
添付⽂書：患者への情報 ••「スルホニル尿素」として知られている他の抗糖尿病薬（例
えば、グリメピリド、グリピジド）を服⽤している場合、お
よび/またはインスリンを使⽤している場合。⾎糖値が低すぎ
る（低⾎糖症）のを避けるために、Glyxambiと⼀緒に服⽤す
る場合は、医師がこれらの薬の投与量を減らすことをお勧め
します。

••あなたが膵臓の病気を持っているか、持っていた場合。
••深刻な腎臓の問題がある場合。医師が1⽇の服⽤量を制限

したり、別の薬を服⽤するように依頼したりする場合があ
ります（セクション3「グリキサンビの服⽤⽅法」も参
照）。

••あなたが深刻な肝臓の問題を抱えている場合。あなたの医者はかもしれません

グリキサンビ®10 mg /5mgフィルムコーティング錠
Glyxambi®25 mg /5mgフィルムコーティング錠 あいうえお
エンパグリフロジン/リナグリプチン

あなたにとって重要な情報が含まれているので、この
薬を服⽤し始める前に、このリーフレットのすべてを
注意深く読んでください。

Glyxambiの⽤途
••グリキサンビはメトホルミンおよび/またはスルホニル尿素

（SU）に追加され、2型糖尿病を治療します。
18歳以上の成⼈患者で、-このリーフレットを保管してください。もう⼀度読む必要があるかもしれません。 別の薬を飲むように頼んでください。

••脱⽔症状のリスクがある可能性がある場合、たとえば：
••病気の場合、下痢や発熱がある場合、または飲⾷

ができない場合
••尿量を増やす薬[利尿薬]や⾎圧を下げる薬を服

⽤している場合
••75歳以上の場合
考えられる兆候は、セクション4の「脱⽔症」に記載されていま
す。体液の過剰な喪失を防ぐために、回復するまでグリキサンビ
の服⽤を中⽌するように医師から依頼される場合があります。脱
⽔症状を防ぐ⽅法について質問してください。

••75歳以上の場合は、Glyxambiの服⽤を開始し
ないでください。

-さらに質問がある場合は、医師、薬剤師、または看護師に
相談してください。

-この薬はあなただけに処⽅されています。他⼈に渡さないで
ください。彼らの病気の兆候があなたのものと同じであって
も、それは彼らに害を及ぼす可能性があります。

-副作⽤が出た場合は、医師、薬剤師、看護師に相談してください。こ
れには、このリーフレットに記載されていない可能性のある副作⽤が
含まれます。セクション4を参照してください。

メトホルミンおよび/またはスルホニル尿素をエンパグリフロジ
ンと組み合わせて治療した場合、またはメトホルミンおよび/ま
たはスルホニル尿素をリナグリプチンと組み合わせて治療した場
合、糖尿病を制御することはできません。

••グリキサンビは、エンパグリフロジンとリナグリプチンの両⽅
を単⼀の錠剤として服⽤する代わりに使⽤することもできま
す。過剰摂取を避けるために、この薬を服⽤している場合は、
エンパグリフロジンとリナグリプチンの錠剤を別々に服⽤し続
けないでください。

このリーフレットの内容

1. Glyxambiとは何か、そしてそれが何のために使われるか
2.Glyxambiを服⽤する前に知っておくべきこと
3.グリキサンビの服⽤⽅法

医師の推奨に従って⾷事療法と運動計画を継続する
ことが重要です。
薬剤師または看護師。4.起こりうる副作⽤

5.Glyxambiの保存⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

••⾎液検査で⾒られる、⾎液中の⾚⾎球の割合（ヘマ
トクリット値）が増加している場合（セクション4
「考えられる副作⽤」も参照）。2.Glyxambiを服⽤する前に知っておくべ

