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〔ＯＴＣ版ＤＳＵ（Drug Safety Update）〕

編集・発行:日本一般用医薬品連合会
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平成30年2月13日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知（薬生安発0213第1号）により、
下記医薬品の使用上の注意が改訂されましたので、改訂内容をお知らせいたします。

【医薬品名】サンシシ含有製剤　（経口剤）
改訂箇所 改訂内容(下線部追記)

相談すること 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服
用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療
を受けること。
腸間膜静脈硬化症：長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返
しあらわれる。
※現行記載のある製剤を除く。また、現行記載に「まれに下記の重篤な症状が
起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。」旨の記載の
ない製剤は、本記載も追記する。

相談すること 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
※現行記載のある製剤を除く。

【改訂理由】

医療用医薬品の添付文書が改訂されることから、サンシシを有効成分として含有する一般用医薬品についても
同様の内容となるよう改訂致しました。

【製品名（販売会社－製造販売元）】

日本一般用医薬品連合会が加盟協会会員会社の製品のうち製造又は販売を確認した製品を掲載しています。
  ※ＯＴＣ版ＤＳＵに関する質問は日本一般用医薬品連合会にＦＡＸ又はメールでお願いします。
  ※製品についてのお問い合わせは当該企業にお願い申し上げます。
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新生防風通聖散顆粒〈満量処方〉
(アインファーマシーズ－新生薬品工業)

      五淋散エキス〔細粒〕８０ (天野商事－松浦薬業)

イスクラ瀉火利湿顆粒 (イスクラ産業)       イスクラ清営顆粒 (イスクラ産業)

錠剤　茵蔯蒿湯 (一元製薬)       錠剤　温清飲 (一元製薬)

黄解Ａ錠 (一元製薬)       黄解Ｂ錠 (一元製薬)

錠剤　加味逍遙散 (一元製薬)       錠剤　柴胡清肝散 (一元製薬)

錠剤　清上防風湯 (一元製薬)       ノンパースＢ (一元製薬)

ノンパースＤ (一元製薬)       錠剤　防風通聖散 (一元製薬)

温清飲エキス顆粒ＫＭ (一元製薬)       黄連解毒湯エキス顆粒ＫＭ－２ (一元製薬)

加味帰脾湯エキス顆粒ＫＭ (一元製薬)       荊芥連翹湯エキス顆粒ＫＭ (一元製薬)

清上防風湯エキス顆粒ＫＭ (一元製薬)       防風通聖散料エキス顆粒ＫＭ (一元製薬)

竜胆瀉肝湯エキス顆粒ＫＭ (一元製薬)       ウチダの茵蔯蒿湯 (ウチダ和漢薬)

ウチダの温清飲エキス散 (ウチダ和漢薬)       ウチダの温清飲エキス散（分包） (ウチダ和漢薬)

ウチダの温清飲 (ウチダ和漢薬)       ウチダの黄連解毒湯エキス散 (ウチダ和漢薬)

ウチダの清熱瀉火 (ウチダ和漢薬)       ウチダの黄解丸加大黄 (ウチダ和漢薬)

ウチダの黄連解毒丸 (ウチダ和漢薬)       ウチダの黄連解毒湯 (ウチダ和漢薬)

ウチダの加味逍遙散料エキス散 (ウチダ和漢薬)       ウチダの明華順心 (ウチダ和漢薬)

ウチダの加味逍遙散 (ウチダ和漢薬)       ウチダの加味逍遙散料 (ウチダ和漢薬)

ウチダの荊芥連翹湯 (ウチダ和漢薬)       ウチダの柴胡清肝湯エキス散 (ウチダ和漢薬)

ウチダの柴胡清肝湯 (ウチダ和漢薬)       ウチダの梔子柏皮湯 (ウチダ和漢薬)

ウチダの辛夷清肺湯エキス散 (ウチダ和漢薬)       ウチダの辛夷清肺湯 (ウチダ和漢薬)

ウチダの洗肝明目湯 (ウチダ和漢薬)       ウチダの防風通聖散料エキス散 (ウチダ和漢薬)

ウチダの攻肥聖健 (ウチダ和漢薬)       ウチダの防風通聖散料 (ウチダ和漢薬)

ウチダの竜胆瀉肝湯エキス散 (ウチダ和漢薬)       
ウチダの竜胆瀉肝湯エキス散（分包）
(ウチダ和漢薬)

