
薬用植物園内リスト

植栽区分 利用区分 植物名 学　名 別　名 科　名 科ラテン名
A. 樹木区 薬木（落葉樹） アメリカハナズオウ Cercis canadensis  L. マメ科 Leguminosae

A. 樹木区 薬木（落葉樹） エンジュ Sophora japonica  L. キフジ マメ科 Leguminosae

A. 樹木区 薬用果樹 カリン Pseudocydonia sinensis  C.
K. Schneid.

キボケ、カラ
ナシ、アンラ
ジュ

バラ科 Rosaceae

A. 樹木区 伝統薬原料植物 コブシ Magnolia kobus  DC. モクレン科 Magnoliaceae

A. 樹木区 伝統薬原料植物 サンシュユ Cornus officinalis  Sieb. et
Zucc. ミズキ科 Cornaceae

A. 樹木区 薬木（落葉樹） センダン Melia azedarach  L. センダン科 Meliaceae

A. 樹木区 薬木（落葉樹） トチュウ Eucommia ulmoides  D.
Oliver トチュウ科 Eucommiaceae

A. 樹木区 薬用果樹 ナツメ Zizyphus jujuba  Lam.
クロウメモド
キ科

Rhamnaceae

A. 樹木区 薬木（落葉樹） ハクウンボク Styrax obassia  Sieb. et
Zucc. エゴノキ科 Styracaceae

A. 樹木区 薬木（落葉樹） ハンカチノキ Davidia involucrata  Baill.
ハトノキ、ホ
オギリ

ヌマミズキ科 Nyssaceae

A. 樹木区 薬木（落葉樹） フサザクラ Euptelea polyandra  Sieb. et
Zucc. フサザクラ科 Eupteleaceae

A. 樹木区 薬木（落葉樹） メグスリノキ Acer nikoense  Maxim.
チョウジャノ
キ

カエデ科 Aceraceae

A. 樹木区 薬木（落葉樹） メタセコイア
Metasequoia
glyptostroboides  Hu et
Cheng

アケボノスギ スギ科 Taxodiaceae

A. 樹木区 薬木（落葉樹） モクレン Magnolia liliflora Desr. シモクレン モクレン科 Magnoliaceae



薬用植物園内リスト

植栽区分 利用区分 植物名 学　名 別　名 科　名 科ラテン名
A. 樹木区 薬木（落葉樹） モミジバフウ Liquidambar stylaciflua  L. マンサク科 Hamamelidacea

