
家 →薬、ハーブ、サプリメント →イトラコナゾール

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692049.html

イトラコナゾール
（it'' ra kon'a zole）と発⾳されます

重要な警告：

イトラコナゾールは⼼不全（⼼臓が体に⼗分な⾎液を送り出せない状態）を引き起こす可能性があります。⼼
不全を患っている、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。あなたの医者はあなたにイ
トラコナゾールを服⽤しないように⾔うかもしれません。また、⼼臓発作を起こしたことがあるか、または受
けたことがあるかどうかを医師に伝えてください。不整脈; または他の種類の⼼臓、肺、肝臓または腎臓の病
気。次の症状のいずれかが発⽣した場合は、イトラコナゾールの服⽤を中⽌し、すぐに医師に連絡してくださ
い。息切れ。⽩またはピンクの痰を咳きます。弱さ; 過度の倦怠感; 速い⼼拍; ⾜、⾜⾸、または脚の腫れ; 夜に
⽬を覚ます。そして突然の体重増加。

シサプリド（Propulsid）（⽶国では利⽤不可）、ジソピラミド（Norpace）、ドフェチリド（Tikosyn）、ド
ロネダロン（Multaq）、エプレレノン（Inspra）、ジヒドロエルゴタミン（DHE、Migranal）、エルゴタミン
（ Ergomar、Cafergot、Migergot）、メチルエルゴメトリン（Methergine）; フェロジピン（Plendil）、イ
リノテカン（Camptosar）、イバブラジン（Corlanor）、酢酸レボメタジル（Orlaam）（⽶国では利⽤不
可）、ロバスタチン（Altoprev、Advicor）、ルラシドン（Latuda）、メタドン（Dolophine、
Methadose）、ミダゾラムイトラコナゾールを服⽤している間、ニソルジピン（Sular）、ピモジド
（Orap）、キニジン（Nuedexta）、ラノラジン（Ranexa）、シンバスタチン（Zocor、Simcor、
Vytorin）、チカグレロール（Brilinta）、およびトリアゾラム（Halcion）そしてその後2週間。腎臓病または
肝臓病があり、コルヒチン（Colcrys、Mitigare）、フェソテロジン（Toviaz）、ソリフェナシン
（Vesicare）、またはテリスロマイシン（Ketek）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。イトラコナゾールと⼀緒にこれらの薬を服⽤すると、QT延⻑（失神、意識喪失、発作、または突然死につ
ながる可能性のある不整脈）を含む深刻な⼼臓の問題を引き起こす可能性があります。

イトラコナゾー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？

イトラコナゾールカプセルは、体全体に広がる可能性のある肺の真菌感染症を治療するために使⽤されます。
イトラコナゾールカプセルは、指の⽖の真菌感染症の治療にも使⽤されます。イトラコナゾールの錠剤とカプ
セルは、⾜指の真菌感染症の治療に使⽤されます。イトラコナゾール経⼝液剤（液体）
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⼝や喉、または⾷道（喉と胃をつなぐ管）のイースト菌感染症の治療に使⽤されます。イトラコナゾー
ルは、トリアゾールと呼ばれる抗真菌剤のクラスに含まれています。感染の原因となる真菌の増殖を遅
らせることで機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

