
ユークレア®50 mg /850mgフィルムコーティング錠
Eucreas®50mg /1000mgのフィルムコーティング錠

ビルダグリプチン/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.ユークレアとは何か、そしてそれは何のために使われるのか
2.ユークレアスを服⽤する前に知っておくべきこと
3.ユークレアの服⽤⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.ユークレアの保管⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

1.ユークレアとは何か、そしてそれは何のために使われるのか

ユークレアの有効成分であるビルダグリプチンとメトホルミンは、「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。

ユークレアは、2型糖尿病の成⼈患者の治療に使⽤されます。このタイプの糖尿病は、インスリン⾮依存性糖尿病としても知
られています。ユークレアは、⾷事療法や運動だけでは糖尿病をコントロールできない場合、および/または糖尿病の治療に使
⽤される他の薬（インスリンまたはスルホニル尿素）と併⽤する場合に使⽤されます。

2型糖尿病は、体が⼗分なインスリンを⽣成しない場合、または体が⽣成するインスリンが正常に機能しな
い場合に発症します。体がグルカゴンを過剰に産⽣する場合にも発症する可能性があります。

インスリンとグルカゴンの両⽅が膵臓で作られています。インスリンは、特に⾷後の⾎中の糖
度を下げるのに役⽴ちます。グルカゴンは肝臓に糖分を⽣成させ、⾎糖値を上昇させます。

ユークレアスのしくみ
ビルダグリプチンとメトホルミンの両⽅の活性物質は、⾎中の糖のレベルを制御するのに役⽴ちます。ビルダグリプチンとい
う物質は、膵臓がより多くのインスリンとより少ないグルカゴンを⽣成するようにすることによって機能します。物質メトホ
ルミンは、体がインスリンをよりよく利⽤するのを助けることによって機能します。この薬は⾎糖値を下げることが⽰されて
います。これは糖尿病による合併症の予防に役⽴つ可能性があります。

2.ユークレアスを服⽤する前に知っておくべきこと

ユークレアを服⽤しないでください

-ビルダグリプチン、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）。これらのいずれかにアレルギーがあると思われる場合は、ユークレアを服⽤する前に医師に相談してく
ださい。
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
ドーシスなどの管理されていない糖尿病がある場合（「乳酸のリスク」を参照）

-
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下記のアシドーシス」またはケトアシドーシス。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。

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。
腎臓機能が著しく低下している場合。
重度の感染症がある場合、またはひどく脱⽔状態になっている場合（体から⼤量の⽔分を失った場
合）。
造影X線（注射可能な染料を含む特定の種類のX線）を使⽤する場合。これに関する情報
は、「警告と注意事項」のセクションも参照してください。
肝臓に問題がある場合。
過度に飲酒した場合（毎⽇または時々のみ）。⺟乳育児をしている場合
（「妊娠と授乳」も参照）。

-

-
-

-

-
-
-

警告と注意事項 乳酸アシ
ドーシスのリスク
ユークレアは、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、Eucreas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、ユークレアの服⽤を中⽌し、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。

ユークレアはインスリンの代わりではありません。したがって、1型糖尿病の治療のためにユークレアを服⽤しない
でください。

膵臓の病気を患っている、または患ったことがある場合は、ユークレア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。

スルホニル尿素薬として知られる抗糖尿病薬を服⽤している場合は、ユークレア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。低⾎糖（低⾎糖）を避けるために、ユークレアと⼀緒に服⽤す
る場合、医師はスルホニル尿素の投与量を減らしたいと思うかもしれません。

以前にビルダグリプチンを服⽤したことがあるが、肝疾患のために服⽤を中⽌しなければならなかった場合は、この薬を服⽤
しないでください。

糖尿病性⽪膚病変は、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。また、ユークレアを服⽤している間は、⽔疱や潰
瘍の新たな発症に特に注意を払うことをお勧めします。これらが発⽣した場合は、すぐに医師に相談
してください。
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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、ユークレアの服⽤を中⽌する必要が
あります。いつ停⽌し、いつユークレアによる治療を再開するかは、医師が決定します。

肝機能を測定するための検査は、ユークレアス治療の開始前に、最初の1年間は3か⽉間隔
で、その後は定期的に実施されます。これは、肝酵素の増加の兆候をできるだけ早く検出で
きるようにするためです。

