生薬索引

≪生薬索引≫

禹余粮 （うよりょう）

106

甘菊花（かんきっか）33

273

海金沙籐 （かいきんし

乾姜（かんきょう）116

ゃとう）107

乾漆（かんしつ）178

海蛤殻（かいごうかく）

貫衆（かんじゅう）145

191

甘松（かんしょう）134

孩児茶 （かいじちゃ）

寒水石（かんすいせき）

<あ>
<え>

阿膠（あきょう）254
鴉胆子（あたんし）65

延胡索 （えんごさく）

297

44

アロエ 78

162

海藻（かいそう）193

甘草（かんぞう）233

鉛丹（えんたん）286

海桐皮 （かいとうひ）

甘逐（かんつい）80

92

款冬花 （かんとうか）

薤白（がいはく）132

197

海螵蛸（かいひょうしょ

旱蓮草（かんれんそう）

う）279

262

<い>
<お>

硫黄（いおう）284
郁季仁 （いくりにん）

黄耆（おうぎ）228

海風藤（かいふうとう）

79

黄狗脊 （おうくせき）

93

葦茎（いけい）40

249

艾葉（がいよう）156

威蕤（いずい）259

黄芩（おうごん）46

化橘紅 （かきっこう）

威霊仙 （いれいせん）

黄精（おうせい）260

125

桔梗（ききょう）185

86

鴨跖草（おうせきそう）

鶴虱（かくしつ）143

菊葉三七 （きくようさ

茵蔯蒿（いんちんこう）

44

鶴草芽 （かくそうが）

んしち）154

108

罌粟殻（おうぞくかく）

143

枳殻（きこく）127

淫羊藿（いんようかく）

274

夏枯草（かごそう）43

枳実（きじつ）126

240

黄柏（おうばく）48

訶子（かし）272

寄生（きせい）90

王不留行 （おうふるぎ

何首鳥（かしゅう）253

菊花（きっか）33

ょう）177

莪朮（かじゅつ）164

橘核（きっかく）124

黄薬子 （おうやくし）

花椒（かしょう）119

橘皮（きっぴ）123

194

花蕊石 （かずいせき）

橘葉（きつよう）125

茴香（ういきょう）122

黄連（おうれん）47

155

橘絡（きっらく）124

郁金（うこん）163

遠志（おんじ）206

葛花（かっか）35

亀板（きばん）263

鬱金（うこん）163

藿香（かっこう）96

蚯蚓（きゅういん）218

鳥梢蛇 （うしょうだ）

葛根（かっこん）34

九香虫（きゅうちゅうこ

滑石（かっせき）104

う）135

瓜蒂（かてい）281

韮菜子（きゅうさいし）

<う>

92
烏賊骨 （うぞっこつ）

<か>

<き>

279

槐花（かいか）150

荷葉（かよう）276

249

烏梅（うばい）267

槐角（かいかく）150

栝楼（かろ）187

韮子（きゅうし）249

烏薬（うやく）129

海金沙（かいきんしゃ）

栝楼根（かろこん）41

姜黄（きょうおう）163

299

生薬索引

羌活（きょうかつ）26

んしち）154

高良姜（こうりょうきょ

鎖陽（さよう）249

僵蚕（きょうさん）217

鶏内金（けいないきん）

う）121

山帰来（さんきらい）61

杏仁（きょうにん）195

139

牛黄（ごおう）59

山楂子（さんざし）136

玉竹（ぎょくちく）259

軽粉（けいふん）286

胡黄連 （こおうれん）

山慈菇（さんじこ）69

魚醒草（ぎょせいそう）

月季花（げっきか）175

74

山梔子（さんしし）42

62

血竭（けつけつ）294

五加皮（ごかひ）91

三七（さんしち）153

豨薟草 （きれんそう）

決明子 （けつめいし）

谷芽（こくが）138

蚕沙（さんしゃ）93

87

215

黒脂麻（こくしま）264

蔪蛇（さんじゃ）91

金桜子 （きんおうし）

血余炭 （けつよたん）

黒豆衣（こくずい）216

山茱萸 （さんしゅゆ）

277

153

穀精草（こくせいそう）

277

金銀花 （きんぎんか）

芫花（げんか）81

44

山豆根 （さんずこん）

55

牽牛子（けんごし）82

谷精草（こくせいそう）

63

銀柴胡 （ぎんさいこ）

芡実（けんじつ）276

44

酸棗仁（さんそうにん）

73

拳参（けんじん）61

虎骨（ここつ）91

205

金銭草（きんせんそう）

元参（げんじん）51

牛膝（ごしつ）171

山薬（さんやく）231

106

玄参（げんじん）51

呉茱萸（ごしゅゆ）117

山羊角（さんようかく）

金沸草（きんふつそう）

