
添付⽂書：患者への情報

Janumet®50mg/850mgフィルムコーティング錠
Janumet®50mg/1,000mgフィルムコーティング錠

シタグリプチン/塩酸メトホルミン

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.ジャヌメットとは何か、そしてそれが何のために使われるか
2.ジャヌメットを服⽤する前に知っておくべきこと
3.ジャヌメットの服⽤⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.ジャヌメットの保管⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

1.ジャヌメットとは何か、そしてそれが何のために使われるか

Janumetには、シタグリプチンとメトホルミンという2つの異なる薬が含まれています。
•• シタグリプチンは、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。••

彼らは協⼒して、「2型糖尿病」と呼ばれる糖尿病の形態を持つ成⼈患者の⾎糖値を制御しま
す。この薬は、⾷事の後に⽣成されるインスリンのレベルを上げ、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。

⾷事療法や運動に加えて、この薬は⾎糖値を下げるのに役⽴ちます。この薬は、単独で、または糖尿病のための他の
特定の薬（インスリン、スルホニル尿素、またはグリタゾン）と⼀緒に使⽤することができます。

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.ジャヌメットを服⽤する前に知っておくべきこと

ジャヌメットを服⽤しないでください

-シタグリプチン、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
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。
重度の感染症や脱⽔症状の場合

-
-

-
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- あなたが染料を注⼊されるX線を持っているつもりなら。腎臓の働きにもよりますが、X
線撮影時と医師の指⽰に従って2⽇以上ジャヌメットの服⽤を中⽌する必要があります。

最近⼼臓発作を起こした場合、または「ショック」や呼吸困難などの深刻な循環器系の
問題がある場合
肝臓に問題がある場合
授乳中の場合（毎⽇または時々のみ）アルコールを過剰に飲む場合

-

-
-
-

上記のいずれかに該当する場合は、ジャヌメットを服⽤しないでください。また、糖尿病を管理する他の⽅法について医師に相談
してください。よくわからない場合は、ジャヌメット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。

警告と注意事項
膵臓の炎症（膵炎）の症例は、ジャヌメットを投与されている患者で報告されています（セクション4を
参照）。

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ジャヌ
メットを⽌めるように頼むかもしれません。

乳酸アシドーシスのリスク
ジャヌメットは、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。

脱⽔症状を伴う可能性のある症状がある場合は、ジャヌメット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、ジャヌメットの服⽤を中⽌し、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。

Janumetを服⽤する前に、医師または薬剤師に相談してください。
-膵臓の病気（膵炎など）を患っている、または患ったことがある場合
-胆⽯、アルコール依存症、または⾎中に⾮常に⾼レベルのトリグリセリド（脂肪の⼀種）が含まれて

いる、またはあった場合。これらの病状は、膵炎になる可能性を⾼める可能性があります（セク
ション4を参照）
1型糖尿病の場合。これは、インスリン依存性糖尿病と呼ばれることもあります
シタグリプチン、メトホルミン、またはジャヌメットにアレルギー反応を起こしたことがある場合（セクション4を参
照）、スルホニル尿素薬またはインスリン、糖尿病薬をジャヌメットと⼀緒に服⽤している場合、低⾎糖（低⾎糖）
を経験する可能性があります。あなたの医者はあなたのスルホニル尿素またはインスリンの投与量を減らすかもしれ
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、ジャヌメットの服⽤を中⽌する必要
があります。医師は、ジャヌメットによる治療をいつ中⽌し、いつ再開するかを決定します。
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上記のいずれかに該当するかどうかわからない場合は、ジャヌメットを服⽤する前に医師または薬剤師に相談してくださ
い。

Janumet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
18歳未満の⼦供や⻘年はこの薬を使⽤しないでください。10歳から17歳までの⼦供や⻘年に
は効果がありません。この薬が10歳未満の⼦供に使⽤されたときに安全で効果的かどうかは不
明です。

その他の薬とジャヌメット
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Janumetの服⽤を中⽌する必要があります。医師は、ジャヌ
メットによる治療をいつ中⽌し、いつ再開するかを決定します。

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や、医師がジャヌメット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。

•• 喘息や関節炎（コルチコステロイド）などの炎症を伴う病気の治療に使⽤される
薬（⼝、吸⼊、または注射で服⽤）
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）

