
これらの症状がしばらくして改善しない場合、新しい症状が現
れた場合、または症状が⼼配な場合は、医師に相談してくださ
い。

あなたの⾷事とライフスタイルもIBSの治療に役⽴ちます： ⾷事をどのよ
うに制限するかは、IBSがあなたに与える影響によって異なります。特定
の⾷品が症状を引き起こすことがわかった場合は、それらを⾷べないのが
理にかなっています。⾷物繊維の多い⾷事療法が役⽴つかもしれません
が、詳細については薬剤師に尋ねてください。
⼀部の⼈々は、リラックスすることを学ぶことが、IBSの症状を軽減するの
に役⽴つと感じています。リラックスしてゆっくりとくつろぐために、毎⽇
少し時間を取っておくと便利な場合があります。

2.メベベリンを服⽤する前に知っておくべきこと

Mebeverineを服⽤しないでください：
あなたがメベベリ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に記載されています）。

メベベリン135mg
フィルムコーティング錠

警告と注意事項
次の場合は、メベベリンを服⽤する前に医師または薬剤師に相談してください。
•新しい症状が現れたか、症状が悪化しました。

•肝臓または腎臓に問題がありますこのリーフレットの内容
1.メベベリンとは何か、そしてそれは何のために使われるのか
2.メベベリンを服⽤する前に知っておくべきこと
3.メベベリンの服⽤⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.メベベリンの保管⽅法
6.パックの内容およびその他の情報。

上記が当てはまる場合（または確信が持てない場合）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。

他の薬とメベベリン
メベベリンが他の薬と相互作⽤することは知られていないが、他の
薬を服⽤している、最近服⽤した、または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る必要があります。

1.メベベリンとは何か、そしてそれは何のために使われるのか アルコール⼊りメベベリン
Mebeverine 135 mgフィルムコーティング錠を服⽤している間、アルコールを
飲むことができます。

メベベリン135mgフィルムコーティング錠には、有効成分の塩酸
メベベリンが含まれています。これは鎮痙薬と呼ばれる薬のグ
ループに属しています。 妊娠、⺟乳育児、出⽣⼒

妊娠中または授乳中の⽅は、妊娠中または出産予定の⽅は、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。

メベベリンは、胃腸管（腸）の筋⾁をリラックスさせるのに役⽴
ちます。過敏性腸症候群などの症状や、慢性過敏性結腸、痙性便
秘、粘膜⼤腸炎、痙性⼤腸炎などの同様の問題に使⽤されます。

妊婦に対するメベベリンの安全性に関する情報は限られていま
す。医師は、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、メベベリンの服⽤を中⽌するようにアドバイスする場合
があります。授乳中はメベベリンを使⽤しないでください。

過敏性腸症候群（IBS）は、腸や腸にけいれんや痛みを引き起
こす⾮常に⼀般的な状態です。
腸は⻑い筋⾁の管で、⾷物が消化されるように通過しま
す。腸の場合
けいれんを起こし、強く握りすぎると、痛みを感じます。この
薬が効く⽅法は、緩和することです
IBSのけいれん、痛み、その他の症状。

機械の運転と使⽤
Mebeverineは、機械を運転または使⽤する能⼒に影響を与える可能性はあり
ません。過敏性腸症候群（IBS）の主な症状は次のとおりです。
メベベリンには乳糖が含まれています
⼀部の糖分に不耐性があると医師から⾔われた場合は、この医薬
品を服⽤する前に医師に連絡してください。

•胃の痛みとけいれん
•持続性の下痢、または便秘と下痢が交互に起こる

•⿎腸（⾵）と膨満感
•⼩さくて硬い、ペレット状またはリボン状の便（糞便） メベベリンにはナトリウムが含まれています

この薬は、フィルムでコーティングされた錠剤ごとに1ミリモル未満のナトリウム（23 
mg）を含みます。つまり、本質的に「ナトリウムを含まない」ということです。これらの症状は⼈によって異なります。

TITLE - MEBEVERINE HCL / DUSPATALIN 
COLOSPA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN JAPANESE

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-mebeverine-hydrochloride-duspatalin-colospa-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2315.pdf


3.メベベリンの服⽤⽅法 5.メベベリンの保管⽅法

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。

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後のカートンまたはラベル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。⾷事の20分前に錠剤を服⽤してみてください。⾷事をし

た後に症状が最も強くなる⼈もいます。タブレット全体
を⽔で飲み込みます。タブレットを噛まないでくださ
い。

この薬は30℃以下の乾燥した場所に保管し、光から保護してくだ
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。

⼤⼈（⾼齢者を含む）：
•推奨⽤量は1⽇3回1錠です。 もっていかないで1⽇3錠以上。

•症状が改善した場合、服⽤する錠剤の数が減る可能性があり
ます。 6.パックの内容およびその他の情報

⼦供と⻘年：メベベリンはいいえ18歳未満の⼦供および⻘年での
使⽤をお勧めします。 Mebeverineに含まれるもの

有効成分は塩酸メベベリンです。各フィルムコーティング錠に
は、135mgの塩酸メベベリンが含まれています。その他の成分は
次のとおりです。
微結晶性セルロースラク
トース⼀⽔和物
ポビドン
タルク
ステアリン酸マグネシウム
デンプングリコール酸ナトリウム。

