
MIGRILタブレット
有効成分：カフェイン/シクリジン塩酸塩/エルゴタミン酒⽯酸塩

（26.25cms）

リーフレットのアートワークにはニュートラルコードは必要ありません。

4倍

（26.25cms）

3つ⽬

（26.25cms）

2つ⽬

（26.25cms）

1つ⽬

添付⽂書：ユーザーMIGRIL®錠に関する情報

酒⽯酸エルゴタミン2mg、塩酸シクリジン50mg、⽔和カ
フェイン100mg
この薬を服⽤する前に、このリーフ

レットをすべて注意深く読んでくださ

い。

-このリーフレットを保管してください。あなたがあなたの治

療を受けている間、あなたはそれをもう⼀度読む必要がある

かもしれません。

-他にご不明な点がございました
ら、医師または
薬剤師。
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-この薬はあなたのために処⽅されました。他

⼈に渡さないでください。彼らの症状があな

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。

-副作⽤が深刻になった場合、またはこのリーフレットに記載されていない副
作⽤に気付いた場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
このリーフレットの内容：

1.Migril®錠とは何か、そしてそれらは何のために使われるのか
2.Migril®錠を服⽤する前に
3.Migril®錠の使⽤⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.Migril®錠の保管⽅法
6.詳細情報
1.Migril®錠とは何か、そしてそれらは何のために使われるのか

8倍

（26.25cms）

7倍

（26.25cms）

6倍

（26.25cms）

5倍

（26.25cms）

あなたの薬の名前はMigril®Tabletsです。これらの錠剤は、⾎管収縮薬およ
び制吐薬と呼ばれる薬のグループに属しています。⾎管収縮剤は⾎管の狭窄
を引き起こし、制吐剤はあなたが気分を害したり病気になったりするのを防
ぎます。
Migril®Tabletsは、⽚頭痛の治療に使⽤され、症状を和らげ、発作の
悪化を防ぎます。
2.Migril®錠を服⽤する前に次の場合は
Migril®錠を服⽤しないでください。
•あなたは、酒⽯酸エルゴタミン、塩酸シクリジン、カフェイン⽔和
物、またはこの薬の他の成分のいずれかにアレルギー（過敏）です
（セクション6、詳細情報を参照）
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•あなたは腎臓または肝臓の病気に苦しんでいます
•狭⼼症、冠状動脈性⼼臓病、または⾼⾎圧に苦しんでいます

•あなたは側頭動脈炎に苦しんでいます
•肝臓、⽪膚、または⾎液に影響を与えるポルフィリン症と呼ばれる状態に
苦しんでいます
•循環に問題がある、または循環不良による脚の痛みのようなけいれん

•甲状腺機能亢進症（甲状腺機能亢進症）があります
•細菌感染症の治療に使⽤される薬を服⽤している（例：キヌプリスチン、ダルホプリス

チム、アジスロマイシン、エリスロマイシン、クラリスロマイシン）

•ウイルス感染症の治療に使⽤される薬を服⽤している（プロテアーゼ阻害剤、

例：アンプレナビル、リトナビル、ネルフィナビル、インジナビル）

•真菌感染症の治療に使⽤される薬を服⽤している（例：ケトコナゾー
ルまたはイトラコナゾール）
•潰瘍の治療に使⽤される薬（シメチジンなど）を服⽤している
•あなたは妊娠している、妊娠したい、または授乳中です。Migril®タ
ブレットは⼦供にはお勧めできません。
次の場合は、医師または薬剤師に相談してください。

•肝炎にかかっている

••
••
••
••
••
••
••

貧⾎があります
⼼臓に問題があり、腸が詰まってい
ます。前⽴腺が腫れています。

あなたは緑内障（眼球の⾼圧）に苦しんでいますあなたは⽔の
通過に問題があります
あなたは年配です。

他の薬を服⽤する
処⽅箋なしで⼊⼿した薬を含め、他の薬を服⽤している、または最近服
⽤したことがある場合は、医師または薬剤師に伝えてください。

次の薬は、治療によって影響を受けるか、影響を受ける可能性があります
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Migril®錠：
•ベータ遮断薬：⾼⾎圧、⼼不全、狭⼼症の治療に使⽤される薬で、⽚頭痛
の治療に処⽅されている可能性があります
•⽚頭痛の治療に使⽤される他の薬（例：ゾルミトリプタン、アルモトリ
プタン、スマトリプタン、リザトリプタン、フロバトリプタン）。Migril®
錠を服⽤してから24時間は服⽤しないことが重要です。また、これらの薬
を服⽤してから6時間はMigril®錠を服⽤しないでください。

