
テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド40mg/12.5mg錠テ
ルミサルタン/ヒドロクロロチアジド80mg/12.5mg錠テル
ミサルタン/ヒドロクロロチアジド80mg/25mg錠

テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド

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。
-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。

-さらに質問がある場合は、医師または薬剤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、医師または薬剤師にご相談ください。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。

-

このリーフレットの内容
1.テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドとは何か、そしてそれは何のために使われるのか
2.テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドを服⽤する前に知っておくべきこと
3.テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドの服⽤⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドの保存⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

1.テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドとは何か、そしてそれは何のために使われるのか

テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドは、テルミサルタンとヒドロクロロチアジドの2つの有効成分を1
つの錠剤に組み合わせたものです。これらの物質は両⽅とも⾼⾎圧を制御するのに役⽴ちます。

-テルミサルタンは、アンジオテンシンII受容体拮抗薬と呼ばれる薬のグループに属していま
す。アンジオテンシンIIは体内で⽣成される物質で、⾎管を狭くして⾎圧を上昇させます。テ
ルミサルタンはアンジオテンシンIIの効果をブロックし、⾎管を弛緩させ、⾎圧を下げます。

-ヒドロクロロチアジドは、チアジド利尿薬と呼ばれる薬のグループに属しています。これ
により、尿量が増加し、⾎圧が低下します。

⾼⾎圧は、治療しないと、いくつかの臓器の⾎管に損傷を与える可能性があり、⼼臓発作、⼼臓また
は腎不全、脳卒中、または失明につながる可能性があります。通常、損傷が発⽣する前に⾼⾎圧の症
状はありません。したがって、⾎圧を定期的に測定して、正常範囲内にあるかどうかを確認すること
が重要です。

テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド（40 mg / 12.5 mg、80 mg / 12.5 mg）は、テルミサル
タンを単独で使⽤した場合に⾎圧が⼗分に制御されていない成⼈の⾼⾎圧（本態性⾼⾎圧症）
を治療します。
テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド（80 mg / 25 mg）は⾎圧が適切に制御されていな
い成⼈の⾼⾎圧（本態性⾼⾎圧症）を治療する
テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド80 mg / 12.5 mg、またはテルミサルタンとヒドロクロロチア
ジドを別々に投与することで以前に安定した患者。

2.テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドを服⽤する前に知っておくべきこと

TITLE - TELMISARTAN + HCTZ / MICARDIS HCT MEDICATION PATIENT INFORMATION IN JAPANESE

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-telmisartan-hydrochlorothiazide-dyazide-maxzide-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.8603.pdf


テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドを服⽤しないでください：
-テルミサルタンまたはこの薬の他の成分にアレルギーがある場合（セクション6に記載）。
-ヒドロクロロチアジドまたは他のスルホンアミド由来の薬にアレルギーがある場合。
-妊娠3か⽉以上の場合。（妊娠初期にはテルミサルタン/ヒドロクロロチアジドを避けるこ

ともお勧めします-妊娠のセクションを参照してください。）
胆汁うっ滞や胆汁閉塞などの重度の肝臓の問題（肝臓や胆嚢からの胆汁の排出の問
題）やその他の重度の肝疾患がある場合。
重度の腎臓病がある場合。
医師が、⾎液中のカリウム値が低い、またはカルシウム値が⾼いと判断した場合、治
療しても改善されません。
糖尿病または腎臓機能障害があり、アリスキレンを含む⾎圧降下薬で治療されている
場合。

-

-
-

-

上記のいずれかに該当する場合は、テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドを服⽤する前に
医師または薬剤師に伝えてください。

警告と注意事項
次の症状や病気に苦しんでいる、または苦しんだことがある場合は、この薬を服⽤する前に医
師に相談してください。
-低⾎圧（低⾎圧）、利尿薬療法（⽔錠）、低塩⾷、下痢、嘔吐、または⾎液透析による脱

⽔（体⽔分の過剰な喪失）または塩分不⾜の場合に発⽣する可能性があります。

腎臓病または腎臓移植。
腎動脈狭窄（⽚⽅または両⽅の腎臓への⾎管の狭窄）。肝疾患。

⼼臓のトラブル。
糖尿病。
痛⾵。
アルドステロンレベルの上昇（さまざまな⾎液ミネラルの不均衡に伴う体内の⽔分
と塩分の保持）。
全⾝性エリテマトーデス（「ループス」または「SLE」とも呼ばれる）は、体の免疫系
が体を攻撃する病気です。