e
A. 樹木区 薬木（常緑樹） ヤブツバキ Camellia japonica  L. ツバキ科 Theaceae

A. 樹木区 薬用果樹 ヤマモモ Myrica rubra  Sieb. et Zucc. ヤマモモ科 Myricaceae

B. 万葉植物区
伝統薬原料植物、
万葉植物

ウメ Prunus mume Sieb. et Zucc. バラ科 Rosaceae

B. 万葉植物区 伝統薬原料植物 オトギリソウ Hypericum erectum  Thunb.

アオクスリ、
タカノキズク
スリ、ボンバ
ナ

オトギリソウ
科

Guttiferae

B. 万葉植物区 薬木（落葉樹） キリシマツツジ Rhododendron  sp. ツツジ科 Ericaceae

B. 万葉植物区 伝統薬原料植物 クコ
Lycium rhombifolium
(Moench) Dippel ex
Dosch et Scriba

オニグコ ナス科 Solanaceae

B. 万葉植物区 薬木（落葉樹） シナマンサク Hamamelis mollis  D. Oliver マンサク科 Hamamelidacea
e

B. 万葉植物区 伝統薬原料植物 シャクナゲ
Rhododendron metternichii
Sieb. et Zucc. var.
hondoense Nakai

ツツジ科 Ericaceae

B. 万葉植物区 万葉植物 タチバナ Citrus tachibana  Tanaka ミカン科 Rutaceae

B. 万葉植物区 伝統薬原料植物 マンリョウ Ardisia crenata  Sims ヤブコウジ科 Myrsinaceae

B. 万葉植物区 万葉植物 ミヤマシキミ Skimmia japonica Thunb. ミカン科 Rutaceae

B. 万葉植物区 薬木（落葉樹） メギ Berberis  thunbergii DC.
コトリトマラ
ズ

メギ科 Berberidaceae

B. 万葉植物区 伝統薬原料植物 ヤツデ Fatsia japonica  Decne. et
Planch. ウコギ科 Araliaceae



薬用植物園内リスト

植栽区分 利用区分 植物名 学　名 別　名 科　名 科ラテン名

B. 万葉植物区 伝統薬原料植物 ワタナベソウ Peltoboykinia watanabei
(Yatabe) Hara ユキノシタ科 Saxifragaceae

C. ロックガーデン 伝統薬原料植物 アメリカナンブソウ Achlys triphylla  DC. メギ科 Berberidaceae

C. ロックガーデン 伝統薬原料植物 イブキジャコウソウ
Thymus serphyllum  L.
subsp. quinquecostatus
Kitamura

シソ科 Labiatae

C. ロックガーデン 伝統薬原料植物 カキドオシ
Glechoma hederacea   Linn.
var.  grandis (A. Gray)
Kudo

カントリソウ
、ゼニカズラ

シソ科 Labiatae

C. ロックガーデン 香料植物 カミツレ Matricaria chamomilla  L. カモミール キク科 Compositae

C. ロックガーデン 万葉植物 カワラナデシコ
Dianthus superbus L.
var.longicalycinus  (Maxim.)
Williams

ナデシコ科 Caryophyllaceae

C. ロックガーデン 有毒植物 サクラソウ Primula sieboldii  E. Morren
宇宙，銀覆輪
，紅葉橋

サクラソウ科 Primulaceae

C. ロックガーデン 伝統薬原料植物 ツワブキ
Farfugium japonicum  (Linn
．) Kitam.

レンポウグサ キク科 Compositae

C. ロックガーデン 伝統薬原料植物 ナギナタコウジュ Elsholtzia ciliata (Thunb.)
Hyland. ハンベソ シソ科 Labiatae

C. ロックガーデン 伝統薬原料植物 ナンブソウ
Achlys japonica  Maxim (=
A. triphylla  DC. subsp.
japonica  Kitamura)

メギ科 Berberidaceae

C. ロックガーデン 薬用果樹 ハナユ Citrus hanayu  hort. ex
Shirai ミカン科 Rutaceae



薬用植物園内リスト

植栽区分 利用区分 植物名 学　名 別　名 科　名 科ラテン名

C. ロックガーデン 香料植物 マヨラナ Origanum majorana  L.
sweet majoram,
knotted
majoram

シソ科 Labiatae

C. ロックガーデン 伝統薬原料植物 ヤブコウジ Ardisia japonica  Blume ヤマタチバナ ヤブコウジ科 Myrsinaceae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物 アカヤジオウ
Rehmannia glutinosa
Libosch var. purpurea
Makino

ゴマノハグサ
科

Scrophulariacea
e

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物、
万葉植物

アサガオ Pharbitis nil Chois. ヒルガオ科 Convolvulaceae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物 アマギアマチャ

Hydrangea macrophylla
(Thunb.) Seringe subsp.
angustata  (Feanch. et
Savat.) Kitamura

ユキノシタ科 Saxifragaceae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物 アマチャ Hydrangea macrophylla
Ser. var. thunbergii Makino ユキノシタ科 Saxifragaceae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物 ウイキョウ Foeniculum vulgare Miller フェンネル セリ科 Umbelliferae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物、
万葉植物

オケラ Atractylodes japonica
Koidz.