•エレトリプタン（⽚頭痛の治療に使⽤）。Migril®錠を服⽤してから24
時間この薬を服⽤しないこと、およびエレトリプタンを服⽤してから
24時間Migril®錠を服⽤しないことが重要です。
•サキナビル（HIVおよびその他のウイルス感染症の治療に使⽤）
•メトロニダゾール（特定の種類の感染症の治療に使⽤）
•メキシレチン（⼼臓の不規則性の治療に使⽤）
•ジスルフィラム（アルコール依存症の治療に使⽤）

•リチウム（躁うつ病の治療に使⽤）
•クロトリマゾールとフルコナゾール（真菌感染症の治療に使⽤）
•フェニトイン（てんかんの治療に使⽤）
•グリセリルトリニトレート（狭⼼症を緩和するために使⽤）

•ジアゼパム（不安神経症または不眠症の治療に使⽤）

•アトロピン（腸のけいれんを治療するため、または⿇酔薬の前投薬として使⽤さ

れます）

•経⼝避妊薬（ピル）、ホルモン注射またはホルモン補充療法
（HRT）
•喘鳴（テオフィリンなど）および充⾎除去薬（フェニレフリンま
たはプソイドエフェドリンなど）の治療に使⽤される薬
•うつ病の治療に使⽤される薬（例：ネファゾドン、フルオキセチン、フル
ボキサミン）、三環系抗うつ薬（例：ドチエピン、アミトリプチリン）、
モノアミン酸化酵素阻害薬（MAOI、例：フェネルジン）
•キノロン（シプロフロキサシンなど）やテトラサイクリンなどの細菌感染
症の治療に使⽤される他の薬。
Migril®タブレットを⾷べ物や飲み物と⼀緒に飲む

•グレープフルーツジュースは、副作⽤のリスクを⾼める可能性があるため、これらの錠剤を服⽤し

ている間は避ける必要があります

•この薬を服⽤している間は、飲酒や飲酒をしないでくださ
い。妊娠と授乳
妊娠中、妊娠を希望する場合、または授乳中の場合は、Migril®タ
ブレットを服⽤しないでください。
機械の運転と使⽤
これらの錠剤は、眠気を感じる可能性があります。影響を受けた場合は、機械を運

転または操作しないでください。

Migril®錠のいくつかの成分に関する重要な情報
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この薬には乳糖とブドウ糖が含まれています。⼀部の糖分に不耐性があ
ると医師から⾔われた場合は、この医薬品を服⽤する前に医師に連絡し
てください）。
103819/4
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「スルホコハク酸塩」から「スルホコハク酸塩」へ、および余分な単語「テイ

ク」をポイント番号6から削除）

次の場合も、すぐに医師の診察を受けてください。
•⼿や⾜に⻘み、冷たさ、しびれ、うずきが⽣じた場合

•ほとんどの⽇頭痛があり、この薬をもっと服⽤することによっての
み軽減される場合。
次のような副作⽤がある場合は、医師または薬剤師に相談してく
ださい。
•頭痛、吐き気、嘔吐、⼝渇。
•便秘、腹痛、下痢
•眠気、めまい、（めまいを含む）
•混乱、不安またはうつ病
•幻覚を経験している
•不眠症を含む睡眠障害
•⽔を通すのが難しい
•筋⾁のけいれん、関節の痛み、または脚の痛み
•腹部の痛みと⽚⾜の腫れ
•⽪膚の腫れやかゆみ
•⼿⾜またはピンと針の冷たさと⽩さ
•⽪膚のチクチク感やしびれ感
•⽪膚の⻩変と⼀般的な弱い感覚
•かすみ⽬またはその他の視覚障害（⽚頭痛に関連しているとは思わな
い）。
報告されているその他の副作⽤は次のとおりです。
•⾎圧の上昇または低下、失神
•脈拍が速くて弱い、⼼拍数が遅いまたは不規則である、または⼼臓
の⿎動感が⾼い

1つ⽬

（26.25cms）

2つ⽬

（26.25cms）

3つ⽬

（26.25cms）
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4倍

（26.25cms）

6.詳細情報

Migril®タブレットの外観とパックの内容⽩い丸いタブレットには、同
じ側にスコアライン、CP、および「A4A」のマークが付いています。
これらは100錠のボトルで⼊⼿できます。
その他のフォーマット