-有効成分のヒドロクロロチアジドは異常な反応を引き起こし、視⼒の低下や⽬の痛み
を引き起こす可能性があります。これらは、眼の⾎管層への⽔分の蓄積（脈絡膜滲
出液）または眼圧の上昇の症状である可能性があり、テルミサルタン/ヒドロクロロ
チアジドを服⽤してから数時間から数週間以内に発⽣する可能性があります。これ
は、治療しないと、永続的な視⼒障害につながる可能性があります。

-
-
-
-
-
-
-

-

テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドを服⽤する前に医師に相談してください：
-
- ⾼⾎圧の治療に使⽤される次の薬のいずれかを服⽤している場合： o

特に糖尿病関連の腎臓の問題がある場合は、ACE阻害薬（エナラプリル、リシノ
プリル、ラミプリルなど）。
アリスキレン。o

医師は、腎臓機能、⾎圧、および⾎液中の電解質（カリウムなど）の量を定期的にチェックする場
合があります。「テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドを服⽤しないでください」という⾒出し
の下の情報も参照してください。
ジゴキシンを服⽤している場合。
⽪膚がんにかかったことがある場合、または治療中に予期しない⽪膚病変が発⽣した場合。ヒド
ロクロロチアジドによる治療、特に⾼⽤量での⻑期使⽤は、⼀部の種類の⽪膚および唇の癌（⾮
黒⾊腫⽪膚癌）のリスクを⾼める可能性があります。テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドを服
⽤している間、太陽への露出と紫外線から肌を保護します
過去にヒドロクロロチアジドを摂取した後、呼吸や肺の問題（炎症や肺の⽔分を含む）
を経験した場合。重度の息切れが発⽣した場合

-

-
-

-



またはテルミサルタン/ヒドロクロロチアジドアコードを服⽤した後の呼吸困難の場合は、直ちに医師の診察を
受けてください。

あなたが⾃分であると思うなら、あなたはあなたの医者に⾔わなければなりません（またはになる可能性があります ） 妊
娠中。テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドは妊娠初期には推奨されません。妊娠3か⽉を超える場合は、その段階で使⽤
すると⾚ちゃんに深刻な害を及ぼす可能性があるため、服⽤しないでください（妊娠のセクションを参照）。

ヒドロクロロチアジドによる治療は、体内の電解質の不均衡を引き起こす可能性があります。⽔分または
電解質の不均衡の典型的な症状には、⼝渇、脱⼒感、嗜眠、眠気、落ち着きのなさ、筋⾁の痛みやけいれ
ん、吐き気（気分が悪くなる）、嘔吐、筋⾁の疲労、異常に速い⼼拍数（1分あたり100拍以上）などがあ
ります。これらのいずれかを経験した場合は、医師に相談してください。

また、⽇焼けの症状（発⾚、かゆみ、腫れ、⽔ぶくれなど）が通常よりも早く発⽣し、⽇焼け
に対する⽪膚の感受性が⾼まる場合は、医師に相談してください。

⼿術や⿇酔の場合は、テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドを服⽤していることを
医師に伝える必要があります。

テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドは、黒⼈患者の⾎圧を下げる効果が低い可能性があり
ます。

⼦供と⻘年
18歳までの⼦供および⻘年にテルミサルタン/ヒドロクロロチアジドを使⽤することはお勧め
しません。

他の薬とテルミサルタン/ヒドロクロロチアジド
他の薬を服⽤している、最近服⽤した、または服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。あなたの医者はこれらの他の薬の投与量を変えるか、他の予防策をとる必要があるかもしれません。
場合によっては、薬の服⽤をやめなければならないこともあります。これは、テルミサルタン/ヒドロクロロチ
アジドと同時に服⽤した以下の薬に特に当てはまります。

