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VYTORIN ® この狭窄は、⼼臓や脳などの重要な臓器へ
の⾎流を遅くしたり遮断したりする可能性
があります。この⾎流の遮断は、⼼臓発作
や脳卒中を引き起こす可能性があります。

⼦供および⻘年での
使⽤

このリーフレットの内容 VYTORINは、家族性を治療するた
めに⼦供と⻘年（10〜17歳）で使
⽤されます
⾼コレステロール⾎症、遺伝性（す
なわち家族を介して受け継がれる）
である⾼コレステロールの⼀種。

このリーフレットは、VYTORINに関するいくつ

かの⼀般的な質問に答えます。利⽤可能なすべて

が含まれているわけではありません

情報。それはあなたの医者や薬
剤師と話す代わりにはなりませ
ん。

HDLコレステロールは、悪⽟コレ
ステロールが動脈に蓄積するのを
防ぎ、⼼臓病から保護するので、
しばしば「善⽟」コレステロール
と呼ばれます。 VYTORINは、この年齢層での効果

に関する研究がないため、10歳未
満の⼦供への使⽤は推奨されてい
ません。

すべての薬にはリスクと利点があります。

あなたの医者は体重を量りました

彼らがあなたにもたらすと彼らが期待す
る利益に対してあなたがVYTORINを服⽤
するリスク。

トリグリセリド

トリグリセリドは、⼼臓病のリスク
を⾼める可能性のある⾎液中の脂肪
のもう1つの形態です。

あなたの医者はVYTORINがあなたの
⼦供に適しているかどうかを評価し
ます。お⼦さんの思春期の発達に
よっては、VYTORINがお⼦さんに適
さない場合があります。

この薬の服⽤について懸念がある
場合は、医師または薬剤師に相談
してください。

VYTORINのしくみ
VYTORINは、上昇した総コレステロー
ル、LDL（悪⽟）コレステロール、トリ
グリセリドを減らし、HDL（善⽟）コレ
ステロールを増やします。

このリーフレットは薬と⼀緒に保管し

てください。

もう⼀度読む必要があるかもしれません。

VYTORINとは
のために使⽤される

VYTORINは、⼩腸でのコレステロール
の吸収を減らし、肝臓で作られるコレ
ステロールの量を減らすことによって
機能します。VYTORINはあなたが体重
を減らすのを助けません。

取る前に
VYTORIN

VYTORINはコレステロールとトリグリセリドの

レベルを下げるのに役⽴ちます。それはその⼈

に使⽤されます

コレステロール値が⾼すぎるため、⾷事
だけではこれらの値を適切に下げること
ができません。

あなたがそれを取ってはいけないとき

次の場合はVYTORINを服⽤しないでください。

•• VYTORINまたはこのリーフレット
の最後に記載されている成分のいず
れかにアレルギーがあります。

アレルギー反応の症状には、⽪
膚の発疹、かゆみ、息切れ、
顔、唇、⼝、⾆、喉の腫れなど
があります。

⼼臓病と⼼臓発作の病歴があ
る場合または
不安定狭⼼症（胸痛）のための⼊
院、VYTORINは⼼臓発作、脳卒
中、⼼臓⾎流を増やすための⼿
術、または胸痛のための⼊院のリ
スクを減らします。

コレステロール

コレステロールは、に含まれるいくつか
の脂肪物質の1つです。
⾎流。あなたの総コレステロールは主
にLDLとHDLコレステロールで構成され
ています。

あなたの医者は別の理由でVYTORINを処
⽅したかもしれません。何かあるかどうか
医師に相談してください
VYTORINがあなたのために処⽅された
理由についての質問。

•• あなたは妊娠中または授乳
中です。
VYTORINは、妊娠中および授
乳中は禁忌です（つまり、使
⽤しないでください）。妊娠
中や授乳中にこの薬を服⽤す
ると、⾚ちゃんがこの薬を吸
収し、あなたに影響を与える
可能性があります

