
SYMBYAX®

（SIM-be-ax）
（オランザピンおよび塩酸フルオキセチン）

カプセル
SYMBYAXに付属の投薬ガイドを読む®あなたがそれを取り始める前にそしてあなたが補充を得るたびに。
新しい情報があるかもしれません。この投薬ガイドは、あなたの病状や治療について医師に相談する代わ
りにはなりません。わからないことがあったり、SYMBYAXについてもっと知りたい場合は、医師または
薬剤師に相談してください。

SYMBYAXについて知っておくべき最も重要な情報は何ですか？
SYMBYAXは、次のような深刻な副作⽤を引き起こす可能性があります。

1.⾃殺念慮または⾏動。

2.混乱し、記憶喪失を起こし、現実との接触を失った⾼齢者の死亡リスクの増加（認知症関連精神
病）。

3.⾼⾎糖（⾼⾎糖）。

4.⾎中の⾼脂肪レベル（コレステロールとトリグリセリドの増加）、特に10〜17歳の⼦供と⻘
年。

5.特に10歳から17歳の⼦供と⻘年の体重増加。

これらの深刻な副作⽤を以下に説明します。th。
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抗うつ薬、うつ病やその他の深刻な精神疾患、および⾃殺念慮

あなたまたはあなたの家族の医療提供者に、次のことについて話してください。

•抗うつ薬による治療のすべてのリスクと利点。
•うつ病またはその他の深刻な精神疾患に対するすべての治療法の選択肢。

•• 抗うつ薬は、治療の最初の数か⽉以内に、⼀部の⼦供、10代の若者、および若い成⼈の⾃殺念慮
または⾃殺⾏動を増加させる可能性があります。

•• うつ病やその他の深刻な精神疾患は、⾃殺念慮や⾃殺⾏動の最も重要な原因です。⼀部の⼈々は、
⾃殺念慮や⾏動を起こすリスクが特に⾼い可能性があります。これらには、双極性障害（躁うつ病
とも呼ばれます）または⾃殺念慮または⾏動を持っている（または家族歴がある）⼈々が含まれま
す。

•• ⾃分⾃⾝や家族の⾃殺念慮や⾏動を監視し、防⽌する⽅法を教えてください。

•気分、⾏動、思考、または感情の変化、特に突然の変化に細⼼の注意を払ってください。これは、
抗うつ薬を開始するとき、または⽤量を変更するときに⾮常に重要です。
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•気分、⾏動、考え、または感情の新しいまたは突然の変化を報告するために、すぐに医療提供者に電

話してください。
•スケジュールどおりに医療提供者とのすべてのフォローアップ訪問を維持します。特に症状が⼼配

な場合は、必要に応じて訪問の合間に医療提供者に連絡してください。
あなたまたはあなたの家族が次の症状のいずれかを持っている場合、特にそれらが新しい、悪化している、または
あなたを⼼配している場合は、すぐに医療提供者に連絡してください。

•⾃殺や死についての考え
•⾃殺を試みる
•新しいまたはより悪いうつ病
•新たなまたはより悪い不安
•⾮常に興奮したり落ち着きがなくなったりする

• パニック発作
•睡眠障害（不眠症）
•新しいまたはより悪い過敏性

•攻撃的、怒り、または暴⼒的な⾏動
•危険な衝動に作⽤する
•活動と会話の極端な増加（躁病）
•またはその他の異常な⾏動や気分の変化。

抗うつ薬について他に何を知る必要がありますか？
•• 最初に医療提供者に相談せずに抗うつ薬を⽌めないでください。 抗うつ薬を突然中⽌する

と、他の症状を引き起こす可能性があります。
•• 抗うつ薬は、うつ病やその他の病気の治療に使⽤される薬です。うつ病を治療することのすべてのリ

スクと、それを治療しないことのリスクについて話し合うことが重要です。患者とその家族または他
の介護者は、抗うつ薬の使⽤だけでなく、すべての治療法の選択について医療提供者と話し合う必要
があります。

•• 抗うつ薬には他の副作⽤があります。あなたやあなたの家族に処⽅された薬の副作⽤については、
医療提供者に相談してください。

•• 抗うつ薬は他の薬と相互作⽤する可能性があります。あなたやあなたの家族が服⽤している薬をすべ
て知ってください。医療提供者に⾒せるために、すべての薬のリストを保管してください。最初に医
療提供者に確認せずに新薬を開始しないでください。