-
-

ある種のうつ病を治療するためのリチウム含有薬。
他の利尿薬（「⽔錠剤」）、弛緩薬（例：ヒマシ油）、コルチコステロイド（例：プレド
ニゾン）、ACTH（ホルモン）、アンフォテリシン（抗真菌薬）、カルベノキソロン（⼝
内炎を治療する）、ペニシリンGナトリウム（抗⽣物質）、およびサリチル酸とその誘導
体。
カリウム保持性利尿薬、カリウムサプリメント、カリウムを含む代替塩、ACE阻害
剤、シクロスポリン（免疫抑制薬）、ヘパリンナトリウム（抗凝固剤）などの他の医
薬品など、⾎中カリウム濃度を上昇させる可能性のある医薬品。

⼼臓の薬（例：ジゴキシン）や⼼臓のリズムを制御する薬（例：キニジン、ジソピラミ
ド、アミオダロン、ソタロール）、精神障害に使⽤される薬（例：チオリダジン、クロ
ルプロマジン、レボメプロマジン）および特定の抗⽣物質（例：スパルフロキサシン、
ペンタミジン）またはアレルギー反応を治療するための特定の薬（例：テルフェナジ
ン）などの他の薬。
糖尿病の治療薬（インスリンまたはメトホルミンなどの経⼝薬）。コレスチラ
ミンとコレスチポール、⾎中脂肪レベルを下げるための薬。
ノルアドレナリンなど、⾎圧を上げる薬。ツボクラリン
などの筋弛緩薬。
カルシウムサプリメントおよび/またはビタミンDサプリメント。
抗コリン薬（胃腸のけいれん、膀胱のけいれん、喘息、乗り物酔い、筋⾁のけいれん
などのさまざまな障害の治療に使⽤される薬、

-

-

-
-
-
-
-
-



パーキンソン病および⿇酔の補助として）アトロピンやビペリデンなど。アマンタジン（パーキ
ンソン病の治療に使⽤され、ウイルスによって引き起こされる特定の病気の治療または予防にも
使⽤される薬）。
⾼⾎圧の治療に使⽤される他の薬、コルチコステロイド、鎮痛剤（⾮ステロイド性抗炎症薬
[NSAID]など）、癌、痛⾵、または関節炎の治療に使⽤される薬。ACE阻害薬またはアリスキレン
を服⽤している場合（「テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドを服⽤しないでください」および
「警告と注意事項」の⾒出しの下の情報も参照してください）。
ジゴキシン。

-

-

-

-

テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドは、⾼⾎圧の治療に使⽤される他の薬や⾎圧低下の可能性のある
薬（バクロフェン、アミフォスチンなど）の⾎圧低下効果を⾼める可能性があります。さらに、低⾎圧
は、アルコール、バルビツール酸塩、⿇薬、または抗うつ薬によって悪化する可能性があります。⽴って
いるときにめまいとしてこれに気付くかもしれません。テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドを服⽤し
ているときに他の薬の投与量を調整する必要がある場合は、医師に相談してください。

NSAID（⾮ステロイド性抗炎症薬、アスピリンやイブプロフェンなど）を服⽤すると、テルミサルタ
ン/ヒドロクロロチアジドの効果が低下する可能性があります。

テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドと⾷物およびアルコール
テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドは、⾷事の有無にかかわらず服⽤できます。医師に相談するまで
は飲酒を避けてください。アルコールは⾎圧をさらに低下させたり、⽬がくらんだり失神したりするリ
スクを⾼める可能性があります。

妊娠と授乳

妊娠
妊娠している（または妊娠する可能性がある）と思われる場合は、医師に相談する必要があります。医師
は通常、妊娠する前または妊娠していることがわかったらすぐにテルミサルタン/ヒドロクロロチアジドの
服⽤を中⽌するようにアドバイスし、テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドの代わりに別の薬を服⽤する
ようにアドバイスします。テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドは妊娠中は推奨されません。妊娠3か⽉
以降に使⽤すると、⾚ちゃんに深刻な害を及ぼす可能性があるため、妊娠3か⽉を超える場合は服⽤しな
いでください。

⺟乳育児
⺟乳育児をしているのか、⺟乳育児を始めようとしているのかを医師に伝えてください。テルミサルタ
ン/ヒドロクロロチアジドは授乳中の⺟親にはお勧めできません。授乳を希望する場合は、医師が別の治
療法を選択する場合があります。

機械の運転と使⽤
テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドを服⽤すると、めまいや疲れを感じる⼈もいます。⽬がくらんだり疲れたりした場合は、機
械を運転したり操作したりしないでください。

テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドには乳糖⼀⽔和物が含まれています
⼀部の糖分に耐性がない場合は、この医薬品を服⽤する前に医師に相談してください。

3.テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドの服⽤⽅法

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。

テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドの推奨⽤量は1⽇1錠です。毎⽇同じ時間にタブレットを服⽤してみてく
ださい。テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドは、⾷事の有無にかかわらず服⽤できます。錠剤は、⽔または
その他のノンアルコール飲料と⼀緒に飲み込む必要があります。あなたが重要です



医師から指⽰があるまで、テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドを毎⽇服⽤してください。

肝臓が正常に機能していない場合、通常の投与量は1⽇1回40 mg /12.5mgを超えてはなりません。

テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドを必要以上に摂取した場合
誤って⼤量の錠剤を服⽤すると、低⾎圧や急激な⼼拍などの症状が現れることがあります。遅
い⼼拍、めまい、嘔吐、腎不全を含む腎機能の低下も報告されています。ヒドロクロロチアジ
ド成分が原因で、カリウムの著しく低い⾎圧と低い⾎中濃度も発⽣する可能性があり、これ
は、デジタル症や特定の抗不整脈薬などの薬物の併⽤に関連する吐き気、眠気、筋⾁のけいれ
ん、および/または不整脈を引き起こす可能性があります治療。すぐに医師、薬剤師、または最
寄りの病院の救急科に連絡してください。

テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドの服⽤を忘れた場合
服⽤を忘れても⼼配しないでください。覚えたらすぐに取って、前と同じように続けてください。ある⽇
に錠剤を服⽤しない場合は、翌⽇に通常の服⽤をしてください。しない忘れられた個々の⽤量を補うため
に2倍の⽤量を服⽤してください。

この薬の使⽤についてさらに質問がある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

4.起こりうる副作⽤

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。

⼀部の副作⽤は深刻であり、直ちに医師の診察が必要です。
次の症状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。敗⾎症*（「⾎液
中毒」と呼ばれることが多い）は、全⾝の炎症反応、⽪膚や粘膜の急速な腫れ（⾎管浮腫）、
⽔疱、⽪膚の最上層の剥離（中毒性表⽪壊死症）; これらの副作⽤はまれ（1,000⼈に1⼈まで）
または頻度が不明（中毒性表⽪壊死症）ですが、⾮常に深刻であるため、患者は薬の服⽤を中
⽌し、すぐに医師の診察を受ける必要があります。これらの影響を処理しないと、致命的とな
る可能性があります。敗⾎症の発⽣率の増加はテルミサルタンでのみ観察されていますが、テ
ルミサルタン/ヒドロクロロチアジドで除外することはできません。

テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドの考えられる副作⽤：

⼀般的な副作⽤ （10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性がありま
す）：めまい。

まれな副作⽤ （100⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：
⾎中カリウム濃度の低下、不安、失神（失神）、うずき、ピンと針の感覚（⿇痺）、回転感
（めまい）、速い⼼拍（頻脈）、⼼臓リズム障害、低⾎圧、突然の⾎液の低下⽴ち上がったと
きの圧⼒、息切れ（呼吸困難）、下痢、⼝渇、⿎腸、背中の痛み、筋⾁のけいれん、筋⾁の痛
み、勃起障害（勃起を維持または維持できない）、胸の痛み、⾎中尿酸値の上昇。

まれな副作⽤ （1,000⼈に1⼈まで影響する可能性があります）：
肺の炎症（気管⽀炎）、全⾝性エリテマトーデスの活性化または悪化（体の免疫系が体を攻撃
し、関節痛、⽪膚の発疹、発熱を引き起こす病気）; 喉の痛み、炎症を起こした副⿐腔; 悲しみ
（うつ病）、眠りにつく困難（不眠症）、視⼒障害、呼吸困難、腹痛、便秘、膨満感（呼吸困
難）、気分が悪くなる（嘔吐）、胃の炎症（胃炎）、肝機能異常（⽇本⼈患者はこの副作⽤を
経験する可能性が⾼い）、⽪膚の発⾚（紅斑）、かゆみや発疹などのアレルギー反応、発汗の
増加、じんましん（じんましん）、関節痛（関節痛）、四肢の痛み、



