
VIMOVOTM500 mg /20mg徐放性錠剤
ナプロキセンとエソメプラゾール

この薬を服⽤する前に、このリーフレットをすべて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。

•• ご不明な点がございましたら、医師または薬剤師にご相談ください。
•• この薬はあなただけのために処⽅されました。他⼈に渡さないでください。彼らの症状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、医師または薬剤師にご相談ください。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。

••

このリーフレットで：

1. VIMOVOとは何か、そしてそれは何のために使われるのか
2.VIMOVOを服⽤する前に知っておくべきこと
3.VIMOVOの取り⽅
4.起こりうる副作⽤
5.VIMOVOの保管⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

1. VIMOVOとは何か、そしてそれは何のために使われるのか

VIMOVOとは
VIMOVOには、ナプロキセンとエソメプラゾールと呼ばれる2つの異なる薬が含まれています。これらの薬は
それぞれ異なる⽅法で機能します。
•• ナプロキセンは、「⾮ステロイド性抗炎症薬」（NSAID）と呼ばれる薬のグループに属して

います。痛みや炎症を軽減します。
エソメプラゾールは、「プロトンポンプ阻害剤」と呼ばれる薬のグループに属しています。それはあなたの
胃の中の酸の量を減らします。

••

エソメプラゾールは、NSAIDを服⽤する必要のある患者に発症する潰瘍や胃の問題のリスクを軽減す
るのに役⽴ちます。

VIMOVOの⽤途
VIMOVOは、以下の症状を緩和するために成⼈に使⽤されます。
•• 変形性関節症。
•• 関節リウマチ。
•• 強直性脊椎炎。

VIMOVOは、痛み、腫れ、⾚み、熱（炎症）を軽減するのに役⽴ちます。

低⽤量のNSAIDで痛みが和らぐ可能性が低く、NSAIDを服⽤しているときに胃潰瘍または⼩腸
（腸）の最初の部分（⼗⼆指腸）に潰瘍ができるリスクがある場合は、この薬が投与されま
す。

2.2。 VIMOVOを服⽤する前に知っておくべきこと
次の場合はVIMOVOを服⽤しないでください。

•• あなたはナプロキセンにアレルギー（過敏）です。
•• あなたはエソメプラゾールまたは他のプロトンポンプ阻害薬にアレルギーがあります。
•• あなたはこの薬の他の成分のいずれかにアレルギーがあります（セクション6に記載されています）。
•• あなたは「アタザナビル」または「ネルフィナビル」（HIVの治療に使⽤される）と呼ばれる薬を服⽤しています。

•• アセチルサリチル酸（例：アスピリン）、ナプロキセン、またはイブプロフェン、ジクロフェナク、COX-2阻害
薬（例：セレコキシブ、エトリコキシブ）などの他のNSAIDSにより、喘息（むくみ）またはかゆみや⽪膚発疹
（じんましん）などのアレルギー反応が⽣じた場合。
あなたは妊娠の最後の3ヶ⽉です。••
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••
••
••

あなたが持っているひどい肝臓、腎臓、⼼臓の問題。胃
や腸に潰瘍があります。
出⾎障害または深刻で予期しない出⾎があります。

上記のいずれかに該当する場合は、VIMOVOを服⽤しないでください。よくわからない場合は、VIMOVO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
VIMOVOを服⽤する前に、医師または薬剤師に相談してください。

この薬は他の病気の症状を隠す可能性があるため、VIMOVOを服⽤する前または服⽤中に次の
いずれかが発⽣した場合は、すぐにVIMOVOを服⽤して医師に相談しないでください。

•• あなたは理由もなく多くの体重を減らし、嚥下に問題があります。
•• あなたは⾷べ物や⾎を吐き始めます。
•• あなたは黒い便（⾎で汚れた糞便）を渡します。
上記のいずれかに該当する場合（または確信が持てない場合）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。