•• ⼦供向けに処⽅されたすべての抗うつ薬が、⼦供向けにFDAに承認されているわけではありま
せん。詳細については、⼦供の医療提供者に相談してください。

2.混乱し、記憶喪失を起こし、現実との接触を失った⾼齢者の死亡リスクの増加（認知症関連精神
病）。SYMBYAXは、認知症の⾼齢者の精神病の治療には承認されていません。

3.⾼⾎糖（⾼⾎糖）：⾼⾎糖は、すでに糖尿病を患っている場合、または糖尿病を患ったことがない場合に発⽣
する可能性があります。⾼⾎糖は以下につながる可能性があります：

•ケトンによる⾎液中の酸の蓄積（ケトアシドーシス）
• 昏睡
• 死

SYMBYAXの服⽤を開始する前と治療中に、医師は⾎糖値をチェックするための検査を⾏う必要がありま
す。糖尿病を患っていない⼈では、⾼⾎糖がなくなることがあります
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SYMBYAXが停⽌します。SYMBYAXを服⽤する前に糖尿病を患っている⼈や糖尿病を患っていなかった
⼈は、SYMBYAXの服⽤をやめた後でも⾼⾎糖の薬を服⽤する必要があります。

糖尿病を患っている場合は、SYMBYAXを服⽤しているときに⾎糖値をチェックする頻度について医師の指⽰
に従ってください。

医師に連絡してくださいSYMBYAXの服⽤中に⾼⾎糖（⾼⾎糖）のこれらの症状のいずれかが発⽣
した場合：

•とても喉が渇いた
•通常よりも排尿する必要がある
•とてもお腹がすいた
•体が弱い、または疲れている

•お腹が痛くなる
•混乱したり、息がフルーティーなにおいがしたりします。

4.⾎中の⾼脂肪レベル（コレステロールとトリグリセリドの増加）。SYMBYAXで治療された⼈々、特に
⼦供や⻘年（10〜17歳）では、⾼脂肪レベルが発⽣する可能性があります。症状がない場合もあるの
で、SYMBYAXの服⽤を開始する前と治療中に、医師はコレステロールとトリグリセリドのレベルを
チェックするために⾎液検査を⾏う必要があります。
5.体重の増加（体重増加）：SYMBYAXを服⽤している⼈では体重増加が⼀般的です。SYMBYAXを投
与された⼦供および⻘年（10〜17歳）は、成⼈よりも体重が増加し、体重が増加する可能性が⾼
かった。SYMBYAXを服⽤していると体重が増えることがあるので、あなたとあなたの医師は定期的
に体重をチェックする必要があります。健康的でバランスの取れた⾷事をしたり、運動したりする
など、体重増加を抑える⽅法について医師に相談してください。

SYMBYAXとは何ですか？

SYMBYAXは、次の⽬的で使⽤される処⽅薬です。

•10歳以上の⼈の双極I型障害で発⽣するうつ病のエピソードの短期治療。

•成⼈における、治療抵抗性うつ病とも呼ばれる他の2つの薬に反応しないうつ病のエピソードの短
期治療。

SYMBYAXには、オランザピンと塩酸フルオキセチンの2つの薬が含まれています。

SYMBYAXが10歳未満の⼦供に安全で効果的かどうかは不明です。

双極I型障害の症状には、うつ病と⾼または過敏な気分の交互の期間、活動と落ち着きのなさの増加、考
えの競争、速く話す、衝動的な⾏動、および睡眠の必要性の減少が含まれます。治療により、双極I型障
害の症状の⼀部が改善する可能性があります。

治療抵抗性うつ病の症状には、気分の低下、興味の低下、罪悪感の増加、エネルギーの低下、集中
⼒の低下、⾷欲の変化、⾃殺念慮や⾏動などがあります。治療により、治療抵抗性うつ病の症状の
いくつかが改善する可能性があります。

