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このリーフレットの内容 Clopixol Acuphase注射は、精神障
害の急性エピソードの初期治療に
使⽤されます。また、躁病（過活
動、⾼揚感、過敏症のエピソード
を特徴とする精神状態）の治療に
も使⽤され、慢性的な精神状態が
悪化した場合に使⽤されます。

このリーフレットの最後に記載されている
成分。
アレルギー反応の症状には、息切
れ、喘鳴または呼吸困難、顔、唇、
⾆または体の他の部分の腫れ、また
は⽪膚の発疹、かゆみまたはじんま
しんが含まれる場合があります。

このリーフレットには、Clopixolに関する

いくつかの⼀般的な質問への回答が含まれ

ています。

Clopixolについて知られているすべての情
報が含まれているわけではありません。
それはあなたの医者と話す代わりにはな
りません
薬剤師。

Clopixol Depot注射は通常、あなたの病
気のさらなるエピソードを防ぐために使
⽤されます。

次の場合は、Clopixolを使⽤しないでください。

⋅ ⾮常に低い⾎圧のために崩壊
する

すべての薬にはリスクと利点があります。
あなたの医者は、あなたがこの薬を使⽤す
るリスクと、それがあなたにもたらすと彼/
彼⼥が期待する利益とを⽐較検討しまし
た。

Clopixolは、チオキサンテン神経弛緩
薬と呼ばれる薬のグループに属して
います。精神疾患を引き起こす可能
性のある脳内の化学的不均衡を修正
するのに役⽴ちます。

⋅ 何らかの原因による意識の低
下

⋅ 脳損傷
⋅ ⾚⾎球または⽩⾎球または⾎⼩板

の数が異常または減少している⾎
液の病気この薬の使⽤について懸念がある

場合は、医師または薬剤師に相談
してください。

ただし、医師が別の⽬的で処⽅す
る場合があります。 ⋅ 褐⾊細胞腫、腎臓の近くにある副

腎のまれな腫瘍。
このリーフレットは薬と⼀緒に保管し

てください。

もう⼀度読む必要があるかもしれません。

なぜ処⽅されたのかについて質
問がある場合は、医師に相談し
てください。 現在アルコール中毒を患っている⼈、落ち着

きを与えるために使⽤される薬や睡眠を助け
るために使⽤される薬、てんかんや強い痛み
を治療するために使⽤される薬で中毒を起こ
している⼈には、Clopixolを与えないでくだ
さい。

この薬は医師の処⽅箋でのみ⼊⼿
可能です。

Clopixolは中毒性がありません。
Clopixolとは
のために使⽤される 無意識または昏睡状態にある⼈に

Clopixolを与えないでください。
クロピクソール錠は、統合失調
症や、思考、感情反応、⾏動に
障害を伴うその他の精神疾患の
急性および⻑期治療に使⽤され
ます。

使⽤する前に パックに記載されている有効期限が切れた後
は使⽤しないでください。

賞味期限を過ぎて使⽤した場合、使⽤
できない場合があります。有効期限と
は、その⽉の最終⽇を指します。

使⽤してはいけないとき

Clopixolにアレルギーがある場合
は、Clopixolを使⽤しないでくださ
い。他の同様の薬（チオキサンテン
やフェノチアジンなど）、または

また、躁うつ病の躁病期の治療に
も使⽤されます。躁病期は

興奮、過度の活動、抑制さ
れていない⾏動。

包装が破れたり、改ざんの兆候が⾒られる
場合は使⽤しないでください。
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使い始める前に ⋅ 緑内障、通常は眼圧が上昇
する状態

上記のいずれについても医師に伝えて
いない場合は、Clopixolを使⽤する前
に医師に伝えてください。次の場合は医師に相談してください。

1.⾷品、防腐剤、染料などの他
の物質にアレルギーがあり
ます。

⋅ ⼼臓と⾎管の問題
他の薬を服⽤する

⋅ 腎臓の問題
⋅ 肝臓の問題

2.あなたは妊娠しているか、妊娠す
るつもりです。

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もの
を含め、他の薬を服⽤している場合
は医師に相談してください。