次の場合は、この薬を服⽤する前に医師または薬剤師に確認してください。
•• 腸の炎症（クローン病または潰瘍性⼤腸炎）があります。
•• 肝臓や腎臓に他の問題がある場合、または⾼齢者の場合。
•• 経⼝摂取するコルチコステロイド、ワルファリン、クロピドグレル、選択的セロトニン再取り込み

阻害薬（SSRI）、アセチルサリチル酸（アスピリン）、またはCOX-2阻害薬を含むNSAIDなどの薬
を服⽤しています（他の薬とVIMOVOのセクションを参照）。
胃酸を減らすエソメプラゾール（VIMOVOの成分）に似た薬で治療した後、⽪膚反応
があったことがあります。
あなたは特定の⾎液検査を受ける予定です（クロモグラニンA）。

••

••

上記のいずれかに該当する場合（または確信が持てない場合）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。

以前に胃潰瘍や出⾎を経験したことがある場合は、医師に知らせてください。腹部からの異常
な症状（痛みなど）を医師に報告するように求められます。
VIMOVOなどの薬は、⼼臓発作（⼼筋梗塞）または脳卒中のリスクのわずかな増加に関連している可能性
があります。⾼⽤量で⻑期にわたる治療を⾏うと、リスクが発⽣する可能性が⾼くなります。推奨⽤量
または治療期間を超えないようにしてください。

VIMOVOにはNSAIDナプロキセンが含まれています。すべてのNSAIDに関して、ナプロキセンは、望まし
くない影響のリスクを減らすために、可能な限り短い期間、最低有効量で使⽤する必要があります。し
たがって、医師は定期的にVIMOVOがあなたに適しているかどうかを評価します。

VIMOVOは、鎮痛物質であるナプロキセンが⾎中に取り込まれるまでに数時間かかるため、急
性の痛みを迅速に緩和するのには適していません。

また、⼼臓に問題がある場合、以前の脳卒中がある場合、またはこれらの問題のリスクがあると思われる場合は、この
薬を服⽤する前に医師に確認してください。次の場合、これらの問題が発⽣するリスクがあります。

•• ⾼⾎圧です。
•• ⾎液循環または⾎液凝固に問題があります。
•• あなたは糖尿病を患っています。

•• あなたは⾼コレステロール⾎症です。

•• あなたは喫煙者です。

プロトンポンプ阻害剤（VIMOVOの成分）を服⽤すると、特に1年以上の期間にわたって、股関節、⼿⾸、または脊椎の
⾻折のリスクがわずかに⾼まる可能性があります。あなたが⾻粗鬆症を患っているのか、またはコルチコステロイドを
服⽤しているのか（⾻粗鬆症のリスクを⾼める可能性があります）、医師に伝えてください。



特に⽇光に当たる部分で⽪膚に発疹が出た場合は、VIMOVOによる治療を中⽌する必要があるかもしれないの
で、できるだけ早く医師に相談してください。関節の痛みのような他の悪影響についても⾔及することを忘れな
いでください。

⼦供と⻘年
VIMOVOは、18歳以下の⼦供または⻘年への使⽤は推奨されていません。

その他の薬とVIMOVO
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場合は、医師または薬剤師に伝えて
ください。これには、ハーブ薬を含む、処⽅箋なしで購⼊する薬が含まれます。これは、VIMOVOが他の
薬の作⽤に影響を与える可能性があるためです。また、他のいくつかの薬は、VIMOVOの動作に影響を与
える可能性があります。

この薬を服⽤しないでください。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。
•• 「アタザナビル」または「ネルフィナビル」（HIVの治療に使⽤される）と呼ばれる薬。

次の薬のいずれか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。
•• アセチルサリチル酸（アスピリン）（鎮痛剤として、または⾎栓を防ぐために使⽤されます）。低⽤量のアセチルサリチ