きこと
1. Glyxambiとは何か、そしてそれが何のために使われるか Glyxambiによる治療中に次のいずれかが発⽣し

た場合は、医師に連絡してください。
••持続性の重度の胃痛（腹痛）などの急性膵炎の症状が

現れた場合。考えられる兆候は、セクション4「考えら
れる副作⽤」に記載されています。あなたの医者はあ
なたの治療法を変える必要があるかもしれません。

••発熱を伴う腎臓または尿路の重篤な感染症がある場
合。あなたの医者はあなたに頼むかもしれません
回復するまでGlyxambiの服⽤を中⽌してください。

グリキサンビを服⽤しないでください

グリキサンビとは -エンパグリフロジン、リナグリプチン、その他のSGLT2阻
害薬（ダパグリフロジン、カナグリフロジンなど）、その
他のDPP-4阻害薬（シタグリプチン、ビルダグリプチンな
ど）、またはこの薬の他の成分（セクション6に記載）に
アレルギーがある場合。

グリキサンビには、エンパグリフロジンとリナグリプチンと
いう2つの活性物質が含まれています。それぞれが「経⼝抗糖
尿病薬」と呼ばれる薬のグループに属しています。これらは2
型糖尿病を治療するために経⼝摂取される薬です。

警告と注意事項
2型糖尿病とは何ですか？ この薬を服⽤する前に、医師に相談してください。
2型糖尿病は、遺伝⼦とライフスタイルの両⽅に起因
する状態です。2型糖尿病の場合、膵臓は⾎中のブド
ウ糖のレベルを制御するのに⼗分なインスリンを⽣
成しない可能性があり、体は⾃⾝のインスリンを効
果的に使⽤できません。これにより、⾎液中の糖分
が⾼レベルになり、⼼臓病、腎臓病、失明、⼿⾜の
循環不良などの医学的問題を引き起こす可能性があ
ります。

治療中：
••1型糖尿病の場合（あなたの体はインスリンを⽣成し

ません）。Glyxambiは1型糖尿病の治療には使⽤しな
いでください。

••急激な体重減少、気分が悪くなったり、気分が悪
くなったり、腹痛、過度の喉の渇き、速くて深い
呼吸、混乱、異常な眠気や疲れ、息の⽢い匂い、
⼝の中の⽢いまたは⾦属の味などを経験した場合
尿や汗の臭い。これらの症状は「糖尿病性ケトア
シドーシス」の兆候である可能性があるため、す
ぐに医師または最寄りの病院に連絡してくださ
い。

••⽪膚の⽔ぶくれに遭遇した場合、それは⽔疱性類天疱瘡と呼ばれる
状態の兆候である可能性があります。あなたの医者はあなたに
Glyxambiを⽌めるように頼むかもしれません。

グリキサンビ®10 mg /5mg
フィルムコーティング錠
グリキサンビ®25 mg /5mg
フィルムコーティング錠

性器の痛み、圧痛、発⾚、腫れ、または性器と肛⾨の
間の領域に発熱や体調不良の症状が⾒られる場合は、
すぐに医師に相談してください。これらの症状は、会
陰の壊死性筋膜炎または⽪膚の下の組織を破壊するフ
ルニエ神経節と呼ばれる、まれではあるが深刻な、あ
るいは⽣命を脅かす感染症の兆候である可能性があり
ます。フルニエの神経節はすぐに治療されなければな
りません。

エンパグリフロジン/リナグリプチン

あいうえお
Glyxambiのしくみ
エンパグリフロジンは、ナトリウムグルコース共輸送体-2
（SGLT2）と呼ばれる薬のグループに属しています
阻害剤。SGLT2タンパク質をブロックすることで機能します
あなたの腎臓で。これにより、⾎糖値（ブドウ糖）が尿から除去
されます。リナグリプチンは別の⽅法で機能します。つまり、膵
臓がより多くのインスリンを⽣成して⾎糖値を下げることができ
るようにすることです。これは、DPP-4と呼ばれるタンパク質を
ブロックすることによって⾏われます。それにより、グリキサン
ビはあなたの⾎中の糖の量を減らします。

