
薬用作物産地支援栽培技術研修会（北陸会場）

平成２９年９月１４・１５日
小谷 宗司

信州大学特任教授
東京生薬協会 理事

薬用作物の国内栽培について

本日の内容
Ⅰ 東京生薬協会

・ 東京生薬協会の事業
・ 福井県高浜町における事例

Ⅱ 法制度の概要
・ 医薬品医療機器等法
・ PIC/S GMP

Ⅲ 国内産薬草栽培の展望
・ 農水省の動向

Ⅳ GACPの解説
・ WHO GACPの概要
・ 生薬自主基準(日薬連)について
・ 日漢協版 GACPについて
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目的
公益社団法人東京生薬協会は、昭和28年の設立以来、優良生薬の確保とその振興を
図り、生薬業界の発展向上とあわせて国民の保健衛生の向上に寄与し、公共の福祉
に貢献することを目的に活動を続けています。

現況
平成28年5月25日現在の会員数は 139名。製薬会社、生薬卸売会社を中心に、薬局、
個人など当協会の目的趣旨に賛同された方々によって構成されています。

事業内容
公益法人として、定款に定める事業を行うため、総務、学術、広報、薬用植物園事業
管理、薬用植物国内栽培事業の各委員会を設置し、次のことを行っています。

1. 薬草観察会の開催
薬用植物および生薬の啓発普及を図るため、会員および国民を対象として年２回、春
と秋に実施しています。当協会の学術委員が参加者からの質問にお答えしています。

2. 薬草収穫感謝の会の開催
毎年秋に当協会と公益社団法人東京薬事協会および本町生薬会の共催、東京都の
後援により、その年の薬草の収穫に感謝する会を実施しています。

3. 生薬に関する懇談会の開催
生薬研究者との産学交流を図り、学術・生産・臨床・流通等相互の理解を深めるため
日本生薬学会関東支部と共催して、毎年ひとつの生薬をテーマとして取り上げ実施し
ています。また、その講演要旨集を作成・配布して生薬知識の普及啓発を図っていま
す。

Ⅰ 東京生薬協会の概要

4. 講演会・講習会の開催
会員、生薬関係者、国民を対象に、薬用植物指導員養成講座、漢方基礎講座など生
薬・薬用植物、漢方などに関する学術講演会や講習会を開催しています。

5. 日本薬局方原案審議委員会への協力
学術委員会委員が日本薬局方原案審議委員会のうち生薬等A委員会、生薬等B委員
会に委員として出席し、局方改正に協力しています。

6. 会報の発行
会員相互の連絡を図るとともに、生薬関係者に対しても情報提供するため、会報を年
２回発行しています。

7. OTC医薬品、セルフメディケーションの普及啓発
OTC医薬品の新しい販売制度やセルフメディケーションなどについて会員や国民を対
象に普及啓発活動を実施しています。

8. 生薬等に関する海外関係団体との交流
生薬等に関する情報交換や人的交流を通して海外関係諸団体との交流を行ってい
ます。

9. 東京都薬用植物園の事業管理
平成19年度より東京都薬用植物園（小平市）の事業の一部を受託し、薬用植物園の
総合案内、普及啓発事業、栽培農作業、施設管理などを行っています。

10. 薬用植物国内栽培事業
平成26年度から薬用植物の国内栽培に対する支援を拡充し、栽培経験豊富な栽培
指導員の派遣、原種となる薬用植物の種苗の提供（一部種苗は、医薬基盤研究所薬
用植物資源研究センターからの分譲を受けている）や栽培技術を提供しています。
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１０．薬用植物国内栽培事業
公益社団法人東京生薬協会では、薬用植物の栽培について、栽培技術や優良
薬用植物の種苗の提供等における多くの知識経験を活用し、公益性の高い事業
として、平成26年度から薬用植物の国内栽培に対する支援を実施しております。

平成27年8月現在、下記の7自治体において事業を実施しています。

国内栽培の必要性および公益性

■ 農業の活性化
農業の活性化策のひとつとして薬用植物の栽培が注目されており、その栽培について平成25年
度からは国の補助金事業も開始され、全国の自治体等の関心が高まっています。

■ 生薬調達のリスクマネジメント
医薬品の原料となる生薬の供給は約９割が輸入に依存しており、またそのうちの約９割が中国か
らの輸入に頼っています。近年、価格の上昇、品質のばらつき等の課題が顕著になりつつある。

■ 品質の確かな、優良生薬の確保
消費者の安全・安心の観点からも、トレーサビリティーが明確な国内産生薬の確保が注目されて
います。
当協会は、昭和28年の設立趣意書に「優良生薬の安定的確保と品質の向上」を掲げて以来、そ
の実現を使命としており、薬用植物の国内栽培に対する支援事業は、当協会の理念にも適うも
のと考えております。

■ 種苗の確保・提供
生薬の生産のためは、原料となる薬用植物として、公定書（日本薬局方等）に記載された種
（しゅ：Species）であることはもちろん、さらに、近縁種との交雑や変異等を起こしていない、系統の
明確な植物を栽培する必要があります。 当協会では、その条件に適合する薬用植物の種苗を、
会員企業等の協力により確保しています。
※ 一部種苗は、医薬基盤研究所薬用植物資源研究センターからの分譲を受けています。

■ 栽培指導
薬用植物の栽培は、土壌、施肥、病虫害防除、また栽培期間などの諸条件において、通常の農
作物の栽培と大きく異なる部分があります。
当協会では、栽培経験豊富な栽培指導員を自治体等に派遣し、栽培指導を実施します。
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参考写真 : 事業実施の様子

収穫期を迎えたセンキュウ試験栽培地 エビスグサ

（秋田県八峰町） (新潟県新発田市)

ウラルカンゾウ トウキ

（秋田県三郷町） (新潟市農業活性化センター)

薬用植物国内栽培事業の概要

平成２９年度 各自治体薬用作物栽培事業

(１) 秋田県八峰町 (栽培指導員 : 和田、加賀、白鳥、飯田(協力者))
栽培指導員の派遣は年３回。栽培品目はウイキョウ、シャクヤク、セネガ、トウキなど
10品目。この中でもカミツレ(栽培面積2,707㎡)、キキョウ(栽培面積:3,782㎡)の２品目
に主力を置き栽培拡大を図る。

(２) 秋田県美郷町 (栽培指導員 : 和田、加賀、白鳥、飯田(協力者))
栽培指導員の派遣は年３回。栽培品目はカンゾウ(既栽培面積930㎡⇒29年度

1,930)、
キキョウ(栽培面積:2,650㎡⇒5,190㎡)、ノイバラ(栽培面積300㎡⇒600㎡)の３品目。
センブリの試験栽培をスタートする。ホオノキは継続し植樹。カンソウの栽培指導は
大阪薬科大学に委任する。

(３) 新潟県新発田市 (栽培指導員 : 岡田、田中)
栽培指導員の派遣は２８年度７回。ハトムギ、エビスグサ、カラスビシャク、アミガサユ
リ、ジオウ、ジャノヒゲ、オケラ、カンゾウ、オタネニンジン、オウレン、ハマボウフウ、カ

ワラヨモギなど１６品目の試験栽培を実施してきたが、今後ヤマトトウキ、ミシマサイ
コ、

シャクヤク、ハッカに注力し、作付面積を拡大して収穫量の向上を目指す。
自生が確認されたクロモジは安定して収穫できるよう自生地(2.7ha)の整備を進める。
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(４) 新潟県新潟市 (栽培指導員 : 岡田、田中)
栽培指導員の派遣は年８回。種苗センター構築の目標として、２２品目（種苗入手先

の違いを含め３０種）の継続栽培を進めている。主な品目はミシマサイコ、ヤマトトウ
キ、

ハトムギ、エビスグサ、カラスビシャク、ハッカ、シャクヤク、オケラ、カンゾウ、オタネニ
ンジン、シソ、カワラヨモギ、アミガサユリ、ジオウ、ジャノヒゲ、キキョウ、オウレン、
ハマボウフウ、コガネバナ。
当該品目に関しGACP書類は完備している。
キキョウの増産に関しては新たな生産者団体の設立を検討している。

(５) 福井県高浜町 (栽培指導員 : 小谷、磯田、田中)
栽培指導員の派遣は年８回。２５品目について試験栽培を実施中。ゲンノショウコは
納品実績あり。ゴシュユの品質評価を北里研究所で実施中。コウホネは自生地の沼
を整備するとともに、新たな沼の整備も進める。平成２９年度は各品目の試験栽培を

継続する中ゴシュユ、ミシマサイコ、カイケイジオウなどの品目の拡大栽培を実施予
定。

主な栽培品目は、ミシマサイコ、ヤマトトウキ、ハトムギ、エビスグサ、カラスビシャク、
シャクヤク、オケラ、ハマボウフウ、アミガサユリ、ジオウ、ジャノヒゲ、ゲンノショウコ、
オウレン、ゴシュユ、コウホネ、

(６) 岐阜県岐阜市 (栽培指導員 : 高橋、川又、田中)
栽培指導員の派遣は年５回。ミシマサイコ、ヤマトトウキ、シャクヤク、オケラ、アミガ
サユリ、ジオウ、ジャノヒゲなど１０品目の試験栽培を実施してきた。今後は、カワラヨ
モギ、ハトムギ、キキョウに絞り込み、ミシマサイコを加えて産地化を目指した栽培方
法の確立を進める。キキョウは高畝圃場での栽培育成を検討する。キキョウの品質管
理試験では良好な結果を得ている。

(７) 大分県杵築市 (栽培指導員 : 山上、飯田(協力者))
栽培指導員の派遣は年８回。平成２９年度はミシマサイコ、ヤマトトウキ、センキュウ、

シャクヤク、カラスビシャク、シャクヤク、オケラ、コガネバナ、カワラヨモギ、ジャノヒ
ゲ、

キキョウ、カンゾウ、カノコソウ、トコン、ケイガイ、イノコヅチ、ハナスゲ、ムラサキ、キ
バナオウギ、イカリソウ、ケイリンサイシン、メハジキ、エゾウコギなど２２品目を継続し
て試験栽培を実施予定。
カワラヨモギに関しては業者指導に移行した。栽培協力者(ボランティア含む)に大きな
広がりが出てきた。
平成２９年度からキキョウ、ミシマサイコに絞って木酢液の効果を検討する予定。

35



平成２９年度新規の事業計画

(１) 平成２８年度までに栽培協定を締結している全国７自治体において、生産者相互
の情報交換会を計画する。第１回開催は東京都薬用植物園を会場として、秋の収
穫後又は次年度の計画を検討する時期を予定する。

※ 専門の指導員が現地にて栽培指導を行っているが、日常の栽培管理等の違いに
よって、地域ごとに温度差がある。これら問題点等について生産者相互の情報交換
は重要な意義がある。２回目以降は協定先自治体において技術研修会を実施する
予定。
第１回目の案は１１月９日～１０日の間の２日間。

(２) 新協定先候補として、新潟県糸魚川市が上がっている。候補地の視察を含め、6月
の市の補正予算の審議にて承認されれば連携協定を締結する予定。また、石川
県能登町からも協定希望があり、所定の手続きを経て対応する。

(３) 平成２９度の委員会開催のうち、春又は秋をめどに連携協定先の自治体において
開催を計画する。

薬用植物栽培を事業として取り組みした経緯

・ 原発立町のような自治体運営に経過してきた。

・ 2011年（平成23年）3.11事故後、自治体運営に大きな岐路を迫られた。

新たな産業創成の一環として、薬用植物栽培事業も選択肢の一つに加え、協議会を設
立した。

以後、以下の経過をたどってきた。

① 平成25年度に京都大学に依頼し「高浜町青葉山植物資源調査」を実施した。

② 平成26年度に京都大学の協力を得て「観光薬草園マスタープラン」を作成した。

③ 平成26年度末に「観光薬草園マスタープラン」を具現化すべく、東京生薬協会・

医薬基盤研究所との協定を締結した。

高浜町における薬用植物栽培事業
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薬用植物国内栽培の促進に関する
連携協定を締結

福井新聞
平成２７年３月２８日（土） 掲載

事業開始時当初の組織図

高浜町（２名）
青葉山麓研究所（４名）

協力農家（７名）

東京生薬協会
栽培指導員２名

医薬基盤研究所
種苗提供

難波江試験栽培地
標高 H=52m
面積 A=390㎡
栽培品種 ハトムギ

ゲンノショウコ
セリバオウレン
ジャノヒゲ

高野試験栽培地
標高 H=234m
面積 A=450㎡
栽培品種 ハトムギ

ミシマサイコ
トウキ
カイケイジオウ
アカヤジオウ

青葉山麓研究所の組織体制（職員の経歴 等）
所長 青海神社宮司（薬剤師）
副所長 森と水の研究所所長（林業のプロ）
研究員 町職員（農業関係ハード事業担当）
事務員 経理担当（元建設会社経理担当）

37



事業開始時当初の栽培面積

高野試験栽培地 450㎡

難波江試験栽培地 390㎡

畝ごとの識別品種管理を実施

実施当初の作業

• 協会から指導された、耕作地の土壌検査

• 高浜町の希望する品種の選定・協会の推奨する品種の選定の仮合わせ

• 耕作地耕起・マルチング等の作業

• 試験栽培の要素が強いことにより、生産ベーストはかけ離れた、小規模による栽
培を着手。

次々に発生する問題点
① 水田に高畝をしても畝間に水が溜まった。

② 除草管理に予想以上に時間がかかった。

③ 品種ごとの生育状況を栽培者が知らないことから、不安しかなかった。

④ 容易に協力者が集まらない。

⑤ 栽培地を借りても一等地ではなく、耕作放棄地や遊休地しかない。
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高浜町の希望する品種の選定・協会の推奨する
品種の選定の仮合わせ

福井県では、越前オウレンの栽培

技術が林業遺産になるなど、以前

より薬草栽培は、活発な地域で

あった。高浜町内でもセリバ

オウレンが調査の結果、良質で

あると言われている。

このことから、自生種の移植、並びに

栽培が容易な品種、高価格で取引

される品種を栽培することになった。

福井新聞
平成２７年５月２９日（金） 掲載

栽培指導の行程

9:00～
12：00

13:00～
17：00

19:30～
21：00

備 考

初
日

移動（来町） ○

現地栽培指導 ○ 試験栽培地

研修会 ○ 栽培指導員講演会

２
日
目

現地調査 ○ 周辺調査

次回打合せ ○

移動（帰路） ○

注意：栽培指導のみ参加の農家や研修会のみ参加の農家など、様々であり
興味を持ってもらえるような品種や講演内容を含めると、参加者も安心し、
次回からの栽培指導に参加しやすい。
一般農家は、栽培が難しい！売れるのか？など持論を展開しがちであるが、
気にせず、ゆっくり説明をする。
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現地指導他

• 薬用植物個々の特性等説明

• 播種(粒数、間隔他)・移植(株分け法、船底植等)の
具体的指導

• 栽培経過の評価的解説

• 研修会の開催

栽培指導①
薬用植物個々の特性等説明

【当初 作付品種】

ハトムギ

セリバオウレン

カイケイジオウ

アカヤジオウ

ミシマサイコ

ゲンノショウコ

トウキ

ジャノヒゲ

以上8種

① 品種ごとに成長過程を説明
月１回栽培指導があるので、収穫までの
説明は大枠でいいと思われる。

② 栽培地以外でも植えることを想定し、
参加者にしっかり作業内容を覚えてもらう。

③ 収穫までのﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙを簡単に作成し、
地元参加者に管理させることによって
責任感が出てくる。
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栽培指導②
播種(粒数、間隔他)・移植(株分け法、船底植等)の
具体的指導

