
アバンダメット錠
ロシグリタゾン（マレイン酸塩として）および塩酸メトホルミン

消費者医療情報

このリーフレットには何が含まれていますか？ これは、体の細胞が⾎液からの糖
を使⽤するのを助け、⾎糖値が⾼
くなりすぎるのを防ぎます。⾼⾎
糖値は、体の細胞に損傷を与える
可能性があります。

アレルギー性または「アナフィラキ
シー」反応には、かゆみを伴う⽪膚
の発疹（じんましん）、息切れ、呼
吸困難、顔、⾆、または体の他の部
分の喘鳴の腫れが含まれる場合があ
ります。
失神。

AVANDAMETを服⽤する前に、このリーフ
レットを注意深くお読みください。他の⼈
がアバンダメットを服⽤するのを⼿伝って
いる場合は、最初の服⽤をする前にこの
リーフレットを注意深く読んでください。

AVANDAMETには2つの有効成分が含まれて
います。すなわち、ロシグリタゾン（マレ
イン酸塩として）と呼ばれる薬のグループ
に属しています
グリタゾン、および呼ばれる薬
のグループに属する塩酸メトホ
ルミン
ビグアニド。

•• あなたは⼼不全を患っている、または過

去に⼼不全を患ったことがあります。
このリーフレットは、AVANDAMETに関する

いくつかの⼀般的な質問に答えます。利⽤可

能なすべての情報が含まれているわけではあ

りません。

•• 狭⼼症の治療を受けているか、⼼臓
発作を起こしています。

•• 合併症がなく、インスリン
が⼗分に調節されている若
年性糖尿病があります。⾷
事療法のみによって調節さ
れる糖尿病; 代謝性アシドー
シス、昏睡、感染症、壊疽
などの糖尿病の急性合併
症、または

インスリンが不可⽋な⼿術の
直後。

それはあなたの医者や薬剤師と話
す代わりにはなりません。

すべての薬にはリスクと利点がありま
す。薬を何年も使⽤していても、新し
いリスクが⾒つかることがあります。
あなたの医者はあなたが服⽤すること
の期待される利益を⽐較検討しました

この薬があなたに与える可能性のあ
るリスクに対するAVANDAMET。

AVANDAMETはあなたの体をインスリンに対

してより敏感にすることによって作⽤しま

す。したがって、それはあなたの体がそれが

⽣成するインスリンをよりよく利⽤するのを

助け、したがってあなたの⾎糖値を正常なレ

ベルに戻すのを助けます。

AVANDAMETは、単独で（⾷事療
法と運動が糖尿病を治療するのに
⼗分でない場合）、または他の抗
糖尿病薬と⼀緒に使⽤できます。

この薬の服⽤について懸念がある
場合は、医師または薬剤師に相談
してください。

•• 腎不全または腎機能の低下が
あります（例：⾼齢者の場
合）。

このリーフレットは薬と⼀緒に保管し

てください。
•• 組織の低酸素症（組織が酸

素を奪われている場合）に
関連する可能性のある状態
があります（例：
壊疽、循環器ショック、急性
の重⼤な失⾎）; 肺塞栓症; 重
度の肝不全; 膵炎; 過度のアル
コール摂取または利尿薬の使
⽤。これは、乳酸アシドーシ
ス（⾎中の乳酸量の増加）の
リスクによるものです。

あなたの医者は別の理由でAVANDAMET
を処⽅したかもしれません。もう⼀度読む必要があるかもしれません。

AVANDAMETが中毒性がある
という証拠はありません。

AVANDAMETとは
のために使⽤される？

取る前に
AVANDAMETAVANDAMETは、2型糖尿病の患者

さんの治療に使⽤されます。これ
は、インスリン⾮依存型糖尿病
（NIDDM）または成⼈発症型糖尿
病とも呼ばれます。

次の場合は服⽤しないでください。

次の場合は、AVANDAMETを

服⽤しないでください。 •• パックに印刷されている有効期限
（EXP）が過ぎています。

2型糖尿病は、体が⼗分なインス
リンを⽣成しない、または体が⽣
成するインスリンが正常に機能し
ない状態です。インスリンは天然
の体内化学物質です

•• あなたはロシグリタゾンに対してアレルギー反

応を起こしたことがあるでしょう、

メトホルミンまたはこのリーフレットの

最後に記載されている成分のいずれか

（を参照）

"材料"）。の兆候

•• パッケージが破れている、または改ざ

んの兆候が⾒られる

次の場合は医師に相談してください。

次の場合は医師に相談する必要があります。

TITLE - ROSIGLITAZONE + METFORMIN / AVANDAMET 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN JAPANESE

Source : NPS ORG UK

www.911globalmeds.com/buy-rosiglitazone-metformin-avandamet-online
https://www.nps.org.au/assets/medicines/8dec17b8-02f3-490a-88d6-a53300ff2de9.pdf