テストで⾒られる、尿または⾎液中の「ケトン体」。糖尿
病性ケトアシドーシスを発症するリスクは、⻑期の絶⾷、
過度のアルコール摂取、脱⽔症またはインスリン投与量の
突然の減少、または⼤⼿術または重篤な病気によるインス
リンの必要性の増加によって増加する可能性があります。

フットケア
すべての糖尿病患者と同様に、定期的に⾜をチェッ
クし、医療専⾨家によるフットケアに関するその他
のアドバイスに従うことが重要です。

腎臓機能
Glyxambiによる治療を開始する前、および治療中
に定期的に、医師は腎臓がどの程度機能している
かを確認します。

グリキサンビ®10 mg /5mg
フィルムコーティング錠
グリキサンビ®25 mg /5mg
フィルムコーティング錠

エンパグリフロジン/リナグリプチン

あいうえお
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尿糖 医師は、グリキサンビ25 mg / 5 mg（25mgエンパグリフロ
ジンと5mgリナグリプチン）のフィルムコーティング錠1錠
に1⽇1回投与量を増やす必要があるかどうかを判断しま
す。すでに25mgのエンパグリフロジンと5mgのリナグリプ
チンを別々の錠剤として服⽤していて、Glyxambiに切り替
える場合は、Glyxambi 25 mg /5mgから直接始めることが
できます。

4.起こりうる副作⽤
この薬がどのように機能するかにより、この薬を服⽤し
ている間、尿は糖分について陽性になります。 すべての薬と同様に、この薬は副作⽤を引き起こす可能性があり

ますが、誰もがそれらを得るわけではありません。

⼦供と⻘年 次のような副作⽤がある場合は、すぐに医師
または最寄りの病院に連絡してください。この薬は18歳未満の⼦供や⻘年には推奨されていま

せん。これらの患者では研究されていないためで
す。 腎機能障害

腎臓に問題がある場合は、医師に相談してください。あなたの医者は
あなたの⽤量を制限するか、代替医療を使⽤することを決定するかも
しれません。

まれにしか⾒られない糖尿病性ケトアシドーシス（1000⼈に1⼈に影
響を与える可能性があります）他の薬とGlyxambi

他の薬を使⽤している、最近使⽤した、または使⽤する可能性が
あるかどうかを医師または薬剤師に伝えてください。

これらは糖尿病性ケトアシドーシスの兆候です（参照
lsoセクション2、「警告と注意事項」）：

‒尿または⾎液中の「ケトン体」のレベルの上昇

‒急激な体重減少
‒気分が悪いまたは気分が悪い
- 胃痛
‒過度の喉の渇き
‒速くて深い呼吸
- 錯乱
‒異常な眠気または倦怠感
‒息に⽢い匂い、⼝に⽢いまたは⾦属の味、または

尿や汗に異なる匂い。

特に、次の薬を使⽤している場合は医師に相談し
てください。
••インスリンやスルホニル尿素などの他の抗糖尿病

薬。⾎糖値が低くなりすぎるのを防ぐために、医師
はこれらの他の薬の投与量を減らしたいと思うかも
しれません。

••体から⽔分を取り除くために使⽤される薬（利尿薬）。あなた
の医者はあなたにGlyxambiの服⽤をやめるように頼むかもしれ
ません。

••リファンピシン（結核の治療に使⽤される抗⽣
物質）や治療に使⽤される特定の薬など、体内
のエンパグリフロジンまたはリナグリプチンの
分解に影響を与える可能性のある薬
発作（カルバマゼピン、フェノバルビタール、または
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epatic障害
重度のepatic障害に苦しんでいる場合は、医師に相談
してください。Glyxambiは推奨されておらず、医師
が別の薬を使⽤することを決定する場合があります。
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⾼齢者
ここでは、5歳以上の患者の経験はほとんどあり
ません。Glyxambiによる治療は、75歳以上の患
者で開始する必要があります。

