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正誤表・更新情報
本書中に訂正・更新箇所等がございました。お手数をお掛けしますが、下記ご参照頂けますようお願い申
しあげます （2017年11月29日）	

■第1版 第1刷（2017年9月1日発行）の修正・更新箇所
頁

場所

修正前

修正後

補足

掲載

第1章-4．六君子湯
48

処方例

六君子湯（43）1回2.5g，何回かに分けて 六君子湯（43）1日2.5〜5g（何回かに分
1日1〜2回，7〜14日分
けてよい．1包は2.5g），7〜14日分

17/09/15

51

下から13行目

六君子湯を香蘇散を併用すると

17/09/08

51

処方例

六君子湯（43）1回5g＋香蘇散（70）1回5g 六君子湯（43）1回2.5g＋香蘇散（70）1回
2.5g

17/09/08

51

処方例

甘草を含むため，併用する場合には，5g 甘草を含むため，併用する場合には，1
ずつ計10gまで
回5g(2.5g各1包)ずつ計1日10gまで

17/09/08

六君子湯と香蘇散を併用すると
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図1のキャプション
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