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サキサグリプチン/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、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. Komboglyzeとは何か、そしてそれは何のために使われるのか
2.Komboglyzeを服⽤する前に知っておくべきこと
3.コンボグリズの服⽤⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.Komboglyzeの保管⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

1. Komboglyzeとは何か、そしてそれは何のために使われるのか

この薬には、次の2つの異なる物質が含まれています。

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の⼀部であるサクサグリプチン、およ
びビグアニドと呼ばれる薬のクラスの⼀部であるメトホルミン。

どちらも経⼝抗糖尿病薬と呼ばれる薬のグループに属しています。

Komboglyzeの⽤途
この薬は「2型糖尿病」と呼ばれるタイプの糖尿病を治療するために使⽤されます。

Komboglyzeのしくみ
サクサグリプチンとメトホルミンは⼀緒に働き、⾎糖値を制御します。それらは⾷後のインシュリンのレベ
ルを⾼めます。彼らはまたあなたの体によって作られる砂糖の量を減らします。⾷事療法や運動に加えて、
これは⾎糖値を下げるのに役⽴ちます。この薬は、単独で、またはインスリンを含む他の抗糖尿病薬と⼀緒
に使⽤することができます。

糖尿病をコントロールするには、この薬を服⽤しているときでも、⾷事と運動をする必要があります。した
がって、医師や看護師からの⾷事療法や運動に関するアドバイスを守り続けることが重要です。

2.Komboglyzeを服⽤する前に知っておくべきこと

Komboglyzeを服⽤しないでください

-サキサグリプチン、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）。
⾎糖値をコントロールするために服⽤している他の同様の薬に対して深刻なアレルギー
（過敏）反応を⽰した場合。
重篤なアレルギー反応の症状には、次のようなものがあります。

-発疹
-肌に⾚い斑点ができた（じんましん）

-
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-顔、唇、⾆、喉の腫れで、呼吸や嚥下が困難になることがあります。

これらの症状がある場合は、この薬の服⽤を中⽌し、すぐに医師または看護師に連絡してください。糖尿病性
昏睡を経験したことがある場合。
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、胃の痛み、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が含まれます。

腎臓機能が著しく低下している場合、または肝臓に問題がある場合。
最近⼼臓発作を起こした場合、または⼼不全や⾎液循環に深刻な問題がある場合、または
⼼臓の問題の兆候である可能性のある呼吸困難がある場合。
重度の感染症または脱⽔状態の場合（体から⼤量の⽔分を失った場合）。⺟乳育児
をしている場合（「妊娠と授乳」も参照）。
⼤量のアルコールを飲む場合（毎⽇または時々のみ）（「アルコールとのコンボグリズ」のセク
ションを参照してください）。

-
-

-
-

-
-
-

上記のいずれかに該当する場合は、この薬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： 乳酸アシ
ドーシスのリスク
コンボグリゼは、特に腎臓が正常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副作⽤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。

脱⽔症状に関連する可能性のある状態がある場合は、Komboglyze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）。詳細な⼿順については、医師にご相談ください。

乳酸アシドーシスの症状のいくつかを経験した場合は、Komboglyze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
- 重度の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。

Komboglyzeを服⽤する前に、医師または薬剤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）。この薬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。
あなたが膵臓の病気を患っている、または患ったことがある場合;

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、低⾎糖を避けるため
に、この薬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は、医師がインスリンまたは
スルホニル尿素の⽤量を減らすことをお勧めします。
⾎液中の糖分の量を制御するために服⽤している他の薬に対してアレルギー反応を起こし
た場合。
問題がある場合、または感染症に対する体の防御⼒を低下させる可能性のある薬を服⽤している場合。

-
-

-

-
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- ⼼不全を経験したことがある場合、または腎臓の問題など、⼼不全を発症する他の危険因
⼦がある場合。あなたの医者は⼼不全の兆候と症状についてあなたにアドバイスします。
これらの症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐに医師、薬剤師、または看護師に連絡し
てください。症状には、息切れの増加、体重の急激な増加、⾜の腫れ（⾜のむくみ）など
がありますが、これらに限定されません。

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、コンボグリゼの服⽤を中⽌する必
要があります。Komboglyze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。

糖尿病性⽪膚病変は、糖尿病の⼀般的な合併症です。発疹は、サクサグリプチンおよびサクサグリプチンと同じクラス
の特定の抗糖尿病薬で⾒られました。あなたの医者または看護師があなたに与えた⽪膚と⾜のケアのための推奨事項に
従ってください。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るため、⽪膚の⽔ぶくれに遭遇した場合は医
師に連絡してください。あなたの医者はあなたにKomboglyze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場合、また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。

