
家 →薬、ハーブ、サプリメント →ルラシドン

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611016.html

ルラシドン
（loo ras'I done）と発⾳します

重要な警告：

認知症の⾼齢者に対する重要な警告：

研究によると、ルラシドンなどの抗精神病薬（精神疾患の薬）を服⽤している認知症（記憶、明確な思
考、コミュニケーション、⽇常⽣活の遂⾏能⼒に影響を及ぼし、気分や性格の変化を引き起こす可能性
のある脳障害）の⾼齢者治療中に死亡する可能性が⾼くなります。認知症の⾼齢者は、抗精神病薬によ
る治療中に脳卒中やミニストロークを起こす可能性も⾼くなります。

ルラシドンは、認知症の⾼齢者の⾏動障害の治療のために⾷品医薬品局（FDA）によって承認されていま
せん。あなた、家族、またはあなたが世話をしている⼈が認知症でルラシドンを服⽤している場合は、こ
の薬を処⽅した医師に相談してください。詳細については、FDAのWebサイトにアクセスしてください。
http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

うつ病の⼈への重要な警告：

臨床研究中にうつ病の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します）。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。10歳未満の⼦供は、通常、うつ病の治療にルラシドンを服⽤するべきではありませんが、場合に
よっては、医師がルラシドンが⼦供の状態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。

24歳以上の成⼈であっても、ルラシドンを服⽤してうつ病やその他の精神疾患を治療すると、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;
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重度の落ち着きのなさ; そして熱狂的な異常な興奮。⾃分で治療を求めることができない場合に医師に連
絡できるように、家族や介護者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。

あなたがルラシ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。

年齢に関係なく、抗うつ薬を服⽤する前に、あなた、あなたの家族、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（気分が落ち込んだ状態から異常に興奮した
状態に変化する）または躁病を患っている、または経験したことがあるか、⾃殺を考えたり試みたりし
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？

ルラシドンは、13歳以上の成⼈および⼩児の統合失調症（思考障害または異常な思考、⼈⽣への興味の喪失、
および強いまたは不適切な感情を引き起こす精神疾患）の症状を治療するために使⽤されます。また、双極性
障害（躁うつ病エピソード、うつ病エピソード、躁病エピソード、およびその他の異常な気分を引き起こす疾
患）を患う10歳以上の成⼈および⼩児のうつ病の治療にも使⽤されます。ルラシドンは、双極性障害の成⼈の
うつ病を治療するために、リチウム（Lithobid）またはバルプロ酸（Depacon）と⼀緒に使⽤されます。ルラ
シドンは、⾮定型抗精神病薬と呼ばれる薬のクラスに含まれています。それは脳内の特定の天然物質の活動を
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？

ルラシドンは、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（少なくとも350カロリー）と⼀緒
に摂取します。毎⽇ほぼ同じ時間にルラシ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。指⽰通りにルラシ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。

ルラシドンは、双極性障害を持つ⼈々の統合失調症とうつ病を制御しますが、これらの状態を治療することはで
きません。ルラシドンの効果を⼗分に感じるまでには、数週間以上かかる場合があります。気分が良くてもルラ
シドンを服⽤し続けてください。医師に相談せずにルラシドンの服⽤を中⽌しないでください。

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。
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特別な注意事項に従う必要がありますか？

ルラシドンを服⽤する前に、

ルラシドン、他の薬、またはルラシ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てください。

カルバマゼピン（カルバマゼピン、エピトール、テグレトール）を服⽤しているかどうかを医師に伝えてください。クラリスロマイシン（Biaxin、

Prevpac）; ケトコナゾール; mibefradil; フェニトイン（Dilantin、Phenytek）; リファンピン（リファチン、リマクタン、リファメート、リファター

ル）; リトナビル（ノルビル）; セントジョンズワート; またはボリコナゾール（Vfend）。あなたがこれらの薬のいずれかを服⽤している場合、あな

たの医者はおそらくルラシドン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。抗うつ薬。抗ヒスタミン薬; アタザナビル（Reyataz）; ボセンタ
ン（Tracleer）; ジルチアゼム（Cardizem、Cartia、Taztia、Tiazac、その他）; エファビレンツ（サスティバ、アトリ
プラ）; エリスロマイシン（EES、E-Mycin、Ery-Tab、その他）; エトラビリン（インテリジェンス）; フルコナゾール
（ジフルカン）; インジナビル（クリキシバン）; イプラトロピウム（アトロベント、コンビベント、デュオネブ）; イ
トラコナゾール（Sporanox）; 不安、鎮静剤、睡眠薬、または精神安定剤を制御するための薬; ⾎圧を制御するための
薬; 緑内障、炎症性腸疾患、乗り物酔い、重症筋無⼒症、パーキンソン病、潰瘍、または泌尿器系の問題に対する薬; モ
ダフィニル（Provigil）; ナフシリン; ネファゾドン; ネルフィナビル（ビラセプト）; フェノバルビタール; ピオグリタゾ
ン（Actos、Duetact、Actoplus Met）; リファブチン（マイコブチン）; またはベラパミル（カラン、ベレラン、その
他、タルカ）; 他の薬もルラシドンと相互作⽤する可能性があるため、このリストに記載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。

