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1 飲用食品組成物およびその製造法 株式会社タキザワ漢方廠 1 緑化工法 株式会社クラレ

2 漢方の煎液の製剤化方法 本草製薬株式会社 2
グリセリド誘導体の製造法、及び該グリ
セリド誘導体を含む薬剤、飲食品

株式会社ヤクルト本社

3 服用感に優れた固形製剤 エーザイ株式会社 3 生薬の効力増強方法 谷　美智士

4 錠剤組成物 株式会社ツムラ 4
直接打錠により製造されたエピナスチ
ン含有錠剤

日本ベーリンガーインゲル
ハイム株式会社

5 抗アレルギー剤 北中　進 5
生薬末または／及び生薬末からなる漢
方薬造粒物および錠剤の製造方法

帝國製薬株式会社

6 服用感の改善されたビタミン配合薬 大正製薬株式会社 6 生薬配合可溶化液体組成物 大正製薬株式会社

7
和漢薬製剤構成生薬類の低温抽出方
法と、低温抽出生薬エキスを主成分と
する飲料液

有限会社荻田バイオ・サイ
エンス研究所

7
複数の動植物収穫物から薬効物質を
含有する複合製剤を製造する方法

有限会社ディオーネ

8
肥満症の予防、治療法および抗肥満
剤

荒木　裕 8
骨代謝改善剤及び骨粗鬆症の予防又
は治療用飲食物

丸善製薬株式会社

9 生薬類の造粒方法 日本医薬品工業株式会社 9 初限釈顆粒製剤の調剤方法 何　立民

10 腸溶性生菌製剤 アサヒビール薬品株式会社 10 漢方内服液剤 中外製薬株式会社

11 潰瘍性大腸炎治療剤 帝國製薬株式会社 11 ココア製剤 明治製菓株式会社

12 ビタミンＢ１類配合液剤 大正製薬株式会社 12 キダチアロエ漢方薬の製造方法 田丸　操

13 医薬製剤 ロート製薬株式会社 13 健康増進剤組成物及び健康増進剤 アピ株式会社

14 固形化滋養強壮剤 三宝製薬株式会社 14 乾燥酵母湿製錠剤およびその製造法 わかもと製薬株式会社

15 固形安中散製剤 武田薬品工業株式会社 15
呈味改善法および呈味改善ハス胚芽
抽出物製剤

丸善製薬株式会社

16 インフルエンザワクチン作用増強剤 大阪府 16 血圧降下製剤 邱　顯善

17
野菊花に含まれる新規化合物およびこ
れを含む機能性食品

株式会社トキワ漢方製薬 17 消渇湯 邱　顯善

18 鎮吐活性を有する糖タンパク質 小太郎漢方製薬株式会社 18
生薬粉末含有固形組成物およびその
製造方法

株式会社ファンケル

19
生薬および健康食品素材としての菌類
の処理法および生薬ならびに健康食
品

株式会社ジーナス 19 エラグ酸誘導体および薬用物質
財団法人漢方医薬研究振
興財団

20 感冒及びインフルエンザ用製剤 小高　修司 20
ウイルス、真菌その他の菌性疾患の治
療方法

土肥　恵子

21 ハ－ブ製剤等における作用強化方法 山田　俊雄 21
生薬の配合方法と超高速逆回転により
生まれた薬氣エネルギーを活用した発
毛剤。

佐藤　好司

22 用時調製漢方・生薬製剤 伊那食品工業株式会社 22 抗糖尿病剤及びダイエット剤 サン・ワールド株式会社

23 耐湿性固形製剤及びその製造方法 東邦新薬株式会社 23 造粒物および錠剤の製造方法 アサヒビール株式会社

24 低ｐＨで安定な生薬エキス配合液剤 大正製薬株式会社 24
充填適性に優れたソフトカプセル内容
物およびその製造法

エーザイ株式会社

25
発癌プロモーション抑制剤および飲食
品

丸善製薬株式会社 25
小麦由来蛋白質を成分とする小腸糖
吸収率低下剤及び腸内細菌活性化剤

タマ生化学株式会社

26
医薬品、食品類の活性酸素種の消去
活性測定方法

岡山大学長 26 漢方生薬の粉末剤の製造方法 松田　史郎

27
生薬熱水抽出エキスを含有する水中
遊離残留塩素除去剤およびこれを含
有する入浴剤

五洲薬品株式会社 27
骨代謝改善剤及び骨粗鬆症の予防又
は治療用飲食物

丸善製薬株式会社

28
玉ねぎ顆粒又は錠剤の製造方法及び
玉ねぎ顆粒又は錠剤

植物核酸開発株式会社 28 抗ヘリコバクター・ピロリ薬 武田薬品工業株式会社

29
苦味を有する薬物を含有する口中溶
解型又は咀嚼型固形内服医薬組成物

ロート製薬株式会社 29
乾燥状ノウゼンカズラ科植物樹皮抽出
物及びその製造方法

渡邉　昌充

30
柿渋を無臭化する方法および無臭柿
渋製剤

丸善製薬株式会社 30 強力な抗酸化作用を有する生薬処方 大塚薬品工業株式会社

31
漢方含有錠剤および漢方充填カプセ
ル剤および生薬含有錠剤および生薬
充填カプセル剤および・・・

木村　貞勝 31
“神英普済丸”―脳血管の病気（ＣＶ
Ｄ）を治療する救急中成薬（漢方薬）

下田　輝彦

32
生薬の抗腫瘍活性強化方法、抗腫瘍
活性強化生薬含有組成物、生薬処理
の抗腫瘍有効性評価方法・・・

丹羽　耕三 32
シートパック化粧料、飲用カプセル及
び飲用錠剤

株式会社アリエ

33
乾燥薬草の製造方法及び製造装置並
びに該製造方法によって得られる乾燥
薬草。

大城　清利 33
マイクロカプセル並びに錠剤、食品用
及び医薬品用配合剤

ライオン株式会社

34 飲食用キノコ組成物 株式会社タキザワ漢方廠 34 内服用液剤 武田薬品工業株式会社
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