
•副作⽤が出た場合は、医師または薬剤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。セクション4を参照してください。

Co-Diovanは、単⼀の物質だけでは適切に制御され
ない⾼⾎圧を治療するために使⽤されます。

•• ⾎液中のカリウムまたはナトリウムのレベルが通
常よりも低い場合、または治療にもかかわらず⾎
液中のカルシウムのレベルが通常よりも⾼い場
合。

•痛⾵がある場合。
•糖尿病または腎機能障害があり、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、医師に相談し、Co-

Diovanを服⽤しないでください。

•最近新しい腎臓を受け取った場合。
•⾼アルドステロン症に苦しんでいる場合。これは、

副腎がホルモンのアルドステロンを過剰に摂取す
る病気です。これが当てはまる場合は、Co-
Diovanの使⽤はお勧めしません。

•肝臓や腎臓の病気がある場合。
•別の薬（ACE阻害薬を含む）を服⽤しているときに⾎管浮

腫と呼ばれるアレルギー反応によって引き起こされた

⾆や顔の腫れを経験したことがある場合は、医師に相

談してください。Co-Diovanを服⽤しているときにこ

れらの症状が発⽣した場合は、Co-Diovanの服⽤をす

ぐに中⽌し、⼆度と服⽤しないでください。セクショ

ン4「考えられる副作⽤」も参照してください。

•全⾝性エリテマトーデス（SLE、いわゆる⾃⼰
免疫疾患）の兆候である可能性がある、発
熱、発疹、関節痛がある場合。

•糖尿病、痛⾵、⾼レベルのコレステロールまた
はトリグリセリドが⾎中にある場合。

•このクラスの他の⾎圧降下薬（アンジオテンシ
ンII受容体拮抗薬）を使⽤してアレルギー反
応を起こした場合、またはアレルギーや喘
息を患っている場合。

•視⼒の低下や⽬の痛みを経験した場合。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、Co-
Diovan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、永久的な視⼒喪失につながる可能性がありま
す。以前に持っていた場合

ペニシリンまたはスルホンアミドアレルギーは、これを発症する

リスクが⾼くなる可能性があります。

•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：

⼦供および⻘年（18歳未満）でのCo-
Diovanの使⽤は推奨されません。

•いくつかの抗⽣物質（リファマイシングループ）、移植拒絶反応

から保護するために使⽤される薬（シクロスポリン）、また

はHIV / AIDS感染症の治療に使⽤される抗レトロウイルス薬

（リトナビル）。これらの薬は、コディオバンの効果を⾼め

る可能性があります。

•抗不整脈薬（⼼臓の問題を治療するために使⽤さ
れる薬）や⼀部の抗精神病薬など、「トルサー
ドドポアント」（不規則な⼼拍）を誘発する可
能性のある薬。

•抗うつ薬、抗精神病薬、抗てんかん薬な
ど、⾎液中のナトリウムの量を減らす
可能性のある薬。

•アロプリノール、プロベネシド、スルフィン
ピラゾンなどの痛⾵の治療薬。

•治療⽤ビタミンDおよびカルシウムサプリメント。
•糖尿病の治療薬（メトホルミンやイ

ンスリンなどの経⼝薬）。
•メチルドパ、ACE阻害薬（エナラプリル、リシノ

プリルなど）またはアリスキレン（「コディオ
バン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）を含
む、⾎圧を下げる他の薬。

•ノルアドレナリンやアドレナリンな
ど、⾎圧を上げる薬。

•ジゴキシンまたは他のジギタリス配糖体（⼼臓の問題を治

療するために使⽤される薬）。

•ジアゾキシドやベータ遮断薬など、⾎糖値を
上昇させる可能性のある薬。

•メトトレキサートやシクロホスファミドなどの細胞
毒性薬（がんの治療に使⽤）。

•選択的シクロオキシゲナーゼ-2阻害剤
（Cox-2阻害剤）およびアセチルサリチル
酸> 3gを含む⾮ステロイド性抗炎症剤
（NSAID）などの鎮痛剤。

•ツボクラリンなどの筋弛緩薬。
•抗コリン作動薬（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、パーキンソン病などのさま
ざまな障害の治療に使⽤される薬、お
よび⿇酔の補助として使⽤される
薬）。

