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主な内容

『中国薬典』2015年版第一部の概要

『中国薬典』2020年版の漢方薬基準の研究見通し



『中国薬典』2015年版第一部の概要

『中国薬典』の概要
及び第一部の構成

漢方生薬と飲子、
抽出物、漢方製剤の

規格内容

2015増補改訂版の
情况



『中国薬典』第一部（漢方薬基準）の案内

中華人民共和国薬典（CHP）

Pharmacopoeia of the People’s Republic of China

『中国薬典』は、国家薬品監督管理

部門により公布され、国家により、

薬品品質を保証し、且つ、人民によ

る薬物使用の安全性と有効性及び品

質制御性を保証する為に制定された

薬品法典である。『中国薬典』は、

薬品品質保証、公衆の身体健康と合

法的な薬物使用権の維持と保証並び

にわが国における医薬産業の健康な

発展促進にとって、非常に重要な役

割を果たす。

『中華人民共和国薬品管理

法』には、「薬品が国家薬

品基準に適合しなければな

らない。国務院薬品監督管

理部門により公布された

『中華人民共和国薬典』と

薬品基準が国家薬品基準で

ある。」と明確に規定され

ている。



『中国薬典』2015年版第一部の構成

 凡例：『中国薬典』を正しく使用して薬品品質検定を行う基本原則であり、『中国薬

典』の正文、添付資料及び品質検定関連共通問題に対する統一的な規定である。

 正文：薬物自身の物理化学的特性及び生物学的特性に基づき、批准された配合成分の

源、生産プロセスと貯蔵輸送条件等によって制定され、それに加えて、薬品品質が薬

物使用要求に達しているか検出し、且つ、その品質が安定的且つ均一的であるか判断

することに使用される技術規定である。

前書き
薬典
委員

リスト

薬典
変遷

凡例 正文 索引



『中国薬典』第一部の正文の内容

漢方生薬と飲子 Chinese Materia Medica and Prepared Slices of Chinese Crude Drugs

植物油脂と抽出物 Oil, Fats and Extractives

漢方製剤 Traditional Chinese Patent Medicines and Single Herb Preparations



漢方薬材と飲子規格の基本内容

 2015年版薬典第一部に618種の漢方
生薬と飲子が記載されている。

 品質基準の内容：
漢方生薬 飲子

• 名称

• 源

• 性状

• 確認

• 検査

• 浸出物

• 含有量測定

• 貯蔵

•名称

•源

•炮製

•性状

•確認

•検査

•含有量測定

•炮製

•性味と帰経

•効能と適応症

•用法・用量

•注意事項

•貯蔵



植物油脂と抽出物の規格の基本内容

 2015年版薬典に47種の植物油脂

と抽出物の品種が収載されえい
る。

 品質基準の内容

•名称
•源
•製法
•性状
•確認
•検査

•特徴的スペク
トル
•含有量測定
•貯蔵
•製剤



漢方製剤規格の基本内容

 2015年版薬典に、2157個の漢方製
剤が収録され連邦ている。

 品質基準の基本内容

•名称

•処方

•製法

•性状

•確認

•特徴的なスペクトル

•検査

•浸出物

•指紋スペクトル

•含有量

•効能と適応症

•用法・用量

•注意事項

•規格

•貯蔵



薬典の増補改訂版の状況

『中国薬典』2015年版の第一増補改訂版

•33品種を新規追加した。そのうち、、1種の新規追加漢方
生薬及び32種の新規追加漢方製剤を含む。

•105品種を改訂した。そのうち、、28種の改訂漢方生薬、2

種の改訂抽出物及び75種の改訂漢方製剤を含む。

『中国薬典』2015年版の第二増補改訂版

•8品種を新規追加した。これらは全部漢方製剤である。

•18品種を改訂した。そのうち、、3種の改訂漢方生薬、1種
の改訂抽出物及び14種の改訂漢方製剤を含む。



2020年版『中国薬典』漢方薬基準の研究見通し

漢方薬品質の
多段階制御

2020年版薬典
第一部の作成要領

2020年版薬典の漢方薬
基準の研究状況

有效性と品質
制御可能性

安全性
制御



漢方薬品質の多段階制御

種と種苗 栽培、採収と加工

漢方薬原料

GAP



漢方薬品質の多段階制御

飲子漢方生薬

GMP

漢方製剤



漢方薬品質の多段階制御

薬品流通--GSP

使用段階



第十一期薬典委員会専門委員会の組織構造
Committee of the 11th Chinese Pharmacopoeia Commission

合わせて26各専門委員会を設置して、340名の専門委員会委員を有する。

漢方薬97人 化学薬品65人 生物学的製品42人

民族医薬専門管理委員会16人
漢方薬と飲子第一専門委員会16人
漢方薬と飲子第二専門委員会16人
漢方製剤第一専門委員会15人
漢方製剤第二専門委員会15人
天然薬物専門管理委員会8人
漢方薬リスク評価専門委員会11人