播種について・・・間隔を空けて数粒づつ播種する。

粒径が小さいものについては砂と混ぜる 等

播種間隔は、○○cmで来年は変える 等

覆土は、○○cm 等

定植について・・・種芋等を確認し、芽を上にして植える

定植間隔・覆土厚など具体的に指導する

船底植は、どれくらい地上部に出す！

方向は畝に対し90°方向に等

栽培指導③ 栽培経過の評価的解説

・各栽培地において、品種ごとに栽培経過について講評を行う。

・前回から今回の指導までの反省点、次回栽培指導までの作業内容を栽培協
力者に対し詳しく説明する。

・指導後、速やかに報告書を作成することによって、復習と予習が可能となるこ
とから、栽培協力者に作成を依頼する。

栽培指導④ 研修会の開催
栽培品目の特性や、医薬品としての法規制、GACPの概要など、生産者に周知し
てもらうため重要なものと位置付けている。ほぼ毎回実施している。
生産者からの疑問に答えるためにも重要。

第1回 5/17・18
・ 品目別薬草栽培技術

ゲンノショウコ、ハトムギ、ミシマサイコ
・ 意見交換会資料
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初年度の研修内容
第2回 6/14・15

・ 国内産薬草栽培の展望

・ 品目別薬草栽培技術 (アカヤジオウ、ジャノヒゲ)

第3回 7/24・25

・ 薬用植物の優良農業規範(GACP)について

・ 品目別薬草栽培技術 (エビスグサ、セリバオウレン)

第4回 8/24・25

・ 高浜町薬用資源植物について

・ 品目別薬草栽培技術 (コウホネ、ゴシュユ)

第5回 9/27・28

・ 高浜町薬用資源植物について

・ 品目別薬草栽培技術 (カノコソウ、カラスビシャク、シャクヤク、セリバオウレン)

第6回 10/30・31

・ 有毒植物植物について

・ 品目別薬草栽培技術 (アミガサユリ、オケラ)

第7回 3/13・14

・ 初年度総括

・ 品目別薬草栽培技術 (ミシマサイコ、ゴシュユ)

記録類

• 生育の経過写真 (栽培マニュアル作成に必要)

• GACP関連記録 (出荷時に必要な書類)

栽培記録他具体的な記録類

• 品目ごと個別指導内容の記録

(栽培マニュアル作成に必要)
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生育の経過写真①
定期的に管理を行う！

ﾐｼﾏｻｲｺ生育状況

ｾﾘﾊﾞｵｳﾚﾝ生育状況ハトムギ生育状況

ｶｲｹｲｼﾞｵｳ生育状況

生育の経過写真②
定期的に管理を行う！
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ＰＨ管理について

GACP関連記録
（肥料編）
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GACP関連記録
（栽培管理資料編）

高浜町に自生する薬用植物の調査

薬用植物の栽培指導と共に、自生種の調査も行ってきた。

※ 自生種の栽培拡大は、導入種の栽培よりもリスクが小さい。

※ 鑑定書は東京生薬協会で作成する。

• 栽培者の情報から放置されていたゴシュユの栽培地が見つかった。

• セリバオウレンの自生地が見つかった。

• トキワイカリソウの自生地が見つかった。

• クロモジの自生自生地が見つかった。

• コウホネの自生地が見つかった。
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ゴシュユの対応

第３回試験栽培指導時において、ゴシュユの群生を発見。昭和３０～４０年代に定
植されたと考えられている。密植になっていることから、中に入れない状態であった。

栽培面積：1,000㎡

成木：約320本

幼木：約1,000本

東京生薬協会の要請で、北里大学が研究に加わって頂き、２８年度に、収穫時期の
違いによる品質評価など実施した。(２９年度生薬学会で発表)

並行して、協会会員会社とマッチングを実施。納入に関しての見通しを付けた。

同じく、幼木を活用しての栽培拡大計画を策定した。

収穫：平成２９年度から本格的に全量収穫。

ゴシュユ (ミカン科)
Tetradium ruticarpum (Juss.) 
T.G.Hartley
中国原産で、享保年間に日本に
渡来し、薬木として各地に栽培さ
れる落葉低木。

【生薬名】 呉茱萸
【薬用部】 果実 (日局)
【効 用】 気分を落ち着かせ、

痛みを止める作用があり、頭痛、
吐き気、口内炎、歯痛、湿疹など
に用いられる。
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ゴシュユ
Euodia Fruit
EUODIAE FRUCTUS
呉茱萸
本品はゴシュユEuodia ruticarpa Hooker filius et Thomson (Evodia rutaecarpa Bentham), 
Euodia officinalis Dode (Evodia officinalis Dode)又はEuodia bodinieri Dode (Evodia
bodinieri Dode) (Rutaceae)の果実である．
生薬の性状 本品は扁球形又は球形を呈し，径2 ～ 5 mmである．外面は暗褐色～灰褐
色で，油室による多数のくぼんだ小点がある．しばしば果柄を付け，果柄は長さ2 ～ 5 
mmで，毛を密生する．果皮は成熟したものでは5室に開裂し，各室中には倒卵球形又は
球形の褐色～黒褐色又は帯青黒色の艶のある種子がある．
本品は特異なにおいがあり，味は辛く，後に残留性の苦味がある．
確認試験 本品の粉末1.0 gをメタノール20 mLに加え，水浴上で5分間加熱し，冷後，ろ過
する．ろ液を蒸発乾固し，残留物に希酢酸3 mLを加え，水浴上で2分間加温し，冷後，ろ
過する．ろ液を試料溶液とし，次の試験を行う．
(１) 試料溶液1滴をろ紙上に滴下し，風乾した後，噴霧用ドラーゲンドルフ試液を噴霧して
放置するとき，黄赤色を呈する．
(２) 試料溶液0.2 mLに希酢酸0.8 mLを加えた液に4－ジメチルアミノベンズアルデヒド試
液2 mLを穏やかに加え，水浴中で加温するとき，境界面に紫褐色の輪帯を生じる．
純度試験
(１) 果柄 本品は，異物〈5.01〉に従い試験を行うとき，果柄5.0％以上を含まない．
(２) 異物〈5.01〉 本品は果柄以外の異物1.0％以上を含まない．
灰分〈5.01〉 8.0％以下．
貯法 容器 密閉容器．

セリバオウレンの適地

青葉山周辺には、多くのセリバオウレンが自生し、２月には開花も多く確認され

る。

種子を採取し育苗をトライした結果、数百株が発芽し一部移植を実施した。

【発芽まで9か月要した】
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トキワイカリソウの適地

青葉山北面には、多くのトキワイカリソウが自生し、雑草扱いされ除草されている状
況。株を採取し、青葉山麓研究所にて育苗を実施。

コウホネの自生地

高浜町薗部地区には、ため池の半分を埋め尽くすコウホネの自生地を確認。ため

池は、半日が日陰になり流れ込があることから、コウホネの自生地としては最適で
あった。現在、他地区において増殖中。

場所：高浜町薗部地区

高浜町横津海地区

高浜町六路谷地区
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法規制‐1 医薬品医療機器等法(薬機法)
「医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律」

第１条 (目的)

この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び医療機器の再生医

療等製品（以下「医薬品等」という。）の品質、有効性及び安全性の確保並びに

これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要

な規制を行うとともに、(以下略)

第２条 (医薬品の定義) 抜粋

この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。

一 日本薬局方に収められている物

二 人または動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とする

物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品を除く)  

三 人または動物の身体の構造に影響を及ぼすことを目的とされている物で、機

械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く) 

Ⅱ 法規制の概要

日本薬局方
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局方の規格

生薬の項目では以下のような規
格がある。

• 基原
• 生薬の性状
• 確認試験
• 純度試験
• 乾燥減量
• 灰分
• 酸不溶性灰分
• 定量法
(その他放射能試験等)

オウレン Coptis Rhizome COPTIDIS RHIZOMA 黄連
本品はオウレンCoptis japonica Makino, Coptis chinensis Franchet，Coptis deltoidea C.Y. 
Cheng et Hsiao又はCoptis teeta Wallich (Ranunculaceae)の根をほとんど除いた根茎であ
る．
本品は定量するとき，換算した生薬の乾燥物に対し，ベルベリン[ベルベリン塩化物
(C20H18ClNO4：371.81)として]4.2％以上を含む．

本品のうち，エキス剤又は浸剤・煎剤に限り用いるものについては，その旨を表示する．
生薬の性状 本品は不整の円柱形で長さ2 ～ 4 cm，まれに10cmに達し，径0.2 ～ 0.7 cmで

多少湾曲し，しばしば分枝する．外面は灰黄褐色を呈し，輪節があり，多数の根の基部を
認める．おおむね一端に葉柄の残基がある．折面はやや繊維性で，コルク層は淡灰褐
色，皮部及び髄は黄褐色～赤黄褐色，木部は黄色～赤黄色である．
本品は弱いにおいがあり，味は極めて苦く，残留性で，唾液を黄色に染める．
本品の横切片を鏡検〈5.01〉するとき，コルク層は細胞壁の薄いコルク細胞からなり，皮部

柔組織中にはコルク層に近い部位に石細胞群，形成層に近い部位に黄色の師部繊維を
認めるものが多い．木部は主として道管，仮道管，木部繊維からなり，放射組織は明らか
で，髄は大きく，髄中には石細胞又は厚壁で木化した細胞を伴う石細胞を認めることがあ
る．柔細胞には細かいでんぷん粒を含む．
確認試験
純度試験
灰分、酸不溶性灰分
定量法

日本薬局方 オウレンの例
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オウレン （キンポウゲ科）

Coptis japonica (Thunb.) Makino (広義)
【生薬名】 黄連 （オウレン 日局）
【薬用部】 根茎
【効 用】 苦味健胃剤・整腸・殺菌薬として多くの健胃、整腸、下痢止め、洗眼に使用。
【調製法】 8～11月頃根茎を掘り採り、茎部及びヒゲ根を除き日乾する。ヒゲ根をワラ屑

で燃やした後軽くこすると多少の艶が出る。これを磨き黄連と称し重宝される。
【用 法】 １日量 10ｇを煎じて３回に服用する。（胃腸疾患・コレラ・赤痢）。その他、苦味

健胃剤として散剤・丸剤・エキス剤・煎剤等の原料に用いられる。

「成分等」

根茎の苦味と黄色の成分はベルベリン、パルマチン、コプチシン、オウレニンなどのアル
カロイドであり、3～7％含まれています。オウレンエキスには抗菌、抗炎症、抗ストレス性

潰瘍などの作用があり、特に主要な成分のベルベリンには抗菌、血圧降下、抗炎症作用
をはじめ、多くの薬理作用が報告されている。苦味健胃薬として、健胃、整腸下痢止め、
洗眼に用いられる。

ベルベリンの殺菌作用は、悪い細菌が腸の中で繁殖しておこる下痢にも効果があり、オ
ウレンは胃にも腸にも効く優れた天然の胃腸薬です。
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オウレンの仲間

ウスギオウレン 花部で区別
バイカオウレン 小葉５枚
キクバオウレン １回３出複葉
セリバオウレン ２回３出複葉
コセリバオウレン ３回３出複葉
ミツバオウレン ３出複葉

バイカオウレン

ウスギオウレン

コセリギオウレン

オウレン(キクバオウレン)
1回3出複葉

セリバオウレン
2回3出複葉

コセリバオウレン
3回3出複葉

日本の野生植物(平凡社 昭和34年)による分類
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カンゾウ Glycyrrhiza GLYCYRRHIZAE RADIX 甘草
本品はGlycyrrhiza uralensis Fischer又はGlycyrrhiza glabra Linné (Leguminosae)の根及びストロンで，と
きには周皮を除いたもの(皮去りカンゾウ)である．
本品は定量するとき，換算した生薬の乾燥物に対し，グリチルリチン酸(C42H62O16：822.93) 2.0％以
上を含む．
生薬の性状 本品はほぼ円柱形を呈し，径0.5 ～ 3 cm，長さ1m以上に及ぶ．外面は暗褐色～赤褐色

で縦じわがあり，しばしば皮目，小芽及びりん片葉を付ける．周皮を除いたものは外面が淡黄色で繊
維性である．横切面では，皮部と木部の境界がほぼ明らかで，放射状の構造を現し，しばしば放射状
に裂け目がある．ストロンに基づくものでは髄を認めるが，根に基づくものではこれを認めない．
本品は弱いにおいがあり，味は甘い．
本品の横切片を鏡検〈5.01〉するとき，黄褐色の多層のコルク層とその内層に1 ～ 3細胞層のコルク

皮層がある．皮部には放射組織が退廃師部と交互に放射状に配列し，師部には結晶細胞列で囲ま
れた厚壁で木化不十分な師部繊維群がある．
周皮を除いたものでは師部の一部を欠くものがある．木部には黄色で巨大な道管の列と3 ～ 10細胞

列の放射組織が交互に放射状に配列する．道管は結晶細胞列で囲まれた木部繊維及び木部柔細
胞を伴う．ストロンに基づくものでは柔細胞性の髄がある．柔細胞はでんぷん粒を含み，また，しばし
ばシュウ酸カルシウムの単晶を含む．
確認試験
純度試験
乾燥減量〈5.01〉 12.0％以下(6時間)．
灰分〈5.01〉 7.0％以下．
酸不溶性灰分〈5.01〉 2.0％以下．
エキス含量〈5.01〉 希エタノールエキス25.0％以上．

日本薬局方 カンゾウの例

カンゾウ (マメ科) Glycirrhiza glabra L.  var. glandulifera Regel et Herder

ウラルカンゾウ(G. uralensis Fisch. ex DC.)は、中国東北部から西北部および華北、シベリア
の乾燥地に分布する。スペインカンゾウ(G. glabra L. )は、中国の新彊から中央アジア～ト
ルコまでの乾燥地に分布する。
草丈30～80cm、ときに1mに達する耐寒性の多年草。根茎は円柱状で横走し、主根は長く
粗大。茎は直立し枝は帯木質。葉は互生し奇数羽状複葉で小葉は5～17個、倒卵形から
楕円形。花期は6～7月、葉腋の総状花序に淡紫菫色花を多数密生する。果実は湾曲し
腺状突起で覆われる。

【生薬名】 甘草（カンゾウ）
【薬用部】 根及びストロン
【効 用】 緩和・矯味・鎮痙・去痰・抗炎

症薬として用いられ、多くの漢方処方に
配剤される。
【調製法】 秋に根を堀あげ、水洗の後

日乾する。
【用 法】 １日量8gを煎じて温服する(胃

痙攣、咽頭炎など)。
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ウラルカンゾウ スペインカンゾウ

【成分等】

トリテルペン・サポニン（グリチルリチン酸６０％に達する）、フラボノイド（イソフラボン、リキ
ルチン、イソリキルチン、フォルモネチン）、ポリサッカロイド、ステロール、クマリン、アスパ
ラギン

カンゾウの甘味の成分は、トリテルペンの配糖体が含まれていて、そのなかで、グリチル
リチンが甘味の主成分で、砂糖の２００倍以上もある。

カンゾウから作られるカンゾウエキスには胃液分泌抑制、消化器潰瘍の治癒促進、鎮痙、
鎮咳などの薬理作用が認められている。

グリチルリチンには、副腎皮質ホルモン作用、特にアルドステロン様の作用や抗炎症、抗
アレルギー作用がありますが、カンゾウを長期間大量に連用すると脱力感、四肢の痙攣、
麻痺などの副作用が生じる場合があるので、長期間大量に用いることは避ける必要があ
る。

26年度国内使用量 1,565,371kg
国内生産量 0kg
中国産 1,564,371kg
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法規制‐2 新たな法制度 (審査する機関における制度)

※ 現行ではガイドライン

医薬品は、法律であるGMP(Good Manufacturing Practice)の基準
の元製造がおこなわれる。

GMPは各国の国情に基づき同一基準になっていなかった(日本で

製造された医薬品は国内でしか流通できなかった。輸出する場合
は、対象国の査察が必要であった)

平成２４年に厚生労働省、PMDA、都道府県がPIC/Sへの加盟申請
を行い、２６年度に承認された。

• PIC  (Pharmaceutical Inspection convention)

(医薬品査察協定)

• PIC/S ( Pharmaceutical Inspection Co‐operation Scheme)

(医薬品査察共同スキーム)

PIC/S GMPの内容 (項目)

• Part 1   (基本事項)
第１章 品質マネジメント
第２章 人員
第３章 建物および設備
第４章 文書化
第５章 製造
第６章 品質管理
第７章 委託製造及び分析
第８章 苦情及び製品回収
第９章 自己点検

・ Part 2   (原薬のGMP)
・ Annex(付属文書)

※ 生薬の取り扱いはAnnexに記されている。
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Annex 7 原文 Annex 7 訳文

The “starting material” in the manufacture of

an herbal medicinal product1 can be a
medicinal plant, an herbal substance2 or an
herbal preparation1. The herbal substance
should be of suitable quality and supporting
data should be provided to the manufacturer
of the herbal preparation/herbal medicinal
product. Ensuring consistent quality of the
herbal substance may require more detailed
information on its agricultural production. The
selection of seeds, cultivation and harvesting
conditions represent important aspects of the
quality of the herbal substance and can
influence the consistency of the finished
product. Recommendations on an appropriate
quality assurance system for good agricultural
and collection practice are provided in
national or international guidance documents
on Good Agricultural and Collection Practice
for starting materials of herbal origin3.

