
中川淳庵顕彰薬草園に植えられている植物一覧

生薬類 平成26年5月31日現在

基原植物 学　　　　　　　　名 科　名（和） 科　名 生薬名 利用部位 薬効・効能

ア  イ Polygonum tinctoria  H.Gross タ  デ Polygonaceae 藍葉(ﾗﾝﾖｳ) 葉 解熱、解毒

アマチャ
Hydrangea  macrophylla Ser. var.
thunbergii H.Ohba アジサイ Hydrangeaceae 甘茶(ｱﾏﾁｬ) 葉 甘味、矯味

アミガサユリ Fritillaria verticillata  Willd. ユ  リ Liliaceae 貝母(ﾊﾞｲﾓ) 鱗茎 解熱、鎮咳、去痰

ウコン Curcuma longa  Linn. ショウガ Zingiberaceae 鬱金(ｳｺﾝ) 根茎 利胆、芳香性健胃、止血

ウスバサイシン Asarum sieboldii  Miq. ウマノスズクサ Aristolochiaceae 細辛(ｻｲｼﾝ) 根、根茎 解熱、鎮痛、鎮咳

ウラルカンゾウ Glycyrrhiza uralensis  Fisch. マ　メ Fabaceae 甘草(ｶﾝｿﾞｳ) 根、走出茎 鎮痛、鎮痙(ﾁﾝｹｲ)、去痰

エビスグサ Senna obtusifolia  H.S.Irwin et Barneby ジャケツイバラ Caesalpiniaceae 決明子(ｹﾂﾒｲｼ) 種子 緩下、瀉下(ｼｬｹﾞ)、血圧降下、抗菌

オオバコ Plantago asiatica  Linn. オオバコ Plantaginaceae 車前子(ｼｬｾﾞﾝｼ) 種子 消炎、利尿、下痢止め、鎮咳

オオバナオケラ Atractylodes macrocephala  Koidz. キ ク Asteraceae 白朮(ﾋﾞｬｸｼﾞｭﾂ) 根茎 利尿、止汗、健胃

オケラ Atractylodes japonica  Koidz. キ  ク Asteraceae 白朮(ﾋﾞｬｸｼﾞｭﾂ) 根茎 利尿、止汗、健胃

カイケイジオウ
Rehmannia glutinosa  Liboschitz forma
hueichingensis  Hsiao ゴマノハグサ Scrophulariaceae 地黄(ｼﾞｵｳ) 地下茎、肥大根 補血、強壮、止血

カラスビシャク Pinellia ternata  Breit. サトイモ Araceae 半夏(ﾊﾝｹﾞ) 球茎 去痰、鎮吐

カワラナデシコ
Dianthus superbus  Linn. var.
longicalycinus F.N.Williams ナデシコ Caryophyllaceae 瞿麦子(ｴｲﾊﾞｸｼ) 種子 利尿、消炎、通経

カワラヨモギ Artemisia capillaris  Thunb. キ　ク Asteraceae 茵蔯蒿(ｲﾝﾁﾝｺｳ) 花蕾 利胆、消炎

キキョウ Platycodon grandiflorum  A.DC. キキョウ Campanulaceae 桔梗根(ｷｷｮｳｺﾝ) 根 鎮咳、去痰、抗炎症、排膿

キバナイカリソウ
Epimedium grandiflorum  C.Morren ssp.
koreanum  Kitam. メ  ギ Berberidaceae 淫羊霍(ｲﾝﾖｳｶｸ) 茎葉 強精、強壮

キョウオウ（春ウコン） Curcuma aromatica  Salisb. ショウガ Zingiberaceae 姜黄(ｷｮｳｵｳ) 根茎 利胆、芳香性健胃、止血

ク  コ Lycium chinense  Mill. ナ  ス Solanaceae 枸杞子(ｸｺｼ) 果実 強壮

クサボケ Chaenomeles japonica  Lindl. ex Spach バ　ラ Rosaceae 木瓜(ﾓｯｶ) 果実 強壮、鎮咳、利尿

ケイトウ Celosia cristata  Linn. ヒ  ユ Amaranthaceae 鶏冠花(ｹｲｶﾝｶ) 花序 下痢止め、止血　　現在では観賞用

ゴ  マ Sesamum indicum  Linn. ゴ  マ Pedaliaceae 胡麻子(ｺﾞﾏｼ) 種子 滋養強壮、粘滑、緩下(ｶﾝｹﾞ)、解毒

コウギク Chrysanthemum morifolium  Ramat. キ　ク Asteraceae 菊花(ｷｸｶ) 頭花 解熱、解毒、鎮痛、消炎、血圧降下

コガネバナ Scutellaria baicalensis  Georgi シ　ソ Lamiaceae 黄芩(ｵｳｺﾞﾝ) 根 消炎、解熱、鎮嘔、利尿、抗アレルギー

サジオモダカ
Alisma plantago-aquatica  Linn. var.
orientale  Sam. オモダカ Alismataceae 沢瀉(ﾀｸｼｬ) 根茎 利尿、止渇

