
（新開発表用）  

1  販 売 名  ニコテネルパッチ20、ニコテネルパッチ10   

一 般 名  ニコチン  

2  

本質・構造式   

l   

3  申 請 者 名  ノバルティス ファーマ株式会社   

1校（薬物有効面積：20cm2）中に  
ニコチネルパッチ20   ニコチン35mgを含有する  

4  成分・分量  

1枚（薬物有効面積：10cm2）中に  
ニコテネルパッチ10   ニコチン17．5mgを含有する  

最初の6週間はニコチネルパッチ20を1日1回、1枚を起床時から就  

寝暗まで貼付し、次の2週間はニコチネルパッチ10を1日1臥1枚  

を起床時から就寝時まで貼付してください。禁煙によるイライラなどの  

症状がなくなり、禁煙を続ける意志が強く、禁煙を続けられる自信があ  
5  用法・用量  

る場合には、6週間のニコチネルパッチ20を使用後、7週目以降のニコ  

チネルパッチ10を使用せずに、本剤の使用を中止してもかまいません。  

貼付する場所は上腕部、腹部あるいは腰背部に毎日場所を変えて貼付し  

てください。   

6  効能・効果  禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和   

7  備    考  本剤は禁煙補助の目的で使用するニコチン含有経皮吸収剤である。  



（T）NOVARTIS  こ噴矧こ際して、この説明文票を必ずお読みください  
また、必要な日割こ論鎖るよう人肌に作眉してくだどさし、 

禁煙補助薬＝コヂネルり 

●ニコチネルハッチ2U ニコチネルハッチIUは タハコをやめたい人のための医薬品です   
●禁煙時のイライラ・集中困難なとの症状を緩和しノ 竿煙を成功に導くことを目的とした禁煙補助薬こす   

（タハコを嫌いにさせる作用はありません1   

●1日1回貼るたりの簡単な使用方法で、あなたの禁煙をり雄⊥卜します   
●シンプルな2ステップの禁煙プログラムにより、約2カ月て、あなたを無理のない禁煙へと導きます   
●独自の経度破帽冶栢システムト：一）により、禁煙に必要なレヘルのニコチンを安定して皮ノちlへ放出します巨・TTSンステム）  

（守らないと現在の症状か悪化したり、副作用か担こりやすくなります  

1次の人は使用しないでください   
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2．次の部位には使用しないでください  守ド「∴億 

3′本剤を一度に2校以上使用しないでください  
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1次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください  
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2 次の場合は、直ちに本剤をはがし、石鹸などを使用せずに、皮ふ表面を水で洗い乾燥させてください それでも症状か続く場合は、この説明   
文書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
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3．次の人は過i摂取になる可能性かありますtノ下記の症状があらわれた場合は、直ちに本剤をはかし、石鹸などを使用せずに、皮ふ表面を水  
で洗い乾燥させ、医師又は薬剤師に相談してください 
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4．次の場合は．使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください   
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禁煙時のイライラ■集中困難落ち着かないなとの症状の穏和   
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最初の6週間はニコチネルパッチ20を1日1臥1枚を起床時から就寝時まで貼付し、次の2週間はニコチネルパッチ10を1日1臥1枚を起床時から就寝時ま  
で貼付してください。禁煙によるイライラなどの症状がなくなり、禁煙を続lナる意志が強く、禁煙を続けられる自信がある場合には、6週間のニコテネルパッチ20  
を使用後、7週目以降のニコチネルパッチ10を使用せずに、本剤の使用を中止してもか乱ほせん。貼付する場所は上腕部、腹部あるいは腰背部に毎日場所を  
変えて貼付してください。  

【用法・用暮に関する注意】  
1定められた用法用量を厳守してくださいr 
2本剤を一度に2枚以上使用しないでください「  
3本剤を切り分けて使用しないでくださいn  
4 連続して8透間を超えて使用しないでください。  
5次の検査及び治療を受けるときは、本剤をはがしてください‖（貼付部位にやけどを生じるおそれがあります〔，）  

（l）MRF（2）ジアテ）L／三一（高周波療法）（31電気的除細動（AED等）  

＝コチネルパッチの使い方  

j：）袋をハサミで切り、   
薬剤を取り出す  

萱二薬剤をとりやすくする  苫′シートから薬剤をはがす  や体に貼り、押さえる  

‾÷＿ ∴三二  
この袋は、小児が容易に取り出せな アルミシートの小さいほうを注意し アルミシートをゆっくりとはがしますr  
い特殊な包装になっていますので、て手で切り取ります仁  丸いほうが薬剤です。  
裏面の点線に沿って、貼付剤を傷つ  
けないようハサミで切り、薬剤を取り  
出してくださいr、  

貼るときの注意  

肌にシワができないように伸ばして  
貼ります。薬のプチが浮かないように  
1D秒くらい手のひら、指先でしつか  
り押さえます。  

左右の上腕部、腹部、腰背部のいずれかに貼付してください。  
3〕皮ふへの刺激を避けるため、毎日場所を変えて貼付してくださいし繰り返し同じところには貼   

付しないでください。  
意）傷や皮ふ病のある場所、またはベルトラインや体毛の濃い部分は置けて貼付してください。  

③貼付する場所がぬれているときは、タオルなどでよく拭いて乾燥させてから貼付してください（つ  

品  名   有効成分   沫加物   

ニコチネルパッチ20（20cmP）  ニコチン35mg   
アミノアルキルメタアグ」レートコポリマーヒ、中鎖脂肪酸トリグ」セリド、その他l成分   

ニコチネルパッチ10（10cmP）  ニコチン17．5mg   

（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。（2）小児の手の届かない所に保琶してください。  
（3）他の人に譲り渡さないでください。（4）使用期限のすぎたものは使用しないでください。  
（5）使用するまでは、袋を開けずに保管してくださし1。誤って袋を開封した場合は、袋の口をテープなどでしっかり閉め、小児の手の届   

かない所に保管してください。また、使用期限内であっても開封後は、1カ月以内に使用してください。（開封してしまったものは、品   
質の低下が速くなります。）  

（6）使用後廃棄する場合は、粘着面を内側にして、2つに折り、小児の手の届かない所に捨ててください。  
（7）本剤は、使用前後ともに小児にとっては相当睾のニコチンを含有していますので、重度の中毒症状を生じ、死亡にいたるおそれもあ   

ります。未使用及び使用済みの薬剤はいずれも、絶対に小児の手に入ることのないように、取り扱い及び廃棄には注意してください。  
（8）万一、小児が薬剤を飲み込んだ場合には、無理に吐かせようとしてぬるま湯や牛乳などを飲ませようとせず、直ちに医師の診療を受   

けてください。（ニコチンを溶解し吸収させやすくなり、腸からの吸収を促進させることがあります。）  
（9）小児が薬剤を口に入れた場合はすぐに取り出してください。（袋の上からであれば、体内にニコチンが摂取される危険は低いですが、   

必要に応じて医師の診療を受けてください。）  

製品についてのお問い合せは、下記にお願い致します。  

ノハルティスファーマ株式会社  〒106－8618 東京都溝区西麻布4－17－30  

お客様相談室  電 話  03（5766）2615  

受付時間  9二00～17：00（土、目、祝日を除く）  

製品に関する情報はこちら http：〟www．nicotine”．jp  

01  

7d12422DXXXXX   

製造販売元  

ノノⅥレディスファマ株式会社  
東京都港区西麻布4－17－30  山NOVARTIS  