必要以上にメベベリンを服⽤した場合
あなたまたは他の誰かがあなたがすべきよりも多くのメベベリン
錠を服⽤している場合（過剰摂取）、医師または病院の救急科に
連絡してくださいすぐに。このリーフレットと残りのタブレット
をお持ちください

メベベリンを服⽤するのを忘れた場合
メベベリンのフィルムコーティング錠を適切なタイミングで服⽤する
のを忘れた場合は、次の服⽤の時期が近づいていない限り、覚えたら
すぐに服⽤してください。しない忘れられた錠剤を補うために2回服
⽤してください。

錠剤コーティングには、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（E464）、⼆酸
化チタン（E171）、およびポリエチレングリコールが含まれます。

メベベリンの服⽤をやめたら
気分が良くなったとしても、医師に相談せずに錠剤の服⽤をや
めないでください。

Mebeverineの外観とパックの内容 メベベリン錠は、⽚⾯に
「MV135」のマークが付いた⽩い錠剤です。

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。

この薬は、12、15、18、20、21、28、30、56、60、84、90、100錠の
ペットボトルまたはブリスターパックで⼊⼿できます。すべてのパックサ
イズが販売されているわけではありません。

4.起こりうる副作⽤ 販売承認取得者： ミルファームリミ
テッド
アレスブロック、オデッセイビジネスパークウエ
ストエンドロード
ライスリップHA46QD
イギリス

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。

次のことに気付いた場合服⽤をやめる錠剤とあなたの医者に⾏
きますすぐに、または最寄りの病院。
•呼吸困難、顔、⾸、唇、⾆、喉の腫れ（重度のアレルギー

反応） メーカー：
APL Swift Services（Malta）Ltd、HF26、Hal 
Far Industrial Estate、Hal Far、Birzebbugia、
BBG 3000、
マルタ。

その他の副作⽤：⽪膚反応、⽪膚の炎症または発⾚、腫れ、じん
ましん、かゆみ、⽪膚の発疹などのアレルギー反応が発⽣する可
能性があります。
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副作⽤が含まれます。 ミルファームリミテッド

アレスブロック、
オデッセイビジネスパーク、
West End Road、Ruislip HA4 6QD、
イギリス。

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。イエローカードスキームを介して直接副作⽤を報告することもできま
す：www.mhra.gov.uk/yellowcard 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。

このリーフレットは2020年10⽉に最後に改訂されました

N1
32

00



添付⽂書：患者への情報 これらの症状は⼈によって異なります。

メベベリン135mgフィルム-
コーティング錠

これらの症状がしばらくして改善しない場合、
新しい症状が現れた場合、または症状が⼼配な
場合は、医師に相談してください。メベベリン塩酸塩

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。

-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。セクション4を参照してください。

あなたの⾷事とライフスタイルもIBSの治療に役⽴ちま
す：
⾷事をどのように制限するかは、IBSがあなたに与える影響
によって異なります。特定の⾷品が症状を引き起こすことが
わかった場合は、それらを⾷べないのが理にかなっていま
す。⾷物繊維の多い⾷事療法が役⽴つかもしれませんが、詳
細については薬剤師に尋ねてください。
⼀部の⼈々は、リラックスすることを学ぶことが、IBSの症
状を軽減するのに役⽴つと感じています。リラックスして
ゆっくりとくつろぐために、毎⽇少し時間を取っておくと便
利な場合があります。

2.メベベリンを服⽤する前に知っておくべきこ
と
Mebeverineを服⽤しないでください：
あなたがメベベリ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に記載されていま
す）。

このリーフレットの内容
1.メベベリンとは何か、そしてそれは何のために使われるのか
2.メベベリンを服⽤する前に知っておくべき

こと
3.メベベリンの服⽤⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.メベベリンの保管⽅法
6.パックの内容およびその他の情報。

警告と注意事項
次の場合は、メベベリンを服⽤する前に医師または薬剤師に相
談してください。
•• 新しい症状が現れたか、症状が悪化しまし

た。
•• 肝臓や腎臓に問題があります

1.メベベリンとは何か、そしてそれは何のために使われるのか
上記が当てはまる場合（または確信が持てない場合）
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。メベベリン135mgフィルムコーティング錠には、

有効成分の塩酸メベベリンが含まれています。こ
れは鎮痙薬と呼ばれる薬のグループに属していま
す。

他の薬とメベベリン メベベリンが他の薬と相互
作⽤することは知られていないが、他の薬を服
⽤している、最近服⽤した、または服⽤する可
能性があるかどうかを医師または薬剤師に伝え
る必要があります。

メベベリンは、胃腸管（腸）の筋⾁をリラック
スさせるのに役⽴ちます。過敏性腸症候群など
の症状や、慢性過敏性結腸、痙性便秘、粘膜⼤
腸炎、痙性⼤腸炎などの同様の問題に使⽤され
ます。