化学薬品第一専門委員会13人
化学薬品第二専門委員会13人
化学薬品第三専門委員会13人
化学薬品第四専門委員会11人
生化学的薬品専門委員会11人
放射薬品専門委員会4人

生物学技術専門委員会13人
ワクチン製品専門委員会17人

血液製品専門委員会7人
生物学的製品通則専門委員会5人

医学54人 総合類（共通・薬用補助材料と医薬品用包材）82人

漢方医学専門委員会31人

医学専門委員会23人

物理化学的分析専門委員会18人、製剤専門委員会17人、微生物専門委員会9人、
名称と術語専門委員会9人、生物検定専門委員会8人、
医薬品用補助包材専門委員会13人、標準物質専門委員会8人



『中国薬典』2020年版第一部の作成要綱

漢方医学の臨床ニーズを志向して漢方薬品質管理技

術システムを構築し、漢方薬基準を制定する。

安全性の面

外生汚染物質による漢方薬
に対する影響を有効に制御
し、且つ、漢方薬の安全使
用の為の検査基準及び指導
方針を制定する。

有効性の面

漢方薬基準の特定性と全体
性を強化し、漢方薬分析検
査方法を継続的に革新して
完備化させる。



有効性と品質制御可能性——漢方薬と飲子

2018年漢方薬と飲子のプロジェクト立ち上げの為の課題：

№ 課題名

1 漢方薬の名称、源及び薬用箇所の改訂と規範化

2 補充及び充実完備化の確認

3 薄層確認法を補充して完備化させ、且つ、相応なスペクトル集を作成する。

4 DNA分子鑑定等の方法を採用して確認を行う。

5 漢方薬成分の全体的な制御方法を段々に押し広める。

6 飲子基準を充実させる。

7 飲子の炮製方法を重点に完備化させて規範化する。

8 漢方生薬及び飲子の性状改訂

9
飲子特徴に適合する含有量測定法を研究して作り上げ、且つ、飲子成分の全

体的な制御方法を段々に作り上げる。

10 飲子炮製前後の変化を研究し、且つ、特定性確認を作り上げる。

11 仕入価格が販売価格を上回る漢方薬品種

12 漢方薬採収加工方法改訂の指導方針及び漢方生薬性状の増補改訂



有効性と品質制御可能性——漢方薬と飲子

№ 課題名

13

「毒性」、「生薬と熟薬が証に応じた治療を行う」薬効と毒物学的成分を研
究して明らかにする基礎の上で、漢方薬飲子が有する、漢方薬と異なる特定

的な確認と含有量測定を作り上げる。

14 希少な漢方生薬飲子の特定性確認方法の研究

15 薄層確認用標準漢方生薬の抽出物研究開発と応用

16 栽培漢方生薬及び相応な飲子の顕微鏡確認特徴変化の研究

17 薏苡仁等の各条品種における真菌類毒素検査項目の増補改訂専門項目の研究

18 漢方薬における外生有害物質残留リスク評価技術システムの研究

19 漢方薬飲子追加収録関連指導原則の制定

20 飲子名称規範化関連指導原則の制定

21 漢方薬産地と採収期の確認関連指導方針の作成



有効性と品質制御可能性——漢方薬と飲子

プロジェクト立ち上げの
為の課題は、下記項目を
カバーする。

• 栽培類漢方薬類
• 希少な漢方生薬と飲子
• 標準漢方生薬の抽出物

• 飲子炮製後の変化
• 生薬と熟薬が証に応じ

た治療を行うことに関す