LDLコレステロールは、動脈壁に蓄積してプ

ラークを形成する可能性があるため、「悪

⽟」コレステロールと呼ばれることがよくあ

ります。最終的に、このプラークの蓄積は動

脈の狭窄につながる可能性があります。

VYTORINは中毒性がありません。
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胎児の奇形（先天性⽋損症）
または不可逆的な損傷を引き
起こす⾚ちゃんの正常な発
育。

4.あなたはアジア⼈です。 •• 特定の真菌感染症の治療に使⽤され
るケトコナゾール、イトラコナゾー
ル、ポサコナゾール、ボリコナゾー
ル

5.あなたはナイアシンまたはナイアシ
ン含有製品を服⽤しています。

6.肝臓病や肝臓の問題など、何ら
かの病状がある、またはあっ
たことがあります。

•• 活動性の肝疾患または繰り返し
の⾎液検査があります
肝臓の問題の可能性を⽰し
ています。

上記のいずれかを服⽤している場合、医
師はVYTORINを⼀時的に中⽌することを
提案する場合があります。
永久に。

あなたの医者はあなたがあなたの肝臓
に問題がないことを確認するために⾎
液検査をします。•• ⾼コレステロール⾎症の治療

に使⽤される他の薬による筋
⾁痛、圧痛、または脱⼒感が
あります。
トリグリセリド。

⼀部の薬とVYTORINは互いに⼲渉する可
能性があります。これらには以下が含ま
れます：

7.腎臓病、糖尿病、またはその他
の医学的問題があります。

•• エルバスビルやグラゾプレビ
ルなどの特定のC型肝炎抗ウ
イルス剤

8.あなたは定期的にアルコールを飲みます。•• ゲムフィブロジル、シクロスポリ
ン、ダナゾール、フシジン酸、イ
トラコナゾールやケトコナゾール
などの強⼒なCYP3A4阻害剤など
の特定の薬を服⽤しています。詳
細については、このCMIの「他の
薬の服⽤」のセクションを参照し
てください。