ストリートドラッグを使⽤した、または使⽤したことがあるか、処⽅薬を過剰に使⽤したことがあるか、脳
卒中を起こしたことがあるか、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。ミニストロー
ク（TIA）; 胸痛、⼼臓病、または⼼臓発作; 不整脈; ⼼不全; パーキンソン病（運動、筋⾁制御、およびバラ
ンスの問題を引き起こす神経系の障害）; アルツハイマー病（⽇常の活動を考え、学び、伝達し、処理する
記憶と能⼒をゆっくりと破壊する脳疾患）; 発作; 認知症; 乳がん; バランスを保つのに苦労します。飲み込む
のが困難な状態。⾼⾎圧または低⾎圧; ⾼プロラクチンレベル; ⾎中の⾼レベルの脂肪（コレステロールとト
リグリセリド）。⽩⾎球の数が少ない; 腎臓病; 肝疾患; ⾼⾎糖; または、あなたまたはあなたの家族の誰かが
糖尿病を患っている、または患ったことがある場合。現在、激しい嘔吐や下痢、脱⽔症状がある場合、また
は治療中にこれらの症状が現れた場合は、医師に相談してください。また、重度の副作⽤のために精神疾患
の薬の服⽤をやめなければならなかった場合は、医師に相談してください。

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。ルラシドンを服⽤中に妊娠した場合は、医師にご相談ください。ルラシド
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、ルラシ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。

ルラシドンが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がわか
るまで、⾞を運転したり危険な機械を操作したりしないでください。

まだ糖尿病にかかっていない場合でも、この薬を服⽤している間、⾼⾎糖（⾎糖値の上昇）を経験する可能
性があることを知っておく必要があります。統合失調症の場合は、統合失調症のない⼈よりも糖尿病を発症
する可能性が⾼く、ルラシドンまたは同様の薬を服⽤すると、このリスクが⾼まる可能性があります。ルラ
シドンを服⽤しているときに次の症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐに医師に相談してください：極度
の喉の渇き、頻尿、極度の空腹感、かすみ⽬、脱⼒感。⾼⾎糖はケトアシドーシスと呼ばれる深刻な状態を
引き起こす可能性があるため、これらの症状のいずれかが発⽣したらすぐに医師に連絡することが⾮常に重
要です。
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ケトアシドーシスは、早期に治療しないと⽣命を脅かす可能性があります。ケトアシドーシスの症状に
は、⼝渇、吐き気と嘔吐、息切れ、フルーティーなにおいのする息、意識の低下などがあります。

ルラシドンは、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。これは、最初にルラシドンを服⽤し始めたときによく⾒られます。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。

ルラシドンは、⾮常に熱くなると体が冷えにくくなる可能性があることを知っておく必要があります。運動を計
画しているのか、極度の熱にさらされるのかを医師に伝えてください。

ルラシドンは体重の増加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。この薬を服⽤して
いる間、定期的に体重をチェックすることが重要です。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？

この薬を服⽤している間は、グレープフルーツを⼤量に⾷べたり、グレープフルーツジュースを飲んだりしないでください。

服⽤を忘れた場合はどうすればいいですか？

あなたがそれを覚えたらすぐに⾷べ物（少なくとも350カロリー）で逃した⽤量を服⽤してください。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？

ルラシ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。

めまい、不安定感、バランスの維持に問題がある

不安

弱点

疲れ

落ち着きのなさ

体の⼀部の制御不能な揺れ

ゆっくりとした動きやシャッフルウォーク

吐き気

嘔吐

⾷欲の変化

唾液の増加

乳房の肥⼤または排出

⽉経が遅い、または⽉経がない

性的能⼒の低下
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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、または重要な警告と
特別な注意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。

発作

顔、喉、⾆、唇、⽬、⼿、⾜、⾜⾸、または下肢の腫れ

嗄声

嚥下障害または呼吸困難

呼吸困難

不整脈

喉の痛み、発熱、咳、悪寒、その他の感染症の兆候

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

制御できない顔や体の異常な動き

落下

ルラシ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）。

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
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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？

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。あなたの医者はルラシドン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。

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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