
家 →薬、ハーブ、サプリメント →タペンタドール

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610006.html

タペンタドール
（ta pen'ta dol）と発⾳します

重要な警告：

タペンタドールは、特に⻑期間使⽤すると、習慣を形成する可能性があります。指⽰通りにタペン
タドールを服⽤してください。それ以上服⽤したり、頻繁に服⽤したり、医師の指⽰とは異なる⽅
法で服⽤したりしないでください。タペンタドールを服⽤している間、あなたの痛みの治療⽬標、
治療の⻑さ、およびあなたの痛みを管理する他の⽅法についてあなたの医療提供者と話し合ってく
ださい。あなたまたはあなたの家族の誰かが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、ストリートドラッグを使⽤したか使⽤したことがあるか、処⽅薬を過剰に使⽤したか、過剰摂
取したか、またはうつ病を患ったか、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
別の精神病。これらの状態のいずれかを経験した、または経験したことがある場合、タペンタドー
ルを使いすぎるリスクが⾼くなります。

タペンタドールは、特に治療の最初の24〜72時間の間、および⽤量を増やすたびに、深刻なまたは
⽣命を脅かす呼吸の問題を引き起こす可能性があります。あなたの医者はあなたの痛みを制御し、あ
なたが深刻な呼吸の問題を経験するリスクを減らすためにあなたの⽤量を調整します。呼吸や喘息が
遅くなった、またはこれまでに経験したことがあるかどうかを医師に伝えてください。あなたの医者
はおそらくタペンタドールを服⽤しないようにあなたに⾔うでしょう。また、慢性閉塞性肺疾患
（COPD;慢性気管⽀炎や肺気腫を含む肺疾患のグループ）、頭  部損傷、脳腫瘍、または量を増加さ
せる状態などの肺疾患を患っている、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
たの脳の圧⼒の。あなたが年配の成⼈であるか、病気のために衰弱または栄養失調である場合、あな
たが呼吸の問題を発症するリスクはより⾼くなるかもしれません。

タペンタドールによる治療中に他の特定の薬を服⽤すると、呼吸の問題やその他の深刻な⽣命を脅か
す呼吸の問題、鎮静、または昏睡を経験するリスクが⾼まる可能性があります。次の薬のいずれかを
服⽤している、または服⽤する予定があるかどうかを医師に伝えてください。他の⿇薬性鎮痛薬; 精
神疾患または吐き気のための薬; 筋弛緩薬; 鎮静剤; 睡眠薬; または精神安定剤。あなたの医者はあなた
の薬の投与量を変更する必要があるかもしれません、そして監視します
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あなたは慎重に。これらの薬のいずれかと⼀緒にタペンタドールを服⽤し、次の症状のいずれかが
発⽣した場合は、すぐに医師に連絡するか、緊急の医療を求めてください：異常なめまい、⽴ちく
らみ、極度の眠気、呼吸の遅延または困難、または無反応。介護者や家族がどの症状が深刻である
かを知っていることを確認してください。そうすれば、⾃分で治療を求めることができない場合に
医師や救急医療に連絡することができます。

アルコールを飲む、アルコールを含む処⽅薬または⾮処⽅薬を服⽤する、またはタペンタドールによる
治療中にストリートドラッグを使⽤すると、深刻な⽣命を脅かす副作⽤が発⽣するリスクが⾼まりま
す。タペンタドールによる治療中は、アルコールを飲んだり、アルコールを含む処⽅薬または⾮処⽅薬
を服⽤したり、ストリートドラッグを使⽤したりしないでください。

他の⼈にあなたの薬を服⽤させないでください。タペンタドールは、あなたの薬を服⽤している他の
⼈々、特に⼦供に害を及ぼしたり、死に⾄る可能性があります。タペンタドールは安全な場所に保管し
て、他の⼈が誤ってまたは故意に服⽤しないようにしてください。タペンタドールを⼦供の⼿の届かない
ところに置くように特に注意してください。残っている錠剤または徐放性錠剤の数を追跡して、不⾜して
いる薬があるかどうかを確認します。古くなった、または不要になった錠剤や徐放性錠剤をトイレに流し
て、他の⼈が服⽤しないようにします。