ウケラ、ワレ
モカウ、ヲケ
ラ、ウケラガ
バナ

キク科 Compositae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物、
万葉植物

キキョウ Platycodon grandiflorum
(Jacq.) A.DC. キキョウ科 Campanulaceae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物 クチナシ Gardenia jasminoides Ellis
forma grandiflora Makino センプク アカネ科 Rubiaceae



薬用植物園内リスト

植栽区分 利用区分 植物名 学　名 別　名 科　名 科ラテン名
D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物 ゲンノショウコ Geranium thunbergii Sieb.
et Zucc. ミコシグサ フウロソウ科 Geraniaceae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物 コガネバナ Scutellaria baicalensis
Georgi シソ科 Labiatae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物 サフラン Crocus sativus  L. 薬用サフラン アヤメ科 Iridaceae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物 サラシナショウマ Cimicifuga simplex
Wormsk. キンポウゲ科 Ranunculaceae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物 シャクヤク Paeonia lactiflora Pallas ボタン科 Paeoniaceae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物 スペインカンゾウ Glycyrrhiza glabra  L. マメ科 Leguminosae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物 センキュウ Cnidium officinale Makino セリ科 Umbelliferae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物 チョウセンゴミシ Schisandra chinensis Baill. マツブサ科 Schisandraceae

D. 伝統薬原料植物
区

薬木（常緑樹） テンダイウヤク Lindera strychnifolia ウヤク クスノキ科 Lauraceae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物
トウキ（ホッカイト
ウキ）

Angelica acutiloba
Kitagawa var. acutiloba

オオブカトウ
キ

セリ科 Umbelliferae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物 ドクダミ Houttuynia cordata  Thunb. ドクダミ科 Saururaceae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物 フタマタマオウ Ephedra distachya  L.
マンシュウマ
オウ

マオウ科 Ephedraceae



薬用植物園内リスト

植栽区分 利用区分 植物名 学　名 別　名 科　名 科ラテン名
D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物 ホソバオケラ Atractylodes lancea  DC. キク科 Compositae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物 ボタン Paeonia suffruticosa
Andrews "カオウ" ボタン科 Paeoniaceae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物
マオウ（シナマオウ
）

Ephedra sinica  Stapf マオウ科 Ephedraceae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物 ミシマサイコ Bupleurum falcatum  L. セリ科 Umbelliferae

D. 伝統薬原料植物
区

伝統薬原料植物 ヤブラン Liriope platyphylla  Wang et
Tang ユリ科 Liliaceae

E. 薬用果樹区
伝統薬原料植物、
薬用果樹

アンズ Prunus armeniaca  L. var.
ansu Maxim. カラモモ バラ科 Rosaceae

E. 薬用果樹区 薬用果樹 イチジク Ficus carica  L. クワ科 Moraceae

E. 薬用果樹区 薬用果樹 オニグルミ Juglans ailanthifolia  Carr. クルミ科 Juglandaceae

E. 薬用果樹区 薬用果樹 カキノキ Diospyros kaki  Thunb. ヤマガキ カキノキ科 Ebenaceae

E. 薬用果樹区 薬用果樹 カリン Pseudocydonia sinensis  C.
K. Schneid.

キボケ、カラ
ナシ、アンラ
ジュ

バラ科 Rosaceae

E. 薬用果樹区 薬用果樹 キンカン Fortunella japonica
(Thunb.) Swingle ミカン科 Rutaceae

E. 薬用果樹区 薬用果樹 クリ Castanea crenata  Sieb. et
Zucc. ブナ科 Fagaceae

E. 薬用果樹区 薬用果樹 クワ Morus alba  L.
マグワ，カラ
ヤマグワ

クワ科 Moraceae



薬用植物園内リスト

植栽区分 利用区分 植物名 学　名 別　名 科　名 科ラテン名
E. 薬用果樹区 薬用果樹 ザクロ Punica granatum  L. ザクロ科 Punicaceae

E. 薬用果樹区
伝統薬原料植物、
薬木（落葉樹）

サンシュユ Cornus officinalis Sieb. et
Zucc.