良くなっていると思わない場合は、医師に連絡してください。

SYMBYAXを服⽤してはいけないのは誰ですか？

•モノアミン酸化酵素阻害剤（MAOI）を服⽤している場合は、SYMBYAXを服⽤しないでください。抗⽣物質リネゾリ
ドを含むMAOIを服⽤しているかどうかわからない場合は、医療提供者または薬剤師に尋ねてください。

参照ID：3595972
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•MAOIを服⽤しないでくださいSYMBYAXを停⽌してから5週間以内医師からの指⽰がない限り。

•医師の指⽰がない限り、過去2週間にMAOIの服⽤を中⽌した場合は、SYMBYAXを開始しないでくだ
さい。

SYMBYAXをMAOIに間に合うように服⽤する⼈は、次のような症状を伴う、深刻で⽣命を脅かす副
作⽤を引き起こす可能性があります。

• ⾼熱
•制御できない継続的な筋⾁のけいれん
•硬い筋⾁
•⼼拍数と⾎圧の変化が速く起こります
• 錯乱
•無意識。

•メラリルを服⽤している場合は、SYMBYAXを服⽤しないでください®（チオリダジン）。メラリルを服⽤しないでください®

SYMBYAXを停⽌してから5週間以内。メラリルは深刻な⼼臓リズムの問  題を引き起こす可能性があり、突然死ぬ可能性がありま
す。

•抗精神病薬のピモジド（オラップ）を服⽤している場合は、SYMBYAXを服⽤しないでください®）。ピモジ
ド（オラップ®）。SYMBYAXを停⽌してから5週間以内。

SYMBYAXを服⽤する前に医師に何を伝えればよいですか？
SYMBYAXはあなたに適していないかもしれません。SYMBYAXを開始する前に、次のいずれかを持っているか、持ってい
たかを含め、すべての病状について医師に伝えてください。

•⼼臓の問題
•発作（けいれん）
•糖尿病または⾼⾎糖（⾼⾎糖）
•⾎中の⾼コレステロールまたはトリグリセリドレベル
•肝臓の問題
•低⾎圧または⾼⾎圧
•⼀過性脳虚⾎発作（TIA）とも呼ばれる脳卒中または「ミニストローク」
•出⾎の問題
• アルツハイマー病
•閉塞隅⾓緑内障
•男性の前⽴腺肥⼤
• 腸閉塞症
• 乳がん
•妊娠しているか、妊娠する予定です。SYMBYAXが胎児に害を及ぼすかどうかは不明です。

•授乳中または授乳を計画している。オランザピンとフルオキセチンは⺟乳に移⾏し、⾚ちゃんに害を及ぼす可
能性があります。SYMBYAXを服⽤している間は授乳しないでください。SYMBYAXを服⽤している場合、⾚
ちゃんを養うための最良の⽅法について医師に相談してください。

SYMBYAXを開始する前に、あなたが服⽤しているすべての薬について医師に伝えてください、含む

•処⽅薬と⾮処⽅薬
•ビタミン、およびハーブサプリメント

参照ID：3595972
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•⽚頭痛の治療に使⽤されるトリプタン
•三環系抗うつ薬、リチウム、ブスピロン、SSRI、SNRI、MAOI、または抗精神病薬を含む、気分、不

安、精神障害または思考障害の治療に使⽤される薬
•トラマドールとフェンタニル
•トリプトファンやセントジョンズワートなどの市販のサプリメント
•電気けいれん療法（ECT）
SYMBYAXと⼀部の薬は相互作⽤してうまく機能しないか、深刻な副作⽤を引き起こす可能性がありま
す。SYMBYAXを他の薬と⼀緒に服⽤しても安全かどうかは、医師が教えてくれます。SYMBYAXを服⽤
している間は、最初に医師に相談せずに薬を開始または停⽌しないでください。

SYMBYAXを服⽤している場合は、以下を含む他の薬を服⽤しないでください。

•オランザピン（Zyprexaの有効成分®とジプレキサ®ザイディス®） また
•塩酸フルオキセチン（プロザックの有効成分®、プロザック®Weekly™、およびサラフェム®）。
薬を飲みすぎてしまう可能性があります（過剰摂取）。

SYMBYAXはどのように服⽤すればよいですか？

•SYMBYAXを規定どおりに服⽤してください。あなたの医者はそれがあなたのために正しくなるまでSYMBYAXの投与量を変更（調整）
する必要があるかもしれません。

