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薬の歴史と配置薬の沿革（薬の年表）
年代 主要事項 付記

古代

天然の草根木皮 単味→複味
神話、大国主命と少彦名命 国づくり・療病の方
大国主命と白兎 古方（和方）

前後漢 中国の医薬学が確立 漢方
朝鮮半島（新羅・百済）の医学 大陸の文化（薬物医術）入る

538 年 仏教伝来
552 年 医術・薬物の渡来

飛鳥時代
598 年 聖徳太子（厩戸皇子）推古天皇に進言 薬物は民を養う要物なり、厚くこれを蓄う

よう５月５日を毎年薬日と定めた
（菖蒲の節句）

611 年
天皇、群臣を伴い宇陀地方へ薬狩り

（５月５日）
701 年 天武天皇、大宝律令の制定

医薬の制度
大学、典薬寮、薬園師、薬園生を置き学生
を教育

役行者（小角） 山岳仏教の祖
陀羅尼助（オウバクエキス） エキス製剤の始め

奈良時代
747 ～ 765 年 中将姫伝説 当麻寺
754 年 唐の名僧　鑑真、来朝 唐招提寺（奈良・西ノ京）

奇効丸 丸剤の始め
756 年 正倉院　御物

多数の薬物貯蔵 現在、尚、効果を失っていない。
鎌倉時代

1240 年 西大寺（奈良）豊心丹 売薬の始まり
室町時代

南北朝時代以来、戦乱のため社寺が荒廃
復興資金のための施薬から売薬を始める

寺院が荒れ、民間に移行
家伝薬（陀羅尼助）として温存、進歩した。

江戸時代
1683 年 富山藩２代目前田正甫公、反魂丹の調製 岡山の医師万代常閑の伝授

1690 年
江戸城において三春藩主秋田河内守の
腹痛を治して販売権を得る

「先用後利」を教えた
富山配置販売の始まり

1730 年 森野薬草園（奈良県大宇陀町）
御所今住　蘇命散・三光丸 奈良の配置薬の始まり
甲賀　神教丸・万金丹
日野　感応丸

滋賀県の配置薬の始まり

鳥栖・田代地区　万金膏
鹿島地区　唐人膏

佐賀県の配置薬の始まり

1866 年 仲間取締議定書連印帳 現各都道府県協議会の前身
明治時代

1870 年 売薬取締規制
1872 年 売薬業者へ鑑札
1874 年 医制
1877 年 売薬規則 西洋医学万能時代に入る
1883 年 売薬印紙税 業者反対運動
1886 年 売薬印紙交換規則
1893 年 中将湯

大正時代
1903 年 命の母
1914 年 売薬法改正
1926 年 売薬印紙税法廃止 業界全盛期にはいる

昭和時代
1933 年 この頃より大陸に進出 薬学校の設立（昭和５年）

各生産県においては配置員の資質の向上
をはかる

1942 年 売薬営業整備要項 昭和１３年　国家総動員法による
1943 年 薬事法制定 「売薬」の名称が消えた

1944 年
国会において売薬にかえ「家庭薬」とする
メーカー等の企業合同販売規制

一戸一袋の実施
配置地区の割当を行う

1945 年 終戦　業界復旧
1947 年 薬事法の制定
1951 年 都道府県協議会設立 (1951~1952)
1961 年 薬事法大改正 配置販売業の定義
1975 年 製薬工業組合連合会組織 中小企業近代化促進法の業種指定
1976 年 GMP の実施 医薬品製造並びに品質管理に関する規範
1982 年 日本配置家庭薬商業組合設立

現代
2005 年 日本置き薬協会設立
2006 年 薬事法改正 登録販売者の新設
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製造業者名 住所 〒番号 電話番号