⋅ ⾎中のカリウムおよび/ま
たはマグネシウムレベルが
低い

Clopixolはあなたの出⽣⼒に影響を与える

可能性があります。家族を始めるつもりな

ら、医師にアドバイスを求めてください。 ⋅ ⾝体性脳症候群 ⼀部の薬とクロピクソールは互いに⼲渉する可

能性があります。これらには以下が含まれま

す：
この種のほとんどの薬のように、

Clopixolはそうではありません

明らかに必要でない限り、
妊娠中の使⽤をお勧めしま
す。⼀般的な
これを使⽤すると、⾚ちゃんの状態が影

響を受ける可能性があります

薬。

⋅ パーキンソニズム、運動に
影響を与える脳の病気

⋅ 脳卒中の危険因⼦ ⋅ 三環系抗うつ薬とリチウム、う
つ病や気分のむらを治療するた
めに使⽤される薬

⋅ 遅発性ジスキネジア、いくつ
かの薬に対する反応
ワームのような⾆の動き、
または腕や脚に進⾏する可
能性のある⼝、⾆、頬、ま
たは顎の他の制御されてい
ない動き。

⋅ 強い痛みを治療するために使⽤される薬

⋅ 落ち着きを与えるため、またはあなたが眠

るのを助けるために使⽤される薬

以下の症状は、使⽤した⺟
親の新⽣児に発⽣する可能
性があります
妊娠の最後の3か⽉のクロピク
ソール：震え、筋⾁のこわば
り、および/または
脱⼒感、眠気、興奮、呼吸障
害、
給餌の難しさ。⾚ちゃんがこれ
らの症状のいずれかを発症した
場合は、医師に連絡する必要が
あります。

⋅ グアネチジンなどの⾼⾎圧（⾼
⾎圧）の治療に使⽤される薬

⋅ がんの治療 ⋅ パーキンソン病の治療に使⽤さ
れる薬、レボドパ⋅ あなたやあなたの家族の他

の誰かが⾎餅の病歴を持っ
ている場合、これらのよう
な薬は
⾎栓の形成

⋅ アドレナリンなど、体を刺激
して⾏動の準備を整える薬

⋅ メトクロプラミド、吐き気と嘔吐
を和らげるために使⽤される薬⋅ 睡眠時無呼吸（あなたの呼

吸が
睡眠中に中断された）。

⋅ ピペラジン、ワーム感染症の治療
に使⽤される薬

3.あなたは⺟乳育児をしている、または

⺟乳育児を計画しています。
また、暑い環境にいるのか、激し
い運動をしているのかを医師に伝
えてください。
クロピクソールは発汗を抑え、体を
過熱させる可能性があります。

⋅ 特定の肝酵素の活性を阻害す
ることが知られている薬

使⽤中に授乳することはお勧
めしません
クロピクソール。その有効
成分が⺟乳に移⾏するた
め、⾚ちゃんが

影響を受ける。

⋅ キニジン、アミオダロン、ソタロー
ル、ドフェチリドなど、⼼拍のリズ
ムや⼼拍数の変化を治療するために
使⽤される薬を含む農薬にさらされている場合は

医師に相談してください
リン。
副作⽤が発⽣するリスクが⾼まる
可能性があります。

⋅ 抗精神病薬、特定の精神的および感情
的な状態を治療するために使⽤される
薬のクラス、例えば
チオリダジン4.次の病状がある、またはあっ

た。 乳糖不耐症の⽅は、クロピクソール
錠を服⽤する前に医師にご相談くだ
さい。
クロピクソール錠には乳糖が含まれています。

⋅ エリスロマイシン、ガチフロキサシ
ン、モキシフロキサシンなど、感染症
の治療に使⽤される特定の薬

⋅ 動脈硬化症、動脈に影
響を与える病気

⋅ けいれん、発作または発作 ⋅ テルフェナジンやアステミゾール
など、アレルギーの症状を和らげ
るために使⽤される薬

⋅ 脳への⾎液供給の減少 ⼦供や⻘年にClopixolを与えないで
ください。
下の⼦供や⻘年での使⽤経験はあ
りません
18歳。

⋅ 糖尿病、⾎液中の糖の量が
多すぎる代謝障害

⋅ 胃の問題を治療するために使⽤されるシ

サプリド

⋅ ⽔または塩のバランスを乱す薬、
例えばチアジド系利尿薬、液体ま
たは⽔錠とも呼ばれる⋅ 無気⼒、無関⼼、喪失、ま

たは遠隔感
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⋅ クロピクソールの濃度を⾼め
ることが知られている薬
あなたの⾎