ウチダの竜胆瀉肝湯 (ウチダ和漢薬)       オースギコ－ミン (大杉製薬)

サン・コ－ミン (大杉製薬)       モリ　ビトール (大杉製薬)

モリ　ウーセイン (大杉製薬)       モリ　ビナール (大杉製薬)

モリ　カッコミン (大杉製薬)       モリシンニョウA (大杉製薬)

ハイビナール (大杉製薬)       「モリ」シンニョウ錠 (大杉製薬)

「モリ」ちくのう錠 (大杉製薬)       大峰荊芥連翹湯錠 (大峰堂薬品工業)

防風通聖散エキス錠〔大峰〕 (大峰堂薬品工業)       大峰エキス錠黄連解毒湯A (大峰堂薬品工業)

加味逍遙散錠〔大峰〕 (大峰堂薬品工業)       オオクサ防風通聖散エキス錠 (漢方生薬研究所)

防風通聖散料エキス錠「東亜」 (北日本製薬)       防風通聖散料エキス錠「創至聖」 (北日本製薬)

防風通聖散料エキス錠「至聖」 (北日本製薬)       ＮＩＤ防風通聖散錠Ｚ　６０００ (北日本製薬)

薬日本堂防風通聖散エキス錠 (薬日本堂)       
温清飲エキス錠クラシエ
(クラシエ薬品－クラシエ製薬)

加味帰脾湯エキス顆粒クラシエ
(クラシエ薬品－クラシエ製薬)

      ベルエムピＬ錠　 (クラシエ薬品－クラシエ製薬)

荊芥連翹湯エキス錠Ｆクラシエ
(クラシエ薬品－クラシエ製薬)

      
竜胆瀉肝湯エキス錠クラシエ
(クラシエ薬品－クラシエ製薬)

「クラシエ」漢方茵ちん蒿湯エキス顆粒
(クラシエ薬品－クラシエ製薬)

      
「クラシエ」漢方黄連解毒湯エキス顆粒Ｓ
(クラシエ薬品－クラシエ製薬)

「クラシエ」漢方黄連解毒湯エキス顆粒
(クラシエ薬品－クラシエ製薬)

      
「クラシエ」漢方加味逍遙散料エキス顆粒
(クラシエ薬品－クラシエ製薬)
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療方調律顆粒 (クラシエ薬品－クラシエ製薬)       
加味逍遙散料エキス錠クラシエ
(クラシエ薬品－クラシエ製薬)

コッコアポＥＸ錠 (クラシエ薬品－クラシエ製薬)       
コッコアポプラスＡ錠
(クラシエ薬品－クラシエ製薬)

「クラシエ」漢方防風通聖散料エキスＥＸ錠
(クラシエ薬品－クラシエ製薬)

      新コッコアポＡ錠　 (クラシエ薬品－クラシエ製薬)

「クラシエ」漢方防風通聖散料エキスＦＣ錠
(クラシエ薬品－クラシエ製薬)

      
防風通聖散料エキス顆粒クラシエ
(クラシエ薬品－クラシエ製薬)

温清飲エキス顆粒「クラシエ」
(クラシエ薬品－大峰堂薬品工業)

      
荊芥連翹湯エキス顆粒「クラシエ」
(クラシエ薬品－大峰堂薬品工業)

竜胆瀉肝湯エキス顆粒「クラシエ」
(クラシエ薬品－大峰堂薬品工業)

      
辛夷清肺湯エキス顆粒「クラシエ」
(クラシエ薬品－大峰堂薬品工業)

ジーフェルスリムＡ
(グレートアンドグランド－中村薬品工業)

      
温清飲エキス細粒Ｇ「コタロー」 (小太郎漢方製薬)

ウンセインＮ「コタロー」 (小太郎漢方製薬)       カミセーヌC「コタロー」 (小太郎漢方製薬)

荊芥連翹湯エキス細粒Ｇ「コタロー」 (小太郎漢方製薬)
      ケイガインＮ「コタロー」 (小太郎漢方製薬)

五淋散エキス細粒Ｇ「コタロー」 (小太郎漢方製薬)       五淋散エキス錠Ｎ「コタロー」 (小太郎漢方製薬)

ゴリンサンＮ「コタロー」 (小太郎漢方製薬)       五淋散カプレット「コタロー」 (小太郎漢方製薬)

ボーラック (小太郎漢方製薬)       
柴胡清肝湯エキス細粒Ｇ「コタロー」
(小太郎漢方製薬)