る研究

名称、源
及び薬用

箇所

性状説明

確認（薄
層確認、
顕微鏡確
認と

DNA分
子確認）

検査（水
分、灰分、
雑誌と浸
出物）

含有量測

定（特定

性）

外生有害
物質管理



有効性と品質制御可能性——漢方薬と飲子

 指導方針の起案 （合わせて5項目）

• 漢方薬品種の新規追加と漢方薬の源の新規追
加に関する指導方針

• 漢方薬飲子の新規追加関連指導方針の制定

• 飲子基準制定関連技術要件

• 漢方薬採収と産地関連指導方針

• 漢方薬野生と栽培性状との変化関連指導方針

研究の実施

 2020年版薬典における漢方生
薬と飲子の規格の完備化

• 漢方生薬と飲子の名称と源等の改訂と規範化

• 一般指標の埋めと補足

• 飲子の規格の完備化と規範化



有効性と品質制御可能性——抽出物

2002年～2005年の期間において、北京研究所は、中国科学技術部の難関攻略課題、
即ち、『70種漢方薬注射剤指紋スペクトル研究及び技術プラットフォームの構築』
のサブ課題、即ち、『舒血寧注射液指紋スペクトル研究及び規格の向上』を引き受
けて、舒血寧注射液、イチョウ葉抽出物とイチョウ葉指紋スペクトル規格を制定し
た。

2009年～2011年の期間において、北京所研究所が引き受けた北京市科学技術計画課
題『国産イチョウ葉抽出物の標準化研究』と結びづき、2009年国家によって指定さ
れた抜取検査品種舒血寧注射液の国家抜取検査を実施して、クロマトグラフの条件
を更に最適化した。

6つのフラボノール配糖体を調製して標準化し、且つ、指紋スペクトルと同じクロ
マトグラフ条件を採用して6種のフラボノール配糖体の含有量測定を実現し、それ
に加えて、中国食品薬品検定研究院によって配布された2ロットのイチョウ葉対照
抽出物を標準化した。

2013～2015年の期間において、中国科学技術の重大な専門プロジェクト、即ち、
『漢方薬規格研究と情報化システム建設プラットフォーム』サブ課題を引き受けて、
イチョウ葉単一漢方生薬製6種の内服製剤指紋スペクトル規格研究を完成した。



有効性と品質制御可能性——抽出物

HPLC UPLC

流動相 A:アセトニトリル、 B: 0.4%リン酸、

クロマトグラフィー
カラム

Inertsil R ODS-3 C18 

250mm× 4.6mm

Acquity UPLC® HSS T3

2.1 mm× 100 mm，1.8μm

検出波長 360nm

流速 1.0ml/min 0.4 ml/min

カラム温度 45 35

時間

（分間）
A（%） B（%）

0～2.3 16.6 83.4

2.3～4.6 16.6→19.7 83.4→80.3

4.6～7.3 19.7→24.0 80.3→76.0

7.3～9.0 24.0→27.0 76.0→73.0

9.0～12.0 27.0→30.0 73.0→70.0

12.0～14.0 30.0→40.0 70.0→60.0

14.0～14.01 40.0→80.0 60.0→20.0

14.01～15.0 80.0 20.0

時間

（分間）
A(%) B(%)