ハルコガネバ
ナ

ミズキ科 Cornaceae

E. 薬用果樹区 薬用果樹 スモモ Prunus salicina  Lindl. バラ科 Rosaceae

E. 薬用果樹区
伝統薬原料植物、
万葉植物

ダイダイ Citrus aurantium  L.
subsp.amara Engl. ミカン科 Rutaceae

E. 薬用果樹区 薬用果樹 ナシ Pyrus pyrifolia  Nakai var.
culta  Nakai バラ科 Rosaceae

E. 薬用果樹区 薬用果樹 ビワ Eriobotrya japonica
(Thunb.) Lindl. ヒワ バラ科 Rosaceae

E. 薬用果樹区
伝統薬原料植物、
万葉植物

モモ Prunus persica Batsch バラ科 Rosaceae

E. 薬用果樹区 薬用果樹 ヤマモモ Myrica rubra  Sieb. et Zucc. ヤマモモ科 Myricaceae

F. ドーム温室内 薬用果樹 アボガド Persea americana Mill. クスノキ科 Lauraceae

F. ドーム温室内 伝統薬原料植物 インドジャボク Rauwolfia serpentina
Benth.

キョウチクト
ウ科

Apocynaceae

F. ドーム温室内 薬用果樹 カカオ Theobroma cacao  L.
CACAU（カカ
ウ）

アオギリ科 Sterculiaceae

F. ドーム温室内 薬用果樹 ガラナ Paullinia  cupana   HBK.
GUARANA（
グァラナ）

ムクロジ科 Sapindaceae

F. ドーム温室内 薬用果樹
キミノコ-ヒ-（コー
ヒーノキ）

Coffea arabica  L. アカネ科 Rubiaceae

F. ドーム温室内 薬用果樹 キミノバンジロウ Psidium cattleianum  Sabine
var. lucidum  hort. フトモモ科 Myrtaceae



薬用植物園内リスト

植栽区分 利用区分 植物名 学　名 別　名 科　名 科ラテン名

F. ドーム温室内
その他（ダイエッ
ト）

ギムネマ Gymnema sylvestre  R.Br. ガガイモ科 Asclepiadaceae

F. ドーム温室内 香料植物 クミスクチン Orthosiphon stamineus
Benth. シソ科 Labiatae

F. ドーム温室内
伝統薬原料植物、
香辛料植物

ゲットウ Alpinia speciosa  K. Schm. ショウガ科 Zingiberaceae

F. ドーム温室内 香辛料植物 コショウ Piper auritum  H. B. et. K. コショウ科 Piperaceae

F. ドーム温室内 その他（嗜好料） コラノキ Cola nitida  A.Chev. アオギリ科 Sterculiaceae

F. ドーム温室内
伝統薬原料植物、
香辛料植物

ショウズク（カルダ
モン）

Elettaria cardamomum
White et Maton ショウガ科 Zingiberaceae

F. ドーム温室内
伝統薬原料植物、
香辛料植物

セイロンニッケイ Cinnamomum zeylanicum
Blume クスノキ科 Lauraceae

F. ドーム温室内 伝統薬原料植物
セクロピア・パルマ
ータ

Cecropia  sp.

