
家 →薬、ハーブ、サプリメント →ロピニロール

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698013.html

ロピニロール
（roe pin'i role）と発⾳します

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

ロピニロールは、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）の症
状を治療するために、単独で、または他の薬と⼀緒に使⽤されます。とバランスの問題。ロピニロール
は、むずむず脚症候群（RLSまたはエクボム症候群;特に夜間や座っているときや横になっているときに脚
に不快感を与え、脚を動かしたいという強い衝動を引き起こす状態）の治療にも使⽤されます。ロピニ
ロールは、ドーパミン作動薬と呼ばれる薬のクラスに含まれています。それは、動きを制御するために必
要な脳内の天然物質であるドーパミンの代わりに作⽤す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？

ロピニロールは、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。ロピニロールは、胃の不
調を防ぐために⾷物と⼀緒に摂取することができます。パーキンソン病の治療にロピニロールを使⽤する
場合、通常の錠剤は1⽇3回服⽤し、徐放性錠剤は1⽇1回服⽤します。ロピニロールがむずむず脚症候群の
治療に使⽤される場合、通常の錠剤は通常、就寝時刻の1〜3時間前に1⽇1回服⽤します。ロピニロール徐
放性錠剤は、むずむず脚症候群の治療には使⽤されません。毎⽇ほぼ同じ時間にロピニロールを服⽤して
ください。処⽅箋ラベル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。指⽰通りにロピニロール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。

ロピニロールのブランド名に似た名前を持つ他の薬があります。処⽅箋を記⼊するたびに、同様の薬の
1つではなく、ロピニロールを服⽤していることを確認する必要があります。あなたの医者があなたに
与える処⽅箋が明確で読みやすいことを確認してください。あなたはあなたの薬の名前とあなたがそれ
を服⽤している理由を知っているべきです。間違った薬を服⽤したと思われる場合は、薬剤師に相談し
てください。医師が処⽅した薬であることが確実でない限り、薬を服⽤しないでください。

徐放性錠剤全体を飲み込みます。それらを分割したり、噛んだり、押しつぶしたりしないでください。

あなたの医者はあなたを低⽤量のロピニロールで始め、あなたの症状をコントロールするのを助けるためにあなたの⽤
量を徐々に増やします。パーキンソン病を治療するためにロピニロールを服⽤している場合、医師はおそらく週に1回
以上頻繁に⽤量を増やすことはありません。むずむず脚を治療するためにロピニロールを服⽤している場合
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症候群の場合、医師はおそらく2⽇後、最初の週の終わりに、そしてその後は週に1回以下の頻度で⽤量を増や
します。あなたがあなたのために働く⽤量に達するまでに数週間かかるかもしれません。むずむず脚症候群を
治療するためにロピニロールを服⽤している場合は、治療の最初の2週間に服⽤する⽤量を増やした錠剤を含
むスターターキットを受け取る場合があります。あなたが必要とする薬の投与量は、あなたの体が薬にどれだ
けよく反応するかによって異なり、キットに含まれている投与量とは異なる場合があります。医師は、キット
の使⽤⽅法と、キットに含まれるすべての錠剤を服⽤する必要があるかどうかを教えてくれます。医師の指⽰
に注意深く従ってください。

ロピニロールはパーキンソン病とむずむず脚症候群の症状をコントロールしますが、これらの症状を治すこと
はありません。気分が良くてもロピニロールを服⽤し続けてください。医師に相談せずにロピニロールの服⽤
をやめないでください。ロピニロールを服⽤しているときに突然薬の服⽤をやめると、発熱、筋⾁のこわば
り、発汗、混乱、痛み、通常の活動や普段気になることへの興味や関⼼の⽋如、不安、うつ病、疲れ、困難を
経験する可能性があります眠りに落ちる、または眠り続ける、およびその他の症状。あなたの医者があなたに
ロピニロールの服⽤をやめるように頼んだ場合、あなたの医者はおそらくあなたの⽤量を7⽇かけて徐々に減ら
します。

