
特　徴
●  塗りごこちの良い白色軟膏が、皮膚や傷口をやさしく保護します。
●  幅広い殺菌作用がありますから、切り傷、すり傷の殺菌・消毒に効果的です。
●刺激がありませんので、小児にも適しています。
●にきびにも効果的です。

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。）
次の人は使用しないでください。
本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こした
ことがある人

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、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
（3）患部が広範囲の人
（4）深い傷やひどいやけどの人
2.   使用後、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
使用を中止し、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、はれ

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。

症状の名称 症　　状

ショック
（アナフィラキシー）

使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声の
かすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動
悸、意識の混濁等があらわれる。

3.   5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、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

この説明書は、お薬とともに保管し、使用の際にはよくお読みください。

第２類医薬品

殺菌消毒薬
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効能・効果
きりきず、すりきず、創傷面の殺菌・消毒、にきび

用法・用量
用にのぞみ、適量を患部に塗布又はすり込んでください。
〈用法・用量に関連する注意〉
（1）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
（2）  目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ

に水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医
の診療を受けてください。

（3）外用にのみ使用してください。

成分・分量  100ｇ中

成　分 含 量 は た ら き
クロルヘキシジン
 グルコン酸塩液 1.0ｇ 殺菌消毒薬で、広範囲な殺菌作用を有すると

ともに、作用が速く殺菌効果が持続します。
クロルフェニラミン
 マレイン酸塩 0.5ｇ 傷口からの雑菌の侵入による炎症を防ぐとと

もに、かぶれ防止の効果があります。
添加物として、流動パラフィン、ワセリン、ステアリン酸、プロピレングリコール、グリセリン脂
肪酸エステル、ポリソルベート60、オレイン酸ソルビタン、パラベン、香料を含有する。

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）使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。

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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