ル酸（アスピリン）を服⽤している場合でも、VIMOVOを服⽤できる可能性があります。
その他のNSAID薬（COX-2阻害剤を含む）。
ケトコナゾール、イトラコナゾール、ポサコナゾール、またはボリコナゾール（真菌によって引き起こされる感染症の治療
に使⽤される）などの特定の薬。
エルロチニブ（または同じクラスの別の抗がん剤）。コレスチラミン
（コレステロールを減らすために使⽤されます）。
クラリスロマイシン（感染症の治療に使⽤）。
シプロフロキサシンまたはモキシフロキサシンなどの「キノロン抗⽣物質」（感染症
⽤）。ジアゼパム（不安神経症の治療、筋⾁の弛緩、てんかんの使⽤）。フェニトイ
ン（てんかんの治療に使⽤）などのヒダントイン。
リチウム（ある種のうつ病の治療に使⽤されます）。
メトトレキサート（関節リウマチ、乾癬、癌の治療に使⽤されます）。プロ
ベネシド（痛⾵⽤）。
「選択的セロトニン再取り込み阻害薬」（SSRI）（⼤うつ病または不安障害の治療に使
⽤）。
シクロスポリンまたはタクロリムス（体の免疫反応を弱めるために使⽤される薬）。ジゴ
キシン（⼼臓病の治療に使⽤）。
グリメピリド（糖尿病で⾎糖値を制御するために使⽤される経⼝薬）などのスルホニル尿
素。
利尿薬（フロセミドやヒドロクロロチアジドなど）、ACE阻害薬（エナラプリルなど）、アンジ
オテンシンII受容体拮抗薬（ロサルタンなど）、ベータ遮断薬（プロプラノロールなど）と呼ば
れる⾼⾎圧の治療に使⽤される薬。
ヒドロコルチゾンやプレドニゾロンなどのコルチコステロイド薬（抗炎症薬として使
⽤）。
ワルファリン、ジクマロール、ヘパリン、クロピドグレルなど、⾎液凝固を⽌める
薬。リファンピシン（結核の治療に使⽤）。
セントジョンズワート（セイヨウオトギリソウ）（軽度のうつ病の治療に使
⽤）。シロスタゾール（⾎流不良による脚の痛みに使⽤）。

••
••

••
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上記のいずれかに該当する場合（または確信が持てない場合）は、VIMOVOを服⽤する前に医師または薬剤師に相談してくだ
さい。

⾷べ物と飲み物のVIMOVO
VIMOVOの効果を低下および/または遅延させる可能性があるため、VIMOVOを⾷物と⼀緒に服⽤しないでください。⾷事の
少なくとも30分前にタブレットを服⽤してください。

妊娠、授乳、出⽣⼒
•• 妊娠の最後の3か⽉にいる場合は、VIMOVOを服⽤しないでください。



•• 妊娠の第1または第2トリメスターにいる場合は、この薬を服⽤する前に医師に相談してく
ださい。VIMOVOを服⽤できるかどうかは医師が判断します。
VIMOVOを服⽤している場合は、授乳しないでください。これは、少量が⺟乳に移⾏する可能性があるた
めです。⺟乳育児を計画している場合は、VIMOVOを服⽤しないでください。

妊娠中、妊娠する可能性がある、または授乳中の場合は、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。VIMOVOは妊娠をより困難にする可能性があります。妊
娠を計画している場合、または妊娠に問題がある場合は、医師に通知する必要があります。

••

機械の運転と使⽤
VIMOVOを服⽤していると、⽬がくらんだり、かすみ⽬が⽣じたりすることがあります。このような場合は、⼯具や機械を運転したり
使⽤したりしないでください。

VIMOVOには、パラヒドロキシ安息⾹酸メチル（E218）とパラヒドロキシ安息⾹酸プロピル（E216）が含まれています。これらの成
分はアレルギー反応を引き起こす可能性があります。これらの反応はすぐには起こらないかもしれません。

VIMOVO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.VIMOVOの取り⽅
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。
この薬を服⽤する
•• タブレット全体を⽔で飲み込みます。錠剤を噛んだり、割ったり、つぶしたりしないでください。薬が

適切に機能するためには、錠剤を丸ごと服⽤することが重要です。
⾷事の少なくとも30分前にタブレットを服⽤してください。⾷べ物はあなたの胃と腸に対するVIMOVO
の保護効果を減らすかもしれません。⾷べ物はまた、痛みや炎症の緩和にかなりの遅れを引き起こす可
能性があります。
あなたがこの薬を⻑期間服⽤している場合、あなたの医者はあなたを監視したいと思うでしょう
（特にあなたがそれを1年以上服⽤している場合）。