滋腎明目湯エキス細粒Ｇ「コタロー」 (小太郎漢方製薬)
      

滋腎明目湯エキス錠Ｎ「コタロー」
(小太郎漢方製薬)

清上防風湯エキス細粒Ｇ「コタロー」 (小太郎漢方製薬)
      ベーラコタローＮ (小太郎漢方製薬)

漢方ニキビ薬Ｎ「コタロー」 (小太郎漢方製薬)       
洗肝明目湯エキス細粒Ｇ「コタロー」
(小太郎漢方製薬)

防風通聖散エキス細粒Ｇ「コタロー」 (小太郎漢方製薬)
      

防風通聖散エキス錠Ｎ「コタロー」
(小太郎漢方製薬)

ボーツーンＮ「コタロー」 (小太郎漢方製薬)       
竜胆瀉肝湯エキス細粒Ｇ「コタロー」
(小太郎漢方製薬)

リュウセーヌＮ「コタロー」 (小太郎漢方製薬)       オウゲインＮ「コタロー」 (小太郎漢方製薬)

黄連解毒湯エキス細粒Ｇ「コタロー」 (小太郎漢方製薬)
      ノーザＶ「コタロー」 (小太郎漢方製薬)

辛夷清肺湯エキス細粒Ｇ「コタロー」 (小太郎漢方製薬)
      黄解丸 (小西製薬)

ダスモックａ (小林製薬)       ダスモックｂ (小林製薬)

ダスモック (小林製薬)       チクナインａ (小林製薬)

チクナインｂ (小林製薬)       チクナイン (小林製薬)

チクナイン錠 (小林製薬)       ナイシトール８５ａ (小林製薬)

ナイシトールＧ (小林製薬)       ナイシトールＺ (小林製薬)

ナイシトール　Ｌ (小林製薬)       ボーコレン (小林製薬)

マスラックⅡ (阪本漢法製薬)       アンラビリⅡ (阪本漢法製薬)

阪本漢法の防風通聖散錠 (阪本漢法製薬)       マスラックＳＳ (阪本漢法製薬)

アンラビリＳＳ (阪本漢法製薬)       阪本漢法の防風通聖散Ｓ錠 (阪本漢法製薬)

マスラックゴールド (阪本漢法製薬)       アンラビリゴールド (阪本漢法製薬)

阪本漢法の防風通聖散錠ゴールド (阪本漢法製薬)       ＳＫＰ防風通聖散錠ゴールド (阪本漢法製薬)
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スラジン (佐藤製薬)       スラジンＡ (佐藤製薬)

ココスリム (佐藤製薬－大峰堂薬品工業)       サンスラット (サンドラッグ－大峰堂薬品工業)

サンスラットEX (サンドラッグ－大峰堂薬品工業)       サンワ茵蔯蒿湯エキス細粒 (三和生薬)

サンワ茵蔯蒿湯エキス細粒「分包」 (三和生薬)       サンワ温清飲エキス細粒 (三和生薬)

温清飲エキス細粒「分包」三和生薬 (三和生薬)       黄連解毒湯Aエキス細粒三和生薬 (三和生薬)

黄連解毒湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 (三和生薬)       サンワ荊芥連翹湯エキス細粒 (三和生薬)

サンワ荊芥連翹湯エキス細粒「分包」 (三和生薬)       サンワ荊芥連翹湯エキス錠 (三和生薬)

防風通聖散料Aエキス細粒三和生薬 (三和生薬)       
防風通聖散料Aエキス細粒「分包」三和生薬
(三和生薬)

防風通聖散料Aエキス錠三和生薬 (三和生薬)       竜胆瀉肝湯Aエキス細粒三和生薬 (三和生薬)

竜胆瀉肝湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 (三和生薬)       アクトマン (剤盛堂薬品)

アクマチック (剤盛堂薬品)       オウゲＥＰ錠 (剤盛堂薬品)

黄解清血散 (剤盛堂薬品)       お熱散 (剤盛堂薬品)

気上錠 (剤盛堂薬品)       強気上散 (剤盛堂薬品)

強清肝散 (剤盛堂薬品)       ジヨッキ (剤盛堂薬品)

ヘトイン－Ｓ (剤盛堂薬品)       ホノミサンイン錠 (剤盛堂薬品)

ＪＰＳ漢方顆粒‐３号 (ジェーピーエス製薬)       ＪＰＳ漢方顆粒‐４５号 (ジェーピーエス製薬)