•SYMBYAXを飲み忘れた場合は、忘れた分はすぐに飲んでください。次の通常の服⽤時間になったら、
忘れた分は飲まないで1回分を⾶ばして、次の通常の時間に飲んでください。SYMBYAXを2回同時
に服⽤しないでください。

•• 深刻な副作⽤を防ぐために、SYMBYAXの服⽤を急にやめないでください。SYMBYAXの服⽤を中⽌する必
要がある場合は、医師が安全に服⽤を中⽌する⽅法を教えてくれます。

•• SYMBYAXの服⽤が多すぎる場合は、すぐに医師または毒物管理センターに連絡するか、緊急治療を
受けてください。

•SYMBYAXは、⾷事の有無にかかわらず摂取できます。
•SYMBYAXは通常、毎⽇1回、⼣⽅に服⽤します。
•SYMBYAXを服⽤しているときに、⾃分が良くなっていると思わない場合、または⾃分の状態について懸念がある場合は、

医師に連絡してください。

SYMBYAXを服⽤している間、私は何を避けるべきですか？

•SYMBYAXは眠気を引き起こす可能性があり、意思決定、明確な思考、または迅速な対応の能⼒に影響を与える可能
性があります。SYMBYAXがどのように影響するかを理解するまでは、運転したり、重機を操作したり、その他の
危険な活動を⾏ったりしないでください。

•SYMBYAXを服⽤している間は飲酒を避けてください。SYMBYAXを服⽤しているときにアルコールを飲むと、SYMBYAXを
単独で服⽤する場合よりも眠くなる可能性があります。

SYMBYAXの考えられる副作⽤は何ですか？
その他の考えられる重⼤なリスク：

•• 認知症に関連する精神病の⾼齢者における⼀過性脳虚⾎発作（TIA）と呼ばれる脳卒中または「ミニ
ストローク」の発⽣率の増加と死亡リスクの増加（（覚え、考え、推論する能⼒を低下させる脳障
害）。SYMBYAXはこれらの患者には承認されていません。

参照ID：3595972
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•• 重度のアレルギー反応：SYMBYAXを服⽤しているときに、⾚いかゆみを伴う膨疹（じんましん）が出た場合、または発疹が単独

で、または発熱と関節痛を伴う場合は、すぐに医師に相談してください。重度の病気になり、これらの症状の⼀部またはすべて
が⾒られる場合は、すぐに医師に連絡してください。

•顔、⽬、または⼝の腫れ
•呼吸困難

•• 神経弛緩薬性悪性症候群（NMS）：NMSはまれですが、SYMBYAXなどの抗精神病薬を服⽤している⼈に
発⽣する可能性のある⾮常に深刻な状態です。NMSは死に⾄る可能性があるため、病院で治療する必要
があります。重度の病気になり、これらの症状の⼀部またはすべてが⾒られる場合は、すぐに医師に連
絡してください。
• ⾼熱
•過度の発汗
•硬い筋⾁
• 錯乱
•呼吸、⼼拍、⾎圧の変化

•• 遅発性ジスキネジア：この状態は、体の動きを引き起こし続け、あなたがコントロールすることはできませ
ん。これらの動きは通常、顔と⾆に影響を与えます。SYMBYAXの服⽤をやめても、遅発性ジスキネジアは治ま
らない場合があります。SYMBYAXの服⽤をやめた後にも開始する場合があります。
制御できない体の動きがある場合は、医師に相談してください。

•• セロトニン症候群：これは⽣命を脅かす可能性のある状態です。重度の病気になり、これらの症状の⼀部また
はすべてが⾒られる場合は、すぐに医師に連絡してください。
•興奮、幻覚、昏睡またはその他の精神状態の変化
•協調性の問題または筋⾁のけいれん（過度の反射神経）
•レーシングハートビート、⾼⾎圧または低⾎圧
•発汗または発熱
•吐き気、嘔吐、および下痢
•筋固縮
•めまい
•フラッシング

• ⾝震い
•発作

•• 視覚的な問題：
• 眼の痛み
•視⼒の変化
•⽬の中または周りの腫れや⾚み
⼀部の⼈々だけがこれらの問題の危険にさらされています。⽬の検査を受けて、危険にさらされているかどうかを確認
し、危険にさらされている場合は予防的治療を受けることをお勧めします。