Clopixolデポ注射 通常の投与量
は、2〜4週間ごとに200〜400 
mg（1〜2 mL）です。

病気への影響は同じですが、持続時
間は異なります。

⋅ アトロピンや関連薬など、胃
のけいれんやけいれんを和ら
げ、乗り物酔いを防ぎ、パー
キンソン病を治療するために
使⽤される薬。

クロピクソール錠
クロピクソール錠は短時間しか効かな
いため、毎⽇服⽤する必要がありま
す。

あなたの医者はあなたが受ける⽤量
を決定します。これはあなたの状態
とあなたの体重や薬への反応などの
他の要因に依存します。⼀般的に、
あなたの医者はあなたをより少ない
⽤量で始めます、そしてそれは
Clopixolがあなたのために最もよく
働く⽤量に達するまで徐々に増加し
ます。

Clopixol錠を1⽇1回ほぼ同時に服
⽤してください。
毎⽇同じ時間に服⽤すると、いつ錠
剤を服⽤するかを思い出すのにも役
⽴ちます。

⋅ がんの治療に使⽤される薬

これらの薬はClopixolの影響を受けるか、Clopixolの

効果に影響を与える可能性があります。あなたが使⽤

する必要があるかもしれません

薬の量を変えたり、薬を飲んだ
りします。あなたの医者はあな
たに助⾔します。

⾷事の前後にClopixol錠を服⽤してくださ
い。

あなたの医者は別の⽤量を処⽅したか
もしれません。 クロピクソール注射

Clopixol Acuphase注射は2〜3⽇ご
とに⾏う必要がありますが、
Clopixol Depot注射は数週間続くた
め、2〜4週間ごとに1回⾏います。

正しい⽤量がわからない場合は、医師
または薬剤師に相談してください。彼
らがあなたに与える指⽰に従ってくだ
さい。
彼らはあなたがどれだけ与えられるかを正確に

教えてくれます。

医師または薬剤師は、Clopixolの使
⽤中に注意または避けるべき薬に関
する詳細情報を持っています。 あなたの医者はあなたに助⾔します。

⾼齢患者
⾼齢患者では、クロピクソールの投与量を減

らす必要があるかもしれません。

使⽤期間

医師の指⽰がある限り、錠剤の服⽤
および/または注射を続けてくださ
い。
Clopixolはあなたの状態をコントロールするのに役⽴ち

ますが、それを治すことはありません。したがって、定

期的な治療が必要になります。

それの使い⽅
それの使い⽅使⽤する量
クロピクソール錠

クロピクソール錠
通常の投与量は1⽇あたり10〜50mgで
す。

コップ⼀杯の⽔で錠剤全体を飲
み込みます。 使い忘れたら

正しい⽤量がわからない場合は、医
師または薬剤師に相談してくださ
い。
彼らはあなたにどれだけ取るかを正確に教えてく

れます。

このチャイルドレジスタンスボトルを開く
には、 下の図のように、ボトルを持ってね
じり、回してください。

クロピクソール錠

次の服⽤時間になりそうな場合
は、忘れた分は飲まないで1回分を
飲んでください。

彼らがあなたに与える指⽰に従ってくださ
い。

服⽤を間違えると、クロピクソー
ルが効かなくなり、症状が改善し
ない場合があります。

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。

次の服⽤までにまだ⻑い時間がかか
る場合は、覚えたらすぐに服⽤して
から、通常どおりに服⽤してくださ
い。ClopixolAcuphase注射 通常の投

与量は、2〜3⽇ごとまたは医師の
指⽰に従って50〜150 mg（1〜3 
mL）です。

クロピクソール注射
クロピクソールは⼤きな筋⾁への注射とし
て投与され、時間の経過とともにゆっくり
と放出されます。注射は、医師、看護師、
またはその他の訓練を受けた⼈のみが⾏う
必要があります。

