くすりのしおり
注射剤
2016 年 04 月作成
薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限
に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名:強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ 40mL
主成分:グリチルリチン酸一アンモニウム(Monoammonium glycyrrhizinate)
グリシン(Glycine)
L-システイン塩酸塩水和物(L-Cysteine hydrochloride hydrate)
剤形:注射剤
シート記載:
この薬の作用と効果について
炎症物質の生成やアレルギーをおさえる作用により肝臓の炎症をしずめ肝臓の働きを改善したり、湿疹・皮
膚炎などを改善します。
通常、湿疹・皮膚炎、蕁麻疹、皮膚そう痒症、薬疹・中毒疹、口内炎、小児ストロフルス、フリクテン、慢
性肝疾患における肝機能異常の改善に用いられます。
次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。
・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。アルドステロン症、ミオパ
シー、低カリウム血症がある。
・妊娠または授乳している。
・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の
一般用医薬品や食品も含めて注意してください）
。
用法・用量（この薬の使い方）
・あなたの用法・用量は<<
:医療担当者記入>>
・通常、1 日 1 回、静脈内に注射または、点滴で静脈内に注射します。
・症状をみながら使用期間を決めていきます。
生活上の注意
この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）
主な副作用として発疹、上腹部不快感、筋肉痛、しびれ感、発熱、四肢冷感、冷汗、口渇、動悸、蕁麻疹、
かゆみ、吐き気、咳嗽、目のかすみ・チカチカ感、熱感、気分不良などが報告されています。このような症
状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。
まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。
このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。
・めまい、気をうしなう、息が苦しい、息ができない、顔や体が赤くなる、顔やのどがはれる [ショック、
アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様症状]
・頭が重い、頭が痛い、肩がこる、耳なりがする、顔がほてる、体がむくむ、体重が増える、体がだるい、
手足に力がはいらない [偽アルドステロン症]
以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または
薬剤師に相談してください。
保管方法 その他
医療担当者記入欄

年

月

日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添
付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。
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Drug Information Sheet("Kusuri-no-Shiori")
Injection
Published: 04/2016
The information on this sheet is based on approvals granted by the Japanese regulatory authority. Approval
details may vary by country. Medicines have adverse reactions (risks) as well as efficacies (benefits). It is
important to minimize adverse reactions and maximize efficacy. To obtain a better therapeutic response,
patients should understand their medication and cooperate with the treatment.

Brand name:STRONGER NEO-MINOPHAGEN C Injection Syringe 40
mL
Active ingredient:Monoammonium glycyrrhizinate
Glycine
L-Cysteine hydrochloride hydrate
Dosage form:injection
Print on wrapping:
Effects of this medicine
This medicine relieves hepatic inflammation, improves hepatic function and eczema/dermatitis by suppressing the
production of inflammatory substances and allergy.
It is usually used to improve eczema/dermatitis, hives, dermal pruritus, drug eruption/toxicoderma, stomatitis,
strophulus infantum, phlyctenulosis, and abnormal hepatic function in patients with chronic hepatic diseases.
Before using this medicine, be sure to tell your doctor and pharmacist
・If you have previously experienced any allergic reactions (itch, rash, etc.) to any medicines.
If you have aldosteronism, myopathy or hypokalemia.
・If you are pregnant or breastfeeding.
・If you are taking any other medicinal products. (Some medicines may interact to enhance or diminish medicinal
effects. Beware of over-the-counter medicines and dietary supplements as well as other prescription medicines.)
Dosing schedule (How to take this medicine)
・Your dosing schedule prescribed by your doctor is<<
to be written by a healthcare professional>>
・In general, inject into a vein or administer by intravenous infusion once a day.
・Duration of treatment is determined depending on symptoms.
Precautions while taking this medicine
Possible adverse reactions to this medicine
The most commonly reported adverse reactions include rash, upper abdominal discomfort, muscle pain, numbness,
fever, coldness of limbs, cold sweat, thirst, palpitation, hives, itch, nausea, cough, foggy vision/irritated eyes,
sensation of heat and feeling ill. If any of these symptoms occur, consult with your doctor or pharmacist.
The symptoms described below are rarely seen as initial symptoms of the adverse reactions indicated
in brackets. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine and see your doctor
immediately.
・dizziness, fainting, breathing difficulty, not able to breathe, redness of the face or body, swelling of the face or
throat [shock, anaphylactic shock, anaphylactoid symptoms]
・heavy head feeling, headache, stiff shoulder, ringing in the ears, facial hot flush, general edema, increased body
weight, general malaise, weakness in the limbs [pseudoaldosteronism]
The above symptoms do not describe all the adverse reactions to this medicine. Consult with your
doctor or pharmacist if you notice any symptoms of concern other than those listed above.
Storage conditions and other information
For healthcare professional use only
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For further information, talk to your doctor or pharmacist.
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