0～8

8～17

17～25

25～34

34～40

40～70

15

15→17

17

17→20

20

20→35

85

85→83

83

83→80

80

80→65



有効性と品質制御可能性——抽出物

供試品の指紋スペクトルにおいて、対照抽出物指紋スペクトルに相応する17個のクロマトグラフピークが

現れ、そのうち、、No. 6ピークが参照物ピークの保留時間に相応すること。全ピーク適合度について、

漢方薬クロマトグラフ指紋スペクトル相似度評価システムによって、供試品の指紋スペクトルと対照抽出

物指紋スペクトルとの相似度を計算すると、0.90以上であること。

HPLC：クロマトグラフィーカラム
Inertsil R ODS-3 C18を参照

UPLC：クロマトグラフィーカラム
Acquity UPLC® HSS T3を参照。

図S1 イチョウ葉対照抽出物の指紋スペクトル

6（S）ルチン標準品



有効性と品質制御可能性——抽出物

1.イチョウ葉抽出物での24％の総フラボンフラボノール配糖体含有量が国際で公認されているので、

如何なる剤型の試料内容物を換算すると、皆イチョウ葉抽出物と量的な関係を有する。抽出物指紋ス

ペクトルの確定は、製剤の品質管理の前提である。

2.対照抽出物を随行対照として採用することによって、異なる実験室、異なるクロマトグラフィーカ

ラム及びクロマトグラフィーカラム老化等の要素により引き起こす偏差を避け、これで、検出誤差を

低減することができる。

3.イチョウ葉抽出物指紋スペクトル規格の確立を通じて、イチョウ葉抽出物でのフラボンフラボノー

ル配糖体類成分に対する有効的な制御を実現し、且つ、偽造品混入と規則違反生産等の違法行為の発

生を防止できる。



有効性と品質制御可能性——漢方製剤

2020年版薬典第一部

品種の追加と退出：漢方医学の臨床ニーズを志向し、
安全性と有効性を有し、品質が制御可能で、剤型が合
理で、漢方医薬産業の特徴に適合する。退出機制を完
備化させる。

品質基準：基準体系を完備化させて規範化し、特定的
な確認を強化し、且つ、漢方製剤における有効性検出
技術を表すことができる研究を強化する。



『中国薬典』2015年版の第一増補改訂版新規追加品種

有効性と品質制御可能性——漢方製剤

芪参益気滴丸

元の基準の状況:独自的な品種であるので、元の基準が完備化
されていなく、確認項目に有毒試薬が含有されている。

薬典の基準：
配合成分に、野生絶滅危惧

のある植物、化石類、人類
胎盤類と動物糞便類漢方製
剤が含有されていない。

オウギ、タンジン、サンシ

チニンジンとコウコウ漢方
生薬基準は、皆『中国薬典』
に収載されている。

【配合成分】
オウギ1800g タンジン900g

サンシチニンジン180g  コウコウ油12g

コウコウ油は、コウコウに水を入れてか
ら回流することによって抽出された揮発
油であり、その基準を、芪参益気滴丸基
準の正文に添付する。



有効性と品質制御可能性——漢方製剤

【確認】薄層クロマトグラフィーでタンジン、サンシチ
ニンジンとコウコウという三種の漢方生薬を確認する。

元の標準の三項目の薄層確認に対する
改訂：

確認1：サルビアノリン酸B（薬典におけ

るタンジン漢方生薬確認参照）を標準品
とする薄層確認を考察したが、斑が明ら
かでないので、基準の正文にリストして
いない。

確認2：にんじんサポニンR1標準品を追
加した。

確認3：展開溶媒の中の有毒試薬「トル
エン」を置換した。

芪参益気滴丸規格の【確認】項目

薬材
標準品

標準漢方生薬

確認1 タンジン
スルフィン酸ナト

リウム

確認2

サンシチ
ニンジン
オウギ

サンシチニンジ・
サポニンR1

にんじん・サポニ
ンR1

アストラガロシド

確認3 コウコウ
コウコウ標準漢方

生薬



有効性と品質制御可能性——漢方製剤

【含有量測定】

• オウギでのアストラガロシドの含有量

をHPLC-ELSDで測定

• タンジンでのタンシノール含有量を

UPLC法で測定

元の基準でのタンシノール検出方法を改訂して、
HPLCをUPLCに改訂したが、含有量限度を変更しな

かった。

【検査】丸剤項目の下での各関連規定に適合すること。

基準の改訂は、安全性、システム性と品質制御
可能性を体現する。

オウギとタンジン配合
成分量は、総配合成分
量の93.4%を占めている。

一層高効率である。溶
剤を節約し、検出時間
を短縮できる。



『中国薬典』2015年版第一増補改訂版における
新規追加品種

有効性と品質制御可能性——漢方製剤

通竅耳聾丸

元の基準の状況：生産企業が6社あり、元の執行標準は衛生部発布

標準と正式資格標準である。標準は、完備化されていなく、衛生
部発布標準【確認】及び【含有量測定】項目がない。二つの標準
の間に差異が存在しているので、品質管理に不利である。

