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商品名
胃健錠

商品説明
胃酸過多、胸やけ、もたれ、飲
みすぎなどの不快な症状は一
刻も早く解消したいものです。
胃健錠の第一の特徴はすばや
いききめです。
さらに胃を持続的に健全な状
態に保ち、粘膜を被覆して刺激
から保護します。
配合された生薬が胃の活性化
を助けます。

効能・効果
• 胃酸過多、胸やけ、胃
部不快感、胃部膨満感、
もたれ、胃重、胸つか
え、げっぷ、はきけ
（胃のむかつき、二日
酔、悪酔のむかつき）、
嘔吐、飲みすぎ、胃痛、
食欲不振、食べ過ぎ

日本語

用法・用量

成分・分量

使用上の注意
〔してはいけないこと〕

保管および取扱い上の注意
（１）直射日光の当たらない湿気の少ない涼
・次の量を食後30分を目安に、水又はお湯と一緒にかまずに
しい所に密栓して保管してください。
6錠（大人の1日量）中
服用してください。
① 次の人は服用しないでください。
（２）小児の手の届かない所に保管してくださ
透析療法を受けている人
い。
年齢
1回量
1日服用回数 成分
含量
はたらき
（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ことがあり
メタケイ酸アルミン酸マグネ 300mg
胃内の酸度を安定させ、胃の粘 ② 長期連用しないでください。
大人（15歳以上）
2錠
ます）。
シウム
膜に被覆をつくります。
3回
〔相談すること〕
（４）使用期限を過ぎた製品は服用しないでく
合成ケイ酸アルミニウム
300mg
制酸作用に持続性があり、胃粘
ださい。
11歳以上15歳未満
1錠
膜の保護作用があります。
１． 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者 （５） 容器の中の詰め物は、ふたをあけた後
沈降炭酸カルシウム
300mg
緩慢な制酸作用と吸着作用があ に相談してください。
は取り出して捨ててください（詰め物は、輸送
服用しないこと
11歳未満
ります。
(1) 医師の治療を受けている人。
中に錠剤が破損するのを防止するためのも
＜用法・用量に関する注意＞
炭酸水素ナトリウム
1950mg 過剰な胃酸をすばやく中和しま (2)次の診断を受けた人。腎臓病、甲状腺機能障害。 のです）。
（１）用法・用量を厳守してください。
す。
（２）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに センブリ末
30mg
胃部不快感・食欲不振など慢性 ２． 服用後、次の症状があらわれることがあるので、こ
服用させてください。
的に衰えた胃腸機能の回復のた のような症状の持続又は増強が見られた場合には、服
用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に
ゲンチアナ末
30mg
めの苦味健胃生薬です。
相談してください
便秘、下痢
添加物：カルメロースCa、タルク、ステアリン酸
３．２週間位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。

2012年8月改訂
（記載要領変更に伴う改訂）

Name
Ikenjyou

Product Discription
Quick relief for the
uncomfortable symptoms such
as acid indigestion, heart burn,
excessive drinking alcohol
requires a fast cure.
Binding the mucoprotein in the
stomach lining and providing a
protective coating that
soothes irritation and provides
fast relief.
The compounded crude drug
will activate your digestive
process.

Efficacy
Hyperchlorhydria,
heartburn, epigastric
distress, sense of
abdomen distension,
stomach heaviness,
belching, nausea
(Churning of stomach,
Hangover, Drunken
sickness), vomiting, too
much drinking, stomach
pain, inappetence
anorexia, overeating

Dosing and Administration

Ingredients

Take the following dosage in 30 minutes after meal, use
water without chewing.
Age

Usage

Adult(over 15)

2 tablets

Daily usage

3 times
11 ～ under 15
under 11

1 tablets
Do not use

<Dosing and Administration.>
1. Please follow the dosing and administration.
2. For small children, take under the adults' guidance and
supervision.
英語

Warning
Warning in preservation
〔Side effects or any adverse events may occur by not (1) Store them in a cool, low humidity area
6 tablets(Adult daily usage)
following the direction.〕
avoiding from a direct sunlight.
(2) Keep it away from small children.
① Following people should not take this medicine.
(3) Don't replace the product to a different
Active Ingredient
Dosage Effects
Magnesium
300mg
Stabilize acidity level. Binding the Do not take if you are undergoing dialysis treatment. container. (It may cause accidental ingestion
and quality deteriotation.)
Aluminometasilicate
mucoprotein in the stomach
② Do not take for extended periods.
(4) Do not take expired products.
lining.
(5) Please throw away the fillings inside the
Synthetic Aluminum
300mg
Continue to control the antiacid
〔What to ask〕
container after it’s opened. (Fillings are
Silicate
action, protects the stomach
packed to avoid tablets’ corruption.)
lining.
１． Please consult with your physician, pharmacist or
Precipitated Calcium
300mg
Contains slack antiacid action
registered sales clerks if you are:
Carbonate
and absorption.
(1)Currently under a doctor's care.
(2)People diagnosed as follows: Kidney Disease,
Sodium Bicarbonate
1950mg Neutralizes excessive gastric
Dysfunction Thyroid.
acid.
Powdered Swertia Herb
30mg
A bitter stomach herbal medicine ２．After taking this medicine, the following symptoms
healing decayed stomach
may occur. If the symptoms continue or enhance stop
activities such as chronical
taking it immediately. Consult with your physician,
Powdered Gentian
30mg
epigastric distress anorexia・
pharmacist, or registered sales clerks.
epigastric distress
constipation, diarreah
Revised on August 2012
Additives: Carmellose calcium, talc, stearic acid
（Description change）
３．If your condition persists more than 2 weeks, stop
taking this medicine. Please take this product
instruction to consult with your physician, pharmacist,
or registered sales clerks.