•• あなたは⺟乳育児中、妊娠中、ま
たは妊娠しようとしています。

したがって、1型（またはインス
リン依存性）糖尿病の患者には
使⽤しないでください。

これらの薬のリーフレットも読
んでください。

•• あなたは⼼不全を患っている、または過

去に⼼不全を患ったことがあります。 18歳未満の⼈々におけるAVANDAMETの使⽤に

関する利⽤可能な情報はありません。したがっ

て、これらの患者でのAVANDAMETの使⽤はそ

うではありません。

おすすめされた。

⼦供での使⽤：
•• 呼吸困難があります。 18歳未満の⼈々におけるAVANDAMETの使⽤に

関する利⽤可能な情報はありません。したがっ

て、これらの患者でのAVANDAMETの使⽤はそ

うではありません。

おすすめされた。

•• ⾜や⾜のむくみや痛みの病歴が
あります。

•• 肝臓に問題があります。薬が
通常より⻑く体内に残ること
があります。

•• あなたは視覚障害を持っています。

•• あなたはインスリンを服⽤しています。

飲み過ぎたらどうします
か？（過剰摂取）どうすればいいですか

AVANDAMET？
•• 狭⼼症や⼼臓発作などの⼼

臓の問題が報告されている
ため、既存の⼼臓病のため
に硝酸塩を服⽤していま
す。

不快感の兆候がなくても、あなた
や他の誰かがアバンダメットを飲
みすぎた可能性があると思われる
場合は、すぐに医師または毒物情
報センター（電話131126）に電
話してアドバイスを求めてくださ
い。
中毒。

取る⾦額：
医師または薬剤師の指⽰に従って
AVANDAMETを服⽤してください。

•• あなたは他の抗糖尿病薬
を服⽤しています。

AVANDAMETの摂取量は異なる場
合があり、これはあなたの状態に
よって異なります。あなたの医者
はあなたに最適な⽤量を処⽅しま
す。

•• 多嚢胞性卵巣症候群がありま
す。あなたの薬の働き⽅によ
り、妊娠のリスクが⾼まる可
能性があります。

どうしたらよいかわからない場合は、医
師、薬剤師、または最寄りの病院に連絡
してください。

医師が推奨する以上の錠剤を服
⽤しないでください。•• あなたは⾷品、染料、防腐剤または他

のものにアレルギーがあります

薬。 それを取る⽅法： あなたがAVANDAMETを
服⽤している間•• 処⽅箋なしで購⼊した薬を含

め、他の薬を服⽤しています。
特に、AVANDAMETと⼀緒に服
⽤すると⾎中の糖度に影響を与
える可能性のある薬など

ゲムフィブロジル、リファン
ピシン、シメチジン、および
⾎中のメトホルミンの量を変
える可能性のある薬（特に腎
臓機能が低下している場合）

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。

あなたのAVANDAMETタブレット
コップ⼀杯の⽔で飲み込む必要がありま
す。⾷事と⼀緒に、または⾷事の後に、
または空腹時に服⽤することができま
す。

あなたがしなければならないこと：

何らかの理由で、指⽰どおりに薬
を服⽤していない場合は、医師に
相談してください。

ただし、⾷事と⼀緒に、または⾷事の直
後に錠剤を服⽤すると、胃のむかつきの
可能性が少なくなります。 そうでなければ、あなたの医者はそれが

正常に機能していないと考えてあなたの
治療を変えるかもしれません
不必要に。

毎⽇同じ時間に錠剤を服⽤する
のが最善です。

所要時間： AVANDAMETの服⽤を忘れた場合は、覚
えたらすぐにタブレットを服⽤してくだ
さい。通常の服⽤量を超えて服⽤しない
でください。通常の時間に次の服⽤をし
てください。

糖尿病は、⻑期的な治療と医師によ
る定期的な評価が必要な状態です。
あなたが薬を服⽤し始めたら、あな
たは通常あなたの⼈⽣の残りの間そ
れを服⽤し続ける必要があるでしょ
う。