••

••

どれくらい取るか
•• 医師の指⽰がある限り、1錠を1⽇2回服⽤してください。

•• VIMOVOは500mg/20mgでのみ⼊⼿可能です。あなたの医者がこの⽤量があなたに適していないことを考えるならば、彼ら
は別の治療法を処⽅するかもしれません。

必要以上にVIMOVOを服⽤した場合
必要以上にVIMOVOを服⽤している場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。過剰
摂取の症状には、嗜眠、めまい、眠気、上腹部の痛みや不快感、⼼臓の⽕傷、消化不良、吐き
気、肝臓の問題（⾎液検査で⽰される）、重度の腎臓の問題などがあります。⾎液、混乱、嘔
吐、胃や腸の出⾎、⾼⾎圧、呼吸困難、昏睡、突然のアレルギー反応（息切れ、⽪膚の発疹、顔
や喉の腫れ、および/または虚脱を含む可能性があります）および制御不能体の動き。

VIMOVOを忘れた場合
•• 飲み忘れた場合は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常飲む時間が近い場合は、忘

れた分は飲まないでください。
忘れた分を補うために、2回分（同時に2回分）を服⽤しないでください。••

この薬の使⽤についてさらに質問がある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

4.4。考えられる副作⽤



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。
この薬では次のような副作⽤が起こる可能性があります。

次の深刻な副作⽤のいずれかに気付いた場合は、VIMOVOの服⽤を中⽌し、すぐに医師の診察を受けて
ください。緊急の治療が必要になる場合があります。
•• 突然の喘鳴、唇、⾆、喉または体の腫れ、発疹、失神または嚥下困難（重度のアレルギー

反応）。
⽔ぶくれやはがれによる⽪膚の発⾚。また、唇、⽬、⼝、⿐、性器に重度の⽔ぶくれや出
⾎がある場合があります。
⽪膚や⽩⽬が⻩⾊くなり、尿が暗くなり、肝臓の問題の症状となる倦怠感があります。

VIMOVOなどの薬は、⼼臓発作（⼼筋梗塞）または脳卒中のリスクのわずかな増加に関連
している可能性があります。兆候には、⾸や肩、左腕に広がる胸痛、体の⽚側だけにある
可能性のある混乱や筋⼒低下やしびれなどがあります。

あなたは黒い粘着性の腸の動き（便）を通過するか、⾎性下痢を起こ
します。コーヒーかすのように⾒える⾎や暗い粒⼦を吐きます。

••

••

••

••
••

次のいずれかが発⽣した場合は、できるだけ早く医師に相談してください。

VIMOVOはまれに⽩⾎球に影響を及ぼし、免疫不全を引き起こすことがあります。

全⾝症状がひどく低下した発熱や、⾸、喉、⼝の痛みや排尿困難などの局所感染症の症状が
ある発熱がある場合は、できるだけ早く医師に相談してください。⾎液検査により、⽩⾎球
の不⾜（無顆粒球症）を除外することができます。この時点であなたがあなたの薬について
の情報を与えることはあなたにとって重要です。

その他の考えられる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。
•• 疲労感。
•• 喉が渇いた。
•• くさくさ。
•• 息を切らして。
•• 発汗の増加。
•• かゆみを伴う⽪膚および⽪膚の発疹。

•• 回転性（めまい）。
•• ⾚または紫のマーク、あざ、または⽪膚のしみ。気分が

悪い（吐き気）または気分が悪い（嘔吐）。
⼼臓のはためく感じ（動悸）。睡眠障害また
は睡眠障害（不眠症）。聴覚障害または⽿鳴
り。めまい、眠気、または頭がおかしい。
⼿、⾜、⾜⾸の腫れ（浮腫）。⼝の中の炎
症。

