
家 →薬、ハーブ、サプリメント →ビラゾドン

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611020.html

ビラゾドン
（vil az'oh done）と発⾳されます

重要な警告：

臨床研究中にビラゾドンなどの抗うつ薬（「気分上昇薬」）を服⽤した少数の⼦供、10代の若者、および若い
成⼈（24歳まで）は⾃殺傾向になりました（⾃分を傷つけたり殺したりすることを考えたり、計画したりしよ
うとしたりすることを考えています） ）。うつ病やその他の精神疾患を治療するために抗うつ薬を服⽤してい
る⼦供、10代の若者、および若い成⼈は、これらの状態を治療するために抗うつ薬を服⽤していない⼦供、10
代の若者、および若い成⼈よりも⾃殺する可能性が⾼くなります。しかし、専⾨家は、このリスクがどれほど
⼤きいか、そして⼦供またはティーンエイジャーが抗うつ薬を服⽤すべきかどうかを決定する際にどれだけ考
慮すべきかについて確信がありません。18歳未満の⼦供は通常、ビラゾドンを服⽤するべきではありません
が、場合によっては、医師はビラゾドンが⼦供を治療するための最良の薬であると判断することがあります。

ビラゾドンや他の抗うつ薬を服⽤すると、24歳以上の成⼈であっても、メンタルヘルスが予期せぬ形で変
化する可能性があることを知っておく必要があります。特に治療の開始時や投与量を増減したときはいつ
でも⾃殺する可能性があります。次の症状のいずれかが発⽣した場合は、あなた、あなたの家族、または
あなたの介護者はすぐに医師に連絡する必要があります。⾃分を傷つけたり殺したりすることを考えた
り、そうすることを計画したり試みたりすること。極度の⼼配; 攪拌; パニック発作; 眠りにつくまたは眠
り続けるのが難しい; 攻撃的な⾏動; 過敏性; 考えずに⾏動する; 重度の落ち着きのなさ; 熱狂的な異常な興
奮; またはあなたの通常の考え、気分、または⾏動のその他の変化。

あなたがビラゾドンを服⽤している間、特にあなたの治療の初めに、あなたの医療提供者はあなたに頻繁
に会いたいと思うでしょう。必ず医師との診察の予約をすべて取ってください。

ビラゾドン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]）または製造元のWebサイトで、投薬ガイドを⼊⼿してください。
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年齢に関係なく、抗うつ薬を服⽤する前に、あなた、あなたの親、またはあなたの介護者は、抗うつ薬ま
たは他の治療法であなたの状態を治療することのリスクと利点について医師に相談する必要があります。
また、⾃分の状態を治療しないことのリスクと利点についても話し合う必要があります。うつ病やその他
の精神疾患があると、⾃殺するリスクが⼤幅に⾼まることを知っておく必要があります。このリスクは、
あなたまたはあなたの家族の誰かが双極性障害（落ち込んだ気分から異常に興奮した気分に変わる気分）
または躁病（熱狂した、異常に興奮した気分）を持っているか、または持っていた場合、または⾃殺を考
えた、または試みた場合に⾼くなります。あなたの状態、症状、個⼈および家族の病歴について医師に相
談してください。あなたとあなたの医師は、あなたに適した治療の種類を決定します。

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

ビラゾドンはうつ病の治療に使⽤されます。ビラゾドンは、セロトニンモジュレーターと呼ばれる薬のクラスに含まれていま

す。それは、精神的なバランスを維持するのを助ける脳内の天然物質であるセロトニンの量を増やすことによって機能しま

す。

わあ、この薬を使うべきですか？

ビラゾドンは、経⼝摂取するための錠剤として提供されます。通常、1⽇1回⾷事と⼀緒に摂取します。毎⽇ほぼ同
じ時間にビラゾドン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。指⽰通りにビラゾドン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。