ＪＰＳ漢方顆粒‐６９号 (ジェーピーエス製薬)       ＪＰＳ漢方顆粒‐７３号 (ジェーピーエス製薬)

ＪＰＳ漢方顆粒‐７４号 (ジェーピーエス製薬)       ＪＰＳ漢方顆粒‐８０号 (ジェーピーエス製薬)

ＪＰＳ荊芥連翹湯エキス錠Ｎ (ジェーピーエス製薬)       
ＪＰＳ防風通聖散料エキス錠Ｎ
(ジェーピーエス製薬)

ＪＰＳ黄連解毒湯エキス錠Ｎ (ジェーピーエス製薬)       ＪＰＳ加味帰脾湯エキス錠Ｎ (ジェーピーエス製薬)

ＪＰＳ清上防風湯エキス錠Ｎ (ジェーピーエス製薬)       温清飲エキス錠Ｊ (ジェーピーエス製薬)

神農清上防風湯エキス錠 (ジェーピーエス製薬)       神農黄連解毒湯エキス錠 (ジェーピーエス製薬)

神農防風通聖散料エキス錠 (ジェーピーエス製薬)       五苓黄解内服液 (ジェーピーエス製薬)

ＪＰＳ漢方胃腸内服液 (ジェーピーエス製薬)       
クミアイ　防風通聖散錠
(全国農業協同組合連合会－協同薬品工業)

スリムゴールド (大協薬品工業)       
大正漢方胃腸薬＜内服液＞
(大正製薬－ジェーピーエス製薬)

肝生 (大鵬薬品工業－建林松鶴堂)       茵蔯蒿湯「タキザワ」 (タキザワ漢方廠)

温清飲「タキザワ」 (タキザワ漢方廠)       黄連解毒湯「タキザワ」 (タキザワ漢方廠)

荊芥連翹湯「タキザワ」 (タキザワ漢方廠)       柴胡清肝湯「タキザワ」 (タキザワ漢方廠)

辛夷清肺湯「タキザワ」 (タキザワ漢方廠)       加味帰脾湯「タキザワ」 (タキザワ漢方廠)

清上防風湯「タキザワ」 (タキザワ漢方廠)       防風通聖散料「タキザワ」 (タキザワ漢方廠)

竜胆瀉肝湯「タキザワ」 (タキザワ漢方廠)       
ストレージタイプＳＫ
(武田コンシューマーヘルスケア－ツムラ)

ストレージタイプＳＡ
(武田コンシューマーヘルスケア－ツムラ)

      意発（エキス顆粒） (建林松鶴堂)

腫経（エキス顆粒） (建林松鶴堂)       松鶴照雲 (建林松鶴堂)

松鶴天与（エキス顆粒） (建林松鶴堂)       清心（エキス顆粒） (建林松鶴堂)

制竜（エキス顆粒） (建林松鶴堂)       妙光（エキス顆粒） (建林松鶴堂)

威徳 (建林松鶴堂)       肝生 (建林松鶴堂)

春香 (建林松鶴堂)       止血 (建林松鶴堂)

凌雲 (建林松鶴堂)       口紫湯 (建林松鶴堂)

松鶴湯A (建林松鶴堂)       伶鳴 (建林松鶴堂)
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エバユーススリムＦ
(第一三共ヘルスケア－大峰堂薬品工業)

      
五淋散エキス錠Ｎ「コタロー」
(大昭製薬－小太郎漢方製薬)

ねつ，はれ，いたみ，漢方しっぷ薬喜世効 (チベン製薬)       のぼせひきさげ桔梗智辨女神湯 (チベン製薬)

ツムラ漢方黄連解毒湯エキス顆粒A (ツムラ)       ツムラ漢方加味逍遙散エキス顆粒 (ツムラ)

ツムラ漢方加味逍遙散エキス錠A (ツムラ)       ツムラ漢方荊芥連翹湯エキス顆粒 (ツムラ)

ツムラ漢方温清飲エキス顆粒 (ツムラ)       ツムラ漢方清上防風湯エキス顆粒 (ツムラ)

ツムラ漢方防風通聖散エキス顆粒 (ツムラ)       温清飲エキス散〔勝昌〕 (東洋薬行)

黄連解毒湯エキス散〔勝昌〕 (東洋薬行)       防風通聖散料エキス細粒〔勝昌〕 (東洋薬行)

温清飲エキス錠Ｎ「アスゲン」
(日邦薬品工業－アスゲン製薬)