視⼒の問題。
下痢、腹痛、胸焼け、消化不良、便秘、げっぷまたは⾵（⿎腸）。⼩腸の最初の部
分（⼗⼆指腸）の胃潰瘍または潰瘍。
胃の内壁の炎症（胃炎）。胃の中の良性ポリー
プ。

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

珍しい、まれな、または⾮常にまれな（100⼈に1⼈以下に影響を与える可能性があります）
•• ⼝の痛みや⼝内炎。
•• かすみ⽬、結膜炎、⽬の痛みなどの視⼒の問題。



••
••
••

奇妙な夢。
眠い感じ。
⾎液中の糖分（ブドウ糖）の量が増えます。症状には、喉が渇いたり、尿量が増えたり
することがあります。
⾎中の糖分（ブドウ糖）のレベルが低い。症状には、空腹感や衰弱感、発汗、速い⼼拍な
どがあります。
昏睡。
⾎管の炎症。胃や腸の穿孔（⽳）。

全⾝性エリテマトーデス（SLE）は、体の免疫系が体を攻撃し、関節痛、⽪膚の発疹、
発熱を引き起こす病気です。
拡⼤したリンパ腺。
股関節、⼿⾸、または脊椎の⾻折（VIMOVOを⾼⽤量で⻑期間使⽤した場合）。熱。

失神。
⼝渇。
侵略。
難聴。
ぜんそく発作。
発作または発作。
⽣理の問題。
体重が変化します。
脱⽑（脱⽑症）。
ゴツゴツした発疹（じんましん）。

関節の痛み（関節痛）。男性の胸の拡⼤。⾆の痛み
や腫れ。けいれんまたは筋⾁の震え。⾷欲の問題や
味の変化。筋⼒低下または痛み（筋⾁痛）。⾎液が
凝固するまでに時間がかかる場合があります。妊娠
中の⼥性にとっての問題。発熱、発⾚またはその他
の感染症の兆候。不規則な、遅い、または⾮常に速
い⼼拍。「ピンと針」などのチクチクする感じ。あ
なたの記憶や集中⼒の難しさ。動揺したり、混乱し
たり、不安になったり、緊張したりする。⼀般的に
気分が悪く、弱く、エネルギーが不⾜しています。

⽔を得たために体の腫れや痛みを伴う部分。⾼⾎圧または低⾎
圧。失神やめまいを感じることがあります。
⽪膚の発疹や⽔ぶくれ、または⽇光にさらされると⽪膚が敏感になります。そこに
ないものを⾒たり、感じたり、聞いたりする（幻覚）。
肝臓がどのように機能しているかを確認するなど、⾎液検査結果の変化。あなたの医者はもっと説明することがで
きます。
腸に影響を与える可能性があり、真菌によって引き起こされる「ツグミ」と呼ばれる感染
症。尿中の⾎液（⽔）またはその他の腎臓の問題。背中の痛みがあるかもしれません。
呼吸困難。ゆっくりと悪化する可能性があります。これは、肺炎または肺の腫れの兆候である可能
性があります。
⾎液中の塩分（ナトリウム）のレベルが低い。これは、衰弱、病気（嘔吐）およびけいれんを引き起こす可能性があります。

発熱、気分や病気、肩こり、頭痛、明るい光への過敏症、錯乱などの髄膜炎の症状。

膵臓の問題。兆候には、背中に広がる激しい腹痛が含まれます。深刻な肝臓の問題（肝
炎）の兆候である淡い⾊の便。深刻な肝臓の問題は、肝不全や脳の障害につながる可能性
があります。

••

••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••

••

••

••
••



•• ⼤腸炎またはクローン病や潰瘍性⼤腸炎などの炎症性腸疾患の悪化。兆候には、腹痛、
下痢、嘔吐、体重減少などがあります。
⾚⾎球（貧⾎）、⽩⾎球、⾎⼩板の数の減少などの⾎液の問題。これは、脱⼒感、あ
ざ、発熱、悪寒、喉の痛みを引き起こしたり、感染症を起こしやすくする可能性があり
ます。特定の種類の⽩⾎球の数の増加（好酸球増加症）。
すべての種類の⾎球の不⾜（汎⾎球減少症）。
⼼臓が体の周りに⾎液を送り出す⽅法の問題、または⾎管の損傷。兆候には、倦怠感、息
切れ、失神、胸痛、全⾝痛などがあります。