AVANDAMETを服⽤するときは、
メトホルミンを含む追加の薬を
単回または併⽤で服⽤しないで
ください。医師または薬剤師に
アドバイスを求めてください。

•• 腎不全があるか、腎機能が低下
している可能性があります
（例：⾼齢者の場合）。

薬の効果が弱すぎる、または強すぎると
感じた場合は、AVANDAMETの服⽤を中
⽌したり、⾃分で⽤量を変更したりせず
に、医師に相談してください。ロシグリタゾンを使⽤すると、通

常は⼿、上腕、または⾜の⾻折が
⾒られます。⾻を健康に保つ⽅法
については、医師に相談してくだ
さい。

してはいけないこと：
あなたの医者は他の抗糖尿病薬と
組み合わせてAVANDAMETを処⽅
するかもしれません。

たとえ症状があなたと似ているように⾒
えても、この薬を他の⼈に与えないでく
ださい。AVANDAMETはでのみ機能します

体⾃⾝のインスリンの存在
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医師の指⽰がない限り、他の苦情を治療
するためにAVANDAMETを使⽤しないでく
ださい。

他の薬のように、
AVANDAMETはいくつかの副作⽤を引き起こす可能

性があります。それらが発⽣した場合、それらはマ

イナーである可能性が最も⾼く、

⼀時的。ただし、深刻で医師の診
察が必要な場合もあります。

コレステロール」（HDLc）と「悪⽟コ
レステロール」（LDLc）であり、これ
らのバランスが全体のレベルよりも重
要です。AVANDAMETは良いものと悪
いもののバランスに影響を与えません

コレステロール。コレステロー
ル値について懸念がある場合
は、医師に相談してください。

AVANDAMETを服⽤している間は⾷事を抜

かないでください。

AVANDAMETの服⽤を中⽌した
り、服⽤を変更せずに
最初に医師に確認してください。

最も⼀般的に報告されている副作⽤は次のと

おりです。

•• ⼼不全または肺の体液（肺⽔
腫）。注意事項：

次のいずれかに気付いた場合は、
すぐに医師に相談するか、最寄り
の病院の救急科に⾏ってくださ
い。
乳酸アシドーシス（⾎中の⾼乳
酸）の症状：

AVANDAMETがどのように影響す
るかがわかるまで、機械の運転や
操作には注意してください。

•• 狭⼼症や⼼臓発作などの⼼臓の
問題。

•• 限局性腫脹（浮腫）
•• 体重のわずかな増加。運転中などに注意が必要な場合

は、⾎糖値が下がりすぎないよう
に特に注意してください。

•• ⾎中の糖度が低い（低⾎糖
症）。 •• 吐き気、嘔吐または腹痛。

•• ⾚⾎球数（貧⾎）と⽩⾎球数
のわずかな減少。服⽤中は過度の飲酒は避けてく

ださい
AVANDAMETは、この薬の効果
を⾼め、乳酸アシドーシス（⾎
中の乳酸量の増加）を引き起こ
す可能性があるためです。

•• 呼吸困難。
•• 体が弱い、疲れている、または全体的に気分が

悪い。•• ⾻折、通常は⼿、上腕、ま
たは⾜。 •• 異常な筋⾁痛。

•• 眠気。
•• めまいまたは⽴ちくらみ。

•• ⼝の中で⾦属味。
•• ⾷欲の増加。
•• 便秘。 •• 震え、⾮常に寒い。

あなたが年配の場合、あなたは腎臓機能が低

下している可能性があり、あなたの医者はあ

なたの⽤量を調整したいかもしれません。

次のいずれかに気付いた場合は、
すぐに医師に相談してください。 •• 遅い⼼臓の⿎動。

•• 吐き気や胃の不調など
嘔吐。

緊急の治療が必要な場合がありま
す。AVANDAMETによる乳酸アシ
ドーシスはまれです。乳酸アシドー
シスのリスクは、⾼齢者、1⽇2 gを
超えるメトホルミンを服⽤している
患者、過剰な量のアルコールを飲ん
でいる患者、腎臓がない患者など、
⼀部の患者で⾼くなっています。