気管⽀喘息の治療のための特定の薬（β-交感神経刺激薬）ヨウ素化造影剤
またはアルコール含有薬
狭⼼症の治療に使⽤される薬であるシメチジンラノラジンなど、胃
の問題の治療に使⽤される特定の薬
ドルテグラビル、HIV感染症の治療に使⽤される薬
バンデタニブは、特定の種類の甲状腺がん（甲状腺髄様がん）のジゴキシンを治療するために使⽤される薬です（不規
則な⼼拍やその他の⼼臓の問題を治療するため）。ジャヌメットと⼀緒に服⽤している場合は、⾎中のジゴキシンのレ
ベルをチェックする必要があるかもしれません。

••
••

••

••
••
••
••
••
••
••

アルコール⼊りジャヌメット
乳酸アシドーシスのリスクを⾼める可能性があるため、ジャヌメットを服⽤している間は過度のアルコール摂取を避けてくだ
さい（「警告と注意」のセクションを参照）。

妊娠と授乳
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。妊娠中や授乳中の⽅は、この薬を服⽤しないでください。セク
ション2を参照してくださいジャヌメットを服⽤しないでください。

機械の運転と使⽤
この薬は、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、
シタグリプチンではめまいや眠気が報告されており、機械の運転や使⽤に影響を与える可能性がありま
す。

この薬をスルホニル尿素と呼ばれる薬やインスリンと組み合わせて服⽤すると、低⾎糖を引き起こす可能性があり、
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。

ジャヌメットにはナトリウムが含まれています
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この薬には、1錠あたり1ミリモル未満のナトリウム（23 mg）が含まれています。つまり、本質的に「ナトリウムを含まない」ということで
す。

3.ジャヌメットの服⽤⽅法

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。

•• 1錠を服⽤してください：

•• ⼝から1⽇2回
•• 胃のむかつきの可能性を下げるために⾷事をします。

•• あなたの医者はあなたの⾎糖値を制御するためにあなたの⽤量を増やす必要があるかもしれません。

•• 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。

この薬による治療中は、医師が推奨する⾷事を継続し、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。

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。この薬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薬またはイン
スリンの投与量を減らす可能性があります。

必要以上にジャヌメットを服⽤した場合
この薬の処⽅量を超えて服⽤した場合は、すぐに医師に連絡してください。冷感や不快感、重
度の吐き気や嘔吐、腹痛、原因不明の体重減少、筋⾁のけいれん、急速な呼吸などの乳酸アシ
ドーシスの症状がある場合は、病院に⾏ってください（「警告と注意事項」のセクションを参
照）。

ジャヌメットを服⽤するのを忘れた場合
飲み忘れた場合は、気がついたらすぐに飲んでください。次の通常の服⽤時間になるまで覚えていない場合
は、忘れた分は飲まないで1回分を⾶ばして、通常の1回分を飲んでください。この薬を2回服⽤しないでくだ
さい。

ジャヌメットの服⽤をやめたら
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、この薬
を服⽤し続けてください。最初に医師に相談せずにこの薬の服⽤をやめるべきではありません。ジャヌメットの服⽤をやめる
と、⾎糖値が再び上昇する可能性があります。

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。

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、ジャヌメットの服⽤を中⽌し、すぐに医師に連絡してくださ
い。
•• 腹部（胃の部分）の重度の持続的な痛み。吐き気や嘔吐の有無にかかわらず、背中まで届く

可能性があります。これらは、炎症を起こした膵臓（膵炎）の兆候である可能性がありま
す。

ジャヌメットは⾮常にまれな原因となる可能性がありますが（10,000⼈に1⼈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があります（「警告と注意事項」のセクションを参照）。これが発⽣した場合は、ジャヌメットの服
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。
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発疹、じんましん、⽪膚/剥離⽪膚の⽔疱、顔、唇、⾆、喉の腫れなど、呼吸や嚥下が困難になる可
能性のある重篤なアレルギー反応（頻度は不明）がある場合は、この薬の服⽤を中⽌してください
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。

メトホルミンを服⽤している⼀部の患者は、シタグリプチンを開始した後に次の副作⽤を経験しま
した：⼀般的（10⼈に1⼈まで影響する可能性があります）：低⾎糖、吐き気、⿎腸、嘔吐珍しい
（100⼈に1⼈まで影響する可能性があります）：腹痛、下痢、便秘、眠気

⼀部の患者は、シタグリプチンとメトホルミンの併⽤を開始したときに、下痢、吐き気、⿎
腸、便秘、腹痛、または嘔吐を経験しました（頻度は⼀般的です）。

⼀部の患者は、グリメピリドなどのスルホニル尿素薬と⼀緒にこの薬を服⽤しているときに、
次の副作⽤を経験しました。
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）：
低⾎糖⼀般的：便秘

