰 体力低下 8844779 R53
発熱 発熱 発熱 7806011 R509
内臓下垂症 内臓下垂症 胃下垂 8830420 K318
胃腸弛緩症 胃腸弛緩症 胃腸虚弱 8844662 K318
慢性腸炎 慢性腸炎 慢性腸炎 5580037 K529
慢性腎炎 慢性腎炎 慢性糸球体腎炎 5829003 N039
腎炎 腎炎 腎炎 5839010 N059
じんま疹 じんま疹 じんま疹 8841304 L509
湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309
脳出血 脳出血 脳出血 4319020 I619
運動麻痺 運動麻痺 運動麻痺 3449002 G839
知覚麻痺 知覚麻痺 知覚麻痺 7820041 R448
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198

1 清上防風湯 オースギ清上防風湯エキスＧ にきび にきび 尋常性ざ瘡 7061017 L700
ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）

新陳代謝機能の衰退に
より、四肢や腰部が冷
え、疲労倦怠感が著し
く、尿量減少して、下痢
し易く動悸やめまいを伴
うものの次の諸症
胃腸虚弱症、慢性胃腸
カタル、慢性腎炎

新陳代謝が沈衰してい
るものの次の諸症
諸種の熱病，内臓下垂
症，胃腸弛緩症，慢性
腸炎，慢性腎炎，じんま
しん，湿疹，脳出血，脊
髄疾患による運動およ
び知覚麻痺

にきび

蓄膿症、慢性鼻炎、鼻
閉。

感冒，せき

小児ぜんそく，気管支ぜ
んそく，気管支炎

やや慢性的に経過し、
咳嗽発作と共に、呼吸
困難を訴えるもの。
気管支炎、気管支喘
息。

新陳代謝の沈衰してい
るものの次の諸症
胃腸疾患，胃腸虚弱
症，慢性腸炎，消化不
良，胃アトニー症，胃下
垂症，ネフローゼ，腹膜
炎，脳いっ血，脊髄疾患
による運動ならびに知覚
麻痺，神経衰弱，高血
圧症，心臓弁膜症，心
不全で心悸亢進，半身
不随，リウマチ，老人性
そう痒症

冷え、けん怠感が強く、
めまいや動悸があって
尿量減少し、下痢しやす
いもの。
慢性下痢、胃下垂症、
低血圧症、高血圧症、
慢性腎炎、カゼ。

鼻づまり，慢性鼻炎，蓄
膿症
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1 清暑益気湯 ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用） 暑気あたり 暑気あたり 暑気あたり 8844730 T678
食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
全身倦怠 全身倦怠 全身倦怠感 8836510 R53
夏やせ 夏やせ 暑気あたり 8844730 T678

1 清心蓮子飲 ジュンコウ清心蓮子飲ＦＣエキス細粒医療用 全身倦怠感 全身倦怠感 全身倦怠感 8836510 R53
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用） 口乾 口乾 口乾 8844710 R682

尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
残尿感 残尿感 残尿感 7886003 R398
頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35
排尿痛 排尿痛 排尿痛 7880004 R309

2 清心蓮子飲 〔東洋〕清心連子飲エキス細粒 全身倦怠感 全身倦怠感 全身倦怠感 8836510 R53
口乾 口乾 口乾 8844710 R682
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
残尿感 残尿感 残尿感 7886003 R398
排尿痛 排尿痛 排尿痛 7880004 R309

1 清肺湯 ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用） 痰 痰 喀痰 8831159 R093
咳 咳 咳 7862008 R05

1 川きゅう茶調散 オースギ川きゅう茶調散料エキスＴＧ かぜ かぜ かぜ 4609023 J00
ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用） 血の道症 血の道症 血の道症 8844785 N951

頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
1 疎経活血湯 オースギ疎経活血湯エキスＧ 関節痛 関節痛 関節痛 7194005 M2559

太虎堂の疎経活血湯エキス顆粒 神経痛 神経痛 神経痛 8834958 M7929
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用） 腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456

筋肉痛 筋肉痛 筋肉痛 7291015 M7919
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198
お血 お血 お血 8844666 R688

1 大黄甘草湯 オースギ大黄甘草湯エキスＧ 便秘症 便秘症 便秘症 8840042 K590
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）
オースギ大黄甘草湯エキスＴ錠

1 大黄牡丹皮湯 ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒（医療用） 下腹部痛 下腹部痛 下腹痛 8831434 R103
テイコク大黄牡丹皮湯エキス顆粒 便秘 便秘 便秘症 8840042 K590

月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
月経困難 月経困難 月経困難症 8833259 N946
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
痔疾 痔疾 痔核 4556002 K649
お血 お血 お血 8844666 R688
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198

2 大黄牡丹皮湯 コタロー大黄牡丹皮湯エキス細粒 圧痛 圧痛 圧痛 7890025 R529
出血 出血 出血 4590002 R58
常習便秘 常習便秘 習慣性便秘 5640018 K590
動脈硬化 動脈硬化 動脈硬化症 8838263 I709
月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
更年期障害 更年期障害 更年期症候群 6272001 N951
湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309
蕁麻疹 蕁麻疹 じんま疹 8841304 L509
にきび にきび 尋常性ざ瘡 7061017 L700
腫物 腫物 せつ 6809001 L029
膀胱カタル 膀胱カタル 膀胱炎 5959015 N309
お血 お血 お血 8844666 R688
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198

1 大建中湯 ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
冷え腹 冷え腹 下痢症 8833267 A099
腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104
腹部膨満感 腹部膨満感 腹部膨満 7893014 R14

2 大建中湯 コタロー大建中湯エキス細粒 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
腹部膨満感 腹部膨満感 腹部膨満 7893014 R14
蠕動亢進 蠕動亢進 蠕動亢進 7874002 R192
腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104
胃下垂 胃下垂 胃下垂 8830420 K318
胃アトニー 胃アトニー 胃腸虚弱 8844662 K318
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
慢性腹膜炎 慢性腹膜炎 慢性腹膜炎 5678003 K658
腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104

腹が冷えて痛み，腹部
膨満感のあるもの

腹壁胃腸弛緩し、腹中
に冷感を覚え、嘔吐、腹
部膨満感があり、腸の
蠕動亢進と共に、腹痛
の甚だしいもの。
胃下垂、胃アトニー、弛
緩性下痢、弛緩性便
秘、慢性腹膜炎、腹痛。

痰の多く出る咳

かぜ，血の道症，頭痛

関節痛，神経痛，腰痛，
筋肉痛

便秘症

比較的体力があり，下
腹部痛があって，便秘し
がちなものの次の諸症
月経不順，月経困難，
便秘，痔疾

盲腸部に圧痛や宿便が
あり、大便は硬く、皮膚
は紫赤色あるいは暗赤
色を呈し、鬱血または出
血の傾向があるもの。
常習便秘、動脈硬化、
月経不順による諸種の
障害、更年期障害、湿
疹、蕁麻疹、にきび、腫
物、膀胱カタル。

暑気あたり，暑さによる
食欲不振・下痢・全身け
ん怠，夏やせ

全身けん怠感があり，口
や舌が乾き，尿が出しぶ
るものの次の諸症
残尿感，頻尿，排尿痛

全身倦怠感があり、口
や舌が渇き、尿が出しぶ
るものの次の諸症
残尿感、排尿痛
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1 大柴胡湯 ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用） 便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
心下急 心下急 心下急 8844733 R198
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
耳鳴 耳鳴 耳鳴症 8835241 H931
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
胆石症 胆石症 胆のう結石症 8837169 K802
胆のう胆管結石症 胆のう胆管結石症 胆のう胆管結石症 8837184 K805
胆管結石症 胆管結石症 胆管結石症 8837094 K805
胆のう炎 胆のう炎 胆のう炎 8837151 K819
黄疸 黄疸 黄疸 7824001 R17
肝機能障害 肝機能障害 肝機能障害 5738002 K769
高血圧症 高血圧症 高血圧症 8833421 I10
脳溢血 脳溢血 脳卒中 4369009 I64
じんま疹 じんま疹 じんま疹 8841304 L509
胃酸過多症 胃酸過多症 過酸症 8831204 K318
急性胃腸カタル 急性胃腸カタル 急性胃腸炎 91009 A099
悪心 悪心 悪心 7870002 R11
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
痔疾 痔疾 痔核 4556002 K649
糖尿病 糖尿病 糖尿病 2500013 E14
ノイローゼ ノイローゼ 神経症 3009007 F489
不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
心下急 心下急 心下急 8844733 R198
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
往来寒熱 往来寒熱 往来寒熱 8844665 R509

2 大柴胡湯 コタロー大柴胡湯エキス細粒 疼痛 疼痛 疼痛 8838060 R529
心下急 心下急 心下急 8844733 R198
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
耳鳴 耳鳴 耳鳴症 8835241 H931
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
疲労感 疲労感 疲労感 8839426 R53
食欲減退 食欲減退 食欲不振 7830003 R630
高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
動脈硬化 動脈硬化 動脈硬化症 8838263 I709
常習便秘 常習便秘 習慣性便秘 5640018 K590
肥満症 肥満症 肥満症 8839404 E669
黄疸 黄疸 黄疸 7824001 R17
胆石症 胆石症 胆のう結石症 8837169 K802
胆のう胆管結石症 胆のう胆管結石症 胆のう胆管結石症 8837184 K805
胆管結石症 胆管結石症 胆管結石症 8837094 K805
胆のう炎 胆のう炎 胆のう炎 8837151 K819
気管支喘息 気管支喘息 気管支喘息 4939008 J459
不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
神経衰弱 神経衰弱 神経衰弱 8834946 F480
陰萎 陰萎 性交不能症 3027006 F522
痔疾 痔疾 痔核 4556002 K649
半身不随 半身不随 片麻痺 3429014 G819
心下急 心下急 心下急 8844733 R198
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
往来寒熱 往来寒熱 往来寒熱 8844665 R509

3 大柴胡湯 三和大柴胡湯エキス細粒 疼痛 疼痛 疼痛 8838060 R529
心下急 心下急 心下急 8844733 R198
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
耳鳴 耳鳴 耳鳴症 8835241 H931
食欲減退 食欲減退 食欲不振 7830003 R630
疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
胆嚢炎 胆嚢炎 胆のう炎 8837151 K819
胆石症 胆石症 胆のう結石症 8837169 K802
胆のう胆管結石症 胆のう胆管結石症 胆のう胆管結石症 8837184 K805
胆管結石症 胆管結石症 胆管結石症 8837094 K805
黄疸 黄疸 黄疸 7824001 R17
胃腸カタル 胃腸カタル カタル性胃腸炎 91002 A090
動脈硬化 動脈硬化 動脈硬化症 8838263 I709
高血圧症 高血圧症 高血圧症 8833421 I10
脳溢血 脳溢血 脳卒中 4369009 I64
半身不随 半身不随 片麻痺 3429014 G819
肥満症 肥満症 肥満症 8839404 E669
喘息 喘息 気管支喘息 4939008 J459
神経衰弱 神経衰弱 神経衰弱 8834946 F480
不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
常習便秘 常習便秘 習慣性便秘 5640018 K590
痔疾 痔疾 痔核 4556002 K649
肋間神経痛 肋間神経痛 肋間神経痛 3548017 G580
心下急 心下急 心下急 8844733 R198
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
往来寒熱 往来寒熱 往来寒熱 8844665 R509

比較的体力のある人
で，便秘がちで，上腹部
が張って苦しく，耳鳴り，
肩こりなど伴うものの次
の諸症
胆石症，胆のう炎，黄
疸，肝機能障害，高血
圧症，脳溢血，じんまし
ん，胃酸過多症，急性
胃腸カタル，悪心，嘔
吐，食欲不振，痔疾，糖
尿病，ノイローゼ，不眠
症

肝臓部圧迫感、または
みぞおちが硬く張って、
胸や脇腹にも痛みや圧
迫感があり、便秘するも
の、あるいはかえって下
痢するもの、耳鳴、肩こ
り、疲労感、食欲減退な
どを伴うこともあるもの。
高血圧、動脈硬化、常
習便秘、肥満症、黄疸、
胆石症、胆のう炎、胃腸
病、気管支喘息、不眠
症、神経衰弱、陰萎、痔
疾、半身不随。

胸やわき腹に圧迫感や
痛みがあって胃部が硬
く、つかえて便秘するも
の。あるいは下痢した
り、耳鳴り、食欲減退、
疲労などを伴うものの次
の諸症：
胆嚢炎、胆石症、黄疸、
胃腸カタル、動脈硬化、
高血圧症、脳溢血、半
身不随、肥満症、喘息、
神経衰弱、不眠症、常
習便秘、痔疾、肋間神
経痛
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4 大柴胡湯 ジュンコウ大柴胡湯ＦＣエキス細粒医療用 便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
〔東洋〕大柴胡湯エキス細粒 肥満症 肥満症 肥満症 8839404 E669
クラシエ大柴胡湯エキス細粒 高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
オースギ大柴胡湯エキスＧ 肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
ＪＰＳ大柴胡湯エキス顆粒〔調剤用〕 頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
太虎堂の大柴胡湯エキス顆粒 便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
テイコク大柴胡湯エキス顆粒 肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
本草大柴胡湯エキス顆粒－Ｍ 常習便秘 常習便秘 習慣性便秘 5640018 K590
オースギ大柴胡湯エキスＴ錠 胃炎 胃炎 胃炎 8830417 K297
クラシエ大柴胡湯エキス錠 心下急 心下急 心下急 8844733 R198

胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
往来寒熱 往来寒熱 往来寒熱 8844665 R509

91
大柴胡湯去大黄
（大柴胡去大黄湯）

コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒 胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

耳鳴 耳鳴 耳鳴症 8835241 H931
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
疲労感 疲労感 疲労感 8839426 R53
食欲減退 食欲減退 食欲不振 7830003 R630
高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
動脈硬化 動脈硬化 動脈硬化症 8838263 I709
気管支喘息 気管支喘息 気管支喘息 4939008 J459
黄疸 黄疸 黄疸 7824001 R17
胆石症 胆石症 胆のう結石症 8837169 K802
胆のう胆管結石症 胆のう胆管結石症 胆のう胆管結石症 8837184 K805
胆管結石症 胆管結石症 胆管結石症 8837094 K805
胆のう炎 胆のう炎 胆のう炎 8837151 K819
不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
神経衰弱 神経衰弱 神経衰弱 8834946 F480
陰萎 陰萎 性交不能症 3027006 F522
肋膜炎 肋膜炎 胸膜炎 5110003 R091
痔疾 痔疾 痔核 4556002 K649
半身不随 半身不随 片麻痺 3429014 G819
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

92
大柴胡湯去大黄
（大柴胡去大黄湯）

三和大柴胡去大黄湯エキス細粒 胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
食欲減退 食欲減退 食欲不振 7830003 R630
肝炎 肝炎 肝炎 5733005 K759
胆嚢炎 胆嚢炎 胆のう炎 8837151 K819
胆石症 胆石症 胆のう結石症 8837169 K802
胆のう胆管結石症 胆のう胆管結石症 胆のう胆管結石症 8837184 K805
胆管結石症 胆管結石症 胆管結石症 8837094 K805
胃腸カタル 胃腸カタル カタル性胃腸炎 91002 A090
不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
肋間神経痛 肋間神経痛 肋間神経痛 3548017 G580
動脈硬化症 動脈硬化症 動脈硬化症 8838263 I709
高血圧症 高血圧症 高血圧症 8833421 I10
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

1 大承気湯 コタロー大承気湯エキス細粒 腹部膨満 腹部膨満 腹部膨満 7893014 R14
ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療用） 便秘 便秘 便秘症 8840042 K590

肥満 肥満 肥満症 8839404 E669
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
常習便秘 常習便秘 習慣性便秘 5640018 K590
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
食あたり 食あたり 食中毒 59003 T629

1 大防風湯 三和大防風湯エキス細粒 疼痛 疼痛 疼痛 8838060 R529
ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用） しびれ感 しびれ感 しびれ感 7820002 R208

強直 強直 関節強直 7185002 M2469
屈伸困難 屈伸困難 屈伸困難 8832803 M2589
関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 8842106 M0690
慢性関節炎 慢性関節炎 慢性関節炎 8840315 M1399
痛風 痛風 痛風 2749004 M1009

1 竹じょ温胆湯 ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用） インフルエンザ インフルエンザ インフルエンザ 4871001 J111
風邪 風邪 かぜ 4609023 J00
肺炎 肺炎 肺炎 4860030 J189
発熱 発熱 発熱 7806011 R509
不安症 不安症 不安神経症 3000010 F411
せき せき 咳 7862008 R05
痰 痰 喀痰 8831159 R093
不眠 不眠 不眠症 8839792 G470
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198

1 治打撲一方 ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用） 打撲 打撲 打撲傷 9249021 T140
疼痛 疼痛 疼痛 8838060 R529

1 治頭瘡一方 ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用） 湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309
くさ くさ 脂漏性皮膚炎 6900012 L219

1 調胃承気湯 ツムラ調胃承気湯エキス顆粒（医療用）便秘 便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
1 釣藤散 ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用） 慢性頭痛 慢性頭痛 習慣性頭痛 7840016 R51

マツウラ釣藤散エキス顆粒 頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10

91 腸癰湯 コタロー腸癰湯エキス細粒 急性疼痛 急性疼痛 急性疼痛 8832414 R520
慢性疼痛 慢性疼痛 慢性疼痛 8847821 R522
下腹痛 下腹痛 下腹痛 8831434 R103
月経痛 月経痛 月経痛 6252001 N946

湿疹，くさ，乳幼児の湿
疹

慢性に続く頭痛で中年
以降，または高血圧の
傾向のあるもの

盲腸部に急性または慢
性の痛みがあるもの、あ
るいは月経痛のあるも
の。

みぞおちが硬く張って、
胸や脇腹あるいは肝臓
部などに痛みや圧迫感
があるもの。耳鳴り、肩
こり、疲労感、食欲減退
などを伴うこともあり、便
秘しないもの。
高血圧、動脈硬化、胃
腸病、気管支喘息、黄
疸、胆石症、胆のう炎、
不眠症、神経衰弱、陰
萎、肋膜炎、痔疾、半身
不随。

胸や脇腹に圧迫感や痛
みがあって下痢したり、
肩こり、食欲減退などを
伴うものの次の諸症
肝炎、胆嚢炎、胆石症、
胃腸カタル、不眠症、肋
間神経痛、動脈硬化
症、高血圧症

腹部がかたくつかえて，
便秘するもの，あるいは
肥満体質で便秘するも
の。
常習便秘，急性便秘，
高血圧，神経症，食当り

関節がはれて痛み，麻
痺，強直して屈伸しがた
いものの次の諸症
下肢の関節リウマチ，慢
性関節炎，痛風

インフルエンザ，風邪，
肺炎などの回復期に熱
が長びいたり，また平熱
になっても，気分がさっ
ぱりせず，せきや痰が多
くて安眠が出来ないもの

打撲によるはれ及び痛
み

がっしりとした体格で比
較的体力があり、便秘
の傾向のあるものの次
の諸症：
肥満症、高血圧に伴う
肩こり・頭痛・便秘、肩こ
り、常習便秘、胃炎
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1 猪苓湯 ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） 尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
排尿困難 排尿困難 排尿困難 7881001 R391
口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
尿道炎 尿道炎 尿道炎 5978015 N342
腎炎 腎炎 腎炎 5839010 N059
腎石症 腎石症 腎結石症 8835588 N200
淋病 淋病 淋病 980013 A549
排尿痛 排尿痛 排尿痛 7880004 R309
血尿 血尿 血尿 8833170 R31
浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
残尿感 残尿感 残尿感 7886003 R398
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099

2 猪苓湯 コタロー猪苓湯エキス細粒 口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
排尿痛 排尿痛 排尿痛 7880004 R309
排尿困難 排尿困難 排尿困難 7881001 R391
肉眼的血尿 肉眼的血尿 肉眼的血尿 5997009 R31
血尿 血尿 血尿 8833170 R31
浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
腎炎 腎炎 腎炎 5839010 N059
ネフローゼ ネフローゼ ネフローゼ症候群 5819004 N049
膀胱カタル 膀胱カタル 膀胱炎 5959015 N309
尿道炎 尿道炎 尿道炎 5978015 N342
腎臓結石 腎臓結石 腎結石症 8835588 N200
膀胱結石 膀胱結石 膀胱結石症 8840130 N210
排尿困難 排尿困難 排尿困難 7881001 R391

3 猪苓湯 三和猪苓湯エキス細粒 膀胱炎 膀胱炎 膀胱炎 5959015 N309
急性膀胱炎 急性膀胱炎 急性膀胱炎 5950005 N300
腎炎 腎炎 腎炎 5839010 N059
腎臓結石 腎臓結石 腎結石症 8835588 N200
尿道炎 尿道炎 尿道炎 5978015 N342
口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
尿意頻数 尿意頻数 頻尿症 8839433 R35
排尿痛 排尿痛 排尿痛 7880004 R309

4 猪苓湯 〔東洋〕猪苓湯エキス細粒 尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
クラシエ猪苓湯エキス細粒 排尿困難 排尿困難 排尿困難 7881001 R391
オースギ猪苓湯エキスＧ 排尿痛 排尿痛 排尿痛 7880004 R309
ＪＰＳ猪苓湯エキス顆粒〔調剤用〕 残尿感 残尿感 残尿感 7886003 R398
太虎堂の猪苓湯エキス顆粒
テイコク猪苓湯エキス顆粒
本草猪苓湯エキス顆粒－Ｍ

1 猪苓湯合四物湯 ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用） 排尿困難 排尿困難 排尿困難 7881001 R391
排尿痛 排尿痛 排尿痛 7880004 R309
残尿感 残尿感 残尿感 7886003 R398

頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35

1 通導散 コタロー通導散エキス細粒 下腹部圧痛 下腹部圧痛 小腹硬満 8844727 R198
ツムラ通導散エキス顆粒（医療用） 便秘 便秘 便秘症 8840042 K590

月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
月経痛 月経痛 月経痛 6252001 N946
更年期障害 更年期障害 更年期症候群 6272001 N951
腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
打ち身 打ち身 打撲傷 9249021 T140
打撲 打撲 打撲傷 9249021 T140
高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
めまい めまい めまい 8841308 R42
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198
お血 お血 お血 8844666 R688

2 通導散 太虎堂の通導散エキス顆粒 下腹部圧痛 下腹部圧痛 小腹硬満 8844727 R198
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
月経痛 月経痛 月経痛 6252001 N946
更年期障害 更年期障害 更年期症候群 6272001 N951
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
打ち身 打ち身 打撲傷 9249021 T140
打撲 打撲 打撲傷 9249021 T140
高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
めまい めまい めまい 8841308 R42
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198
お血 お血 お血 8844666 R688

尿量が減少し、尿が出
にくく、排尿痛あるいは
残尿感のあるもの

皮膚が枯燥し，色つや
の悪い体質で胃腸障害
のない人の次の諸症
排尿困難，排尿痛，残
尿感，頻尿

比較的体力があり下腹
部に圧痛があって便秘
しがちなものの次の諸
症
月経不順，月経痛，更
年期障害，腰痛，便秘，
打ち身（打撲），高血圧
の随伴症状（頭痛，めま
い，肩こり）

比較的体力があり、下
腹部に圧痛があって便
秘しがちなものの次の
諸症：月経不順、月経
痛、更年期障害、便秘、
打ち身（打撲）、高血圧
の随伴症状（頭痛、めま
い、肩こり）

尿量減少，小便難，口
渇を訴えるものの次の
諸症
尿道炎，腎臓炎，腎石
症，淋炎，排尿痛，血
尿，腰以下の浮腫，残
尿感，下痢

咽喉がかわき、排尿痛
あるいは排尿困難があ
り、尿の色は赤いか、ま
たは血液の混じるもの、
あるいは腰や下肢に浮
腫があるもの。
腎炎、ネフローゼ、膀胱
カタル、尿道炎、腎臓・
膀胱結石による排尿困
難。

膀胱炎、特に急性膀胱
炎、腎炎、腎臓結石症
又は尿道炎における口
渇、尿意頻数、排尿痛
の諸症に用いる
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版（2022 /1/1）

レセ電算
コード

ＩＣＤ１０
【2013年版】

1 桃核承気湯 ジュンコウ桃核承気湯ＦＣエキス細粒医療用 のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
クラシエ桃核承気湯エキス細粒 便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
オースギ桃核承気湯エキスＧ 月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
ＪＰＳ桃核承気湯エキス顆粒〔調剤用〕 月経困難症 月経困難症 月経困難症 8833259 N946
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） 不安症 不安症 不安神経症 3000010 F411
テイコク桃核承気湯エキス顆粒 産褥精神不安 産褥精神不安 産褥期うつ状態 2961016 F530
本草桃核承気湯エキス顆粒－Ｍ 精神不安 精神不安 不安障害 8839596 F419
クラシエ桃核承気湯エキス錠 神経症 神経症 神経症 3009007 F489

腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
めまい めまい めまい 8841308 R42
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198
小腹急結 小腹急結 小腹急結 8844725 R103
お血 お血 お血 8844666 R688

2 桃核承気湯 コタロー桃核承気湯エキス細粒 頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
圧痛 圧痛 圧痛 7890025 R529
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
常習便秘 常習便秘 習慣性便秘 5640018 K590
高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
動脈硬化 動脈硬化 動脈硬化症 8838263 I709
腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456
痔核 痔核 痔核 4556002 K649
月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
更年期障害 更年期障害 更年期症候群 6272001 N951
にきび にきび 尋常性ざ瘡 7061017 L700
しみ しみ 肝斑 7090025 L811
湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309
こしけ こしけ 帯下 6235001 N898
坐骨神経痛 坐骨神経痛 坐骨神経痛 7243008 M5438
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198
小腹急結 小腹急結 小腹急結 8844725 R103
お血 お血 お血 8844666 R688

1 当帰湯 ツムラ当帰湯エキス顆粒（医療用） 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
腹部膨満感 腹部膨満感 腹部膨満 7893014 R14

腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104

1 当帰飲子 ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用） 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
慢性湿疹 慢性湿疹 慢性湿疹 6929320 L309

