
医薬品を正しく購入するための 

説 明 文 書 
 

指定第二類医薬品  使用前には必ず添付文書を読んで下さい 
 

１ 名称 ジェル コーンリムーバー 

２ 成分・分量 

１ｇ中  サリチル酸・・・０．１５ｇ、添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、 

ピロキシリン、乳酸、ヒマシ油、ｄｌ－カンフル、アセトン、エーテル、エタノール、 

だいだい色４０３号、黄色４０６号を含有します。 

３ 用法・用量 １日、数回患部に適量を塗布してください。 

４ 効能・効果 うおのめ、たこ、いぼ 

５ 

保健衛生上の

危害を防止  

するために  

必要な事項 

●してはいけないこと 

１、次の人は使用しないでください 

サリチル酸およびアスピリン等のサリチル酸系薬剤に対し過敏症の既往歴のある

人。 

２、次の部位には使用しないでください 

（１）顔面、目の周囲や唇、首のまわりなど皮ふのやわらかい部分、粘膜など。 

（２）炎症又は傷のある患部。 

（３）みずいぼ。 

（４）肛門周囲や外陰部にできたいぼ。 

（５）一列に並んだいぼ、群生したいぼ、身体に多発したいぼ。 

●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）乳幼児。 

（３）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 

（４）妊婦又は妊娠していると思われる人。 

（５）次の症状のある人：血行障害、糖尿病。 

（６）授乳中の人。 

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、添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 

  相談してください 

（１）本剤の使用により、次の症状があらわれた場合。 

   関係部位：皮膚、 症状：発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感。 

（２）本剤を１週間位使用しても症状の改善がみられない場合。 

３、本剤をいぼにご使用の場合、本剤が有効なのは角質化された表面のざらざらした 

  固いいぼです。ほかのいぼについては専門医に相談してください。 

４、塗布した患部の周囲にしみ状の跡形がつく時がありますが、これは一時的で、 

  塗布を中止すればもとの皮ふにもどります。 

  長引く場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 

その他の注意 

本剤が健康な皮ふに付着すると、その部分も白く軟化し痛んだりするので、 

もし付着した場合にはすぐにふきとってください。 



特に、指の間に塗布する場合は薬液が乾くのを確認してください。 

６ 

薬剤師が   

必要と判断  

する事項 

 

 

 

 

〔注意事項〕 

１．本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。 

２．情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。 

３．使用後、体調に変化等があった場合 (副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の    

薬剤師にご相談下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Briefing Paper 
 

Designated second-class OTC drugs    Before using, please read the drug package insert. 

1 Name Gel corn remover 

2 Pharmaceutical 

ingredients 

 

(Per gram) 

Salicylic acid: 0.15 g 

Contains additives such as hydroxypropyl cellulose, pyroxylin, 

lactic acid, castor oil, dl-camphor, acetone, ether, ethanol, 

orange color #403, and yellow #406. 

3 Dosage and 

administration 

Apply an appropriate amount of the gel on the affected site 

several times a day 

4 Effect-efficacy Corn, callus, wart 

5 Precautions ●Contraindications 

(Failure to observe these contraindications may aggravate your current 

symptoms or may easily induce side effects) 

1. Patients who fall under the following definition should not use 

this product. 

Patients with an anamnesis of hypersensitivity to salicylic 

agents, such as salicylic acid and aspirin 

2. Do not apply the gel to any of the following sites: 

(1) Face, areas around the eye, lips, and neck, and other sites 

with soft skin and mucous membranes. (2) Affected sites with 

inflammation or scars. 

(3) Molluscum contagiosum. 

(4) Wart that forms around the anus or the external genitalia. 

(5) Line of warts, clustered warts, and warts that form on multiple 

parts of the body. 

●Seek advice 

1. Patients who fall under any of the following criteria should 

seek the advice of a doctor, pharmacist, or registered distributor. 

(1) Patients receiving treatment from a doctor 

(2) Infants 

(3) Patients who have experienced allergic symptoms after 

taking medicine 

(4) Patients who are pregnant or possibly pregnant. 

(5) Patients with a hematogenous disorder or diabetes. 

(6) Patients who are lactating. 

2. Patients who experience any of the following symptoms after 

using the product may be developing side effects. Immediately 

stop using thge product and bring this explanatory document to a 

doctor, physician or registered distributor for advice. 

(1) Using the product has caused the following symptoms to 

occur. 

Site: Skin 



Symptoms: Rash, reddening, itching, swelling, irritation 

(2) Continuously using the product for about one week does not 

ameliorate the symptoms. 

3. The product is particularly effective against hard and rough 

warts on a keratinized surface. For details about the effects 

against other warts, seek the advice of a specialist. 

4. A mottle-like trace may form around the site to which the 

product has been applied. This is temporary and disappears 

when the gel is no longer applied. If the trace persists, consult a 

doctor, pharmacist, or registered distributor. 

Other cautions 

Applying the gel to healthy skin may whiten, soften, and/or 

damage part of the skin. If the gel adheres to healthy skin, 

immediately wipe it off. To apply it between fingers, ensure that 

the solution dries. 

 

 

 