腎臓の検査または検査
この薬による治療中、あなたが⾼齢者である場合、および/またはあなたが腎臓機能を悪化させている場合、あなたの
医者はあなたの腎臓機能を少なくとも年に⼀度またはより頻繁にチェックします。

⼦供と⻘年
Komboglyzeは、18歳未満の⼦供や⻘年への使⽤はお勧めしません。この薬が18歳未満の⼦供や
⻘年に使⽤されたときに安全で効果的かどうかは不明です。

他の薬とKomboglyze
たとえばX線やスキャンのコンテキストで、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Komboglyzeの服⽤を中⽌する必要があります。Komboglyzeによ
る治療をいつ再開できるかは医師が決定します。

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てく
ださい。より頻繁な⾎糖値と腎機能検査が必要な場合があります。または、医師がコンボグリズの投与量を調
整する場合があります。次の点に⾔及することは特に重要です。
-
-
-
-
-
-
-

シメチジン、胃の問題を治療するために使⽤される薬ケトコナ
ゾール真菌感染症を治療するために使⽤される気管⽀拡張薬
（ベータ2アゴニスト）⾼⾎圧に使⽤される喘息ジルチアゼムを治
療するために使⽤される
結核などの感染症の治療に使⽤される抗⽣物質、リファンピシン
喘息や関節炎のような病気の炎症を治療するために使⽤されるコルチコステロイド、カルバマゼ
ピン、フェノバルビタール、フェニトイン、発作（発作）や⻑期的な痛みを制御するために使⽤
されます
尿量を増やす薬（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）。

-
-

-

上記のいずれかに該当する場合、または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。

アルコールとのコンボグリズ
Komboglyzeを服⽤している間は、乳酸アシドーシスのリスクを⾼める可能性があるため、過度のアルコール摂取は避け
てください（「警告と注意」を参照）。
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妊娠と授乳
妊娠中または妊娠する可能性がある場合は、この薬を服⽤しないでください。⾚ちゃんに影響を与える可能性があるためで
す。

授乳中または授乳を計画している場合は、この薬を服⽤しないでください。これは、メトホルミン
が少量で⺟乳に移⾏するためです。

薬を服⽤する前に、医師または薬剤師にアドバイスを求めてください。

機械の運転と使⽤
サクサグリプチンとメトホルミンは、機械を運転して使⽤する能⼒にほとんど影響を与えません。低
⾎糖症は、機械の運転や使⽤、安全な⾜場での作業に影響を与える可能性があり、インスリンやスル
ホニル尿素などの低⾎糖症を引き起こすことが知られている薬と組み合わせてこの薬を服⽤すると、
低⾎糖症のリスクがあります。

3.コンボグリズの服⽤⽅法

常に医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。

医師がスルホニル尿素剤またはインスリンと⼀緒にこの薬を処⽅する場合は、医師の指⽰に従ってこの他
の薬を服⽤して、健康に最⾼の結果をもたらすことを忘れないでください。

どれくらい取るか
- あなたが服⽤するこの薬の量は、あなたの状態とあなたが現在服⽤しているメトホルミンおよび/またはサ

クサグリプチンとメトホルミンの個々の錠剤の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。
推奨される投与量は、1⽇2回1錠です。-

腎臓機能が低下している場合は、医師が低⽤量を処⽅することがあります。

この薬の服⽤⽅法
-
-

この薬を⼝から飲んでください。
胃のむかつきの可能性を低くするために⾷事と⼀緒に服⽤してください。

⾷事と運動
糖尿病をコントロールするには、この薬を服⽤しているときでも、⾷事と運動をする必要があります。
したがって、医師や看護師からの⾷事療法や運動に関するアドバイスを守り続けることが重要です。特
に、糖尿病の体重管理ダイエットをしている場合は、この薬を服⽤している間、これを続けてくださ
い。

必要以上にコンボグリズを服⽤した場合
Komboglyzeの錠剤を必要以上に服⽤している場合は、医師に相談するか、すぐに病院に⾏ってくださ
い。薬パックを持っていきましょう。

Komboglyzeを忘れた場合
- この薬の服⽤を忘れた場合は、覚えたらすぐに服⽤してください。ただし、次の通常の

時間に飲んだ場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飲んでください。
忘れた分を補うために、この薬を2回服⽤しないでください。-

Komboglyzeの服⽤をやめた場合
医師から中⽌の指⽰があるまで、この薬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、医師または薬剤師に相談してください。
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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。

次の深刻な副作⽤のいずれかに気付いた場合は、Komboglyzeの服⽤を中⽌し、すぐに医師に連絡し
てください：
- 乳酸アシドーシス、Komboglyze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、Komboglyze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。
腹部の重度で持続的な痛み（（炎症を起こした膵臓（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のある胃の領域）。

