
家 →薬、ハーブ、サプリメント →イソトレチノイン

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a681043.html

イソトレチノイン
（eye soe tret'i noyn）と発⾳します

重要な警告：

すべての患者の場合：

イソトレチノインは、妊娠中または妊娠する可能性のある患者が服⽤してはなりません。イソトレチ
ノインが妊娠の喪失を引き起こしたり、⾚ちゃんの出産が早すぎたり、出⽣直後に死亡したり、先天
性⽋損症（出⽣時に存在する⾝体的問題）を伴って⽣まれたりするリスクが⾼くなります。

妊娠中の⼥性がイソトレチノインを服⽤しないようにし、イソトレチノインを服⽤している間に⼥性が妊
娠しないようにするために、iPLEDGEと呼ばれるプログラムが設定されています。妊娠できない⼥性や男
性を含むすべての患者は、iPLEDGEに登録されている場合にのみイソトレチノインを⼊⼿でき、iPLEDGE
に登録されている医師から処⽅箋を受け取り、iPLEDGEに登録されている薬局で処⽅箋を記⼊します。イ
ンターネットでイソトレチノインを購⼊しないでください。

イソトレチノインを服⽤するリスクに関する情報を受け取り、薬を受け取る前にこの情報を理解して
いることを⽰すインフォームドコンセントシートに署名する必要があります。あなたはあなたの状態
とあなたが経験している副作⽤について話すためにあなたの治療の間毎⽉あなたの医者に会う必要が
あるでしょう。訪問のたびに、医師は補充なしで最⼤30⽇間の薬の処⽅をあなたに与えるかもしれま
せん。妊娠できる⼥性の場合は、承認された検査室で毎⽉妊娠検査を受け、妊娠検査から7⽇以内に
処⽅箋を記⼊して受け取る必要があります。男性の場合、または妊娠できない⼥性の場合は、医師の
診察から30⽇以内にこの処⽅箋を記⼊して受け取ります。

イソトレチノインとiPLEDGEプログラムについて⾔われたことすべてを理解していない場合、また
は毎⽉予定どおりに予約を維持したり処⽅箋を記⼊したりすることができないと思われる場合は、
医師に相談してください。

あなたが治療を開始するとき、あなたの医者はあなたに識別番号とカードを与えます。処⽅箋を記
⼊し、iPLEDGE Webサイトから情報を取得するには、この番号が必要になります。
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電話回線。カードを紛失しない安全な場所に保管してください。カードを紛失した場合は、ウェ
ブサイトまたは電話回線から交換を依頼できます。

イソトレチノインを服⽤している間、および治療後1か⽉間は、献⾎しないでください。

イソトレチノインを他の⼈と共有しないでください。あなたと同じ症状の⼈でも共有しないでくださ
い。

イソトレチノインによる治療を開始するとき、および処⽅箋を補充するたびに、医師または薬剤師
から製造元の患者情報シート（投薬ガイド）が提供されます。情報を注意深く読み、質問がある場
合は医師または薬剤師に尋ねてください。また、⾷品医薬品局（FDA）のWebサイトにアクセスす
ることもできます（http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]）、製造元のWebサイ
ト、またはiPLEDGEプログラムのWebサイト（http://www.ipledgeprogram.com [http://
www.ipledgeprogram.com]）投薬ガイドを⼊⼿する。

イソトレチノインを服⽤するリスクについて医師に相談してください。

⼥性患者の場合：

妊娠できる場合は、イソトレチノインによる治療中に特定の要件を満たす必要があります。⽉経が始
まっていない（⽉経がある）場合や卵管結紮術を受けた場合（「チューブを結んだ」、妊娠を防ぐた
めの⼿術）でも、これらの要件を満たす必要があります。これらの要件を満たすことを免除されるの
は、12か⽉連続で⽉経がなく、医師が閉経（⼈⽣の変化）を過ぎた、または⼦宮や両⽅の卵巣を切除
する⼿術を受けたと⾔った場合のみです。これらのいずれにも当てはまらない場合は、以下の要件を
満たす必要があります。

イソトレチノインの服⽤を開始する前の1か⽉間、治療中、および治療後1か⽉間、2つの許容可能な
避妊法を使⽤する必要があります。医師は、どの形式の避妊が受け⼊れられるかを教えてくれ、避妊
についての書⾯による情報を提供します。また、医師や家族計画の専⾨家と無料で訪問して、⾃分に
合った避妊について話すこともできます。治療前1か⽉間、治療中、治療後1か⽉間は男性と性的接触
がないことを約束できない限り、これら2つの避妊法を常に使⽤する必要があります。