Tこの薬を飲む
••••••

タブレット全体を⽔で飲み込みます。あなたは⾷べ物の有
無にかかわらずGlyxambiを取ることができます。タブ
レットは1⽇中いつでも服⽤できます。 これは⾎糖値に関係なく発⽣する可能性があります

evel。医師は、この薬による治療を⼀時的また
は恒久的に中⽌することを決定する場合があり
ます。

フェニトイン）。Glyxambiの効果が低下する可能性があります。 ただし、毎⽇同じ時間に服⽤するようにしてください。これはあなたが
それを取ることを忘れないようにするのに役⽴ちます。

l
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私たちの医師は、他の抗糖尿病薬と⼀緒にグリキサンビを処⽅
することがあります。あなたの健康のために彼の最良の結果を
達成するためにあなたの医者の指⽰に従ってすべての薬を服⽤

することを忘れないでください。

妊娠している場合、妊娠している可能性がある、または
⾚ちゃんを産む予定がある場合は、この薬を服⽤する前
に医師に相談してください。

次の副作⽤のいずれかに気付いた場合は、すぐ
に医師に連絡してください。

グリキサンビが胎児に有害であるかどうかは不明で
す。予防措置として、妊娠中のこの薬の使⽤を避け
ることが望ましいです。

A適切な⾷事と運動は、あなたの体が⾎糖値をより良く使
⽤するのに役⽴ちます。Glyxambiを服⽤している間は、
オクターが推奨するietおよび運動プログラムを継続する
ことが重要です。

まれに⾒られるアレルギー反応（100⼈に1⼈に影響を与える
可能性があります）

この薬はアレルギー反応を引き起こす可能性があ
り、じんましん（じんましん）や

顔、唇、⾆、喉の腫れは、⾎管浮腫の呼吸や嚥
下を困難にする可能性があります）。
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（（
グリキサンビの活性物質が⼈間の⺟乳に移⾏するか
どうかは不明です。使⽤禁⽌
あなたが授乳しているなら、この薬。

私f必要以上にGlyxambiを服⽤する
私この薬を必要以上に服⽤している場合は、
すぐに医師に相談するか、病院に⾏ってください。取った私

t 私膵臓の炎症（膵炎）、⾒られる まれに

この薬は膵炎を引き起こす可能性がありますが、これは通常
多くの場合、背中に届く可能性のある持続的で重

度の腹部（胃）の痛みと同じように
気分が悪くなったり、気分が悪くなったりすることを伴う。あなた

の医者はあなたの治療法を変える必要があるでしょう。

グリキサンビが⼈間の出⽣⼒に影響を与えるかどう
かは不明です。

彼はあなたと⼀緒に薬パック。

私グリキサンビを取るのを忘れた場合
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機械の運転と使⽤ タブレットを服⽤するのを忘れた場合の対処⽅法は、次の

服⽤までの期間によって異なります。
次の服⽤まで12時間以上かかる場合は、覚えたらすぐ
にグリキサンビを服⽤してください。その後、通常の時
間に次の服⽤をしてください。
次の通常の服⽤時間まで12時間以内の場合は、忘れた分は飲ま
ないでください。その後、通常の時間に次の服⽤をしてくださ
い。
忘れた分を補うために、この薬を2回服⽤しな
いでください。

Glyxambiは、機械を運転して使⽤する能⼒にわずかな影響
を及ぼします。 ••

••

••

a

この薬をスルホニル尿素やインスリンと組み合わせ
て服⽤すると、⾎糖値が下がりすぎて（低⾎糖）、
震え、発汗、視⼒の変化などの症状を引き起こし、
機械の運転や使⽤に影響を与える可能性がありま
す。これらのいずれかが発⽣した場合は、ツールや
マシンを運転したり使⽤したりしないでください
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⼀般的に⾒られる⾎糖値（低⾎糖症） 10⼈に1⼈まで影
響を受ける可能性があります）
スルホニル尿素薬やインスリンなど、低⾎糖を利⽤
できる別の薬と⼀緒にグリキサンビを服⽤すると、
低⾎糖の低⾎糖になるリスクがあります）。低⾎糖
の兆候