筋⾁のけいれん、インフルエンザのような病気、痛み、低レベルのナトリウム、⾎中のクレアチニン、肝酵素、
またはクレアチンホスホキナーゼのレベルの上昇。

個々の成分の1つで報告された有害反応は、この製品の臨床試験で観察されなかったとしても、テル
ミサルタン/ヒドロクロロチアジドでの潜在的な有害反応である可能性があります。

テルミサルタン
テルミサルタンを単独で服⽤している患者では、以下の追加の副作⽤が報告されています。

まれな副作⽤ （100⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：
上気道感染症（例：喉の痛み、副⿐腔の炎症、⾵邪）、尿路感染症、⾚⾎球の⽋乏（貧
⾎）、カリウム濃度の⾼さ、⼼拍数の低下（徐脈）、急性腎不全を含む腎機能障害、脱⼒
感、咳。

まれな副作⽤ （1,000⼈に1⼈まで影響する可能性があります）：
⾎⼩板数の減少（⾎⼩板減少症）、特定の⽩⾎球の増加
（好酸球増加症）、重篤なアレルギー反応（例、過敏症、アナフィラキシー反応、薬物発
疹）、低⾎糖値（糖尿病患者）、胃のむかつき、湿疹（⽪膚障害）、関節症、腱の炎症、ヘ
モグロビン（⾎液タンパク質）、ソムノレンス。

⾮常にまれな副作⽤ （10,000⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：肺組織の進⾏性瘢痕
（間質性肺疾患）**

*イベントは偶然に発⽣したか、現在不明なメカニズムに関連している可能性があります。

**テルミサルタンの摂取中に肺組織の進⾏性瘢痕の症例が報告されています。しかし、テ
ルミサルタンが原因であるかどうかは不明です。

ヒドロクロロチアジド
ヒドロクロロチアジドを単独で服⽤している患者では、以下の追加の副作⽤が報告されています。

⼀般的な副作⽤ （10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：
気分が悪くなる（吐き気）、⾎中マグネシウム値が低い。

まれな副作⽤ （1,000⼈に1⼈まで影響する可能性があります）：
出⾎やあざのリスクを⾼める⾎中⾎⼩板の減少（出⾎によって引き起こされる⽪膚や他の
組織の⼩さな⾚紫のマーク）、⾼カルシウム値、頭痛。

⾮常にまれな副作⽤ （10,000⼈に1⼈まで影響する可能性があります）：
⾎中塩化物濃度が低いため、pHが上昇します（酸塩基バランスが乱れます）。

急性呼吸窮迫（兆候には、重度の息切れ、発熱、脱⼒感、錯乱などがあります）。

未知の頻度の副作⽤ （利⽤可能なデータから頻度を推定することはできません）：唾液腺の炎
症、⾎中の細胞数の減少（または不⾜）、⾚⾎球と⽩⾎球の数の減少、重篤なアレルギー反応
（過敏症、アナフィラキシー反応など） ）、⾷欲の低下または喪失、落ち着きのなさ、頭がお
かしい、視⼒のぼやけまたは⻩変、視⼒の低下および眼の痛み（眼の⾎管層における体液蓄積の
兆候（脈絡膜滲出液）または急性ミオピアまたは急性⾓閉鎖性緑内障）、⾎管の炎症（⾎管炎壊
死）、炎症を起こした膵臓、胃のむかつき、⽪膚や⽬の⻩変（⻩疸）、狼瘡様症候群（全⾝性エ
リテマトーデスと呼ばれる病気を模倣した状態で、体の免疫系が体）;⽪膚の炎症を起こした⾎
管、⽇光に対する感受性の増加、発疹、⽪膚の発⾚、唇、⽬または⼝の⽔疱、⽪膚および剥離、
発熱（多形紅斑の兆候の可能性）、脱⼒感、腎臓の炎症または腎臓機能障害、尿中のグルコース
（グリコスリア）、発熱、



電解質バランスの障害、⾎中コレステロール値の上昇、⾎液量の減少、ブドウ糖の⾎中濃度の
上昇、ブドウ糖の⾎中/尿中濃度の制御の困難
糖尿病、または⾎液中の脂肪、⽪膚および唇の癌（⾮黒⾊腫⽪膚癌）と診断された患者。

副作⽤の報告
副作⽤が出た場合は、医師または薬剤師にご相談ください。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。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
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して
ください。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。