あなたの医者はおそらく低⽤量のビラゾドンであなたを始め、7⽇に1回以下で徐々にあなたの⽤量を増や
します。

ビラゾドンはうつ病を抑制しますが、治癒はしません。ビラゾドンの完全な利点を感じるまでに数週間かかる
場合があります。気分が良くてもビラゾドンを服⽤し続けてください。医師に相談せずにビラゾドンの服⽤を
中⽌しないでください。あなたの医者はおそらくあなたの⽤量を徐々に減らします。ビラゾドンの服⽤を突然
やめると、めまいなどの禁断症状が現れることがあります。吐き気; 頭痛; 錯乱; 過敏性; 攪拌; 眠りにつくまたは
眠り続けるのが難しい; 不安; 極度の倦怠感; 発作; ⼿や⾜の痛み、灼熱感、またはうずき; 熱狂的または異常に興
奮した気分; または発汗。ビラゾドンの投与量を減らしている間、またはビラゾドンの服⽤をやめた直後にこれ
らの症状のいずれかが発⽣した場合は、医師に相談してください。

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？

ビラゾドンを服⽤する前に、

ビラゾドン、他の薬、またはビラゾドン錠の成分にアレルギーがあるかどうかを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、薬剤師に尋ねるか、投薬ガイドを確認してください。
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イソカルボキサジド（Marplan）、リネゾリド、メチレンブルー、フェネルジン（Nardil）、セレギリン
（Eldepryl、Emsam、Zelapar）、トラニルシプロミン（Parnate）などのモノアミン酸化酵素（MAO）阻害剤
を服⽤しているかどうか、または過去14⽇以内にこれらの薬の1つを服⽤するのをやめました。あなたの医者は
おそらくあなたがビラゾドンを服⽤すべきではないとあなたに⾔うでしょう。ビラゾドンの服⽤をやめた場
合、医師は、MAO阻害剤の服⽤を開始する前に少なくとも14⽇待つ必要があるとあなたに⾔います。

医師と薬剤師に、他にどのような処⽅薬と⾮処⽅薬、およびあなたが服⽤している、または服⽤する予定のビタミンを伝えて
ください。次のいずれかに必ず⾔及してください。アンフェタミン（アデロール、ミダイス）、デキストロアンフェタミン
（デキストロアンフェタミン、アデロール）、メタンフェタミン（デソキシン）などのアンフェタミン。ワルファリン（クマ
ディン、ヤントーベン）などの抗凝固剤（「⾎液希釈剤」）。アスピリンおよびイブプロフェン（アドビル、モトリン）やナ
プロキセン（アリーブ、ナプロキセン）などの他の⾮ステロイド性抗炎症薬（NSAID）。ブスピロン; カルバマゼピン（カルバ
マゼピン、エクエトロ、テグレトール、その他）; クラリスロマイシン; ジゴキシン（ラノキシン）; 利尿薬（「⽔の丸薬」）; 
フェンタニル（Actiq、Duragesic、Fentora、Subsys）; イトラコナゾール（Sporanox）; リチウム（Lithobid）; 不安神経
症、精神疾患、または吐き気のための薬; アルモトリプタンなどの⽚頭痛の薬、eletriptan（Relpax）、frovatriptan
（Frova）、naratriptan（Amerge）、rizatriptan（Maxalt）、sumatriptan（Imitrex）、およびzolmitriptan（Zomig）; 
フェニトイン（Dilantin、Phenytek）; リファンピン（リファンピン、リマクタン）; 鎮静剤; シタロプラム（Celexa）、エシ
タロプラム（Lexapro）、フルオキセチン（Prozac、Sarafem）、フルボキサミン（Luvox）、パロキセチン（Paxil、
Pexeva）、セルトラリン（Zoloft）などの選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI）。デスベンラファキシン（Pristiq）、
デュロキセチン（Cymbalta）、ベンラファキシン（Effexor）などの選択的セロトニンおよびノルエピネフリン再取り込み阻
害剤（SNRI）。睡眠薬; トラマドール（Conzip、Qdola、Ultram、Ultracet）; 精神安定剤; アミトリプチリン、アモキサピン
（アセンディン）、クロミプラミン（アナフラニル）、デシプラミン（ノルプラミン）、ドキセピン（シネクアン）、イミプ
ラミン（トフラニル）、ノルトリプチリン（パメロール）、プロトリプチリン、およびトリミプラミン; およびボリコナゾー
ル（Vfend）。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。他の多くの薬もビラゾドンと相互作⽤する可能性があるため、このリストに表⽰されていない薬も含め、服⽤して
いるすべての薬について医師に必ず伝えてください。

