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プラスグレル
（pra'soo grel）と発⾳します

重要な警告：

プラスグレルは深刻なまたは⽣命を脅かす出⾎を引き起こす可能性があります。現在、通常よりも出⾎し
やすい状態にあるか、またはあったか、最近⼿術を受けたか、何らかの形で怪我をしたか、または胃潰瘍
を患ったことがあるか、または経験したことがあるかどうかを医師に伝えてください。胃、腸、または頭
の出⾎; ストロークまたはミニストローク; ポリープ（⼤腸の内壁の異常な成⻑）や憩室炎（⼤腸の内壁の
炎症を起こした膨らみ）など、腸の出⾎を引き起こす可能性のある状態。または肝疾患。ワルファリン
（クマディン、ヤントーベン）などの抗凝固剤（抗凝⾎剤）など、出⾎を引き起こす可能性のある薬を服
⽤している場合は、医師と薬剤師に伝えてください。ヘパリン; ⾎餅を治療または予防するための他の薬; 
または、イブプロフェン（Advil、Motrin）、ナプロキセン（Aleve）などの⾮ステロイド性抗炎症薬の定
期的な使⽤。これらの症状のいずれかがある場合、これらの薬のいずれかを服⽤している場合、体重が
132ポンド（60 kg）未満の場合、または75歳以上の場合、医師はプラスグレルを処⽅しない場合がありま
す。また、⼼臓バイパス⼿術（特定のタイプの開⼼術）がすぐに必要になる可能性がある場合は、医師が
プラスグレルを処⽅しない可能性があります。プラスグレルを服⽤していると、あざや出⾎が通常よりも
起こりやすくなり、通常よりも⻑く出⾎し、⿐⾎が出る可能性があります。ただし、次の症状のいずれか
が発⽣した場合は、すぐに医師に連絡してください。原因不明、重度、⻑期にわたる、または制御不能な
出⾎。ピンクまたは茶⾊の尿; ⾚または黒、タール状のスツール。⾎が混じっている、またはコーヒーかす
のように⾒える嘔吐物。喀⾎または⾎栓; または原因不明または⼤きくなる打撲傷。

⻭科⼿術を含む⼿術、またはあらゆる種類の医療処置を受けている場合は、プラスグレルを服⽤していることを医師または

⻭科医に伝えてください。あなたの医者はおそらくあなたの⼿術が予定されている少なくとも7⽇前にプラスグレルの服⽤

をやめるようにあなたに⾔うでしょう。

プラスグレルによる治療を開始するとき、および処⽅箋を補充するたびに、医師または薬剤師から製造元
の患者情報シート（投薬ガイド）が提供されます。情報を注意深く読み、質問がある場合は医師または薬
剤師に尋ねてください。⾷品医薬品局（FDA）のWebサイトにアクセスすることもできます

（（http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/
DrugSafety/ucm085729.htm]）投薬ガイドを⼊⼿する。

プラスグレルを服⽤するリスクについて医師に相談してください。
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なぜこの薬が処⽅されているのですか？

プラスグレルはアスピリンと⼀緒に使⽤され、⼼臓発作や重度の胸の痛みがあり、⾎管形成術（⾎液を供給す
る⾎管を開く⼿順）で治療された⼈々の⼼臓や⾎管の深刻なまたは⽣命を脅かす問題を防ぎます⼼臓）。プラ
スグレルは、抗⾎⼩板薬と呼ばれる薬のクラスに属しています。⾎⼩板（⾎球の⼀種）が⼼臓発作や脳卒中を
引き起こす可能性のある⾎餅を集めて形成するのを防ぐことによって機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

プラスグレルは、経⼝摂取するための錠剤として提供されます。通常、⾷事の有無にかかわらず、1⽇1回服⽤しま
す。毎⽇ほぼ同じ時間にプラスグレルを服⽤してください。処⽅箋の指⽰に注意深く従って、あなたが理解してい
ない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指⽰通りにプラスグレルを服⽤してください。
多かれ少なかれ服⽤したり、医師の処⽅よりも頻繁に服⽤したりしないでください。

