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指定薬物として新規に指定される物質を含有する製品の取り扱いについて 

 

 

「薬事法第２条第 14 項に規定する指定薬物及び同法第 76 条の４に規定する

医療等の用途を定める省令の一部改正について（施行通知）」（平成 23 年９月 20

日付け薬食発 0920 第１号医薬食品局長通知）で通知したとおり、本日、「薬事

法第 2 条第 14 項に規定する指定薬物及び同法第 76 条の 4 に規定する医療等の

用途を定める省令の一部を改正する省令」（平成 23 年厚生労働省令第 115 号。

以下｢省令」という。）が公布され、新たに９物質が指定薬物に指定され、これ

らの物質を含有する製品（別紙参照）については、省令の公布日から起算して

30 日を経過した日（10 月 20 日）から輸入、製造、販売等が規制されることと

なりました。 

これらの物質を含有する製品については、省令が施行される 10 月 20 日まで

の間は指定薬物としての規制は受けませんが、お香や観賞用等の目的で使用さ

れる実態は確認されておらず、使用目的に係る標榜ぶり如何に関わらず、原則

として、無承認無許可医薬品と判断されるものと考えております。このため、

指定薬物として規制されるまでの間の駆け込み販売等も懸念されるところ、貴

職におかれては、使用実態を踏まえ、これらの物質を含有する製品の販売等の

指導取締りを強化していただくようお願いいたします。 

 

また、「合法○○」等と称して販売されているものであって、当該製品の名称

又は外観等が指定薬物を含有する製品に類似するものについては、指定薬物で

ある疑いがあると考えられることから、薬事法第 76 条の 6 第 1 項に規定する検

査命令の活用や買い上げ調査の対象にするなど、違法ドラッグ（いわゆる脱法

ドラッグ）の監視指導に努めていただくようお願いいたします。 

なお、違法ドラッグについては、「いわゆる「脱法ドラッグ」に対する指導取



締りの強化について」（平成 17 年 2 月 25 日付け薬食監麻発第 0225001 号監視

指導・麻薬対策課長通知）において示したとおり、使用目的に係る標榜ぶり如

何に関わらず、事実上、人体摂取目的で販売されていると判断される場合には、

薬事法上の無承認無許可医薬品に該当し、取締りの対象となり得ることを申し

添えます。 



（別紙）今回指定する指定薬物成分を検出した違法ドラッグ商品例（H23.9.20現在）

[A] [F] [N]

・ADRENALIZE Next ・Funny & Effect ・NEO GOLD SPICE

・AGEHA

・AMBIENT chapter2 [G] [O]

・ANARCHY DIGITAL ・Geronimo ・Original Spice Diamond

・ANARCHY SPEED ・GREEN CAT ・Original Spice Gold

・Angel Mind ・GT Anarchy Digital

・aura chrome ・GT Anarchy Speed [P]

・aura Platinum ・GT Anarchy Zone ・progressive trance

・aura Promotion Veil ・GT Black Holl 2nd ・psychedelic trance

・aura ruby ・GT Diablo Rosso 2nd

・aura sapphire ・GT Diana 2nd [R]

・Aztecah returns ・GT ecstasy XX LOVE WONDER ・RORSCHACH

・GT ecstasy XX SEX

[B] ・GT ecstasy XX SEX WONDER [S]

・Black Wind ・GT ecstasy XX WONDER ・Samurai King

・BLAZE 4th-edition ・GT Paradise 2nd ・SCARLET

・BUDDHA ・GT RUSH Meditation ・SHINE

・BURNING ・GT RUSH Miracle ・SUBLIMINAL

・GT The Northern lights

[C] ・GT-X [T]

・Carnival ・GT-Z ・THE FLOWER

・cat

・crush peach [H] [U]

・Harmony chapter2 ・Up & Dry

[D] ・HASTY DRIVING

・DEJAVU FANTASY ・HEART II [その他]

・DEJAVU FREEZE ・Hot & Mellow

・DEJAVU QUEST

・DIMENSION [I]

・DJ feel the vibe ・ICE DANGER

・DRAGON

・DUBLE DUTCH [J]

・Jamaican Gold Extreme

[E]

・Ecstasy Trip [K]

・Ecstasy XX ・KATANA ZAN

・ecstasy XX

・ecstasy XX love [M]

・ecstasy XX LOVE WONDER ・Magic powder DX

・ecstasy XX sex ・MANGA Hot

・ecstasy XX SEX WONDER ・MANGA Xtreme

・ecstasy XX WONDER ・MANGA Xxl

・Energy Smell goa trance ・moet

・ETERNAL ・MONSTER DEVILSIDE

・ETRANGER ・MONSTER GOBLIN

・MONSTER PARADISO

・Mystic

商品名

※平成22年度及び平成23年度　厚生労働科学研究費補助金「違法ドラッグの危害影響予測手法と分析に
関する研究」における分析結果

※平成23年度　「無承認無許可医薬品等買上調査」（厚生労働省委託事業）における分析結果

・抹香（マッコウ）

・2012 premium