イソトレチノインを服⽤することを選択した場合、治療前、治療中、治療後1か⽉間は妊娠を避ける
責任があります。どんな形の避妊も失敗する可能性があることを理解する必要があります。したがっ
て、常に2種類の避妊法を使⽤して、誤った妊娠のリスクを減らすことが⾮常に重要です。避妊につ
いて⾔われたことすべてを理解していない場合、または2つの形態の避妊を常に使⽤できるとは思わ
ない場合は、医師に相談してください。

イソトレチノインを服⽤しているときに経⼝避妊薬（経⼝避妊薬）を使⽤する予定がある場合は、使⽤するピル
の名前を医師に伝えてください。イソトレチノインは、微量投与されたプロゲスチンの作⽤を妨害します
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（「ミニピル」）経⼝避妊薬（Ovrette、Micronor、Nor-QD）。イソトレチノインを服⽤している間は、このタイプの避妊薬を使

⽤しないでください。

ホルモン避妊薬（避妊薬、パッチ、インプラント、注射、リング、または⼦宮内避妊器具）を使⽤
する場合は、服⽤しているすべての薬、ビタミン、ハーブサプリメントについて医師に必ず伝えて
ください。多くの薬はホルモン避妊薬の作⽤を妨げます。ホルモン避妊薬を使⽤している場合は、
セントジョンズワートを服⽤しないでください。

イソトレチノインの服⽤を開始する前に、妊娠検査が2回陰性である必要があります。医師は、これ
らの検査をいつどこで⾏うかを教えてくれます。また、治療中、最後の服⽤時と最後の服⽤から30⽇
後に、毎⽉検査室で妊娠検査を受ける必要があります。

毎⽉電話またはインターネットでiPLEDGEシステムに連絡して、使⽤している2つの避妊⽅法を確認
し、iPLEDGEプログラムに関する2つの質問に答える必要があります。イソトレチノインを継続して
摂取できるのは、これを⾏った場合、医師の診察を受けて、気分や避妊の使⽤⽅法について話し合っ
た場合、過去7回以内に妊娠検査が陰性だった場合のみです。⽇々。

妊娠している、⽉経がない、または2つの避妊法を使⽤せずにセックスをしていると思われる場合
は、イソトレチノインの服⽤を中⽌し、すぐに医師に連絡してください。治療中または治療後30⽇以
内に妊娠した場合、医師はiPLEDGEプログラム、イソトレチノインの製造元、および⾷品医薬品局
（FDA）に連絡します。また、妊娠中の問題を専⾨とする医師と話し合い、あなたと⾚ちゃんに最適
な選択をするのを⼿伝ってくれます。あなたの健康と⾚ちゃんの健康に関する情報は、医師が胎児に
対するイソトレチノインの効果についてもっと学ぶのを助けるために使⽤されます。

男性患者の場合：

この薬を処⽅された⽤量で服⽤すると、おそらくごく少量のイソトレチノインが精液に含まれるでしょう。あ
なたのパートナーが妊娠している、または妊娠している場合、この少量のイソトレチノインが胎児に害を及ぼ
す可能性があるかどうかは不明です。パートナーが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、またはイソトレ
チノインによる治療中に妊娠したかどうかを医師に伝えてください。

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

イソトレチノインは、抗⽣物質などの他の治療法では助けられなかった、重度の難治性結節性痒疹（特定の種類の重
度のにきび）の治療に使⽤されます。イソトレチノインは、レチノイドと呼ばれる薬のクラスに含まれています。に
きびを引き起こす可能性のある特定の天然物質の⽣成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？

イソトレチノインは、経⼝摂取するカプセルとして提供されます。イソトレチノインは通常、1⽇2回、⾷事とと
もに4〜5か⽉間服⽤します。処⽅箋ラベルの指⽰に注意深く従って、あなたに尋ねてください
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あなたが理解していない部分を説明するために医師または薬剤師。指⽰通りにイソトレチノイン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。

コップ⼀杯の液体でカプセル全体を飲み込みます。カプセルを噛んだり、つぶしたり、吸ったりしないでください。

あなたの医者はおそらくイソトレチノインの平均⽤量であなたを始め、あなたが薬にどれだけうまく反応する
か、そしてあなたが経験する副作⽤に応じてあなたの⽤量を増減します。これらの指⽰に注意深く従って、ど
れくらいのイソトレチノインを服⽤すべきかわからない場合は医師または薬剤師に尋ねてください。