あなたが服⽤しているハーブ製品と栄養補助⾷品、特にセントジョンズワートとトリプトファンを医師に伝
えてください。

⾎液中のナトリウム濃度が低いか緑内障（視⼒を失う可能性のある眼圧の上昇）があるかどうか、また⼤量
のアルコールを飲んだり飲んだりしたことがあるかどうかを医師に伝えてください。または、出⾎の問題、
発作、または肝疾患を経験したことがあります。

妊娠しているかどうか、特に妊娠の最後の数か⽉にいる場合、または妊娠を計画している場合や授乳中の場
合は、医師に相談してください。ビラゾドンの服⽤中に妊娠した場合は、医師にご相談ください。ビラゾド
ンは、妊娠の最後の数ヶ⽉間に服⽤した場合、出産後の新⽣児に問題を引き起こす可能性があります。

⻭科⼿術を含む⼿術を受けている場合は、ビラゾドン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。

ビラゾドンは眠気を催し、判断や思考に影響を与える可能性があることを知っておく必要があります。この薬があなたにどの
ような影響を与えるかがわかるまで、⾞を運転したり機械を操作したりしないでください。

ビラゾドンを服⽤している間、アルコール飲料の安全な使⽤について医師に相談してください。アルコールはビラ
ゾドンの副作⽤を悪化させる可能性があります。

ビラゾドンは閉塞隅⾓緑内障を引き起こす可能性があることを知っておく必要があります（液体が突然遮
断されて眼から流出できなくなり、眼圧が急速に⼤幅に上昇し、視⼒低下につながる可能性がありま
す）。この薬の服⽤を開始する前に、⽬の検査を受けることについて医師に相談してください。吐き気、
⽬の痛み、ライトの周りに⾊のついたリングが⾒えるなどの視⼒の変化、⽬の中や周りの腫れや⾚みがあ
る場合は、医師に連絡するか、すぐに緊急治療を受けてください。
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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。

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？

ビラゾドン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。

⼝渇

⾷欲増進

胸焼け

ガス

めまい

⼿や⾜の痛み、灼熱感、またはうずき

体の⼀部の制御不能な揺れ

珍しい夢

疲れ

関節痛

男性の性的問題; 性欲の低下、勃起を維持または維持できない、または射精の遅延または⽋如

⼥性の性的問題; 性欲の低下、オルガスムの遅延、またはオルガスムを持てない

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

発疹

じんましん

腫れ

呼吸困難

意識の喪失

発作

発熱、発汗、錯乱、速いまたは不規則な⼼拍、および重度の筋⾁のこわばりまたはけいれん、興
奮、幻覚、協調性の喪失、吐き気、嘔吐、または下痢
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異常な出⾎またはあざ

⿐⾎

⽪膚の⼩さな⾚または紫の点

幻覚（存在しないものを⾒たり、声を聞いたりする）

頭痛

集中⼒の低下

メモリの問題

弱点

調整に関する問題

転倒の増加

失神

ビラゾドン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。

深刻な副作⽤が発⽣した場合、あなたまたはあなたの医師は、⾷品医薬品局（FDA）のMedWatch有害
事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。
（（http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]）または電話
（1-800-332-1088）。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は⼊った容器に⼊れ、しっかりと閉じて、⼦供の⼿の届かないところに保管してください。室温で、
過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。

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。

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]

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。
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過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。
発熱、発汗、錯乱、速いまたは不整脈、および重度の筋⾁のこわばりまたはけいれん、協調性の喪失、吐き
気、嘔吐、または下痢

過度の倦怠感

幻覚（存在しないものを⾒たり、声を聞いたりする）

エネルギーの⽋乏

落ち着きのなさ

失⾒当識

他の情報を知っておく必要がありますか？

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。
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