どうしたらよいかわからない場合は、医師また
は薬剤師に相談してください。

治療期間は2週間を超えてはな
りません。

最⼤投与量は400mgを超えてはな
らず、注射の総数は治療コースご
とに4を超えてはなりません。

いつ使⽤するか

あなたは両⽅が持っているClopixol錠剤また

は注射を与えられるかもしれません

3



いつ薬を服⽤するか思い出せない
場合は、薬剤師にアドバイスを求
めてください。

新しい薬を使い始めようとしてい
る場合は、Clopixolを使⽤してい
ることを医師と薬剤師に思い出さ
せてください。

⽪膚が焼けているように⾒える場合は、医師に
相談してください。

クロピクソールは、お肌が通常よりも⽇光に
敏感になる可能性があります。これは、⽪膚
の発疹、かゆみ、発⾚、または重度の⽇焼け
を引き起こす可能性があります。

クロピクソール注射
予約を忘れた場合は、覚えたらす
ぐに医師に連絡して、別の予約を
してください。

あなたを治療している他の医師、⻭科
医、薬剤師に、あなたがこの薬を使⽤
していることを伝えてください。

Clopixolの使⽤中に妊娠した場
合は、すぐに医師に相談してく
ださい。

あなたの進歩をチェックできるようにあな
たの医者の予定をすべて保管してくださ
い。
あなたの医者は時々いくつかの⾎液と肝臓
の検査をするかもしれません、
特に治療の最初の数ヶ⽉間は、薬が
効いていることを確認し、望ましく
ない副作⽤を防ぐために。

過剰摂取

すぐにあなたの医者、または
毒に電話してください
インフォメーションセンター（ニュー
ジーランドの場合はTel：0800 764 
766）、または最寄りの病院の事故と
緊急事態に⾏く場合は
⋅ あなたや他の誰かがClopixol

錠を飲みすぎたのではないか
と思います。兆候がない場合
でもこれを⾏う
不快感または中毒。

ワームのような⾆の動き、または
腕や脚に進⾏する可能性のある
⾆、⼝、頬、または顎のその他の
制御されていない動きに気付いた
場合は、すぐに医師に相談してく
ださい。

これらは遅発性ジスキネジアと呼ばれる
症状の症状であり、クロピクソールなど
の同様の薬を服⽤している⼈に発症する
可能性があります。

してはいけないこと

たとえ彼らがあなたと同じ状態であって
も、あなたの薬を他の⼈に与えないでく
ださい。

⋅ Clopixolを与えられた後に副
作⽤を経験します
注射。

この状態は、特に年配の⼥性において、ク
ロピクソールによる⻑期治療中に発⽣する
可能性が⾼くなります。⾮常にまれなケー
スですが、これは永続的な場合がありま
す。ただし、早期に検出された場合、これ
らの症状は通常可逆的です。

医師の指⽰がない限り、Clopixolを使
⽤して他の苦情を治療しないでくださ
い。

緊急の治療が必要な場合があ
ります。 医師の勧めがない限り、Clopixolの

使⽤中に眠気を引き起こす薬を服⽤
しないでください。クロピクソール注射はあなたの医者の

監督の下であなたに与えられるので、
あなたがあまり多くを受け取ることは
ほとんどありません。

また、⼝、⻭茎、喉の痛み、またはその他
のインフルエンザのような症状に気付いた
場合は、医師に相談してください。

医師に確認せずに、Clopixolの使⽤を中⽌
したり、投与量を減らしたりしないでくだ
さい。過剰摂取の症状には、眠気、昏

睡、けいれん、けいれん、低⾎
圧、極端に⾼いまたは低い体など
があります
温度。制御不能な動きが発⽣し、
⾮常に低い⾎圧のために崩壊する
可能性があります。⼼臓に影響を
与えることが知られている薬も服
⽤している場合、Clopixolの過剰
摂取で⼼拍のリズムや⼼拍数の変
化が⾒られます。

死、⾃殺、⾃傷⾏為、または他⼈への
危害について考えたり話したりしてい
る場合は、医師またはメンタルヘルス
の専⾨家に相談してください。

気分が良くなったとしても、注射をお
⾒逃しなく。
Clopixolはあなたの状態をコントロールするのに役⽴ち

ますが、それを治すことはありません。したがって、定

期的な注射が必要になります。
これらは、精神疾患の変化または悪
化の兆候である可能性があります。 Clopixolの使⽤を突然やめないでく

ださい。 Clopixolを突然停⽌する
と、吐き気、嘔吐、⾷欲不振、下
痢、⿐⽔、発汗、筋⾁痛、しびれ、
不眠、落ち着きのなさ、不安、興奮
などの症状が現れることがありま
す。

⼿術を受ける場合は、この薬を使⽤してい
ることを外科医または⿇酔科医に伝えてく
ださい。 クロピクソールは、⼿術中に使⽤
される他の薬に影響を与える可能性があり
ます。