徐放性錠剤を服⽤している場合は、それらを丸ごと飲み込んでください。それらを噛んだり、壊したり、分割したり、

押しつぶしたり、溶かしたりしないでください。壊れた、噛んだ、砕いた、または溶解した徐放性錠剤を飲み込むと、

12時間以上ゆっくりとではなく、⼀度に⼤量のタペンタドールを受け取る可能性があります。これは、過剰摂取や死亡

などの深刻な問題を引き起こす可能性があります。

あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるかどうかを医師に伝えてください。妊娠中にタペンタ
ドールを定期的に服⽤すると、⾚ちゃんは出⽣後に⽣命を脅かす禁断症状を経験する可能性がありま
す。⾚ちゃんが次の症状のいずれかを経験した場合は、すぐに⾚ちゃんの医師に伝えてください：神
経過敏、活動亢進、異常な睡眠、甲⾼い泣き声、体の⼀部の制御不能な震え、嘔吐、下痢、または体
重増加の失敗。

タペンタドールを服⽤するリスクについて医師に相談してください。

タペンタドールによる治療を開始するとき、および処⽅箋を記⼊するたびに、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。

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

タペンタドール錠は、中等度から重度の急性の痛み（突然始まり、特定の原因があり、痛みの原因が治
ると消えると予想される痛み）の治療に使⽤されます。タペンタドール
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徐放性錠剤は、糖尿病患者の重度の神経障害性疼痛（神経損傷によって引き起こされる疼痛）の治療に
使⽤されます。タペンタドール徐放性錠剤は、他の鎮痛剤の使⽤では制御できない痛みを和らげるため
に、24時間薬が必要であると予想される⼈々を治療するためにのみ使⽤されます。タペンタドールは、
オピエート（⿇薬性）鎮痛薬と呼ばれる薬のクラスに含まれています。脳と神経系が痛みに反応する⽅
法を変えることによって機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

タペンタドールは、錠剤と徐放性（⻑時間作⽤型）錠剤として経⼝摂取できます。錠剤は通常、必要に応
じて4〜6時間ごとに⾷事の有無にかかわらず摂取されます。タペンタドール錠を服⽤している場合、痛み
を治療するために必要な場合は、治療初⽇の最初の服⽤から1時間後に2回⽬の服⽤を⾏うことができると
医師から⾔われることがあります。治療中は他のどの時点でも追加の服⽤をしないでください。また、徐
放性錠剤の追加の服⽤は絶対にしないでください。徐放錠は12時間に1回服⽤します。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
⽰通りにタペンタドールを服⽤してください。

徐放性錠剤を服⽤している場合は、⼤量の⽔で⼀度に1錠ずつ飲み込んでください。⼝に⼊れた直後に各
錠剤を飲み込んでください。

あなたの医者はおそらくタペンタドールの低⽤量であなたを始め、あなたの痛みが制御されるまであなたの⽤量を
徐々に増やします。あなたの痛みがコントロールされていない場合、あなたの医者はあなたの治療中いつでもあな
たの⽤量を調整するかもしれません。痛みが抑えられないと感じた場合は、医師にご相談ください。医師に相談せ
ずに薬の投与量を変更しないでください。

タペンタドールを⼀定期間服⽤すると、体が薬に慣れる可能性があります。これが起こった場合、あなたの医者
はあなたの痛みをコントロールするためにあなたの薬の投与量を増やす必要があるかもしれません。タペンタ
ドールによる治療中の気分について医師に相談してください。

医師に相談せずにタペンタドールの服⽤をやめないでください。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。タペンタドールの服⽤を突然やめると、落ち着きのなさなどの離脱症状が現れること
があります。不安; 過敏性; 涙⽬; あくび; 寒気; 発汗; 眠りにつくまたは眠り続けるのが難しい; 震え; あなた
の体の⼀部の制御できない揺れ; 筋⾁、背中、または関節の痛み; 弱さ; 吐き気; 嘔吐; 下痢; 胃のけいれん; ⾷
欲減少; ⿐⽔、くしゃみ、または咳; 端に⽴っているあなたの肌の髪; 速い呼吸; 速い⼼拍; 瞳孔の拡⼤（⽬の
真ん中の黒い円）; または幻覚（存在しないものを⾒たり、声を聞いたりする）。

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？

タペンタドールを服⽤する前に、

タペンタドール、その他の薬、またはタペンタドール錠や徐放性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。薬剤師に相談するか、
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成分のリストのための投薬ガイド。

