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ガンシクロビル
（gan sye'kloe veer）と発⾳されます

重要な警告：

ガンシクロビルは、⾎液中のすべての種類の細胞の数を減らし、深刻で⽣命を脅かす問題を引き起こす可能性
があります。貧⾎を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください（⾚⾎球は体のす
べての部分に⼗分な酸素をもたらしません）。好中球減少症（⽩⾎球の数が通常より少ない）; ⾎⼩板減少症
（⾎⼩板の通常の数より少ない）; または他の⾎液や出⾎の問題。薬の副作⽤として⾎液の問題が発⽣したこと
があるかどうかを医師に伝えてください。次の薬のいずれかを服⽤している、または服⽤したことがあるかど
うかを医師と薬剤師に伝えてください。ワルファリン（クマディン）などの抗凝固薬（「抗凝⾎薬」）。ダプ
ソン; フルシトシン（アンコボン）; ヘパリン; アザチオプリン（アザサン、イムラン）、シクロスポリン（ネオ
ラル、サンドイムン）、メトトレキサート（リューマトレックス）などの免疫抑制剤、シロリムス（ラパ
ミューン）、およびタクロリムス（プログラフ）; インターフェロン（インフェルゲン、イントロンA、
PEGASYS、PEG-イントロン、ロフェロン-A）; ジダノシン（Videx）、ザルシタビン（HIVID）、またはジドブ
ジン（Retrovir、AZT）を含むヒト免疫不全ウイルス（HIV）および後天性免疫不全症候群（AIDS）を治療する
ための薬物療法。アスピリン、イブプロフェン（アドビル、モトリン）、ナプロキセン（アリーブ、ナプロシ
ン）などの痛みや腫れを治療するための⾮ステロイド性抗炎症薬。ペンタミジン（NebuPent、ペンタミジン）; 
ピリメタミン（ダラプリム、ファンシダール）; デキサメタゾン（デカドロン）、プレドニゾン（デルタソン）
などのステロイド; トリメトプリム/スルファメトキサゾール（コトリモキサゾール、バクトリム、セプトラ）; 
または、放射線（X線）療法を受けた、または受けている場合。次の症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐに
医師に連絡してください。薄い肌; 頭痛; めまい; 錯乱; 速い⼼拍; 眠りにつくまたは眠り続けるのが難しい; 弱さ; 
呼吸困難; 異常な出⾎またはあざ; または喉の痛み、発熱、悪寒、咳、またはその他の感染症の兆候。

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。あなたの医者はガンシクロビルに対するあなたの体の反応を

チェックするために特定のテストを命じます。

ガンシクロビルを投与された実験動物は先天性⽋損症を発症しました。ガンシクロビルが⼈々の先天性⽋損症を引き
起こすかどうかは不明です。妊娠できる場合は、ガンシクロビルを服⽤している間、効果的な避妊を使⽤する必要が
あります。あなたが男性であり、あなたのパートナーが妊娠する可能性がある場合は、この薬を服⽤している間、お
よび治療後90⽇間はコンドームを使⽤する必要があります。避妊について質問がある場合は、医師に相談してくださ
い。妊娠中または妊娠を予定している場合は、ガンシクロビルを使⽤しないでください。ガンシクロビルを服⽤中に
妊娠した場合は、すぐに医師に連絡してください。
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ガンシクロビルを投与された実験動物は、精⼦数が少なくなり（雄の⽣殖細胞が少なくなり）、出⽣⼒の問題
が発⽣しました。ガンシクロビルが男性の精⼦数の減少を引き起こすのか、⼥性の出⽣⼒の問題を引き起こす
のかは不明です。

ガンシクロビルを投与された実験動物は癌を発症しました。ガンシクロビルがヒトのガンのリスク
を⾼めるかどうかは不明です。

製造業者は、ガンシクロビルは特定の疾患の患者の治療にのみ使⽤すべきであると警告しています。これ
は、薬物療法が重篤な副作⽤を引き起こす可能性があり、現在、他の患者グループの安全性と有効性をサ
ポートするのに⼗分な情報がないためです。（セクションを参照してください、なぜこの薬が処⽅されて
いるのですか？）