イトラコナゾールは、カプセル、錠剤、および経⼝摂取するための溶液（液体）として提供されます。肺の真菌感染症を治療するためにイトラコ

ナゾールを服⽤している場合、カプセルは通常、1⽇1〜2回、少なくとも3か⽉間、完全な⾷事中または直後に服⽤します。ただし、肺の重篤な

真菌感染症を治療するためにイトラコナゾールを服⽤している場合、カプセルは治療の最初の3⽇間は1⽇3回⾷事と⼀緒に服⽤し、その後少なく

とも1⽇1回または2回⾷事と⼀緒に服⽤することができます。 3ヶ⽉。⾜指の真菌感染症（指の⽖の感染症を含むまたは伴わない）を治療するた

めにイトラコナゾールを服⽤している場合、カプセルまたは錠剤は通常、1⽇1回、完全な⾷事とともに12週間服⽤します。指の⽖の真菌感染症

のみを治療するためにイトラコナゾールを服⽤している場合は、カプセルは通常、1⽇2回、1週間の完全な⾷事で服⽤し、3週間スキップしてか

ら、1週間の⾷事で1⽇2回服⽤します。イトラコナゾール経⼝液剤は通常、空腹時に1⽇1〜2回、1〜4週間、場合によってはそれ以上服⽤しま

す。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。指⽰どおりにイトラ

コナゾー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。理解できない部分について

は、医師または薬剤師に説明を求めてください。指⽰どおりにイトラコナゾー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。理解できない部分については、医師または薬剤師に説明を求めてください。指⽰どおりにイトラコナ

ゾー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。

イトラコナゾールカプセル全体を飲み込みます。それらを開いたり、噛んだり、押しつぶしたりしないでください。

特定の病状がある場合、または次のいずれかの薬を服⽤している場合は、医師からコーラ清涼飲料と⼀緒にイトラコナゾールカ

プセルを服⽤するように⾔われることがあります。ファモチジン（ペプシド）; ニザチジン（Axid）; エソメプラゾール

（Nexium、Vimovo）、ランソプラゾール（Prevacid、Prevpac）、オメプラゾール（Prilosec、Zegerid）、パントプラゾール

（Protonix）、ラベプラゾール（AcipHex）、またはラニチジン（Zantac）などのプロトンポンプ阻害剤。これらの指⽰に注意

深く従ってください。

⼝や喉の真菌感染症にイトラコナゾール経⼝液剤を服⽤するには、10ミリリットル（約2ティースプー
ン）の溶液を⼝の中で数秒間かき混ぜて飲み込みます。必要に応じて繰り返し、全量を服⽤してくださ
い。

イトラコナゾールカプセルと経⼝液剤はさまざまな⽅法で体内に吸収され、さまざまな状態を治療する働きをしま
す。カプセルを液体に置き換えたり、液体をカプセルに置き換えたりしないでください。あなたの薬剤師があなた
の医者が処⽅したイトラコナゾール製品をあなたに与えることを確認してください。

⽖の感染症を治療するためにイトラコナゾールを服⽤している場合、新しい⽖が成⻑するまで、⽖はおそ
らく健康に⾒えません。新しい指の⽖を成⻑させるのに最⼤6か⽉、新しい⾜の⽖を成⻑させるのに最⼤
12か⽉かかることがあるため、治療中またはその後数か⽉は改善が⾒られないはずです。改善が⾒られな
い場合でも、イトラコナゾールを服⽤し続けてください。

あなたが気分が良くてもあなたの医者があなたにやめるように⾔うまでイトラコナゾールを服⽤し続けてください。医師に相談

せずにイトラコナゾールの服⽤を中⽌しないでください。イトラコナゾールの服⽤をすぐにやめると、しばらくすると感染が再

発する可能性があります。

薬剤師または医師に、患者に関する製造元の情報のコピーを依頼してください。
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この薬の⽤途

イトラコナゾールは、他の種類の真菌感染症を治療したり、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）または後天性免疫不全症
候群（AIDS）を患っている⼈々の真菌感染症を予防したりするためにも使⽤されることがあります。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？

イトラコナゾールを服⽤する前に、

イトラコナゾール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。フルコナゾール（ジフルカン）、ケト
コナゾール（ニゾラル）、またはボリコナゾール（Vfend）などの他の抗真菌薬。その他の医薬品、またはイトラコナ
ゾール製品の成分。イトラコナゾール経⼝液剤を服⽤している場合は、サッカリンまたはサルファ剤にアレルギーがあ
るかどうかを医師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。

