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商品名
龍角散せき止め錠

商品説明
効能・効果
こどもでも大人でも、せきが止 せき、たん
まらない時は本当につらいもの
です。つらいせきが続くと、睡眠
もさまたげられ体力も消耗しま
すので、できる限り早く止めるこ
とが大切です。龍角散せき止め
錠は、たんの排出を容易にする
ブロムヘキシン塩酸塩（去痰
剤）、アレルギー性のせきに効
果のあるクレマスチンフマル酸
塩（抗ヒスタミン剤）、せき中枢
を抑制してせきを鎮めるジヒド
ロコデインリン酸塩（鎮咳剤）な
どを配合して、すみやかにせき
やたんを改善するお薬です。さ
らにクレマスチンフマル塩酸に
は、他の抗ヒスタミン剤と比較し
てねむけや口のかわきなどの
副作用が少ないという特徴があ
ります。

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し
い所に密栓して保管してください。
・次の量を食後に服用してください。
9錠（大人の1日量）中
１． 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に （２）小児の手の届かない所に保管してくださ
相談してください。
い。
年齢
1回量
1日服用回数 成分
含量
(1) 医師の治療を受けている人。
（３）他の容器に入れ替えないでください（誤用
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
の原因になったり品質が変わることがありま
ブロムヘキシン塩酸塩
12mg
大人（15歳以上）
3錠
(3) 高齢者
す）。
クレマスチンフマル酸塩
1.34mg
3回
11歳以上15歳未満
2錠
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 （４）使用期限を過ぎた製品は服用しないでく
ジヒドロコデインリン酸塩
30mg
5歳以上11歳未満
1錠
(5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
ださい。
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩
75mg
服用しないこと
5歳未満
(6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、
（５）水分が錠剤に付着しますと表面のフィル
＜用法・用量に関する注意＞
ノスカピン
60mg
緑内障、甲状腺機能障害。
ム層の一部が溶けて斑点を生じることがあり
（１）用法・用量を厳守してください。
無水カフェイン
90mg
ますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手
（２）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のも カンゾウ乾燥エキス
105mg(819mg) ２． 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可 で触れないようにしてください。
とに服用させてください。
キキョウ乾燥エキス末
120mg(600mg) 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
セネガ乾燥エキス
36mg(600mg)
い。
（ ）：原生薬換算量
＜関係部位＞
＜症状＞
添加物： ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、 皮膚
発疹・発赤、かゆみ
ケイ酸Aℓ、乳糖水和物、セルロース、メタケイ酸ア 消化器
吐き気・嘔吐、食欲不振
ルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マク 精神神経系
めまい・興奮・けいれん
ロゴール、酸化チタン、カルナウバロウ、黄色5号
泌尿器
排尿困難
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その
場合は直ちに医師の診療を受けてください。
＜症状の名称＞
ショック
（アナフィラキシー）
＜症状＞
服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、
くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁な
どがあらわれる。
３． 服用後、次の症状があらわれることがあるので、この
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相談してくださ
い。
便秘、口のかわき、眠気

Name
Ryukakusan Cough
Medicine(Tablet)

英語

Product Discription
Efficacy
From children to adults, it is
Cough, phlegm
harsh getting diagnosed with a
tough cough. Continuation of a
tough cough can lead to lack of
sleep making the body
exhausted, requiring an
immediate cure. Ryukakusan
Cough Medicine(Tablet)
contains bromhexine
hydrochloride(expectorant)
enhancing phlegm extrusion,
clemastine
fumarate(antihistaminic) healing
allergic coughs, dihydrocodeine
phosphate stopping coughs
from calming down the cough
centrum, it is a medicine to
improve throat and phlegm
quickly. Comparing to other
antihistaminic medicines,
clemastine fumarate contains
low side effects of sleepiness
and mouth dryness.

Dosing and Administration
Take the following doses after meals.
Age
Usage
Daily usage
Adult(over 15)
3 tablets
3 times
11 ～ under 15
2 tablets
5 ～ under 11
1 tablet
Do not use
under 5
<Dosing and Administration.>
1. Please follow the dosing and administration.
2. For small children, take under the adults' guidance and
supervision.

Ingredients
9 tablets(Adult daily usage)
Active Ingredient
Dosage
Bromhexine Hydrochloride
12mg
Clemastine Fumarate
1.34mg
Dihydrocodeine Phosphate
30mg
dℓ-Methylephedrine Hydrochloride 75mg
Noscapine
60mg
Anhydrous Caffeine
90mg
Glycyrrhiza dry Extract
105mg(819mg)
Powdered Platycodon dry Extract 120mg(600mg)
Senega dry Extract
36mg(600mg)
（ ）： Original Herbal Reduced Quantity
Additives： Hydroxypropylcellulose, Carmellose
Calcium, Alminium Silicate, Lactose, Cellulose,
Magnesium Aluminometasilicate, Magnesium
Stearate, Hypromellose, Macrogol, Titanium Oxide,
Carnauba Wax, Food Yellow No.5

４．5～6回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。
Warning
１． Please consult with your physician, pharmacist or
registered sales clerks if you are:
(1)Currently under a doctor's care.
(2)People who are pregnant or having a possibility of
pregnancy.
(3)Elderly people
(4)Experienced any allergy reactions by taking
medication.
(5)Having a high fever, dysuria
(6)People diagnosed as follows. Heart disease,
Hypertension, Diabetes, Glaucoma, Dysfunction thyroid
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（記載要領変更に伴う改正）

Warning in preservation
(1) Store them in a cool, low humidity area
avoiding from a direct sunlight.
(2) Keep it away from small children.
(3) Don't replace the product to a different
container. (It may cause accidental ingestion
and quality deteriotation.)
(4) Do not take expired products.
(5) Drop of water on the surface may cause
the spotty appearance of the film coating. Do
not touch with wet hands or mistakenly spill
water on it.

２． If you have the following reactions to the product,
discontinue to use immediately. Take this product
instruction to consult with your physician, pharmacist, or
registered sales clerks.
<Symptoms>
Skin: Rash, skin reddening, itchiness
Digestive system: nausea, vomiting, inappetence
anorexia
Nervous system: Dizziness
Urinary system: Dysuria
In case of examined as a serious symptom labelled
below, contact and receive treatment from a doctor
immediately.
<Name of the symptom>
anaphylactic shock
<Symptom>
Soon after use, having symptoms such as skin itchiness,
hives, hoarse voices, sneezing, throat itchiness, dyspnea,
heart palpitation, obnubilation,
３．After taking this medicine, the following symptoms
may occur. If the symptoms continue or enhance stop
taking it immediately. Consult with your physician,
pharmacist, or registered sales clerks.
constipation, oral dryness, sleepiness
４．If your condition persists after usage of 5 to 6 times,
stop taking this medicine. Please take this product
instruction to show, and consult with your physician,
pharmacist, or registered sales clerks.
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