
Jentadueto®2.5mg/850mgフィルムコーティング錠
Jentadueto®2.5mg/1,000mgフィルムコーティング錠

リナグリプチン/メトホルミン塩酸塩

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、薬剤師、または看護師に相談してください。
この薬はあなただけのために処⽅されました。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、薬剤師、看護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。

-

このリーフレットの内容：

1. Jentaduetoとは何か、そしてそれは何のために使われるのか
2.Jentaduetoを服⽤する前に知っておくべきこと
3.ジェンタデュエトの服⽤⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.Jentaduetoの保管⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

1. Jentaduetoとは何か、そしてそれは何のために使われるのか

タブレットの名前はJentaduetoです。リナグリプチンとメトホルミンの2つの異なる活性物質が含まれて
います。
-リナグリプチンは、DPP-4阻害剤（ジペプチジルペプチダーゼ-4阻害剤）と呼ばれる薬のクラスに属していま
す。
-メトホルミンはビグアニドと呼ばれる薬のクラスに属しています。

Jentaduetoのしくみ
2つの活性物質が連携して、「2型糖尿病」と呼ばれる糖尿病の成⼈患者の⾎糖値を制御します。
⾷事療法や運動に加えて、この薬は⾷事後のインスリンのレベルと効果を改善し、あなたの体に
よって作られる砂糖の量を減らすのに役⽴ちます。

この薬は、単独で使⽤することも、スルホニル尿素、エンパグリフロジン、インスリンなどの糖尿病⽤の他の特定の薬
と併⽤することもできます。

2型糖尿病とは何ですか？

2型糖尿病は、体が⼗分なインスリンを⽣成せず、体が⽣成するインスリンが正常に機能しない
状態です。あなたの体はまた、砂糖を作りすぎる可能性があります。これが起こると、砂糖
（ブドウ糖）が⾎中に蓄積します。これは、⼼臓病、腎臓病、失明、切断などの深刻な医学的
問題を引き起こす可能性があります。

2.Jentaduetoを服⽤する前に知っておくべきこと

Jentaduetoを服⽤しないでください

-リナグリプチン、メトホルミン、またはこの薬の他の成分のいずれかにアレルギーがある場合（セクション
6に記載）。
腎臓機能が著しく低下している場合。-
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- たとえば、重度の⾼⾎糖（⾼⾎糖）、吐き気、嘔吐、下痢、急激な体重減少、乳酸アシドーシ
ス（下記の「乳酸アシドーシスのリスク」を参照）、またはケトアシドーシスなど、管理され
ていない糖尿病がある場合。ケトアシドーシスは、「ケトン体」と呼ばれる物質が⾎中に蓄積
し、糖尿病性昏睡につながる可能性がある状態です。症状には、腹痛、速くて深い呼吸、眠
気、または異常なフルーティーな匂いがする呼吸などがあります。

糖尿病性昏睡状態になったことがある場合。
肺や気管⽀系、腎臓に影響を与える感染症などの重度の感染症がある場合。重度の感染症は腎臓の
問題を引き起こす可能性があり、乳酸アシドーシスのリスクにさらされる可能性があります（「警
告と注意事項」を参照）。
体から⼤量の⽔分を失った場合（脱⽔症）、たとえば、⻑期にわたるまたは重度の下痢が原因である場
合、または連続して数回嘔吐した場合。脱⽔症状は腎臓の問題を引き起こす可能性があり、乳酸アシ
ドーシスのリスクにさらされる可能性があります（「警告と注意事項」を参照）。
急性⼼不全の治療を受けている場合、または最近⼼臓発作を起こした場合、循環器系に深刻な問題
（ショックなど）がある場合、または呼吸困難がある場合。これにより、組織への酸素供給が不⾜
し、乳酸アシドーシスのリスクにさらされる可能性があります（「警告と注意事項」を参照）。

肝臓に問題がある場合。
毎⽇または時々だけアルコールを過剰に飲む場合（「アルコールと⼀緒にJentadueto」のセ
クションを参照）。
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上記のいずれかに該当する場合は、Jentaduetoを服⽤しないでください。よくわからない場合は、この薬を服⽤する前に
医師または薬剤師に相談してください。