9.他の薬や⾷品などの他の物質
にアレルギーがある場合、

防腐剤または染料。

•• コレスチラミンなどの胆汁酸封鎖剤
は、コレステロール値を下げるため
に使⽤されます。

•• コレステロール値を下げる他の
薬、例えば、他のフィブラート、
ニコチン酸（ニコチンとしても知
られています）。

上記のいずれについても医師に伝え
ていない場合は、VYTORINを服⽤す
る前に医師に伝えてください。

他の薬を服⽤する •• ワルファリン、フルインジオン、また

は⾎栓を防ぐために使⽤される他の薬•• パッケージが破れている、または改ざ
んの兆候が⾒られる。 処⽅箋なしで購⼊した薬を含め、

他の薬を服⽤している場合は医師
に相談してください

薬局、スーパーマーケット、健康
⾷品店。

•• パックの有効期限が過ぎて
います。
賞味期限が過ぎてから服⽤
すると効かない場合があり
ます。

•• 痛⾵に使⽤されるコルヒチン

•• ベラパミル、⾼⾎圧と狭⼼
症の治療に使⽤されます

•• 狭⼼症の治療に使⽤されるジルチアゼム
⼀部の薬はVYTORINと⼀緒に服⽤しない
でください。これらには以下が含まれま
す：

VYTORINの服⽤を開始すべきかど
うかわからない場合は、医師に相談
してください。

•• 不整脈の治療に使⽤さ
れるアミオダロン

•• アムロジピン、⾼⾎圧と狭
⼼症の治療に使⽤•• うつ病の治療に使⽤されるネ

ファゾドンあなたがそれを取り始める前に •• ⼼不全の治療に使⽤されるジゴ
キシン•• HIV感染症の治療に使⽤される

薬であるコビシスタットを含
む薬。

次の場合は医師に相談してください。

1.あなたは妊娠しているか、妊娠
するつもりです。

•• ロミタピド（深刻でまれな遺伝薬を
治療するために使⽤される薬
コレステロール状態）•• HIV感染症の治療に使⽤されるインジナ

ビル、ネルフィナビル、リトナビル、

サキナビルなどのプロテアーゼ阻害剤

VYTORINは妊娠中は使⽤しな
いでください。 •• ダプトマイシン、複雑な⽪膚や⽪

膚の治療に使⽤される薬
構造感染症と菌⾎症2.あなたは授乳中です。

授乳中はVYTORINを使⽤し
ないでください。

•• 特定のC型肝炎ウイルスプロテアー
ゼ阻害剤（ボセプレビルやテラプレ
ビルなど）

これらの薬は、ビトリンの影響を受けた
り、効き具合に影響を及ぼしたり、ビトリ
ンの副作⽤のリスクを⾼めたりする可能性
があります。あなたはあなたの薬の異なる
量を必要とするかもしれません、あるいは
あなたは異なる薬を服⽤するか、異なる時
間にあなたの薬を服⽤する必要があるかも
しれません。

3.運動によるものではない、原因不
明の筋⾁痛、圧痛、または脱⼒
感があります。これは、まれに
筋⾁の問題が発⽣する可能性が
あるためです
死に⾄る可能性のある腎臓の損
傷をもたらす筋⾁の破壊を含む
深刻な。

•• ⾼コレステロール値の治療に使⽤され

るゲムフィブロジル

•• 免疫系を抑制するために使⽤される
シクロスポリン

•• ダナゾール

•• エリスロマイシン、クラリスロマイシ

ン、テリスロマイシン、フシジン酸、

治療に使⽤される抗⽣物質

感染症

あなたの医者または薬剤師は、VYTORINを
服⽤している間注意するか避けるべき薬に
関するより多くの情報を持っています。

医師は、特定の筋⾁の問題をチェックす

るために⾎液検査を⾏う場合がありま

す。
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また、新しい薬を処⽅している医師
には、VYTORINを服⽤していること
を伝える必要があります。

ただし、⾷事の前後に飲んでも
構いません。

飲み過ぎた場合（過
剰摂取）
あなたや他の誰かがVYTORINを飲
みすぎたと思われる場合は、すぐ
に医師または毒物情報センター
（電話13 11 26）に電話するか、
最寄りの病院で事故や緊急事態に
⾏きます。不快感や中毒の兆候が
ない場合でも、これを⾏ってくだ
さい。

ただし、VYTORINは毎⽇ほぼ同じ時
間に服⽤してください。
毎⽇同じ時間にVYTORINを服⽤すると
最⾼の効果が得られます。また、いつ
服⽤するかを覚えておくのにも役⽴ち
ます。

VYTORINの服⽤⽅法

どれくらい取るか
VYTORINは、医師の処⽅がある
場合にのみ服⽤してください。

あなたの医者はあなたに胆汁酸封鎖剤のよ

うな他のコレステロール低下剤と⼀緒に

VYTORINを服⽤するように頼むかもしれま

せん。
成⼈（18歳以上）の推奨⽤量は
1回です
VYTORIN 10 / 10、10 / 20、10 / 40また
は10/80タブレットを1⽇1回、⼣⽅に。
あなたの医者はあなたの反応に応じてあ
なたのVYTORIN⽤量を調整します。

次のような胆汁酸封鎖剤を
服⽤している場合
コレスチラミン、胆汁酸封鎖剤
を服⽤する少なくとも2時間前ま
たは4時間後にVYTORINを服⽤
してください。

VYTORINを使⽤して
いる間

あなたがしなければならないこと

VYTORINの服⽤中に妊娠した場
合は、服⽤を中⽌し、すぐに医師
に相談してください。

家族性⾼コレステロール⾎症の⻘
年（10〜17歳）の推奨⽤量は、1
⽇1回、⼣⽅に1錠のVYTORIN 10 / 
10、10 / 20、または10/40錠で
す。最⼤

