
家 →薬、ハーブ、サプリメント →リスペリドン

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a694015.html

リスペリドン
（ris per'i done）と発⾳されます

重要な警告：

研究によると、リスペリ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リスクが⾼くなります。認知症の⾼齢者も、治療中
に脳卒中やミニストロークを起こす可能性が⾼くなります。フロセミド（Lasix）を服⽤している場
合は、医師と薬剤師に伝えてください。

リスペリドンは、認知症の⾼齢者の⾏動問題の治療について⾷品医薬品局（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リスペリ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]

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

リスペリドンは、13歳以上の成⼈および10代の若者の統合失調症（思考障害または異常な思考、⼈⽣へ
の興味の喪失、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、成⼈および10歳以上の双極性障害（躁病うつ病性障害;うつ病のエピソード、躁病のエピソード、
および他の異常な気分を引き起こす病気）。リスペリドンは、攻撃性、⾃傷⾏為、⾃閉症（反復⾏動を引
き起こす状態、他者との交流の難しさ、コミュニケーションの問題）。リスペリドンは、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？

リスペリドンは、錠剤、溶液（液体）、および⼝腔内崩壊錠（⼝の中ですぐに溶ける錠剤）として提供
され、⼝から摂取できます。通常、1⽇1〜2回、有無にかかわらず服⽤します。
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⾷物。毎⽇ほぼ同じ時間にリスペリ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。指⽰どおりにリスペリドンを服⽤し
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。

付属のスポイトを使⽤して、リスペリドン経⼝液剤の投与量を測定します。経⼝液剤は、⽔、オレンジジュース、コー

ヒー、または低脂肪乳と⼀緒に飲むことができます。お茶やコーラと⼀緒に溶液を服⽤しないでください。

⼝腔内崩壊錠をホイルに押し込まないでください。代わりに、乾いた⼿を使ってホイルのパッケージをはがして
ください。すぐにタブレットを取り出し、⾆の上に置きます。タブレットはすぐに溶解し、液体の有無にかかわ
らず飲み込むことができます。タブレットを噛んだりつぶしたりしないでください。

あなたの医者はおそらくあなたを低⽤量のリスペリドンで始め、あなたの体が薬に順応できるように
あなたの⽤量を徐々に増やします。

リスペリドンはあなたの症状をコントロールするのに役⽴つかもしれませんが、あなたの状態を治すことはありません。リ
スペリドンの効果が⼗分に発揮されるまでには、数週間以上かかる場合があります。気分が良くてもリスペリドンを服⽤し
続けてください。医師に相談せずにリスペリドンの服⽤をやめないでください。リスペリドンの服⽤を突然やめると、症状
が再発し、病気の治療が困難になる可能性があります。

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？

リスペリドンを服⽤する前に、

リスペリドンや他の薬にアレルギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。

あなたが服⽤している、または服⽤する予定の処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品、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。抗うつ薬。カルバマ
ゼピン（テグレトール）; シメチジン（タガメット）; クロザピン（クロザリル）; ブロモクリプチン
（Parlodel）、カベルゴリン（Dostinex）、レボドパ（Dopar、Larodopa）、ペルゴリド
（Permax）、ロピニロール（Requip）などのドーパミンアゴニスト。不安神経症、⾼⾎圧症、また
は発作の薬; 精神疾患のための他の薬; パロキセチン（パキシル）; フェノバルビタール（ルミナル、ソ
ルフォトン）; フェニトイン（ディランチン）; キニジン（Quinaglute、Quinidex）; ラニチジン（ザ
ンタック）; リファンピン（リファンピン、リマクタン）; 鎮静剤; 睡眠薬; 精神安定剤; およびバルプロ
酸（デパコート、デパケン）。