ガンシクロビルを服⽤するリスクについて医師に相談してください。

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

ガンシクロビルカプセルは、免疫系が正常に機能していない⼈のサイトメガロウイルス（CMV）網膜炎（失明を引き
起こす可能性のある眼の感染症）を治療するために使⽤されます。ガンシクロビルカプセルは、静脈内（静脈内注
射）ガンシクロビルによって状態が制御された後、CMV網膜炎を治療するために使⽤されます。ガンシクロビルは、
免疫不全症候群（AIDS）を発症した⼈、または臓器移植を受けてCMV疾患のリスクがある⼈のサイトメガロウイルス
（CMV）疾患を予防するためにも使⽤されます。ガンシクロビルは、抗ウイルス薬と呼ばれる薬のクラスに含まれて
います。これは、CMV疾患の蔓延を防ぐか、CMVの成⻑を遅らせることによって機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

ガンシクロビルは、経⼝摂取⽤のカプセルとして提供されます。通常、1⽇3〜6回⾷事と⼀緒に服⽤します。
ガンシクロビルの服⽤を忘れないように、毎⽇ほぼ同じ時間に服⽤してください。処⽅箋の指⽰に注意深く
従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指⽰通りにガ
ンシクロビルを服⽤してください。多かれ少なかれ服⽤したり、医師の処⽅よりも頻繁に服⽤したりしないで
ください。

カプセル全体を飲み込みます。それらを開いたり、分割したり、噛んだり、押しつぶしたりしないでください。

ガンシクロビルカプセルの取り扱いには注意してください。⽪膚、⽬、⼝、または⿐が壊れた、または押しつぶされたガン
シクロビルカプセルに接触しないようにしてください。このような接触が⽣じた場合は、⽯鹸と⽔で⽪膚をよく洗うか、普
通の⽔で⽬をよくすすいでください。

通常、ガンシクロビルカプセルの服⽤を開始する前に、ガンシクロビルを数週間静脈内（静脈内）投与しま
す。治療中に症状が悪化した場合は、ガンシクロビルの2回⽬の静脈内投与を受けることがあります。副作⽤が
発⽣した場合、医師はガンシクロビルカプセルの投与量を減らす可能性があります。

ガンシクロビルはCMVを制御しますが、それを治癒しません。ガンシクロビルの完全な利点を感じるまでには時間がかかる場合があ

ります。気分が良くてもガンシクロビルを服⽤し続けてください。ガンシクロビルの服⽤をやめないでください
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あなたの医者と話しています。ガンシクロビルの服⽤をすぐにやめると、⾎中のCMVの量が増加したり、ウイ
ルスがこの薬に耐性を⽰したりする可能性があります。

この薬の⽤途

製造業者は、この薬を他の⽤途に処⽅すべきではないと述べています。詳細については、医師または薬剤師に
ご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

ガンシクロビルを服⽤する前に、

ガンシクロビル、アシクロビル（Zovirax）、バルガンシクロビル（Valcyte）、またはその他の薬にアレルギーがある場合
は、医師と薬剤師に伝えてください。

バルガンシクロビル（バルガンシクロビル）を服⽤している場合は、ガンシクロビルを服⽤しないでください。

あなたが服⽤している他の処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品、およびハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてく
ださい。重要な警告のセクションに記載されている薬と、次のいずれかに必ず⾔及してください：アミカシン（アミキ
ン）、ゲンタマイシン（ガラマイシン）、ネオマイシン（New-Rx、New-Fradin）、ネチルマイシン（Netromycin）、
ストレプトマイシンなどのアミノグリコシド系抗⽣物質トブラマイシン（ネブシン、トビ）、およびその他; アンホテリ
シンB（ファンギゾン）; カプトプリル（カプトプリル、カプトジド）; 利尿薬（「⽔の丸薬」）; ホスカルネット
（Foscavir）; オーラノフィン（リダウラ）やオーロチオグルコース（ソルガナール）などの⾦化合物。イミペネムシラ
スタチン（プリマキシン）; 免疫グロブリン（ガンマグロブリン、BayGam、Carimmune、Gammagard、その他）; メ
チシリン（スタフシリン）; ムロモナブ-CD3（OKT3）; ミコフェノール酸モフェチル（Ce  llCept）; 硝酸イソソルビド
（Isordil、Sorbitrate）またはニトログリセリン製品などの硝酸塩。ペニシラミン（Cuprimine、Depen）; プリマキン; 
プロベネシド; リファンピン（リファンピン、リマクタン）; または、アシクロビル（Zovirax）、ファムシクロビル
（Famvir）、リバビリン（RebetronのCopegus、Rebetol、Virazole）などの他のヌクレオシド類似体。あなたの医者
はあなたの薬の投与量を変えるか、副作⽤についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。

重要な警告のセクションに記載されている状態のいずれか、または次の状態のいずれかを経験したか、
または経験したことがあるかどうかを医師に伝えてください。発作; CMV網膜炎以外の⽬の問題; 腎臓、
または肝臓病。