IMBAUBA(UM
BAUBA)（イ
ンバウーバ）

クワ科 Moraceae

F. ドーム温室内 伝統薬原料植物
ダルベルギア・モネ
タリア

Dalbergia monetaria  L.
VARONICA（
ヴァロニカ）

マメ科 Leguminosae

F. ドーム温室内
伝統薬原料植物、
香辛料植物

チョウジ Syzygium aromaticum Merr.
et Perry チョウシツキ フトモモ科 Myrtaceae

F. ドーム温室内 伝統薬原料植物 トウアズキ Abrus precatorius  L. マメ科 Leguminosae

F. ドーム温室内 伝統薬原料植物 トコン Cephaelis ipecacuanha
(Brot.) A. Rich. リオトコン アカネ科 Rubiaceae

F. ドーム温室内 香料植物 バニラ Vanilla planifolia  Andrews ラン科 Orchidaceae



薬用植物園内リスト

植栽区分 利用区分 植物名 学　名 別　名 科　名 科ラテン名

F. ドーム温室内
伝統薬原料植物、
香料植物

ヒマラヤカノコソウ Valeriana wallichii  DC. オミナエシ科 Valerianaceae

F. ドーム温室内 薬木 ビャクダン Santalum album  L. センダン ビャクダン科 Santalaceae

F. ドーム温室内
伝統薬原料植物、
薬木

ビンロウジュ Areca catechu  L. ヤシ科 Palmae

F. ドーム温室内
伝統薬原料植物、
染料植物

ベニノキ Bixa  arborea  Huber.
URUCU(M)（
ウルク）

ベニノキ科 Bixaceae

F. ドーム温室内 薬用果樹 マンゴー Mangifera indica  L. ウルシ科 Anacardiaceae

F. ドーム温室内 伝統薬原料植物 ヤボランジ Pilocarpus  microphyllus
Stapf.

JABORANDI（
ジャボランジ
）

ミカン科 Rutaceae

G. 有毒植物区 伝統薬原料植物 オオツヅラフジ Sinomenium acutum  Rehd.
et Wils.

アオカズラ、
アオツヅラ、
ツタノハカズ
ラ

ツヅラフジ科 Menispermacea
e

G. 有毒植物区 有毒植物 ガガイモ Metaplexis japonica
(Thunb.) Makino チチグサ ガガイモ科 Asclepiadaceae

G. 有毒植物区 有毒植物 キョウチクトウ Nerium indicum Mill.
キョウチクト
ウ科

Apocynaceae

G. 有毒植物区 有毒植物 クララ Sophora flavescens Aiton マトリグサ マメ科 Leguminosae

G. 有毒植物区 有毒植物 サルココッカ Sarcococca wallichii  Stapf ツゲ科 Buxaceae

G. 有毒植物区
伝統薬原料植物、
有毒植物

ジギタリス Digitalis purpurea L.
キツネノテブ
クロ

ゴマノハグサ
科

Scrophulariacea
e



薬用植物園内リスト

植栽区分 利用区分 植物名 学　名 別　名 科　名 科ラテン名

G. 有毒植物区 有毒植物
シロバナマンジュシ
ャゲ

Lycoris albiflora  Koidzumi ヒガンバナ科 Amaryllidaceae

G. 有毒植物区 有毒植物 スズラン Convallaria keiskei  Miq. キミカゲソウ ユリ科 Liliaceae

G. 有毒植物区 有毒植物 チョウジソウ Amsonia elliptica
(Thunb.)Roem. et Schult.

キョウチクト
ウ科

Apocynaceae

G. 有毒植物区 万葉植物 テイカカズラ Trachelospermum asiaticum
Nakai

キョウチクト
ウ科

Apocynaceae

G. 有毒植物区 有毒植物 テンナンショウ Arisaema serratum  Schott ﾑﾗｻｷﾏﾑｼｸﾞｻ サトイモ科 Araceae

G. 有毒植物区 有毒植物 ドクウツギ Coriaria japonica  A.Gray ドクウツギ科 Coriariaceae

G. 有毒植物区
伝統薬原料植物、
有毒植物

ハシリドコロ Scopolia japonica  Maxim. キチガイソウ ナス科 Solanaceae

G. 有毒植物区 有毒植物 ハナトリカブト Aconitum chinense  Sieb. キンポウゲ科 Ranunculaceae

G. 有毒植物区 万葉植物 ヒガンバナ Lycoris radiata  (LÅfHerit.)
Herb. シニンバナ ヒガンバナ科 Amaryllidaceae

G. 有毒植物区 有毒植物 フクジュソウ Adonis amurensis Regel et
Radde ガンジツソウ キンポウゲ科 Ranunculaceae

G. 有毒植物区
伝統薬原料植物、
有毒植物

ベラドンナ Atropa belladonna  L.
オオカミナス
ビ

ナス科 Solanaceae

G. 有毒植物区 有毒植物 ホルトソウ Euphorbia lathyris  L.
トウダイグサ
科

Euphorbiaceae

G. 有毒植物区 有毒植物 ヤブレガサ Syneilesis palmata  (Thunb.)
Maxim. キク科 Compositae

G. 有毒植物区 有毒植物 ヤマブキソウ Chelidonium japonicum
Thunb. ケシ科 Papaveraceae
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H. 落葉樹木区 薬用食物 ウコギ Acanthopanax sieboldianus
Makino ウコギ科 Araliaceae

