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商品名
龍角散鼻炎朝夕カプセル

商品説明
龍角散鼻炎朝夕カプセルは、
抗アレルギー作用の持続時間
が長いクレマスチンフマル酸塩
と生薬成分サイシンエキスを同
時に配合しました。花粉症など
のアレルギー性鼻炎によるく
しゃみや鼻みず、鼻づまりを長
時間にわたり緩和します。クレ
マスチンフマル酸塩は「眠くな
る」「口がかわく」といった副作
用が比較的少ない成分です。
また抗アレルギー作用のある
生薬成分サイシンエキスが、か
らだにやさしく鼻みずなどのア
レルギー症状を改善します。グ
リチルリチン酸二カリウムは鼻
粘膜の炎症をしずめ、鼻の通り
をよくします。
朝・夕１カプセルずつの服用で
１日２４時間効果が続きます。

用法・用量
成分・分量
効能・効果
急性鼻炎、アレルギー
性鼻炎又は副鼻腔炎 • 次の量を、朝・夕に水又は温湯で服用してください。
2カプセル（大人の1日量）中
による次の諸症状の
緩和：
1回量
1日服用回数
成分
含量
主なはたらき
くしゃみ、鼻みず（鼻汁 年齢
過多）、鼻づまり、なみ
クレマスチンフマル酸塩 1.34mg
抗ヒスタミン作用によ
だ目、のどの痛み、頭
り、鼻みず、鼻づまり
大人（15歳以上）
1 カプセル
2回
重（頭が重い）
などを持続的におさ
えます。

使用上の注意
〔してはいけないこと〕
① 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
② 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
（眠気等があらわれることがあります。）

③ 長期運用しないでください。
抗炎症作用、抗アレ
ルギー作用により、く 〔相談すること〕
服用しないでください
15歳未満
しゃみ、鼻みずなどを
おさえます。
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。
＜用法・用量に関する注意＞
サイシンエキス（原生薬 60mg(600mg) 抗アレルギー作用に (1) 医師の治療を受けている人。
（１）用法・用量を厳守してください。
換算量）
より、くしゃみ、鼻み (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
（２）カプセルの取り出し方：
ずなどをおさえます。 (3) 授乳中の人
(3) 高齢者
右図のようにカプセルの入っているＰＴＰシートの凸部
を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出し 添加物： 白糖、エチルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴー (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。
て服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりす ル、タルク、ゼラチン、三二酸化鉄、酸化チタン、ラウリル硫酸 (5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難、むくみ
(6) 次の診断を受けた人。緑内障、心臓病、高血圧、腎臓病。
ると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながり Na、青色１号
ます）
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。
＜関係部位＞
＜症状＞
皮膚
発疹・発赤、かゆみ
消化器
吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系
興奮、痙攣
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。
グリチルリチン酸二カリ 50mg
ウム

日本語

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
が変わることがあります）。
（４）使用期限を過ぎた製品は服用
しないでください。

＜症状の名称＞
肝機能障害
＜症状＞
発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

2012年7月改訂
（記載要領変更に伴う改正）

＜症状の名称＞
偽アルドステロン症、ミオパチー
＜症状＞
手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
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。
口のかわき、眠気
４．5～6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。
Name
Ryukakusan Sinus Day and
Night Capsule

英語

Product Description
Ryukakusan’s Sinus Day and
Night Capsule contains
clemastine fumarate and crude
drugs asiasarum extract, which
have a long lasting effect for
the allergic reaction. It eases
allergic nasal catarrh sneezes
and snivels caused from
pollenosis for a long time.
Clemastine fumarate contains
less side effects of sleepiness,
or dry mouth. The crude drug
contains anti allergic effects. It
eases the sneezes and allergic
symptoms gently.
Take one capsule twice a day,
day and night. It lasts for 24
hours.

Efficacy
Easing the following
symptoms caused
from acute rhinitis,
allergic rhinitis, or
sinusitis:
Sneezing,
snivel(mucus nasal
increased), nasal
congestion, epiphora,
sore throat,
headache(heaviness
of head)

Dosing and Administration

Ingredients

Take the following dosage day and night using water.
Age

Usage

Adult(over 15)

1 capsule

under 15

Daily usage

2 capsules(Adult daily usage)
Active Ingredient
Clemastine Fumarate

Dosage
1.34mg

Main effect
Antihistaminic action
suppresses snivel,
nasal congestion
continuously.

Dipotassium
Glycyrrhizinate

50mg

Anti-inflammatory
action and anti
allergic action
suppresses sneezing,
snivel, etc.

2 times

Do not use

<Dosing and Administration.>
1. Please follow the dosing and administration.
2. When taking out the capsule, push the convey side
of the PTP sheet where the capsule is inserted just
as the diagram labelled on right. (Swallowing without
pushing it out could lead to accidents such as
damaging the esophageal mucous membrane)

Warning
〔Side effects or any adverse events may occur by not following the direction.〕

Asiasarum
Extract(Original Herbal
Reduced Quantity)

① Do not take following medicines while using this medicine.
Taking other sinus oral medicine, oral medicines containing antihistaminic.
（Cold medicine, cough medicine, motion sickness drug, allergy medicine）
② Do not drive a motor vehicle or operate machinery when using this product. It may cause drowsiness.
③ Do not use for extended period.
〔What to ask〕

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) Don't take expired products.

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.
60mg(600mg) Anti allergic action
(5)Having a high fever, dysuria, oedema.
suppresses sneezing,
(6)People diagnosed as follows: Glaucoma, Heart Disease, Hypertension, Kidney Disease.
snivel, etc.
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.

Additives： Sucrose, Ethylcellulose, Hypromellose, Macrogol,
Talc, Gelatin, Red Ferric Oxide, Titanium Oxide, Sodium
Lauryl Sulfate, Food Blue No.1

<Symptoms>
Skin: Rash, skin reddening, itchiness
Digestive system: nausea, vomiting, inappetence anorexia
Nervous system: Dizziness
Urinary system: Dysuria
In case of having a serious symptom labelled below, contact and receive treatment from a doctor immediately.
<Name of the symptom>
Liver function disorder
<Symptom>
Fever, Itchiness, Exanthema, Jaundice(Skin and white of eye becomes yellow), hemosiderinuria, sluggishness, inappetence anorexia, etc.
<Name of the symptom>
Pseudoaldosteronism, myopathy
<Symptom>
Starting to have tiredness, numbness, stiffness, feeling weak, muscle pain, and gradually symptoms get severe.
３．After taking this product, the following symptoms may occur. If the symptoms continue or enhance stop taking it immediately. Consult with your physician, pharmacist, or
registered sales clerks.
oral dryness, sleepiness
４． If your condition persists more than 5 to 6 days, 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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