
プリマコール注射
消費者医療情報（CMI）の概要
TheフルCMI 次のページに詳細があります。この薬の使⽤が⼼配な場合は、医師または薬剤師に相談してくださ
い。

1.なぜPrimacorを使⽤しているのですか？

Primacorには有効成分のMilrinoneLactateが含まれています。Primacorは、重度のうっ⾎性⼼不全の短期治療に使⽤さ
れます。
詳細については、セクションを参照してください。1.なぜPrimacorを使⽤しているのですか？ 完全なCMIで。

2. Primacorを使⽤する前に知っておくべきことは何ですか？

PrimacorまたはCMIの最後に記載されている成分のいずれかにアレルギー反応を起こしたことがある場合は使⽤しないでください。

他の病状がある場合、他の薬を服⽤している場合、妊娠中または妊娠予定の場合、または授乳中の場合は、医師に相談
してください。
詳細については、セクションを参照してください。2. Primacorを使⽤する前に知っておくべきことは何ですか？ 完全なCMIで。

3.他の薬を服⽤している場合はどうなりますか？

いくつかの薬はプリマコールを妨害し、それがどのように機能するかに影響を与える可能性があります。

これらの薬のリストはセクションにあります3.他の薬を服⽤している場合はどうなりますか？ 完全なCMIで。

4. Primacorを使⽤するにはどうすればよいですか？

•• Primacorは通常病院であなたに与えられます。それは⼀連の注射としてあなたに与えられます。詳細な⼿順
はセクションにあります4. Primacorを使⽤するにはどうすればよいですか？ 完全なCMIで。

5. Primacorを使⽤しているときに知っておくべきことは何ですか？

あなたのもの
する必要があります

•• 訪問する医師、⻭科医、または薬剤師に、Primacorを使⽤していることを思い出させてください。

あなたのもの
すべきではない

•• ミルリノン、同様の薬、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にアレルギーがある
場合は、プリマコールを使⽤しないでください。

運転または使⽤
機械

•• Primacorがどのように影響するかがわかるまで、機械やツールを運転または使⽤する前に注意してください。

飲酒
アルコール

•• NA

お世話になります

あなたの薬
•• Primacorを保管する必要がある場合は、温度が30°Cを超えない涼しい乾燥した場所にあることを確認してく

ださい。
•• 冷蔵しないでください。

詳細については、セクションを参照してください。5. Primacorを使⽤しているときに知っておくべきことは何ですか？ 完全なCMIで。

6.副作⽤はありますか？
Primacorの注射中に感じる可能性のある影響には、不規則な⼼拍、低⾎圧、⽴ちくらみ、めまい、胸痛、頭痛、⽪
膚の発疹などがあります。副作⽤がある場合の対処⽅法など、詳細については、セクションを参照してください。6.
副作⽤はありますか？ 完全なCMIで。
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プリマコール注射
有効成分：ミルリノンラクテート

•• うっ⾎性⼼不全の治療に使⽤される他の薬にアレルギー
があります。消費者医療情報（CMI）

このリーフレットは、Primacorの使⽤に関する重要な情報
を提供します。さらに詳しい情報が必要な場合、または
Primacorの使⽤について懸念や質問がある場合は、医師ま
たは薬剤師に相談する必要があります。

治療中、特定の副作⽤が発⽣するリスクがあります。こ
れらのリスクとそれらを監視する⽅法を理解することが
重要です。セクションの追加情報を参照してください6.
副作⽤はありますか ？

このリーフレットの情報の場所： 妊娠と⺟乳育児
1.1。なぜ私はプリマコールを使⽤しているのですか？

2.2。Primacorを使⽤する前に何を知っておくべきですか？
3.3。他の薬を服⽤している場合はどうなりますか？
4.4。Primacorを使⽤するにはどうすればよいですか？

