
使 用 上 の 注 意

裏面もお読みください。

用 法 ・ 用 量

効 能 ・ 効 果

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の強心薬

１．次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
1医師の治療を受けている人
2妊婦又は妊娠していると思われる人

２．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を
中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

３．５～６日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を
持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

してはいけないこと

相 談 す る こ と

関係部位 症　　　状
消 化 器 吐き気・嘔吐

ゴオウ・センソ・ロクジョウ配合

◆心臓は、生命を維持するために生涯休むことなく働きつづけています。心臓は、周期的に収縮
拡張をくり返して血液を全身に循環させる機能を果たしています。しかし、体がつかれたりス
トレスが溜まると、この心臓に負担がかかり、動悸・息切れ・めまいなどの症状があらわれて
きます。これは健康な身体への赤信号です。少しでも早めに心臓を守ることが大切です。

動悸、息切れ、気付け

次の１回量を１日2回、水又は白湯にて服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉
1定められた用法・用量を厳守してください。
2かまずに服用してください。

年　齢 １回量 １日服用回数
成人（15才以上） ２粒 ２回
15才未満 服用しないこと

和漢薬強心剤
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①キャップをはずします。 ②容器の先端（中栓）を手
のひらに押しあてます。

③容器を手のひらからはな
すと、1粒取り出せます。

保管及び取扱い上の注意

丸 剤 の 取 り 出 し 方

成 分 ・ 分 量

1直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2小児の手の届かない所に保管してください。
3他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）

4配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

１日量（４粒）中

68N2

添加剤：サリチル酸、寒梅粉、炭酸Ca、薬用炭、l   -メントール、香料　含有

製造販売元　

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

お問い合わせ先　株式会社　富士薬品（学術室）
電話（048）648－1118　　9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

スミ

成　分 含　量 は　た　ら　き

ゴオウ 2.0mg 末梢血管の血流を改善し、心臓の負担をやわらげます。

センソ 4.0mg 心臓の収縮力を高め、全身へ十分な血液を送ります。

ジンコウ末 4.0mg ストレスからくる神経の緊張をやわらげます。

ガジュツ末 3.6mg 他の生薬のはたらきを助けます。また強心作用もありま
す。

ニンジン末 4.4mg 強壮作用により、気力を高めます。また鎮静作用により
精神安定、抗ストレス効果があります。

ユウタン 0.4mg 鎮けい・鎮静作用により、緊張をやわらげます。

カンゾウ末 1.6mg 他の生薬のはたらきを調和します。鎮けい作用により緊
張を緩和します。

オウレンエキス 0.6mg
（原生薬換算量 4.28mg） 鎮静作用により、緊張、ストレスをやわらげます。

ロクジョウ末 1.0mg 心臓の機能回復を助けます。
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