警告と注意事項
Jentaduetoを服⽤する前に、医師、薬剤師、または看護師に相談してください
-1型糖尿病の場合（あなたの体はインスリンを⽣成しません）。Jentaduetoはこの状態を治療するために使⽤され

るべきではありません。
-インスリンまたは「スルホニル尿素」として知られる抗糖尿病薬を服⽤している場合、低⾎糖（低⾎糖）を避けるた

めに、Jentaduetoと⼀緒にインスリンまたはスルホニル尿素のいずれかを服⽤するときに、医師はインスリン
またはスルホニル尿素の⽤量を減らすことをお勧めします。

-膵臓の病気を患っている、または患ったことがある場合。

持続性の激しい腹痛などの急性膵炎の症状がある場合は、医師に相談してください。

⽪膚の⽔ぶくれに遭遇した場合、それは⽔疱性類天疱瘡と呼ばれる状態の兆候である可能性があります。あなたの医者はあなた
にJentaduetoを⽌めるように頼むかもしれません。

上記のいずれかに該当するかどうかわからない場合は、Jentaduetoを服⽤する前に、医師、薬剤師、または看護師に相談
してください。

糖尿病性⽪膚の問題は、糖尿病の⼀般的な合併症です。医師または看護師から提供され
たスキンケアとフットケアの推奨事項に従うことをお勧めします。

乳酸アシドーシスのリスク。
メトホルミン成分のために、Jentaduetoは、特に腎臓が適切に機能していない場合、乳酸ア
シドーシスと呼ばれる⾮常にまれですが⾮常に深刻な合併症を引き起こす可能性がありま
す。乳酸アシドーシスを発症するリスクは、制御不能な糖尿病、重篤な感染症、⻑期の絶⾷
またはアルコール摂取、脱⽔症（以下の詳細情報を参照）、肝臓の問題、および体の⼀部の
酸素供給が低下している病状（急性重症⼼臓病など）。

上記のいずれかに該当する場合は、医師に相談してください。

脱⽔症状を伴う可能性のある症状がある場合は、Jentaduetoの服⽤を短時間中⽌してください
（（激しい嘔吐、下痢、発熱、熱への暴露、または通常よりも⽔分を少なく飲んだ場合など、体液
の⼤幅な喪失）。さらなる指⽰については医師に相談してください。



乳酸アシドーシスの症状がある場合は、Jentaduetoの服⽤を中⽌し、すぐに医師または最寄り
の病院に連絡してください。、この状態は昏睡につながる可能性があるため。乳酸アシドーシ
スの症状は次のとおりです。
-嘔吐
-胃の痛み（腹痛）
-筋⾁のけいれん
-ひどい倦怠感で体調が悪いという⼀般的な感覚
-呼吸困難
-体温と⼼拍数の低下

乳酸アシドーシスは救急疾患であり、病院で治療する必要があります。

⼤⼿術が必要な場合は、⼿術中および⼿術後しばらくの間、ジェンタデュエトの服⽤を中⽌する必
要があります。Jentaduetoによる治療をいつ中⽌し、いつ再開するかは、医師が決定します。

Jentaduetoによる治療中、あなたが⾼齢者である場合、および/または腎臓機能が悪化している場合、医師は
少なくとも年に1回、またはそれ以上の頻度で腎臓機能をチェックします。

⼦供と⻘年
この薬は18歳未満の⼦供や⻘年に使⽤することはお勧めしません。

他の薬とJentadueto
X線やスキャンなどの状況で、ヨウ素を含む造影剤を⾎流に注⼊する必要がある場合は、注⼊
前または注⼊時にJentaduetoの服⽤を中⽌する必要があります。Jentaduetoによる治療をい
つ中⽌し、いつ再開するかは、医師が決定します。

あなたが服⽤している、最近服⽤した、または他の薬を服⽤する可能性があるかどうかを医師に伝えてくだ
さい。より頻繁な⾎糖値と腎臓機能の検査が必要な場合や、医師がJentaduetoの投与量を調整する必要があ
る場合があります。次の点に⾔及することは特に重要です。
-尿の⽣成を増加させる薬（利尿薬）。
-痛みや炎症の治療に使⽤される薬（イブプロフェンやセレコキシブなどのNSAIDおよびCOX-2