次の薬を服⽤しているか、過去2週間以内に服⽤を中⽌したかどうかを医師に伝えてください：イソカルボキサジ
ド（Marplan）、リネゾリド（Zyvox）、メチレンブルー、フェネルジン（Nardil）、ラサギリン（Azilect）など
のモノアミンオキシダーゼ（MAO）阻害剤）、セレギリン（Emsam、Eldepryl、Zelapar）、および
tranylcypromine（Parnate）。また、タペンタドールによる治療中にこれらの薬のいずれかが処⽅されているか
どうかを医師に伝えてください。あなたがこれらの薬の1つ以上を服⽤している場合、あなたの医者はおそらくタ
ペンタドールを服⽤しないようにあなたに⾔うでしょう。

あなたが服⽤している、または服⽤する予定の他の処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品、およびハーブ
製品を医師と薬剤師に伝えてください。次のいずれかに必ず⾔及してください。抗ヒスタミン薬（咳、⾵邪、お
よびアレルギー薬）。ブプレノルフィン（Buprenex、Butrans、Suboxone、Zubsolv）; ブトルファノール; シ
クロベンザプリン（Amrix）; デキストロメトルファン（多くの咳⽌め薬に⾒られる; Nuedextaにある）; 過敏性
腸疾患、乗り物酔い、パーキンソン病、潰瘍、または泌尿器系の問題のための薬; リチウム（Lithobid）; アルモ
トリプタン（Axert）、エレトリプタン（Relpax）、フロバトリプタン（Frova）、ナラトリプタン
（Amerge）、リザトリプタン（Maxalt）、スマトリプタン（Imitrex、トレキシメット）、ゾルミトリプタン
（Zomig）などの⽚頭痛薬。ミルタザピン（レメロン）; ナルブフィン; ペンタゾシン（タルウィン）; シタロプラ
ム（Celexa）、エシタロプラム（Lexapro）、フルオキセチン（Prozac、Sarafem、Selfemra、Symbyax）、フ
ルボキサミン（Luvox）、パロキセチン（Brisdelle、Paxil、Pexeva）、sertralineなどの選択的セロトニン再取
り込み阻害剤（SSRI） ; 選択的
デスベンラファキシン（Khedezla、Pristiq）、デュロキセチン（Cymbalta）、ミルナシプラン（Savella）、ベンラファキシ
ン（Effexor）などのセロトニン/ノルエピネフリン再取り込み阻害剤（SNRI）。トラマドール（Conzip、Ultram、
Ultracet）; トラゾドン; または、アミトリプチリン、アモキサピン、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（シレノール、ゾナロン）、イミプラミン（サーモンチル、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（ビバクチル）などの三環式抗うつ薬（「ムードエレベータ」）トリミプラミン
（Surmontil）。他の多くの薬もタペンタドール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。

あなたが服⽤しているハーブ製品、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。

重要な警告のセクションに記載されている状態または⿇痺性イレウス（消化された⾷物が腸を通過しない状態）の
いずれかを経験したか、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。あなたの医者はタペンタ
ドールを服⽤しないようにあなたに⾔うかもしれません。

胃や腸に閉塞があるか、またはこれまでに閉塞したことがあるかどうか、排尿困難を引き起こす状態があるかど
うかを医師に伝えてください。または膵臓、胆嚢、腎臓、甲状腺、または肝臓の病気。

⺟乳育児をしている場合は医師に相談してください。

この薬は男性と⼥性の出⽣⼒を低下させる可能性があることを知っておく必要があります。タペンタドールを服⽤するリス
クについて医師に相談してください。

⻭科⼿術を含む⼿術を受けている場合は、タペンタドー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。

タペンタドールは眠気を催す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を理解す
るまでは、⾞を運転したり、機械を操作したり、その他の危険な可能性のある活動に参加したりしないでください。

タペンタドールは、横臥位からの⽴ち上がりが速すぎると、めまい、⽴ちくらみ、失神を引き起こす可能
性があることを知っておく必要があります。この問題を回避するには、ゆっくりとベッドから出て、⽴ち
上がる前に数分間床に⾜を置きます。

タペンタドールは便秘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。タペンタドールを服⽤している間、便秘を
予防または治療するために⾷事療法を変更したり、他の薬を使⽤したりすることについて医師に相談してください。
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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？

タペンタドール錠を服⽤している場合、医師はおそらく必要に応じて薬を服⽤するように指⽰します。医
師から定期的に服⽤するように⾔われた場合は、忘れた分は覚えたらすぐに服⽤してください。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。