      東洋の温清飲 (日邦薬品工業－東洋漢方製薬)

黄解散粒状 (日邦薬品工業－長倉製薬)       
大峰エキス黄連解毒湯Ａ
(日邦薬品工業－大峰堂薬品工業)

東洋の加味帰脾湯エキス顆粒
(日邦薬品工業－東洋漢方製薬)

      
加味逍遥散エキス錠〔大峰〕
(日邦薬品工業－大峰堂薬品工業)

加味逍遥散錠〔大峰〕
(日邦薬品工業－大峰堂薬品工業)

      
東洋漢方の加味逍遥散料
(日邦薬品工業－東洋漢方製薬)

東洋の加味逍遥散料エキス顆粒
(日邦薬品工業－東洋漢方製薬)

      
東洋の加味逍遥散料エキス顆粒Ｓ
(日邦薬品工業－東洋漢方製薬)

大峰荊芥連翹湯 (日邦薬品工業－大峰堂薬品工業)       
東洋の辛夷清肺湯エキス顆粒
(日邦薬品工業－東洋漢方製薬)

東洋の辛夷清肺湯エキス顆粒（分包）
(日邦薬品工業－東洋漢方製薬)

      
東洋の防風通聖散料エキス顆粒Ｓ
(日邦薬品工業－東洋漢方製薬)

ビナＳＬＭ (日邦薬品工業－東洋漢方製薬)       
防風通聖散エキス錠〔大峰〕
(日邦薬品工業－大峰堂薬品工業)

防風通聖散料 (日邦薬品工業－東洋漢方製薬)       防風通聖散粒状 (日邦薬品工業－長倉製薬)

五黄散粒状 (日邦薬品工業－長倉製薬)       
温清飲エキス錠Ｎ「アスゲン」
(日邦薬品工業－アスゲン製薬)

加味逍遥散錠　Ｔ２４ (日本ヘルスケアアドバイザーズ
－中村薬品工業)

      キョウシン (日の丸漢方－栃本天海堂)

辛夷清肺湯エキス錠（チオセルエース）
(プロダクト・イノベーション－原沢製薬工業)

      本草防風通聖散エキス顆粒－Ｈ (本草製薬)

本草防風通聖散エキス錠－Ｈ (本草製薬)       本草清上防風湯エキス錠－Ｈ (本草製薬)

本草黄連解毒湯エキス錠－Ｈ (本草製薬)       ノズラン錠 (本草製薬－中村薬品工業)

茵蔯蒿湯エキス〔細粒〕１ (松浦薬業)       黄連解毒湯エキス〔細粒〕４ (松浦薬業)

加味帰脾湯エキス〔細粒〕９ (松浦薬業)       柴胡清肝湯エキス〔細粒〕２５ (松浦薬業)

防風通聖散エキス〔細粒〕５７ (松浦薬業)       荊芥連翹湯エキス〔細粒〕７２ (松浦薬業)

温清飲エキス〔細粒〕７５ (松浦薬業)       五淋散料エキス〔細粒〕８０ (松浦薬業)

清上防風湯エキス〔細粒〕８５ (松浦薬業)       竜胆瀉肝湯エキス〔細粒〕９３ (松浦薬業)

腎仙散（ジンセンサン） (摩耶堂製薬)       清気散 (摩耶堂製薬)

ネオ腎仙湯 (摩耶堂製薬)       ノルクスK錠 (明治薬品)

新・ロート防風通聖散錠Ｚ (ロート製薬)       新・ロート防風通聖散錠満量 (ロート製薬)

新・ロート防風通聖散錠Ｔ (ロート製薬)       ロート防風通聖散錠 (ロート製薬)

新ロート防風通聖散錠 (ロート製薬)       ユクリズム (ロート製薬－大峰堂薬品工業)

ロート加味帰脾湯錠 (ロート製薬－大峰堂薬品工業)       
黄連解毒湯エキス顆粒SA
(湧永製薬－帝國漢方製薬)

サンワ荊芥連翹湯エキス細粒｢分包｣
(湧永製薬－三和生薬)

      
温清飲エキス細粒「分包」三和生薬
(湧永製薬－三和生薬)
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(販売会社名 五十音順)

-以上-

流通在庫との関係から、改訂内容を反映した製品がお手元に届くまでに時間を要することがありますので、既
にお手元にある製品を販売する際には、ここにご案内申し上げました改訂内容をご確認くださいますようお願
い申し上げます。
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