5.5。Primacorを使⽤しているときに知っておくべきことは何ですか？

6.6。副作⽤はありますか？
7。 製品詳細

妊娠中または妊娠する予定がある場合は、医師にご
相談ください。
⺟乳育児をしている場合、または⺟乳育児をする予定がある場合は、医師に相談して

ください。

あなたとあなたの医師が関連するリスクと利点について話し合ってい
ない限り、あなたが妊娠中または授乳中の場合は、プリマコールを投
与すべきではありません。

1.なぜPrimacorを使⽤しているのですか？ Primacorが⾚ちゃんに害を及ぼす可能性があるのか  、それとも⺟乳
に含まれているのかは不明です。

Primacorには有効成分の乳酸ミルリノンが含まれています。

Primacorは、重度のうっ⾎性⼼不全の短期治療に使
⽤されます。これは、⼼臓が体の周りに⼗分な⾎液を
送り出せない状態です。この状態の症状には、脱⼒
感、息切れ、組織内の⽔分の蓄積、⽪膚の⻘い変⾊な
どがあります。

3.他の薬を服⽤している場合はどうなりますか？

薬局、スーパーマーケット、健康⾷品店から処⽅箋な
しで購⼊した薬、ビタミン、サプリメントなど、他の
薬を服⽤している場合は、医師または薬剤師に伝えて
ください。

Primacorはまた、⼼臓⼿術後の患者の⼼臓からの⾎液
の排出を維持するのに役⽴ちます。

服⽤している薬、ビタミン、サプリメントがわからない場合や、
これらがプリマコールに影響を与えるかどうかについては、医師
または薬剤師に確認してください。

Primacorは、⼼臓が体の周りに⾎液を送り出す効率
を改善するのに役⽴ちます。

4. Primacorを使⽤するにはどうすればよいですか？
Primacorは、⼼筋が機能する⼒を⾼め、⾎管を開いて
⾎液がより⾃由に流れるようにすることで機能します。 取る/使⽤する量

•• Primacorは通常病院であなたに与えられます。それは次のよう
に⼀連の注射としてあなたに与えられます：

•• ⼤⼈：2. Primacorを使⽤する前に知っておくべきことは

何ですか？
初期投与量
o警告

次の場合はPrimacorを使⽤しないでください。

10分間かけてゆっくりと1回注射します。

2回⽬の投与
o•• あなたはミルリノン乳酸、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にアレルギーがあります。

•• あなたがこの薬を使うことができることを確認するために常に成分を

チェックしてください。

•• あなたは特定の深刻な問題を抱えています（閉塞
性⼤動脈または肺弁膜症）。

•• あなたとあなたの医師が関連するリスクと利点について
話し合っていない限り、あなたは妊娠中または授乳中で
す。

Primacorは静脈内輸液で希釈され、ゆっくりと静
脈内に注⼊されます。この「注⼊」は最⼤48時間
続く場合があります。使⽤される⽤量はあなたの
状態の重症度に依存します。

Primacorは⼦供への使⽤はお勧めしません。

Primacorを服⽤/使⽤する時期

Primacorは通常病院であなたに与えられます。それは⼀連の注射と
してあなたに与えられます。

次の場合は医師に確認してください。 Primacorを使いすぎると

•• 他の病状がある
•• 他の状態の薬を服⽤する
•• 腎臓病に苦しむ
•• すでに別の⼼臓病に苦しんでいます

Primacorを使いすぎたと思われる場合は、緊急の医療処
置が必要になる場合があります。
Primacorの投与量が多すぎると、低⾎圧を引き起こす可能性があり
ます。これが発⽣した場合、プリマコールの投与量を減らすか、注
⼊を⼀時的に停⽌することがあります。
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すぐに⾏う必要があります： それほど深刻ではない副作⽤