•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）。

•コレスチラミンとコレスチポール（主に⾎中の⾼
レベルの脂質を治療するために使⽤される
薬）。

•シクロスポリン、臓器拒絶反応を避ける
ために臓器移植に使⽤される薬。

•アルコール、睡眠薬、⿇酔薬（たとえ
ば、⼿術中に使⽤される睡眠または
鎮痛効果のある薬）。

•ヨウ素造影剤（画像検査に使⽤される
薬剤）。

妊娠と授乳
•• 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
わかったらすぐにコディオバンの服⽤を中⽌するよ
うにアドバイスし、コディオバンの代わりに別の薬
を服⽤するようにアドバイスします。コディオバン
は妊娠初期にはお勧めできません。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か⽉以上の場合は服⽤しないで
ください。

⾼⾎圧は⼼臓と動脈の負担を増加させま
す。治療しないと、脳、⼼臓、腎臓の⾎
管に損傷を与え、脳卒中、⼼不全、腎不
全を引き起こす可能性があります。⾼⾎
圧は⼼臓発作のリスクを⾼めます。⾎圧
を正常に下げると、これらの障害を発症
するリスクが減少します。

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。Co-

Diovanは妊娠初期には推奨されません。また、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）。

このリーフレットの内容：

1. Co-Diovanとは何か、そしてそれは何のために使われるか

2.Co-Diovanを服⽤する前に知っておくべきこ
と
3.コディオバンの服⽤⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.コディオバンの保管⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

°° 特に糖尿病関連の腎臓の問題がある場合
は、ACE阻害薬（例えば、エナラプリル、リ
シノプリル、ラミプリル）。
アリスキレン°°

•⽪膚がんにかかったことがある場合、または

CO-DIOVAN® 治療中の予期しない⽪膚病変。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。
コディオバンを服⽤している間、太陽への露出
と紫外線から肌を保護してください。

•過去にヒドロクロロチアジドを摂取した
後、呼吸または肺の問題（炎症や肺の⽔
分を含む）を経験した場合。Co-Diovan
を服⽤した後、重度の息切れや呼吸困難
が⽣じた場合は、直ちに医師の診察を受
けてください。

他の薬とコディオバン
あなたが服⽤している、最近他の薬を服⽤した、または他

の薬を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。
コディオバン®80 mg /12.5mg

フィルムコーティング錠

コディオバン®160 mg /12.5mg

フィルムコーティング錠

コディオバン®160 mg /25mg

フィルムコーティング錠

警告と注意事項医師に相
談してください
•カリウム節約薬、カリウムサプリメント、カリ

ウムを含む塩代替品、またはヘパリンなどの
⾎液中のカリウムの量を増やす他の薬を服⽤
している場合。あなたの医者はあなたの⾎中
のカリウムの量を定期的にチェックする必要
があるかもしれません。