⻘年期の推奨⽤量は10/40mgで
す。

どれくらいかかりますか

VYTORINはコレステロールを下げるのに

役⽴ちます。それはあなたの状態を治しま

せん。

VYTORINが機能していることを確認す
るために、医師の⾔うときに⾎中脂肪を
チェックしてもらいます。
⾼コレステロールを治療するために薬を
服⽤している場合でも、コレステロール
を定期的に測定することが重要です。ま
た、コレステロール値と⽬標を知ってお
く必要があります。

したがって、コレステロールを下げ
て維持することを期待している場合
は、医師の指⽰に従って服⽤し続け
る必要があります。筋⾁の問題のリスクが⾼まるた

め、VYTORIN 10/80タブレット
は、低⽤量でコレステロールの⽬
標をまだ達成していない、⼼臓病
の問題のリスクが⾼い患者のみを
対象としています。

あなたはあなたの⼈⽣の残りのためにコレステ

ロール低下薬を服⽤しなければならないかもし

れません。VYTORINの服⽤をやめると、コレス

テロール値が再び上昇する可能性があります。

新しい薬を使い始めようとして
いる場合は、医師と薬剤師に
VYTORINを服⽤していることを
伝えてください。

VYTORINをコップ1杯の⽔で飲み込
みます。

待期的⼿術を受けようとしている場合
は、VYTORINを服⽤していることを医
師に伝えてください。

あなたがそれを取るのを忘れた場合
あなたの医者と薬剤師によってあなたに与え
られたすべての指⽰に注意深く従ってくださ
い。

次の服⽤時間になりそうな場合
は、忘れた分は飲まないで1回分
を飲んでください。それ以外の場
合は、覚えたらすぐに服⽤してか
ら、通常どおりにタブレットの服
⽤に戻ってください。

あなたの医者は⼿術の数⽇前に錠剤を⽌
めることを提案するかもしれません。

これらは、このリーフレットに含まれている情報

とは異なる場合があります。

指⽰がわからない場合は、医師
または薬剤師に相談してくださ
い。

してはいけないこと
たとえあなたと同じ状態であって
も、他の⼈にVYTORINを与えない
でください。

服⽤を中⽌するかどうかわからない
場合は、医師または薬剤師に相談し
てください。いつ服⽤するか

VYTORINは1⽇1回⼣⽅に服⽤する
必要があります。

注意点飲み忘れた分を補うために2回
分を飲まないでください。 ⼤量のアルコールを飲むことは避けてくだ

さい。肝臓は、体が休んでいるときや⾷
事をとっていないときに最⼤量の
コレステロールを⽣成します。ほ
とんどの⼈にとって、これは眠っ
ている夜です。したがって、
VYTORINは⼣⽅に服⽤するとより
効果的です。良い時間
⼣⾷後です。

タブレットを忘れずに服⽤するの
が難しい場合は、薬剤師にヒント
を求めてください。

⼤量のアルコールを飲むと、
VYTORINが肝臓の問題を引き起こ
す可能性が⾼くなります。
VYTORINを服⽤している間は、グレープフ
ルーツジュースは避けてください。

グレープフルーツジュースには1つまたは

を変更するより多くのコンポーネント
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VYTORINを含むいくつかの薬
の代謝。

医療または⼊院。深刻な副作⽤は
まれです。

筋⾁破壊のリスクは、⾼齢の患者
（65歳以上）、⼥性の患者、腎臓
の問題のある患者、および甲状腺
の問題のある患者でも⾼くなりま
す。

VYTORINがどのように影響するか
がわかるまで、機械の運転や操作
には注意してください。

次のいずれかに気付いた場合は、
すぐに医師に相談してください。

•• ⽪膚の発疹とじんましん
機械を運転または操作する能⼒に影
響を与える可能性のある副作⽤が
VYTORINで報告されています。
VYTORINに対する個々の反応は異な
る場合があります。