胡椒（こしょう）122

209

186

虎杖（こじょう）166

三棱（さんりょう）165

金鈴子 （きんれいし）

蜈蚣（ごしょう）217

<こ>

131

骨砕補 （こつさいほ）

膠飴（こうい）235

243

香櫞（こうえん）127

胡桃肉 （ことうにく）

紅花（こうか）169

246

地黄（じおう）51

蛤蚧（ごうかい）245

五倍子（ごばいし）268

紫苑（しおん）197

藕節（ぐうせつ）157

合歓花 （ごうかんか）

琥珀（こはく）204

紫花地丁 （しかじちょ

枸杞子（くこし）261

207

牛蒡子（ごぼうし）30

う）57

苦参（くじん）49

合歓皮 （ごうかんひ）

胡麻仁（ごまにん）264

紫河車（しかしゃ）246

狗脊（くせき）242

207

五味子（ごみし）266

四季青（しきせい）69

瞿麦（くばく）112

杭菊花（こうきっか）33

五霊脂（ごれいし）170

使君子（しくんし）140

苦楝皮（くれんぴ）141

降香（こうこう）174

葫芦（ころ）110

地骨皮（じこっぴ）73

香鼓（こうし）31

胡芦巴（ころは）240

紫根（しこん）54

香薷（こうじゅ）24

昆布（こんぶ）193

梔子（しし）42

<く>

<け>

<し>

紅棗（こうそう）234

刺蒺藜（ししつり）215

紅籐（こうとう）66

紫珠（しじゅ）148

荊芥（けいがい）25

香附（こうぶ）129

荊芥穂（けいがいほ）25

香附子（こうぶし）129

鶏血籐（けいけっとう）

厚朴（こうぼく）96

犀角（さいかく）50

176

168

厚朴花 （こうぼくか）

柴胡（さいこ）35

紫蘇（しそ）23

桂枝（けいし）22

96

細辛（さいしん）118

紫草（しそう）54

景天三七 （けいてんさ

藁本（こうほん）27

臍帯（さいたい）247

紫蘇子（しそし）198

<さ>

300

磁石（じせき）203
自然銅 （しぜんどう）

生薬索引

紫蘇葉（しそよう）23

う）122

蒺藜子（しつりし）215

生姜（しょうきょう）24

柿蒂（してい）134

小薊（しょうけい）147

青蒿（せいこう）71

センナ 77

紫貝歯（しばいし）212

松香（しょうこう）296

茜草（せいそう）154

千年健（せんねんけん）

地膚子（じふし）109

常山（じょうさん）282

青葙子 （せいそうし）

94

沙苑子 （しゃえんし）

生地黄（しょうじおう）

45

川貝母 （せんばいも）

248

51

青黛（せいたい）58

188

赤石脂（しゃくせきし）

松節（しょうせつ）94

青皮（せいひ）125

旋覆花 （せんぷくか）

273

樟脳（しょうのう）295

青木香（せいもっこう）

186

芍薬（しゃくやく）253

小麦（しょうばく）269

132

仙茅（せんぼう）240

麝香（じゃこう）220

菖蒲（しょうぶ）222

西洋参（せいようじん）

仙霊脾 （せんれいひ）

蛇床子（じゃしょうし）

升麻（しょうま）36

227

240

293

椒目（しょうもく）120

石葦（せきい）107

川楝子 （せんれんし）

沙参（しゃじん）256

商陸（しょうりく）83

赤芍（せきしゃく）53

131

車前子 （しゃぜんし）

蜀漆（しょくしつ）282

赤小豆（せきしょうず）

104

蜀椒 （ しょ く し ょう ）

110

車前草（しゃぜんそう）

119

石菖蒲（せきしょうぶ）

104

徐長卿 （じょちょうけ

222

䗪虫（しゃちゅう）173

い）89

石榴皮（せきりゅうひ）

草果（そうか）100

砂仁（しゃにん）98

女貞子 （じょていし）

271

皂角刺 （そうかくし）

砂仁殻（しゃにんかく）

262

石決明（せっけつめい）

185

98

地竜（じりゅう）218

209

桑寄生 （そうきせい）

茺蔚子 （じゅういし）

辛夷（しんい）28

石膏（せっこう）39

90

168

神曲（しんきく）137

石斛（せっこく）258

蚤休（そうきゅう）60

臭悟桐（しゅうごとう）

神麹（しんきく）137

浙貝母 （せつばいも）

皂莢（そうきょう）184

88

秦艽（じんぎょう）87

188

桑枝（そうし）90

蕺菜（じゅうさい）62

沈香（じんこう）130

蝉衣（せんい）30

蒼茸子（そうじし）28

十薬（じゅうやく）62

尋骨風（じんこつふう）