かゆみ かゆみ そう痒 8841305 L299

1 当帰建中湯 ツムラ当帰建中湯エキス顆粒（医療用） 疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
月経痛 月経痛 月経痛 6252001 N946
下腹部痛 下腹部痛 下腹痛 8831434 R103
痔 痔 痔核 4556002 K649
脱肛 脱肛 肛門脱 5691009 K622
腹皮拘急 腹皮拘急 腹皮拘急 8844822 R198

1 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
オースギ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキスＧ 下肢痛 下肢痛 下肢痛 7295003 M7969
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） 下腹部痛 下腹部痛 下腹痛 8831434 R103

小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198
しもやけ しもやけ 凍瘡 8838043 T691
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
下腹部痛 下腹部痛 下腹痛 8831434 R103
腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198

2 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 コタロー当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 貧血 貧血 貧血 2859011 D649
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
胃部圧重感 胃部圧重感 心窩部不快 8844738 R198
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198
腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456
下腹痛 下腹痛 下腹痛 8831434 R103
凍傷 凍傷 凍傷 9913008 T357
凍傷 凍傷 凍傷 9913008 T357
慢性頭痛 慢性頭痛 習慣性頭痛 7840016 R51
坐骨神経痛 坐骨神経痛 坐骨神経痛 7243008 M5438
婦人下腹痛 婦人下腹痛 下腹痛 8831434 R103
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198

背中に寒冷を覚え，腹
部膨満感や腹痛のある
もの

冷え症のものの次の諸
症
慢性湿疹（分泌物の少
ないもの），かゆみ

疲労しやすく，血色のす
ぐれないものの次の諸
症
月経痛，下腹部痛，痔，
脱肛の痛み

手足の冷えを感じ，下肢
が冷えると下肢又は下
腹部が痛くなり易いもの
の次の諸症
しもやけ，頭痛，下腹部
痛，腰痛

貧血、冷え症で頭痛、胃
部圧重感、腰痛または
下腹痛があって凍傷に
かかりやすいもの。
凍傷、慢性頭痛、坐骨
神経痛、婦人下腹痛。

比較的体力があり，の
ぼせて便秘しがちなもの
の次の諸症
月経不順，月経困難
症，月経時や産後の精
神不安，腰痛，便秘，高
血圧の随伴症状（頭痛，
めまい，肩こり）

頭痛またはのぼせる傾
向があり、左下腹部に
圧痛や宿便を認め、下
肢や腰が冷えて尿量減
少するもの。
常習便秘、高血圧、動
脈硬化、腰痛、痔核、月
経不順による諸種の障
害、更年期障害、にき
び、しみ、湿疹、こしけ、
坐骨神経痛。
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1 当帰芍薬散 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） 疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
貧血 貧血 貧血 2859011 D649
倦怠感 倦怠感 倦怠感 7807010 R53
更年期障害 更年期障害 更年期症候群 6272001 N951
頭重 頭重 頭重感 7840022 R51
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
めまい めまい めまい 8841308 R42
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
月経困難 月経困難 月経困難症 8833259 N946
不妊症・男性 不妊症・男性 男性不妊症 6069003 N46
不妊症・女性 不妊症・女性 女性不妊症 6289002 N979
不妊症 不妊症 不妊症 8839791 ICDコード設定なし
動悸 動悸 動悸 7851005 R002
慢性腎炎 慢性腎炎 慢性糸球体腎炎 5829003 N039
腎炎 腎炎 腎炎 5839010 N059
浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
習慣性流産 習慣性流産 習慣流産 8834535 N96
痔 痔 痔核 4556002 K649
腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104
脚気 脚気 脚気 8831376 E511
半身不随 半身不随 片麻痺 3429014 G819
心臓弁膜症 心臓弁膜症 心臓弁膜症 4249004 I38
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198
お血 お血 お血 8844666 R688

2 当帰芍薬散 コタロー当帰芍薬散料エキス細粒 貧血 貧血 貧血 2859011 D649
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
胃腸虚弱 胃腸虚弱 胃腸虚弱 8844662 K318
疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
頭重 頭重 頭重感 7840022 R51
めまい めまい めまい 8841308 R42
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
動悸 動悸 動悸 7851005 R002
頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
下腹部圧痛 下腹部圧痛 小腹硬満 8844727 R198
凍傷 凍傷 凍傷 9913008 T357
心臓衰弱 心臓衰弱 慢性心不全 4289018 I509
腎臓病 腎臓病 腎疾患 8848361 N289
慢性腎臓病 慢性腎臓病 慢性腎臓病 8844106 N189
貧血 貧血 貧血 2859011 D649
流産 流産 流産 6379005 O039
痔核 痔核 痔核 4556002 K649
脱肛 脱肛 肛門脱 5691009 K622
つわり つわり 悪阻 6430002 O210
月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
月経痛 月経痛 月経痛 6252001 N946
更年期神経症 更年期神経症 更年期神経症 8844717 N951
更年期症候群 更年期症候群 更年期症候群 6272001 N951
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
にきび にきび 尋常性ざ瘡 7061017 L700
しみ しみ 肝斑 7090025 L811
血圧異常 血圧異常 血圧異常 8844707 R098
高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
低血圧 低血圧 低血圧症 8837873 I959
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198
お血 お血 お血 8844666 R688

貧血、冷え症で胃腸が
弱く、眼の周辺に薄黒い
クマドリが出て、疲れや
すく、頭重、めまい、肩こ
り、動悸などがあって、
排尿回数多く尿量減少
し、咽喉がかわくもの、
あるいは冷えて下腹部
に圧痛を認めるか、また
は痛みがあるもの、ある
いは凍傷にかかりやす
いもの。
心臓衰弱、腎臓病、貧
血症、産前産後あるい
は流産による貧血症、
痔核、脱肛、つわり、月
経不順、月経痛、更年
期神経症、にきび、し
み、血圧異常。

筋肉が一体に軟弱で疲
労しやすく，腰脚の冷え
やすいものの次の諸症
貧血，けん怠感，更年期
障害（頭重，頭痛，めま
い，肩こり等），月経不
順，月経困難，不妊症，
動悸，慢性腎炎，妊娠
中の諸病（浮腫，習慣性
流産，痔，腹痛），脚気，
半身不随，心臓弁膜症
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3 当帰芍薬散 三和当帰芍薬散料エキス細粒 貧血 貧血 貧血 2859011 D649
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
頭重 頭重 頭重感 7840022 R51
めまい めまい めまい 8841308 R42
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
動悸 動悸 動悸 7851005 R002
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
不定愁訴 不定愁訴 不定愁訴症 8839790 F459
頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
下腹部痛 下腹部痛 下腹痛 8831434 R103
貧血 貧血 貧血 2859011 D649
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
婦人更年期症 婦人更年期症 更年期症候群 6272001 N951
不妊症・男性 不妊症・男性 男性不妊症 6069003 N46
不妊症・女性 不妊症・女性 女性不妊症 6289002 N979
不妊症 不妊症 不妊症 8839791 ICDコード設定なし
流産癖 流産癖 習慣流産 8834535 N96
妊娠腎 妊娠腎 妊娠腎 6462001 O268
ネフローゼ ネフローゼ ネフローゼ症候群 5819004 N049
月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
子宮内膜炎 子宮内膜炎 子宮内膜炎 6159011 N719
血圧異常 血圧異常 血圧異常 8844707 R098
高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
低血圧 低血圧 低血圧症 8837873 I959
痔 痔 痔核 4556002 K649
脱肛 脱肛 肛門脱 5691009 K622
尋常性ざ瘡 尋常性ざ瘡 尋常性ざ瘡 7061017 L700
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198
お血 お血 お血 8844666 R688

4 当帰芍薬散 太虎堂の当帰芍薬散料エキス散 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
ジュンコウ当帰芍薬散料ＦＣエキス細粒医療用 貧血 貧血 貧血 2859011 D649
〔東洋〕当帰芍薬散料エキス細粒 疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 下腹部痛 下腹部痛 下腹痛 8831434 R103
オースギ当帰芍薬散料エキスＧ 頭重 頭重 頭重感 7840022 R51
ＪＰＳ当帰芍薬散料エキス顆粒〔調剤用〕 めまい めまい めまい 8841308 R42
太虎堂の当帰芍薬散料エキス顆粒 肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
テイコク当帰芍薬散エキス顆粒 耳鳴 耳鳴 耳鳴症 8835241 H931
本草当帰芍薬散料エキス顆粒－Ｍ 動悸 動悸 動悸 7851005 R002
オースギ当帰芍薬散料エキスＴ錠 月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926

月経異常 月経異常 月経異常 8844708 N926
月経痛 月経痛 月経痛 6252001 N946
更年期障害 更年期障害 更年期症候群 6272001 N951
流産 流産 流産 6379005 O039
貧血 貧血 貧血 2859011 D649
疲労けん怠 疲労けん怠 全身倦怠感 8836510 R53
めまい めまい めまい 8841308 R42
むくみ むくみ 浮腫 7823024 R609
めまい めまい めまい 8841308 R42
頭重 頭重 頭重感 7840022 R51
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
しもやけ しもやけ 凍瘡 8838043 T691
むくみ むくみ 浮腫 7823024 R609
しみ しみ 肝斑 7090025 L811
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198
お血 お血 お血 8844666 R688

91
当帰芍薬散加附子
（当帰芍薬加附子湯）

三和当帰芍薬散加附子エキス細粒 貧血 貧血 貧血 2859011 D649

冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
頭重 頭重 頭重感 7840022 R51
頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35
めまい めまい めまい 8841308 R42
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
耳鳴 耳鳴 耳鳴症 8835241 H931
動悸 動悸 動悸 7851005 R002
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
月経痛 月経痛 月経痛 6252001 N946
神経痛 神経痛 神経痛 8834958 M7929
慢性腎炎 慢性腎炎 慢性糸球体腎炎 5829003 N039
腎炎 腎炎 腎炎 5839010 N059
更年期障害 更年期障害 更年期症候群 6272001 N951
浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
習慣性流産 習慣性流産 習慣流産 8834535 N96
痔疾 痔疾 痔核 4556002 K649
腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104
産後の肥立不良 産後の肥立不良 産後回復不全 8834069 O909

1 二朮湯 ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用） 五十肩 五十肩 五十肩 肩関節周囲炎 7262008 M750
1 二陳湯 〔東洋〕二陳湯エキス細粒 悪心 悪心 悪心 7870002 R11

ツムラ二陳湯エキス顆粒（医療用） 嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
心窩部不快 心窩部不快 心窩部不快 8844738 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

貧血、冷え症で顔色が
悪く、頭重、めまい、肩こ
り、動悸、足腰の冷え等
の不定愁訴があって、
排尿回数が多くて尿量
が少なく、下腹部が痛む
ものの次の諸症
貧血症、冷え症、婦人更
年期症、不妊症、流産
癖、妊娠腎、ネフロ―
ゼ、月経不順、子宮内
膜炎、血圧異常、痔脱
肛、尋常性ざ瘡

比較的体力が乏しく、冷
え症で貧血の傾向があ
り、疲労しやすく、ときに
下腹部痛、頭重、めま
い、肩こり、耳鳴り、動悸
などを訴える次の諸症：
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
けん怠、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

血色悪く貧血性で足腰
が冷え易く、頭痛、頭重
で小便頻数を訴え時に
目眩、肩こり、耳鳴り、動
悸あるものの次の諸症
婦人の冷え症、月経痛、
神経痛、慢性腎炎、更
年期障害、妊娠中の障
害（浮腫、習慣性流産の
予防、痔疾、腹痛）、産
後の肥立不良

悪心，嘔吐
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1 女神散 ツムラ女神散エキス顆粒（医療用） のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
めまい めまい めまい 8841308 R42
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926
血の道症 血の道症 血の道症 8844785 N951
小腹硬満 小腹硬満 小腹硬満 8844727 R198

1 人参湯 ツムラ人参湯エキス顆粒（医療用） 体質虚弱 体質虚弱 虚弱 8832689 R53
体力低下 体力低下 体力低下 8844779 R53
急性胃腸カタル 急性胃腸カタル 急性胃腸炎 91009 A099
慢性胃腸カタル 慢性胃腸カタル 慢性胃腸炎 5580033 K529
胃アトニー症 胃アトニー症 胃腸虚弱 8844662 K318
胃拡張 胃拡張 胃拡張 5368008 K318
悪阻 悪阻 悪阻 6430002 O210
つわり つわり 悪阻 6430002 O210
萎縮腎 萎縮腎 萎縮腎 5870001 N26
心下痞 心下痞 心下痞 8844734 R198
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
心窩部不快 心窩部不快 心窩部不快 8844738 R198

2 人参湯 コタロー人参湯エキス細粒 貧血 貧血 貧血 2859011 D649
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
胃部圧重感 胃部圧重感 心窩部不快 8844738 R198
胃痛 胃痛 胃痛 8830562 R101
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
頭重 頭重 頭重感 7840022 R51
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
慢性下痢 慢性下痢 慢性下痢症 8840341 K529
胃炎 胃炎 胃炎 8830417 K297
胃アトニー症 胃アトニー症 胃腸虚弱 8844662 K318
貧血 貧血 貧血 2859011 D649
アセトン血性嘔吐症 アセトン血性嘔吐症 アセトン血性嘔吐症 8830250 R11
周期性嘔吐症候群 周期性嘔吐症候群 周期性嘔吐症候群 8849758 R11
食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
心下痞 心下痞 心下痞 8844734 R198
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
心窩部不快 心窩部不快 心窩部不快 8844738 R198