植物性医薬品1の製造における「出発
原料」としては薬用植物、植物薬2又
は植物薬調製品1が該当する。植物
薬は、適切な品質でなければならず、
それを裏付けるデータが植物薬調製
品2及び植物性医薬品1の製造業者
に提供されなければならない。植物薬
の安定した品質を保証することはそ
れらの農産物としての栽培におけるよ
り詳細な情報が必要とされる。種の選
別、栽培及び収穫の状況は、植物薬
の品質の重要な様態を表すものであ
り、最終製品の品質の一貫性に影響
を与える。GACPのための適切な品質
保証システムに関する推奨事項は、
薬草由来の出発原料のためのGACP
に関する国内ガイドライン或いは国際
ガイドライン文書に示されている。

Annex 7 原文 Annex 7 訳文

Manufacturers should ensure that
these steps are carried out in
accordance with the marketing
authorisation / registration. For those
initial steps that take place in the
field, as justified in the marketing
authorisation / registration, the
national or international standards of
Good Agricultural and Collection
Practice for starting materials of
herbal origin (GACP)# are applicable.
GMP is applicable to further cutting
and drying steps.

* 製造業者は、これらの工程
が製造販売承認書／登録書に
従って実施されることを保証す
ること。製造販売承認書／登録
書において妥当とされた野外で
実施されるそれらの最初の工
程には、薬草由来の出発原料
のための国内GACP或いは国
際GACPが適用される。更なる
切栽及び乾燥工程にはGMPが
適用される。
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Annex 7 原文 Annex 7 訳文
7. Herbal medicinal product manufacturers
must ensure that they use only herbal
starting materials manufactured in
accordance with GMP and the Marketing
Authorisation dossier. Comprehensive
documentation on audits of the herbal
starting material suppliers carried out by,
or on behalf of the herbal medicinal
product manufacturer should be made
available. Audit trails for the active
substance are fundamental to the quality
of the starting material. The
manufacturer should verify, where
appropriate, whether the suppliers of the
herbal substance / preparation are in
compliance with Good Agricultural and
Collection Practice5 and – if not – apply
appropriate controls in line with Quality
Risk Management (QRM).

7. 植物性医薬品の製造業者はGMP
及び製造販売承認書に従って製造さ
れた植物性出発原料のみを使用する
ことを保証しなければならない。植物
性出発原料の供給業者に対する植物
性医薬品製造業者、若しくはその代理
者による監査に関する包括的な文書
が利用可能になっていなければならな
い。活性物質に対するトレーサビリ
ティは出発原料の品質として必須であ
る。製造業者は、必要であれば、植物
薬／植物薬調製品の供給業者が
GACP5を遵守しているか、そうでない
場 合 は 、 品 質 リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト
（QRM）に従った適切な管理を適用し
ていることを検証すること。

Annex 7 原文 Annex 7 訳文

8. To fulfil the specification
requirements described in the
basic requirements of the
Guide(Chapter4),documentation
for herbal substances /
preparations should include:

8. ガイドライン(4章)での基本的
要求事項において記述されて
いる必要な要求事項を満たす
ため、植物薬と調製品に関する
文書は以下を含むこと。

➣ the binomial scientific name
of plant (genus, species,
subspecies / variety and
author (e.g. Linnaeus); other
relevant information such as
the cultivar name and the
chemo type should also be
provided, as appropriate;

➣植物の2名式の学名（属、種、
亜種／変種及び命名者（たとえ
ばリンネ））。必要であれば、栽
培品種名及び化学種のような
関連情報も示す。
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Annex 7 原文 Annex 7 訳文

➣details of the source of the
plant (country or region of
origin and where applicable,
cultivation, time of harvesting,
collection procedures, possible
pesticides used, possible
radioactive contamination,
etc.);

➣植物の供給元の詳細
（原産国・地域、該当する場合
は栽培、収穫時期、採取手順、
使用された可能性のある農薬、
放射性物質による汚染の可能
性など。）

➣ which part(s) of the plant
is/are used;

➣植物の使用部位。

➣ when a dried plant is used,
the drying system should be
specified;

➣乾燥した植物を使用する場
合は乾燥方法を明確にすること。

Ⅲ 国内産薬草栽培の展望

原料生薬使用量等調査報告書より

－平成２５年度及び２６年度の使用量－

日本漢方生薬製剤協会の調査結果

平成２８年１０月

※ 原料生薬はその多くが輸入に頼っていることが
知られていた。
この実情を精度高く調査した報告書。
国の生薬施策の基本資料となっている。
調査対象 全72社
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順位 生薬名 使用料 国内産 中国産 比率 ％ その他国

2 甘 草 1,565,372 0 1,565,371 100 1,000
3 茯 苓 1,477,719 101 1,475,478 99.8 2,140
4 芍 薬 1,463,883 16,867 1,447,016 98.9 0
5 桂 皮 1,026,785 0 885,990 86.3 40,796
7 当 帰 840,053 184,712 655,342 78.0 0
9 半 夏 812,190 0 812,190 100.0 0

29811 人 参 688,306 998 687,010 99.8

12 柴 胡 601,076 15,410 585,258 97.4 0
13

麻 黄 586,438 0 586,438 100.0 0

14 川 芎 540,827 404,431 136,395 25.2 0
16 薏苡仁 471,880 45 285,945 60.5 185,889
19 地 黄 411,255 2,275 408,811 99.4 0
21 黄 耆 366,486 11,225 355,262 96.9 0

総合計 25,419,251 2,593,346 19,981,491 78.6 2,844,414

２6年度使用量及び生産国 (266品目) 単位:  kg

生薬におけるカントリーリスクの危惧

中国政府による甘草・麻黄政策の基本として

(中国政府の表向きの姿勢)

• 生態環境の保護が基本に甘草・麻黄・肉蓯蓉・冬虫夏草等の固砂植物を中心に管理
方法を制定し、断固たる措置をとる。

• 甘草・麻黄等の薬材資源状況を調査研究し、計画的栽培、総合的利用等を整えて、退
耕還林・退耕還草を基礎に西部大開発を進める

具体的措置

• 甘草・麻黄等の計画的生産、栽培及び流通を促進する。

（国外より国内優先・食品より医薬品優先）

• 専営・許可証管理制度の組織を確立し、実施する。

(乱獲による自生種の減少防止)

• 甘草・麻黄製品等の生産企業の管理監督を強化し、非生産性の企業は解体する。

(環境保全等を目的に輸出規制を行う)
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国の対応策(農水省の動き)

政府の日本再興戦略等において、原料生薬の国内生産量を平成28年度までに22
年度の1.5倍に拡大する目標を掲げ、支援事業の概算決定が行われた。

「日本再興戦略」 改訂2014—未来への挑戦—

閣議決定(抜粋)

「加工・業務用野菜、有機農産物、薬用植物等の需要の伸びている農産物につい
て国産シェアを拡大させるとともに、医福食農連携、農観連携等により、新たな国内
市場を開拓する。」

「主な内容」

〈薬用作物の生産拡大〉

薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業

〈介護食品・機能性を有する食品等の開発・普及〉

医福食農連携推進環境整備事業

〈農と福祉の連携〉

「農」と福祉の連携プロジェクト

〈医福食農連携の推進に資する研究・開発〉

農林水産業・食品産業科学技術推進事業

30 薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業
【５６１（４６７）百万円】

対策のポイント
薬用作物等の産地形成加速化のため、栽培実証ほ場の設置や事前相談窓口の設置等
による支援のほか、優良種苗の安定供給に向けた取組を支援します。
地域特産作物の特徴ある機能性を活用し、新たな需要の創出・拡大を図るため、生産者、
実需者等が一体となった産地の取組を支援します。
＜背景／課題＞
・漢方薬等の原料となる薬用作物は、国内需要の拡大が見込まれていることから、産地
と漢方薬メーカーとのマッチングの推進、栽培実証ほ場の設置や農業機械の改良、事前
相談窓口体制の構築などの支援を通じ、薬用作物等の産地化を推進してきました。
・このような中、産地の継続的な発展を促進させるためには、優良種苗を安定的に供給
する産地の体制整備が求められています。
・全国各地で地域性を活かして生産されている地域特産作物（ごま、繭等）の特徴ある機
能性を活用し、新たな需要の創出・拡大を図るため、産地における安定的な生産を可能
とする取組への支援が求められています。
政策目標
薬用作物の試験栽培等を通じて新たな産地を創出し、国内生産量を２倍に拡大（900トン
（平成22年度）→1,800トン（平成30年度））

［平成29年度予算概算要求の概要］
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薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業

１ 薬用作物産地確立支援事業 (予算の約90％)
申請者は都道府県市町村等の自治体や法人・団体・グループ等(自由度がある)

２ 薬用作物産地支援体制整備事業

２ 薬用作物産地支援体制整備事業
申請者 薬用作物産地支援協議会

一般社団法人全国農業改良普及協会と日漢協で組織されている。
本事業の成果目標

新たに産地化を検討する地域等における産地形成を加速化。
具体的な内容

幅広く栽培されている薬用作物について、産地の指導者等を対象とした
栽培技術研修を実施.。

研修対象品目：１２品目 （公募要領は５品目以上）
オウギ、オタネニンジン、カンゾウ、ジオウ、シャクヤク、ジュウヤク、セン
キュウ、トウキ、ミシマサイコ、ヨクイニン

事後評価の検証方法
検討会において、開催した栽培研修会に関する①研修対象品目数、
②開催回数、③参加者数、④開催内容などについて、検証を行う。

（薬用作物産地支援体制整備事業委員）

大江勇 富山県薬事研究所付設薬用植物指導センター上席専門員
川原信夫 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

薬用植物資源研究センターセンター長
小谷宗司 公益社団法人東京生薬協会薬用植物国内栽培事業委員会委員長
酒井英二 岐阜薬科大学薬草園研究室教授
矢島崇広 長野県農政部園芸畜産課野菜・特産係主査

（農林水産省）
市橋康弘 農林水産省生産局地域対策官付課長補佐
金子勝 農林水産省生産局地域対策官付生産専門官

（厚生労働省）
松野強 厚生労働省医政局経済課課長補佐
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（事務局）

坂野雅敏 薬用作物産地支援協議会会長（普及支援協会会長）
渡邊喜久彦 薬用作物産地支援協議会副会長（日漢協常務理事）
岩元明久 薬用作物産地支援協議会事務局長（普及支援協会常務理事）
小川出 薬用作物産地支援協議会（日漢協事務局長）
樋口正視 薬用作物産地支援協議会（専門相談員）
白鳥誠 薬用作物産地支援協議会（日漢協生薬委員会委員長）
浅間宏志 薬用作物産地支援協議会（日漢協生薬委員会委員）
平手豪巳 薬用作物産地支援協議会（日漢協生薬国内生産検討班班長）
松葉知浩 薬用作物産地支援協議会（日漢協生薬国内生産検討班事務局）
髙林耕平 薬用作物産地支援協議会（日漢協生薬国内生産検討班）
副島陽一 薬用作物産地支援協議会（普及支援協会参与）
粟田崇 薬用作物産地支援協議会（普及支援協会情報・調査部参事）
阪本正實 薬用作物産地支援協議会（普及支援協会情報・調査部専門調査員）

栽培研修の内容

・ 研修会
８月下旬から１１月上旬の間に、当初予定通り、合計７回開催した（北海道、東北、関東、北陸、
東海・近畿、中四国、九州）。

・ 参集範囲
普及指導員、営農指導員等とし、市町村職員の受講希望も受け付けた。

・ 基本構成
研修期間は１泊２日、１日目午後から現地研修、終了後に座学１講、２日目の午前中座学２講
午後に意見交換。
薬用作物の一般作物との違いや実需側から見た国内栽培の必要性と課題等、基本的な理解
を深めるため、すべての会場で日漢協講師による「薬用作物の実需者ニーズと今後の国内栽
培について」の講義を設けた。
また、可能な限り「地域での取り組み」を入れた。

高浜町における研修会

研究実施主体： 薬用作物産地支援協議会
受講対象者： 普及指導員、営農指導員、市町村職員等
研修目的： 薬用作物の産地形成・栽培技術指導の確立、産地の生産性向上
研修実施場所： 城山荘（福井県大飯郡高浜町）

実施時期： 9月14日(木)～15日(金)
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研修会 開催日 集合場所 現地研修場所 研修会場 対象品目 地域の取り組み

北海道
（八雲町）

９月５
～６日

八雲駅前
（函館本線）

八雲町 トウキ圃場
13:50-15:40 (110分)

八雲町公民館 カンゾウ、シャ
クヤク、ヨクイ
ニン

（株）夕張ツムラが進める
薬用作物の国内生産拡大
の取り組みについて

東 北
（盛岡市）

９月１
～２日

いわて沼宮内
駅前（東北新
幹線）

岩手薬草生産組合
13:00-15:00 （120分）

いわて県民情
報
交流センター
アイーナ

オタネニンジン、
シャクヤク、セ
ンキュウ、トウ
キ

秋田県仙北市における薬
用作物栽培の取り組みに
ついて

関 東
（高崎市）

１０月１０
～１１日

上毛高原駅
（上越新幹線）

群馬県昭和村、沼田市
近郊のトウキ圃場
13:00-15:00 （120分）

白銀ビル貸し
会講堂

オウギ、ジオウ、
シャクヤク、ヨ
クイニン

長野県における薬用作物
生産の体制整備について

北 陸
（福井県
高浜町）

９月１４
～１５日

若狭高浜駅
前
（ＪＲ西日本小
浜線）

高浜町 薬用作物圃場
13:00-15:00 （120分）

城山荘 ミシマサイコ、
オウレン、ゴ
シュユ、センブ
リ、ジオウほか

高浜町における薬用作物
栽培の取り組みについて

東海・近畿
（奈良県
宇陀市）

１０月３０
～３１日

榛原駅前
（近鉄大阪線）

宇陀市内トウキ圃場
13:00-15:00 （120分）

美榛 トウキ、セネガ 宇陀市における薬用作物
生産の取り組みについて

中四国
（高知市）

１２月２０
～２１日

高知駅前
（土讃線）

ヒューマンライフ土佐
13:00-15:00 （120分）

高知県立県民
文化ホール

シャクヤク、
ジュウヤク、ト
ウキ

山口県における薬用作物
栽培の取り組みについて

九 州
（人吉市）

１２月６
～７日

人吉駅
（肥薩線）

あさぎり薬草合同会社
13:00-15:00 （120分）

ホテル サン人
吉

カンゾウ、シャ
クヤク、キキョ
ウ、ミシマサイ
コ

Ⅳ GACPの解説

・ WHO GACP
国際標準における薬用植物の優良農業規範であり、栽培から出荷まで詳細な規
定が盛り込まれている。小規模で伝統的な栽培方法を遵守してきた日本の生産
者に適用するにはかなり無理がある。