次の薬を服⽤しているか、イトラコナゾールによる治療を開始する前の過去2週間に服⽤したかどうかを医師と薬剤師に伝
えてください。カルバマゼピン（エピトール、テグレトール、テリルなど）。エファビレンツ（サスティバ、アトリプラ）; 
イソニアジド（ラニアジド、リファタール、リファタール）; リファブチン（マイコブチン）; リファンピシン; ネビラピン
（ビラムネ）; フェノバルビタール; およびフェニトイン（Dilantin、Phenytek）。

次の薬を服⽤している場合は、医師または薬剤師に伝えてください：アリスキレン（Tekturna、Amturnide、
Tekamlo、およびTekturna HCT）、apixaban（Eliquis）、axitinib（Inlyta）、コルヒチン（Colcrys、Mitigare）、
dabrafemob（Taflinar）、darifena （Enablex）、dasatinib（Sprycel）、everolimus（Afinitor、Zortress）、
ibrutinib（Imbruvica）、nilotinib（Tasigna）、rivaroxaban（Xarelto）、salmeterol（Serevent）、sildenafil
（Revatioブランドのみが肺疾患に使⽤）、simeprevir（Olys ）、sunitinib（Sutent）、tamsulosin（Flomax、
Jalyn）、temsirolimus（Torisel）、trabectedin（Yondelis）、およびvardenafil（Staxyn、Levitra）。医師は、治
療中およびイトラコナゾールによる治療後2週間は、これらの薬を服⽤しないように指⽰する場合があります。

あなたが服⽤している、または服⽤する予定の他の処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品、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：シプロフロキサシン（Cipro）、クラリスロマ
イシン（Biaxin、PrevPac）、エリスロマイシン（EES Ery-Tab、その他）、テリスロマイシン（Ketek）などの抗⽣物質; ワルファリン（ク
マディン、ヤントーベン）などの抗凝固剤（「⾎液希釈剤」）。アルプラゾラム（Xanax）; アプレピタント（エメンド）; アリピプラゾール
（Abilify）; アトルバスタチン（Lipitor、Caduet、Liptruzet）; ボルテゾミブ（ベルケイド）; ボセンタン（Tracleer）; ブデソニド
（Entocort EC、Pulmicort、Uceris）; ブプレノルフィン（ブプレノルフィン、ブトランス、ブナベイル;その他）; ブスピロン; シクレソニド
（Alvesco、Omnaris、Zetonna）; シロスタゾール（プレタル）; シナカルセト（センシパー）; シクロスポリン（Gengraf、Neoral、
Sandimmune）; ダビガトラン（プラダクサ）; デキサメタゾン; ジアゼパム（バリウム）; ジゴキシン（ラノキシン）; ドセタキセル
（Docefrez、Taxotere）; エレトリプタン（Relpax）; エルロチニブ（タルセバ）; フェンタニル（Actiq、Duragesic、Fentora、Subsys、そ
の他）; フェソテロジン（トビアス）; フルチカゾン（Flovent、Advair）; ゲフィチニブ（イレッサ）; ハロペリドール（ハルドール）; インジ
ナビル（Crixivan）、ダルナビル（Prezista）をリトナビルと併⽤、ホスアンプレナビル（Lexiva）をリトナビルと併⽤、サキナビル
（Invirase）を含むHIVプロテアーゼ阻害剤。イマチニブ（Gleevac）; イクサベピロン（イクセンプラキット）; ラパチニブ（タイカーブ）; 
マラビロック（セルゼントリー）; メロキシカム（モービック）; メチルプレドニゾロン（メドロール）; ナドロール（Corgard、Corzide）; オ
キシブチニン（Ditropan XL、Oxytrol）; オキシコドン（Oxaydo、Oxycontin、Percodan;その他）; ポナチニブ（Iclusig）; プラジカンテル
（Biltricide）; クエチアピン（セロクエル）; ラメルテオン（ロゼレム）; レパグリニド（Prandin、Prandimet）; リオシグアト（アデンパ
ス）; リスペリドン（リスペリドン）; サクサグリプチン（Kombiglyze XR、Onglyza）; シロリムス（ラパミューン）; ソリフェナシン（ベシ
ケア）; タクロリムス（アスタグラフ、プログラフ）; タダラフィル（アドサーカ、シアリス）; トルテロジン（デトロール）; バルデナフィル
（レビトラ、スタキシン）; ベラパミル（Calan、Covera、Verelan PM、Tarka）、ビンブラスチン、ビンクリスチン（Marqibo Kit）、およ
びビノレルビン（Navelbine）。あなたの医者は変える必要があるかもしれません ビンクリスチン（Marqiboキット）、およびビノレルビン
（Navelbine）。あなたの医者は変える必要があるかもしれません ビンクリスチン（Marqiboキット）、およびビノレルビン
（Navelbine）。あなたの医者は変える必要があるかもしれません
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あなたの薬の投与量または副作⽤について注意深くあなたを監視します。他の多くの薬もイトラコナゾール
と相互作⽤する可能性があるため、これらのリストに記載されていない薬も含め、服⽤しているすべての薬
について医師に必ず伝えてください。