阻害剤）。
-⾼⾎圧の治療のための特定の薬（ACE阻害薬とアンジオテンシンII受容体拮抗薬）。

-特に腎臓機能が低下している場合に、⾎中のメトホルミンの量を変える可能性のある薬（ベラパミル、リファン
ピシン、シメチジン、ドルテグラビル、ラノラジン、トリメトプリム、バンデタニブ、イザブコナゾール、
クリゾチニブ、オラパリブなど）。

- carbamazepine, phenobarbital or phenytoin. These may be used to control fits (seizures) or chronic pain.

- rifampicin. This is an antibiotic used to treat infections such as tuberculosis.
- medicines used to treat diseases that involve inflammation, like asthma and arthritis 
(corticosteroids).
- bronchodilators (β-sympathomimetics) for the treatment of bronchial asthma.
- alcohol-containing medicines.

Jentadueto with alcohol
Avoid excessive alcohol intake while taking Jentadueto since this may increase the risk of lactic 
acidosis (see section ʻWarnings and precautions’).

Pregnancy and breast-feeding
If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your 
doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.



妊娠中の⽅はJentaduetoを使⽤しないでください。この薬が胎児に有害であるかどうかは不
明です。

メトホルミンは少量で⺟乳に移⾏します。リナグリプチンが⺟乳に移⾏するかどうかは不明です。
この薬を服⽤しているときに授乳したい場合は、医師に相談してください。

機械の運転と使⽤
Jentaduetoは、機械を運転して使⽤する能⼒にまったくまたは無視できるほどの影響を及ぼします。

ただし、Jentaduetoをスルホニル尿素と呼ばれる薬またはインスリンと組み合わせて服⽤すると、⾎糖値が低
くなりすぎて（低⾎糖症）、機械を運転して使⽤したり、安全な⾜場なしで作業したりする能⼒に影響を与え
る可能性があります。

3.ジェンタデュエトの服⽤⽅法

医師や薬剤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。

どれくらい取るか
あなたが服⽤するJentaduetoの量は、あなたの状態とあなたが現在メトホルミンおよび/またはリナグリプチ
ンとメトホルミンの個々の錠剤を服⽤している⽤量によって異なります。あなたの医者はあなたに服⽤する
この薬の正確な⽤量を教えてくれます。

この薬の服⽤⽅法
-医師が処⽅した⽤量で1錠を1⽇2回経⼝投与します。
-胃のむかつきの可能性を下げるための⾷事付き。

リナグリプチン5mgと塩酸メトホルミン2,000mgの最⼤推奨1⽇量を超えてはなりません。

あなたの医者がそれを処⽅する限り、あなたがあなたの⾎糖をコントロールするのを助け続けることができるように、
Jentaduetoを服⽤し続けてください。あなたの医者は別の経⼝抗糖尿病薬またはインスリンと⼀緒にこの薬を処⽅するかもしれ
ません。あなたの健康のために最良の結果を達成するためにあなたの医者の指⽰に従ってすべての薬を服⽤することを忘れないで
ください。

Jentaduetoによる治療中は⾷事を続け、炭⽔化物の摂取量が1⽇を通して均等に分配されるように注意す
る必要があります。太りすぎの場合は、指⽰に従ってエネルギー制限のある⾷事を続けてください。この
薬だけでは、異常な低⾎糖（低⾎糖）を引き起こす可能性は低いです。Jentaduetoをスルホニル尿素薬
またはインスリンと併⽤すると、低⾎糖が発⽣する可能性があり、医師がスルホニル尿素またはインスリ
ンの投与量を減らす可能性があります。