3 人参湯 〔東洋〕人参湯エキス細粒 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
本草人参湯エキス細粒 胃腸虚弱 胃腸虚弱 胃腸虚弱 8844662 K318
クラシエ人参湯エキス細粒 胃アトニー 胃アトニー 胃腸虚弱 8844662 K318
オースギ人参湯エキスＧ 下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
太虎堂の人参湯エキス顆粒 嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
テイコク人参湯エキス顆粒 胃痛 胃痛 胃痛 8830562 R101

心下痞 心下痞 心下痞 8844734 R198
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
心窩部不快 心窩部不快 心窩部不快 8844738 R198

1 人参養栄湯 クラシエ人参養栄湯エキス細粒 病後の体力低下 病後の体力低下 体力低下 8844779 R53
オースギ人参養栄湯エキスＧ 疲労けん怠 疲労けん怠 全身倦怠感 8836510 R53
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用） 食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630

寝汗 寝汗 寝汗 8838640 R619
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
貧血 貧血 貧血 2859011 D649

2 人参養栄湯 コタロー人参養栄湯エキス細粒 やせ やせ やせ 7832001 R634
微熱 微熱 微熱 7806012 R509
発熱 発熱 発熱 7806011 R509
悪寒 悪寒 悪寒 7809023 R688
咳嗽 咳嗽 咳 7862008 R05
倦怠感 倦怠感 倦怠感 7807010 R53
食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
精神不安 精神不安 不安障害 8839596 F419
不眠 不眠 不眠症 8839792 G470
盗汗 盗汗 寝汗 8838640 R619
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
病後の体力低下 病後の体力低下 体力低下 8844779 R53
虚弱体質 虚弱体質 虚弱 8832689 R53

1 排膿散及湯 コタロー排膿散及湯エキス細粒 発赤 発赤 発赤 8840097 R21
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用） 疼痛 疼痛 疼痛 8838060 R529

よう よう よう 6809003 L029
せつ せつ せつ 6809001 L029
面疔 面疔 顔面せつ 6800005 L020
せつ腫症 せつ腫症 せつ腫症 6809002 L029

1 麦門冬湯 ジュンコウ麦門冬湯ＦＣエキス細粒医療用 喀痰喀出困難 喀痰喀出困難 喀痰喀出困難 7869009 R093
ＪＰＳ麦門冬湯エキス顆粒〔調剤用〕 痰 痰 喀痰 8831159 R093
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 咳 咳 咳 7862008 R05
テイコク麦門冬湯エキス顆粒 気管支炎 気管支炎 気管支炎 4900009 J40
マツウラ麦門冬湯エキス顆粒 気管支喘息 気管支喘息 気管支喘息 4939008 J459

咽喉不利 咽喉不利 咽喉乾燥感 8844664 R098
梅核気 梅核気 咽喉頭食道神経症 8830642 F453

痰の切れにくい咳，気管
支炎，気管支ぜんそく

体質虚弱の人，或いは
虚弱により体力低下した
人の次の諸症
急性・慢性胃腸カタル，
胃アトニー症，胃拡張，
悪阻（つわり），萎縮腎

貧血、冷え症で胃部圧
重感あるいは胃痛があ
り、軟便または下痢の傾
向があるもの、あるいは
ときに頭重や嘔吐を伴う
もの。
慢性下痢、胃炎、胃アト
ニー症、貧血症、虚弱児
の自家中毒、小児の食
欲不振。

手足などが冷えやすく、
尿量が多いものの次の
諸症：
胃腸虚弱、胃アトニー、
下痢、嘔吐、胃痛

病後の体力低下，疲労
けん怠，食欲不振，ねあ
せ，手足の冷え，貧血

やせて血色悪く、微熱、
悪寒、咳嗽がとれずに
けん怠感が著しく、食欲
不振で精神不安、不眠、
盗汗などもあり、便秘気
味のもの。
病後または産後の体力
増強、虚弱体質。

患部が発赤，腫脹して
疼痛をともなった化膿
症，瘍，せつ，面疔，そ
の他せつ腫症

のぼせとめまいのあるも
のの次の諸症
産前産後の神経症，月
経不順，血の道症
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2 麦門冬湯 コタロー麦門冬湯エキス細粒 咳 咳 咳 7862008 R05
喀痰 喀痰 喀痰 8831159 R093
喀痰喀出困難 喀痰喀出困難 喀痰喀出困難 7869009 R093
血痰 血痰 血痰 7864002 R042
のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
口乾 口乾 口乾 8844710 R682
咽頭異物感 咽頭異物感 咽頭異常感症 3061005 F453
咽喉頭神経症 咽喉頭神経症 咽喉頭異常感症 7849002 F453
梅核気 梅核気 咽喉頭食道神経症 8830642 F453
ヒステリー球 ヒステリー球 ヒステリー球 8847726 F458
気管支炎 気管支炎 気管支炎 4900009 J40
気管支喘息 気管支喘息 気管支喘息 4939008 J459
咳嗽 咳嗽 咳 7862008 R05
咽喉不利 咽喉不利 咽喉乾燥感 8844664 R098
梅核気 梅核気 咽喉頭食道神経症 8830642 F453

1
八味地黄丸
（八味丸）

ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） 疲労感 疲労感 疲労感 8839426 R53

倦怠感 倦怠感 倦怠感 7807010 R53
尿利減少 尿利減少 乏尿 7885005 R34
頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35
口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
熱感 熱感 ほてり 8844828 R232
腎炎 腎炎 腎炎 5839010 N059
糖尿病 糖尿病 糖尿病 2500013 E14
陰萎 陰萎 性交不能症 3027006 F522
坐骨神経痛 坐骨神経痛 坐骨神経痛 7243008 M5438
腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456
脚気 脚気 脚気 8831376 E511
膀胱カタル 膀胱カタル 膀胱炎 5959015 N309
前立腺肥大 前立腺肥大 前立腺肥大症 8836591 N40
高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
小腹不仁 小腹不仁 小腹不仁 8844728 R198
小腹拘急 小腹拘急 小腹拘急 8844726 R198
臍下不仁 臍下不仁 小腹不仁 8844728 R198

2
八味地黄丸
（八味丸）

コタロー八味丸料エキス細粒 疲労けん怠感 疲労けん怠感 全身倦怠感 8836510 R53

冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
ほてり ほてり ほてり 8844828 R232
腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456
口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
残尿感 残尿感 残尿感 7886003 R398
夜間多尿 夜間多尿 夜間多尿 7884009 R35
口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
糖尿病 糖尿病 糖尿病 2500013 E14
動脈硬化 動脈硬化 動脈硬化症 8838263 I709
慢性腎炎 慢性腎炎 慢性糸球体腎炎 5829003 N039
腎炎 腎炎 腎炎 5839010 N059
ネフローゼ ネフローゼ ネフローゼ症候群 5819004 N049
萎縮腎 萎縮腎 萎縮腎 5870001 N26
膀胱カタル 膀胱カタル 膀胱炎 5959015 N309
浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
陰萎 陰萎 性交不能症 3027006 F522
坐骨神経痛 坐骨神経痛 坐骨神経痛 7243008 M5438
産後脚気 産後脚気 産後脚気 8834070 O992
更年期障害 更年期障害 更年期症候群 6272001 N951
湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309
低血圧 低血圧 低血圧症 8837873 I959
小腹不仁 小腹不仁 小腹不仁 8844728 R198
小腹拘急 小腹拘急 小腹拘急 8844726 R198
臍下不仁 臍下不仁 小腹不仁 8844728 R198

3
八味地黄丸
（八味丸）

三和八味地黄丸料エキス細粒 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688

腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456
尿利減少 尿利減少 乏尿 7885005 R34
頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35
熱感 熱感 ほてり 8844828 R232
慢性腎炎 慢性腎炎 慢性糸球体腎炎 5829003 N039
腎炎 腎炎 腎炎 5839010 N059
糖尿病 糖尿病 糖尿病 2500013 E14
水腫 水腫 浮腫 7823024 R609
脚気 脚気 脚気 8831376 E511
むくみ むくみ 浮腫 7823024 R609
膀胱カタル 膀胱カタル 膀胱炎 5959015 N309
腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456
五十肩 五十肩 肩関節周囲炎 7262008 M750
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
小腹不仁 小腹不仁 小腹不仁 8844728 R198
小腹拘急 小腹拘急 小腹拘急 8844726 R198
臍下不仁 臍下不仁 小腹不仁 8844728 R198

こみ上げてくるような強
い咳をして顔が赤くなる
もの、通常喀痰は少量
でねばく、喀出困難であ
り、時には喀痰に血滴
のあるもの、あるいはの
ぼせて咽喉がかわき、
咽喉に異物感があるも
の。
気管支炎、気管支喘
息、胸部疾患の咳嗽。

疲労，けん怠感著しく，
尿利減少または頻数，
口渇し，手足に交互的
に冷感と熱感のあるも
のの次の諸症
腎炎，糖尿病，陰萎，坐
骨神経痛，腰痛，脚気，
膀胱カタル，前立腺肥
大，高血圧

疲労けん怠感がいちじ
るしく、四肢は冷えやす
いのにかかわらず、時に
はほてることもあり、腰
痛があって咽喉がかわ
き、排尿回数多く、尿量
減少して残尿感がある
場合と、逆に尿量が増
大する場合があり、特に
夜間多尿のもの。
血糖増加による口渇、
糖尿病、動脈硬化、慢
性腎炎、ネフローゼ、萎
縮腎、膀胱カタル、浮
腫、陰萎、坐骨神経痛、
産後脚気、更年期障
害、老人性の湿疹、低
血圧。

下腹部軟弱、腰に冷痛
あり、尿利減少または頻
数で、全身または手足
に熱感あるものの次の
諸症
慢性腎炎、糖尿病、水
腫、脚気のむくみ、膀胱
カタル、腰痛、五十肩、
肩こり
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4
八味地黄丸
（八味丸）

テイコク八味丸エキス顆粒 疲労 疲労 疲労感 8839426 R53

本草八味丸料エキス顆粒－Ｍ 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
ウチダの八味丸Ｍ 尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 多尿 多尿 多尿 7884011 R35
オースギ八味地黄丸料エキスＧ 口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
ＪＰＳ八味地黄丸料エキス顆粒〔調剤用〕 下肢痛 下肢痛 下肢痛 7295003 M7969
オースギ八味地黄丸料エキスＴ錠 腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456
クラシエ八味地黄丸料エキス錠 しびれ しびれ しびれ感 7820002 R208

かすみ目 かすみ目 霧視 8849050 H538
かゆみ かゆみ そう痒 8841305 L299
排尿困難 排尿困難 排尿困難 7881001 R391
頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35
むくみ むくみ 浮腫 7823024 R609
小腹不仁 小腹不仁 小腹不仁 8844728 R198
小腹拘急 小腹拘急 小腹拘急 8844726 R198
臍下不仁 臍下不仁 小腹不仁 8844728 R198

1 半夏厚朴湯 ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 気鬱 気鬱 気うつ 8844688 R454
咽喉頭異物感 咽喉頭異物感 咽喉頭異常感症 7849002 F453
咽喉頭神経症 咽喉頭神経症 咽喉頭異常感症 7849002 F453
咽頭異物感 咽頭異物感 咽頭異常感症 3061005 F453
食道異物感 食道異物感 食道異物感 5309002 R198
梅核気 梅核気 咽喉頭食道神経症 8830642 F453
ヒステリー球 ヒステリー球 ヒステリー球 8847726 F458
動悸 動悸 動悸 7851005 R002
めまい めまい めまい 8841308 R42
嘔気 嘔気 嘔気 7870012 R11
不安神経症 不安神経症 不安神経症 3000010 F411
神経性胃炎 神経性胃炎 神経性胃炎 3064021 F54
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
胃炎 胃炎 胃炎 8830417 K297
つわり つわり 悪阻 6430002 O210
せき せき 咳 7862008 R05
嗄声 嗄声 嗄声 7844016 R490
神経性食道狭窄症 神経性食道狭窄症 神経性食道通過障害 3064025 F453
不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
気鬱 気鬱 気うつ 8844688 R454
咽中炙臠 咽中炙臠 咽喉頭食道神経症 8830642 F453
梅核気 梅核気 咽喉頭食道神経症 8830642 F453

