
家 →薬、ハーブ、サプリメント →ラモトリジン

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695007.html

ラモトリジン
（la moe'tri jeen）と発⾳します

重要な警告：

ラモトリジンは、病院で治療する必要があるか、永続的な障害または死亡を引き起こす可能性がある深刻な発疹を
含む、発疹を引き起こす可能性があります。バルプロ酸（デパケン）またはジバルプロ酸（デパコート）を服⽤し
ているかどうかを医師に伝えてください。これらの薬をラモトリジンと⼀緒に服⽤すると、深刻な発疹を発症する
リスクが⾼まる可能性があります。また、ラモトリジンや他のてんかんの薬を服⽤した後に発疹が出たことがある
かどうか、またはてんかんの薬にアレルギーがあるかどうかを医師に伝えてください。

医師は低⽤量のラモトリジンを開始し、1〜2週間に1回以下で徐々に⽤量を増やします。あなたがより⾼
い開始⽤量を服⽤するか、あなたの医者があなたがすべきであるとあなたに⾔うより速くあなたの⽤量
を増やすならば、あなたは深刻な発疹を発症する可能性が⾼いかもしれません。薬の最初の投与量は、
治療の最初の5週間に毎⽇服⽤する適切な量の薬を明確に⽰すスターターキットにパッケージ化されてい
る場合があります。これはあなたの線量がゆっくりと増加するのであなたがあなたの医者の指⽰に従う
のを助けるでしょう。指⽰通りにラモトリジ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。

重篤な発疹は通常、ラモトリジンによる治療の最初の2〜8週間に発症しますが、治療中はいつでも
発症する可能性があります。ラモトリジンを服⽤しているときに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。⽪膚の⽔ぶくれまたは剥離; じんましん; かゆみ; またはあな
たの⼝や⽬の周りの痛みを伴う痛み。

ラモトリジンを服⽤したり、⼦供にラモトリジンを投与したりするリスクについては、医師に相談してく
ださい。ラモトリジンを服⽤している2〜17歳の⼦供は、薬を服⽤している⼤⼈よりも深刻な発疹を発症す
る可能性が⾼くなります。

ラモトリジ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。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/DrugSafety/ucm085729.htm
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[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]）または製造元のWebサイトで、投薬ガイドを
⼊⼿してください。

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

ラモトリジン徐放性（⻑時間作⽤型）錠剤は、てんかん患者の特定のタイプの発作を治療するために他
の薬剤と併⽤されます。徐放性錠剤以外のすべてのタイプのラモトリジン錠剤（錠剤、⼝腔内崩壊錠、
チュアブル錠）は、てんかんまたはレノックス‧ガストー症候群（発作を引き起こす障害および多くの
場合、発達の遅れを引き起こします）。徐放性錠剤以外のすべてのタイプのラモトリジン錠剤は、双極I
型障害（躁うつ病性障害; aうつ病のエピソード、躁病のエピソード、および他の異常な気分を引き起こ
す病気）。ラモトリジンは、⼈々がうつ病や躁病の実際のエピソードを経験したときに効果的であるこ
とが⽰されていないため、⼈々がこれらのエピソードから回復するのを助けるために他の薬を使⽤する
必要があります。ラモトリジンは、抗けいれん薬と呼ばれる薬のクラスに含まれています。それは脳の
異常な電気的活動を減らすことによって機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

ラモトリジンは、錠剤、徐放性錠剤、⼝腔内崩壊錠（⼝の中で溶解し、⽔なしで飲み込むことができま
す）、およびチュアブル分散性（噛むか液体に溶解することができます）錠剤として提供され、⼝の有無
にかかわらず摂取できます⾷物。徐放性錠剤は1⽇1回服⽤します。錠剤、⼝腔内崩壊錠、チュアブル分散
錠は、通常1⽇1〜2回服⽤しますが、治療開始時に1⽇おきに服⽤することもあります。処⽅箋ラベルの指
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。

ラモトリジンのブランド名に似た名前を持つ他の薬があります。処⽅箋を記⼊するたびに、同様の薬の1
つではなく、ラモトリジンを服⽤していることを確認する必要があります。あなたの医者があなたに与
える処⽅箋が明確で読みやすいことを確認してください。あなたがラモトリジンを与えられていること
を確認するためにあなたの薬剤師に相談してください。薬を受け取ったら、錠剤を製造元の患者情報
シートの写真と⽐較します。間違った薬を服⽤したと思われる場合は、薬剤師に相談してください。医
師が処⽅した薬であることが確実でない限り、薬を服⽤しないでください。