あなたがあなたがすべきより多くのJentaduetoを取るならば
必要以上にジェンタデュエト錠を服⽤すると、乳酸アシドーシスを経験する可能性があります。
乳酸アシドーシスの症状は、気分や⾮常に病気、嘔吐、筋⾁のけいれんを伴う腹痛、重度の倦怠
感、呼吸困難などの⼀般的な感覚など、⾮特異的です。さらなる症状は、体温と⼼拍数の低下で
す。これがあなたに起こった場合、乳酸アシドーシスは昏睡につながる可能性があるため、すぐ
に病院での治療が必要になる場合があります。すぐに服⽤を中⽌し、すぐに医師または最寄りの
病院に連絡してください（セクション2を参照）。薬パックを持っていきましょう。

Jentadueto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。同時に2回服⽤し
ないでください（朝または⼣⽅）。



Jentaduetoの服⽤をやめたら
あなたの医者があなたにやめるように⾔うまで、Jentaduetoを服⽤し続けてください。これは、⾎糖値を管理するのに役⽴ちます。

この薬の使⽤についてさらに質問がある場合は、医師、薬剤師、または看護師に尋ねてください。

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。

⼀部の症状は直ちに医師の診察が必要です
低⾎糖（低⾎糖）の次の症状が発⽣した場合は、Jentaduetoの服⽤を中⽌し、すぐに医師の診
察を受けてください：震え、発汗、不安、かすみ⽬、唇のピリピリ感、蒼⽩、気分の変化、また
は混乱。低⾎糖症（⾮常に⼀般的な頻度（10⼈に1⼈以上に影響を与える可能性があります））
は、Jentaduetoとスルホニル尿素の組み合わせおよびJentaduetoとインスリンの組み合わせで
確認された副作⽤です。

Jentaduetoは⾮常にまれですが（10,000⼈に1⼈のユーザーに影響を与える可能性があります）、乳酸アシドーシスと呼ばれる⾮常に
深刻な副作⽤を引き起こす可能性があります（「警告と注意」のセクションを参照）。これが発⽣した場合は、Jentaduetoの服⽤を
中⽌し、すぐに医師または最寄りの病院に連絡してください、乳酸アシドーシスは昏睡につながる可能性があるため。

⼀部の患者は膵臓の炎症を経験しています（膵炎;頻度はまれで、1000⼈に1⼈に影響を与える可能性
があります）。
次の重⼤な副作⽤のいずれかに気付いた場合は、Jentaduetoの服⽤を中⽌し、すぐに医師に連絡してく
ださい。
-腹部（胃の部分）にひどく持続する痛みがあり、膵臓の炎症（膵炎）の兆候である可能性が

あるため、吐き気や嘔吐だけでなく、背中まで届く可能性があります。

Jentaduetoの他の副作⽤は次のとおりです。
⼀部の患者はアレルギー反応（頻度はまれ）を経験しており、喘鳴や息切れなどの深刻な場合が
あります（気管⽀過敏症;頻度はまれです（100⼈に1⼈まで影響する可能性があります））。⼀
部の患者は、発疹（頻度はまれ）、じんましん（じんましん、頻度はまれ）、顔、唇、⾆、喉の
腫れを経験し、呼吸や嚥下が困難になる可能性があります（⾎管浮腫、頻度はまれ）。上記の病
気の兆候が⾒られた場合は、Jentaduetoの服⽤を中⽌し、すぐに医師に連絡してください。あ
なたの医者はあなたのアレルギー反応を治療するための薬とあなたの糖尿病のための別の薬を処
⽅するかもしれません。

Jentaduetoを服⽤している間、何⼈かの患者は以下の副作⽤を持っていました：
-⼀般的（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：下痢、⾎中酵素の増加（リパーゼの増加）、気

分が悪い（吐き気）
-まれ：⿐や喉の炎症（⿐咽頭炎）、咳、⾷欲不振（⾷欲減退）、病気（嘔吐）、⾎液酵素

の増加（アミラーゼの増加）、かゆみ（そう痒症）
-まれ：⽪膚の⽔ぶくれ（⽔疱性類天疱瘡）

⼀部の患者は、インスリンと⼀緒にジェンタデュエトを服⽤している間に次の副作⽤を経験しました
-珍しい：肝機能障害、便秘

メトホルミンを単独で服⽤した場合の副作⽤。これはJentaduetoでは説明されていません。
-⾮常に⼀般的：腹痛。
-⼀般的（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：⾦属味（味覚障害）。
-⾮常にまれです（10,000⼈に1⼈に影響を与える可能性があります）：ビタミンBの減少12レベル、肝炎