仙鶴草（せんかくそう）

蒼朮（そうじゅつ）95

熟地黄（じゅくじおう）

93

151

桑椹（そうじん）261

252

真珠（しんじゅ）211

全蝎（ぜんかつ）216

灶心土 （そうしんど）

縮砂（しゅくしゃ）98

泰皮（しんぴ）65

川窮（せんきゅう）160

156

朱砂（しゅしゃ）202

川芎（せんきゅう）160

草豆蔲（そうずく）99

糯稲根（じゅとうこん）

千金子 （せんきんし）

葱白（そうはく）29

83

桑白皮 （そうはくひ）

前胡（ぜんこ）187

198

270
糯稲根髭 （じゅとうこ

<せ>

<す>

蝉退（せんたい）30
蝉蛻（せんだつ）30

<そ>

んし）270

水牛角 （すいぎゅうか

穿山甲（せんざんこう）

皂礬（そうばん）289

棕櫚（しゅろ）152

く）50

172

桑螵蛸（そうひょうしょ

棕櫚炭 （しゅろたん）

水蛭（すいてつ）173

穿心蓮（せんしんれん）

う）278

152

豆蔲穀（ずくかく）99

59

桑葉（そうよう）32

蟾酥（せんそ）291

続随子（ぞくずいし）83

小茴香（しょうういきょ
301

生薬索引

続断（ぞくだん）242

胆南星 （たんなんしょ

側柏葉（そくはくよう）

う）183

150

胆礬（たんばん）282

葶藶子 （ていれきし）

側葉（そくよう）150

丹皮（たんぴ）52

198

<て>

蘇合香 （そごうこう）

靛花（てんか）58

222

天花粉 （てんかふん）

蘇子（そし）198

41

<ち>

蘇木（そぼく）178

<な>
南瓜子（なんかし）142

<に>

甜杏仁 （てんきょうに

肉蓯蓉（にくじゅよう）

地錦草 （ちきんそう）

ん）196

239

70

天竹黄（てんじくおう）

肉豆蔲（にくずく）272

竹茹（ちくじょ）190

189

肉桂（にっけい）116

竹葉（ちくよう）41

田七（でんしち）153

乳香（にゅうこう）161

竹葉麦冬 （ちくようば

天南星 （てんなんしょ

人参（にんじん）225

大黄（だいおう）75

くどう）42

う）182

人参葉（にんじんよう）

大薊（だいけい）146

竹瀝（ちくれき）190

天麻（てんま）214

226

大戟（だいげき）80

知母（ちも）40

天門冬（てんもんどう）

忍藤（にんどう）55

大蒜（たいさん）290

地楡（ちゆ）147

258

忍冬藤（にんとうどう）

太子参 （たいしじん）

丁香（ちょうこう）121

228

丁字（ちょうじ）121

代赭石（たいしゃせき）

釣藤（ちょうとう）213

213

釣藤鈎 （ちょうとうこ

大豆黄巻 （だいずこう

う）213

冬瓜子（とうがし）109

けん）32

樗根皮 （ちょこんぴ）

冬瓜皮（とうがひ）109

大青葉（だいせいよう）

271

当帰（とうき）251

57

猪胆汁 （ちょたんじゅ

冬葵子（とうきし）113

大棗（たいそう）234

う）195

党参（とうじん）227

大風子 （だいふうし）

苧麻根 （ちょまこん）

灯心草（とうしんそう）

296

148

112

敗醤草 （はいしょうそ

大腹皮 （だいふくひ）

猪苓（ちょれい）102

刀豆（とうず）133

う）66

142

珍珠（ちんじゅ）211

冬虫夏草 （とうちゅう

貝母（ばいも）188

玳瑁（たいまい）212

珍珠母 （ちんじゅも）

かそう）245

佩蘭（はいらん）97

沢漆（たくしつ）111

211

桃仁（とうにん）168

白果（はくか）200

沢瀉（たくしゃ）102

陳皮（ちんぴ）123

土牛膝（どごしつ）172

麦芽（ばくが）137

沢蘭（たくらん）175

椿皮（ちんぴ）271

莵絲子（としし）247

白芥子 （はくがいし）

蛇脱（だだつ）92

杜仲（とちゅう）241

183

檀香（だんこう）133

独活（どっかつ）85

柏子仁 （はくしにん）

土茯苓（どぶくりょう）

206

61

白鮮皮 （はくせんぴ）

蘇葉（そよう）23

<た>

丹参（たんじん）165
淡竹葉（たんちくよう）
42

55

<と>

<つ>
通草（つうそう）106

<の>
野菊花（のぎくか）33

<は>

68

淡豆豉（たんとうし）31

麦冬（ばくどう）257
302

生薬索引

白頭翁（はくとうおう）

蓽澄茄（ひっちょうか）

102

64

120

附子（ぶし）114

白茅花 （はくぼうか）