タペンタドール徐放性カプセルを服⽤している場合は、忘れた分は飲まないで、通常の服⽤スケジュールを続
けてください。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？

タペンタドー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。

頭痛

胸焼け

胃痛

⼝渇

過度の倦怠感

不安

眠気

眠りにつくことや眠り続けることの難しさ

異常な夢

過敏性

突然の暖かさ

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、または特別な注意事
項または重要な警告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
絡するか、緊急治療を受けてください。

発作

興奮、幻覚（存在しないものを⾒たり、声を聞いたりする）、発熱、発汗、混乱、速い⼼拍、
震え、激しい筋⾁のこわばりやけいれん、協調性の喪失、吐き気、嘔吐、または下痢

吐き気、嘔吐、⾷欲不振、脱⼒感、またはめまい

勃起を取得または維持することができない

⽣理不順

性的欲求の減少
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発疹

かゆみ

じんましん

⽬、顔、唇、⾆、喉の腫れ

嗄声

呼吸困難または嚥下困難

胸痛

体位を変えると頭がおかしくなる

失神

意識の喪失

過熱感

激しい発汗

タペンタドールは他の副作⽤を引き起こす可能性があります。この薬を服⽤しているとき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）。古くなった薬や、薬の回
収プログラムで不要になった薬は、すぐに処分する必要があります。近くに回収プログラムがない場合、
またはすぐにアクセスできるプログラムがない場合は、古くなった、または不要になった薬をトイレに流
してください。あなたの薬の適切な処分についてあなたの薬剤師に相談してください。

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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タペンタドールを服⽤している間は、ナロキソンと呼ばれる救急薬をすぐに利⽤できるようにすることについて医師に相談する必要があります（例：⾃

宅、オフィス）。ナロキソンは、過剰摂取による⽣命を脅かす影響を逆転させるために使⽤されます。それは⾎中の⾼レベルのオピオイドによって引き起

こされる危険な症状を和らげるためにオピオイドの効果をブロックすることによって機能します。あなたが⼩さな⼦供や街頭や処⽅薬を乱⽤した⼈がいる

家庭に住んでいる場合、あなたの医者はあなたにナロキソンを処⽅するかもしれません。あなたとあなたの家族、介護者、またはあなたと⼀緒に時間を過

ごす⼈々が、過剰摂取を認識する⽅法、ナロキソンの使⽤⽅法、および緊急医療援助が到着するまで何をすべきかを知っていることを確認する必要があり

ます。あなたの医者または薬剤師はあなたとあなたの家族に薬の使い⽅を教えます。⼿順については薬剤師に問い合わせるか、製造元のWebサイトにアク

セスして⼿順を⼊⼿してください。過剰摂取の症状が発⽣した場合、友⼈または家族はナロキソンの初回投与を⾏い、すぐに911に電話し、緊急医療援助が

到着するまであなたと⼀緒にいて注意深く⾒守る必要があります。ナロキソンを投与してから数分以内に症状が再発する場合があります。あなたの症状が

再発した場合、その⼈はあなたにナロキソンの別の⽤量を与えるべきです。医療援助が到着する前に症状が再発した場合は、2〜3分ごとに追加の⽤量を投

与することができます。ナロキソンを投与してから数分以内に症状が再発する場合があります。あなたの症状が再発した場合、その⼈はあなたにナロキソ

ンの別の⽤量を与えるべきです。医療援助が到着する前に症状が再発した場合は、2〜3分ごとに追加の⽤量を投与することができます。ナロキソンを投与

してから数分以内に症状が再発する場合があります。あなたの症状が再発した場合、その⼈はあなたにナロキソンの別の⽤量を与えるべきです。医療援助

が到着する前に症状が再発した場合は、2〜3分ごとに追加の⽤量を投与することができます。

過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。
瞳孔の狭⼩化または拡⼤（⽬のくま）

眠気

応答またはウェイクアップできません

筋⼒低下

冷たく湿った肌

呼吸が遅い、または浅い

呼吸困難

⼼拍が遅くなりました

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と研究室とのすべての約束を守ってください。あなたの医者はタペンタドールに対するあなたの体の反応をチェックするために特

定の臨床検査を命じるかもしれません。

臨床検査（特にメチレンブルーを含む検査）を受ける前に、タペンタドールを服⽤していることを医師と
検査官に伝えてください。

この処⽅箋は補充できません。投薬を終えた後も痛みが続く場合は、医師に連絡してください。

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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