•• 異常な出⾎：SYMBYAXの服⽤中に、あざや出⾎の増加や異常に気付いた場合、特にこれらの薬のい
ずれかを服⽤している場合は、医師に相談してください。
•抗凝⾎剤ワルファリン（クマディン、ヤントーベン）
•⾮ステロイド性抗炎症薬（NSAID）
• アスピリン

•• ⾎中の低塩分（ナトリウム）レベル（低ナトリウム⾎症）：重度の病気になり、これらの症状の⼀部または
すべてが⾒られる場合は、すぐに医師に連絡してください。
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• 頭痛
•弱く感じる
• 錯乱
•集中の問題
•メモリの問題
•不安定に感じる

•• ⼼臓の電気的活動の変化（QT延⻑およびトルサードドポアントを含む⼼室性不整脈）。この状態は
⽣命を脅かす可能性があります。症状には次のものが含まれます。

•速い、遅い、または不整脈
• 呼吸困難
•めまいまたは失神

•• めまい、⼼拍数の速いまたは遅い、または失神の症状を伴う、体位を変えるときの⾎圧の低下

•• 嚥下困難
•• 発作
•• 体温の制御に関する問題：たとえば、たくさん運動したり、⾮常に暑い場所に滞在したりすると、⾮

常に暑くなる可能性があります。脱⽔症状を避けるために⽔を飲むことが重要です。重度の病気にな
り、脱⽔症状の⼀部またはすべてが発⽣した場合は、すぐに医師に連絡してください。

•発汗が多すぎる、またはまったくない

•⼝渇
•⾮常に暑い
•喉が渇いた
•尿を出せない

SYMBYAXの⼀般的な可能性のある副作⽤は次のとおりです。⼝渇、倦怠感、⻑時間の睡眠、⾷欲増
進、⼿⾜のむくみ、眠気、震え（震え）、またはかすみ⽬。

あなたを悩ませている、または消えない副作⽤について医師に伝えてください。

これらはSYMBYAXで起こりうるすべての副作⽤ではありません。詳細については、医師または薬剤師にお問い合わせ
ください。

副作⽤についての医学的アドバイスについては医師に連絡してください。あなたは1-800FDA-1088でFDAに副作⽤を報告するかもしれま
せん。

SYMBYAXはどのように保存すればよいですか？

•SYMBYAXは、15°Cから30°C（59°Fから86°F）の室温で保管してください。
•SYMBYAXを光から遠ざけてください。
•SYMBYAXを乾燥させ、湿気から遠ざけてください。ボトルをしっかりと閉じてください。

SYMBYAXとすべての薬を⼦供の⼿の届かないところに保管してください。

参照ID：3595972
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SYMBYAXに関する⼀般情報

薬は、薬のガイドに記載されている以外の⽬的で処⽅されることがあります。SYMBYAXが規定されて
いない状態で使⽤しないでください。同じ状態であっても、他の⼈にSYMBYAXを与えないでくださ
い。それは彼らに害を及ぼす可能性があります。

この投薬ガイドは、SYMBYAXに関する最も重要な情報をまとめたものです。詳細については、医師にご
相談ください。医療専⾨家向けに作成されたSYMBYAXに関する情報については、医師または薬剤師に問
い合わせることができます。SYMBYAXの詳細については、1-800-Lilly-Rx（1-800-545-5979）までお問い
合わせください。

SYMBYAXの成分は何ですか？
有効成分：オランザピンと塩酸フルオキセチン

不活性成分：アルファ化デンプン、ゼラチン、ジメチコン、⼆酸化チタン、ラウリル硫酸ナトリウ
ム、⾷⽤黒インク、⾚酸化鉄、⻩酸化鉄、および/または黒酸化鉄。

この投薬ガイドは、⽶国⾷品医薬品局によって承認されています。

投薬ガイド改訂⽉dd、yyyy

販売元：Lilly USA、LLC 
Indianapolis、IN 46285、USA

Copyright©2009、yyyy、Eli LillyandCompany。全著作権所有。
SYM-C2.0-0000-MG
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