点字、⼤活字、または⾳声でこの情報のコピーを聞く、または要求するには、電話

でお問い合わせください。無料：0800 198 5000（英国のみ）

5倍

Migril®錠に含まれるもの
有効成分は、酒⽯酸エルゴタミン2mg、塩酸シクリジン
50mg、カフェイン⽔和物100mgです。
他の成分は次のとおりです：乳糖、トウモロコシ澱粉、液体ブドウ糖およびブドウ糖、

アマランス、ジオクチルナトリウムスルホコハク酸塩、ゼラチン、メタ重硫酸ナトリウ

ムおよびステアリン酸マグネシウム。

（26.25cms）

他の薬と同じように、アレルギー反応を起こす⼈もいます。次のいず
れかが発⽣した場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

•発疹、かゆみ、呼吸困難。

医薬品は、廃⽔や家庭ごみとして処分しないでください。不要になっ
た薬の処分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。

6倍

すべての薬と同様に、Migril®Tabletsは副作⽤を引き起こす可能性がありますが、誰

もがそれらを摂取できるわけではありません。最⼤⽤量を超えたり、このリーフ

レットに記載されているよりも頻繁に錠剤を服⽤しないでください。これは、この

薬への依存や他の深刻な副作⽤につながる可能性があります。

⼦供の⼿の届くところや視界に近づかないでください。

•25°C以上で保管しないでください。元の容器に保管しないでください
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タブレットを別の容器に移します。
•ラベルに記載されている有効期限が切れた後、または変⾊などの劣化の兆
候が⾒られる場合は、この薬を服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。

（26.25cms）

4.起こりうる副作⽤

5.Migril®錠の保管⽅法

次の情報を提供する準備をしてください。製品名

参照番号

ミグリル錠

29831/0090

これは、ロイヤルナショナルインスティテュートフォーブラインドピープルが提供する

サービスです。販売承認取得者：

Wockhardt UK Ltd.、Ash Road North、Wrexham、LL13 9UF、
UK。メーカー：
CP Pharmaceuticals Ltd.、Ash Road North、Wrexham、LL13 9UF、UK。

7倍

Migril®錠の服⽤を忘れた場合
飲み忘れた場合は、覚えたらすぐに服⽤してください。次の服⽤時間に
なりそうな場合は、飲み忘れた分は飲まないでください。逃したものを
補うために2回分を服⽤しないでください。

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。www.mhra.gov.uk/yellowcardでイエロー

カードスキームを介して直接副作⽤を報告するこ

ともできます。

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。
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（26.25cms）

必要以上にMigril®タブレットを服⽤した場合
あなた（他の⼈または⼦供）が、最寄りの病院の救急科または医師に
すぐに連絡する必要があるよりも多くの錠剤を服⽤している場合。空
の場合でも、常に容器を携帯してください。

閉塞隅⾓緑内障
体の動脈の⾎液供給または凝固の減少、または⼼臓の動脈の脳の閉塞

胸の痛みや息切れ、肺の組織の肥厚振戦
やけいれん

壊疽
⽪膚熱の⻘み

⾎液の変化により、出⾎やあざが
できやすくなります。

製品ライセンス番号：PL 29831/0090このリーフ

レットは、2015年8⽉に最後に改訂されました。

Migril®はCPPharmaceuticalsLimitedの商標です
©1998103819/4
222744

8倍

医師の指⽰に従って、常にMigril®錠を服⽤してください。あなたの医者はあな
たのための正しい⽤量を決定します。これは薬剤師のラベルに記載されます。
これを注意深くチェックしてください。服⽤する錠剤の数と服⽤の頻度がわか
ります。
医師が同意した⽤量を超えて服⽤しないことが重要です。

•成⼈の通常の投与量は、⽚頭痛の最初の兆候が現れた後、できるだけ
早く1錠です。
•場合によっては、30分間隔で30分から1錠の追加投与が必要になる
ことがあります。
•1回の攻撃で4錠を超えないようにし、24時間で3錠を超えないように
してください。さらに錠剤を服⽤する前に、少なくとも4⽇間のギャッ
プを残しておく必要があります。
•1週間に6錠を超えて服⽤しないでください。
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•1か⽉に2コースを超えるMigril®タブレットを服⽤しないでください。

Migril®Tabletsを定期的に服⽤したり、⽚頭痛の発作を防ぐために服⽤しないでく

ださい。定期的に使⽤すると、依存症や「リバウンド頭痛」につながる可能性があ

り、その結果、錠剤をより頻繁に服⽤する可能性があります。

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

（26.25cms）

3.Migril®錠の使⽤⽅法

さらに詳しい情報
このページに表⽰される情報があなたの個⼈的な状況に適⽤されることを確認するために、常にあなたの医療
提供者に相談してください。
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