サボンソウ Saponaria officinalis  Linn. ナデシコ Caryophyllaceae サポナリア根 根 去痰、緩下、抗炎症、胆汁分泌促進

サンインカンアオイ
Asarum nipponica  F.Maekawa var. saninense
F.Maekawa ウマノスズクサ Aristolochiaceae 杜衡(ﾄｺｳ) 根、根茎 去痰、利尿

サンシュユ Cornus officinalis  Sieb. et Zucc. ミズキ Cornaceae 山茱萸(ｻﾝｼｭﾕ) 果肉 滋養強壮、収斂(ｼｭｳﾚﾝ)、利尿
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シャクヤク Paeonia lactiflora  Pallas ボタン Paeoniaceae 芍薬(ｼｬｸﾔｸ) 根 鎮痛、鎮痙(ﾁﾝｹｲ)、収斂(ｼｭｳﾚﾝ)、緩和

ジャノヒゲ Ophiopogon japonicus  Ker-Gawl. ユ　リ Liliaceae 麦門冬(ﾊﾞｸﾓﾝﾄﾞｳ) 根塊 鎮咳、去痰、強心、強壮、利尿

ショウガ Zingiber officinale  Roscoe ショウガ Zingiberaceae 生姜(ｼｮｳｷｮｳ) 根茎 芳香辛味性健胃、発汗、食欲増進

セイヨウオトギリソウ Hypericum perforatum  Linn. オトギリソウ Clusiaceae セントジョンズワート 茎葉 収斂(ｼｭｳﾚﾝ)、抗菌、止血、利尿

セリバオウレン
Coptis japonica  Makino var. dissecta
Nakai キンポウゲ Ranunculaceae 黄連(ｵｳﾚﾝ) 根茎 消炎、苦味健胃、下痢止め、鎮静

センキュウ Cnidium officinale  Makino セ  リ Apiaceae 川芎(ｾﾝｷｭｳ) 根茎 補血、血行促進、鎮静、鎮痛、強壮

チョウセンゴミシ Schisandra chinensis  Baill. マツブサ Schisandraceae 五味子(ｺﾞﾐｼ) 果実 鎮咳、利尿、消炎、下痢止め

ツリガネニンジン
Adenophora triphylla  A.DC. var. japonica
Hara キキョウ Campanulaceae 沙参(ｼｬｼﾞﾝ) 根 咳止め、去痰

テンダイウヤク Lindera strychnifolia  F.Vill クスノキ Lauraceae 烏薬(ｳﾔｸ) 塊状根 健胃、鎮痛、鎮痙(ﾁﾝｹｲ)

トウキ Angelica acutiloba  Kitagawa セ  リ Apiaceae 当帰(ﾄｳｷ) 根 補血、鎮痛、鎮静、強壮

トロロアオイ Abelmoschus manihot  Medic. アオイ Malvaceae 黄蜀葵根(ｵｳｼｮｯｷｺﾝ) 根 和紙漉きの糊料、丸薬の粘滑材

ナルコユリ Polygonatum falcatum  A.Gray ユ　リ Liliaceae 黄精(ｵｳｾｲ) 根茎 滋養、強壮、解熱

ノゲイトウ Celosia argentea  Linn. ヒ  ユ Amaranthaceae 青葙子(ｾｲｿｳｼ) 種子 強壮、消炎

ハトムギ
Coix lachryma-jobi  Linn. var. ma-yuen
Stapf イ  ネ Poaceae 薏苡仁(ﾖｸｲﾆﾝ) 種子（仁(ｼﾞﾝ)） 利尿、解熱、鎮痛、消炎

ハマスゲ Cyperus rotundus  Linn. カヤツリグサ Cyperaceae 香附子(ｺｳﾌﾞｼ) 塊茎 芳香性健胃、消化促進、通経

ヒメカンアオイ Asarum takaoi  F.Maekawa ウマノスズクサ Aristolochiaceae 杜衡(ﾄｺｳ) 根、根茎 去痰、利尿

ベニバナ Carthamus tinctorius  Linn. キ  ク Asteraceae 紅花(ｺｳｶ) 花弁 通経、血行促進

ホソバオケラ Atractylodes lancea  DC. キ  ク Asteraceae 蒼朮(ｿｳｼﾞｭﾂ) 根茎 利尿、発汗、健胃、整腸

ボタン Paeonia suffruticosa  Andr. ボタン Paeoniaceae 牡丹皮(ﾎﾞﾀﾝﾋﾟ) 根皮 鎮静、鎮痛、解熱、抗炎症

マイズルテンナンショウ Arisaema heterophyllum  Bl. サトイモ Araceae 天南星(ﾃﾝﾅﾝｼｮｳ) 塊茎 鎮痙(ﾁﾝｹｲ)、去痰、除湿

ミシマサイコ
Bupleurum scorzoneraefolium Wiild. var.
stenophyllum  Nakai セ　リ Apiaceae 柴胡(ｻｲｺ) 根 解熱、鎮痛、鎮静、消炎