ストリートドラッグや⼤量のアルコールを使⽤した、または使⽤したことがあるかどうかを医師に伝え
てください。処⽅薬を使いすぎたことがある場合。パーキンソン病（PD;運動、筋⾁制御、バランスの
問題を引き起こす神経系の障害）を患っている、または患ったことがある場合。脂質異常症（⾼コレス
テロール値）; ⾎液中の⽩⾎球のレベルが低い、または⽩⾎球が減少している。嚥下困難; バランスを保
つのに苦労します。乳がん; 狭⼼症（胸痛）; 不整脈; ⾼⾎圧または低⾎圧; ⼼不全; ⼼臓発作; ストロー
ク; 発作; ⼼臓、腎臓または肝臓の病気; 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。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。
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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。リスペリドンを服⽤中に妊娠した場合は、医師に連絡してく
ださい。リスペリドンは、妊娠の最後の数か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、リスペリ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。

リスペリ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。この薬がどのように影響するかがわかるまで、⾞を
運転したり機械を操作したりしないでください。

あなたはアルコールがこの薬によって引き起こされる眠気を増す可能性があることを知っておくべきです。リスペリドンを服⽤している間はア

ルコールを飲まないでください。

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、リスペリ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。リスペリ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。治療されていない⾼⾎糖
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。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、

リスペリドンは、体が⾮常に熱くなると体が冷えにくくなり、⾮常に冷えると体が温まるのを難しくする可能性があるこ
とを知っておく必要があります。激しい運動をする予定がある場合、または極端な⾼温または低温にさらされる予定があ
る場合は、医師に相談してください。

横臥位からの⽴ち上がりが速すぎると、リスペリドンがめまい、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、最初にリスペリ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。

フェニルケトン尿症（PKU、重度の知的障害を引き起こす可能性のある脳への損傷を防ぐために特別
な⾷事療法に従う必要がある遺伝性疾患）がある場合は、経⼝崩壊錠剤にフェニルアラニンが含まれ
ていることを知っておく必要があります。

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ている場合は、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？

リスペリ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。

吐き気
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嘔吐

下痢

便秘

胸焼け

⼝渇

唾液の増加

⾷欲増進

体重の増加

胃痛

不安

攪拌

落ち着きのなさ

いつもより夢を⾒る

眠りにつくことや眠り続けることの難しさ

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

視⼒の問題

筋⾁や関節の痛み

乾燥または変⾊した⽪膚

排尿困難

めまい、不安定感、バランスの維持に問題がある

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。次の症状のいずれか、または「重要な警告」セ
クションまたは「特別な注意事項」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。

熱

筋⾁のこわばり

落下

錯乱

速いまたは不規則なパルス

発汗

制御できない顔や体の異常な動き

かすれ
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発作

ゆっくりとした動きやシャッフルウォーク

発疹

じんましん

かゆみ

呼吸困難または嚥下困難

何時間も続く陰茎の痛みを伴う勃起

リスペリドンは、⼦供が予想以上に体重を増やし、男の⼦と男性のティーンエイジャーが胸のサイズを⼤きくする原
因となる可能性があります。あなたの⼦供にこの薬を与えることのリスクについてあなたの医者に相談してくださ
い。

リスペリ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）。⼝腔内崩壊錠は必ず密
封包装して保管し、開封後すぐにご使⽤ください。

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]

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

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]。犠牲者が倒れた場合、
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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。

過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。
眠気

速い、ドキドキする、または不整脈

胃のむかつき

ぼやけた視界

失神

めまい

発作

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。あなたの医者はリスペリ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。

ランド名
リスペリドン®経⼝液剤

リスペリドン®タブレット

リスペリドン®M-TAB®⼝腔内崩壊錠

最終改訂⽇-2022年1⽉15⽇

このページを引⽤する⽅法を学ぶ

American Society of Health-System Pharmacists、Inc.免責事項
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商⽤利⽤はASHPの承認が必要です。

国⽴医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894⽶国保健社会福祉省

国⽴衛⽣研究所

ページの最終更新⽇：2022年3⽉25⽇
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