この説明書は、お薬とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

滋養強壮剤

龍虎宝

第2類医薬品

龍虎宝は現代人のために処方された滋養強壮剤で、肉体疲労時の栄養補給とスタミナをつけるた
めのすぐれたききめがある医薬品です。 男性・女性の方は活力を与えるためにご愛用ください。
龍虎宝は、５種の動物性生薬、７種の植物性生薬、８種のビタミン等あわせて２０成分を、
バランスよく配合することにより、薬効成分が血液とともに体内を巡り、新陳代謝を活発に
し、滋養強壮剤として体力、抵抗力をつけ、低下した体の働きを改善します。

相談すること

使用上の注意

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すること

成分・分量 １日量（６カプセル）中

従蓉末 ・・・・・・・・・・・・・ 200.0 mg
海狗腎末・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20.0 mg 肉草
鹿茸末・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20.0 mg 黄精末 ・・・・・・・・・・・・・・ 250.0 mg
反鼻末・・・・・・・・・・・・・・・・・・100.0 mg γ−オリザノール・・・・・・・・・ 10.0 mg
シベッ
ト散
（シベッ
トとして1.5mg）
・・・・・ 30.0 mg 無水カフェイン・・・・・・・・・・ 50.0 mg
・・・・・・ 5.0 mg
（ビタミンB１）
ゴオウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.0 mg チアミン硝化物
・・・・ 2.0 mg
イカリ草乾燥エキス
（原生薬換算300mg ）
・・・ 30.0 mg リボフラビン（ ビタミン B２）
・・・・ 5.0 mg
ドキシン塩酸塩
（ビタミンB６）
加工大蒜・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60.0 mg ピリ
ニンジン末 ・・・・・・・・・・・・・・・ 330.0 mg ニコチン酸アミド・・・・・・・・・ 12.0 mg
何首烏末 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 230.0 mg パントテン酸カルシウム・・・・・・ 5.0 mg
杜仲末 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250.0 mg ビタミンE酢酸エステル・・・・・ 10.0 mg

添加物として、バレイショデンプン、デヒドロ酢酸Na、乳糖水和物、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、
ゼラチン、酸化チタン、青色1号、赤色3号、黄色５号、マクロゴール、ラウリル硫酸Naを含有します。

効能・効果
○滋養強壮 ○虚弱体質
○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量
次の量を、食後に服用してください。
〈成分・分量に関連する注意〉

年
齢
１回量
１日服用回数
成人（１
５歳以上 ） ２カプセル
３回
１
５歳 未 満
服用しないこと

本剤はビタミンB２を含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。

〈用法・用量に関連する注意〉

おしだす

（１）定められた用法・用量を厳守してください。
（２）カプセル剤の取り出し方
右図のようにカプセル剤の入っている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、取り出して服用してください。
（誤ってそのまま飲み込ん
だりすると食道粘膜に付き刺さる等思わぬ事故につながります。）

保管及び取扱い上の注意
（１）服用に際しては、説明文書をよく読むこと。
（２）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
（３）小児の手の届かない所に保管すること。
（４）他の容器に入れ替えないこと
（誤用の原因になったり品質が変わる。
）
。
（５）使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。
株式会社薬日堂「お客様相談室」電話0744−33−0030 受付時間 9：00〜17：00（土、日、祝日を除く）

発 売 元

株式会社薬日堂

〒636−0300 奈良県磯城郡田原本町211-1

製造販売元

薬王製薬株式会社

〒636−0300 奈良県磯城郡田原本町245番地

サン
にん

︹人

じん

参︺

じょう

茸︺

か
しゅ
う
おう

︹黄

せい

精︺

︹シベット︺

ぴ

︹何 首 烏︺

鼻︺

はん

︹反

にく

︹肉

よう

蓉︺

従
蓉

じゅ
と

︹杜

ちゅう

仲︺

ビタミン類・・・・・肉体疲労時、体力低下時の
ビタミン補給にチアミン硝化物（ビタミンB１）・リ
ボフラビン（ビタミンB２）・ビタミンB６・パントテ
ン酸カルシウム・ニコチン酸アミド・ビタミンE酢
酸エステルが配合されています。
ビタミンは生体では生理機能を維持するうえで欠
くことのできない働きをもつ物質であり、人の体
内では合成することができないので、外からとり
入れなければならない大切なものです。
さらに中枢神経興奮薬で、感覚受容体及び精神機
能の亢進をきたす無水カフェインや γ −オリザノ
ールも配合されています。

蒜︺

ろく

︹鹿

ジャコウネコ及びインド
ジャコウネコの香腺嚢中
の分泌物で、麝香とよく
似た環状ケトン体である
シベトンを含み強壮作用
があります。

ダイ

おう

黄︺

マムシ又はその他同属動物
の皮および内蔵を除いて乾
燥したもので、多くの種類
（約２０種）のアミノ酸を
含有し、栄養価の高い強壮
薬です。

︹大

ご

︹牛

マンシュウアカジカ、シベ
リアジカの雄の新生する角
化していない幼角を採り乾
燥したもので、複合脂質
（コリン様作用物質）、コ
ラーゲンなどが含まれてい
ます。強壮薬として効果の
すぐれた薬です。

いん よう かく

じん

牛の胆嚢又は胆管中に希に
発見される小球塊を乾燥し
たものでビリルビン系色素、
コール酸類の他のペプチド
様物質などが含まれていま
す。疲労回復・強壮に強い
効果をあらわす薬です。

︵淫羊 蕾︶
︺
︹イカリ草

く

オットセイ及びその近縁動
物の陰茎及び睾丸を乾燥
し たもので、多くの種類
のアミノ酸と男性ホルモン
andro steroneが含まれて
います。強壮剤としてよく
きく薬です。

■植物性生薬■

かい

︹海 狗 腎︺

■動物性生薬■

龍虎宝に使用している動・植物原料とビタミンの話題
ホサギノイカリ草又は同属
植物の葉及び地上部を乾燥
したもので、配糖体のepimidineと、フラボノイド
icariin glucoside等を含み、
強壮剤としてよく知られる
薬です。
無臭大蒜有効成分で、大蒜
（ニンニク）の鱗茎を乾燥
し、有効成分scordinin,alliin
のみを抽出した薬で、体力
増強作用、ビタミン類の体
内留保を高める作用があり
ます。
朝鮮人参（オタネニンジ
ン）の根を乾燥したもの
で、人参サポニン（ジンセ
ノサイド）、精油などが含
まれています。滋養強壮、
疲労回復の薬として古今の
要薬に広く使用されていま
す。
ツルドクダミの塊根を乾燥
したもので、アントラキノ
ン類のクリソファノール、
エモジン等を含み強壮補血
薬で又養毛剤としても使用
されているものです。

カギクルマナルコユリの肉
質肥大した根茎で粘液質の
ファルカタン類、ポリゴナ
キノン、多種のアミノ酸を
含み滋養強壮、虚弱症に大
変効果があります。

ホンオニクの肉質茎を乾燥
したもので、ボシュニアキ
ン、ボシュニアキン酸を含
む強壮薬で古来から五臓を
養い精気を益すとして用い
られています。

トチュウの樹皮でグッタペ
ルカ、アウクビン、樹脂、
精油を含み、特に足、腰、
ひざ等の筋繊維周辺の結合
組織の強壮によく使用され
ます。

