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ご使用に際して，この添付文書をよくお読みください。
また，必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品 

のどの痛み・あれ，口内の殺菌に

口腔咽喉薬

（必ず裏面もお読みください） J11N

口の中やのどは，常に外気と直接の接触があるため，たえずいろいろな刺激をうけています。
かぜをひいたり，のどを使いすぎたりすると，のどの粘膜はとくに炎症をおこしやすくて，痛
み・あれ・発赤等を伴うようになります。
セピートローチは，このような炎症をとり，さらに口中を清浄にして，口臭を始め不快な諸症
状の改善に効果をあらわします。

このような時に，口中でゆっくり溶かしてお使いください
●かぜ，のどの使いすぎなどで，口の中やのどに痛み・あれ・声がれ又は不快感等があるとき。
●汚れた空気の中や乾燥した状態の中に長時間いたとき，人ごみの中から帰宅したとき。
●タバコの吸いすぎなどにより，のどがイガラッぽいとき。
●口中の違和感，口臭があるとき。
●うがいができにくい外出先などのとき（口中の清浄）。

〔特　　　徴〕
●のどの痛み・はれをしずめます
消炎酵素剤リゾチーム塩酸塩やセチルピリジニウム塩化物水和物の作用で，口の中やのどの
痛み・はれ・あれなどの症状をおさえます。
さらにキキョウエキスは，炎症をしずめると同時にかぜやのどの使いすぎによる症状の改善
を助けます。
●口内殺菌・消毒効果作用をあらわします
リゾチーム塩酸塩，セチルピリジニウム塩化物水和物による口内の病原菌に対しての殺菌・
消毒作用が，口内細菌の感染・増殖をおさえて症状の悪化を防ぎます。
●口臭をのぞきます
殺菌・消毒成分は，細菌による口内発酵作用を抑制しますので，口臭除去に効果的です。

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，鶏卵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，歯科医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください
（1）医師又は歯科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．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

消化器 吐き気・嘔吐，食欲不振

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。

使用上の注意
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本品についてのお問い合わせは，お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080

〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
受付時間　9：00～17：50（土・日・祝日を除く）

ホームページ http://www.zeria.co.jp
副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構　http：//www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html

電話　0120－149－931（フリーダイヤル）
セピーはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。

製造販売元

東京都中央区日本橋小舟町10‐11
J11N

セピートローチ

症状の名称 症　　　状

皮膚粘膜眼症候群（スティー
ブンス・ジョンソン症候群），
中毒性表皮壊死融解症

高熱，目の充血，目やに，唇のただれ，のどの痛み，
皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり，急激に悪
化する。

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，歯科医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕
のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・声がれ・のどのあれ・のどの不快感，口腔内の殺
菌・消毒，口臭の除去

〔用法・用量〕
1回1個，1日5回を限度とし，口中に含み，かまずにゆっくり溶かしてください。
使用間隔は，2時間以上あけてください。
〈用法・用量に関連する注意〉
（1）5才未満の乳幼児には使用させないでください。
（2）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。
（3）かみ砕いたり，のみ込んだりしないでください。
（4）定められた用法・用量を厳守してください。
（5）（トローチ剤の取り出し方）

右図のようにトローチ剤の入っている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，取り出して使用してください。（誤っ
てそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故に
つながります。）

〔成　　　分〕1個中
成　　　分 分　量 はたらき

キキョウエキス
（キキョウ100㎎に相当）

25.0㎎
炎症をしずめると同時に，かぜやのどの使
いすぎによる症状の改善を助けます。

リゾチーム塩酸塩 7.5㎎（力価）のどの痛み・はれをしずめ，殺菌・消毒作用
により症状の悪化を防ぎ，口臭をのぞきます。セチルピリジニウム塩化物水和物 1.0㎎

添加物：粉末還元麦芽糖水アメ，精製白糖，ゼラチン，マクロゴール6000，ポビドン，ステア
リン酸カルシウム，黄色五号，香料，l --メントール，プロピレングリコール，バニリン，トラ
ガント，乳糖水和物

〔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）小児の手のとどかない所に保管してください。
（3）他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
（4）使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
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