イソトレチノインの効果を⼗分に実感できるようになるまでには、数週間以上かかる場合があります。イソトレチノイン
による治療の開始時に、にきびが悪化する可能性があります。これは正常であり、薬が効いていないことを意味するもの
ではありません。イソトレチノインによる治療を終えた後でも、にきびは改善し続ける可能性があります。

この薬の⽤途

イソトレチノインは、特定の他の⽪膚の状態や特定の種類の癌の治療に使⽤されてきました。あなたの状態のためにこの
薬を使⽤することの可能なリスクについてあなたの医者に相談してください。

この薬は他の⽤途に処⽅される場合があります。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。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

イソトレチノインを服⽤する前に、

イソトレチノイン、ビタミンA、その他の薬、またはイソトレチノインカプセルの成分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。不活性成分のリストについては、薬剤師に尋ねるか、投薬ガイド
を確認してください。

あなたが服⽤している、または服⽤する予定の処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、ハーブ製品、栄養補助⾷品を医師と薬剤
師に伝えてください。フェニトイン（ディランチン）などの発作の薬については必ず⾔及してください。精神疾患の薬; 
デキサメタゾン（デカドロン、デキソン）、メチルプレドニゾロン（メドロール）、プレドニゾンなどの経⼝ステロイ
ド; デメクロサイクリン（デクロマイシン）、ドキシサイクリン（モノドックス、ビブラマイシンなど）、ミノサイク
リン（ミノシン、ベクトリン）、オキシテトラサイクリン（テラマイシン）、テトラサイクリン（スマイシン、テト
レックスなど）などのテトラサイクリン抗⽣物質。とビタミンAサプリメント。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。

あなたまたはあなたの家族の誰かが⾃殺を考えた、または試みたことがあるかどうか、そしてあなたまたはあな
たの家族の誰かがうつ病、精神病、糖尿病、喘息、⾻粗鬆症（⾻が壊れやすく壊れている状態）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簡単に）、⾻粗鬆症（ビタミンDの不⾜またはこの
ビタミンの吸収が困難なために⾻が弱い）、または⾻が弱い、トリグリセリド（⾎中の脂肪）レベルが⾼い、脂
質代謝障害（それを引き起こす任意の状態）を引き起こす他の状態あなたの体が脂肪を処理するのが難しい）、
⾻粗鬆症（ほとんど⾷べられない摂⾷障害）、または⼼臓や肝臓の病気。また、太りすぎの場合や、⼤量のアル
コールを飲んだり飲んだりしたことがある場合は、医師に相談してください。

イソトレチノインを服⽤している間、およびイソトレチノインの服⽤を中⽌してから1か⽉間は、授乳しないでください。

不必要または⻑時間の⽇光への暴露を避け、保護服、サングラス、⽇焼け⽌めを着⽤するように計画し
てください。イソトレチノインはあなたの肌を⽇光に敏感にするかもしれません。
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イソトレチノインはあなたの思考、⾏動、またはメンタルヘルスに変化を引き起こす可能性があることを
知っておく必要があります。イソトレチノインを服⽤した⼀部の患者は、うつ病または精神病（現実との接
触の喪失）を発症し、暴⼒的になり、⾃殺または⾃分⾃⾝を傷つけることを考え、そうしようとしたか成功
しました。次の症状のいずれかが発⽣した場合は、あなたまたはあなたの家族はす  ぐに医師に連絡する必
要があります：不安、悲しみ、泣き叫ぶ呪⽂、以前楽しんでいた活動への興味の喪失、学校や職場でのパ
フォーマンスの低下、通常よりも多くの睡眠、転倒困難眠っている、または眠っている、イライラ、怒り、
攻撃性、⾷欲や体重の変化、集中⼒の低下、友⼈や家族からの離脱、エネルギー不⾜、無価値感や罪悪感、
⾃分を殺したり傷つけたりすることを考えたり、危険な考えに基づいて⾏動したり、または幻覚（存在しな
いものを⾒たり聞いたりする）。あなたが⾃分で治療を求めることができない場合に彼らが医者を呼ぶこと
ができるように、あなたの家族がどの症状が深刻であるかを知っていることを確認してください。

イソトレチノインは、治療中および治療後に、⽬を乾燥させ、コンタクトレンズの着⽤を不快にする可能
性があることを知っておく必要があります。

イソトレチノインは暗闇で⾒る能⼒を制限する可能性があることを知っておく必要があります。この問
題は、治療中いつでも突然始まり、治療を中⽌した後も続く可能性があります。夜間に機械を運転また
は操作するときは、⼗分に注意してください。

