
この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

第３類医薬品

特　徴
● 婦人薬「実母散顆粒」は、婦人薬として名高い、漢方処方
の「当帰芍薬散」にもとづいた生薬製剤です。
● 女性特有の不快な症状に効果のある9種の生薬がおだやかに作用し、
もつれた糸をときほぐすように不快な症状を解消していきます。
● 血行を良くし、体を温めることにより、更年期障害の冷えをはじめ、
頭痛、腰痛、肩こりなどにも効果をあらわします。

相談すること
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）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
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、食欲不振

3． しばらく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。

効能・効果
更年期障害、血の道症、月経不順、冷え症およびそれらに随伴する次の諸症
状：月経痛、腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、動悸、息切れ、手足のし
びれ、こしけ、血色不良、便秘、むくみ

用法・用量
次の量を、食後に服用してください。

年　齢 1回量 服用回数
15歳以上 1包 1日2回
15歳未満 服用しないこと

使用上の注意

婦　人　薬
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成分・分量 1日量（2包）中

トウキ末･･･････････ 300mg センキュウ末･･･････ 300mg シャクヤク末･･･････ 400mg
セリ科の「当帰」
の根。漢方では温
性強壮薬と称し、
各種の婦人病に用
いられます。血液
の循環をよくし、
各臓器の作用を高
めます。

セリ科の「川芎」
の根。強壮、補血、
鎮静作用などがあ
り、冷え症、月経
不順、めまい、頭
痛などに用いられ
ます。

ボタン科の「芍薬」
の根。筋肉のけい
れんや緊張をほぐ
す作用があり、頭
痛などに用いられ
ます。

ボタンピ末 ････････ 200mg ブクリョウ末 ･･････ 200mg ソウジュツ末 ･･････ 200mg
ボタン科の「牡丹」
の根の皮。頭痛・
腰痛などに有効で
すが、血の道症に
も多く用いられま
す。

サルノコシカケ科
の「マツホド」の
外皮を削ったもの。
利尿作用と鎮静作
用を併せもってい
ます。

キク科の「ホソバ
オケラ」の根。ブ
クリョウ末同様、
利尿作用がありま
す。

ニンジン末･････････ 300mg 紅花末･････････････ 100mg ケイヒ末･･･････････ 100mg
ウコギ科の「オタ
ネニンジン」の根。
強壮薬の代表です
が、内分泌を促進
したり精神を安定
させる作用もあり、
更年期障害の緩和
に役立ちます。

キク科の「コウカ」
の花。浄血、通経
薬として産前産後
や血の道症、冷え
症などに用いられ
ます。

クスノキ科の「桂」
の枝の皮。中枢神
経系の興奮を鎮静
し、また血行を良
くする作用もあり
ます。

添加物として、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

保管及び取扱い上の注意
（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

わります。）
（4）使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

XX－A０００A

山形県東置賜郡川西町大字西大塚930
製造販売者

お問い合わせ先
お客様相談窓口 0238（46）2013
月～金曜日 9：00～17：00（祝日を除く）
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