2 半夏厚朴湯 コタロー半夏厚朴湯エキス細粒 精神不安 精神不安 不安障害 8839596 F419
気鬱 気鬱 気うつ 8844688 R454
咽喉頭神経症 咽喉頭神経症 咽喉頭異常感症 7849002 F453
梅核気 梅核気 咽喉頭食道神経症 8830642 F453
ヒステリー球 ヒステリー球 ヒステリー球 8847726 F458
胃部停滞膨満感 胃部停滞膨満感 心窩部不快 8844738 R198
悪心 悪心 悪心 7870002 R11
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
気管支炎 気管支炎 気管支炎 4900009 J40
嗄声 嗄声 嗄声 7844016 R490
咳嗽 咳嗽 咳 7862008 R05
気管支喘息 気管支喘息 気管支喘息 4939008 J459
神経性食道狭窄症 神経性食道狭窄症 神経性食道通過障害 3064025 F453
胃弱 胃弱 胃腸虚弱 8844662 K318
心臓喘息 心臓喘息 心臓喘息 4281005 I501
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
神経衰弱 神経衰弱 神経衰弱 8834946 F480
恐怖症 恐怖症 恐怖症性不安障害 8832574 F409
不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
つわり つわり 悪阻 6430002 O210
嘔吐症 嘔吐症 嘔吐症 8830971 R11
更年期神経症 更年期神経症 更年期神経症 8844717 N951
更年期症候群 更年期症候群 更年期症候群 6272001 N951
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
神経性頭痛 神経性頭痛 頭痛 7840024 R51
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
気鬱 気鬱 気うつ 8844688 R454
咽中炙臠 咽中炙臠 咽喉頭食道神経症 8830642 F453
梅核気 梅核気 咽喉頭食道神経症 8830642 F453

気分がふさいで，咽喉，
食道部に異物感があ
り，ときに動悸，めまい，
嘔気などを伴う次の諸
症
不安神経症，神経性胃
炎，つわり，せき，しわ
がれ声，神経性食道狭
窄症，不眠症

精神不安があり、咽喉
から胸元にかけてふさ
がるような感じがして、
胃部に停滞膨満感のあ
るもの。通常消化機能
悪く、悪心や嘔吐を伴う
こともあるもの。
気管支炎、嗄声、咳嗽
発作、気管支喘息、神
経性食道狭窄、胃弱、
心臓喘息、神経症、神
経衰弱、恐怖症、不眠
症、つわり、その他嘔吐
症、更年期神経症、浮
腫、神経性頭痛。

疲れやすくて、四肢が冷
えやすく、尿量減少また
は多尿で、ときに口渇が
ある次の諸症：
下肢痛、腰痛、しびれ、
老人のかすみ目、かゆ
み、排尿困難、頻尿、む
くみ
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3 半夏厚朴湯 三和半夏厚朴湯エキス細粒 精神不安 精神不安 不安障害 8839596 F419
気鬱 気鬱 気うつ 8844688 R454
咽喉頭神経症 咽喉頭神経症 咽喉頭異常感症 7849002 F453
梅核気 梅核気 咽喉頭食道神経症 8830642 F453
ヒステリー球 ヒステリー球 ヒステリー球 8847726 F458
胃部重苦 胃部重苦 心窩部不快 8844738 R198
不眠 不眠 不眠症 8839792 G470
食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
咳嗽 咳嗽 咳 7862008 R05
気管支喘息 気管支喘息 気管支喘息 4939008 J459
気管支炎 気管支炎 気管支炎 4900009 J40
百日咳 百日咳 百日咳 339001 A379
婦人悪阻 婦人悪阻 悪阻 6430002 O210
嗄声 嗄声 嗄声 7844016 R490
胃神経症 胃神経症 胃神経症 3064002 F453
慢性胃炎 慢性胃炎 慢性胃炎 5351003 K295
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
更年期神経症 更年期神経症 更年期神経症 8844717 N951
更年期症候群 更年期症候群 更年期症候群 6272001 N951
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
神経性咽頭痛 神経性咽頭痛 咽頭異常感症 3061005 F453
ノイローゼ ノイローゼ 神経症 3009007 F489
気鬱 気鬱 気うつ 8844688 R454
咽中炙臠 咽中炙臠 咽喉頭食道神経症 8830642 F453
梅核気 梅核気 咽喉頭食道神経症 8830642 F453

4 半夏厚朴湯 ジュンコウ半夏厚朴湯ＦＣエキス細粒医療用 気鬱 気鬱 気うつ 8844688 R454
〔東洋〕半夏厚朴湯エキス細粒 咽頭異物感 咽頭異物感 咽頭異常感症 3061005 F453
クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 食道異物感 食道異物感 食道異物感 5309002 R198
オースギ半夏厚朴湯エキスＧ 梅核気 梅核気 咽喉頭食道神経症 8830642 F453
ＪＰＳ半夏厚朴湯エキス顆粒〔調剤用〕 ヒステリー球 ヒステリー球 ヒステリー球 8847726 F458
太虎堂の半夏厚朴湯エキス顆粒 動悸 動悸 動悸 7851005 R002
テイコク半夏厚朴湯エキス顆粒 めまい めまい めまい 8841308 R42
本草半夏厚朴湯エキス顆粒－Ｍ 嘔気 嘔気 嘔気 7870012 R11
オースギ半夏厚朴湯エキスＴ錠 不安神経症 不安神経症 不安神経症 3000010 F411
クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 神経性胃炎 神経性胃炎 神経性胃炎 3064021 F54

神経症 神経症 神経症 3009007 F489
胃炎 胃炎 胃炎 8830417 K297
つわり つわり 悪阻 6430002 O210
せき せき 咳 7862008 R05
嗄声 嗄声 嗄声 7844016 R490
気鬱 気鬱 気うつ 8844688 R454
咽中炙臠 咽中炙臠 咽喉頭食道神経症 8830642 F453
梅核気 梅核気 咽喉頭食道神経症 8830642 F453

1 半夏瀉心湯 ジュンコウ半夏瀉心湯ＦＣエキス細粒医療用 悪心 悪心 悪心 7870002 R11
〔東洋〕半夏瀉心湯エキス細粒 嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
オースギ半夏瀉心湯エキスＧ 下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
ＪＰＳ半夏瀉心湯エキス顆粒〔調剤用〕 急性胃腸カタル 急性胃腸カタル 急性胃腸炎 91009 A099
太虎堂の半夏瀉心湯エキス顆粒 慢性胃腸カタル 慢性胃腸カタル 慢性胃腸炎 5580033 K529
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 発酵性下痢 発酵性下痢 発酵性下痢 8838959 K529
テイコク半夏瀉心湯エキス顆粒 消化不良 消化不良 消化不良症 8834689 R101
本草半夏瀉心湯エキス顆粒－Ｍ 胃下垂 胃下垂 胃下垂 8830420 K318
マツウラ半夏瀉心湯エキス顆粒 神経性胃炎 神経性胃炎 神経性胃炎 3064021 F54
クラシエ半夏瀉心湯エキス錠 神経症 神経症 神経症 3009007 F489

胃炎 胃炎 胃炎 8830417 K297
胃弱 胃弱 胃腸虚弱 8844662 K318
二日酔 二日酔 宿酔 3050006 F100
げっぷ げっぷ おくび 8830990 R14
胸やけ 胸やけ 胸やけ 7871001 R12
口内炎 口内炎 口内炎 5280017 K121
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198
心下痞 心下痞 心下痞 8844734 R198
心窩部痛 心窩部痛 心窩部痛 7865013 R101
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

2 半夏瀉心湯 コタロー半夏瀉心湯エキス細粒 悪心 悪心 悪心 7870002 R11
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
舌苔 舌苔 舌苔 8836451 K143
胃部水分停滞感 胃部水分停滞感 心窩部不快 8844738 R198
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
急性胃腸カタル 急性胃腸カタル 急性胃腸炎 91009 A099
慢性胃腸カタル 慢性胃腸カタル 慢性胃腸炎 5580033 K529
発酵性下痢 発酵性下痢 発酵性下痢 8838959 K529
消化不良 消化不良 消化不良症 8834689 R101
口内炎 口内炎 口内炎 5280017 K121
つわり つわり 悪阻 6430002 O210
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198
心下痞 心下痞 心下痞 8844734 R198
心窩部痛 心窩部痛 心窩部痛 7865013 R101
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

精神不安があって咽喉
から胸もとにかけて、ふ
さがるような感じがして
胃部が重苦しく、不眠・
恐怖感、食欲不振、咳
嗽などを伴うものの次の
諸症
気管支喘息、気管支
炎、百日咳、婦人悪阻、
嗄声、胃神経症、更年
期神経症、神経性咽頭
痛、ノイロ―ゼ

気分がふさいで、咽喉・
食道部に異物感があ
り、ときに動悸、めまい、
嘔気などを伴う次の諸
症：
不安神経症、神経性胃
炎、つわり、せき、しわ
がれ声

みぞおちがつかえ，とき
に悪心，嘔吐があり食
欲不振で腹が鳴って軟
便または下痢の傾向の
あるものの次の諸症
急・慢性胃腸カタル，
はっ酵性下痢，消化不
良，胃下垂，神経性胃
炎，胃弱，二日酔，げっ
ぷ，胸やけ，口内炎，神
経症

胃部がつかえ、悪心や
嘔吐があり、食欲不振で
舌苔や胃部に水分停滞
感があり、腹鳴をとも
なって下痢するもの、あ
るいは軟便や粘液便を
排出するもの。
急性・慢性胃腸カタル、
はっ酵性下痢、消化不
良、口内炎、つわり。

28 /36 



(別表) 漢方148処方(+製品名)と病名マスターVer5.08　 2022.1.1

効
能
ＩＤ

処方名 製品名 効能又は効果
効能・効果から直接
考えられる傷病名

索引用語

傷病名
ICD10対応標準病名マス
ター・傷病名マスター5.08

版（2022 /1/1）

レセ電算
コード

ＩＣＤ１０
【2013年版】

3 半夏瀉心湯 三和半夏瀉心湯エキス細粒 悪心 悪心 悪心 7870002 R11
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
舌苔 舌苔 舌苔 8836451 K143
胃部水分停滞感 胃部水分停滞感 心窩部不快 8844738 R198
食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
急性胃腸カタル 急性胃腸カタル 急性胃腸炎 91009 A099
慢性胃腸カタル 慢性胃腸カタル 慢性胃腸炎 5580033 K529
発酵性下痢 発酵性下痢 発酵性下痢 8838959 K529
口内炎 口内炎 口内炎 5280017 K121
消化不良 消化不良 消化不良症 8834689 R101
胃下垂 胃下垂 胃下垂 8830420 K318
胃アトニー症 胃アトニー症 胃腸虚弱 8844662 K318
胃潰瘍 胃潰瘍 胃潰瘍 5319009 K259
十二指腸潰瘍 十二指腸潰瘍 十二指腸潰瘍 5329002 K269
つわり つわり 悪阻 6430002 O210
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198
心下痞 心下痞 心下痞 8844734 R198
心窩部痛 心窩部痛 心窩部痛 7865013 R101
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

1 半夏白朮天麻湯 クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒 胃腸虚弱 胃腸虚弱 胃腸虚弱 8844662 K318
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688

めまい めまい めまい 8841308 R42
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

2 半夏白朮天麻湯 コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
頭重 頭重 頭重感 7840022 R51
めまい めまい めまい 8841308 R42
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
悪心 悪心 悪心 7870002 R11
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
胃アトニー症 胃アトニー症 胃腸虚弱 8844662 K318
胃腸虚弱者 胃腸虚弱者 胃腸虚弱 8844662 K318
低血圧症 低血圧症 低血圧症 8837873 I959
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
めまい めまい めまい 8841308 R42
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

3 半夏白朮天麻湯 三和半夏白朮天麻湯エキス細粒 胃腸虚弱 胃腸虚弱 胃腸虚弱 8844662 K318
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
めまい めまい めまい 8841308 R42
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
眠気 眠気 非器質性過眠症 8839207 F511
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198
胃アトニー症 胃アトニー症 胃腸虚弱 8844662 K318
胃下垂 胃下垂 胃下垂 8830420 K318
胃神経症 胃神経症 胃神経症 3064002 F453
慢性胃炎 慢性胃炎 慢性胃炎 5351003 K295
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
低血圧症 低血圧症 低血圧症 8837873 I959
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

1 白虎加人参湯 クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用） ほてり ほてり ほてり 8844828 R232
テイコク白虎加人参湯エキス顆粒
クラシエ白虎加人参湯エキス錠
コタロー白虎加人参湯エキス細粒

1 茯苓飲 ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用） はきけ はきけ 嘔気 7870012 R11
胸やけ 胸やけ 胸やけ 7871001 R12
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
胃炎 胃炎 胃炎 8830417 K297
胃アトニー 胃アトニー 胃腸虚弱 8844662 K318
溜飲 溜飲 胃内停水 8844663 R198
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

胃部がつかえて悪心や
嘔吐があり、舌苔や胃
部に水分停滞感があっ
て、食欲不振で、腹鳴を
伴って、下痢又は軟便を
排出するものの次の諸
症
急性・慢性胃腸カタル、
醗酵性下痢、口内炎、
消化不良、胃下垂、胃ア
トニー症、胃及び十二指
腸潰瘍の軽症又は予
後、つわり

胃腸虚弱で下肢が冷
え，めまい，頭痛などが
ある者

冷え症、アトニー体質で
疲労しやすく、頭痛、頭
重、めまい、肩こりなど
があり、ときには悪心、
嘔吐などを伴うもの。
胃アトニー症、胃腸虚弱
者、または低血圧症に
伴う頭痛、めまい。

平素より胃腸が虚弱で
足が冷え、ときどき頭
痛、めまいを起こし、激
しいときは嘔吐を伴う症
状：または食後に手足が
だるくねむくなるもの、し
ばしば心下部に振水音
を伴うものの次の諸症
胃アトニ―症、胃下垂、
胃神経症、低血圧症