（肝臓の問題）、⽪膚の発⾚（紅斑）としての⽪膚反応。



副作⽤の報告
副作⽤が出た場合は、医師、薬剤師、看護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。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）。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。

イエローカードスキーム
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

5.Jentaduetoの保管⽅法

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後のブリスター、ボトル、カートン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。

ブリスター： 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。

ボトル： 湿気から保護するために、ボトルをしっかりと閉じてください。

パッケージが破損している、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

Jentaduetoに含まれるもの

-
-

活性物質はリナグリプチンと塩酸メトホルミンです。
Jentadueto 2.5 mg / 850 mgのフィルムコーティング錠には、2.5mgのリナグリプチンと850mgの塩酸メトホ
ルミンが含まれています。
Jentadueto 2.5 mg / 1,000 mgのフィルムコーティング錠には、2.5mgのリナグリプチンと1,000mg
の塩酸メトホルミンが含まれています。
他の成分は次のとおりです。
-錠剤コア：アルギニン、コポビドン、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプ  ン、シリカ、無⽔コ

ロイド。
-フィルムコーティング：ヒプロメロース、⼆酸化チタン（E171）、タルク、プロピレングリコール。Jentadueto 2.5 mg / 

850 mgフィルムコーティング錠には、酸化鉄レッド（E172）と酸化鉄イエロー（E172）も含まれています。

Jentadueto 2.5 mg / 1,000 mgフィルムコーティング錠には、酸化鉄レッド（E172）も含まれています。

-

-

Jentaduetoの外観とパックの内容

Jentadueto 2.5 mg / 850 mgは、楕円形、両凸、薄オレンジ⾊のフィルムコーティング錠（錠剤）です。⽚⾯に
「D2/850」のデボス加⼯が施され、もう⽚⾯にベーリンガーインゲルハイムのロゴがデボス加⼯されています。

Jentadueto 2.5 mg / 1,000 mgは、楕円形の両凸の淡いピンク⾊のフィルムコーティング錠（錠剤）です。⽚⾯に
「D2/1000」のデボス加⼯が施され、もう⽚⾯にベーリンガーインゲルハイムのロゴがデボス加⼯されています。

Jentaduetoは、10 x 1、14 x 1、28 x 1、30 x 1、56 x 1、60 x 1、84 x 1、90 x 1、98 x 1、100x1および120の⽳あきユ
ニットドーズブリスターで利⽤できます。 x1フィルムコーティングされたタブレットとマルチパックを含む



120 x 1（60 x 1の2パック）、180 x 1（90 x 1の2パック）、180 x 1（60 x 1の3パック）および200 x 1（100 x 1の2パッ
ク）フィルムコーティングタブレット。

Jentaduetoは、プラスチック製のスクリューキャップとシリカゲル乾燥剤が⼊ったペットボトルでも利⽤できます。ボトルには、14、60、または180の

フィルムコーティング錠が含まれています。

すべてのパックサイズがお住まいの国で販売されているわけではありません。

販売承認取得者

ベーリンガーインゲルハイムインターナショナル
GmbHBingerStrasse 173
D-55216インゲルハイムアムライ
ンドイツ

メーカー
ベーリンガーインゲルハイムファーマGmbH＆Co。KG 
Binger Strasse 173
D-55216インゲルハイムアムライ
ンドイツ

ベーリンガーインゲルハイムヘラスシングルメンバー
SA5km Paiania ‒ Markopoulo
Koropi Attiki、19441
ギリシャ

DragenopharmApothekerPüschlGmbH
Göllstraße1
84529ティットモニング
ドイツ



この薬に関する情報については、販売承認取得者の地域の代表者に連絡してください。

イギリス
ベーリンガーインゲルハイム株式
会社Tel：+44 1344 424 600

このリーフレットは、2022年2⽉に最後に改訂されました。

追加情報：ベーリンガーイ
ンゲルハイムのロゴ