何らかの理由でロピニロールの服⽤を中⽌した場合は、医師に相談せずに薬の服⽤を再開しないでくださ
い。あなたの医者はおそらくあなたの⽤量を徐々に増やしたいと思うでしょう。

薬剤師または医師に、患者に関する製造元の情報のコピーを依頼してください。

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？

ロピニロールを服⽤する前に、

あなたがロピニロール、他の薬、またはロピニロール錠剤または徐放性錠剤の成分のいずれかにアレルギーが
あるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。ロピニロールの通常または徐放性錠剤の成分のリストについ
ては、医師または薬剤師に問い合わせてください。

医師と薬剤師に、処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品、および服⽤中または服⽤予定のハーブ
製品を伝えてください。次のいずれかに必ず⾔及してください。抗うつ薬（「ムードエレベー
ター」）。抗精神病薬（精神疾患の薬）; シメチジン（タガメット、タガメットHB）; シプロフロキサ
シン（Cipro）、ノルフロキサシン（Noroxin）などのフルオロキノロン系抗⽣物質。フルボキサミン
（Luvox）; ホルモン補充療法およびホルモン避妊薬（経⼝避妊薬、パッチ、リング、および注射）; イ
ンスリン; ランソプラゾール（Prevacid）; レボドパ（シネメット、スタレボ）; 不安や発作の薬; 眠気を
引き起こす薬; メトクロプラミド（レグラン）; メキシレチン（メキシチル）; モダフィニル
（Provigil）; ナフシリン; オメプラゾール（Prilosec、Zegerid）; 鎮静剤; 睡眠薬; と精神安定剤。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。ロピニロールを服⽤しているときに薬の服⽤をやめた場合は、必ず医師または薬剤師に伝
えてください。

制御が困難なギャンブルの衝動があったかどうか、⽇中の予期せぬ眠気やむずむず脚症候群以外の睡
眠障害があったか、またはあったことがあるかどうかを医師に伝えてください。⾼⾎圧または低⾎圧; 
精神病性障害（異常な思考または知覚を引き起こす精神疾患）; または⼼臓、肝臓、または腎臓の病
気。
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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。ロピニロールを服⽤中に妊娠した場
合は、医師に連絡してください。また、授乳中かどうかを医師に伝えてください。ロピニロールは⺟乳の量を減らす可
能性があります。

あなたはロピニロールがあなたを眠気にさせるかもしれないか、あなたの通常の⽇常活動の間にあなたが突
然眠りに落ちるかもしれないことを知っているべきです。突然眠りにつく前に、眠気を感じたり、その他の
警告の兆候が⾒られない場合があります。薬がどのように影響するかがわかるまで、治療の開始時に⾞を運
転したり、機械を操作したり、⾼所で作業したり、潜在的に危険な活動に参加したりしないでください。テ
レビを⾒たり、話したり、⾷事をしたり、⾞に乗ったりしているときに突然眠りに落ちた場合、または特に
⽇中に⾮常に眠くなった場合は、医師に連絡してください。医師に相談するまでは、運転したり、⾼い場所
で作業したり、機械を操作したりしないでください。

アルコールは、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忘れないでください。定期的にアルコール飲料を飲
む場合は、医師に相談してください。

タバコ製品を使⽤するかどうかを医師に伝えてください。ロピニロールによる治療中に喫煙を開始または停⽌した場合
は、医師に連絡してください。喫煙はこの薬の効果を低下させる可能性があります。

ロピニロールなどの薬を服⽤または使⽤した⼀部の⼈々は、ギャンブル、性的衝動または⾏動の増
加、過度の買い物、過⾷症など、強迫的または異常な衝動または⾏動を起こしたことを知っておく必
要があります。制御が難しいギャンブルの衝動がある場合、買い物、⾷事、セックス、ギャンブルの
強い衝動がある場合、または⾏動を制御できない場合は、医師に連絡してください。ギャンブルやそ
の他の激しい衝動や異常な⾏動が問題になっていることに気づかなくても、家族が医師に電話できる
ように、このリスクについて家族に伝えてください。