•⾎中のカリウム濃度が低い場合。

•下痢または激しい嘔吐がある場合。
•⾼⽤量の⽔錠（利尿剤）を服⽤している

場合。
•重度の⼼臓病がある場合。
•⼼不全に苦しんでいる場合、または⼼臓発作を経験し

た場合。開始⽤量については、医師の指⽰に注意深
く従ってください。あなたの医者はまたあなたの腎
臓機能をチェックするかもしれません。

•腎動脈の狭窄に苦しんでいる
場合。

2.Co-Diovanを服⽤する前に知っておくべ
きこと1. Co-Diovanとは何か、そしてそれは何のために使われるか

Co-Diovanフィルムコーティング錠には、バルサルタンとヒ

ドロクロロチアジドと呼ばれる2つの有効成分が含まれてい

ます。これらの物質は両⽅とも⾼⾎圧（⾼⾎圧）を制御する

のに役⽴ちます。

•• バルサルタン「アンジオテンシンII受容体拮
抗薬」として知られる薬のクラスに属してお
り、⾼⾎圧の抑制に役⽴ちます。アンジオテ
ンシンIIは、⾎管を引き締め、⾎圧を上昇さ
せる体内の物質です。バルサルタンは、アン
ジオテンシンIIの効果をブロックすることに
よって機能します。その結果、⾎管が弛緩
し、⾎圧が下がります。

•• ヒドロクロロチアジドチアジド系利尿薬（「⽔
錠」としても知られています）と呼ばれる薬のグ
ループに属しています。ヒドロクロロチアジドは
尿量を増やし、⾎圧も下げます。

Co-Diovanを他の特定の薬と⼀緒に服⽤すると、治
療の効果に影響を与える可能性があります。⽤量を
変更したり、他の予防策を講じたり、場合によって
はいずれかの薬の服⽤を中⽌する必要があるかもし
れません。これは特に次の薬に当てはまります。

Co-Diovanを服⽤しないでください：

•バルサルタン、ヒドロクロロチアジド、スルホンア
ミド誘導体（ヒドロクロロチアジドに化学的に
関連する物質）またはこの薬の他の成分（セク
ション6に記載）のいずれかにアレルギー（過
敏）がある場合。

•• 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

Co-Diovanは⺟乳育児をしている⺟親にはお勧め
できません。⺟乳育児を希望する場合、特に⾚
ちゃんが⽣まれたばかりの場合や早産の場合は、
医師が別の治療法を選択することがあります。•リチウム、ある種の精神疾患の治療に

使⽤される薬。
•⾎液中のカリウムの量を増やす可能

性のある薬や物質。
これらには、カリウムサプリメントまたは
カリウムを含む代替塩、カリウム保持性利
尿薬およびヘパリンが含まれます。

•利尿薬（⽔錠）、コルチコステロイド、下
剤、カルベノキソロン、アンフォテリシ
ン、ペニシリンGなど、⾎液中のカリウ
ムの量を減らす可能性のある薬。

• あなたがいる場合妊娠3ヶ⽉以上 （妊娠初期には
コディオバンを避けることもお勧めです‒妊娠
のセクションを参照してください）。

• あなたが持っている場合ひどい肝疾患、肝臓
内の⼩さな胆管の破壊（胆汁うっ滞）、肝
臓内の胆汁の蓄積（胆汁うっ滞）につなが
ります。

• あなたが持っている場合ひどい腎臓病。

•尿が出ない場合（無尿）。
•⼈⼯腎臓で治療されている場合。

バルサルタン/ヒドロクロロチアジド
機械の運転と使⽤
⾞両を運転したり、⼯具を使⽤したり、機械を操作した

り、集中⼒を必要とするその他の活動を実⾏したりする

前に、Co-Diovanがどのように影響するかを確認してく

ださい。⾼⾎圧の治療に使⽤される他の多くの薬と同様

に、Co-Diovanは時々めまいを引き起こし、集中⼒に影

響を与える可能性があります。

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。

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。 Co-Diovanを⾷べ物、飲み物、アルコールと⼀緒に飲む

「Co-Diovan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。
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。

コディオバンは、太陽に対する⽪膚の感受性を⾼める可能性が

あります。

TITLE - VALSARTAN + HCTZ / DIOVAN HCT CO-DIOVAN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN JAPANESE

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-valsartan-hydrochlorothiazide-diovan-hct-co-diovan-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.7746.pdf


3.コディオバンの服⽤⽅法 コディオバンを取るのを忘れた場合

飲み忘れた場合は、覚えたらすぐに飲んでくださ
い。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は、忘
れた分は飲まないでください。
忘れた分を補うために2回分を服⽤しない
でください。