⺟乳育児をしている場合は医師に相談してください。ガンシクロビルを服⽤している間は授乳しないでください。ガ
ンシクロビルの服⽤をやめた後、いつ安全に授乳を開始できるかについて医師に相談してください。

⻭科⼿術を含む⼿術を受けている場合は、ガンシクロビルを服⽤していることを医師または⻭科医に伝えてく
ださい。

ガンシクロビルは、眠気、めまい、不安定、混乱、または注意⼒の低下を引き起こしたり、発作を引き起こしたりする可能性があることを知って

おく必要があります。この薬があなたにどのような影響を与えるかがわかるまで、⾞を運転したり機械を操作したりしないでください。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？

ガンシクロビルを服⽤している間は、⽔分をたっぷりと飲んでください。

服⽤を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、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、通常の服⽤時間に1回分を飲んでください。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。
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この薬は帽⼦の副作⽤を引き起こす可能性がありますか？

ガンシクロビルは副作⽤を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどう
かを医師に伝えてください。

吐き気

嘔吐

下痢

便秘

胃痛

げっぷ

⾷欲減少

⾷べ物を味わう能⼒の変化

⼝渇

⼝内痛

珍しい夢

緊張感

うつ

発汗

フラッシング

関節や筋⾁の痛みやけいれん

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。次の症状はまれですが、これらの症状のいずれか、
または重要な警告のセクションに記載されている症状が発⽣した場合は、すぐに医師に連絡して
ください。

斑点、光の点滅、またはすべての上に暗いカーテンが⾒える

排尿の減少

じんましん

発疹

かゆみ

⼿、腕、⾜、⾜⾸、または下肢の腫れ

⼿や⾜のしびれ、痛み、灼熱感、またはうずき

制御できない握⼿

呼吸困難または嚥下困難

胸痛

気分が変わる
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発作

ガンシクロビルは他の副作⽤を引き起こす可能性があります。この薬の服⽤中に異常な問題が発⽣した場合は、医師に連絡して

ください。

深刻な副作⽤が発⽣した場合、あなたまたはあなたの医師は、⾷品医薬品局（FDA）のMedWatch有害
事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。
（（http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]）または電話
（1-800-332-1088）。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は⼊った容器に⼊れ、しっかりと閉じて、⼦供の⼿の届かないところに保管してください。室温で、
過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。

Unneeded medications should be disposed of in special ways to ensure that pets, children, and other people 
cannot consume them. However, you should not flush this medication down the toilet. Instead, the best way to 
dispose of your medication is through a medicine take-back program. Talk to your pharmacist or contact your 
local garbage/recycling department to learn about take-back programs in your community. See the FDA's Safe 
Disposal of Medicines website (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p] ) for more information if you do not 
have access to a take-back program.

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸⼊器など）は⼦供に耐性がなく、幼児は
簡単に開けることができるため、すべての薬を⼦供の⼿の届かないところに置いておくことが重要です。幼児
を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも⼊⼿でき
ます。https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]。犠牲者が倒れた、発作を起こし
た、呼吸に問題がある、または⽬覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

過剰摂取の症状には次のものがあります。

吐き気

嘔吐

下痢

⾷欲減少

異常な出⾎またはあざ

過度の倦怠感

弱点

薄い肌
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頭痛

めまい

錯乱

速いハートビート

睡眠困難

呼吸困難

喉の痛み、発熱、悪寒、咳、またはその他の感染症の兆候

排尿の減少

⼿、腕、⾜、⾜⾸、または下肢の腫れ

発作

⽪膚や⽬の⻩変

インフルエンザのような症状

胃の右上部分の痛み

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたがこの薬を服⽤している間、あなたの医者は定期的な⽬の検査を注⽂するかもしれません。眼科医とのすべての
約束を守ってください（⽬の検査）。

臨床検査を受ける前に、ガンシクロビルを服⽤していることを医師と検査官に伝えてください。

他の⼈にあなたの薬を服⽤させないでください。処⽅箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてくださ
い。ガンシクロビルの供給を使い果たしてはいけません。

服⽤しているすべての処⽅薬と⾮処⽅薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助⾷品など
の製品のリストを書⾯で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に⼊院する場合
は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名
Cytovene®オーラル¶

それらの名前

ノルデキソイグアノシン

DHPGナトリウム

GCVナトリウム
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¶-このブランドの製品はもう市場に出ていません。⼀般的な代替⼿段が利⽤できる場合があります。

最終改訂⽇-2016年5⽉15⽇
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