薬典標準： • 合わせて12種の漢方生薬があり、
漢方生薬基準は、皆2015年版薬
典に収載されている。

• 元の標準での「サイコ」を、
「北サイコ」に明確にして、

• 薬材の炮製品名称を規範化した。

【配合成分】

北サイコ リュウタン アロエ

ジュクダイオウ オウギ セイタイ

酢漬け青い
マンダリン皮

木香 テンナンショウ

ちんぴ トウキ しし



有効性と品質制御可能性——漢方製剤

【確認】顕微鏡確認法、薄層クロマトグラフ確認法で配合成分での9種
の薬材を定性的確認。

• 7種の薬材の顕微鏡確認を新規追
加

（配合成分での各薬材が皆生粉で
薬に入るので、顕微特徴が検出し
易い）

• 6種の薬材の薄層確認を新規追加

マダイオウのキサントシンは、ダイオウの偽
造品マダイオウの特徴的な成分である。

【検査】

丸剤項目の下での各関連規定に適合すること。

マダイオウのキサントシン：

検出できないこと。

顕微鏡
確認

3種

薄層確認
2種4種



有効性と品質制御可能性——漢方製剤

【検査】重金属とヒ酸塩の残留成分を考察したが、その含有量が、
それぞれ百万分の十と百万分の一を下回るので、その標準を、正文
に入れていない。

プロジェクト立ち関
連意見書：「リュウ
タンが配合成分での
主成分又は補助成分
であるので、その含
有量測定を研究する
ことができる……。」

【含有量測定】 リュウタンでのゲンチオピクロ
シド及びオウゴンでのバイカリン含有量をHPLC

で測定

リュウタン含有量測定方法を新規に追加し、且
つ、含有量限度を制定する。
（合わせて5社の生産企業のサンプルを80ロット
余り収集した）

標準の制定：試料が代表性を有すること。複数の企業の生産品種
収集試料が10ロット以上であり、且つ、独自的な品
種の試料が5ロット以上であること。



安全性制御——農薬残留と重金属制制限量研究

2015年版薬典——17種の漢方生薬と飲子品種に対して、重金属及び有害元素の制限量

を規定した。9種の植物薬及び8種の海洋生物と動物類漢方薬、五種の重金属元素を検

出する。

品種variety

重金属及び有害元素の制限量基準
/mg.kg-1

鉛Pb
カ ド ミ
ウムCd

ヒ素
As

水 銀
Hg

銅Cu

オウギ、キンギンカ、セイヨウジン、ビャクシャク、カンゾウ、
タンジン、サンザシ、クコシ、アキョウ、カキ、ハマグリの貝

殻 と真珠
Astragali Radix、Lonicerae Japonicae Flos 、Panacis Quinquefolii 

Rsdix、Paeoniae Radix alba 、Glycyrrhizae Radix Et Rhizoma、
Salviae Miltiorrhizae Et Rhizoma、Crataegi Frucitus、Lycii Fructus、

Asini corii colla、Ostreae Concha、Meretricis Concha、 Cyclinae 

Concha、Margarita

5 0.3 2 0.2 20

すいしつ Hirudo 10 1 5 1 /

コンブ（昆布）と海藻 Laminariae thallus、Eckloniae Thallus、
Saregassum

5 4 / 0.1 20

海螵蛸 Sepiae Endoconcha 8 5 10 0.2 20

プロポリス Propolis 8 / / / /



安全性制御——農薬残留と重金属制限量研究

2015年版薬典——4種の漢方薬と飲子品種は、農薬残留（有機塩素系

農薬残留）制限量規定：16 種の有機塩素系農薬を検出すること。

品種
variety

有機塩素系農薬の制限量基準/mg.kg 1

総ベンゼンヘ
キサクロリド

BHC

（α-BHC 、
β-BHC 、γ-B 

H C、 σ-

BHC)