（脈絡膜滲出液）または急性閉塞隅⾓緑
内障）

•発熱、喉の痛み、より頻繁な感染症（無
顆粒球症）

•重度の息切れ、発熱、脱⼒感、錯乱（急
性呼吸窮迫症候群）

不明（（⼊⼿可能なデータから頻度を推定することは
できません）：
•呼吸困難
•尿量が⼤幅に減少した
•⾎中のナトリウムレベルが低い（重度の場合、倦怠

感、錯乱、筋⾁のけいれん、および/またはけい
れんを引き起こす可能性があります）

•⾎中のカリウム濃度が低い（筋⼒低
下、筋けいれん、
不整脈）

•⾎中の⽩い細胞のレベルが低い（発
熱、⽪膚感染症、喉の痛み、⼝内
炎などの症状を伴う）
感染症、弱点）

•⾎中のビリルビンのレベルが上昇しました（重症の場
合、⽪膚や⽬が⻩⾊くなる可能性があります）

•⾎中尿素窒素とクレアチニンのレベルが上昇しまし
た（これは異常な腎臓機能を⽰している可能性が
あります）

•⾎中の尿酸値が上昇しました（重症の場合、痛⾵を引
き起こす可能性があります）

•失神（失神）

不明（（⼊⼿可能なデータから頻度を推定することは
できません）：
•⽔疱性⽪膚（⽔疱性⽪膚炎の兆候）
•次の兆候または症状のいくつかと⼀緒にかゆみを伴う

または伴わない⽪膚の発疹：発熱、関節痛、筋⾁
痛、リンパ節の腫れおよび/またはインフルエンザ
のような症状

•発疹、紫がかった⾚い斑点、発熱、
かゆみ（⾎管の炎症の症状）

•⾎⼩板のレベルが低い（異常な出⾎やあざ
ができることもあります）

•⾎中の⾼レベルのカリウム（筋⾁のけいれ
ん、不整脈を伴う場合があります）

•アレルギー反応（発疹、かゆみ、じんまし
ん、呼吸困難または嚥下困難、めまいなど
の症状を伴う）

•主に顔と喉の腫れ。発疹; かゆみ
•肝機能値の上昇
•⾎中のヘモグロビンのレベルが低下し、⾚

⾎球の割合が減少しました（どちらも重
症の場合、貧⾎を引き起こす可能性があ
ります）。

• 腎不全
•⾎中のナトリウムレベルが低い（重度の場合、倦

怠感、錯乱、筋⾁のけいれん、けいれんを引
き起こす可能性があります）

⼀般（（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：

•⾎中のナトリウムレベルが低い
•⾎中のマグネシウムレベルが低い
•⾎中の⾼レベルの尿酸
•かゆみを伴う発疹およびその他の種類の発疹

•⾷欲不振
•軽度の吐き気と嘔吐
•めまい、⽴ち上がると失神する
•勃起を達成または維持することができない

激レア（（10,000⼈に1⼈まで影響する可能性があります）：

•発疹、⾚紫⾊の斑点、発熱などの症
状を伴う⾎管の炎症
（⾎管炎）

•発疹、かゆみ、じんましん、呼吸困難
または嚥下困難、めまい（過敏反
応）

•顔⾯⽪疹、関節痛、筋⾁障害、発熱（エ
リテマトーデス）

•重度の上腹部痛（膵炎）
•発熱、咳、喘鳴、息切れを伴う呼吸困

難（肺炎や肺⽔腫などの呼吸困難）

•⽪膚の⻘⽩さ、倦怠感、息切れ、暗⾊尿
（溶⾎性貧⾎）

•感染症（⽩⾎球減少症）による発熱、喉の
痛み、または⼝内潰瘍

•錯乱、倦怠感、筋⾁のけいれんとけいれん、急
速な呼吸（低クロール⾎症性アルカローシ
ス）

•発熱（発熱）
•脱⼒感（無⼒症）
•⽪膚および唇のがん（⾮黒⾊腫⽪膚が
ん）

6.パックの内容およびその他の情報Co-

Diovanに含まれるもの

28、56または98錠。⼀部のパックサイズは販売されていな

い場合があります。常に医師の指⽰どおりに服⽤してください。これ
は、最良の結果を得て、副作⽤のリスクを下げる
のに役⽴ちます。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。