・ 日漢協版 GACP 「薬用植物の栽培と採取、加工に関する手引き」
基本的には大規模農業に適応した制度であるが、日本の農業形態は小規模生産
体制が大半である。そのような中にあり、国内産薬用植物栽培の推進を図るため
にWHO GACPに挙げられた要求事項を整理し、日本漢方生薬製剤協会が作成し
たもの。

・ 生薬自主基準(日本製薬団体連合会)
国内で生薬を集荷・加工する業者は、その多くが中小の企業や組織である。PIC/S 
GMPをそのまま適用しては、制度をクリアーできない企業が続出する(GMP許可を
持たない企業等)。日本の生薬業界を擁護するための基準。
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WHO GACPの概要 (項目) 
Good Agricultural and Collection Practice for Medicinal Plants

1. 一般的事項(目的、構成、用語他)

2. 薬用植物の優良農業規範

2.1 栽培した薬用植物の同定と認定

2.1.1 薬用植物の選定

2.1.2 植物の同定

2.1.3 見本(標本)

2.3 栽培

2.3.1 場所の選定

2.3.2 生態環境と社会的環境

2.3.3 気候

2.3.4 土壌

2.3.5 灌漑と排水

2.3.6 植物のメンテナンスと保護

2.4 収穫

2.5 人員

3. 薬用植物の収穫に関する優良規範

3.1 収穫の許可

3.2 技術的な計画

3.3 薬用植物の収穫に関する選定

3.4 収穫

3.5 人員

4. 薬用植物の技術的要求事項及び収穫範囲

4.1 収穫後の処理

4.1.1 検査と選別

4.1.2 主要な処理

4.1.3 乾燥

4.1.4 特別な処理

4.1.5 処理施設

4.2 バルクの包装とラベリング

4.3 保管と輸送

4.4 装置 (材質、構造、据え付け、同定他)

4.5 品質保証

4.6 文書化

4.7 人員(栽培者、収集者、生産者、取扱者、処理者)

4.7.1 一般

4.7.2 健康、衛生、清掃

5. 他の関連事項

5.1 倫理及び法の配慮

5.1.1 知的所有権と利益供有

5.1.2 脅威及び危険事項(リスク管理)

5.2 研究の必要性
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日漢協版 GACP

薬用植物の栽培と採取、加工に関する手引き
(Handbook for Cultivation,Collection and  Processing of Medicinal Plants)

※ 本手引きは薬用植物栽培者に課せられた業務に関する手引きである。

１.目的
2. 用語の定義
3. 薬用植物の栽培
4. 野生薬用植物の採取
5. 加工(収穫後又は採取後の処理)
6. 加工終了後の行程
7. 従事者の健康と安全
8. 従事者に必要な知識
9. 自己点検
10. その他
参考様式 (現物で紹介します。)

3. 薬用植物の栽培

(1) 栽培する薬用植物種の鑑定

栽培する薬用植物については、その種を鑑定すること、鑑定結果として、

学名、鑑定日、鑑定者の氏名と所属を記録するとともに、和名若しくは現

地の植物名も記録すること。また、鑑定に用いた資料を残すこと

(例えば標本、カラー写真、または証明する書類など)

(2) 種苗の管理

a 薬用植物の栽培に用いる種子や苗などの入手先(種苗の生産者名や

販売店など)と入手年月日を記録すること。

b 薬用植物の栽培に用いる種子や苗などへの他植物の混入を防止する

こと。

(3) 栽培方法の文書化

a 薬用植物の栽培は、対象となる薬用植物の栽培方法を文書化し

(栽培暦があれば好ましい)、これに基づいて行うこと。そのうち、播種、

植え付け時期や収穫時期、前作作物の種類については記録すること。

b 省略
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(4) 栽培地域の選定と栽培管理

薬用植物の栽培地の選定にあたっては、適地適作を考慮すること。栽培され

る薬用植物の成長と生薬原料の品質は、栽培地域の地理的要因、土壌的要

因、気象的要因などの影響を受けるため、薬用植物の生育特性に応じて、

これらを適切に選定すること。

1) 気象

(省略 「薬用植物 栽培と品質評価」を参考にする)

2) 土壌

a (省略 「薬用植物 栽培と品質評価」を参考にする)

b 重金属、化学物質(農薬など)、その他産業廃棄物などで汚染された土

壌で栽培してはならない。

c 土作りに用いた肥料や土壌改良剤は記録すること。

3) 灌漑と排水

(省略 農水省が定めた農業用水基準を参考にする)

4) 栽培管理

薬用植物の栽培管理にあたっては文書化された栽培方法に基づき行うこと。

a 薬用植物の成長のために、薬用植物の特性に合わせ除草、施肥、中耕

摘芯、摘蕾、剪定、被覆及び遮光などの栽培管理を適宜行うこと。

b 栽培に用いる肥料(省略)

c 栽培に用いた肥料は記録すること。

d 薬用植物の成長のために、適切に病害虫を防除すること。そのため

に必要な必要最小限の農薬を使用しても構わない。(以下省略)

e 病虫害防除、生育促進または除草作業の効率化のために農薬を使

用する場合は、栽培が行われる国の規制及び納入先との取り決めに

従うこと。

f 使用した農薬は、種類、濃度、量、時期、使用回数などを記録すること

記録は納入先から要求がある場合は開示すること。

g 農薬の使用は、充分経験があるか、又は専門家もしくは経験者の指

導を受けた者が行うこと。

h 薬用植物の生育と生薬原料の品質に悪影響を及ぼす家畜や野生動

物が圃場へ入らないよう管理すること。
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(5) 収穫

a 薬用植物の薬用部位の収穫は適切な時期に行うこと。

b 収穫日を記録すること。

c 薬用部位を傷つけないよう注意して収穫すること。

d 収穫時に他植物、変質や腐敗した部分は取り除くこと、また非薬用部

位は可能な限り取り除くこと。

e 収穫した薬用植物は直ちに適切な容器に移し、蒸れによる変質、腐

敗などに注意し、速やかに集荷地点または処理場へ運ぶこと。

f 集荷地点での蒸れによる変質、腐敗には注意すること。

g 収穫した薬用部位の損傷を避けるため、容器へは過度に詰め込まな

いこと。

h 収穫に用いる器具、機材及び容器は清潔に保ち、維持管理するこ
と。

使用前には十分に清掃又は洗浄すること。

8. 従事者に必要な知識

• 薬用植物の栽培、採取、生薬原料の加工(処理)、または保管に従事する
全ての者は、自らが該当する作業に係る以下の知識を有すること。

(1) 栽培従事者に必要な知識

a 栽培する薬用植物の鑑定

b 栽培する薬用植物の特性

c 種苗

d 繁殖方法

e 栽培

f 農薬、肥料

g 病虫害対策

h 衛生面

I 収穫に最適な時期

j 収穫及び収穫直後の処理方法
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(2) 野生品採取者に必要な知識

a 採取する薬用植物の鑑定

b 採取する薬用植物の特性

c 採取に最適な時期

d 採取及び採取直後の処理方法

e 衛生面

f 環境保護と植物種の保存

(3) 加工(処理)、保管従事者に必要な知識

a 加工(処理)、保管する生薬の鑑別、品質

b 乾燥及び特殊処理に関する方法

c 異物

d 保管設備、条件

e 防虫防黴

f 衛生面

9. 自己点検
薬用植物や生薬原料の生産に従事する者は、自ら及び関係者が実施した

一連の作業について、本手引きが遵守され、適正に実施されていることを

確認するため定期的に自己点検を行うこと。

10. その他
(1) 記録類の保管

本手引きにおいて作成が定められた文書、記録類及び鑑定に用いた資

料は、出荷後５年間保管すること。

(2) 納入先からの調査への協力

本手引きで示した各項目の実施状況、その記録、自己点検の結果など

について、納入先から開示要求がある場合は積極的に協力すること。
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生薬自主基準の概要 (項目)
「生薬及び漢方生薬製剤の製造管理及び品質管理に関する基準」(日薬連)

※ 本基準は、生産された薬用作物(栽培又は野生品の収穫)を医薬品とし て加工
する側(生薬製造会社、医薬品製造業者)に課せられた基準である。

1．総則
2．生薬を管理する責任者

(1) 資格要件
(2) 業務

3．生薬の製造管理及び品質管理
(製品標準書)
(1) 製造手順に関する事項
(2) 規格及び試験方法に関する事項
(3) 切断及び粉末生薬を購入する場合の注意事項
(4) 輸送に関する事項

(製造管理)
(1) ロット管理に関する事項
(2) 保管管理に関する事項

以下省略
(品質管理)

2．生薬を管理する責任者(抜粋)

生薬を取扱う全形・切断・粉末生薬製造所、エキス原薬製造所、生薬最終製品製造所、
及び漢方生薬製剤製造所については、製造所ごとに品質部門に生薬を管理する責任者
を置かなければならない。

(1) 資格要件
① 生薬についての専門知識を有し、生薬の鑑別能力を有すること。
② 実務経験により生薬の取扱い方法を熟知していること。

(2) 業務
生薬の品質確保に関する事項を管理するために次に定める業務を責任者
自ら行い、又必要に応じて指定した者に行わせること。

① 生薬原料に関する事項
(基原植物の学名、使用部位、採取地・栽培地の情報)

② 原料生薬の供給源等に関する事項
(産出国、産出地域、収穫時期、採取手順、使用された可能性のある農
薬、乾燥方法、真菌/微生物汚染やその他の生物の汚染を抑制するため
に対応した処置等の情報も可能な限り収集すること)

④ 生薬の試験検査のうち、鑑定(形態学的品質を含む)結果の評価に関す
る事項

⑤ 生薬取扱いについての教育訓練実施に関する事項
⑥ その他生薬の品質確保に関する事項
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4．原料エキスの製造管理及び品質管理
※ エキス原薬製造所に適用する基準

5．漢方生薬製剤の製造管理及び品質管理
※ 生薬最終製品製造所、漢方生薬製剤製造所及び漢方生薬エキス製剤製造所に

適用する基準

6．生薬の刻み又は粉末工程のみを行う製造所における製造所における製造管理及び
品質管理

(1) 製造管理者
(2) 職員
(3) 製品標準書
(4) 手順書等
(5) 構造設備
(6) 製造管理
(7) 品質管理
(8) 製造所からの出荷の管理

以下省略

国内産生薬栽培の一般的留意事項

栽培に必要な法規制の周知

※ 日本薬局方の周知

※ PIC/S GMP アネックス7の周知(基原植物の同定者、 証明者の人格)

※ 医薬品の範囲基準の周知

※ 日薬連自主基準の周知

※ 公的機関(研究機関、日漢協、東薬協、大薬協当)との連携の必要性

※ GACP基準の把握

※ 個人・任意団体的に参入しても出荷は困難(法的根拠が薄い)

栽培を行う薬草の種類

※ 栽培される薬草のリスト(参考)

※ 原料生薬使用量等調査報告書からのリストアップ(選定品)

※ 品目の選定(3年程度の試験栽培の後決定していく)

※ 日本の野生種に固執することなく、需要の多い品種を選定
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アミガサユリ  （ユリ科）   Fraitillaria verticillata Willd. Var. thunbergii(Miq) Baker 

中国原産。球茎を薬用，また観賞用に栽植される多年草。高さ 50cm 位。葉は長さ 10cm 位，茎の上部の葉は

先がかぎ形に曲がる。茎葉とも夏に枯れる。花は春，長さ２～３cm の花を１個つける。和名編笠百合は花被

の内面に紫色の網目の紋があるのにちなむ。古名ハハクリ。別名バイモは漢名貝母の音読み。 

  【生薬名】  貝母(バイモ) 

  【薬用部】  鱗茎 (日本薬局方収載) 

  【効  用】  漢方では鎮咳、去痰、排膿薬として咳止め、痰切りなどに用いられて各種の処方に配合される。 

  【調製法】  ５～６月頃茎葉が枯れる前に掘り採り、表皮を除いて石灰を混ぜ合わせた後乾燥する。 

  【用  法】  １日量 3～5ｇを煎じて服用する。 

【漢方薬】 滋陰至宝湯、清肺湯など４処方に配合 

【成 分】   鱗茎にアルカロイドのフリチン、フリチリン、フリチラリン、ベルチシン、ペイミン、ペイミ 

ニン、配糖体のペイミノサイドなどを含む。 

※日局 貝母  本品はアミガサユリ Fritillaria verticillata Willdenow var. thunbergii Baker（Liliaceae）

のりん茎である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イカリソウ     （メギ科）   Epimedium grandiflorum C.Morren  var. thunbergianum (Miq.) Nakai 

 本州の近畿地方以北の太平洋側，四国の丘陵や山麓などの樹の下にはえる多年草。茎は高さ 15～35cm。根

生葉は長柄があり２回３出，小葉は長柄があり，葉身の長さ３～10cm。花は春，径１～1.5cm，花弁に長い距

がある。和名碇草または錨草は花形をいう。別名サンシクヨウソウ(三枝九葉草)といい葉に３本の枝(柄)があ

り，９小葉つけるという意味。 

  【生薬名】  淫羊藿（インヨウカク） 

  【薬用部】  地上部 (日本薬局方収載) 

  【効  用】  強精・強壮薬として神経衰弱、健忘症、強精、強壮に用いられる。 

  【調製法】  ６月頃地上部を刈り採り陰乾する。 

  【用  法】  １日量 8～10ｇを煎じて３回に服用する（陰萎・健忘症）。又は、地上部を約 100～200ｇ刻 

んでグラニュー糖 100ｇとホワイトリカー1.8ｌに約３ケ月漬けてから 1 回 20 ㏄を服用する。 

 ※日局 本品は Epimedium pubescens Maximowicz，Epimedium brevicornu Maximowicz，Epimedium 

wushanense T. S. Ying，ホザキイカリソウ Epimedium sagittatum Maximowicz ，キバナイカリソウ

Epimedium koreanum Nakai ，イカリソウ Epimedium grandiflorum Morren var. thunbergianum Nakai

又はトキワイカリソウ Epimedium sempervirens Nakai （Berberidaceae）の地上部である． 

 

東京生薬協会指導栽培品目
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ヒナタイノコズチ  （ヒユ科）  Achyranthes bidentata Blume  var. fauriei (H.Lév. et Vaniot) 

本州，四国，九州，および中国に分布する多年草。高さ 50～100cm。茎の断面は四角形。葉は対生し長さ 10

～15cm，幅４～10cm。だ円形または広卵形，先は鋭尖形，辺縁は波状。花は夏から初秋。花被片は長さ５～

5.5mm。雄しべは５本，苞は卵形で脈は突出する。２個の小苞の基部の付属体は円形で薄膜質，長さ 0.5mm

ほどである。 

  【生薬名】  牛膝(ゴシツ) 

  【薬用部】  根 (日本薬局方収載) 

  【効  用】  利尿・浄血・通経薬として脚気、関節炎、中風などに用いられる。 

  【調製法】  ９～１１月に根を採取して日乾する。 

  【用  法】  １日量 11～18ｇを煎じて服用する。 

  【近縁種】  イノコズチ、ヤナギイノコズチ 

※日局 牛膝  本品はヒナタイノコズチ Achyranthes fauriei Leveillé etVaniot 又は Achyranthes 

bidentata Blume（Amaranthaceae）の根である． 

 

 

ウイキョウ (セリ科)  Foeniculum vulgare Mill. 