正しく動作しています。

懸念がある場合は、医師に相談してく
ださい。AVANDAMETまたはの服⽤を
やめないでください
最初に医師に確認せずに⽤量を変
更してください。

•• 下痢。
•• 胸痛。
•• かゆみ、発疹。

•• 暗い尿または薄い便。
•• ⽪膚や⽬の⻩変（⻩疸）。

副作⽤は何です
か？

•• 重度の胃けいれん。
•• 体重の減少。
•• 疲れ。
•• 呼吸困難。
•• 脚や⾜の腫れや痛み。
•• 体重の急激な増加。
•• 視覚障害。

これは、考えられるすべての副作⽤の完全なリストで

はありません。他の⼈は何⼈かの⼈々に起こるかもし

れません、そしてまだ知られていないいくつかの副作

⽤があるかもしれません。

以下に問題が記載されていなく
ても、アバンダメットの服⽤に
より副作⽤やアレルギー反応を
起こしていると思われる場合
は、できるだけ早く医師にご相
談ください。

ここに記載されていない薬の副作
⽤に気付いた場合は、医師または
薬剤師に伝えてください。

•• かゆみを伴う⽪膚の発疹（じん
ましん）、息切れ、呼吸困難、
喘鳴、顔、⾆、その他の体の部
分の腫れ、または失神。これら
は可能性があります
アレルギー反応の症
状。

AVANDAMETは、⼀部の患者で⼼臓発
作や⼼不全のリスクを⾼める可能性が
あります。次のいずれかが発⽣した場
合は、すぐに医師に相談する必要があ
ります。

考えられる副作⽤のこのリストに驚かないで

ください。あなたはそれらのどれも経験しな

いかもしれません。

•• 急激な体重増加
•• 呼吸困難
•• ⾜や⾜のむくみ
•• 胸痛

AVANDAMETはあなたの総コレステロール値を

わずかに上げるかもしれません。総コレステ

ロールは'良いで構成されています

アバンダメット錠
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保存するにはどうすればよいですか

AVANDAMET？
⼆酸化物、マクロゴール400、酸化鉄
イエロー、酸化鉄レッド。

乳糖不耐症の患者は、各
AVANDAMETタブレットにも
注意する必要があります
少量の乳糖が含まれていま
す。

AVANDAMETタブレットは、下の涼しく乾

燥した場所に保管する必要があります 

30°C。

この薬は、鍵のかかった場所など、⼦供
が届かない場所に保管してください。
⾷器棚。

サプライヤー：

あなたのAVANDAMETは以下によって供給されま

す：
⾞内、窓枠、バスルームなどに放
置しないでください。

GlaxoSmithKline Australia Pty Ltdレベ
ル4、436 Johnston Street、
Abbotsford、Victoria、3067
オーストラリア。

AVANDAMET錠は、服⽤する時までブ
リスターパックに⼊れておいてくださ
い。

未使⽤または期限切れの薬は薬
剤師に返却してください。 詳細情報の⼊⼿先：

製薬会社は、⼈々に個別の診断や医学的
アドバイスを与える⽴場にはありませ
ん。あなたの医者または薬剤師はあなた
の状態の治療についてあなたにアドバイ
スを与えるのに最適な⼈です。あなたも
⾒つけることができるかもしれません

患者情報グループおよび製品固
有の組織（例：Diabetes 
Australia）からのあなたの病気
とその治療に関する⼀般的な情
報。

製品説明

AVANDAMETの外観
お気に⼊り：

AVANDAMETタブレットは、フィルムコー
ティングされた楕円形のタブレットで、⽚
⾯に「gsk」がデボス加⼯され、裏⾯に次
のデボス加⼯が施されています。錠剤は⾊
によっても区別されます。

'2/500'-2mgロシグリタゾン/500mg
塩酸メトホルミン淡いピンク⾊の錠
剤

このリーフレットは2019年5⽉30⽇に作成

されました。

提供される情報は、AVANDAMET
にのみ適⽤されます。'4/500'-4mgロシグリタゾン/

500mgメトホルミン塩酸塩オレン
ジ錠

AVANDAMET：
2 mg / 500 mg-AUST R 114516 4 

mg / 500 mg-AUST R 114517 2 

mg / 1000 mg-AUST R 115430 4 

mg / 1000 mg-AUST R 115459

'2/1000'-2mgロシグリタゾン/
1000mgメトホルミン塩酸塩⻩⾊
錠
'4/1000'-4mgロシグリタゾン/
1000mgメトホルミン塩酸塩ピ
ンク錠

商標は、GSKグループの企業が
所有またはライセンス供与して
います。

材料
©2019GSKグループの企業または そのライ
センサー。AVANDAMETには有効成分のロシグリ

タゾンが含まれています（
マレイン酸塩）およびメトホルミン

塩酸塩。

バージョン6.0

AVANDAMETには、デンプングリ
コール酸ナトリウム、ヒプロメ
ロース、微結晶性セルロース、
ポビドン、乳糖、
ステアリン酸マグネシウム、チタン

アバンダメット錠
MIMS発⾏2019年12⽉ 4