⾎液検査を受けようとしている場合
は、この薬を使⽤していることを医師
に伝えてください。
⼀部のテストの結果に⼲渉する可能性が
あります。

あなたがそれを使⽤している間 あなたの医者は完全に停⽌する前にあ
なたが使⽤している量を徐々に減らし
たいかもしれません。

あなたがしなければならないこと

特に午前10時から午後3時の間
は、太陽の下で肌を保護してくだ
さい。

注意点

屋外にいる場合は、保護服を着⽤し、30
以上の⽇焼け⽌めを使⽤してください。
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Clopixolがどのように影響するかが
わかるまで、機械の運転や操作には
注意してください。
⼀部の⼈では、眠気、倦怠感、眠気、ま
たはかすみ⽬を引き起こす可能性があり
ます。これらの症状がある場合は、運転
したり、機械を操作したり、その他危険
なことをしたりしないでください。

⋅ 頭痛
⋅ ⿐詰まり
⋅ ⼝渇
⋅ 便秘または下痢

⋅ 通常よりも出⾎やあざができ
やすい、⿐⾎

⋅ ⻩疸とも呼ばれる⽪膚および/
または⽬の⻩変

⋅ 唾液分泌の増加または発汗の
増加

⋅ 腹部膨満、腸のけいれん、嘔吐
を伴う激しい胃の痛み。

⋅ 吐き気、嘔吐、消化不良
⋅ 体重と⾷欲の変化
⋅ ⽉経の変化
⋅ 性機能障害
⋅ ⼿、⾜⾸、⾜の腫れ
⋅ ⽪膚の発疹、かゆみ。

⋅ 静脈、特に脚の⾎栓（症状には
以下が含まれます）
腫れ、痛み、脚の発⾚）、⾎管
を通って肺に移動し、胸の痛み
や困難を引き起こす可能性があ
ります
呼吸。これらの症状のいずれかに気
付いた場合は、すぐに医師の診察を
受けてください。

この薬を使⽤している間、アルコール
を飲むときは注意してください。 ア
ルコールを飲むと、眠気や眠気が悪化
することがあります。

ベッドから出たり⽴ったりするときに、頭
がおかしい、めまいがする、または失神し
ていると感じた場合は、ゆっくり起きてく
ださい。 ゆっくりと⽴ち上がると、体の
位置や⾎圧の変化に慣れるのに役⽴ちま
す。この問題が続くか悪化する場合は、医
師に相談してください。

⋅ 灼熱感やチクチクするよう
な異常な感覚

⋅ 注意と記憶の変化
⋅ めまいや回転感覚
⋅ 痛みを伴うまたは弱い筋⾁

⋅ 注射部位の痛み
⋅ ⼀般的に気分が悪い

⋅ 認知症の⾼齢者では、死亡者数
のわずかな増加が報告されてい
ます
抗精神病薬を服⽤していない患者と
⽐較して抗精神病薬を服⽤している
患者。

次のいずれかに気付いた場合は、
すぐに医師に相談してください。
⋅ ⼿や指の震えや震え、体のね

じれの動き、または腕や脚の
歩⾏やこわばりのシャッフル
など、異常な動きの突然の開
始

これらはClopixolの深刻な副作⽤である可
能性があります。緊急の治療が必要な場合
があります。副作⽤
次のいずれかに気付いた場合は、す
ぐに医師に相談するか、最寄りの病
院の事故と緊急事態に⾏ってくださ
い。
⋅ 重篤なアレルギー反応（アレル

ギー反応の症状には、顔、唇、
⼝、喉の腫れが含まれる場合が
あり、嚥下や呼吸、じんましん
が困難になる場合があります）

すべての薬には、いくつかの望ましくない
副作⽤がある可能性があります。深刻な場
合もありますが、ほとんどの場合そうでは
ありません。あなたの医者は、この薬を使
⽤することのリスクと、それがあなたにも
たらすと期待する利益とを⽐較検討しまし
た。

⋅ ワームのような⾆の動き、または
その他の制御されていない⼝、
⾆、頬、または顎の動き。これは
腕や脚に進⾏する可能性がありま
す。

Clopixolの使⽤中に気分が悪い場合
は、できるだけ早く医師または薬剤師
に伝えてください。 精神疾患のある
ほとんどの⼈に役⽴ちますが、⼀部の
⼈には望ましくない副作⽤がある可能
性があります。