 地中海沿岸が原産とされ、日本には平安時代に中国から渡来し、長野県、岩手県、富山県などで多く栽培さ

れている多年草。草丈は 1～2m。葉は糸状で、全草が鮮やかな黄緑色をしている。花期は、6～8 月、枝先に

黄色の小花を多数つける。秋には 7mm 程度の長楕円形をした茶褐色の実をつける。 

  【生薬名】  茴香 (ウイキョウ) 

  【薬用部】  成熟種子（日本薬局方収載） 

  【効  用】  一般に日本では芳香性健胃・駆風・去痰薬として家庭薬等に配合されるが、漢方ではむしろ鎮 

痛薬として陰寒の小腹疼痛、疝気などに応用する｡ 
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  【調製法】  秋に果実を集め、2～3 日間日干しにして、よく乾燥させる。 

  【用  法】  粉末は 1 日量 1.3～3g として数回に分けて服用。また、煎剤として用いる場合は 1 日量 5～

10g 

を３回に分けて服用する。 

※日局 本品はウイキョウ Foeniculum vulgare Miller（Umbelliferae）の果実である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウスバサイシン  （ウマノスズクサ科） Asarum sieboldii Miq.  

 山地のやや湿った林下に自生する多年生草本。茎は地面を這って伸び、長い柄の先に２枚の葉が対生する。

葉の柄は暗紫色、葉の長さは 5～8cm くらいで卵心形、先は尖る。葉は薄くて艶はなく滑らかで、緑色をして

いる。花期は 3～5 月頃で暗紫色の花を咲かせる。花弁のように見える部分は萼である。同種のアオイ類など

と比べ、葉が薄いこと、味が辛いことが名前の由来となっている。 

 【生薬名】  細辛 (サイシン) 

  【薬用部】  根および根茎（日本薬局方収載） 

  【効  用】  鎮咳・鎮痛・去痰・利尿薬として感冒、気管支炎、頭痛などに応用する。 

  【調製法】  夏～秋に全草を採取し、良く土砂を取り除いて水洗、日陰で乾燥する。 

  【用  法】  １日量 0.5～2ｇを煎じて服用する。漢方処方薬では、冷え性、胃内停水、咳嗽、胸痛などを 

改善する薬方に配合される。 

※日局 細辛  本品はウスバサイシン Asiasarum sieboldii F. Maekawa 又はケイリンサイシン Asiasarum 

heterotropoides F. Maekawa var. mandshuricum F. Maekawa（Aristolochiacea）の根及び根茎である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エゾウコギ (ウコギ)  Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. 

 原産地はロシアから中国黒竜江省、北海道東部といわれ、北海道、サハリン、千島、朝鮮半島、シベリアに

分布する落葉低木。樹高 2m くらい、小枝は灰褐色で下向きの刺がある。葉は互生で５裂する掌状複葉。花黄

は 6～８月で黄色の散状花序をつける。 
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  【生薬名】  刺五加皮 (シゴカヒ) 

  【薬用部】  根茎  (日本薬局方収載) 

  【効  用】  抗ストレス作用が報告されており、現在では体力増強、疲労回復、血圧調整、強精、精神安定、 

免疫賦活などの作用を期待して、神経痛、リュウマチ、脚気、食欲不振、風邪、ストレスの改 

善などに用いられる。 

※人参(朝鮮人参)と効能効果は類似しているが、エゾウコギのほうが作用は強いといわれている。 

  【調製法】  健康食品としては、根または地下茎が用いられている。 

  【用  法】 １日量 5ｇを煎じて服用する。 

※局方 刺五加  本品はエゾウコギ Eleutherococcus senticosus Maximowicz （Acanthopanax senticosus 

Harms）（Araliaceae）の根茎で，しばしば根を伴う． 

 

エビスグサ (マメ科)  Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin et Barneby 

北アメリカ原産の１年草。享保年間(1716～1736 年)に中国から渡来し，薬用として栽培される。茎は高さ 70

～150cm。葉は偶数羽状複葉で，下部の小葉間に腺体がある。小葉は長さ３～４cm。花は夏。径２cm ほどの

黄色の５弁花。豆果は長さ 15～20cm で中に種子があり，薬用とする。現在これをハブ茶と称して飲用する。

和名夷草は蛮夷の異国から渡来したことを意味する。 

  【生薬名】  決明子 (ケツメイシ) 

  【薬用部】  種子 (日本薬局方収載) 

  【効  用】  緩下・強壮薬として、充実した体質の人の便通を良くし、血圧を下げるのに応用される｡ 

民間的にハブ茶と称し、健康茶として常用される｡ 

  【調製法】  成熟種子を採集し、日乾する。 

  【用  法】 １日量 10g を煎じ、食前又は食間に３回に分けて服用する。 

※日局 決明子  本品はエビスグサ Cassia obtusifolia Linné 又は Cassiatora Linné（Leguminosae）の種

子である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オウレン    （キンポウゲ科）  Coptis japonica (Thunb.) Makino 

 北海道，本州の山地の樹の下の湿ったところにはえる常緑の多年草。根茎は多肉で肥厚し，地下を斜めには

い黄色。根生葉は束生，１回３出複葉，長柄がある。花は早春，雌雄異株。15～40cm の花茎を出し，柄のあ

る白色の花を２～３個互生してつける。花径１cm 位。花後花柄は４cm にのびる。和名は漢名黄連に基づいた

もの。 

  【生薬名】  黄連  （オウレン） 

  【薬用部】  根茎 (日本薬局方収載) 

  【効  用】  苦味健胃剤・整腸・殺菌薬として多くの健胃、整腸、下痢止め、洗眼に使用される。漢方では、 

消炎性苦味健胃鎮静薬として、充血または炎症があって、心中煩し、悸し、精神不安、吐下、 
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腹痛、出血などの症状をあらわすものに応用する。 

  【調製法】  8～11 月頃根茎を掘り採り、茎部及びヒゲ根を除き日乾する。ヒゲ根をワラ屑で燃やした後軽 

くこすると多少の艶が出る。これを磨き黄連と称し重宝される。 

  【用  法】  １日量 10ｇを煎じて３回に服用する。（胃腸疾患・コレラ・赤痢）。その他、苦味健胃剤と 

して散剤・丸剤・エキス剤・煎剤等の原料に用いられる。 

 「成分等」 根茎の苦味と黄色の成分はベルベリン、パルマチン、コプチシン、オウレニンなどのアルカロ 

イドであり、3～7％含まれています。オウレンエキスには抗菌、抗炎症、抗ストレス性潰瘍 

などの作用があり、特に主要な成分のベルベリンには抗菌、血圧降下、抗炎症作用をはじめ、 

多くの薬理作用が報告されている。苦味健胃薬として、健胃、整腸下痢止め、洗眼に用いられ 

る。ベルベリンの殺菌作用は、悪い細菌が腸の中で繁殖しておこる下痢にも効果があり、オウ 

レンは胃にも腸にも効く優れた天然の胃腸薬です。 

※日局 本品はオウレン Coptis japonica Makino, Coptis chinensis Franchet， Coptis deltoidea C.Y. Cheng 

et Hsiao 又は Coptis teeta Wallich (Ranunculaceae)の根をほとんど除いた根茎である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オケラ  （キク科）  Atractylodes ovata (Thunb.) DC. 

 本州，四国，九州および朝鮮半島，中国に分布し，乾いた山地にはえる多年草。高さ 50～80cm。葉は硬く

光沢がある。若苗は白軟毛をかぶり，折ると白汁がしみ出る。根には芳香がある。花は秋，雌雄異株。若苗は

美味な山菜とされる。古名ウケラ。 

  【生薬名】  白朮(ビャクジュツ) 

  【薬用部】  根茎 (日本薬局方収載) 

  【効  用】  健胃・整腸、利尿・鎮痛の目的で胃腸病、神経痛、動悸、息切れなどに応用する。 

  【調製法】  晩秋に採取し、外皮を除き２～３日日乾してから、陰干しにする。 

  【用  法】  １日量 5ｇを煎じて服用する。粉末は１回量 0.5～1ｇを服用する。 

※日局 白朮   本品は 1)オケラ Atractylodes japonica Koidzumi ex Kitamura の根茎(和ビャクジュツ)

又 は 2) オ オ バ ナオケ ラ  Atractylodes macrocephala Koidzumi (Atractylodes ovata De Candolle) 

(Compositae)の根茎(唐ビャクジュツ)である． 
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オ タ ネ

ニ ン ジ

ン (ウコギ科)  Panax ginseng C.A.Mey. 

 朝鮮半島をはじめ中国東北部，ウスリーの原産。日本でも薬用植物として畑に栽培される多年草。高さ 60cm

位。花は夏。古くから有名な強壮薬として知られる。ニンジンは漢名人参の音読みで，根がときどき人体に似

た形をするところからいう。別名オタネニンジンは享保年間に朝鮮国から種子が伝来し，江戸幕府の御薬園に

植えられたことによる。古くは，単にニンジンと呼んだ。 

  【生薬名】  人参、紅参(コウジン) 

  【薬用部】  根（日本薬局方収載） 

  【効  用】  強壮・強心・健胃・補精・鎮静薬として､胃の衰弱による新陳代謝機能の低下に振興薬として 

用い､病弱者の胃部停滞感､消化不良､嘔吐､胸痛、弛緩性下痢、食欲不振などに応用する｡ 

  【調製法】  ４～６年生の根を秋に採取し、水洗後ひげ根及び細い分枝根を去り、芦頭（ろず）（地上茎基 

部）を適当な長さに切除して陰干し、天日干し又は火力乾燥する。紅参は土砂を除き、ひげ根 

を去った後、高温の蒸気で 2～3 時間程度蒸した後、乾燥したもの。 

  【用  法】  漢方処方用薬：胃腸の衰弱による新陳代謝機能の減退を振興し、胸部のつかえ、食欲不振、腹 

痛、糖尿、疲労などを改善する薬方に配合する。 

※局方 紅参  本品はオタネニンジン Panax ginseng C. A. Meyer（Panax schinseng Nees）（Araliaceae）

の根を蒸したものである．本品は定量するとき，換算した生薬の乾燥物に対し，ギンセノシド Rg1 0.10 % 以

上及びギンセノシド Rb1 0.20 % 以上を含む． 

※局方 人参  本品はオタネニンジン Panax ginseng C. A. Meyer（Panax schinseng Nees）（Araliaceae）

の細根を除いた根又はこれを軽く湯通ししたものである．本品は定量するとき，換算した生薬の乾燥物に対し，

ギンセノシド Rg1 0.10 % 以上及びギンセノシド Rb1 0.20 % 以上を含む． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カノコソウ  （オミナエシ科）  Valeriana fauriei Briq. 
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 北海道から九州まで，およびサハリン，朝鮮半島，中国などに分布し，山地のやや湿った草地にはえる多年

草。地下のつる枝がのびて繁殖する。高さ 30～80cm。根生葉は花時には枯死する。花は初夏。和名は花が紅

白の鹿の子絞りに見えるのにちなんだ。薬用として栽培されていたが，特有の香気があり，タバコの香料など

の調合に用いる。 

  【生薬名】  吉草根(キッソウコン)、纈草根(ケッソウコン) 

  【薬用部】  根と根茎（日本薬局方収載） 

  【効  用】  鎮静薬としてヒステリー、神経過敏、心臓神経

症等に用いる。 

  【調製法】  夏に採取し日乾する。カノコソウチンキをつく

る。 

  【用  法】  １回量 2ml を服用する。 

※日局 本品はカノコソウ Valeriana fauriei Briquet

（Valerianaceae）の根及び根茎である． 

 

カラスビシャク    （サトイモ科）  Pinellia ternata (Thunb.) Breitenb. 

日本各地および朝鮮半島，中国の温帯から暖帯に分布。田畑にはえる多年草。球茎から１～２枚の葉が出る。

葉柄は 10～20cm，途中にむかごができる。葉身は３小葉で合着点にもむかごができることがある。 

花は初夏，花茎の先に肉穂花序がつき高さ 15～40cm。駆除の困難な雑草。和名烏柄杓は仏炎苞の形に基づく。 

  【生薬名】  半夏（ハンゲ） 

  【薬用部】  塊茎  (日本薬局方収載) 

  【効  用】  鎮嘔・鎮吐・鎮静・怯痰薬として悪心・嘔吐・心悸亢進・目眩・頭痛・咽喉腫痛などに用いる。 

  【調製法】  夏、花のある時期に塊茎を掘り採り、水洗し樽の中にいれて食塩水を加え芋洗いのように棒で 

かき廻し表皮を剥いだ後、清水で数回洗い、清水中に１昼夜浸して苦みを除く。その後日乾す 

る。白色に仕上げたものを良品とする。 

  【用  法】  漢方処方用薬：胃内停水による嘔吐、咳を鎮め、痰を去る。唾液分泌を亢進し咽喉痛を収める。 

※日局 半夏  本品はカラスビシャク Pinellia ternata Breitenbach（Araceae）のコルク層を除いた塊茎で

ある． 

 

カワラヨモギ  （キク科）  Artemisia capillaris 

Thunb. 
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 本州以西の温帯から熱帯に分布。川岸や海岸の砂地に多い多年草。茎は直立して分枝し，高さ 30～60cm。

根生葉を束生し，ふつう白毛があり，花時に枯れる。花は夏から秋，黄色の小頭花には中心に両性花，周辺に

１列の雌花が並ぶ。古来漢薬として使用される。和名河原艾 

  【生薬名】  茵蔯蒿 (インチンコウ) 

  【薬用部】  頭花または帯花穂花枝葉 (日本薬局方収載) 

  【効  用】  肝炎、黄疸、蕁麻疹、むくみなどに用いる。漢方では消炎

性利尿、   利胆薬として各種処方に配合される。 

  【調製法】  ８～９月頃、茎ごと刈り取り、陰干し、または温風乾燥後、

頭花を集める。 

  【用  法】  １日量 10～20ｇを煎じて服用する。漢方処方用薬では、利

胆・消炎作用があり、炎症性黄疸、流行性肝炎、じんましんを治療する薬

方に配合される。 

※ 日 局  本 品 は カ ワ ラ ヨ モ ギ Artemisia capillaris Thunberg

（Compositae）の頭花である． 

 

 

カンゾウ (マメ科)  Glycirrhiza glabra L.  var. glandulifera Regel et Herder 

ウラルカンゾウ(G. uralensis Fisch. ex DC.)は、中国東北部から西北部および華北、シベリアの乾燥地に分布

する。スペインカンゾウ(G. glabra L. )は、中国の新彊から中央アジア～トルコまでの乾燥地に分布する。 

草丈 30～80cm、ときに 1m に達する耐寒性の多年草。根茎は円柱状で横走し、主根は長く粗大。茎は直立し

枝は帯木質。葉は互生し奇数羽状複葉で小葉は 5～17 個、倒卵形から楕円形。花期は 6～7 月、葉腋の総状花

序に淡紫菫色花を多数密生する。果実は湾曲し腺状突起で覆われる。 

  【生薬名】  甘草（カンゾウ） 

  【薬用部】   根及びストロンを乾燥したもの（日本薬局方収載）     

  【効  用】   緩和・矯味・鎮痙・去痰・抗炎症薬として用いられ、多くの漢方処方に配剤される。 

  【調製法】  10 月頃の落葉時に掘り上げ、芽、小根を除き根とストロンに分け、陽光で乾燥（皮付き）又 

は乾燥前にコルク層を剥ぐか、刃物で削去（皮去り甘草）する。 

  【用  法】  漢方処方用薬：滋養・調和・緩和・消炎・去痰作用があり、およそ７割の薬方に配合される。 

生薬製剤：抗胃潰瘍・肝機能改善作用があり、単味またはカンゾウ成分の製剤として使用され 

る。その他：グリチルリチン酸の原料。 

 【成分等】 トリテルペン・サポニン（グリチルリチン酸６０％に達する）、フラボノイド（イソフラボン、 

リキルチン、イソリキルチン、フォルモネチン）、ポリサッカロイド、ステロール、クマリン、 

アスパラギン カンゾウの甘味の成分は、トリテルペンの配糖体が含まれていて、そのなかで、 

グリチルリチンが甘味の主成分で、砂糖の２００倍以上もある。 カンゾウから作られるカン 

ゾウエキスには胃液分泌抑制、消化器潰瘍の治癒促進、鎮痙、鎮咳などの薬理作用が認められ 

ている。  

グリチルリチンには、副腎皮質ホルモン作用、特にアルドステロン様の作用や抗炎症、抗アレ 

ルギー作用がありますが、カンゾウを長期間大量に連用すると脱力感、四肢の痙攣、麻痺など 

の副作用が生じる場合があるので、長期間大量に用いることは避ける必要がある。 

※日局 本品は Glycyrrhiza uralensis Fischer 又は Glycyrrhiza glabra Linné（Leguminosae）の根及びス

トロンで，ときには周皮を除いたもの(皮去りカンゾウ)である．本品は定量するとき，換算した生薬の乾燥物

に対し，グリチルリチン酸(C42H62O16：822.93) 2.0％以上を含む． 
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キキョウ    （キキョウ科）  Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC. 