含まれる可能性があります：

••震え、発汗、⾮常に不安または混乱を感じ
る、速い⼼拍

••過度の空腹、頭痛

グリキサンビを服⽤中の症状。 グリキサンビの服⽤をやめたら
最初に医師に相談せずにこの薬の服⽤をやめないで
ください。グリキサンビの服⽤をやめると、⾎糖値
が上がる可能性があります。

3.グリキサンビの服⽤⽅法
常に医師の指⽰どおりに服⽤してください。よくわ
からない場合は、医師または薬剤師に確認してくだ
さい。

医師は、低⾎糖値の治療⽅法と、上記の兆候が⾒られ
た場合の対処法を教えてくれます。低⾎糖の症状があ
る場合は、ブドウ糖錠剤、⾼糖スナックを⾷べるか、
フルーツジュースを飲んでください。可能であれば⾎
糖値を測定し、休憩します。

この薬の使⽤についてさらに質問がある場合は、医
師、薬剤師、または看護師に尋ねてください。

どれくらい取るか
通常の開始⽤量は、1⽇1回のGlyxambi 10 mg / 5 mg（10mg
エンパグリフロジンおよび5mgリナグリプチン）の1錠の
フィルムコーティング錠です。



⼀般的に⾒られる尿路感染症 尿路感染
症の兆候は次のとおりです。
••尿を流すときの灼熱感
••曇ったように⾒える尿
••⾻盤の痛み、または背中の中央の痛み（腎臓が感染して

いる場合）

5.Glyxambiの保存⽅法 パックサイズは、7 x 1、10 x 1、14 x 1、28 x 1、30 x 1、60 x 1、70 
x 1、90 x 1、および100x1のフィルムコーティング錠です。

この薬は⼦供の視界や⼿の届かないところに保管してくだ
さい。 すべてのパックサイズがお住まいの国で販売されているわけではありません。

EXP後のブリスターとカートンに記載されている有効
期限後は、この薬を使⽤しないでください。
有効期限とは、その⽉の最終⽇を指します。

販売承認取得者

尿を流したいという衝動や頻尿は、この薬の作⽤に
よるものかもしれませんが、尿路感染症の兆候であ
る可能性もあるため、このような症状の増加に気付
いた場合は、医師にも連絡する必要があります。

ベーリンガーインゲルハイムインターナショナル
GmbHBingerStr。173
55216インゲルハイムアムライ
ンドイツ

この薬は特別な保管条件を必要としません。

包装が破損している、または改ざんの兆候が⾒られ
る場合は、この薬を使⽤しないでください。 メーカー

まれに⾒られる体液の喪失（脱⽔症） 脱⽔症状の兆候
は特定されていませんが、次のようなものがありま
す。
••異常な喉の渇き
••⽴ちくらみまたは⽴ちくらみ
••失神または意識喪失