タブレット全体を飲み込みます。割ったり、壊したり、噛んだり、つぶしたりしないでください。

プラスグレルは、薬を服⽤している間だけ、⼼臓や⾎管の深刻な問題を防ぐのに役⽴ちます。医師に相談せず
にプラスグレルの服⽤をやめないでください。プラスグレルの服⽤をやめると、⼼臓発作を起こしたり、⾎栓
を発症したり、死亡したりするリスクが⾼くなります。

この薬の⽤途

この薬は他の⽤途に処⽅される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

プラスグレルを服⽤する前に、

プラスグレル、クロピドグレル（Plavix）、チクロピジン（Ticlid）、その他の薬、またはプラスグレル錠の成
分にアレルギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてくださ
い。

医師と薬剤師に、処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品、および服⽤中または服⽤予定のハーブ
製品を伝えてください。重要な警告のセクションに記載されている薬と、コデイン、フェンタニル
（Duragesic、Subsys）、ヒドロコドン（Hysingla、Zohydro ER、Vicodin）、モルヒネ
（Astramorph、Kadian）、またはオキシコドンなどのオピオイドに必ず⾔及してください。 
（Percocet、Roxicet、その他）。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作⽤についてあな
たを注意深く監視する必要があるかもしれません。

あなたが腎臓病を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。

あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。プラスグレ
ルを服⽤中に妊娠した場合は、医師にご相談ください。

75歳以上の場合、プラスグレルを服⽤することのリスクと利点について医師に相談してください。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？

医師の指⽰がない限り、通常の⾷事を続けてください。
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服⽤を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服⽤時間になったら、忘れた分は飲まないで1回
分を⾶ばして、通常の服⽤時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでくださ
い。

この薬は帽⼦の副作⽤を引き起こす可能性がありますか？

プラスグレルは副作⽤を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどう
かを医師に伝えてください。

めまい

過度の倦怠感

背中、腕、または脚の痛み

咳

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。これらの症状または重要な警告のセクションに記載さ
れている症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐに医師に連絡してください。

熱

弱点

蒼⽩

⽪膚の紫⾊のパッチ

⽪膚や⽬の⻩変

呼吸困難

遅い、速い、または不整脈

頭痛

錯乱

発作

遅いまたは難しいスピーチ

腕や脚の突然の脱⼒感

胃痛

吐き気

嘔吐

下痢

排尿の減少

発疹

⽬、顔、⼝、唇、⾆、喉、腕、⼿、⾜、⾜⾸、または下肢の腫れ
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プラスグレルは他の副作⽤を引き起こす可能性があります。この薬の服⽤中に異常な問題が発⽣した場合は、医師に連絡して

ください。

If you experience a serious side effect, you or your doctor may send a report to the Food and Drug 
Administration's (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] ) or by phone (1-800-332- 
1088).

hat should I know about storage and disposal of this medication?

Keep this medication in the container it came in, tightly closed, and out of reach of children. The medication will 
come with a gray cylinder that helps keep the tablets dry; leave this cylinder in the container with the 
medication. Store it at room temperature and away from excess heat and moisture (not in the bathroom).

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸⼊器など）は⼦供に耐性がなく、幼児は
簡単に開けることができるため、すべての薬を⼦供の⼿の届かないところに置いておくことが重要です。幼児
を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ペット、⼦供、その他の⼈がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な⽅法で処分する必要がありま
す。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の⽅法は、
薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/
リサイクル部⾨に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください
（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細について
は。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも⼊⼿でき
ます。https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]。犠牲者が倒れた、発作を起こし
た、呼吸に問題がある、または⽬覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者とのすべての約束を守ってください。

他の⼈にあなたの薬を服⽤させないでください。処⽅箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてく
ださい。

服⽤しているすべての処⽅薬と⾮処⽅薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助⾷品など
の製品のリストを書⾯で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に⼊院する場合
は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名
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効率的®

最終改訂⽇-2020年7⽉15⽇

このページを引⽤する⽅法を学ぶ
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