蓽撥（ひはつ）120

仏手（ぶしゅ）127

玫瑰花 （まいかいか）

149

白花蛇舌草（びゃくか

佛手（ぶしゅ）127

135

白茅根（はくぼうこん）

じゃぜつそう）67

佛手花（ぶしゅか）127

麻黄（まおう）21

149

白及 （び ゃく き ゅう ）

浮小麦（ふしょうばく）

麻黄根 （まおうこん）

麦門冬（ばくもんどう）

152

269

270

257

白僵蚕（びゃくきょうさ

浮萍（ふひょう）36

麻子仁（ましにん）79

巴戟天 （はげきてん）

ん）217

蔓荊子 （まんけいし）

238

百合（びゃくごう）260

33

破故紙（はこし）244

白芷（びゃくし）27

馬歯莧（ばしけん）64

白芍 （び ゃく し ゃく ）

巴豆（はず）81

253

鼈甲（べっこう）264

馬銭子（ばせんし）292

白朮 （び ゃく じ ゅつ ）

扁豆（へんず）232

薄荷（はっか）29

230

扁豆衣（へんずい）232

蜜蒙花 （みつもうか）

八角茴香 （はっかくう

白豆蔲 （びゃくずく）

扁豆花（へんずか）232

45

いきょう）122

98

萹蓄（へんちく）111

明礬（みょうばん）288

薄荷葉（はっかよう）29

白前（びゃくぜん）187

馬兜鈴 （ばとうれい）

白檀（びゃくだん）133

200

白薇（びゃくび）72

馬勃（ばぼつ）64

百部（びゃくぶ）196

蕃紅花 （ばんこうか）

白附子 （びゃくぶし）

防已（ぼうい）86

蒙花（もうか）45

170

183

炮姜（ほうきょう）116

礞石（もうせき）192

半夏（はんげ）181

白蘞（びゃくれん）68

茅根（ぼうこん）149

木槿皮 （もくきんぴ）

番瀉葉（ばんしゃよう）

白花蛇 （びゃっかだ）

硼砂（ほうしゃ）288

296

77

91

芒硝（ぼうしょう）77

木賊（もくぞく）37

胖大海（はんだいかい）

冰片（ひょうへん）221

虻虫（ぼうちゅう）174

木通（もくつう）105

194

枇杷葉（びわよう）199

防風（ぼうふう）25

木芙蓉葉 （もくふよう

半辺蓮（はんぺんれん）

檳榔（びんろう）141

炮附子（ほうぶし）114

よう）294

61

蜂蜜（ほうみつ）235

木瓜（もっか）88

斑蝥（はんみょう）291

蒲黄（ほおう）155

木香（もっこう）128

墨旱蓮（ぼくかんれん）

没薬（もつやく）161

板藍根（ばんらんこん）
58

<ま>

<へ>

<ほ>

<ふ>

<み>

<も>

262

蕪荑（ぶい）144

蒲公英 （ほこうえい）

浮海石 （ふかいせき）

56

191

補骨脂（ほこつし）244

覆盆子 （ふくぼんし）

牡丹皮（ぼたんぴ）52

射干（やかん）63

萆薢（ひかい）108

278

牡蠣（ぼれい）210

益智仁 （やくちにん）

榧子（ひし）144

茯苓（ぶくりょう）101

砒石（ひせき）285

茯苓皮（ぶくりょうひ）

<ひ>

<や>

244

303

生薬索引

益母草 （やくもそう）

<ら>

167

う）48

275

竜脳（りゅうのう）221

蓮須（れんす）275
蓮房（れんぼう）276

夜交藤 （やこうとう）

雷丸（らいがん）143

良姜 （ り ょ う き ょう ）

253

莱菔子 （らいふくし）

121

138

凌霄花 （りょうしょう

絡石藤（らくせきとう）

か）176

89

緑豆（りょくず）71

羅布麻（らふま）219

穭豆衣（りょずい）216

漏芦（ろうろ）69

藜芦（りろ）283

芦薈（ろかい）78

<ゆ>
雄黄（ゆうおう）285
熊胆（ゆうたん）67

炉甘石 （ろかんせき）
287

<り>
<よ>

<ろ>

<れ>

竜眼肉 （りゅうがんに

鹿茸（ろくじょう）237
芦根（ろこん）40

く）255

荔枝核 （れいしかく）

鹿角膠 （ろっかくきょ

陽起石 （ようきせき）

劉寄奴 （りゅうきど）

131

う）238

250

177

羚羊角（れいようかく）

鹿角（ろっかく）238

羊蹄（ようてい）157

竜骨（りゅうこつ）204

208

鹿角霜（ろっかくそう）

薏苡仁 （よくいにん）

竜歯（りゅうし）204

連翹（れんぎょう）55

238

103

竜胆（りゅうたん）48

蓮子（れんし）275

露蜂房 （ろほうぼう）

竜胆草 （りゅうたんそ

蓮子心 （れんししん）

293

304