廃⽔や家庭ごみで薬を捨てないでください。使⽤し
なくなった薬を捨てる⽅法を薬剤師に尋ねてくださ
い。これらの対策は、環境保護に役⽴ちます。

ロッテンドルフファーマGmbH
Ostenfelder Strasse 51 ‒ 61 
59320 Ennigerloh
ドイツ

w

この薬に関する情報については、販売承認取得者
の地域の代表者に連絡してください。6.パックの内容およびその他の情

報Glyxambiを服⽤している間の他の副作⽤：

⼀般的に⾒られる Glyxambiに含まれるもの

グリキサンビ10mg/5mgフィルムコーティング錠

イギリス
ベーリンガーインゲルハイム株式会
社Tel：+44 1344 424 600

••ツグミのような性器イースト菌感染症
••炎症を起こした⿐または喉（⿐咽頭炎）
••咳••通常より多くの尿を通過させるか、通過する必要があります

より頻繁に尿
••かゆみ
••⽪膚の発疹
••⾎中酵素アミラーゼの増加
••膵臓酵素リパーゼの増加
••渇き

イーライリリーアンドカンパニーリミテッド

Tel：+44 1256 315 000-活性物質はエンパグリフロジンと
リナグリプチン。各フィルムコーティング錠には、10mのエンパグリフロ
ジンと5mgのリナグリプチンが含まれています。

-他の成分は次のとおりです。
錠剤コア：マンニトール（E421）、アルファ化デンプン（トウモロ
コシ）、トウモロコシデンプ  ン、コポビドン、クロスポビドン、タ
ルク、ステアリン酸マグネシウム。
フィルムコーティング ：ヒプロメロース、マンニトール（E421）、
タルク、⼆酸化チタン（E171）、マクロゴール6000、酸化鉄イエ
ロー（E172）。

g
このリーフレットは2021年5⽉に最後に改訂されました。

h

まれに⾒られる
••膀胱を空にするときの緊張または痛み
••臨床検査では、⾎中脂肪レベルの変化、⾚⾎球量

の増加（ヘマトクリット値の増加）、および腎臓
機能に関連する変化（濾過率の低下と⾎中クレア
チニンの増加）が⽰される場合があります。

グリキサンビ25mg/5mgフィルムコーティング錠

d -活性物質はエンパグリフロジンとリナグリプチンです。各
フィルムコーティング錠には25mが含まれています
エンパグリフロジンと5mgのリナグリプチン。

g

-他の成分は次のとおりです。
錠剤コア：マンニトール（E421）、アルファ化デンプン（トウモロ
コシ）、トウモロコシデンプ  ン、コポビドン、クロスポビドン、タ
ルク、ステアリン酸マグネシウム。
フィルムコーティング ：ヒプロメロース、マンニトール（E421）、
タルク、⼆酸化チタン（E171）、マクロゴール6000、酸化鉄レッド
（E172）。

めったに⾒られない

••⼝内痛
h

頻度は不明（⼊⼿可能なデータから推定でき
ない）
••⽪膚の⽔ぶくれ（⽔疱性類天疱瘡）
••会陰またはフルニエ神経節の壊死性筋膜炎、性器

または性器と肛⾨の間の領域の重篤な軟部組織感
染症

Glyxambiの外観とパックの内容

Glyxambi 10 mg / 5 mgのフィルムコーティング錠
（錠剤）は、淡⻩⾊、弧状の三⾓形、平らな⾯、斜
⾓です。⽚側に「10/5」があり、

副作⽤の報告
副作⽤が出た場合は、医師、薬剤師、看護師に相談してくださ
い。これには、このリーフレットに記載されていない可能性の
ある副作⽤が含まれます。副作⽤を直接報告することもできま
す（以下の詳細を参照）。副作⽤を報告することにより、この
薬の安全性に関するより多くの情報を提供するのに役⽴ちま
す。

反対側にベーリンガーインゲルハイムのロゴ。タブレッ
トの各⾯の⻑さは8mmです。

Glyxambi 25 mg / 5 mgのフィルムコーティング錠（錠
剤）は、淡いピンク、弧状の三⾓形、平らな⾯、斜⾓
です。⽚⾯に「25/5」、もう⽚⾯にベーリンガーイン
ゲルハイムのロゴがあります。タブレットの各⾯の⻑
さは8mmです。イエローカードスキーム

ウェブサイト：www.mhra.gov.uk/yellowcardまたは
GooglePlayまたはAppleAppStoreでMHRAイエロー
カードを検索

Glyxambiは、PVC /PVDC/アルミニウム⽳あき単位⽤量
ブリスターで利⽤できます。