•• 毒物情報センターに電話する（131126に電
話する）オーストラリア、または

•• ニュージーランドの0800POISON（0800 764766）にある
国⽴毒物センターに電話するか、

•• 医師に連絡するか、
•• 最寄りの病院の救急科に⾏きます。

それほど深刻ではない副作⽤ 何をすべきか

Primacor注射中に感じるかもしれ
ない効果は次のとおりです。

あなたに話しかける

あなたなら医者
のいずれかを持っています

これらより少ない

深刻な側⾯
効果と
彼らはあなたを⼼配します。

•• 不整脈
•• 低⾎圧
•• ふらつき、めまい
•• 胸痛
•• 頭痛
•• ⽪膚の発疹

不快感や中毒の兆候がない場合でも、これを
⾏う必要があります。

5. Primacorを使⽤しているときに知っておくべきこと

は何ですか？
アレルギー関連：
•• 発疹
•• ぜんそく発作
•• 花粉症。

あなたがすべきこと

次のような場合は、すぐに医師に連絡してください。

•• Primacorがあなたに与えられている間は気分が良くありません。

上記にリストされていない他の副作⽤も⼀部の⼈々に発⽣する可能性
があります。

訪問する医師、⻭科医、または薬剤師に、Primacorを使⽤しているこ
とを思い出させてください。

気分が悪くなる可能性のある他の何かに気付いた場合は、医師
または薬剤師に伝えてください。してはいけないこと

•• ミルリノン、同様の薬、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にアレルギーがある場合は、プリマコールを使⽤
しないでください。

ここに記載されていない他の副作⽤は、⼀部の⼈に発⽣する可能性があ

ります。

副作⽤の報告
機械の運転または使⽤ 経験した副作⽤について医学的アドバイスを受けた後、

オンラインで治療製品局に副作⽤を報告することができ
ます。
www.tga.gov.au/reporting-problems オーストラリアと https://
nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ ニュージーランドで。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。

Primacorがどのように影響するかがわかるまで、機械や
ツールを運転または使⽤する前に注意してください。

あなたの薬の世話をする

Primacorは通常、病院で保管および管理されます。

薬の服⽤をやめる前に、必ず医師または薬剤師に相談
してください。•• Primacorを保管する必要がある場合は、温度が30°Cを超え

ない涼しい乾燥した場所にあることを確認してください。

•• 冷蔵しないでください。

•• あなたの薬を適切に世話する⽅法については、カート
ンの指⽰に従ってください。

7.製品の詳細
この薬は医師の処⽅箋でのみ⼊⼿可能です。

幼児が届かない場所に保管してください。 Primacorに含まれるもの
Primacorで⼊⼿できる情報はこれだけではありません。他に質問
がある場合、または何かわからない場合は、医師、薬剤師、また
は看護師に尋ねてください。

有効成分
（主成分）

ミルリノンラクテート1mg/ mL

他の材料
（不活性成分）

グルコース

注射⽤⽔
乳酸
⽔酸化ナトリウム

6.副作⽤はありますか？
すべての薬には副作⽤があります。副作⽤が発⽣した場合、
それらのほとんどは軽微で⼀時的なものです。ただし、⼀部
の副作⽤には医師の診察が必要な場合があります。

潜在的なアレルゲン 適⽤できない以下の情報を参照し、必要に応じて、副作⽤につい
てさらに質問がある場合は医師または薬剤師に尋ね
てください。 これらの成分のいずれかにアレルギーがある場合は、この薬を服⽤し

ないでください。Primacorは、重度のうっ⾎性⼼不全のほとんどの⼈を助けますが、⼀
部の⼈には望ましくない影響を与える可能性があります。

Primacorはどのように⾒えるか
すべての薬には副作⽤があります。深刻な場合もあ
れば、そうでない場合もあります。 Primacorは、無⾊透明から淡⻩⾊の溶液です。
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1箱に10アンプルが⼊っています。

Primacor 10mg / 10mL注射：AUST R 10372

Primacorを配布するのは誰ですか

Primacorは、オーストラリアで次のサービスによって

供給されています。sanofi-aventis australia pty ltd 

12-24 Talavera Road

Macquarie Park、NSW 2113 

Freecall No：1800 818 806

Primacorはニュージーランドで以下によって供給さ

れます：sanofi-aventisニュージーランド限定

James＆Wells Tower

56コーリーストリート

Ellerslie、オークランド

フリーコール番号：0800 283 684

このリーフレットは2021年4⽉に最後に改訂されました

primacor-ccdsv7-cmiv3-28apr21

*商標
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