
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２類医薬品

特　徴
● ビサコジルとアロエエキスを配合した腸溶性のフィルムコーティ
ング錠です。2つの成分が大腸粘膜に直接作用し、大腸の正常な
ぜん動運動を促して自然に近い排便を起こします。
● ビタミンB6が便秘に伴う肌あれや吹出物を緩和します。
● 便秘の程度に応じて、服用する量を調節できます。
● 就寝前の服用により、翌朝におだやかなお通じが得られます。

してはいけないこと
（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）
1．本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。

他の瀉下薬（下剤）
2．大量に服用しないでください。

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）妊婦又は妊娠していると思われる人
（3）次の症状のある人：はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
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
消　化　器 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

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、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。
下痢

4． 1週間位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。

使用上の注意

便秘薬
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効能・効果
○便秘
○ 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、
腹部膨満、腸内異常発酵、痔

用法・用量
次の量を、就寝前（又は空腹時）に服用してください。なお、便秘の程度や状態には個
人差があるので、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は
減量してください。
年　齢 １回量 服用回数 〈用法・用量に関連する注意〉

（1） 小児に服用させる場合には、保護者の
指導監督のもとに服用させてください。

（2） 本剤は腸溶性ですので、かんだり、つ
ぶしたりせずにそのまま服用してくださ
い。また、制酸剤又は牛乳と同時に服
用しないでください。

15歳以上 1～3錠
1日1回

11歳～14歳 1～2錠

11歳未満 服用しないこと

成分・分量 １日量（3錠）中

成　分 含 量 は た ら き

ビサコジル 15mg 大腸刺激性の下剤です。大腸粘膜に作用して
排便反射を刺激します。

アロエエキス 105mg 大腸内の水分量を高めて便を柔らかくすると共
に、腸のぜん動運動を高めて排便を促します。（日局アロエ210mgに相当）

ピリドキシン塩酸塩
（ビタミンB6） 30mg 便秘に伴う肌あれや吹出物に効果をあらわし、

改善します。
添加物として、セルロース、部分アルファー化デンプン、カルメロースCａ、ヒドロキシプロピルセルロー
ス、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース酢酸エステルコハク酸エステル、クエン酸トリエチル、
タルク、ラウリル硫酸Nａ、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、赤色３号を含有する。

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密栓して保管してください。
（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） 服用のつどキャップをよくしめてください。
（5） ビンの中の詰め物は、キャップをあけた後は捨ててください。（詰め物は、輸送中の

錠剤の破損を防ぐためのものです。）
（6） 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

LS－５　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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