のどの渇きとほてりのあ
るもの

吐きけや胸やけがあり
尿量が減少するものの
次の諸症
胃炎，胃アトニー，溜飲
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2 茯苓飲 コタロー茯苓飲エキス細粒 心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198
胃液分泌過多 胃液分泌過多 胃液分泌過多 8830416 K318
悪心 悪心 悪心 7870002 R11
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
胃炎 胃炎 胃炎 8830417 K297
胃下垂 胃下垂 胃下垂 8830420 K318
胃アトニー 胃アトニー 胃腸虚弱 8844662 K318
胃神経症 胃神経症 胃神経症 3064002 F453
慢性胃炎 慢性胃炎 慢性胃炎 5351003 K295
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
胃拡張 胃拡張 胃拡張 5368008 K318
溜飲症 溜飲症 胃内停水 8844663 R198
消化不良 消化不良 消化不良症 8834689 R101
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

1 茯苓飲合半夏厚朴湯 ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） 気鬱 気鬱 気うつ 8844688 R454
咽喉頭異物感 咽喉頭異物感 咽喉頭異常感症 7849002 F453
咽喉頭神経症 咽喉頭神経症 咽喉頭異常感症 7849002 F453
咽頭異物感 咽頭異物感 咽頭異常感症 3061005 F453
食道異物感 食道異物感 食道異物感 5309002 R198
動悸 動悸 動悸 7851005 R002
めまい めまい めまい 8841308 R42
嘔気 嘔気 嘔気 7870012 R11
胸やけ 胸やけ 胸やけ 7871001 R12
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
不安神経症 不安神経症 不安神経症 3000010 F411
神経性胃炎 神経性胃炎 神経性胃炎 3064021 F54
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
胃炎 胃炎 胃炎 8830417 K297
つわり つわり 悪阻 6430002 O210
溜飲 溜飲 胃内停水 8844663 R198
胃炎 胃炎 胃炎 8830417 K297
気鬱 気鬱 気うつ 8844688 R454
心下痞硬 心下痞硬 心下痞硬 8844736 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

91 附子理中湯 三和附子理中湯エキス細粒 胃腸虚弱 胃腸虚弱 胃腸虚弱 8844662 K318
多尿 多尿 多尿 7884011 R35
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
はきけ はきけ 嘔気 7870012 R11
めまい めまい めまい 8841308 R42
頭重 頭重 頭重感 7840022 R51
胃痛 胃痛 胃痛 8830562 R101
慢性胃腸カタル 慢性胃腸カタル 慢性胃腸炎 5580033 K529
胃アトニー症 胃アトニー症 胃腸虚弱 8844662 K318

1 平胃散 オースギ平胃散料エキスＧ 消化不良 消化不良 消化不良症 8834689 R101
ツムラ平胃散エキス顆粒（医療用） 急性胃腸カタル 急性胃腸カタル 急性胃腸炎 91009 A099
テイコク平胃散エキス顆粒 慢性胃腸カタル 慢性胃腸カタル 慢性胃腸炎 5580033 K529
本草平胃散料エキス顆粒－Ｍ 胃アトニー 胃アトニー 胃腸虚弱 8844662 K318

消化不良 消化不良 消化不良症 8834689 R101
食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
心窩部不快 心窩部不快 心窩部不快 8844738 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

2 平胃散 コタロー平胃散エキス細粒 消化不良 消化不良 消化不良症 8834689 R101
胃痛 胃痛 胃痛 8830562 R101
腹痛 腹痛 腹痛症 8839710 R104
食欲減退 食欲減退 食欲不振 7830003 R630
下痢 下痢 下痢症 8833267 A099
口内炎 口内炎 口内炎 5280017 K121
胃炎 胃炎 胃炎 8830417 K297
胃アトニー 胃アトニー 胃腸虚弱 8844662 K318
胃拡張 胃拡張 胃拡張 5368008 K318
心窩部不快 心窩部不快 心窩部不快 8844738 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

1 防已黄耆湯 ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） 疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
多汗症 多汗症 多汗症 7808004 R619
小便不利 小便不利 小便不利 8844729 R34
浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
腎炎 腎炎 腎炎 5839010 N059
ネフローゼ ネフローゼ ネフローゼ症候群 5819004 N049
妊娠腎 妊娠腎 妊娠腎 6462001 O268
陰のう水腫 陰のう水腫 陰のう水腫 8843650 N433
肥満症 肥満症 肥満症 8839404 E669
関節炎 関節炎 関節炎 7169005 M1399
よう よう よう 6809003 L029
せつ せつ せつ 6809001 L029
筋炎 筋炎 筋炎 7280003 M6099
浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
多汗症 多汗症 多汗症 7808004 R619
月経不順 月経不順 月経不順 8833261 N926

胃部がつかえて膨満感
があり、胃液の分泌が
過多で悪心、嘔吐や食
欲不振があって尿量減
少するもの。
胃炎、胃下垂、胃アト
ニー、胃神経症、胃拡
張、溜飲症、消化不良。

気分がふさいで，咽喉，
食道部に異物感があ
り，時に動悸，めまい，
嘔気，胸やけなどがあ
り，尿量の減少するもの
の次の諸症
不安神経症，神経性胃
炎，つわり，溜飲，胃炎

胃腸虚弱で血色悪く、顔
に生気なく、尿量多く手
足に冷感あり、下痢の
傾向あり、しばしばはき
気、目眩、頭重、胃痛を
うったえるものの次の諸
症
慢性の胃腸カタル、胃ア
トニ―症

胃がもたれて消化不良
の傾向のある次の諸症
急・慢性胃カタル，胃ア
トニー，消化不良，食欲
不振

消化不良を伴う胃痛、腹
痛、食欲減退、あるいは
食後腹鳴があり、下痢し
やすいもの。
口内炎、胃炎、胃アト
ニー、胃拡張。

色白で筋肉軟らかく水
ぶとりの体質で疲れや
すく，汗が多く，小便不
利で下肢に浮腫をきた
し，膝関節の腫痛するも
のの次の諸症
腎炎，ネフローゼ，妊娠
腎，陰のう水腫，肥満
症，関節炎，癰，せつ，
筋炎，浮腫，皮膚病，多
汗症，月経不順
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2 防已黄耆湯 コタロー防已黄耆湯エキス細粒 疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
多汗症 多汗症 多汗症 7808004 R619
浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
関節炎 関節炎 関節炎 7169005 M1399
関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 8842106 M0690
肥満症 肥満症 肥満症 8839404 E669
多汗症 多汗症 多汗症 7808004 R619

3 防已黄耆湯 ジュンコウ防已黄耆湯ＦＣエキス細粒医療用 疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
クラシエ防已黄耆湯エキス細粒 多汗症 多汗症 多汗症 7808004 R619
オースギ防已黄耆湯エキスＧ 肥満症 肥満症 肥満症 8839404 E669
ＪＰＳ防已黄耆湯エキス顆粒〔調剤用〕 関節痛 関節痛 関節痛 7194005 M2559
太虎堂の防已黄耆湯エキス顆粒 むくみ むくみ 浮腫 7823024 R609
テイコク防已黄耆湯エキス顆粒
本草防已黄耆湯エキス顆粒－Ｍ
マツウラ防已黄耆湯エキス顆粒
クラシエ防已黄耆湯エキス錠

1 防風通聖散 〔東洋〕防風通聖散料エキス細粒 便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
クラシエ防風通聖散料エキス細粒 高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
オースギ防風通聖散エキスＧ 動悸 動悸 動悸 7851005 R002
ＪＰＳ防風通聖散料エキス顆粒〔調剤用〕 肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
太虎堂の防風通聖散料エキス顆粒 のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） 肥満症 肥満症 肥満症 8839404 E669
テイコク防風通聖散エキス顆粒 むくみ むくみ 浮腫 7823024 R609
本草防風通聖散エキス顆粒－Ｍ 便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
クラシエ防風通聖散エキス錠

2 防風通聖散 コタロー防風通聖散エキス細粒 肥満症 肥満症 肥満症 8839404 E669
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
常習便秘 常習便秘 習慣性便秘 5640018 K590
胃酸過多症 胃酸過多症 過酸症 8831204 K318
腎臓病 腎臓病 腎疾患 8848361 N289
慢性腎臓病 慢性腎臓病 慢性腎臓病 8844106 N189
心臓衰弱 心臓衰弱 慢性心不全 4289018 I509
動脈硬化 動脈硬化 動脈硬化症 8838263 I709
高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
脳いっ血 脳いっ血 脳卒中 4369009 I64
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281

3 防風通聖散 三和防風通聖散料エキス細粒 便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
胸やけ 胸やけ 胸やけ 7871001 R12
肩こり 肩こり 肩こり 8831347 M6281
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
肥満症 肥満症 肥満症 8839404 E669
高血圧症 高血圧症 高血圧症 8833421 I10
常習便秘 常習便秘 習慣性便秘 5640018 K590
痔疾 痔疾 痔核 4556002 K649
慢性腎炎 慢性腎炎 慢性糸球体腎炎 5829003 N039
腎炎 腎炎 腎炎 5839010 N059
湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309

1 補中益気湯 ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） 消化機能低下 消化機能低下 消化不良症 8834689 R101
倦怠感 倦怠感 倦怠感 7807010 R53
虚弱体質 虚弱体質 虚弱 8832689 R53
夏やせ 夏やせ 暑気あたり 8844730 T678
病後の体力低下 病後の体力低下 体力低下 8844779 R53
結核症 結核症 結核 8833031 A169
食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
胃下垂 胃下垂 胃下垂 8830420 K318
感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
痔 痔 痔核 4556002 K649
脱肛 脱肛 肛門脱 5691009 K622
子宮下垂 子宮下垂 子宮脱１度 8842181 N812
陰萎 陰萎 性交不能症 3027006 F522
半身不随 半身不随 片麻痺 3429014 G819
多汗症 多汗症 多汗症 7808004 R619
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

2 補中益気湯 コタロー補中益気湯エキス細粒 胃腸機能減退 胃腸機能減退 胃腸機能減退 8830511 K319
疲労けん怠感 疲労けん怠感 全身倦怠感 8836510 R53
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
悪寒 悪寒 悪寒 7809023 R688
盗汗 盗汗 寝汗 8838640 R619
出血 出血 出血 4590002 R58
病後の体力低下 病後の体力低下 体力低下 8844779 R53
胃弱 胃弱 胃腸虚弱 8844662 K318
貧血 貧血 貧血 2859011 D649
夏やせ 夏やせ 暑気あたり 8844730 T678
虚弱体質 虚弱体質 虚弱 8832689 R53
低血圧 低血圧 低血圧症 8837873 I959
腺病質 腺病質 虚弱 8832689 R53
痔疾 痔疾 痔核 4556002 K649
脱肛 脱肛 肛門脱 5691009 K622
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

胃腸機能減退し、疲労
けん怠感があるもの、あ
るいは頭痛、悪寒、盗
汗、弛緩性出血などを
伴うもの。
結核性疾患および病後
の体力増強、胃弱、貧
血症、夏やせ、虚弱体
質、低血圧、腺病質、痔
疾、脱肛。

水ぶとりで皮膚の色が
白く、疲れやすくて、汗を
かきやすいか、または浮
腫があるもの。
関節炎、関節リウマチ、
肥満症、多汗症。

色白で疲れやすく汗の
かきやすい傾向のある
次の諸症：
肥満症(筋肉にしまりの
ない、いわゆる水ぶと
り)、関節痛、むくみ

腹部に皮下脂肪が多く，
便秘がちなものの次の
諸症
高血圧の随伴症状（どう
き，肩こり，のぼせ），肥
満症，むくみ，便秘

脂肪ぶとりの体質で便
秘し、尿量減少するも
の。
常習便秘、胃酸過多
症、腎臓病、心臓衰弱、
動脈硬化、高血圧、脳
いっ血これらに伴う肩こ
り。

脂肪ぶとりの体質で便
秘したりあるいは胸や
け、肩こり、尿量減少な
どが伴うものの次の諸
症：肥満症、高血圧症、
常習便秘、痔疾、慢性
腎炎、湿疹

消化機能が衰え，四肢
けん怠感著しい虚弱体
質者の次の諸症
夏やせ，病後の体力増
強，結核症，食欲不振，
胃下垂，感冒，痔，脱
肛，子宮下垂，陰萎，半
身不随，多汗症
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3 補中益気湯 三和補中益気湯エキス細粒 体力低下 体力低下 体力低下 8844779 R53
貧血 貧血 貧血 2859011 D649
胃腸機能減退 胃腸機能減退 胃腸機能減退 8830511 K319
疲労倦怠感 疲労倦怠感 全身倦怠感 8836510 R53
食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
盗汗 盗汗 寝汗 8838640 R619
病後の衰弱 病後の衰弱 体力低下 8844779 R53
術後の衰弱 術後の衰弱 体力低下 8844779 R53
体力低下 体力低下 体力低下 8844779 R53
貧血 貧血 貧血 2859011 D649
低血圧症 低血圧症 低血圧症 8837873 I959
夏やせ 夏やせ 暑気あたり 8844730 T678
胃弱 胃弱 胃腸虚弱 8844662 K318
胃腸機能減退 胃腸機能減退 胃腸機能減退 8830511 K319
多汗症 多汗症 多汗症 7808004 R619
胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