ロピニロールは、座ったり横臥したりする姿勢から⽴ち上がるのが速すぎると、めまい、⽴ちくらみ、吐き
気、発汗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、最初にロピニロールを服⽤し
始めたとき、またはロピニロールの投与量を増やしたときによく⾒られます。この問題を回避するには、椅⼦
またはベッドからゆっくりと降り、⽴ち上がる前に数分間床に⾜を置きます。

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？

パーキンソン病を治療するために定期的にロピニロール錠を服⽤していて、服⽤し忘れた場合は、忘れた分を覚
えたらすぐに服⽤してください。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。

むずむず脚症候群を治療するために通常のロピニロール錠を服⽤していて、服⽤し忘れた場合は、服⽤し忘れた服⽤をス
キップしてください。次の就寝時刻の1〜3時間前に通常の服⽤をしてください。飲み忘れた分を補うために、次の服⽤を2
倍にしないでください。

パーキンソン病を治療するために徐放性ロピニロール錠を服⽤していて、服⽤し忘れた場合は、忘れた分を覚
えたらすぐに服⽤してください。翌⽇、通常の投薬スケジュールに戻ります。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？

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698013.html 3/7



4/15 / 22、11：17 AM ロピニロール：MedlinePlus医薬品情報

ロピニロ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。

吐き気

嘔吐

胃痛

胸焼けまたはガス

下痢

便秘

⾷欲不振

減量

めまい

眠気

疲れ

弱点

頭痛

発汗または紅潮

錯乱

覚えたり集中したりするのが難しい

不安

制御されていない突然の体の動き

体のコントロールできない部分の揺れ

タッチに対する感度（応答）の低下

頻繁または緊急の排尿の必要性

排尿困難または排尿時の痛み

男性では、勃起を達成または維持するのが難しい

背中、筋⾁、または関節の痛み

⼿や⾜の痛み、灼熱感、しびれ、またはうずき

⼿、腕、⾜、⾜⾸、または下肢の腫れ

⼝渇

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が発⽣した場合は、すぐに
医師に連絡してください。

幻覚（存在しないものを⾒たり、声を聞いたりする）

他⼈を異常に疑っている
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錯乱

攻撃的または⾮友好的な⾏動

現実には根拠のない奇妙な考えや信念を持っている

攪拌

失神

胸痛

遅い、速い、または不整脈

発疹

じんましん

かゆみ

顔、唇、⼝、⾆、または喉の腫れ

呼吸困難

嚥下障害または呼吸困難

複視またはその他の視⼒の変化

ロピニロールや他の同様の薬を服⽤している⼈の中には、肺や⼼臓弁に線維性の変化（瘢痕化または肥厚）を発症
した⼈もいます。この問題がロピニロールによって引き起こされているかどうかはまだわかっていません。この薬
を服⽤するリスクについて医師に相談してください。

ロピニロ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、直射⽇光、過度の熱、湿気（バスルームではない）から離して保管してください。

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、
⼦供の⼿の届かないところにすべての薬を保管することが重要です。
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幼児は簡単に開けることができます。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。

過剰摂取の症状には次のものがあります。

吐き気

嘔吐

めまい

失神

幻覚（存在しないものを⾒たり、声を聞いたりする）

悪夢

眠気

錯乱

発汗

狭いスペースや閉ざされたスペースにいるときの恐怖

制御が難しい体の動き

速い、不規則な、またはドキドキする⼼拍

胸痛

弱点

咳

攪拌

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者とのすべての約束を守ってください。

他の⼈にあなたの薬を服⽤させないでください。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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ランド名
装備する®¶

装備する®XL¶

¶-このブランドの製品はもう市場に出ていません。⼀般的な代替⼿段が利⽤できる場合があります。

最終改訂⽇-2022年2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
AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 

East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
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