H. 落葉樹木区 伝統薬原料植物 エゾウコギ Acanthopanax senticosus
Harms ウコギ科 Araliaceae

H. 落葉樹木区 香料植物 カユプテ Melaleuca leucadendron  L. フトモモ科 Myrtaceae

H. 落葉樹木区 伝統薬原料植物 キササゲ Catalpa ovata G. Don カワラササゲ
ノウゼンカズ
ラ科

Bignoniaceae

H. 落葉樹木区 薬木（落葉樹） キジュ Camptotheca acuminata
Decne. ヌマミズキ科 Nyssaceae

H. 落葉樹木区 薬木（落葉樹） クサギ Clerodendron trichotomum
Thunb. クマツヅラ科 Verbenaceae

H. 落葉樹木区 薬木（落葉樹） コブシ Magnolia kobus  DC.
ヤマアララギ
、コブシハジ
カミ

モクレン科 Magnoliaceae

H. 落葉樹木区
伝統薬原料植物、
香辛料植物

サンショウ Zanthoxylum piperitum DC. ハジカミ ミカン科 Rutaceae

H. 落葉樹木区 伝統薬原料植物 シナレンギョウ Forsythia viridissima Lindl. モクセイ科 Oleaceae

H. 落葉樹木区 薬木（落葉樹） セイヨウサンザシ Crataegus oxyacantha L. バラ科 Rosaceae

H. 落葉樹木区 薬木（落葉樹） センダン Melia azedarach  L. センダン科 Meliaceae

H. 落葉樹木区
伝統薬原料植物、
薬木（落葉樹）

ニガキ Brucea javanica Merr. ニガキ科 Simaroubaceae

H. 落葉樹木区 薬木（落葉樹） ニシキギ Euonymus alatus  Sieb. ニシキギ科 Celastraceae

H. 落葉樹木区 万葉植物 ニワトコ Sambucus sieboldiana
(Miq.) Blume ex Graebn. キタズ スイカズラ科 Caprifoliaceae

H. 落葉樹木区 万葉植物 ヌルデ Rhus javanica  L. フシノキ ウルシ科 Anacardiaceae
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H. 落葉樹木区 薬木（落葉樹） ハンカチノキ Davidia involucrata  Baill.
ハトノキ、ホ
オギリ

ヌマミズキ科 Nyssaceae

H. 落葉樹木区 薬木（落葉樹） マルバチシャノキ Ehretia dicksonii  Hance var.
japonica  Nakai ムラサキ科 Boraginaceae

H. 落葉樹木区 薬木（落葉樹） ムクロジ Sapindus mukorossi Gaertn. ムクロ ムクロジ科 Sapindaceae

H. 落葉樹木区 薬木（落葉樹）
ムラサキハシドイ（
ライラック）

Syringa vulgaris  L.
ライラック、
リラ

モクセイ科 Oleaceae

H. 落葉樹木区 伝統薬原料植物 レンギョウ Forsythia suspens (Thunb.)
Vahl モクセイ科 Oleaceae

I. 育苗区 伝統薬原料植物 アシタバ Angelica keiskei  Koidzumi セリ科 Umbelliferae

I. 育苗区 薬木（常緑樹） イチイ Taxus cuspidata Sieb. et
Zucc. イチイ科 Taxaceae

I. 育苗区 伝統薬原料植物 ウルシ Rhus verniciflus Stockes ウルシ科 Anacardiaceae

I. 育苗区 伝統薬原料植物 オオアマドコロ
Polygonatum odoratum
(Mill.) var. Maximowiczii
(Fr. Schm.) Koidz.

ユリ科 Liliaceae

I. 育苗区 伝統薬原料植物 オタネニンジン Panax ginseng  C. A. Mayer
チョウセンニ
ンジン

ウコギ科 Araliaceae

I. 育苗区
伝統薬原料植物、
その他（甘味）

カンゾウ Glycylrrhiza aspera  Pall.
ロシアカンゾ
ウ

マメ科 Leguminosae

I. 育苗区 伝統薬原料植物 キカラスウリ
Trichosanthes kirilowii
Maxim.  var.  japonica
(Miq.) Kitamura

ウリ科 Cucurbitaceae

I. 育苗区 伝統薬原料植物 キバナカタクリ Erythronium japonicum
Decne.var. ユリ科 Liliaceae
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I. 育苗区 薬木（常緑樹） キミノオンコ Taxus cuspidata  Sieb. et
Zucc. forma イチイ科 Taxaceae