高市製薬株式会社　明日香工場 奈良県高市郡明日香村大字野口１０番地 634-0145 0744-54-2020

朝日製薬株式会社 奈良県大和高田市曽大根５００ 635-0054 0745-52-2657

株式会社　松原達摩堂 奈良県磯城郡田原本町大字満田４５２ 636-0354 07443-2-2048

近畿医薬品製造株式会社　高取工場 奈良県高市郡高取町清水谷７１４ 635-0103 0744-52-2022

端壮薬品工業株式会社 奈良県橿原市今井町４－５－１０ 634-0812 0744-23-7700

萬金薬品工業株式会社 奈良県高市郡明日香村野口３１７ 634-0145 0744-54-2012

株式会社　きぬや薬舗 奈良県御所市今住４７５ 639-2245 0745-67-0016

大和中央製薬株式会社 奈良県橿原市北八木町１－６－１６ 634-0005 0744-22-2043

共立薬品工業株式会社 奈良県高市郡高取町清水谷１０８５ 635-0103 0744-52-2826

株式会社　藤井利三郎薬房 奈良県吉野郡吉野町吉野山２４１３ 639-3115 07463-2-3025

大峰堂薬品工業株式会社 奈良県大和高田市大字根成柿５７４番地 635-0051 0745-22-3601

寧薬化学工業株式会社　本社工場 奈良県大和高田市旭南町２－２５ 635-0035 0745-22-4151

薬王製薬株式会社 奈良県磯城郡田原本町２４５番地 636-0300 0744-33-5888

池尻製薬株式会社 奈良県高市郡高取町大字下子島３８６番地 635-0151 0744-52-2055

吉田製薬株式会社 奈良県葛城市東室３４ 639-2102 0745-69-2048

株式会社　大毎代理部薬品部 奈良県御所市大字今住６７ 639-2245 0745-67-0022

美吉野製薬株式会社 奈良県吉野郡大淀町大字大岩６９２番地 638-0842 0745-67-0144

丸太中嶋製薬株式会社 奈良県御所市大字今住１７０ 639-2245 0745-67-0006

中田薬品産業株式会社 奈良県橿原市今井町２－８－５ 634-0812 0744-22-3333

増田製薬株式会社 奈良県橿原市川西町４２９ 634-0826 0744-27-4381

日本医薬品製造株式会社 奈良県御所市古瀬１８ 639-2254 0745-67-0015

株式会社　田原兄弟社 奈良県橿原市見瀬町６７９ 634-0064 0744-27-3320

株式会社　三光丸本店 奈良県御所市大字今住７００番地の１ 639-2245 0745-67-1729

森本製薬株式会社 奈良県御所市７８３番地 639-2200 0745-62-2225

大佛堂製薬株式会社 奈良県御所市大字冨田２３番地の５ 639-2273 0745-62-2713

中村薬品工業株式会社 奈良県高市郡高取町大字丹生谷３１，３２ 635-0121 0745-67-0038

米田薬品工業株式会社　奈良工場 奈良県高市郡高取町大字市尾９８６ 635-0123 0744-52-2266

株式会社　雪の元本店 奈良県橿原市大谷町１８２，１８３，１８４ 634-0815 0744-22-2440

株式会社　赤玉堂 奈良県橿原市曲川町２丁目７番１３号 634-0837 0744-22-0269

ホシエヌ製薬株式会社 奈良県高市郡高取町大字下土佐４９５－１ 635-0153 0744-52-2317

株式会社　吉田養真堂　本社工場 奈良県橿原市南八木町３丁目８番２２号 634-0077 0744-22-2374

全国薬品工業株式会社 奈良県橿原市今井町２－１－２ 634-0812 0744-22-6381

クオリカプス株式会社 奈良県大和郡山市池沢町３２１－５ 639-1032 0743-56-0651

太陽堂製薬株式会社 奈良県高市郡高取町大字下土佐５７８ 635-0153 0744-52-2174

田村薬品工業株式会社 奈良県御所市大字西寺田５０ 639-2316 0745-66-0381

和田製薬株式会社 奈良県御所市池之内３４０ 639-2273 0745-62-5624

至誠堂製薬株式会社 奈良県御所市大字茅原２２０－１ 639-2241 0745-62-5555

大和合同製薬株式会社 奈良県橿原市川西町６３２－１ 634-0826 0744-27-3325