総ジクロロジ
フェニルトリ
クロロエタン

DDT

（ pp’-DDE 、
pp’-DDD 、

op’-DDT、pp’-

DDT ）

キントゼン
Quintozene

ヘキサクロロ
ベンゼン

Hexachloroben

zene

ヘプタクロル
Heptachlor

（ヘプタクロ
ル又はヘプタ
クロルエポキ

シド ）

アルドリ
ン

Aldrin

クロルデン
Chlordane

（シスクロルデ
ン 、トランスク
ロルデン、酸化
クロルデン）

にんじん

セイヨウ
ジン

0.2 0.2 0.1 0.1 0.05 0.05 0.1

オウギ
カンゾウ

0.2 0.2 0.1 / / / /



安全性制御——農薬残留と重金属制限量研究

要綱の要求に基づき、2015年版薬

典の基礎の上に、漢方生薬と飲子で
の 重金属及び有害元素と農薬残留

の制限量基準の専門項目課題研究を
実施した。

重金属及び有害元素の制限量基準研究

課題は、8つの薬品検査機構及び研究院によって引き受けらら、2016年6月～

2019年5月の期間において、大量な研究業務が実施された。

 160種の漢方薬と飲子：花葉全草類40種、根及び根茎類80種と動物類漢方生薬

40種

 5種の金属元素：鉛Pb、カドミウム Cd、ヒ素 As、水銀 Hgと銅 Cu

 現在、6734ロットのデータを完成した。

2020年版薬典要綱の要求
完全化検出方法を作り上げて完

備化させ、漢方生薬と飲子での
重金属及び有害元素の制限量基
準を前面に制定し、且つ、相応
な通則項目下に盛り込む。



安全性制御——農薬残留と重金属制限量研究

 10種の薬品・食品同源漢方生薬及び飲子

 33種の使用禁止農薬品種

 現在、2900ロット余りのデータを完成した。

農薬残留量基準研究

キンギンカ
ニンジン タイソウ

バクモンドウ
チンピ

サンシチニンジン
トウジン クコ

キクカ
トウキ



安全性制御——農薬残留と重金属制限量研究

漢方薬での農薬残留リスク評価

リスク評価を通じて、下記問題に解答する
ことができる。

 どんな農薬は、高リスクを作り出す可能性が
あるか？リスク確率がどれぐらいあるか？

 標準は、高リスク指標をコントロールします
か？

 標準検査項目がある場合、指標が合理である
か？

 漢方生薬農薬に対する監督管理建議

にんじんを例として、

• 4種の農薬（ヘキサクロロベンゼン、ホレ
ート、総ベンゼンヘキサクロリドとキント
ゼン）。キントゼンは、最大なリスクであ
る。

• 現在版薬典のにんじん項目下の下で、三つ
の指標を検出するので、高リスクを有効的
に監視する。

• 指標が合理で、いくつかのMRL値を改訂
するよう勧める。

• 使用禁止・制限農薬に注目する。



安全性制御——農薬残留と重金属制限量研究

漢方薬での使用禁止農薬多重残留検出法

使用禁止農薬多重残留検出技術の特徴：

1、検出指標が多く、技術が複雑であること。

2、感度要求が高いこと。

3、漢方薬薬用箇所が複雑であること。

4、方法は、一定の適用性を有して、コストが制
御可能であること。

検出目標：農業部等によって公告された使用禁止
農薬33類（53種の化合物単体を含む）

検出方法：合わせて試料の事前処理、試料抽出、
供試液浄化と分析測定という四つのステップがあ
る。ステップ毎に、4-6種の測定方法をリストす
ることによって、方法の適用性を確保する。

方法（method）

抽
出

E1 高速ホモジネート High-speed Homogenate

E2 超音波抽出 Ultrasound extraction

E3 振盪抽出 Shaking Extraction

E4 高速溶剤抽出 (ASE)

浄
化

C1
浄化する必要がなく、直接に試料を注入して

分析するだけで良い。

C2 C18 又は HLB カラム固相抽出

C3 アミノ基カラム固相抽出

C4 グラファイト炭素カラム固相抽出

C5 固相分散抽出（改良QuEChERS)

C6 ゲル浸透クロマトグラフ（ GPC)

検
出

D1
ガスクロマトグラフ-質量分析計 GC-MS/MS ，

GC-MS

D2 ガスクロマトグラフ-質量分析計 LC-MS/MS

D3
気相クロマトグラフィー-電子捕獲検出器法

GC-ECD

D4
気相クロマトグラフィー-火炎光度検出器法

GC-FD

D5 高速液体クロマトグラフ蛍光検出法HPLC-FD



安全性制御——農薬残留と重金属制限量研究

2020年版薬典に下記を改訂するよう計画する。

<2341>農薬残留測定法

——『漢方薬での使用禁止農薬多重残留検出法』を追加するよう計画する。

<0212>漢方生薬と飲子検定通則

——統一的な植物類漢方生薬重金属制限量要求を確立するよう計画する。そ

の上、栽培類漢方薬での使用禁止農薬多重残留制限量要求を確立するよう計

画する。

<9302>漢方薬有害残留物制限量の指定製法原則

——『漢方薬での重金属及び有害元素リスク評価基本手順』と『漢方薬での

農薬残留リスク評価基本手順』を追加するよう計画する。

——重金属最大制限量理論値関連内容を改訂するよう計画する。



下記機構に対して、感謝の意を表します。一部分のデータが、中国食品
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