制酸剤を服⽤している場合は、イトラコナゾールを服⽤する1時間前または2時間後に服⽤してください。

重要な警告のセクションに記載されている状態、嚢胞性線維症（呼吸、消化、⽣殖に問題を引き起
こす先天性疾患）、胃の酸の量を減少させる状態があるかどうかを医師に伝えてください。または
HIV。

あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。妊娠
中または妊娠する可能性がある場合は、⽖真菌の治療にイトラコナゾールを服⽤しないでください。妊娠してい
ないことが確実な⽉経の2⽇⽬または3⽇⽬にのみ、⽖真菌を治療するためにイトラコナゾールを服⽤し始めるこ
とができます。治療中および治療後2か⽉間は、効果的な避妊を⾏う必要があります。何らかの状態を治療するた
めにイトラコナゾールを服⽤しているときに妊娠した場合は、医師に連絡してください。

イトラコナゾールはあなたをめまいさせたり、ぼやけたり複視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？

この薬を服⽤している間、グレープフルーツジュースを飲むことについて医師に相談してください。

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。

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？

イトラコナゾー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。

下痢

便秘

ガスまたは⿎腸

胸焼け

不快な味

⻭茎の痛みや出⾎

頭痛

めまい

発汗

筋⾁痛または脱⼒感

関節痛
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性的欲求または能⼒の低下

緊張感

うつ

⿐⽔やその他の⾵邪の症状

熱

脱⽑

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。これら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。

かすみ⽬または複視

⽿鳴り

排尿を制御できない、または通常よりも排尿している

次の症状または重要な警告のセクションに記載されている症状のいずれかが発⽣した場合
は、イトラコナゾールの服⽤を中⽌し、すぐに医師に連絡するか、緊急治療を受けてくださ
い。

過度の倦怠感

⾷欲減少

吐き気

胃痛

嘔吐

⽪膚や⽬の⻩変

暗⾊尿

淡いスツール

⽪膚のしびれ、うずき、刺す、灼熱感、または忍び寄る感覚

難聴

光に対する感度の向上

重度の⽪膚障害

難聴

発疹

じんましん

かゆみ

顔、喉、⾆、唇、⽬、⼿、⾜⾸、または下肢の腫れ

嗄声

呼吸困難または嚥下困難
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イトラコナゾール経⼝液剤の成分の1つは、ある種の実験動物にガンを引き起こしました。イトラコナ
ゾール溶液を服⽤している⼈が癌を発症するリスクが⾼いかどうかは不明です。イトラコナゾール溶液を
服⽤するリスクについて医師に相談してください。

イトラコナゾー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、光、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。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談す
るか、地元のごみ/リサイクル部⾨に問い合わせてください。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。

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。あなたの医者はイトラコナゾール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。

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。イトラコナゾールを終了した後も感染の症状が続く場合は、医師に連絡してくださ
い。
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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。
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