 東アジアの温帯に分布し，北海道西南部から九州，琉球列島の日当たりのよい山野の草地にはえ，また花は

観賞，根は薬用として古くから栽培される多年草。茎の高さ 40～100cm。傷つくと白い液を出す。花は夏か

ら秋に咲き，大形で青紫色，園芸品では八重咲き，白花などもある。万葉集で秋の七草によまれるアサガオは

この花といわれる。 

  【生薬名】  桔梗根（キキョウコン） 

  【薬用部】  根のコルク皮を除去して乾燥したもの（日本薬局方収載）    

  【効  用】  怯痰、鎮咳薬として咳嗽、気管支炎などに用い、また排膿薬として化膿性疾患、扁桃腺炎、咽 

喉痛などに応用する。 

  【調製法】  秋期根を掘り採り、水洗して乾燥するもの（生干桔梗）と、コルク皮を除き乾燥するもの（晒 

桔梗）がある。 

  【用  法】  １回量 2～3ｇを甘草 1～2ｇと煎じて服用する(気管支炎・せき・咽喉痛)。 

※日局 本品はキキョウ Platycodon grandiflorum A. De Candolle（Campanulaceae）の根である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キバナオウギ (マメ科)  Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge. 

 中国西北部原産の多年草。薬用目的で日本の各地で栽培される。草丈は 50～80cm で茎は枝分かれして伸び

る。葉は奇数羽状複葉で互生、小葉は 5～13 対、楕円形で裏面には白い毛がみえる。 花は 7～8 月頃、葉腋

から花茎を伸ばして淡黄白色の蝶花を多数つける。 果実は、豆果で中には数個の種子がある。根は、牛蒡状

でまっすぐ伸びる。 

  【生薬名】  黄耆(オウギ) 

  【薬用部】  根（日本薬局方収載） 

  【効  用】  止汗・利尿・強壮薬。肌表の水毒を去る効があるとして、自汗、盗汗、体腫、麻痺、疼痛、小 

便不利などに応用する｡ 
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  【調製法】  4～10 年の根を春先の葉の出る前、もしくは秋の葉が落ちた後に収穫。根を掘り起こした後、 

樹冠および細根を除き、通常は天日にて乾燥する。 

  【用  法】 漢方処方用薬：止汗、利尿、強壮の効を期待し、身体虚弱・皮下組織の水毒停滞を改善し、皮 

膚の増殖、排膿を目的とする薬方に配合する。 

※日局 本品はキバナオウギ Astragalus membranaceus Bunge 又は Astragalus mongholicus Bunge

（Leguminosae）の根である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケ イ ガ

イ (シソ科)   Schizonepeta tenuifolia Briquet 

中国北部が原産、中国各地や朝鮮半島で栽培され、日本でもわずかに栽培される１年草。草丈は 100～150cm

となり、全体に強い香りがある。茎は直立し四稜形で、基部はやや紫色を呈し、上部は分枝し、全体に柔らか

い短毛がある。葉は対生し葉柄があり、葉身は羽状に深く 3～5 裂し、裂片は線形をなし、長さ 1.5～2cm で

全縁、葉脈は明らかでない。夏に枝端にまばらな花序をつけ、唇形花を開く。花冠は小さく淡紫紅色、上唇は

2 裂し小さく、下唇は 3 裂し大きい。萼は先で 5 裂し、雄しべは 4 本、上唇につく 2 本は短く、下唇につく 2

本は長い。子房は 4 裂し、花柱の先は 2 裂する。 

  【生薬名】  荊芥 

  【薬用部】  花穂 

  【効  用】  発汗・解熱・止血・駆風作用があり、感冒で発熱、頭痛、咽喉(いんこう)痛を伴うとき、およ 

び腫(は)れ物や出血のあるときに用いる。 

  【調製法】  花が咲き切らないうちに採取し乾燥する。 

  【用  法】 １日量 5～10ｇを煎じて服用する。 

 【漢方処方】 荊芥連翹湯、荊防敗毒散など１３処方に配合される。 

※日局 本品はケイガイ Schizonepeta tenuifolia Briquet(Labiatae)の花穂である． 
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ゲンノショウコ    （フウロウソウ科）  Geranium thunbergii Siebold ex Lindl. et Paxton 

 北海道から九州までの全域と朝鮮半島，台湾に分布し，山野にふつうにはえる多年草。茎は地をはうか，や

や直立し，長さ 20～50cm。葉は初め暗紫色の斑点がある。花は夏から秋，白色，紅紫色，淡紅色で径１～1.5cm。

陰干しにした葉をせんじたものは下痢止めの薬として有名。和名は現の証拠という意味で薬効が顕著なことに

基づく。 

  【生薬名】  玄草（ゲンノショウコ） 

  【薬用部】  地上部 (日本薬局方収載)   

  【効  用】  収斂・止瀉薬として健胃､整腸、便通に用いられる。 

  【調製法】  夏の土用、開花時に地上部を刈り採り水洗後陰乾する。乾燥した本品は緑色を呈するものが良 

品である。 

  【用  法】  下痢の程度に応じて１日量 10～ 20ｇを煎じて３回に服用する。煎液を温服すると下痢止め 

であるが、それを冷して服用すると便秘に効果があるという。 

※ 日局 本品はゲンノショウコ Geranium thunbergii Siebold et Zuccarini（Geraniaceae）の地上部であ

る． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コウホネ  （スイレン科）  Nuphar japonica DC. 

北海道西南部から九州，および朝鮮半島の温帯から暖帯に分布。小川，溝，池沼にはえる多年生の水草。根茎

は水底の泥中を横にはう。葉は柄があり水上を抜き出て，長さ 16～30cm。花は夏，径４～５cm の黄花を上

向きに開く。がく片５枚は花弁状。花弁は小形で多数。和名河骨(こうほね)は川にはえ根茎が白骨のように見

えるのでいう。 

  【生薬名】  川骨(センコツ) 

  【薬用部】  根茎 (日本薬局方収載) 

  【効  用】  利尿・利水の効があり、浮腫、打撲傷などに用いる｡また浄血薬として産前・産後、月経不順、 

血の道症などに、又鎮静薬として婦人の神経興奮状態のときなどに応用｡その他、体力増進薬 

として疲労回復等に用いる｡ 

  【調製法】  10～3 月に根茎を掘り採り、ひげ根を除いて約 30cm に切り、それを２つに割 って日乾する。 

  【用  法】  １日量 5～10ｇを煎じて服用する。生の根茎をすって小麦と一緒によく練ったものは乳腺炎 

の患部に外用するとよい。 

※ 日局 川骨 本品はコウホネ Nuphar japonicum De Candolle（Nymphaeaceae）の根茎を縦割したもの

である． 
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コガネバナ (シソ科)  Scutellaria baicalensis Georgi 

 朝鮮半島から中国，モンゴル，東シベリアの原産。薬用または観賞用として日本でも栽培される多年草。茎

は基部が横にはい，上部は直立して多数分枝，高さ 30～60cm。花は夏で紫色。漢名オウゴンといい，根をと

り乾燥したものを生薬とし，漢方で解熱，腹痛，嘔吐，下痢などに用いる。和名黄金柳(こがねやなぎ)は花の

色でなく，黄色い根に基づく。 

  【生薬名】  黄芩（オウゴン） 

  【薬用部】  根（日本薬局方収載） 

  【効  用】  消炎・解熱薬として、炎症、充血、発熱を伴う疾病で心下部のつかえ、胸脇苦満、煩熱、下痢 

などを目標に応用し、湿熱性黄疸、頭痛、炎症性結膜炎、胎動不安、呼吸器感染、胃炎、腸炎 

などに用いる｡ 

  【調製法】  春または秋に堀起こし根を切り離し、水洗して周皮を除き陽乾する。 

  【用  法】  漢方処方用薬：消炎解熱の効を期待し、炎症充血発熱を伴う疾患の薬方に配合される。 

※ 日局 本品はコガネバナ Scutellaria baicalensis Georgi（Labiatae）の周皮を除いた根である．本品は定

量するとき，換算した生薬の乾燥物に対し，バイカリン 10.0 % 以上を含む． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴシュユ (ミカン科)   Tetradium ruticarpum (Juss.) T.G.Hartley (ニセゴシュユ)、Euodia ruticarpa 

Hooker filius et Thomson, Euodia officinalis Dode、又は Euodia bodinieri Dode 

 中国の遼寧省から湖北省、朝鮮半島に分布し、薬用目的で栽培される落葉高木。樹高は 10～15m で幹は多

くの枝を出す。葉は有柄で、単羽状複葉をなす。羽片には短柄を有し 2～5 対となる、卵状か卵状長楕円形で

全縁、鋭尖頭、下面脈上に微毛を有す。花期は夏、散房花序は頂生し、有毛で多くの小花を密生する。多くは

５数性花である。腺点が散在する袋果は５個。 

【生薬名】 呉茱萸 

【薬用部】 果実 (日本薬局方収載) 

【効  用】 健胃利尿剤として水毒による頭痛、嘔吐、胸満に用いられる。 
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 【調製法】  夏から秋にかけて、未熟果実を採集し、乾燥陰干する。 

 【用  法】  漢方処方用薬:温補の健胃鎮痛利尿作用があり、胃内停水、胸満、嘔吐、冷え性、頭痛を改善す 

る薬方に配合される。 

※ 日局 呉茱萸  本品はゴシュユ Euodia ruticarpa  Hooker filius et Thomson (Evodia rutaecarpa 

Bentham)，  Euodia officinalis Dode (Evodia officinalis Dode) 又は  Euodia bodinieri Dode ( Evodia 

bodinieri Dode)（Rutaceae）の果実である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジオウ (ゴマノハグサ科)  

アカヤジオウ  Rehmannia glutinosa Liboschitz var. purpurea Makino 

カイケイジオウ Rehmannia glutinosa Liboschitz forma hueichingensis (Chao et Schih) Hsiao 

 中国北部・東北部原産。薬用のため栽培される多年草。根茎は肥大し，地中を横にはう。花茎は 15～30cm。

根生葉を束生し，長さ７～18cm，表面にしわがあり，裏面は脈が隆起し網目状になる。茎，葉，がく，花冠

などに粘り気のある腺毛を密生。花は初夏，淡紅紫色花。根茎を漢方で地黄(じおう)といい強壮薬。漢名地黄。 

【生薬名】  地黄(ジオウ) 

  【薬用部】  肥大根を蒸したもの（日本薬局方収載） 

  【効  用】  補血・強壮・解熱薬として貧血、吐血及び虚弱症などに応用する｡ 

  【調製法】  11 月下旬～12 月ごろ、根を掘りあげ水で洗い、日干ししたものを乾地黄（かんじおう）。蒸 

して乾燥したものを熟地黄。生根そのままを生地黄（鮮地黄）とする。 

  【用  法】 漢方処方用薬：補精・強壮・止血作用があり、糖尿病、諸出血、貧血、便秘などを改善する薬 

方に配合される。 

※ 日局 地黄  本品はアカヤジオウ Rehmannia glutinosa Liboschitz var. purpurea Makino 又は 

Rehmannia glutinosa Liboschitz 

(Scrophulariaceae)の根(乾ジオウ)又はそれを蒸 し た

もの(熟ジオウ)である． 
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シソ  （シソ科）  Perilla frutescens (L.) Britton  var. crispa (Thunb.) H.Deane 

 中国大陸中部および南部の原産で多くの品種があり，畑に栽培される１年草。高さ 20～40cm。花は夏から

秋。葉には色素が多く梅漬の色をつけるのに用いる。果実は塩漬けにして食べる。和名は漢名蘇または紫蘇の

音読み。蘇には芳香が壮快で食欲を高め，人を蘇らせる意味がある。八百屋ではオオバ(大葉)という。 

  【生薬名】  紫蘇葉  (シソヨウ)、紫蘇子 

  【薬用部】  葉及び枝先 (日本薬局方収載)、種子 

  【効  用】  発汗、解熱、鎮咳、鎮痛薬として、気管支炎、胃腸炎など

に怯痰、消化促進を目的として応用 

する。また魚肉などの中毒に解毒薬として用いる。 

  【調製法】  葉は６～９月に採取し陰乾する。種子は１０月頃。 

  【用  法】  １日量 6～10ｇを煎じて服用する（気管支炎・咳止め・神

経過敏症・貧血・健胃・食欲不振）。 

※ 日局 紫蘇葉、蘇葉  本品はシソ Perilla frutescens Britton var. 

crispa W.Deane (Labiatae)の葉及び枝先である．本品は定量するとき，換

算した生薬の乾燥物に対し，ペリルアルデヒド 0.08 ％以上を含む． 

 

シャクヤク  （ボタン科）  Paeonia lactiflora Pall. var. trichocarpa 

(Bunge) Stearn 

 アジア大陸東北部原産。古い時代に中国から渡来し，観賞または薬用のため栽植されている多年草。高さ 50

～90cm，無毛。花は初夏。一重咲きの花弁は 10 枚位で，長さ５cm 位。紅，白など花色は多様で八重咲き等

の園芸品種は多い。和名は漢名芍薬の音読み。属名はギリシャ神話の医神に由来する名で根を薬用にすること

に基づく。 

  【生薬名】  芍薬  (シャクヤク) 

  【薬用部】  根のコルク皮を除去して乾燥したもの（日本薬局方収載） 

  【効  用】  収斂・緩和・鎮痙・鎮痛薬として筋肉痙攣、腹痛、胃痙攣、頭痛、婦人病などに用いられる。 

また多くの漢方処方に配剤される。 

【調製法】  ３～６年目の根を９月下旬に掘りとり、水洗して外皮を剥ぎとり日乾する。 

            熱湯で 20 分間位煮沸して乾燥したものを真芍という。又外皮を剥がずに乾燥したものを赤芍と 

いう。     

  【用  法】  １日量 3～ 6ｇを煎じて３回に服用する。（諸種の婦人病・筋肉の痙攣・疼痛・下痢）。 

※ 日局 芍薬  本品はシャクヤク Paeonia lactiflora Pallas（Paeoniaceae）の根である．本品は定量す

るとき，換算した生薬の乾燥物に対し，ペオニフロリン 2.0 % 以上を含む． 
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ジャノヒゲ  （ユリ科）  Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl. 