••

••
••
••

不明（頻度は⼊⼿可能なデータから推定できない）
•• VIMOVOを3か⽉以上使⽤している場合、⾎中のマグネシウムレベルが低下する可能性があります。低レ

ベルのマグネシウムは、倦怠感、不随意の筋収縮、⽅向感覚の喪失、けいれん、めまい、または⼼拍数
の増加として⾒ることができます。これらの症状が出た場合は、すみやかに医師にご相談ください。マ
グネシウムのレベルが低いと、⾎中のカリウムまたはカルシウムのレベルが低下する可能性もありま
す。あなたの医者はあなたのマグネシウムのレベルを監視するために定期的な⾎液検査を⾏うことを決
定するかもしれません。
おそらく関節の痛みを伴う発疹。••

考えられる副作⽤のこのリストを気にしないでください。あなたはそれらのどれも⼿に⼊れられないかもしれません。

副作⽤の報告
副作⽤が出た場合は、医師または薬剤師にご相談ください。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。次の⽅法で直接副作⽤を報告することもできます。

アイルランド

HPRAファーマコビジランス、ウェブサイト：www.hpra.ie 。

イギリス
イエローカードスキーム：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.VIMOVO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後のカートン、ボトル、ブリスター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°C以上で保管しないでください。

ボトル：元のパッケージに保管し、湿気から保護するためにボトルをしっかりと閉じたままにし
ます。

ブリスター：湿気から保護するために、元のパッケージ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。

6.6。パックの内容とその他の情報
VIMOVOに含まれるもの

•• 有効成分はナプロキセン500mgとエソメプラゾール20mgです。
•• タブレットコアの他の成分（賦形剤）は、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ポビドン

K90、コロイド状⼆酸化ケイ素であり、フィルムコーティングカルナウバワックスでは、グリセロールモノステアレー
ト40-55、ヒプロメロースタイプ2910（3 mPas、6 mPas、50 mPas）です。 ）、酸化鉄（E172、⻩⾊、黒）、マクロ
ゴール8000、メタクリル酸-エチルアクリレートコポリマー（1：1）分散液30％、パラヒドロキシ安息⾹酸メチル
（E218）、ポリデキストロース、ポリソルベート80、プロピレングリコール、パラヒドロキシ安息⾹酸プロピル
（E216）、ラウリル硫酸ナトリウム、⼆酸化チタン（E171）、クエン酸トリエチル。



VIMOVOの外観とパックの内容
これらは、黒インクで500/20とマークされた18x9.5mmの楕円形の⻩⾊い錠剤です。

ボトル：
パックサイズ-6、10、20、30、60、100、180、または500の徐放性錠剤。

ボトルには、スクリュークロージャーにシリカゲル乾燥剤が含まれています（タブレットを乾いた状態に保つため）。

アルミブリスターパッケージ：
パックサイズ-10、20、30、60または100の徐放性錠剤。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

VIMOVOの販売承認は、GrünenthalPharma Ltd、4045 Kingswood Road、Citywest Business Park、
Citywest、Co. Dublin、Irelandが保有しています。

VIMOVOは、GrünenthalGmbH、Zieglerstraße6、52078、アーヘン、ドイツで製造されています。
。

また
アストラゼネカAB、SE-15185セーデルテリエ、スウェーデン

この医薬品は、EEA加盟国で、Vimovoという名前で次の国で認可されています。

オーストリア、ベルギー、ブルガリア、エストニア、フィンランド、ドイツ、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルク
センブルグ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、ルーマニア、スペイン、スウェーデン、英国。

このリーフレットの最終更新⽇は2021年10⽉です。

英国のみ
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
VIMOVO 500 mg /20mg錠

参照番号
50414/0022

これは、英国王⽴盲⼈協会が提供するサービスです。