錠剤と徐放性錠剤を丸ごと飲み込みます。それらを分割したり、噛んだり、押しつぶしたりしないでください。

チュアブル分散錠を服⽤している場合は、丸ごと飲み込んだり、噛んだり、液体に溶かしたりすることが
できます。錠剤を噛む場合は、後で少量の⽔または希釈したフルーツジュースを飲んで薬を洗い流してく
ださい。錠剤を液体に溶かすには、⼩さじ1杯（5 mL）の⽔または希釈したフルーツジュースをグラスに
⼊れます。タブレットを液体に⼊れ、1分間待って溶解させます。次に、液体をかき混ぜて、すぐにすべて
を飲みます。1錠を分割して複数回使⽤しないでください。
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⼝腔内崩壊錠を服⽤するには、⾆の上に置き、⼝の中で動かします。タブレットが溶けるまで少し待って
から、⽔を⼊れて、または⼊れずに飲み込みます。

薬がブリスターパックに⼊っている場合は、最初の服⽤前にブリスターパックを確認してください。⽔ぶ
くれが破れたり、壊れたり、錠剤が⼊っていない場合は、パックの薬を使⽤しないでください。

発作を治療するために別の薬を服⽤していて、ラモトリジンに切り替えている場合、医師は他の薬の投与
量を徐々に減らし、ラモトリジンの投与量を徐々に増やします。これらの指⽰に注意深く従って、あなた
が服⽤すべき各薬の量について質問がある場合は医師または薬剤師に尋ねてください。

ラモトリジンはあなたの状態をコントロールするかもしれませんが、それはそれを治しません。あなたがラモトリ
ジンの完全な利益を感じるのに数週間かかるかもしれません。気分が良くてもラモトリジンを服⽤し続けてくださ
い。⾏動や気分の異常な変化などの副作⽤が発⽣した場合でも、医師に相談せずにラモトリジンの服⽤を中⽌しな
いでください。あなたの医者はおそらくあなたの⽤量を徐々に減らします。ラモトリジンの服⽤を突然やめると、
発作を起こすことがあります。何らかの理由でラモトリジンの服⽤を中⽌した場合は、医師に相談せずに服⽤を再
開しないでください。

この薬の⽤途

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？

ラモトリジンを服⽤する前に、

ラモトリジンや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。またはあなたが
服⽤するラモトリジン錠剤の種類の成分のいずれか。成分のリストについては、医師または薬剤師に
尋ねるか、投薬ガイドを確認してください。

医師と薬剤師に、処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品、および服⽤中または服⽤予定のハーブ
製品を伝えてください。重要な警告のセクションに記載されている薬剤と、リトナビルを含むアタザナ
ビル（ノルビルを含むアタザナビル）に必ず⾔及してください。ジソピラミド（ノルパス）; リトナビ
ルとロピナビル（カレトラ）; メトトレキサート（Rasuvo、Trexall、Trexup）; カルバマゼピン（エピ
トール、テグレトールなど）、オクスカルバゼピン（Oxtellar XR、トリレプタル）、フェノバルビ
タール（Luminal、Solfoton）、フェニトイン（Dilantin、Phenytek）、およびプリミドン
（Mysoline）などの発作に対する他の薬剤。プロカインアミド; ピリメタミン（ダラプリム）; キニジ
ン（Nuedexta）; リファンピン（リファチン、リマクタン、リファメート、リファター）; およびトリ
メトプリム（プリムソル、バクトリム、セプトラ）。

ホルモン避妊薬（避妊薬、パッチ、リング、注射、インプラント、⼦宮内装置）などの⼥性ホルモン薬
やホルモン補充療法（HRT）を使⽤しているかどうかを医師に伝えてください。ラモトリジンを服⽤し
ている間、これらの薬の服⽤を開始または中⽌する前に、医師に相談してください。⼥性ホルモン剤を
服⽤している場合は、予想される⽉経期間の間に出⾎があるかどうかを医師に伝えてください。

狼瘡（体がさまざまな臓器を攻撃してさまざまな症状を引き起こす状態）などの⾃⼰免疫疾患（体が⾃
分の臓器を攻撃し、腫れや機能の喪失を引き起こす状態）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; ⾎液障害; うつ病、気分の問題、または⾃殺念慮または⾏動; ⼼不全、
不整脈、または他の種類の

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695007.html 3/7



4/14 / 22、1：40 PM ラモトリジン：MedlinePlus医薬品情報

⼼臓病; または腎臓や肝臓の病気、または腹⽔（肝臓の病気によって引き起こされる胃の腫
れ）。

あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるかどうかを医師に伝えてください。ラモトリジンを服⽤中に妊娠した場合は、
医師にご相談ください。