Co-Diovan 80 / 12.5には、80mgのバルサルタンと

12.5mgのヒドロクロロチアジドが含まれています。Co-

Diovan 160 /12.5には160mgのバルサルタンと12.5mgの

ヒドロクロロチアジドが含まれ、Co-Diovan160/25には

160mgのバルサルタンと25mgのヒドロクロロチアジド

が含まれています。

Co-Diovan160/25タブレットは茶⾊のオレンジと楕円形です。

それらは⽚側にHXH、反対側にNVRとマークされています。タ

ブレットは、28、56、または98錠を含むブリスターパックで

提供されます。⼀部のパックサイズは販売されていない場合が

あります。

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。副作⽤を直接報告することもできま

す（以下の詳細を参照してください。副作⽤を報告すること

により、この薬の安全性に関する詳細情報を提供するのに役

⽴ちます。

⾼⾎圧の⼈は、この問題の兆候に気付かないこと
がよくあります。多くの⼈はごく普通に感じるか
もしれません。これにより、気分が良くても医師
との約束を守ることがますます重要になります。

Co-Diovanの服⽤をやめた場合
Co-Diovanによる治療を中⽌すると、⾼⾎圧が悪
化する可能性があります。医師の指⽰がない限
り、薬の服⽤をやめないでください。

これらの副作⽤は⾮常にまれであるか、頻度は不明
です。 販売承認取得者および製造元
これらの症状のいずれかが発⽣した場合は、Co-
Diovanの服⽤を中⽌し、すぐに医師に連絡して
ください（セクション2「警告と注意事項」も参
照）。

錠剤には、次の不活性成分も含まれていま
す：コロイド状無⽔シリカ、クロスポビド
ン、ヒプロメロース、ステアリン酸マグネシ
ウム、微結晶性セルロース、
Macrogol 8000、タルク、⾚酸化鉄（E172）および⼆

酸化チタン（E171）。

レア（（1,000⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：

•⽪膚の腫れや⽔ぶくれ（太陽に対する
感受性の増加による）

•⾎中の⾼レベルのカルシウム
•⾎中の⾼レベルの砂糖
•尿中の砂糖
•糖尿病の代謝状態の悪化
•便秘、下痢、胃や腸の不快感、⻩⾊

い⽪膚や⽬と⼀緒に発⽣する可能
性のある肝臓障害

• 不整脈
• 頭痛
•睡眠障害
•悲しい気分（うつ病）
•⾎⼩板のレベルが低い（⽪膚の下に出⾎

やあざがある場合があります）
•めまい
•うずきやしびれ
•視覚障害

製品ライセンス所有者と製造元は次のとおりです。
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。医師は、コディオバンの錠剤を何錠服⽤するかを正確に教えてく

れます。あなたが治療にどのように反応するかに応じて、あなた

の医者はより⾼いまたはより低い⽤量を提案するかもしれませ

ん。

Novartis Ireland Limited、Vista Building、Elm Park、

Merrion Road、Ballsbridge、Dublin 4、Ireland。
ユナイテッド

王国
イエローカードスキーム

ウェブサイト：www.mhra.gov.uk/yellowcard副作⽤は次のとおりです。4.起こりうる副作⽤
珍しい（（100⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：