•• 時々標的状の病変を伴う、隆
起した⾚い発疹 深刻な副作⽤はまれです。

•• ⽪膚に発⽣する発疹または
⼝内痛（苔癬様発疹）

上記にリストされていない他の副作⽤も⼀
部の患者で発⽣する可能性があります。他
の影響に気づいたら医師に相談してくださ
い。

⾼コレステロールは2つの主な⽅法
で治療することができます：

•• 濃い⾊の尿
•• 明るい⾊の腸の動き
•• 関節痛

次のいずれかに気付いた場合は、医師に相
談してください。

ライフスタイルの変化-
これにはコレステロール低下が含まれます

ダイエット、⾝体活動の増加、
と体重管理。⾝体活動を増やす
前に、医師にアドバイスを求め
てください。

•• 頭痛
•• 吐き気
•• 筋⾁痛
•• めまい
•• 疲労感
•• 咳
•• 胃の炎症
•• 下痢
•• ⾷欲不振
•• ほてり
•• ⾼⾎圧
•• 痛み

•• 出⾎やあざがより簡単に
通常より

•• 吐き気と嘔吐を伴う安定
した腹痛。

これらは深刻な副作⽤である可能性があ
ります。緊急の治療が必要な場合があり
ます。深刻な副作⽤はまれです。

薬 -
コレステロール低下薬は、コレステロールを

下げるのを助けるためにライフスタイルの変

化と⼀緒に使⽤されます。 肝臓の問題も発⽣する可能性があり、深刻な場合があ

ります。あなたの医者はあなたの肝臓をチェックする

ために⾎液検査をするかもしれません

肝臓の問題の次の症状のいずれ
かに気付いた場合は、すぐに医
師に相談してください。

副作⽤
これらは、VYTORINまたはエゼチミブ
またはシンバスタチンのいずれかのよ
り⼀般的な副作⽤です。

服⽤中に気分が悪い場合は、でき
るだけ早く医師または薬剤師に伝
えてください
VYTORIN。

•• 疲れている、または弱いと感じる

•• ⾷欲減少
•• 上腹部の痛み
•• 暗⾊尿

次のいずれかに気付いた場合は、医師に相
談してください。

VYTORINは⾼コレステロール⾎症のほとん
どの⼈を助けますが、少数の⼈には望まし
くない副作⽤があるかもしれません。すべ
ての薬には副作⽤があります。時には彼ら
は深刻ですが、ほとんどの場合そうではあ
りません。いくつかの副作⽤が出た場合
は、治療が必要になることがあります。

•• うつ
•• ⽪膚の⻩変または⽬の

⽩。
•• ⼿や⾜のうずきやしびれ

次のことに気付いた場合は、すぐに
医師に相談してください。

•• 寝られない
•• 記憶⼒の低下
•• 錯乱
•• 勃起不全

•• 原因不明の筋⾁痛、圧痛または脱⼒
感、運動によるものではありません
（⾮常にまれなケースですが、
VYTORINを停⽌してもこれが消えない
場合があります）。

医師または薬剤師に質問に答えて
もらいます。

•• 持続性の咳および/または持続
性の咳を含む呼吸の問題
倦怠感、原因不明の体重減少、ま
たは発熱によっても発⽣する可能
性のある息切れ。

これは深刻な副作⽤である可能性が
あります。これは、まれに、筋⾁の
破壊が腎臓の損傷を引き起こし、死
に⾄るなど、筋⾁の問題が深刻にな
る可能性があるためです。緊急の治
療が必要な場合があります。

次のいずれかに気付いた場合
は、すぐに医師に相談するか、
最寄りの病院で事故や緊急事態
に⾏きます。

これらは、エゼチミブまたはシンバ

スタチンのまれな副作⽤です。

•• 顔、唇、⼝、喉、または⾆の腫
れ
嚥下障害または呼吸困難を引き
起こす

⻘年期の患者（10〜17歳）では、
⾻の発達、成⻑、社会的および感
情的な発達、または出⽣⼒に対す
るVYTORINの服⽤の効果について
1年を超える研究はありません。