ユークレアによる治療中、⾼齢者や腎機能が悪化している場合は、医師が少なくとも年に1
回、またはそれ以上の頻度で腎機能をチェックします。

医師は定期的に⾎液と尿の糖分を検査します。

⼦供と⻘年
18歳までの⼦供や⻘年にユークレアを使⽤することはお勧めしません。

他の薬とユークレア
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ユークレアの服⽤を中⽌する必要があります。いつ停⽌し、い
つユークレアによる治療を再開するかは、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、医師がユークレア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。
-炎症の治療に⼀般的に使⽤される糖質コルチコイド
-呼吸障害の治療に⼀般的に使⽤されるベータ2アゴニスト
-糖尿病の治療に使⽤される他の薬
-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）

甲状腺に影響を与える特定の薬神経系に影響を与える特定
の薬狭⼼症の治療に使⽤される特定の薬（例：ラノラジ
ン）HIV感染の治療に使⽤される特定の薬（例：ドルテグラ
ビル）
特定の種類の甲状腺がん（甲状腺髄様がん）の治療に使⽤される特定の薬（例：バンデタ
ニブ）
胸焼けや消化性潰瘍の治療に使⽤される特定の薬（例：シメチジン）

-

-
-
-
-
-

-

アルコール⼊りユークレア
乳酸アシドーシスのリスクを⾼める可能性があるため、ユークレア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してください）。

妊娠と授乳
-妊娠している場合、妊娠している可能性がある、または⾚ちゃんを産む予定がある場合は、この薬を服⽤する

前に医師に相談してください。あなたの医者はあなたと妊娠中にユークレアを服⽤する潜在的なリスク
について話し合います。
妊娠中または授乳中の場合は、Eucreasを使⽤しないでください（「Eucreasを服⽤しない」も参照）。-

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
ユークレアを服⽤しているときに⽬がくらむように感じる場合は、道具や機械を運転したり使⽤したりしないでください。
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3.ユークレアの服⽤⽅法

⼈々が摂取しなければならないユークレアの量は、彼らの状態によって異なります。あなたの医者はあなたに服⽤す
るユークレアの正確な⽤量を教えてくれます。

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。

推奨⽤量は、50 mg /850mgまたは50mg/1000mgのいずれかのフィルムコーティング錠1錠を1⽇2回服⽤すること
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。また、スルホニル尿素薬と
して知られる抗糖尿病薬を服⽤している場合は、医師が低⽤量を処⽅することがあります。

あなたの医者はこの薬を単独で、またはあなたの⾎中の糖のレベルを下げる特定の他の薬と⼀緒に処⽅するか
もしれません。

いつ、どのようにユークレアを服⽤するか
-コップ⼀杯の⽔で錠剤全体を飲み込みます。
-⾷事と⼀緒に、または⾷事の直後に、1錠を朝に、もう1錠を⼣⽅に服⽤してください。⾷事の直後に錠

剤を服⽤すると、胃のむかつきのリスクが低下します。

あなたの医者があなたに与えた⾷事療法についてのアドバイスに従い続けてください。特に、糖尿病の体重管理
ダイエットを⾏っている場合は、ユークレアを服⽤している間、これを続けてください。

必要以上にユークレアを服⽤した場合
あなたがあまりにも多くのEucreasタブレットを服⽤している場合、または他の誰かがあなたのタブレットを服⽤している場
合、すぐに医師または薬剤師に相談してください。医師の診察が必要な場合があります。医師や病院に⾏く必要がある場合
は、パックとこのリーフレットを携帯してください。

ユークレアを服⽤するのを忘れた場合
錠剤を飲むのを忘れた場合は、とにかく服⽤する予定がない限り、次の⾷事と⼀緒に服⽤してくだ
さい。忘れた錠剤を補うために2回（⼀度に2錠）服⽤しないでください。

ユークレアの服⽤をやめたら
⾎糖値をコントロールし続けることができるように、医師が処⽅する限り、この薬を服⽤し続けてくださ
い。医師の指⽰がない限り、ユークレアの服⽤をやめないでください。この薬の服⽤期間について質問が
ある場合は、医師に相談してください。

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。

あなたがすべきユークレアの服⽤をやめ、すぐに医師の診察を受けてください次の副作⽤が発⽣し
た場合：
•• 乳酸アシドーシス（（⾮常にまれです：10,000⼈に最⼤1⼈のユーザーに影響を与える可能性があります）：