⼀部の患者は、ピオグリタゾンと組み合わせてこの薬を服⽤している間に次の副作⽤を経験し
ました：
⼀般的：⼿や⾜の腫れ

⼀部の患者は、インスリンと組み合わせてこの薬を服⽤している間に次の副作⽤を経験しまし
た：
⾮常に⼀般的：低⾎糖まれ：⼝
渇、頭痛

⼀部の患者は、シタグリプチンを単独で服⽤している間（ジャヌメットの薬の1つ）、また
は承認後のジャヌメットまたはシタグリプチンを単独で、または他の糖尿病薬と併⽤してい
る間に、以下の副作⽤を経験しました。
⼀般的なもの：低⾎糖、頭痛、上気道感染症、⿐⽔や⿐⽔、喉の痛み、⾻関節炎、腕や脚の痛み

まれ：めまい、便秘、かゆみまれ：⾎⼩
板数の減少
頻度は不明：腎臓の問題（透析が必要な場合もある）、嘔吐、関節痛、筋⾁痛、腰痛、間質性
肺疾患、⽔疱性類天疱瘡（⽪膚⽔疱の⼀種）

⼀部の患者は、メトホルミンを単独で服⽤しているときに次の副作⽤を経験しました。
⾮常に⼀般的：吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、⾷欲不振。これらの症状は、メトホルミンを服⽤し始
めて通常は消えるときに発⽣する可能性があります
共通：⾦属味
⾮常にまれ：ビタミンB12レベルの低下、肝炎（肝臓の問題）、じんましん、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。www.mhra.gov.uk/yellowcardでイエローカードスキームを介して直接副作⽤を報告
するか、GooglePlayまたはAppleAppStoreでMHRAイエローカードを検索することもできます。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.ジャヌメットの保管⽅法

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」以降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。

30を超えて保管しないでください°°C。
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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

Janumetに含まれるもの
-活性物質はシタグリプチンとメトホルミンです。 o

各ジャヌメット50mg/ 850 mgフィルムコーティング錠（錠剤）には、50mgのシ
タグリプチンおよび850mgの塩酸メトホルミンに相当するシタグリプチンリン酸
⼀⽔和物が含まれています各ジャヌメット50mg / 1,000 mgフィルムコーティング
錠（錠剤）には、シタグリプチン50mgと塩酸メトホルミン1,000mg。

o

- 他の成分は次のとおりです。 o
タブレットコア：微結晶性セルロース（E460）、ポビドンK 29/32（E1201）、ラウリル硫酸ナトリウム、お
よびフマル酸ステアリルナトリウム。
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、タルク（E553b）、⼆酸化チタン
（E171）、酸化鉄レッド（E172）、および酸化鉄ブラック（E172）。

o

ジャヌメットの外観とパックの内容
-Janumet 50 mg / 850 mgフィルムコーティング錠は、カプセル型のピンク⾊のフィルムコーティング錠で、⽚⾯に「515」のデ

ボス加⼯が施されています。
Janumet 50 mg / 1,000 mgフィルムコーティング錠は、カプセル型の⾚いフィルムコーティング錠で、⽚⾯に「577」の
デボス加⼯が施されています。

-

不透明な⽔ぶくれ（PVC / PE / PVDCおよびアルミニウム）。14、28、56、60、112、168、180、196のフィ
ルムコーティング錠のパック、196（98の2パック）および168（84の2パック）のフィルムコーティング錠を
含むマルチパック。⽳あき単位⽤量ブリスターの50x1フィルムコーティング錠のパック。

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。

販売承認取得者および製造元
英国の販売承認取得者：Merck Sharp＆Dohme（UK）Limited、120 Moorgate、London 
EC2M 6UR、UK

英国（北アイルランド）の販売承認取得者：Merck Sharp＆Dohme BV、Waarderweg 
39、2031 BNハールレム、オランダ

メーカー
Merck Sharp＆Dohme BV、Waarderweg 39、2031 BNハールレム、オランダ

この薬に関する情報については、以下にお問い合わせくださ
い。 イギリス
Merck Sharp＆Dohme（UK）Limited 
Medicalinformationuk@msd.com

イギリス（北アイルランド）
Merck Sharp＆Dohme Ireland（Human Health）Limited 
Tel：+353（0）1 299870044
medinfoNI@msd.com

このリーフレットは2021年11⽉に最後に改訂されました。

この薬の詳細については、欧州医薬品庁のWebサイト（http://www.ema.europa.eu）を
参照してください。
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