イソトレチノインを服⽤している間、および治療後6か⽉間は、ワックスがけ、レーザースキントリートメン
ト、削⽪術（⽪膚の外科的平滑化）による脱⽑を避けるように計画してください。イソトレチノインは、これ
らの治療によって瘢痕が発⽣するリスクを⾼めます。これらの治療を安全に受けることができる時期は医師に
相談してください。

スポーツなどの激しい⾝体活動に参加する前に、医師に相談してください。イソトレチノインは、⾻
を異常に弱めたり厚くしたりする可能性があり、ある種の⾝体活動を⾏う⼈々の特定の⾻損傷のリス
クを⾼める可能性があります。治療中に⾻折した場合は、必ずすべての医療提供者にイソトレチノイ
ンを服⽤していることを伝えてください。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？

医師の指⽰がない限り、通常の⾷事を続けてください。

服⽤を忘れた場合はどうすればいいですか？

飲み忘れた分は⾶ばして、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。

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？

イソトレチノイン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。

⾚く、ひびが⼊って、唇が痛い

乾燥肌、⽬、⼝、または⿐

⿐⾎

肌の⾊の変化

⼿のひらと⾜の裏の⽪膚の剥離

⽖の変化

切り傷や痛みの治癒が遅い
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⻭茎の出⾎または腫れ

脱⽑または不要な発⽑

発汗

フラッシング

声の変化

疲れ

⾵邪の症状

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。次の症状のいずれか、または重要な警告または
特別な注意事項のセクションに記載されている症状が発⽣した場合は、イソトレチノインの
服⽤を中⽌して医師に連絡するか、すぐに緊急治療を受けてください。

頭痛

ぼやけた視界

めまい

吐き気

嘔吐

発作

遅いまたは難しいスピーチ

体の⼀部または側⾯の脱⼒感またはしびれ

胃痛

胸痛

嚥下困難または嚥下時の痛み

新規または悪化する胸焼け

下痢

直腸出⾎

⽪膚や⽬の⻩変

濃い⾊の尿

背中、⾻、関節または筋⾁の痛み

筋⼒低下

難聴

⽿鳴り

視⼒の問題

⽬の痛みを伴うまたは⼀定の乾燥
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異常な喉の渇き

頻尿

呼吸困難

失神

速いまたはドキドキする⼼拍

⾚、腫れ、かゆみ、または涙⽬

熱

発疹

特に脚、腕、または顔の⽪膚の剥離または⽔疱

⼝、喉、⿐、または⽬の痛み

⾜に⾚い斑点や打撲傷

⽬、顔、唇、⾆、喉、腕、⼿、⾜、⾜⾸、または下肢の腫れ

嚥下困難または嚥下時の痛み

イソトレチノインは、10代の若者の⾻の成⻑をすぐに停⽌させる可能性があります。この薬を⼦供に与えるリ
スクについては、⼦供の医師に相談してください。

イソトレチノイン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）。

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]

ペット、⼦供、その他の⼈がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な⽅法で処分する必要があ
ります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良
の⽅法は、薬の回収プログラムを介することです。薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部⾨に
連絡して、
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あなたのコミュニティ。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（http://goo.gl/
c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

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、次のようなものがあります。
嘔吐

フラッシング

ひどい荒れた唇

胃痛

頭痛

めまい

協調性の喪失

イソトレチノインを過剰摂取した⼈は、イソトレチノインによって引き起こされる先天性⽋損症のリスクを
知っておく必要があり、過剰摂取後1か⽉間は献⾎しないでください。妊娠中の⼥性は、過剰摂取後に妊娠を継
続するリスクについて医師に相談する必要があります。妊娠する可能性のある⼥性は、過剰摂取後1か⽉間、2
種類の避妊薬を使⽤する必要があります。パートナーが妊娠している、または妊娠する可能性のある男性は、
イソトレチノインが精液に存在する可能性があるため、コンドームを使⽤するか、過剰摂取後1か⽉間そのパー
トナーとの性的接触を避ける必要があります。

他の情報を知っておく必要がありますか？

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。あなたの医者はイソトレチノインへのあなたの反応をチェック

するために特定の臨床検査を命じます。

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
アブソリカ®

アキュテイン®¶

アムネスティーム®

クララビス®
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ミオリサン®

ソトレ®¶

ゼナタネ®

¶-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。
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