ミミガタテンナンショウ
Arisaema limbatum  Nakai var. ionostemma
Ohashi et J.Murata サトイモ Araceae 天南星(ﾃﾝﾅﾝｼｮｳ) 塊茎 鎮痙(ﾁﾝｹｲ)、去痰、除湿

ムラサキ Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc. ムラサキ Boraginaceae 紫根(ｼｺﾝ) 根 消炎、解毒、解熱、肉芽形成

ムラサキバレンギク Echinacea purpurea  Moench キ  ク Asteraceae エキナセア根 根 免疫亢進、抗炎症

リンドウ
Gentiana scabra  Bunge var. buergeri
Maxim. リンドウ Gentianaceae 竜胆(ﾘｭｳﾀﾝ) 根 苦味健胃、胃液分泌促進

レンギョウ Forsythia suspensa Vahl. モクセイ Oleaceae 連翹(ﾚﾝｷﾞｮｳ) 果実 消炎、利尿、排膿、解毒
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アマハステビア Stevia rebaudiana  Bertoni キ　ク Asteraceae 甜菊(ﾃﾝｷﾞｸ) 葉 甘味料（砂糖の２００倍以上）

ウイキョウ Foeniculum vulgare  Miller セリ Apiaceae フェンネル 果実、葉 芳香性健胃、去痰、駆風（お腹のガス抜き）

ウコン Curcuma longa  Linn. ショウガ Zingiberaceae ターメリック 根茎 利胆、健胃

エゾネギ
Allium schoenoprasum  Linn. var.
schoenoprasum  Linn. ユ  リ Liliaceae チャイブ 葉 消化促進、発汗、抗菌

オニユリ Lilium lancifolium  Thunb. ユ　リ Liliaceae 百合(ﾋﾞｬｸｺﾞｳ) 鱗茎 消炎、鎮咳、鎮静

カミツレ Matricaria chamomilla  Linn. キ　ク Asteraceae ジャーマンカモミール 頭花 発汗、駆風（お腹のガス抜き）、鎮静、抗炎症

コウスイボク Lippia citriodora Humb. クマツヅラ Verbenaceae レモンバーベナ油 茎葉 整腸、消化促進、緩和

コエンドロ Coriandrum sativum  Linn. セ  リ Apiaceae コリアンダー 種子、茎葉 健胃、鎮咳、消臭

サフラン Crocus sativus  Linn. アヤメ Iridaceae サフラン 柱頭部 鎮静、鎮痛、通経、健胃

サルビア Salvia officinalis  Linn. シ　ソ Lamiaceae セージ 葉 防腐、収斂(ｼｭｳﾚﾝ)、利胆、止汗

ジャコウソウ Thymus sp. シ　ソ Lamiaceae フォクスリータイム 茎葉 発汗、収斂、利尿、強壮

セイヨウハッカ Mentha x piperita Linn. シ　ソ Lamiaceae ペパーミント 茎葉 消化促進、発汗、鎮痙、胆汁分泌促進

セイヨウワサビ Armoracia rusticana  P.Gaertn. et Scherb. アブラナ Brassicaceae ホースラディッシュ 根 抗菌、食欲増進

タチジャコウソウ Thymus vulgaris Linn. シ  ソ Lamiaceae タイム 茎葉 発汗、収斂、利尿、強壮

ノウゼンハレン Tropaeolum majus  Linn. ノウゼンハレン Tropaeolaceae ナスタチウム 葉、花 胸焼け症状の緩和

フジバカマ Eupatorium japonicum Thunb. キ　ク Asteraceae 蘭草(ﾗﾝｿｳ) 全草 利尿、通経、利胆　　匂袋

マンネンロウ Rosmarinus officinalis Linn. シ　ソ Lamiaceae ローズマリー 葉 消臭、抗菌、抗酸化

ミドリハッカ Mentha viridis  Linn. シ  ソ Lamiaceae スペアミント 茎葉 発汗、鎮痛、止血

メボウキ Ocimum basilicum  Linn. シ　ソ Lamiaceae バジル 葉、種子 血行改善

ラベンダー Lavandula angustifolia  Mill. シ　ソ Lamiaceae ラベンダー油 花穂 抗菌、鎮静、鎮痙、利尿

ルリヂシャ Borago officinalis Linn. ムラサキ Boraginaceae ボリジ 茎葉、花 鎮静、強壮

レモングラス Cymbopogon citratus Stapf イ  ネ Poaceae レモングラス 茎葉 鎮痛、鎮痙(ﾁﾝｹｲ)

ローゼル Hibiscus sabdariffa Linn. アオイ Malvaceae ローゼル 萼(ｶﾞｸ)　 利尿、疲労回復、茶材

ローマカミツレ Anthemis nobilis Linn. キ　ク Asteraceae ローマンカモミール 頭花 発汗、駆風（お腹のガス抜き）、鎮静、抗炎症