⋅ じっとしていることができない

⋅ 筋⾁の動きの増加、減速、
または異常

⋅ 体温の突然の上昇、筋⾁の異常な
こわばり、意識の変化、特に速い
⼼拍数と発汗に関連して。これ
は、と呼ばれる⾮常にまれな状態
が原因である可能性があります

さまざまな抗精神病薬で報告さ
れている神経弛緩薬の悪性症候
群。

⋅ ⽴ち上がるとめまいがする
⋅ 不整脈と⼼拍数と⾎圧の変化

65歳以上の場合、副作⽤が発⽣
する可能性が⾼くなります。 ⋅ 失神

⋅ かすみ⽬または焦点が合
わない次のいずれかに気づき、⼼配してい

る場合は、医師に相談してくださ
い。
⋅ 眠気、眠気

⋅ 尿の通過が困難
⋅ 排尿の増加またはその他

の尿障害
これらは⾮常に深刻な副作⽤です。緊急
の治療または⼊院が必要になる場合があ
ります。⋅ 眠れない

⋅ 異常な夢
⋅ 頭痛
⋅ 倦怠感
⋅ 落ち込んだ気分
⋅ 不安
⋅ 緊張、動揺

⋅ ⽬の⾼圧
⋅ ⺟乳の異常な分泌
⋅ 男性の乳房肥⼤
⋅ 呼吸困難または呼吸困難

これらの副作⽤は⼀般的にまれです。

気分が悪くなっている他のことに気づ
いたら、医師に相談してください。

上記にリストされていない他の副作⽤は、⼀部の⼈々に発

⽣する可能性があります。

⋅ 発熱、悪寒、喉の痛みなどの頻
繁な感染症
⼝内潰瘍
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考えられる副作⽤のこのリストに驚
かないでください。
あなたはそれらのどれも経験しないかもしれま

せん。

薬剤師は、残っているものをど
うするか。 不活性成分（錠剤）：

⋅ 硬化ヒマシ油
⋅ 微結晶性セルロース
⋅ グリセロール

⋅ ヒプロメロース

⋅ 酸化鉄⾚
⋅ 乳糖⼀⽔和物
⋅ マクロゴール6000

⋅ ステアリン酸マグネシウム

⋅ コポビドン
⋅ ジャガイモでんぷん

⋅ 精製タルク
⋅ ⼆酸化チタン。

未使⽤の薬は薬剤師に返却して
ください。

製品説明
使⽤後

それはどのようなものか
保管所 Clopixolは錠剤として、2種類の注射で

提供されます。使⽤するときまで、Clopixolをパックに⼊
れておきます。
パックからタブレットやアンプルを取り
出すと、うまく保存できない場合があり
ます。

⋅ Clopixol 10 mgフィルムコー
ティング錠-薄⾚褐⾊、丸い
両凸錠

⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/mL
注射⽤溶液-透明で⻩⾊がかっ
たオイル

クロピクソール錠には、グルテン、ショ糖、タート

ラジン、その他のアゾ染料は含まれていません。Clopixolを⽇光から遠ざけてく
ださい。

⋅ Clopixol Depot 200 mg/mL注
射⽤溶液-透明な⻩⾊がかった
オイル。

温度が25℃以下にとどまる涼し
い乾燥した場所に薬を保管してく
ださい°°C。

不活性成分（注射）：
⋅ 分別されたココナッツオイル。

錠剤は100錠のボトルで⼊⼿可能
で、注射は5アンプルの箱に⼊って
います。

トイレ、流し台の近く、窓枠など
に保管しないでください。 メーカー/スポンサー

Clopixolは、デンマークのH. Lundbeck A/Sによって製造され

ています。
⾞内に放置しないでください。 熱と湿気

はいくつかの薬を破壊する可能性がありま

す。

材料
有効成分： ニュージーランドで配布： 薬局

⼩売業t/aヘルスケアロジスティ
クス
58リチャードピアスドライブマ

ンジェレ

オークランド2022

⼦供が届かない場所に保管してくだ
さい。
地上1.5メートル以上の鍵のかかっ
た⾷器棚は、薬を保管するのに適
した場所です。

⋅ クロピクソール10mg錠-10mgズクロ
ペンチキソール（
塩酸塩）1錠あたり

⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/mL注
射-1mLあたり50mgの酢酸ズクロペン
チキソールまたは2mLあたり100mgの
酢酸ズクロペンチキソール

Ph：0800 540 555

廃棄 このリーフレットは2020年6⽉18⽇に作成されま

した。⋅ Clopixol Depot 200 mg/
mL注射-200mg
1mLあたりのデカン酸ズクロペンチキ

ソール。

医師からこの薬の使⽤をやめるよ
うに⾔われた場合、または有効期
限が過ぎた場合は、 「Clopixol」は、H。Lundbeck 

A/Sの登録商標です。
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