4 補中益気湯 太虎堂の補中益気湯エキス散 体力低下 体力低下 体力低下 8844779 R53
ジュンコウ補中益気湯ＦＣエキス細粒医療用 胃腸機能減退 胃腸機能減退 胃腸機能減退 8830511 K319
〔東洋〕補中益気湯エキス細粒 疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
クラシエ補中益気湯エキス細粒 虚弱体質 虚弱体質 虚弱 8832689 R53
オースギ補中益気湯エキスＧ 疲労けん怠 疲労けん怠 全身倦怠感 8836510 R53
ＪＰＳ補中益気湯エキス顆粒〔調剤用〕 病後の衰弱 病後の衰弱 体力低下 8844779 R53
太虎堂の補中益気湯エキス顆粒 食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
テイコク補中益気湯エキス顆粒 寝汗 寝汗 寝汗 8838640 R619
本草補中益気湯エキス顆粒－Ｍ 胸脇苦満 胸脇苦満 胸脇苦満 8844695 R198
ジュンコウ補中益気湯ＦＣエキス錠医療用 心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

1 麻黄湯 ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用） 悪寒 悪寒 悪寒 7809023 R688
発熱 発熱 発熱 7806011 R509
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456
感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
インフルエンザ インフルエンザ インフルエンザ 4871001 J111
関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 8842106 M0690
喘息 喘息 気管支喘息 4939008 J459
鼻閉 鼻閉 鼻閉 4781056 R448
哺乳力低下 哺乳力低下 哺乳力低下 7793009 P922
身体痛 身体痛 身体痛 8844739 R522

2 麻黄湯 コタロー麻黄湯エキス細粒 高熱 高熱 高熱 7806005 R509
悪寒 悪寒 悪寒 7809023 R688
身体痛 身体痛 身体痛 8844739 R522
関節痛 関節痛 関節痛 7194005 M2559
咳嗽 咳嗽 咳 7862008 R05
喘鳴 喘鳴 喘鳴 7861002 R061
感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
鼻かぜ 鼻かぜ 感染性鼻炎 8831632 J00
かぜ かぜ かぜ 4609023 J00
鼻炎 鼻炎 鼻炎 4781015 J310
鼻づまり 鼻づまり 鼻閉 4781056 R448
気管支喘息 気管支喘息 気管支喘息 4939008 J459
身体痛 身体痛 身体痛 8844739 R522

3 麻黄湯 ジュンコウ麻黄湯ＦＣエキス細粒医療用 風邪 風邪 かぜ 4609023 J00
クラシエ麻黄湯エキス細粒 悪寒 悪寒 悪寒 7809023 R688
テイコク麻黄湯エキス顆粒 発熱 発熱 発熱 7806011 R509
本草麻黄湯エキス顆粒－Ｓ 頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51

身体痛 身体痛 身体痛 8844739 R522
関節痛 関節痛 関節痛 7194005 M2559
感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
鼻かぜ 鼻かぜ 感染性鼻炎 8831632 J00
かぜ かぜ かぜ 4609023 J00
鼻炎 鼻炎 鼻炎 4781015 J310
身体痛 身体痛 身体痛 8844739 R522

1 麻黄附子細辛湯 ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用） 悪寒 悪寒 悪寒 7809023 R688
微熱 微熱 微熱 7806012 R509
発熱 発熱 発熱 7806011 R509
全身倦怠 全身倦怠 全身倦怠感 8836510 R53
低血圧 低血圧 低血圧症 8837873 I959
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
めまい めまい めまい 8841308 R42
疼痛 疼痛 疼痛 8838060 R529
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
身体痛 身体痛 身体痛 8844739 R522
感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
気管支炎 気管支炎 気管支炎 4900009 J40
身体痛 身体痛 身体痛 8844739 R522

2 麻黄附子細辛湯 コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル 全身倦怠感 全身倦怠感 全身倦怠感 8836510 R53
無気力 無気力 無力症 7807017 R53
微熱 微熱 微熱 7806012 R509
発熱 発熱 発熱 7806011 R509
悪寒 悪寒 悪寒 7809023 R688
感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
気管支炎 気管支炎 気管支炎 4900009 J40
身体痛 身体痛 身体痛 8844739 R522

悪寒，微熱，全身けん
怠，低血圧で頭痛，めま
いあり，四肢に疼痛冷感
あるものの次の諸症
感冒，気管支炎

全身けん怠感があって、
無気力で、微熱、悪寒す
るもの。
感冒、気管支炎。

体力が乏しく貧血ぎみ
で、胃腸機能が減退し、
疲労倦怠感や食欲不振
あるいは盗汗などあるも
のの次の諸症：
病後・術後の衰弱、胸部
疾患の体力増強、貧血
症、低血圧症、夏やせ、
胃弱、胃腸機能減退、
多汗症

元気がなく胃腸のはたら
きが衰えて疲れやすい
ものの次の諸症：
虚弱体質、疲労けん怠、
病後の衰弱、食欲不
振、ねあせ

悪寒，発熱，頭痛，腰
痛，自然に汗の出ないも
のの次の諸症
感冒，インフルエンザ
（初期のもの），関節リウ
マチ，喘息，乳児の鼻閉
塞，哺乳困難

高熱悪寒があるにもか
かわらず、自然の発汗
がなく、身体痛、関節痛
のあるもの、あるいは咳
嗽や喘鳴のあるもの。
感冒、鼻かぜ、乳児鼻
づまり、気管支喘息。

風邪のひきはじめで、さ
むけがして発熱、頭痛が
あり、身体のふしぶしが
痛い場合の次の諸症：
感冒、鼻かぜ
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3 麻黄附子細辛湯 三和麻黄附子細辛湯エキス細粒 悪寒 悪寒 悪寒 7809023 R688
微熱 微熱 微熱 7806012 R509
発熱 発熱 発熱 7806011 R509
全身倦怠 全身倦怠 全身倦怠感 8836510 R53
低血圧 低血圧 低血圧症 8837873 I959
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
めまい めまい めまい 8841308 R42
疼痛 疼痛 疼痛 8838060 R529
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
身体痛 身体痛 身体痛 8844739 R522
感冒 感冒 かぜ 4609023 J00
気管支炎 気管支炎 気管支炎 4900009 J40
咳嗽 咳嗽 咳 7862008 R05
身体痛 身体痛 身体痛 8844739 R522

1 麻杏甘石湯 ジュンコウ麻杏甘石湯ＦＣエキス細粒医療用 小児喘息 小児喘息 小児喘息 4930005 J450
オースギ麻杏甘石湯エキスＧ 気管支喘息 気管支喘息 気管支喘息 4939008 J459
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用）
テイコク麻杏甘石湯エキス顆粒
本草麻杏甘石湯エキス顆粒－Ｍ

2 麻杏甘石湯 コタロー麻杏甘石湯エキス細粒 咳嗽 咳嗽 咳 7862008 R05
喘鳴 喘鳴 喘鳴 7861002 R061
咽喉乾燥感 咽喉乾燥感 咽喉乾燥感 8844664 R098
口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
気管支炎 気管支炎 気管支炎 4900009 J40
気管支喘息 気管支喘息 気管支喘息 4939008 J459

1 麻杏よく甘湯 クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒 関節痛 関節痛 関節痛 7194005 M2559
オースギ麻杏よく甘湯エキスＧ 神経痛 神経痛 神経痛 8834958 M7929
ＪＰＳ麻杏よく甘湯エキス顆粒〔調剤用〕 筋肉痛 筋肉痛 筋肉痛 7291015 M7919
ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用）

2 麻杏よく甘湯 コタロー麻杏よく甘湯エキス細粒 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 8842106 M0690
筋肉リウマチ 筋肉リウマチ リウマチ性筋炎 7290004 M7900
神経痛 神経痛 神経痛 8834958 M7929
いぼ いぼ 疣贅 781034 B07

3 麻杏よく甘湯 三和麻杏よく甘湯エキス細粒 筋肉リウマチ 筋肉リウマチ リウマチ性筋炎 7290004 M7900
関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 8842106 M0690
いぼ いぼ 疣贅 781034 B07
手掌角化症 手掌角化症 掌蹠角化症 7573022 L851

1 麻子仁丸 オースギ麻子仁丸料エキスＧ 便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）

2 麻子仁丸 コタロー麻子仁丸料エキス細粒 常習便秘 常習便秘 習慣性便秘 5640018 K590
便秘 便秘 便秘症 8840042 K590
痔核 痔核 痔核 4556002 K649
萎縮腎 萎縮腎 萎縮腎 5870001 N26

1 木防已湯 ツムラ木防已湯エキス顆粒（医療用） 顔面蒼白 顔面蒼白 顔面蒼白 8832101 R231
咳 咳 咳 7862008 R05
呼吸困難 呼吸困難 呼吸困難 8833748 R060
心下痞堅 心下痞堅 心下痞堅 8844735 R198
心疾患 心疾患 心疾患 8834984 I519
腎疾患 腎疾患 腎疾患 8848361 N289
浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
心臓性喘息 心臓性喘息 心臓喘息 4281005 I501
心下痞堅 心下痞堅 心下痞堅 8844735 R198

2 木防已湯 コタロー木防已湯エキス細粒 心下痞堅 心下痞堅 心下痞堅 8844735 R198
喘鳴 喘鳴 喘鳴 7861002 R061
呼吸困難 呼吸困難 呼吸困難 8833748 R060
浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
口乾 口乾 口乾 8844710 R682
口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
心内膜炎 心内膜炎 心内膜炎 8835117 I38
心臓弁膜症 心臓弁膜症 心臓弁膜症 4249004 I38
心臓性喘息 心臓性喘息 心臓喘息 4281005 I501
慢性腎炎 慢性腎炎 慢性糸球体腎炎 5829003 N039
腎炎 腎炎 腎炎 5839010 N059
ネフローゼ ネフローゼ ネフローゼ症候群 5819004 N049
心下痞堅 心下痞堅 心下痞堅 8844735 R198

3 木防已湯 三和木防已湯エキス細粒 心下痞堅 心下痞堅 心下痞堅 8844735 R198
喘息 喘息 気管支喘息 4939008 J459
呼吸困難 呼吸困難 呼吸困難 8833748 R060
浮腫 浮腫 浮腫 7823024 R609
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
口渇 口渇 口渇症 8833352 R631
心臓弁膜症 心臓弁膜症 心臓弁膜症 4249004 I38
心臓性喘息 心臓性喘息 心臓喘息 4281005 I501
慢性腎炎 慢性腎炎 慢性糸球体腎炎 5829003 N039
腎炎 腎炎 腎炎 5839010 N059
ネフローゼ ネフローゼ ネフローゼ症候群 5819004 N049
心下痞堅 心下痞堅 心下痞堅 8844735 R198

心臓下部がつかえて喘
息を伴う呼吸困難が
あって浮腫、尿量減少、
口渇などの傾向あるも
のの次の諸症
心臓弁膜症、心臓性喘
息、慢性腎炎、ネフロ―
ゼ

関節・筋肉リウマチ、神
経痛、イボ。

筋肉リウマチ、関節リウ
マチ、いぼ、手掌角化症

便秘

常習便秘、急性便秘、
病後の便秘、便秘に伴
う痔核、萎縮腎。

顔色がさえず，咳をとも
なう呼吸困難があり，心
臓下部に緊張圧重感が
あるものの
心臓，あるいは，腎臓に
もとづく疾患，浮腫，心
臓性喘息

みぞおちがつかえて喘
鳴を伴う呼吸困難があ
り、あるいは浮腫があっ
て尿量減少し、口内また
は咽喉がかわくもの。
心内膜炎、心臓弁膜
症、心臓性喘息、慢性
腎炎、ネフローゼ。

悪寒、微熱、全身倦怠、
低血圧で頭痛、めまい
あり、四肢に疼痛冷感あ
るものの次の諸症
感冒、気管支炎、咳嗽

小児ぜんそく，気管支ぜ
んそく

咳嗽はげしく、発作時に
頭部に発汗して喘鳴を
伴い、咽喉がかわくも
の。
気管支炎、気管支喘
息。

関節痛，神経痛，筋肉
痛
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1 よく苡仁湯 ジュンコウよく苡仁湯ＦＣエキス細粒医療用 関節痛 関節痛 関節痛 7194005 M2559
〔東洋〕よく苡仁湯エキス細粒 筋肉痛 筋肉痛 筋肉痛 7291015 M7919
クラシエよく苡仁湯エキス細粒
オースギよく苡仁湯エキスＴＧ
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用）
本草よく苡仁湯エキス顆粒－Ｍ
クラシエよく苡仁湯エキス錠

1 抑肝散 オースギ抑肝散料エキスＴＧ 虚弱体質 虚弱体質 虚弱 8832689 R53
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 神経症 神経症 神経症 3009007 F489

不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
夜なき 夜なき 夜なき 8844831 F514
小児疳症 小児疳症 小児神経症 3008007 F488

1 抑肝散加陳皮半夏 クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 虚弱体質 虚弱体質 虚弱 8832689 R53
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用） 神経症 神経症 神経症 3009007 F489

不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
夜泣き 夜泣き 夜なき 8844831 F514
小児疳症 小児疳症 小児神経症 3008007 F488

