
3．使用後,次のような症状があらわれることがあるので,このよ
　うな症状の持続又は増強が見られた場合には,使用を中止し, 
　 医師,歯科医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること
  （1）口内・のどの刺激感,舌の荒れ,味の異常感,唾液増加,歯肉炎
  （ゆっくりかむとこれらの症状は軽くなることがある。）
  （2）あごの痛み
  （他に原因がある可能性がある。）
  （3）しゃっくり,げっぷ
4．誤って定められた用量を超えて使用したり,小児が誤飲した
 場合には,次のような症状があらわれることがあるので,その
 場合には,直ちに医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること 
 吐き気,唾液増加,腹痛,下痢,発汗,頭痛,めまい,聴覚障害,全身
 脱力（急性ニコチン中毒の可能性がある。）
5．3ヵ月を超えて継続する場合は,医師,薬剤師又は登録販売
 者に相談すること
  （長期・多量使用によりニコチン依存が本剤に引き継がれるこ
 とがある。）

発疹・発赤,かゆみ
吐き気・嘔吐,腹部不快感,胸やけ,食欲不振,下痢
口内炎,のどの痛み

関 係 部 位
口 ・ の ど
消 化 器
皮 膚

胸部不快感,胸部刺激感,顔面潮紅,顔面浮腫,気分不良
動悸
頭痛,めまい,思考減退,眠気精神神経系

循 環 器
そ の 他

症　　　　状

 （6）次の診断を受けた人
  心臓疾患（心筋梗塞,狭心症,不整脈）,脳血管障害（脳梗
  塞,脳出血等）,バージャー病（末梢血管障害）,高血圧,
  甲状腺機能障害,褐色細胞腫,糖尿病（インスリン製剤を 
  使用している人）,咽頭炎,食道炎,胃・十二指腸潰瘍,
  肝臓病,腎臓病（症状を悪化させたり,現在使用中の
  薬の作用に影響を与えることがある。）
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すること

してはいけないこと

ニコチンガム製剤

使用に際して,この説明文書を必ず読むこと。また,必要な時に読めるよう大切に保管すること。

特徴

●ニコレット・ミントはタバコをやめたいと望む人のための医薬品で,禁煙時のイライラ・集中困難などの症状を緩和します。
（タバコをきらいにさせる作用はありません）

●使用期間は3ヵ月をめどとし,使用量を徐々に減らすことで,あなたを無理のない禁煙へ導きます。

●タバコを吸わない人や現在吸っていない人は,身体に好ましくない作用を及ぼしますので使用しないでください。

（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る）
1.次の人は使用しないこと
 （1）非喫煙者〔タバコを吸ったことのない人及び現在タバコ    
  を吸っていない人〕（吐き気，めまい，腹痛などの症状があ
  らわれることがある。）
 （2）すでに他のニコチン製剤を使用している人
 （3）妊婦又は妊娠していると思われる人
 （4）重い心臓病を有する人
  1）3ヵ月以内に心筋梗塞の発作を起こした人
  2）重い狭心症と医師に診断された人
  3）重い不整脈と医師に診断された人
 （5）急性期脳血管障害（脳梗塞,脳出血等）と医師に診断された人
 （6）うつ病と医師に診断された人
 （7）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状（発疹・発赤, 
  かゆみ,浮腫等）を起こしたことがある人
 （8）あごの関節に障害がある人
2.授乳中の人は本剤を使用しないか,本剤を使用する場合は
  授乳を避けること
 （母乳中に移行し，乳児の脈が速まることが考えられる。）
3.本剤を使用中あるいは使用直後に次のことをしないこと
 （1）喫煙
 （2）ニコチンパッチ製剤の使用
4.6ヵ月を超えて使用しないこと

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
  相談すること
 （1）医師又は歯科医師の治療を受けている人
 （2）他の薬を使用している人
  （他の薬の作用に影響を与えることがある。）
 （3）高齢者及び20歳未満の人
 （4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 （5）次の症状のある人
   腹痛,胸痛,口内炎,のどの痛み・のどのはれ
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緊急時・中毒等の連絡先
製品及び禁煙に関するお問い合わせ先

製造販売元

〒101-0065  東京都千代田区西神田3-5-2　 0120-250103
9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