アルコール⼊りメベベリン
Mebeverine 135 mgフィルムコーティング錠を服⽤し
ている間、アルコールを飲むことができます。

過敏性腸症候群（IBS）は、腸や腸にけいれん
や痛みを引き起こす⾮常に⼀般的な状態で
す。

妊娠、⺟乳育児、出⽣⼒ 妊娠中または授乳中の
⽅は、妊娠中または出産予定の⽅は、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。腸は⻑い筋⾁の管で、⾷物が消化されるように通

過します。腸がけいれんを起こし、強く握りすぎ
ると、痛みを感じます。この薬が効く⽅法は、
IBSのけいれん、痛み、その他の症状を和らげる
ことです。

妊婦に対するメベベリンの安全性に関する情
報は限られています。医師は、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、メベベリンの服⽤を中⽌するようにアド
バイスする場合があります。授乳中はメベベ
リンを使⽤しないでください。

過敏性腸症候群（IBS）の主な症状は次のとおりで
す。
•• 胃の痛みとけいれん
•• 持続性の下痢、または便秘と下痢が

交互に起こる
•• ⿎腸（⾵）と膨満感
•• ⼩さくて硬いペレット状またはリボン状の便

（糞便）

機械の運転と使⽤
Mebeverineは、機械を運転または使⽤する能⼒に影響を与え
る可能性はありません。

メベベリンには乳糖が含まれています
あなたがあなたの医者からあなたが



⼀部の糖分に不耐性がある場合は、この医薬品を
服⽤する前に医師に連絡してください。

この薬の安全性に関する詳細情報。

5.メベベリンの保管⽅法
3.メベベリンの服⽤⽅法 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。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。 EXP後のカートンまたはラベルに記載されている

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。⾷事の20分前に錠剤を服⽤してみてください。

⾷事をした後に症状が最も強くなる⼈もいま
す。タブレット全体を⽔で飲み込みます。タブ
レットを噛まないでください。 この薬は30℃以下の乾燥した場所に保管し、光から保護

してください。
⼤⼈（⾼齢者を含む）：
•• 推奨⽤量は1⽇3回1錠です。もっていかな

いで1⽇3錠以上。

•• 症状が改善すれば、服⽤する錠剤の数
が減る可能性があります。

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
⼦供と⻘年：メベベリンはいいえ 18歳未満の⼦供
および⻘年での使⽤をお勧めします。 Mebeverineに含まれるもの 有効成分は塩酸メ

ベベリンです。各フィルムコーティング錠に
は、135mgの塩酸メベベリンが含まれていま
す
他の成分は次のとおりで
す。微結晶性セルロース
ラクトース⼀⽔和物
ポビドン
タルク
ステアリン酸マグネシウム
デンプングリコール酸ナトリウム。

必要以上にメベベリンを服⽤した場合 あなたまたは
他の誰かがあなたがすべきよりも多くのメベベリン
錠を服⽤している場合（過剰摂取）、医師または病
院の救急科に連絡してください すぐに。このリーフ
レットと残りのタブレットをお持ちください

メベベリンを服⽤するのを忘れた場合
メベベリンのフィルムコーティング錠を適切なタイミン
グで服⽤するのを忘れた場合は、次の服⽤の時期が近づ
いていない限り、覚えたらすぐに服⽤してください。し
ない忘れられた錠剤を補うために2回服⽤してください。

錠剤コーティングには、ヒドロキシプロピルメチルセルロース
（E464）、⼆酸化チタン（E171）、およびポリエチレングリコー
ルが含まれます。

メベベリンの服⽤をやめたら
気分が良くなったとしても、医師に相談せずに錠
剤の服⽤をやめないでください。

Mebeverineの外観とパックの内容

メベベリン錠は、⽚⾯に「MV135」のマー
クが付いた⽩い錠剤です。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。 この薬は、12、15、18、20、21、28、30、56、60、84、90、
100錠のペットボトルまたはブリスターパックで⼊⼿できます。
すべてのパックサイズが販売されているわけではありません。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。 販売承認取得者： ミルファームリ

ミテッド
アレスブロック、オデッセイビジネスパークウエ
ストエンドロード
ライスリップHA46QD
イギリス

次のことに気付いた場合服⽤をやめる錠剤とあな
たの医者に⾏きますすぐに、または最寄りの病
院。
•• 呼吸困難、顔、⾸、唇、⾆、喉の腫れ（重

度のアレルギー反応）
メーカー：
ジェラルドラボラトリーズ
35/36バリドイル⼯業団地グラン
ジロード
ダブリン13
アイルランド

その他の副作⽤：⽪膚反応、⽪膚の炎症または発⾚、腫
れ、じんましん、かゆみ、⽪膚の発疹などのアレルギー
反応が発⽣する可能性があります。
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副
作⽤が含まれます。 このリーフレットは2018年5⽉に最後に改訂されました

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。イエローカードスキームを介して直
接副作⽤を報告することもできます：www.mhra.gov.uk/
yellowcard 副作⽤を報告することにより、あなたは提供するの
を助けることができます

1633179
LT1957AB