I. 育苗区 伝統薬原料植物 クロバナヒキオコシ Rabdosia trichocarpa
(Maxim.) Hara シソ科 Labiatae

I. 育苗区 伝統薬原料植物 センブリ Swertia japonica  (Schult.)
Makino リンドウ科 Gentianaceae

I. 育苗区 伝統薬原料植物 ダイオウ Rheum officinale Bailon タデ科 Polygonaceae

I. 育苗区
伝統薬原料植物、
万葉植物

ムラサキ Lithospermum
erythrorhizon Sieb. et Zucc. ムラサキ科 Boraginaceae

J. 水生植物区
伝統薬原料植物、
水生植物

コウホネ Nuphar japonicum DC. カワホネ スイレン科 Nymphaeaceae

J. 水生植物区 水生植物 サジオモダカ
Alisma plantago －
aquatica L.

var．orientale Samuels

オモダカ科 Alismataceae

J. 水生植物区 水生植物 ザゼンソウ
Symplocarpus foetidus  Nutt.
var. latissimus  (Makino)
Hara

サトイモ科 Araceae

J. 水生植物区 万葉植物 ショウブ Acorus calamus L. var.
angustatus Bess. ノキアヤメ サトイモ科 Araceae

J. 水生植物区 水生植物 ヒツジグサ Nymphaea tetragona  Georgi
var. angusta  Casp. スイレン科 Nymphaeaceae

J. 水生植物区 水生植物 ヒメガマ Typha angustifolia  L. ガマ科 Typhaceae

J. 水生植物区 水生植物 ヒメザゼンソウ Symplocarpus nipponicus
Makino サトイモ科 Araceae
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J. 水生植物区 水生植物 ミズバショウ Lysichiton camtschatcense
(L.) Schott サトイモ科 Araceae

J. 水生植物区 水生植物 ミソハギ Lythrum anceps  Makino ミソハギ科 Lythraceae

J. 水生植物区 水生植物 ミツガシワ Menyanthes trifoliata  L. ミズハンゲ ミツガシワ科 Menyanthaceae

K. 貴重植物区 薬木（落葉樹） アブラチャン Parabenzoin praecox Nakai クスノキ科 Lauraceae

K. 貴重植物区 伝統薬原料植物 アミガサユリ Fritillaria verticillata
Willd. var. thunbergii Baker バイモ ユリ科 Liliaceae

K. 貴重植物区 伝統薬原料植物 イチヤクソウ Pyrola japonica Klenze
イチヤクソウ
科

Pyrolaceae

K. 貴重植物区 伝統薬原料植物 ウスバサイシン Asiasarum sieboldii F.
Maekawa

ウマノスズク
サ科

Aristolochiaceae

K. 貴重植物区 伝統薬原料植物 オウレン Coptis japonica Makino キンポウゲ科 Ranunculaceae

K. 貴重植物区 伝統薬原料植物 オオバキハダ Phellodendron amurense
Rupr.var.japonicum  ohwi ミカン科 Rutaceae

K. 貴重植物区 薬木（落葉樹） オオバクロモジ
Lindera umbellata Thunb.
var. membranacea
(Maxim.) Momiyama

クスノキ科 Lauraceae

K. 貴重植物区 万葉植物 カタクリ Erythronium japonicum
Decne.var. カタカゴ ユリ科 Liliaceae

K. 貴重植物区 伝統薬原料植物 キハダ Phellodendron amurense
Rupr. オウバク ミカン科 Rutaceae

K. 貴重植物区 薬木（落葉樹） ケンポナシ Hovenia dulcis  Thunb.
クロウメモド
キ科

Rhamnaceae

K. 貴重植物区 伝統薬原料植物 コセリバオウレン Coptis japonica Makino
var. major Sakake キンポウゲ科 Ranunculaceae
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K. 貴重植物区 伝統薬原料植物
ショウドシマレンギ
ョウ

Forsythia japonica  Makino
var. subintegra  Hara モクセイ科 Oleaceae


