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ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

EPC処方

歯痛に
〈ゲ｠ル〉 第2類医薬品

歯痛剤

コンジスイQは、フェノール・カンフルなど歯科で繁用されている処方を応用したEPC
処方（オイゲノール・フェノール・カンフルの配合）の歯痛薬です。ガマンできない時の
歯痛に早く効き、長時間痛みを止める効果があります。旅行や通勤・通学などの外出時や
夜間不意におそってくる歯痛のためにすぐれた効きめのコンジスイQを是非お役立て
ください。

効きめが早い…
有効成分が速やかに溶出し、患部によく浸透します。

長時間有効…
EPC処方は鎮痛効果を長時間持続します。

刺激が少なく使いやすい…
ゲル状ですから刺激が少なく痛むところに的確に塗布できます。

ご使用上の注意

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）
次の部位には使用しないでください。
歯ぐき、唇

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。
a 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
s 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

３． ５～６回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。
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コンジスイＱの特長

裏面へつづく



効　　能

歯　　痛

用法・用量

適量を綿棒・綿球に塗布し虫歯の穴に挿入するか、又は適量を虫歯の穴に直接塗り込む。

適当な大きさにした
綿球又は添付の綿棒
に適量のコンジスイ
Ｑを塗布してむし歯
の穴に押し込んでく
ださい。

添付の綿棒を使って
適量のコンジスイＱ
を塗布してむし歯の
穴に塗り込んでくだ
さい。

〈用法・用量に関連する注意〉
a 定められた用法をおまもりください。
s 痛みのある歯の空洞以外の箇所には塗布し
ないでください。

d 小児に使用させる場合には、保護者の指導
監督のもとにご使用ください。

f 本剤は歯科用にのみ使用し、眼科用その他
に使用しないでください。

g 本品は歯の硬歯質（エナメル質・象牙質）
を傷めませんが、歯以外のところに余分に
ついた場合には一時的に食味などを変化さ
せることがあるのでガーゼ等でふきとって
ください。

h 誤って口のまわりや顔などについた場合は、
ただちに水でよく洗ってふきとってください。

※ 本剤は、むし歯など歯の痛みの原因を治すことはできませんので、早めに歯科医師による
根本的な治療をおすすめします。

成分・分量（100g中） 作　用
成分 含量 作用

オイゲノール 5.0g
痛みを鎮めます。

 -カンフル 4.0g

フェノール 2.0g 痛みを鎮め、殺菌します。

添加物としてカルボキシビニルポリマー、水酸化Na、ウイキョウ油、プロピレングリコールを含有。

保管及び取扱い上の注意

a 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。

s 小児の手の届かない所に保管してください。
d 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。）

f 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。なお、使用期限内で
あっても開封後は品質保持の点からなるべ
く早く使用してください。

包　　装
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大 阪 府 茨 木 市 宿 久 庄 2 丁 目 7 番 6 号
お客様相談室フリーダイヤル（0120）500-461
（9：00～17：00まで、土・日・祝日を除く）
http://www.tampei.co.jp
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