5.テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドの保存⽅法

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。
「EXP」以降のカートンまたはブリスター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。
この薬は特別な温度保存条件を必要としません。湿気から保護するために、元のパッケー
ジで保管してください。
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。

6.パックの内容およびその他の情報

テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドに含まれるもの
活性物質はテルミサルタンとヒドロクロロチアジドです。

各錠剤には、40mgのテルミサルタンと12.5mgのヒドロクロロチアジドが含まれています。各錠
剤には、80mgのテルミサルタンと12.5mgのヒドロクロロチアジドが含まれています。各錠剤に
は、80mgのテルミサルタンと25mgのヒドロクロロチアジドが含まれています。

他の成分は次のとおりです。
セルロース、微結晶、ラクトース⼀⽔和物、マンニトール、⽔酸化ナトリウム、メグルミン、ポビドン
（K30）、ステアリン酸マグネシウム、フマル酸ステアリルナトリウム、酸化鉄（E172）[40 mg /12.5mgおよ
び80mg/ 12.5mg錠⽤]および⻩⾊の鉄酸化鉄（E172）[80 mg /25mg錠⽤]。

テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドの外観とパックの内容
40 mg / 12.5 mg錠：⽚⾯が⽩からオフホワイト、もう⽚⾯が⾚、おそらくまだら、両凸、⼆
重層、⻑円形、コーティングされていない錠剤、⻑さ約13 mm、幅6.2 mm、「T1」でデボ
ス加⼯⾚い⾯と反対側の無地。
80 mg / 12.5 mg錠：⽚⾯が⽩からオフホワイト、もう⽚⾯が⾚、おそらくまだら、両凸、⼆
重層、⻑⽅形、コーティングされていない錠剤、⻑さ約16.2 mm、幅7.9 mm、「T2」でデボ
ス加⼯⾚い⾯と反対側の無地。
80 mg / 25 mg錠：⽚⾯が⽩からオフホワイト、反対⾯が⻩⾊、おそらくまだら、両凸、⼆重
層、⻑⽅形、コーティングされていない錠剤、⻑さ約16.2 mm、幅7.9 mm、「T2」でデボス
加⼯⻩⾊の⾯と反対側の無地。

14、28、30、56、60、84、90、98、または100錠を含むアルミニウム/アルミニウムブリスターパックで利⽤
できます。

すべてのパックサイズが販売されているわけではありません。

販売承認取得者および製造元



販売承認取得者 Accord Healthcare 
Limited Sage House、319 Pinner 
Road、North Harrow、
Middlesex、HA1 4HF、イギリス

メーカー
Accord Healthcare Limited、Sage 
house、319 Pinner road、North 
Harrow、Middlesex HA1 4HF、イギリ
ス

Accord Healthcare BV、
Winthontlaan 200、
3526 KVユトレヒト、
オランダ

Accord Healthcare Polska Sp.z oo、
ul。Lutomierska 50,95-200パビャニツェ、ポーランド

この医薬品は、EEA加盟国で次の名前で認可されています。

オーストリア テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドアコード40mg/ 12,5 mg、
80 mg / 12,5 mg、80 mg /25mg錠

ドイツ テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドアコード40mg/ 12,5 mg、
80 mg / 12,5 mg、80 mg /25mg錠

エストニア テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド合意
フィンランド テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドアコード40mg/ 12.5 

mg、80 mg / 12.5 mg、80 mg /25mg錠/錠
アイルランド テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド40mg/ 12.5 mg、80 mg / 12.5 

mg、80 mg /25mg錠
イタリア テルミサルタンとイドロクロロチアジド合意
ラトビア テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドアコード40mg/ 12,5 mg、

80 mg / 12,5 mg、80 mg /25mg錠
リトアニア テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドアコード40mg/ 12,5 mg、

80 mg / 12,5 mg、80 mg /25mg錠
オランダ テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドアコード40mg/ 12,5 mg、

80 mg / 12,5 mg、80 mg /25mg錠
ポーランド テルミドン
ユナイテッド

王国
テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド40mg/ 12.5 mg、80 mg / 12.5 
mg、80 mg /25mg錠

フランス テルミサルタン/ヒドロクロロチアジドアコード40mg/ 12,5 
mg、80 mg / 12,5 mg、80 mg /25mgコンプリメ

このリーフレットは、2021年12⽉に最後に承認されました。