●ニコレット ホームページ

http : //www.nicorette -j.com ®登録商標 　©J&JKK 2012

販売元

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号

ニコレット禁煙支援センター ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

  アルミを破り,指
 でガムを押し取
り出します。

 そして,ほほと歯
 ぐきの間にしば
らく置きます（味がなくな
るまで約1分間以上）。

 ④～⑤を約30
 ～60分間繰り
返した後,ガムは紙など
に包んで捨ててください。

 裏面の接着され
 ていない角から
フィルムをはがします。

タバコを吸いたいと思ったとき,1回1個をゆっくりと間をおきながら,30～60分
間かけてかむ。1日の使用個数は表を目安とし,通常,1日4～12個から始めて適
宜増減するが,1日の総使用個数は24個を超えないこと。禁煙になれてきたら
（1ヵ月前後）,1週間ごとに1日の使用個数を1～2個ずつ減らし,1日の使用個数
が1～2個となった段階で使用をやめる。なお,使用期間は3ヵ月をめどとする。　

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
  （高温の場所に保管すると,ガムがシートに付着して取り出しにくくなる。）。
2. 　本剤は小児が容易に開けられない包装になっているが,小児の
 手の届かない所に保管すること。

3. 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり,品質が変わる。）。
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
5. かみ終わったガムは紙などに包んで小児の手の届かない所に捨
 てること。

禁煙達成への心がまえ《まずは強い禁煙意志をお持ちください》
●禁煙しなければならない理由をよく考えましょう。
●ご自身にとって禁煙することの長所,短所を考えて,見比べてみましょう。
●禁煙に成功した後の健康的な生活を送るご自身を想像してみましょう。

●ストレスがあると感じて
 いたら,原因は何か考え
 てみましょう。そして,そ
 のストレスを発散する方
 法を探してみてください。

●ストレスを和らげ,リラッ
 クスできる方法を実行
 しましょう。

●禁煙開始の日を何かの
 記念日にしてみてくださ
 い。初心が忘れ難くなり
 ます。

●家族,同僚や知人に禁煙
 宣言をしましょう。ご自
 分の禁煙意志が強化さ
 れるでしょう。

●スポーツ,散歩,趣味など
 タバコを忘れる努力を
 しましょう。

●禁煙中は,飲み会などの
 場面で,タバコの誘惑に
 負けないよう注意しま
 しょう。

●禁煙に伴うイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状に悩まされるのは禁煙開始から1～2週間の間です。ニコレットを十分量使用し,初めから無理に減らそうとしない方が効果的です。

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量

保管および取扱い上の注意

禁煙前の1日の喫煙本数 1日の使用個数1日最大使用個数
使用開始時の1日の使用個数の目安

20本以下
1回量

1個 24個
4～6個

21～30本 6～9個
31本以上 9～12個

1個中,次の成分を含有する。
ニコチン　2㎎

添加物：イオン交換樹脂，炭酸水素ナトリウム，炭酸ナトリウム，
キシリトール，酸化マグネシウム，ハッカ油，ℓ-メントール，タルク,
炭酸カルシウム，ジブチルヒドロキシトルエン，その他6成分

 02
 90691

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
効能

4 5 6

この包装は小児が容易に開けられないよう,フィルムとアルミの多層シートになっています

シートから1個を
切り離します。

指で押し出すフィルムをはがす切り離す
ゆっくりかむ ほほと歯ぐきの間 約30～60分で捨てる

成分

1 2 3

1. タバコを吸うのを完全に止めて使用すること。
2.   1回に2個以上かまないこと（ニコチンが過量摂取され,吐き気,
 めまい,腹痛などの症状があらわれることがある。）。
3. 辛みや刺激感を感じたらかむのを止めて,ほほの内側などに寄せ
 て休ませること。
4. 本剤はガム製剤であるので飲み込まないこと。また,本剤が入れ

 歯などに付着し,脱落・損傷を起こすことがあるので,入れ歯など
 の歯科的治療を受けたことのある人は,使用に際して注意すること。
5. コーヒーや炭酸飲料などを飲んだ後,しばらくは本剤を使用しな
 いこと（本剤の十分な効果が得られないことがある。）。
6. 　口内に使用する吸入剤やスプレー剤とは同時に使用しないこと（口内・
 　のどの刺激感,のどの痛みなどの症状を悪化させることがある。）。

 ピリッとした味を感じるまで,ゆっ
 くりとかみます（15回程度）。かみ
はじめの時は,味が強く感じることがあり
ますので,なめたり,かむ回数を減らすな
どしてください。

※



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b00276a196e96005f0046006f006e00745168306657cb8fbc00270020306b57fa3065304f005d002030d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