-

次のような副作⽤が発⽣した場合は、医師に連絡してください。
- 重度の関節痛。

Komboglyzeの他の副作⽤は次のとおりです。 ⼀般的
（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）
-
-
-
-
-
-
-
-

頭痛
筋⾁痛（筋⾁痛）
病気または消化不良（消化不良）
尿を運ぶ構造物の感染症（尿路感染症）上気道の感染症

⾵邪や喉の痛みなどの炎症を起こした⿐や喉
炎症を起こした胃（胃炎）または腸、時には副⿐腔の感染症（胃腸炎）感染症によって引
き起こされ、時には頬や⽬の後ろに痛みや膨満感があります（副⿐腔炎）

⿎腸
めまい
疲労感（倦怠感）。

-
-
-

珍しい（100⼈に1⼈まで影響する可能性があります）
-
-

関節の痛み（関節痛）
勃起の取得または維持の困難（勃起不全）。

サクサグリプチンを単独で服⽤したときに⾒られる副作
⽤： ⼀般
-
-

めまい
疲労感（倦怠感）。

サクサグリプチンを単独または組み合わせて服⽤したときに⾒られる
副作⽤： 不明（頻度は⼊⼿可能なデータから推定できない）：
-
-

便秘
⽪膚の⽔ぶくれ（⽔疱性類天疱瘡）

⼀部の患者は、サクサグリプチンを単独または組み合わせて使⽤  した場合、⾎液検査で⽰され
る1種類の⽩⾎球（リンパ球）の数がわずかに減少しました。さらに、サクサグリプチンを服
⽤している間に発疹や⽪膚反応（過敏症）を報告した患者もいます。

サクサグリプチンの承認後の使⽤中に、深刻なアレルギー反応（アナフィラキシー）、呼吸困難や嚥
下困難を引き起こす可能性のある顔、唇、⾆、喉の腫れなどの追加の副作⽤が報告されています。ア
レルギー反応がある場合は、この薬の服⽤を中⽌し、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。
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メトホルミンを単独で服⽤したときに⾒られる副作⽤： ⾮常に⼀
般的（10⼈に1⼈以上に影響を与える可能性があります）
-
-
-

吐き気、嘔吐
下痢または腹痛による⾷
欲不振。

⼀般
-⼝の中でメタリックな味わい。

激レア
-
-
-

ビタミンB12レベルの低下肝臓の
問題（肝炎）⽪膚の発⾚（発疹）
またはかゆみ。

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。Web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してくだ
さい。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。

5.Komboglyze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後のブリスターと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。

25°C未満で保管してください。

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。

6.6。 パックの内容とその他の情報

Komboglyzeに含まれるもの
活性物質はサクサグリプチンと塩酸メトホルミンです。各フィルムコーティング錠には、2.5mgのサクサグリ
プチン（塩酸塩として）と1,000mgのメトホルミン塩酸塩が含まれています。

他の成分（賦形剤）は次のとおりです。
-
-

タブレットコア：ポビドンK30、ステアリン酸マグネシウム。
フィルムコーティング：ポリビニルアルコール、マクロゴール3350、⼆酸化チタン（E171）、タルク（E553b）、酸化鉄
イエロー（E172）。
印刷インキ：シェラック、インジゴカルミンアルミニウム湖（E132）。-

Komboglyzeの外観とパックの内容
- Komboglyze 2.5 mg / 1,000 mgのフィルムコーティング錠（「錠剤」）は、淡⻩⾊から淡⻩⾊で楕円形

で、⽚⾯に「2.5 / 1000」、もう⽚⾯に「4247」が⻘インクで印刷されています。Komboglyzeはアルミ
ホイルブリスターで利⽤できます。パックサイズは、⽳の開いていないブリスターのフィルムコーティン
グ錠14、28、56、60、⽳のないブリスターのフィルムコーティング錠112（56の2パック）と196（28の
7パック）を含むマルチパック、および60⽳あき単位⽤量ブリスターのx1フィルムコーティング錠。

-
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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。

販売承認取得者 アストラゼネカ
UKリミテッド
600キャパビリティグリーン
ルートン
LU1 3LU
イギリス

メーカー
アストラゼネカUKリミテッド
シルクロードビジネスパークマッ

クルズフィールド

チェシャー
SK10 2NA
イギリス

このリーフレットは2020年12⽉に最後に改訂されました
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KOMBOGLYZEは、アストラゼネカグループの登録商標です。

CV 20 0099

その他の情報源

点字でこのリーフレットのコピーを聞く、またはリクエストするには、⼤きな活字また
は⾳声で、無料で電話してください。

0800 198 5000

次の情報を提供する準備をしてください。

商品名
Komboglyze 2.5 mg /1,000mgフィルムコーティング錠

参照番号
17901/0329