日本各地，および朝鮮半島，中国の温帯から亜熱帯に分布し，山林のかげにはえる多年草。人家の軒下などに

も栽培される。葉は長さ 10～30cm で硬い。花は初夏から夏，淡紫色，まれに白色もある。果実状に見える種

子はハズミ玉といい女児の遊びに使われる。根は薬用になる。和名蛇ノヒゲはその葉状に由来。 

  【生薬名】  麦門冬  (バクモンドウ) 

  【薬用部】  根の膨大部 (日本薬局方収載) 

  【効  用】  粘滑性消炎・強壮・鎮咳・去痰薬として咳止め、滋養強壮などに用いられる。 

  【調製法】  ６～８月に採取し日乾する。 

  【用  法】  １日量 7～10ｇを煎じて服用する。 

※ 日局 麦門冬  本品はジャノヒゲ Ophiopogon japonicus Ker-Gawler（Liliaceae）の根の膨大部であ

る． 

 

 

 

 

 

 

セ ン キ ュ ウ  ( セ リ 科 )  

Ligusticum officinale (Makino) Kitag. 

 中国大陸の原産。古く日本に渡来し薬用植物として広く栽培されている多年草。茎は直立し高さ 30～60cm

になる。葉は２回羽状複葉，根生葉は長い柄がある。花は秋に咲く。根茎はよい香りがあり，頭痛・強壮・鎮

静薬となる。和名川きゅう(せんきゅう)は，中国四川省に産する本品が優秀なところから，四川芎窮(しせんき

ゅうきゅう)を略して川芎という。 

  【生薬名】  川芎（センキュウ） 

  【薬用部】  根茎を湯通ししたもの（日本薬局方収載） 

  【効  用】  温性の駆瘀血、補血、強壮、鎮静、鎮痛薬、とし貧血症、冷え症、月経不順、月経痛などに応 

用される。 

  【調製法】  秋期に茎葉が黄色になり始めたころに掘り上げ、半乾にして 60～80℃の湯に 15～20 分間芯 

まで熱が通るくらいまで浸した後、稲架（はさ）掛けにして乾燥する。 

  【用  法】 漢方処方用薬：駆瘀血・鎮痛・鎮静・強壮作用があり、冷え性、生理不順など婦人病の薬方に 

配合される。 生薬製剤：婦人病の家庭薬原料に常用される。民間薬：茎葉を浴湯に用いる。 

※ 日局 川芎  本品はセンキュウ Cnidium officinale Makino（Umbelliferae）の根茎を，通例，湯通し
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したものである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センブリ    （リンドウ科）  Ophelia japonica (Schult.) Griseb. 

 日本各地および朝鮮半島から中国に分布し，日当たりのよい山の林地にはえる越年草。茎は高さ 10～25cm

で四角い。葉は長さ 1.5～3.5cm。花は秋。花冠は径 1.5cm 位で紫脈があり，基部には長毛と２つの腺体があ

る。和名千振(せんぶり)は熱湯の中で千回振り出してもまだ苦味が残るという意味。 

  【生薬名】  当薬  （トウヤク） 

  【薬用部】  開花期の全草（日本薬局方収載） 

  【効  用】  苦味健胃剤として胃腸病・下痢・腹痛・消化不良・食欲不振などに用いる。 

  【調製法】  １０月頃採取し日陰干しする。 

  【用  法】  １日量 0.3～1.5ｇを煎じて３回に服用する（胃腸病・下痢・腹痛・消化不良・食欲不振）。 

ぬけ毛・脱毛にアルコール浸液（全草 5ｇ＋アルコール 100 ㏄）を塗布する。 

日局苦味チンキ原料。 

※ 日局 当薬  本品はセンブリ Swertia japonica Makino

（Gentianaceae）の開花期の全草である．本品は定量するとき，換算

した生薬の乾燥物に対し，スウェルチアマリン 2.0 % 以上を含む． 

 

 

 

トウキ (セリ科)  Angelica acutiloba (Siebold et Zucc.) Kitag. 

本州の山地の岩場、岩礫地などに自生し、また薬用として各地で栽培される。全草に特異な甘い芳香があり、

茎は直立して高さが 50～80cm になる大型の多年草。茎と葉柄は赤紫色を帯び、葉は３裂しセリの葉に似る。

葉柄の基部は鞘となり茎を抱く。小葉は広い皮針形で葉縁に鋸歯があり表面は暗緑色で光沢がある。８～９月

頃に花茎を出して多数の小白花を複散形花序につける。果実は長さ５～６mm の長楕円形。 

  【生薬名】  当帰 (トウキ) 

  【薬用部】  根を湯通しして乾燥したもの (日本薬局方収載) 

  【効  用】  温性の駆瘀血、強壮、鎮静、鎮痛薬として、貧血症、腹痛、身体疼痛、月経不順、月経困難、 

月経痛その他婦人の更年期障害などに応用する。 

  【調製法】  定植後３～４年目の秋に根を掘りとり、4～5 本を一束とし、茎葉を付けたままの状態にして、 

藁縄で一括りし、上部の葉を切り落として稲架（はさ）に掛け、翌年の２月頃まで放置し、乾 

燥させる。２月の晴天の暖かい日を選び、湯揉み洗いをする。たらい又は桶を用意し、70～ 

80 ℃の湯を入れ、まな板様の板を用意し、この上に稲架の当帰を置き、丁寧に根の先端から 

基部にかけて両手で揉む。根の間の土や小石を落とし、きれいな馬尾状に形を整え、再び稲架 
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に掛けて乾燥する。 

  【用  法】  漢方処方用薬：生理異常、貧血、自律神経の乱れなどを改善する薬方に配合される。 

 生薬製剤：家庭薬の婦人薬（実母散、中将湯など）の主薬として配合される。 

※ 日局 当帰  本品はトウキ Angelica acutiloba Kitagawa 又はホッカイトウキ Angelica acutiloba 

Kitagawa var. sugiyamae Hikino（Umbelliferae）の根を，通例，湯通ししたものである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノイバラ    （バラ科）  Rosa multiflora Thunb. 

 日本各地および朝鮮半島の山野の道ばたや河岸などにはえる落葉低木。茎は高さ２ｍ位，よく分枝し斜上ま

たは直立，無毛で滑らか，とげがある。小枝は冬に赤くなる。葉の裏は通常有毛。花は初夏，白色あるいは淡

紅色を帯び，径２cm 位，芳香を放つ。果実は落葉後も残り，漢名営実(赤い星，火星)といい薬用にする。花は

蒸留して香水をとり花の露という。和名は野に咲くバラの意。 

  【生薬名】  営実  （エイジツ） 

  【薬用部】  種子（営実仁）、果実（玉営実） (いずれも日本薬局方収載) 

  【効  用】  利尿・瀉下薬として便秘症、腎臓炎、浮腫などに用いられる。 

  【調製法】  秋、美紅色に熟したか実を採り日乾する。 

  【用  法】  症状に応じて１日量 2～5ｇを煎じて３回に服用する。（便秘症・腎臓炎・浮腫）。 

※日局 営実 本品はノイバラ Rosa multiflora Thunberg （Rosaceae）の偽果又は果実である． 

 

 

 

 

Mentha ハッカ  （ シ ソ 科 ）  

canadensis L.  var. piperascens 

(Malinv. ex Holmes) H.Hara 

 東アジアの寒帯から温帯に分布。やや湿ったところにはえ，ときに栽培する多年草。地下茎をのばして繁殖。

茎は四角く高さ 20～60cm，全体に少し毛がある。葉は長さ２～８cm。花は夏から秋，花冠は長さ約４mm。

全体に芳香がある。いわゆるミントで葉からハッカ油をとり，香料，清涼剤，鎮痛剤などにする。 

  【生薬名】  薄荷葉  (ハッカヨウ)、薄荷  (ハッカ) 

  【薬用部】  地上部 (日本薬局方収載) 

  【効  用】  鎮痙・駆風・芳香性健胃作用があり、解熱、清涼、芳香性健胃薬として単味または処方などに 

応用される。 

  【調製法】  ６～８月に採取し陰乾する。 

  【用  法】  １日量 10ｇを煎じて服用する。 

※ 日局 薄荷  本品はハッカ Mentha arvensis Linné var.  piperascens Malinvaud（Labiatae）の地上

部である． 
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ハトムギ (イネ科)  Coix lacryma-jobi L.  var. ma-yuen (Roman.) Stapf 

 インドシナ原産，古くに渡来し各地の畑で植栽される１年草。束生し高さ１～1.5ｍ。花は夏から秋。葉え

きから花穂が垂れ下がる。下部の１個の雌小穂は硬質の苞に包まれ，２個の退化小穂を伴う。雄小穂は苞を貫

いてその上に出る。殻を通常よく苡仁(よくいにん)と称し薬用とし，また飼料とする。和名は鳩の食う麦であ

ろう。漢名川殻。 

  【生薬名】  薏苡仁(ヨクイニン)、鳩麦 

  【薬用部】  種皮を除いた成熟種子 （日本薬局方収載） 

  【効  用】  利尿、排膿、消炎、鎮痛、滋養薬として、浮腫、皮膚の荒れ、イボ、身体の疼痛、リュウマチ、 

神経痛などに応用する。また健康食品としても多用される。 

  【調製法】  ９～10 月頃に刈りとって、殼をむいてから、日干しにする。鳩麦はそのまま日干しにする。 

  【用  法】  10～30ｇを１日量 として煎じお茶代わりに服用する。(イボとり、美肌)。薏苡仁 10ｇ、十薬 

20～30ｇを煎じてお茶がわりに飲用する(血圧症)。 

※ 日局 薏苡仁 本品はハトムギ Coix lacryma-jobi Linné var. mayuen Stapf（Gramineae）の種皮を除

い た 種 子 で あ る． 

 

 

 

 

 

 

ハ マ ボ ウ フ ウ ( セ リ

科)  Hibiscus 

hamabo Siebold et Zucc. 

 日本各地および千島，サハリン，オホーツク海沿岸，ウスリー，朝鮮半島，台湾，中国の温帯から亜熱帯に

広く分布。海岸にはえる多年草。独特の香りがある。地下茎は砂上に出て，高さ５～10cm。葉は砂上に展開

し，厚く光沢がある。花は初夏から夏。葉を刺身のつまとして食べる。八百屋で売るのでヤオヤボウフウ。 

  【生薬名】  浜防風（ハマボウフウ） 

  【薬用部】  根及び根茎（日本薬局方収載） 

  【効  用】  発汗、解熱、鎮痛薬として感冒などに用いる。また、屠蘇散に配合される。 

  【調製法】  真夏の気温の高いときに採取し、水洗いして、 風通しのよい所で陰干しにする。かびやすい 

ので、陰干しで乾燥 したあと、仕上げの意味で、日光で１日ほど干す。 

  【用  法】 １日量 5～8ｇを煎じて服用する。 
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※ 日局 浜防風  本品はハマボウフウ Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex Miquel（Umbelliferae）の根及

び根茎である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホオノキ    （モクレン科）  Magnolia obovata Thunb. 

 日本各地，および中国に分布，山地にはえる落葉高木。高さ 20ｍ位。葉は互生し枝先に集まり長さ 10～

40cm。若い葉は帯紅色で美しい。花は晩春，香りが高く径 15cm 位。古名ホオガシワは昔，葉に食物を盛っ

たことによる。今日でも盛ったり包んだりし香りを楽しむ。材は軟らかくきめ細かいので版木，下駄の歯，種々

の器具に用いる。 

  【生薬名】  厚木   （コウボク） 

  【薬用部】  樹皮 (日本薬局方収載) 

  【効  用】  健胃・利尿・収斂薬として腹痛、嘔吐、下痢、胸腹部の膨満感などに用いられる。 

  【調製法】  夏の土用に樹皮を剥いで乾燥する。 

  【用  法】  １日量 5～ 8ｇを煎じて３回に服用する。（腹痛・嘔吐・下痢・胸腹部の膨満感）。 

※ 日局 厚朴 本品はホオノキ Magnolia obovata Thunberg (Magnolia hypoleuca  Siebold et Zuccarini), 

Magnolia officinalis  Rehder et Wilson 又は Magnolia officinalis Rehder et Wilson var. biloba Rehder et 

Wilson（Magnoliaceae）の樹皮である． 本品は定量するとき，マグノロール 0.8％以上を含む． 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミシマサイコ 

(セリ科)  Bupleurum stenophyllum (Nakai) Kitag. 

 本州、四国、九州の日当たりの良い山野に稀に自生する多年草。茎は、直立して細長く堅く、１m 程になる。

葉は、根生葉と茎生葉があり、根生葉には長い葉柄があり、両方とも、細長く互生し、湾曲に曲がっていて数

本の葉脈がある。花は、９～１０月頃に茎頂に複散形花序をつくり、小さな黄色の花弁が内側に曲がった５弁

花を多数つける。果実は、長さ 2.5cm ほどの楕円形で、褐色に熟す。 

  【生薬名】  柴胡（サイコ） 

  【薬用部】  根（日本薬局方収載） 

  【効  用】  解熱・解毒・鎮痛・消炎薬として、胸脇苦満（胸脇部の圧痛）があり、寒熱の往来（ﾏﾗﾘｱなど 

の周期熱）、黄疸、胸腹部もしくは脇下部の痛み（月経痛）などに応用する｡ 
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  【調製法】  秋に掘り起こし水洗して乾燥する。 

  【用  法】  漢方処方用薬：往来寒熱、胸脇苦満などを目標に少陽病の主薬とされる。肝気の鬱結により起 

こる症状（眩暈、耳鳴り、感情の昂りなど）を改善する。内臓下垂（胃、子宮、直腸など）し 

ている状態を改善する(昇提）。 

※ 日局 柴胡  本品はミシマサイコ Bupleurum falcatum Linné（Umbelliferae）の根である． 本品は

定量するとき，換算した生薬の乾燥物に対し，総サポニン（サイコサポニン a 及びサイコサポニン d）0.35 % 

以上を含む． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ムラサキ  （ムラサキ科）  Lithospermum erythrorhizon Siebold et Zucc. 

 北海道から九州まで，および朝鮮半島，中国，アム

ールに分布。山地の草原の傾斜地にはえる多年草。茎

は高さ 30～60cm，茎や葉に粗毛がありざらつく。葉

は長さ３～７cm。花は初夏，合弁花冠は白色で径４～

８mm あり高盆状。太い根は薬用。和名は根を干して

紫色の染料にしたため。かつて武蔵野を代表する野草

だったが，現在は絶滅に近い。 

  【生薬名】  紫根  (シコン) 

  【薬用部】  根 (日本薬局方収載) 

  【効  用】  解熱・解毒・抗炎症薬として腫瘍、火

傷、凍傷、湿疹、水泡などに外用する。麻疹予防、便秘、 

黄疸に内服する。 

  【調製法】  ５月か１０月に掘り採り日乾する。 

  【用  法】  外用に軟膏剤とし塗布する。１日量 3～10ｇを煎じて服用する。 

※日局 紫根  本品はムラサキ Lithospermum erythrorhizon Siebold et 

Zuccarini (Boraginaceae)の根である． 

 

メハジキ  （シソ科）  Leonurus japonicus Houtt. 

