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1 肝機能強化性健康食品 株式会社アートフーズ 31 ニンジン主薬保健薬 奈良県製薬協同組合

2 口腔用組成物 湧永製薬株式会社 32
血糖をコントロールする医薬組成物及
び食品

森郁農業科技股分有限公
司

3 口腔用組成物 湧永製薬株式会社 33
温度感応性状態変化ハイドロゲル組
成物及びその製造方法

ジェニック　カンパニー　リミ
テッド

4 血小板凝集抑制組成物 株式会社シールド・ラボ 34
田七根抽出物を有効成分として含有
する関節炎予防及び治療用組成物

オスコテック株式会社

5 漢薬材を利用した発毛剤組成物 李　炳洙 35 免疫系活性化用組成物
ベーリンガー　インゲルハイ
ム　インターナショナル　ゲ
ゼルシャフト　ミット・・・

6 薬用材料及び薬用材料製造方法
ファーメックス・ジャパン株
式会社

36
チョウセンニンジンの超微細粉末を含
有する飲料およびその調製方法

シージェイ　コーポレーショ
ン

7 生薬組成物 謝　心範 37
ジンセノサイドＦ１または化合物Ｋを含
有する皮膚外用剤組成物

株式會社アモーレパシ
フィック

8 ファゴサイトーシス抑制剤 一丸ファルコス株式会社 38
酢を利用した人参製剤及びこれの製
造方法

ユーユー　インコーポレイ
テッド

9 体脂肪蓄積抑制剤 株式会社東洋新薬 39
ジンセノサイドＦ１及びＥＧＣＧを含有す
る皮膚損傷防止用組成物

株式會社アモーレパシ
フィック

10 肝機能改善剤 株式会社東洋新薬 40
アルツハイマー病を治療するため及び
ベータアミロイドペプチドの産生を阻害
するための化合物

ザ・トラスティーズ・オブ・コロ
ンビア・ユニバーシティ・イ
ン・ザ・シティ・オブ・・・・

11 栄養補助食品 佐藤　清 41 薬用人参の加工方法及び組成物 湧永製薬株式会社

12 健康食品及び皮膚炎緩和剤
株式会社上田ホールディン
グス

42 油脂組成物 湧永製薬株式会社

13 栄養補助食品
株式会社上田ホールディン
グス

43 疼痛の治療のための医薬 二宮　幸三

14 健康強壮飲料ティーバッグ 関　淳次 44 抗更年期障害食品 日本ハム株式会社

15
動・植物エキス溶液の製造方法、動・
植物エキス溶液及びこれを含有してな
る健康飲料・食品、化粧品又は医薬品

有限会社裕峯 45 食品組成物 小林製薬株式会社

16 特定の金属酵素を刺激する組成物
ビヨルン　ティー．ランゲラン
ド

46
疲労予防用内服用組成物及び疲労予
防用内服用製剤

小林製薬株式会社

17
人参の加工方法及び加工人参抽出物
の用途

ロッテ　コンフェクショナリー
カンパニー　リミテッド

47
エブルナメニン核のアルカロイドを主
原料とする大脳活動を刺激する新しい
組成物及びその調製法

デコックス，ソシエダ　リミタ
ダ

18
ジンセノサイドＦ１を有効成分として含
有するＢｃｌ－２発現調節剤

アモレパシフィック　コーポ
レーション

48 生殖機能増強用組成物 オリザ油化株式会社

19
ジンセノサイド化合物Ｋを含有するヒア
ルロン酸生成促進剤

アモレパシフィック　コーポ
レーション

49 痩身用組成物 株式会社ノエビア

20
有効成分としてジンセノサイドＲｈ２を含
有する脳細胞保護のための組成物

ホングリム　トレーディング
カンパニー　リミテッド

50 抗疲労用組成物 オリザ油化株式会社

21 生薬エキス配合流動食及びその使用 カネボウ製薬株式会社 51
ジンセノサイド成分含量の多い人参果
実と人参花柄の製造方法

ソン　イン　ファン

22
植物体抽出物調製方法、並びに植物
体抽出物及びその用途

学校法人慶應義塾 52
グリコーゲンを物理化学的に製造する
方法およびこの方法で得られるグリ
コーゲン

備前化成株式会社

23
コーヒー様飲食用組成物、及びコー
ヒー様飲食用組成物の製造方法

後藤　美幸 53 飲食品及び苦味マスキング剤 キユーピー株式会社

24 血中テストステロン低下抑制剤 湧永製薬株式会社 54 筋萎縮抑制剤 ライオン株式会社

25 ガン治療用ハーブ組成物
シェン・フーン・ファーマ
シューティカル・カンパ
ニー・リミテッド

55 ＶＥＧＦＣ産生促進剤 株式会社資生堂

26 不定愁訴改善組成物及び食品 カネボウフーズ株式会社 56
ツルニンジン属植物抽出物含有粉末
組成物

湧永製薬株式会社

27 体温調節剤 有限会社中井興産 57
生物転換法を利用したペリヌスリンテウ
ス菌糸体の液体培養による人参からの
新規のジンセノサイド製造方法

ファニン　ファーム　カンパ
ニー　リミテッド

28
体内浄化用組成物、それを用いた食
品、入浴剤、化粧料、製剤及び有害金
属排泄促進剤

カネボウフーズ株式会社 58
紅人蔘特異サポニン高含有人蔘エキ
スの効率的な製造方法

ニュートゥリーインダストリー
カンパニー　リミテッド

29 栄養補助・健康食品 株式会社サンポップ 59 栄養補助食品
株式会社上田ホールディン
グス

30
アルツハイマー型記憶障害の予防・改
善剤

国立大学法人富山大学 以下２３点省略
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