• 咳
• 低⾎圧
•⽴ちくらみ
•脱⽔症（喉の渇き、⼝や⾆の乾燥、排尿の頻度

の低さ、尿の⾊が濃い、⽪膚の乾燥などの症
状を伴う）

• 筋⾁痛
•倦怠感
•うずきやしびれ
• ぼやけた視界
•⽿のノイズ（例：シューという⾳、ブーンという⾳）

Novartis Farma SPA Via Provinciale Schito、131、80058 

Torre Annunziata（NA）、イタリア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。

5.コディオバンの保管⽅法
さらに、Co-Diovan 80 / 12.5タブレットには⻩⾊の酸化鉄

（E172）が含まれ、Co-Diovan 160/25タブレットには⻩

⾊の酸化鉄（E172）と黒⾊の酸化鉄（E172）が含まれて

います。

Co-Diovanの外観とパックの内容

•Co-Diovanの推奨⽤量は1⽇1錠で
す。
•医師に相談せずに、服⽤量を変更したり、錠剤

の服⽤を中⽌したりしないでください。
•薬は毎⽇同じ時間に、通常は朝に服⽤

する必要があります。
•⾷事の有無にかかわらず、Co-Diovanを服⽤できます。

•タブレットをコップ1杯の⽔で飲み込みます。

•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。

•カートンに記載されている有効期限が切れた後は、
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。

•30ºC以上で保管しないでください。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。

•パックが破損している、または改ざんの兆候が⾒られ
る場合は、この薬を使⽤しないでください。

•廃⽔や家庭ごみを介して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。

さらに詳しい情報が必要な場合、またはこのリーフ
レットを別の形式でご希望の場合は、Novartis 
Pharmaceuticals UK Ltdの医療情報（電話番号
01276 698370）までご連絡ください。

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。
•次のような⾎管浮腫の症状が出た場合は、

すぐに医師の診察を受けてください。
•顔、⾆、咽頭の腫れ
•嚥下困難
•じんましんと呼吸困難

•発疹、⾚い⽪膚、唇、⽬または⼝の⽔疱、
⽪膚の剥離、発熱（中毒性表⽪壊死症）
を引き起こす重度の⽪膚疾患

•⾼圧による視⼒の低下または⽬の痛
み（⽬の⾎管層に⽔分が蓄積して
いる可能性のある兆候）

不明（（⼊⼿可能なデータから頻度を推定することは
できません）：
•脱⼒感、あざ、頻繁な感染症（再⽣不

良性貧⾎）
•尿量の⼤幅な減少（腎障害または腎不

全の兆候の可能性）
•発疹、⾚い⽪膚、唇、⽬または⼝の⽔ぶ

くれ、⽪膚の剥離、発熱（多形紅斑の
兆候の可能性）

• 筋けいれん

このリーフレットは2022年2⽉に最後に改訂されました 

Copyright Novartis PharmaceuticalsUKLimited。Co-Diovan 80/12.5タブレットはライトオレンジと楕円形で

す。それらは⽚側にHGH、反対側にCGとマークされていま

す。タブレットは、28、56、または98錠を含むブリスター

パックで提供されます。⼀部のパックサイズは販売されていな

い場合があります。

バルサルタンまたはヒドロクロロチアジド
のみを含む製品では、次の副作⽤が報告さ
れています。

必要以上にコディオバンを服⽤した場合 重度
のめまいや失神を経験した場合は、横になって
すぐに医師に連絡してください。
誤って多くの錠剤を服⽤した場合は、医師、薬
剤師、または病院に連絡してください。

バルサルタン
激レア（（10,000⼈に1⼈まで影響する可能性があります）：

•めまい
• 下痢
• 関節痛

ヒドロクロロチアジド

珍しい（（100⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：

•回転する感覚
•腹痛

ごく普通（（10⼈に1⼈以上に影響を与える可能性があります）：

•⾎中のカリウム濃度が低い
•⾎中脂質の増加

Co-Diovan 160/12.5タブレットは濃い⾚と楕円形です。⽚

側にHHH、反対側にCGのマークが付いています。タブレッ

トは、を含むブリスターパックで提供されます 300014015-GB