ユークレアは、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（「警告と注意」のセクションを参照）。これが発⽣した場合は、ユークレアの服⽤を中⽌し、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。⾎管性浮
腫（まれ：1,000⼈に1⼈に影響を与える可能性があります）：症状には、顔、⾆、喉の腫れ、嚥下困難、呼吸
困難、発疹やじんましんの突然の発症などがあり、「⾎管浮腫」と呼ばれる反応を⽰している可能性がありま
す。
肝疾患（肝炎）（まれ）：症状には、⽪膚や⽬が⻩⾊くなる、吐き気、⾷欲不振などがあります。

••

••
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または暗い⾊の尿。これは肝疾患（肝炎）を⽰している可能性があります。
膵臓の炎症（膵炎）（頻度は不明）：症状には、腹部（胃の部分）の重度の持続的な痛
み、背中まで届く可能性のある痛み、吐き気や嘔吐などがあります。

••

その他の副作⽤
⼀部の患者は、ユークレア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（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、胃の中や周囲の痛み（腹痛）、⾷欲不振。
⼀般的（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：めまい、頭痛、制御でき
ない震え、⾦属味、低⾎糖。
まれ（100⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：関節痛、倦怠感、便秘、⼿の腫
れ、⾜⾸または⾜（浮腫）。
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）：喉の痛み、⿐⽔、発
熱。眠気やめまい、重度の吐き気や嘔吐、腹痛、不規則な⼼拍や深くて速い呼吸など、⾎
中の⾼レベルの乳酸の兆候（乳酸アシドーシスとして知られています）。⽪膚の発⾚、か
ゆみ; ビタミンB12レベルの低下（蒼⽩、倦怠感、錯乱や記憶障害などの精神症状）。

••

••

••

⼀部の患者は、ユークレアとスルホニル尿素を服⽤している間に次の副作⽤を経験しました：
•• ⼀般的なもの：めまい、震え、脱⼒感、低⾎糖、過度の発汗。

ユークレアとインスリンを服⽤している間、何⼈かの患者は以下の副作⽤を持っていました：
•• ⼀般的なもの：頭痛、悪寒、吐き気（気分が悪い）、低⾎糖、胸焼け。
•• 珍しい：下痢、⿎腸。

この製品が販売されて以来、以下の副作⽤も報告されています。
•• 頻度は不明（⼊⼿可能なデータからは推定できない）：かゆみを伴う発疹、膵臓の炎症、

⽪膚や⽔疱の局所的な剥離、筋⾁痛。

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.ユークレアの保管⽅法

-
-

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。

湿気から保護するために、元のパッケージ（ブリスター）に保管してください。
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。

-
-
-

6.パックの内容およびその他の情報

ユークレアに含まれるもの
-活性物質はビルダグリプチンと塩酸メトホルミンです。
-各Eucreas50mg / 850 mgフィルムコーティング錠には、50mgのビルダグリプチンと850mgの塩酸メ

トホルミン（660 mgのメトホルミンに相当）が含まれています。

5



- 各Eucreas50mg / 1000 mgフィルムコーティング錠には、50mgのビルダグリプチンと1000mgの塩酸メ
トホルミン（780 mgのメトホルミンに相当）が含まれています。
その他の成分は、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、⼆酸化チタン
（E 171）、⻩⾊酸化鉄（E 172）、マクロゴール4000、タルクです。

-

ユークレアスの外観とパックの内容
ユークレア50mg/ 850 mgフィルムコーティング錠は、⽚⾯に「NVR」、もう⽚⾯に「SEH」が付いた⻩⾊の楕
円形の錠剤です。
Eucreas 50 mg / 1000 mgのフィルムコーティング錠は、⽚⾯に「NVR」、もう⽚⾯に「FLO」が付いた濃い⻩⾊の楕
円形の錠剤です。

Eucreasは、10、30、60、120、180、または360のフィルムコーティング錠を含むパックと、120（2x60）、180（3x60）、または
360（6x60）のフィルムコーティング錠を含むマルチパックで⼊⼿できます。お住まいの国では、すべてのパックサイズとタブレッ
トの強度が利⽤できるわけではありません。

販売承認取得者 Novartis 
Pharmaceuticals UK Limited 2階、
ウェストワークスビルホワイトシ
ティプレイス
195ウッドレーン
ロンドン、W12 7FQ

メーカー
Lek dd、PE PROIZVODNJA LENDAVA 
Trimlini 2D
レンダヴァ、9220
スロベニア

ノバルティスファーマGmbH
Roonstraße25
D-90429ニュルンベルク
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
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel：+44 1276 698370

このリーフレットは2021年8⽉に最後に改訂されました
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