金陽製薬株式会社　五條工場 奈良県五條市中町３４５番地 637-0061 0747-22-8733

新生薬品工業株式会社 奈良県高市郡高取町大字清水谷１２６９番地 635-0103 0744-52-3330

福田商店 奈良県桜井市阿部新町４７７番地 633-0054 0744-42-2307

天真堂製薬株式会社 奈良県高市郡明日香村大字越４９５－１ 634-0138 0744-54-3088

太平化学産業株式会社　奈良工場 奈良県生駒郡斑鳩町高安１－１ 636-0104 0745-74-2281

東本製薬所 奈良県生駒郡平群町椣原２１－２ 636-0901 0745-45-0005

佐藤薬品工業株式会社 奈良県橿原市観音寺町９番地の２ 634-8567 0744-28-0021

大和製薬株式会社 奈良県御所市大字東佐味３３４－１ 639-2344 0745-66-0112

東邦薬品工業株式会社 奈良県橿原市縄手町字久保カイト２１４－１ 634-0073 0744-22-2561

株式会社　植野ガス 奈良県桜井市大字粟殿６０ 633-0062 0744-42-2771

成光薬品工業株式会社 奈良県北葛城郡広陵町大塚６１１－１ 635-0834 0745-55-4500

日新製薬株式会社 奈良県橿原市兵部町２－９ 634-0076 0744-22-2381

大師製薬株式会社 奈良県橿原市四分町７９－２ 634-0074 0744-23-6000

大峯山陀羅尼助製薬有限会社 奈良県吉野郡天川村洞川４８５－１ 638-0431 07476-4-0848

豊島製薬株式会社 奈良県高市郡高取町清水谷２９６－１ 635-0103 0744-52-2014

株式会社　前忠 奈良県吉野郡下市町大字下市２４２６ 638-0041 07475-2-2262

株式会社　大和サンソ 奈良県奈良市北之庄西町１－９－７ 630-8452 0742-61-6145

奈良県赤十字血液センター 奈良県大和郡山市筒井町大字笠松６００－１ 639-1123 0743-56-5916

協和ガス株式会社　奈良工場 奈良県奈良市白毫寺町字山田９４３－３ 630-8302 0742-26-0884

株式会社　伏山酸素商会 奈良県香芝市五位堂６丁目６番地 639-0226 0745-77-4344

大同薬品工業株式会社 奈良県葛城市新村２１４番地の１ 639-2121 0745-62-5031

三和澱粉工業株式会社 奈良県橿原市雲梯町５９４ 634-0834 0744-22-5531

堀江生薬株式会社　郡山工場 奈良県大和郡山市今国府町３６７－１ 639-1031 0743-57-0555

福田龍株式会社　奈良工場 奈良県御所市城山台１６６－２１ 639-2261 0745-66-2552

三星製薬株式会社 奈良県御所市１５３番地 639-2216 0745-65-2130

御所薬舗株式会社 奈良県御所市１２０７番地 639-2200 0745-62-3388

ワキ製薬株式会社 奈良県北葛城郡広陵町南郷８９８ 635-0814 0745-54-0999

金陽製薬株式会社　テクノ奈良工場 奈良県五條市住川町１４２０ 637-0014 0747-22-3451

寧薬化学工業株式会社　奥田工場 奈良県大和高田市大字奥田３８番地の２ 635-0052 0745-22-4151

ホシエヌ製薬株式会社　五條工場 奈良県五條市住川町１３８０番地 637-0014 0747-23-2533

和平製薬株式会社 奈良県葛城市辨之庄３８０－１ 639-2141 0745-69-2006

新生薬品工業株式会社　高取工場 奈良県高市郡高取町大字清水谷３１３－１ 635-0103 0744-52-3330

ユニテックメディカル株式会社　葛城工場 奈良県葛城市中戸３００ 639-2146 0745-69-9912

ユニテックメディカル株式会社　高取工場 奈良県高市郡高取町車木３２３－１ 635-0143 0745-63-1723

ワキ製薬株式会社　高田工場 奈良県大和高田市本郷町９番地１７号 635-0082 0745-52-6660

株式会社　バロックス 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂３９９－４ 636-0213 0745-44-0804

平成２３年４月１日現在奈良県の医薬品製造業一覧
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