筋⾁破壊のリスクは、⾼⽤量
でより⼤きくなります
VYTORIN、特に10/80mgの⽤
量。

これらは深刻な副作⽤です。あなたがそれらを

持っている場合、あなたはに深刻なアレルギー反

応を起こした可能性があります

VYTORIN。緊急が必要な場合があります

VYTORIN®
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考えられる副作⽤のこれらのリストに驚かな

いでください。あなたはそれらのどれも経験

しないかもしれません。

⽩からオフホワイトのカプセル型
の両凸圧縮錠で、「313」のマー
クが付いています。

www.msdinfo.com.au/vytorincmi、または

薬剤師にご相談ください。

オーストラリアの登録番号：
VYTORIN 10/10-AUST R 98100 
VYTORIN 10/20-AUST R 98111 
VYTORIN 10/40-AUST R 98115 
VYTORIN 10/80-AUST R 98117

•• VYTORIN 10 / 80-10mg 
Ezetimibe / 80mg Simvastatin：
⽩からオフホワイトのカプセル型
の両凸圧縮錠剤で、「315」の
マークが付いています。

VYTORIN使⽤後

保管所 VYTORINのスターターパックには5または10錠

が含まれています。トレードパックには30個の

タブレットが含まれています。
服⽤する時まで、タブレットをブリ
スターパックに⼊れておきます。
ブリスターパックから錠剤を取り出すと、う

まく保存されない場合があります。 材料
VYTORINは、気温が低い涼しい乾燥し
た場所に保管してください 25°C未満に
とどまります。保管しないでください 
またはバスルームや流しの近くにある
他の薬。

有効成分：
VYTORIN10/10-
1錠あたり10mgのエゼチミブ/10mgのシン

バスタチン

⾞内や窓枠に置いたままにしない
でください。

VYTORIN10/20-
1錠あたり10mgのエゼチミブ/20mgのシン

バスタチン熱と湿気はいくつかの薬を破壊する可
能性があります。 VYTORIN10/40-

1錠あたり10mgのエゼチミブ/40mgのシンバ

スタチン
⼦供が届かない場所に保管してくだ
さい。
地上1.5メートル以上の鍵のかかっ
た⾷器棚は、薬を保管するのに適
した場所です。

VYTORIN10/80-
1錠あたり10mgのエゼチミブ/80mgのシンバ

スタチン

不活性成分：廃棄
•• ブチル化ヒドロキシアニソール

•• クエン酸⼀⽔和物
•• クロスカルメロースナトリウム

•• ヒプロメロース

•• 乳糖⼀⽔和物
•• ステアリン酸マグネシウム

•• 微結晶性セルロース
•• 没⾷⼦酸プロピル

あなたの医者があなたにやめるように⾔ったら

VYTORINを服⽤しているか、錠剤
が有効期限を過ぎている場合は、薬
剤師に残っているものをどうするか
尋ねてください。

製品説明
VYTORINには、グルテン、スクロース、タートラ

ジン、その他のアゾ染料は含まれていません。それはどのようなものか

VYTORINには4種類の錠剤があり
ます。 サプライヤー

•• VYTORIN10/10-10mgエゼチミブ/
10mgシンバスタチン：⽩からオ
フホワイトのカプセル型の両凸圧
縮錠剤で、「311」のマークが付
いています。

VYTORINはオーストラリアで以下によって供給されま

す：

Organon Pharma Pty Limited 
Building A、26 Talavera Road 
MACQUARIE PARK NSW 2113•• VYTORIN 10/20-10mg 

Ezetimibe / 20mg 
Simvastatin：「312」のマーク
が付いた⽩からオフホワイトの
カプセル型の両凸圧縮錠剤。

このリーフレットは2022年3⽉に作成されま

した。

このCMIリーフレットは、印刷時点
で最新のものでした。更新されてい
るかどうかを確認するには、
Webサイト、

•• VYTORIN 10 / 40-10mg
エゼチミブ/40mgシンバスタチン：

VYTORIN®
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