2 抑肝散加陳皮半夏 コタロー抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 神経症 神経症 神経症 3009007 F489
更年期神経症 更年期神経症 更年期神経症 8844717 N951
更年期症候群 更年期症候群 更年期症候群 6272001 N951
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
動脈硬化 動脈硬化 動脈硬化症 8838263 I709
夜啼症 夜啼症 夜なき 8844831 F514

1 六君子湯 〔東洋〕六君子湯エキス細粒 胃腸虚弱 胃腸虚弱 胃腸虚弱 8844662 K318
クラシエ六君子湯エキス細粒 食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
オースギ六君子湯エキスＧ 疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） 貧血 貧血 貧血 2859011 D649
テイコク六君子湯エキス顆粒 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
本草六君子湯エキス顆粒－Ｍ 胃炎 胃炎 胃炎 8830417 K297
マツウラ六君子湯エキス顆粒 胃アトニー 胃アトニー 胃腸虚弱 8844662 K318
コタロー六君子湯エキス細粒 胃下垂 胃下垂 胃下垂 8830420 K318
三和六君子湯エキス細粒 消化不良 消化不良 消化不良症 8834689 R101

食欲不振 食欲不振 食欲不振 7830003 R630
胃痛 胃痛 胃痛 8830562 R101
嘔吐 嘔吐 嘔吐症 8830971 R11
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

1 立効散 ツムラ立効散エキス顆粒（医療用） 抜歯後疼痛 抜歯後疼痛 抜歯後疼痛 5258014 T888
歯痛 歯痛 歯痛 8834412 K088

1 竜胆瀉肝湯 太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス散 排尿痛 排尿痛 排尿痛 7880004 R309
ジュンコウ龍胆瀉肝湯ＦＣエキス細粒医療用 残尿感 残尿感 残尿感 7886003 R398
太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス細粒 混濁尿 混濁尿 混濁尿 7919006 R829
〔東洋〕龍胆瀉肝湯エキス細粒 こしけ こしけ 帯下 6235001 N898
太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス顆粒
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）

2 竜胆瀉肝湯 コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒 尿道炎 尿道炎 尿道炎 5978015 N342
膀胱カタル 膀胱カタル 膀胱炎 5959015 N309
膣炎 膣炎 腟炎 8837491 N760
湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309
こしけ こしけ 帯下 6235001 N898
陰部痒痛 陰部痒痛 外陰部そう痒症 8841353 L292
子宮内膜炎 子宮内膜炎 子宮内膜炎 6159011 N719

3 竜胆瀉肝湯 三和竜胆瀉肝湯エキス細粒 膀胱炎 膀胱炎 膀胱炎 5959015 N309
尿道炎 尿道炎 尿道炎 5978015 N342
排尿痛 排尿痛 排尿痛 7880004 R309
排尿困難 排尿困難 排尿困難 7881001 R391
尿道炎 尿道炎 尿道炎 5978015 N342
膀胱カタル 膀胱カタル 膀胱炎 5959015 N309
膣炎 膣炎 腟炎 8837491 N760
帯下 帯下 帯下 6235001 N898
湿疹 湿疹 湿疹 6923002 L309
バルトリン腺炎 バルトリン腺炎 バルトリン腺炎 6168002 N758
陰部そう痒症 陰部そう痒症 外陰部そう痒症 8841353 L292
子宮内膜炎 子宮内膜炎 子宮内膜炎 6159011 N719
睾丸炎 睾丸炎 精巣炎 6049013 N459

1 苓甘姜味辛夏仁湯 コタロー苓甘姜味辛夏仁湯エキス細粒 貧血 貧血 貧血 2859011 D649
ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医療用） 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688

喘鳴 喘鳴 喘鳴 7861002 R061
喀痰 喀痰 喀痰 8831159 R093
咳嗽 咳嗽 咳 7862008 R05
気管支炎 気管支炎 気管支炎 4900009 J40
気管支喘息 気管支喘息 気管支喘息 4939008 J459
心臓衰弱 心臓衰弱 慢性心不全 4289018 I509
腎臓病 腎臓病 腎疾患 8848361 N289
慢性腎臓病 慢性腎臓病 慢性腎臓病 8844106 N189
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

抜歯後の疼痛，歯痛

比較的体力があり，下
腹部筋肉が緊張する傾
向があるものの次の諸
症
排尿痛，残尿感，尿の
濁り，こしけ

比較的体力のあるもの
の次の諸症：
尿道炎、膀胱カタル、膣
炎、陰部湿疹、こしけ、
陰部痒痛、子宮内膜
炎。

比較的体力があり膀胱
や尿道、子宮などに炎
症があって排尿時に痛
みや排尿困難があるも
のの次の諸症
尿道炎、膀胱カタル、膣
炎、帯下、陰部湿疹、バ
ルトリン腺炎、陰部そう
痒症、子宮内膜炎、睾
丸炎

貧血，冷え症で喘鳴を
伴う喀痰の多い咳嗽が
あるもの。
気管支炎，気管支喘
息，心臓衰弱，腎臓病

関節痛，筋肉痛

虚弱な体質で神経がた
かぶるものの次の諸症
神経症，不眠症，小児
夜なき，小児疳症

虚弱な体質で神経がた
かぶるものの次の諸症
神経症，不眠症，小児
夜なき，小児疳症

神経症、更年期神経
症、不眠症、高血圧また
は動脈硬化による神経
症状、小児夜啼症。

胃腸の弱いもので，食
欲がなく，みぞおちがつ
かえ，疲れやすく，貧血
性で手足が冷えやすい
ものの次の諸症
胃炎，胃アトニー，胃下
垂，消化不良，食欲不
振，胃痛，嘔吐
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1 苓姜朮甘湯 ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用） 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
本草苓姜朮甘湯エキス顆粒－Ｍ 疼痛 疼痛 疼痛 8838060 R529

多尿 多尿 多尿 7884011 R35
腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
夜尿症 夜尿症 夜尿症 3076004 R32
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

2 苓姜朮甘湯 コタロー苓姜朮甘湯エキス細粒 全身倦怠感 全身倦怠感 全身倦怠感 8836510 R53
腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456
疼痛 疼痛 疼痛 8838060 R529
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35
多尿 多尿 多尿 7884011 R35
冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456
坐骨神経痛 坐骨神経痛 坐骨神経痛 7243008 M5438
夜尿症 夜尿症 夜尿症 3076004 R32
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

3 苓姜朮甘湯 三和苓姜朮甘湯エキス細粒 冷え症 冷え症 冷え症 8839176 R688
倦怠感 倦怠感 倦怠感 7807010 R53
頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35
多尿 多尿 多尿 7884011 R35
坐骨神経痛 坐骨神経痛 坐骨神経痛 7243008 M5438
腰痛 腰痛 腰痛症 8840829 M5456
夜尿症 夜尿症 夜尿症 3076004 R32
遺尿 遺尿 遺尿症 8830590 R32
帯下 帯下 帯下 6235001 N898
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

1 苓桂朮甘湯 ジュンコウ苓桂朮甘湯ＦＣエキス細粒医療用 めまい めまい めまい 8841308 R42
〔東洋〕苓桂朮甘湯エキス細粒 動悸 動悸 動悸 7851005 R002
クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
オースギ苓桂朮甘湯エキスＴＧ 神経質 神経質 神経質 8834942 R450
ＪＰＳ苓桂朮甘湯エキス顆粒〔調剤用〕 ノイローゼ ノイローゼ 神経症 3009007 F489
太虎堂の苓桂朮甘湯エキス顆粒 めまい めまい めまい 8841308 R42
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用） 動悸 動悸 動悸 7851005 R002
本草苓桂朮甘湯エキス顆粒－Ｍ 息切れ 息切れ 息切れ 7860016 R060
マツウラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51

心下悸 心下悸 心下悸 8844732 R002
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

2 苓桂朮甘湯 ジュンコウ苓桂朮甘湯ＦＣエキス錠医療用 めまい めまい めまい 8841308 R42
動悸 動悸 動悸 7851005 R002
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
神経質 神経質 神経質 8834942 R450
ノイローゼ ノイローゼ 神経症 3009007 F489
めまい めまい めまい 8841308 R42
動悸 動悸 動悸 7851005 R002
息切れ 息切れ 息切れ 7860016 R060
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
心下悸 心下悸 心下悸 8844732 R002
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

3 苓桂朮甘湯 コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒 立ちくらみ 立ちくらみ 起立性眩暈 4580006 I951
めまい めまい めまい 8841308 R42
動悸 動悸 動悸 7851005 R002
のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
顔面紅潮 顔面紅潮 顔面紅潮 8832085 R232
貧血 貧血 貧血 2859011 D649
頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
神経性心悸亢進 神経性心悸亢進 神経性心悸亢進 3062022 F453
神経症 神経症 神経症 3009007 F489
結膜充血 結膜充血 結膜充血 3727016 H114
耳鳴 耳鳴 耳鳴症 8835241 H931
不眠症 不眠症 不眠症 8839792 G470
血圧異常 血圧異常 血圧異常 8844707 R098
高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
低血圧 低血圧 低血圧症 8837873 I959
心臓衰弱 心臓衰弱 慢性心不全 4289018 I509
腎臓病 腎臓病 腎疾患 8848361 N289
慢性腎臓病 慢性腎臓病 慢性腎臓病 8844106 N189
心下悸 心下悸 心下悸 8844732 R002
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

全身けん怠感、腰部の
疼痛、冷感、重感などが
あって、排尿回数、尿量
ともに増加するもの。
腰冷、腰痛、坐骨神経
痛、夜尿症。

腰部から下肢にかけて、
ひどい冷感を自覚し、腰
冷痛、身体倦怠感を伴
い、排尿回数、量ともに
多いものの次の諸症
坐骨神経痛、腰痛、夜
尿症、遺尿、帯下

めまい，ふらつきがあ
り，または動悸があり尿
量が減少するものの次
の諸症
神経質，ノイローゼ，め
まい，動悸，息切れ，頭
痛

立ちくらみやめまい、あ
るいは動悸がひどく、の
ぼせて頭痛がし、顔面
やや紅潮したり、あるい
は貧血し、排尿回数多
く、尿量減少して口唇部
がかわくもの。
神経性心悸亢進、神経
症、充血、耳鳴、不眠
症、血圧異常、心臓衰
弱、腎臓病。

腰に冷えと痛みがあっ
て，尿量が多い次の諸
症
腰痛，腰の冷え，夜尿症

めまい，ふらつき，また
は動悸があり尿量が減
少するものの次の諸症
神経質，ノイローゼ，め
まい，動悸，息切れ，頭
痛
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4 苓桂朮甘湯 三和苓桂朮甘湯エキス細粒 頭痛 頭痛 頭痛 7840024 R51
頭重 頭重 頭重感 7840022 R51
のぼせ のぼせ のぼせ 8844802 R232
めまい めまい めまい 8841308 R42
立ちくらみ 立ちくらみ 起立性眩暈 4580006 I951
動悸 動悸 動悸 7851005 R002
心悸亢進 心悸亢進 動悸 7851005 R002
不眠 不眠 不眠症 8839792 G470
精神不安 精神不安 不安障害 8839596 F419
尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
神経性心悸亢進 神経性心悸亢進 神経性心悸亢進 3062022 F453
心臓弁膜症 心臓弁膜症 心臓弁膜症 4249004 I38
血圧異常 血圧異常 血圧異常 8844707 R098
高血圧 高血圧 高血圧症 8833421 I10
低血圧 低血圧 低血圧症 8837873 I959
起立性めまい 起立性めまい 起立性眩暈 4580006 I951
メニエル症候群 メニエル症候群 メニエール症候群 8847584 H810
神経衰弱 神経衰弱 神経衰弱 8834946 F480
腎臓疾患 腎臓疾患 腎疾患 8848361 N289
心下悸 心下悸 心下悸 8844732 R002
胃内停水 胃内停水 胃内停水 8844663 R198
心窩部振水音 心窩部振水音 心窩部振水音 8844737 R198

クラシエ六味丸料エキス細粒 疲労 疲労 疲労感 8839426 R53
ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用） 尿量減少 尿量減少 乏尿 7885005 R34
ジュンコウ六味地黄丸料ＦＣエキス細粒医療用 多尿 多尿 多尿 7884011 R35
〔東洋〕六味地黄丸料エキス細粒 口渇 口渇 口渇症 8833352 R631

排尿困難 排尿困難 排尿困難 7881001 R391
頻尿 頻尿 頻尿症 8839433 R35
むくみ むくみ 浮腫 7823024 R609
かゆみ かゆみ そう痒 8841305 L299
小腹不仁 小腹不仁 小腹不仁 8844728 R198
小腹拘急 小腹拘急 小腹拘急 8844726 R198

六味丸
（六味地黄丸）

頭痛、頭重、のぼせ、め
まい、立ちくらみ、動悸、
心悸亢進などがあって
不眠、精神不安などを
伴い尿量減少の傾向が
あるものの次の諸症
神経性心悸亢進症、心
臓弁膜症、血圧異常、
起立性めまい、メニエル
氏症候群、神経衰弱、
腎臓疾患

疲れやすくて尿量減少
または多尿で，時に口
渇があるものの次の諸
症
排尿困難，頻尿，むく
み，かゆみ
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