 本州から琉球列島および台湾，朝鮮半島，中国などの温帯から亜熱帯に分布。野原や道ばたにはえる越年草。

茎は四角く高さ 50～150cm。根生葉は花時にはない。茎葉は長さ５～10cm。花は夏から秋。和名は子供が茎

を切ってまぶたにはり，目を開かせて遊ぶことからついた。別名ヤクモソウは益母草の意味で，産後の止血，

利尿などの薬効があるためという。 

  【生薬名】  益母草  (ヤクモソウ)、充蔚子  (ジュウイシ) 

  【薬用部】  地上部 (日本薬局方収載)、種子 

  【効  用】  調経・利尿剤として月経不順、めまい、腹痛、出産後の止血等に用いられる。 
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  【調製法】  花期に採取し陰乾する。種子は 10 月頃採取する。 

  【用  法】  益母草１日量 6～10ｇを煎じて服用する。種子１日量 5ｇを煎じて服用する。 

※ 日局 益母草 本品はメハジキLeonurus japonicus Houttuyn 又はLeonurus sibiricus Linné（Labiatae）

の花期の地上部である． 
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参考様式１ 

 

【対象とする栽培・野生薬用植物の鑑定記録】 
鑑定記録の管理番号：         

 

鑑定に用いた植物等の情報 

和名もしくは現地名：                              

薬用となる部位および生薬名：                          

鑑定に用いた植物の採取日：       年     月    日 

鑑定に用いた植物の採取場所（できるだけ詳細に記録する）： 

                                        

                                        

鑑定に用いた植物の栽培者または採取者の氏名：                  

鑑定結果の有効範囲と根拠（代表して鑑定した場合の適用範囲・地域/市町村名などと

その理由）：                                  

                                        

備考（特記事項など）：                             

 

鑑 定 

鑑定結果（学名／属名・種名）：                         

鑑定日：     年    月    日 

鑑定者氏名：                                  

鑑定者の所属：                                 

鑑定者の連絡先：                                

鑑定方法（遺伝子鑑定，形態鑑定など）：                     

鑑定場所（鑑定機関名、圃場など）：                       

鑑定の根拠とした資料（植物誌，文献名など）：                  

添付（対象番号に○）：１．証明する書類（保管者：              ） 

           ２．カラー写真 （保管者：              ） 

           ３．植物標本  （保管者：              ） 
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参考様式２ 

 

【薬用植物の栽培記録】 
栽培記録の管理番号：         

 

栽培植物の鑑定記録の管理番号：                         

栽培植物の鑑定結果（学名／属名・種名）：                    

栽培植物の名称（和名）および生薬名：                      

生産者の氏名：                                 

生産者の連絡先：                                

種苗の入手先：                                 

栽培圃場の住所：                                

当該圃場の前作物：                               

当該圃場周辺の作物(地域の主作物等)：                      

当該圃場の面積：                                

播種日：       年      月      日 

播種量（mL/a または g/a）：                （単位も記録する） 

（注） 播種日および播種量は播種した場合のみ記録する。 

定植(植付)日：       年     月     日 

定植(植付)量（本/a または kg/a）：            （単位も記録する） 

（注） 定植（植付）日および定植(植付)量は定植した場合のみ記録する。 

被覆の有無(○をつける)：     有  ／  無   

中耕の有無(○をつける)：     有  ／  無    

摘芯または摘蕾の有無(○をつける)：     有  ／  無   

剪定の有無(○をつける)：      有  ／  無   

遮光の有無(○をつける)：     有  ／  無   

農薬、肥料、土壌改良剤等の使用記録： 別紙に詳細を記録する（参考様式３） 

収穫期間(開始日～終了日)：     年  月  日 ～    年  月   
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参考様式３ 

 

【農薬、肥料、土壌改良剤等の使用記録】 

附属する栽培記録の管理番号：          

 

生産者の氏名：                  生産者の連絡先：                            

栽培場所：                                                        

 

１．農 薬 

隣接する圃場で使用された農薬の種類または名称，使用時期：                                

 1 回目 ２回目 ３回目 ４回目 

使用年月日     

農薬の種類(○をつける) 
除草・殺菌・殺虫・ 

その他(      ) 

除草・殺菌・殺虫・ 

その他(      ) 

除草・殺菌・殺虫・ 

その他(      ) 

除草・殺菌・殺虫・ 

その他(      ) 

農薬の製品名および 

成分名 

製品名： 

成分名： 

製品名： 

成分名： 

製品名： 

成分名： 

製品名： 

成分名： 

使用量１（原液の使用量 

または倍率） 
    

使用量２ （総散布量）     

使用方法(○をつける) 
噴霧・散布・土壌潅注・

その他(      ) 

噴霧・散布・土壌潅注・ 

その他(      ) 

噴霧・散布・土壌潅注・

その他(      ) 

噴霧・散布・土壌潅注・ 

 その他(      ) 

備考     
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２．肥 料 

３．土壌改良剤等その他の薬剤類 

 

 基肥 
追肥 

1 回目 ２回目 ３回目 

施肥年月日     

肥料の名称または製品名 

(配合比率など) 
    

施肥量（kg/a または L/a） （単位記入） （単位記入） （単位記入） （単位記入） 

施肥方法 

（できるだけ詳細に） 
    

備考     

 1 回目 ２回目 ３回目 ４回目 

使用年月日     

使用の目的     

使用薬剤の種類 

(○をつける) 

土壌改良剤 ・ 

その他(      ) 

土壌改良剤 ・ 

その他(      ) 

土壌改良剤 ・ 

その他(      ) 

土壌改良剤 ・ 

その他(      ) 

薬剤の製品名および 

成分名 

製品名： 

成分名： 

製品名： 

成分名： 

製品名： 

成分名： 

製品名： 

成分名： 

使用量（濃度・量） （単位記入） （単位記入） （単位記入） （単位記入） 

使用方法(○をつける) 
噴霧・散布・土壌潅注・

その他(      ) 

噴霧・散布・土壌潅注・ 

その他(      ) 

噴霧・散布・土壌潅注・

その他(      ) 

噴霧・散布・土壌潅注・ 

その他(      ) 

備考     
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参考様式５ 

 

【薬用植物の加工(収穫後または採取後の処理)記録】 

 
加工記録の管理番号：         

生薬名：                                    

栽培者または採取者の氏名：                           

栽培または採取に関する記録の管理番号：                     

加工者の氏名または名称：                            

加工者の住所：                                 

１．収穫後または採取後の処理 

処理年月日(期間)：     年   月   日 ～     年   月   日 

一次選別における主な除去物：                          

洗浄の有無(○をつける)：     有  ／  無   

最終洗浄に使用した水(○をつける)： 水道水 ・ 井戸水 ・ その他（      ） 

乾燥前の切断の有無(○をつける)：     有  ／  無   

備考：                                     

２．乾 燥 

乾燥年月日(期間)：      年   月   日 ～     年   月   日 

乾燥方法(○をつける)：  自然乾燥（ 天日干し  ／  陰干し ）   ・   加熱乾燥   

使用設備・器具・機材：                             

加熱乾燥の場合の乾燥温度および時間：    ℃ ～   ℃        時間 

乾燥中の撹拌回数・移動回数：  攪拌      回 ／  移動       回 

備考：                                     
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３．特殊処理 

処理年月日(期間)：    年    月   日 ～    年    月   日 

処理時期(○をつける)：  乾燥前  ・  乾燥後   

処理方法： 湯通し ・ 蒸す ・ 煮る ・ 浸漬 ・ 水晒し ・ 毛焼き ・ 皮去り ・ 

  その他(                            )  

処理条件(温度，時間などを具体的に記録する)                   

                                        

備考：                                     

 
４．保管時に問題が生じた場合などの措置 

 

問題などの種類 

a. 虫の発生， 

b. カビの発生， 

c. 小動物の侵入， 

d. その他（      ）

a. 虫の発生， 

b. カビの発生， 

c. 小動物の侵入， 

d. その他（      ）

a. 虫の発生， 

b. カビの発生， 

c. 小動物の侵入， 

d. その他（      ）

発見時期（年月日）    

講じた措置の内容 

（具体的に） 
   

くん蒸剤を使用し

た場合：種類 
   

：使用時期 

（年月日と期

間） 

   

：使用量    

実施者の氏名    

備考    
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参考様式１ 

 

【対象とする栽培・野生薬用植物の鑑定記録】 
鑑定記録の管理番号：         

 

鑑定に用いた植物等の情報 

和名もしくは現地名：                              

薬用となる部位および生薬名：                          

鑑定に用いた植物の採取日：       年     月    日 

鑑定に用いた植物の採取場所（できるだけ詳細に記録する）： 

                                        

                                        

鑑定に用いた植物の栽培者または採取者の氏名：                  

鑑定結果の有効範囲と根拠（代表して鑑定した場合の適用範囲・地域/市町村名などと

その理由）：                                  

                                        

備考（特記事項など）：                             

 

鑑 定 

鑑定結果（学名／属名・種名）：                         

鑑定日：     年    月    日 

鑑定者氏名：                                  

鑑定者の所属：                                 

鑑定者の連絡先：                                

鑑定方法（遺伝子鑑定，形態鑑定など）：                     

鑑定場所（鑑定機関名、圃場など）：                       

鑑定の根拠とした資料（植物誌，文献名など）：                  

添付（対象番号に○）：１．証明する書類（保管者：              ） 

           ２．カラー写真 （保管者：              ） 

           ３．植物標本  （保管者：              ） 
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参考様式２ 

 

【薬用植物の栽培記録】 
栽培記録の管理番号：         

 

栽培植物の鑑定記録の管理番号：                         

栽培植物の鑑定結果（学名／属名・種名）：                    

栽培植物の名称（和名）および生薬名：                      

生産者の氏名：                                 

生産者の連絡先：                                

種苗の入手先：                                 

栽培圃場の住所：                                

当該圃場の前作物：                               

当該圃場周辺の作物(地域の主作物等)：                      

当該圃場の面積：                                

播種日：       年      月      日 

播種量（mL/a または g/a）：                （単位も記録する） 

（注） 播種日および播種量は播種した場合のみ記録する。 

定植(植付)日：       年     月     日 

定植(植付)量（本/a または kg/a）：            （単位も記録する） 

（注） 定植（植付）日および定植(植付)量は定植した場合のみ記録する。 

被覆の有無(○をつける)：     有  ／  無   

中耕の有無(○をつける)：     有  ／  無    

摘芯または摘蕾の有無(○をつける)：     有  ／  無   

剪定の有無(○をつける)：      有  ／  無   

遮光の有無(○をつける)：     有  ／  無   

農薬、肥料、土壌改良剤等の使用記録： 別紙に詳細を記録する（参考様式３） 

収穫期間(開始日～終了日)：     年  月  日 ～    年  月   
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参考様式３ 

 

【農薬、肥料、土壌改良剤等の使用記録】 

附属する栽培記録の管理番号：          

 

生産者の氏名：                  生産者の連絡先：                            

栽培場所：                                                        

 

１．農 薬 

隣接する圃場で使用された農薬の種類または名称，使用時期：                                

 1 回目 ２回目 ３回目 ４回目 

使用年月日     

農薬の種類(○をつける) 
除草・殺菌・殺虫・ 

その他(      ) 

除草・殺菌・殺虫・ 

その他(      ) 

除草・殺菌・殺虫・ 

その他(      ) 

除草・殺菌・殺虫・ 

その他(      ) 

農薬の製品名および 

成分名 

製品名： 

成分名： 

製品名： 

成分名： 

製品名： 

成分名： 

製品名： 

成分名： 

使用量１（原液の使用量 

または倍率） 
    

使用量２ （総散布量）     

使用方法(○をつける) 
噴霧・散布・土壌潅注・

その他(      ) 

噴霧・散布・土壌潅注・ 

その他(      ) 

噴霧・散布・土壌潅注・

その他(      ) 

噴霧・散布・土壌潅注・ 

 その他(      ) 

備考     
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２．肥 料 

３．土壌改良剤等その他の薬剤類 

 

 基肥 
追肥 

1 回目 ２回目 ３回目 

施肥年月日     

肥料の名称または製品名 

(配合比率など) 
    

施肥量（kg/a または L/a） （単位記入） （単位記入） （単位記入） （単位記入） 

施肥方法 

（できるだけ詳細に） 
    

備考     

 1 回目 ２回目 ３回目 ４回目 

使用年月日     

使用の目的     

使用薬剤の種類 

(○をつける) 

土壌改良剤 ・ 

その他(      ) 

土壌改良剤 ・ 

その他(      ) 

土壌改良剤 ・ 

その他(      ) 

土壌改良剤 ・ 

その他(      ) 

薬剤の製品名および 

成分名 

製品名： 

成分名： 

製品名： 

成分名： 

製品名： 

成分名： 

製品名： 

成分名： 

使用量（濃度・量） （単位記入） （単位記入） （単位記入） （単位記入） 

使用方法(○をつける) 
噴霧・散布・土壌潅注・

その他(      ) 

噴霧・散布・土壌潅注・ 

その他(      ) 

噴霧・散布・土壌潅注・

その他(      ) 

噴霧・散布・土壌潅注・ 

その他(      ) 

備考     
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参考様式５ 

 

【薬用植物の加工(収穫後または採取後の処理)記録】 

 
加工記録の管理番号：         

生薬名：                                    

栽培者または採取者の氏名：                           

栽培または採取に関する記録の管理番号：                     

加工者の氏名または名称：                            

加工者の住所：                                 

１．収穫後または採取後の処理 

処理年月日(期間)：     年   月   日 ～     年   月   日 

一次選別における主な除去物：                          

洗浄の有無(○をつける)：     有  ／  無   

最終洗浄に使用した水(○をつける)： 水道水 ・ 井戸水 ・ その他（      ） 

乾燥前の切断の有無(○をつける)：     有  ／  無   

備考：                                     

２．乾 燥 

乾燥年月日(期間)：      年   月   日 ～     年   月   日 

乾燥方法(○をつける)：  自然乾燥（ 天日干し  ／  陰干し ）   ・   加熱乾燥   

使用設備・器具・機材：                             

加熱乾燥の場合の乾燥温度および時間：    ℃ ～   ℃        時間 

乾燥中の撹拌回数・移動回数：  攪拌      回 ／  移動       回 

備考：                                     
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３．特殊処理 

処理年月日(期間)：    年    月   日 ～    年    月   日 

処理時期(○をつける)：  乾燥前  ・  乾燥後   

処理方法： 湯通し ・ 蒸す ・ 煮る ・ 浸漬 ・ 水晒し ・ 毛焼き ・ 皮去り ・ 

  その他(                            )  

処理条件(温度，時間などを具体的に記録する)                   

                                        

備考：                                     

 
４．保管時に問題が生じた場合などの措置 

 

問題などの種類 

a. 虫の発生， 

b. カビの発生， 

c. 小動物の侵入， 

d. その他（      ）

a. 虫の発生， 

b. カビの発生， 

c. 小動物の侵入， 

d. その他（      ）

a. 虫の発生， 

b. カビの発生， 

c. 小動物の侵入， 

d. その他（      ）

発見時期（年月日）    

講じた措置の内容 

（具体的に） 
   

くん蒸剤を使用し

た場合：種類 
   

：使用時期 

（年月日と期

間） 

   

：使用量    

実施者の氏名    

備考    
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