⺟乳育児をしている場合は医師に相談してください。ラモトリジンによる治療中に⺟乳で育てている場合、⾚ちゃん
は⺟乳に含まれるラモトリジンを摂取する可能性があります。異常な眠気、呼吸の中断、または吸啜不良がないか、
⾚ちゃんを注意深く観察してください。

この薬は眠気やめまい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。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。

てんかん、精神疾患、またはその他の状態の治療のためにラモトリジンを服⽤している間、あなたの精
神的健康は予期しない⽅法で変化し、⾃殺する可能性があることを知っておく必要があります（⾃分⾃
⾝を傷つけたり殺したりすることを考えたり、そうしようと計画したりしようとしています）。臨床試
験中にさまざまな状態を治療するためにラモトリジンなどの抗けいれん薬を服⽤した少数の成⼈および
5歳以上の⼦供（約500⼈に1⼈）は、治療中に⾃殺しました。これらの⼈々の何⼈かは、薬を服⽤し始
めてから早くも1週間で⾃殺念慮と⾏動を起こしました。ラモトリジンなどの抗けいれん薬を服⽤する
と、メンタルヘルスに変化が⽣じるリスクがあります。しかし、あなたの状態が治療されない場合、あ
なたがあなたの精神的健康の変化を経験するリスクもあるかもしれません。あなたとあなたの医師は、
抗けいれん薬を服⽤するリスクが薬を服⽤しないリスクよりも⼤きいかどうかを判断します。次の症状
のいずれかが発⽣した場合は、あなた、あなたの家族、またはあなたの介護者はすぐに医師に連絡する
必要があります。興奮または落ち着きのなさ; 新規または悪化する過敏性、不安、またはうつ病; 危険な
衝動に作⽤する; 転倒または眠り続けるのが難しい; 攻撃的、怒り、または暴⼒的な⾏動。マニア（熱狂
的、異常に興奮した気分）; ⾃分を傷つけたり、⼈⽣を終わらせたいと話したり考えたりする。友⼈や
家族からの撤退。死と死への没頭; 貴重な財産を配る。または⾏動や気分のその他の異常な変化。

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？

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？

ラモトリジ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。

バランスまたは協調の喪失

複視

ぼやけた視界

⽬の制御できない動き
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考えたり集中したりするのが難しい

発話困難

頭痛

眠気

めまい

下痢

便秘

⾷欲減少

減量

胸焼け

吐き気

嘔吐

⼝渇

胃、背中、または関節の痛み

⽉経困難症または痛みを伴う⽉経期間

膣の腫れ、かゆみ、または炎症

体の⼀部の制御不能な揺れ

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。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、すぐに医師に連絡してください。

顔、喉、⾆、唇、⽬の腫れ、嚥下困難または呼吸困難、嗄声

より頻繁に発⽣する発作、より⻑く続く発作、または過去の発作とは異なる発作

頭痛、発熱、吐き気、嘔吐、肩こり、光への過敏症、悪寒、混乱、筋⾁痛、眠気

異常な出⾎またはあざ

発熱、発疹、リンパ節の腫れ、⽪膚や⽬の⻩変、腹痛、痛みを伴うまたは⾎の混じった排尿、胸
痛、筋⼒低下または痛み、異常な出⾎またはあざ、発作、歩⾏困難、⾒えにくい、またはその他の
視⼒の問題

喉の痛み、発熱、悪寒、咳、呼吸困難、⽿の痛み、ピンクの⽬、頻繁または痛みを伴う排尿、
またはその他の感染症の兆候

⼼拍数の増加、⼼拍数のスキップまたは遅延、息切れ、めまい、または失神

ラモトリジンは他の副作⽤を引き起こす可能性があります。この薬を服⽤しているとき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。
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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。過度
の熱や湿気を避けて（バスルームではなく）、室温で保管してください。

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。

過剰摂取の症状には次のものがあります。

バランスまたは協調の喪失

⽬の制御できない動き

複視

発作の増加

不整脈

意識の喪失

昏睡

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。あなたの医者はラモトリジ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るかもしれません。
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4/14 / 22、1：40 PM ラモトリジン：MedlinePlus医薬品情報

臨床検査を受ける前に、ラモトリジン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。

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
Lamictal®

Lamictal®CD

Lamictal®ODT

Lamictal®XR

最終改訂⽇-2021年9⽉15⽇

このページを引⽤する⽅法を学ぶ

American Society of Health-System Pharmacists、Inc.免責事項
AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 

East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商⽤利⽤はASHPの承認が必要です。

国⽴医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894⽶国保健社会福祉省

国⽴衛⽣研究所

ページの最終更新⽇：2022年3⽉25⽇

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695007.html 7/7

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

