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ロスバスタチン
（roe soo'' va stat'in）と発⾳されます

知らせ：
[2021年7⽉20⽇投稿]

観客：患者、医療専⾨家、OBGYN、⼼臓病学、内分泌学、薬局

問題：FDAは、スタチン系薬剤の全クラスの処⽅情報における妊娠中の使⽤に関する情報の改訂を
要求しています。これらの変更には、すべての妊娠中の患者にこれらの薬を使⽤することに対する
禁忌を取り除くことが含まれます。禁忌はFDAの最も強⼒な警告であり、リスクが考えられる利益
を明らかに上回るため、薬を使⽤すべきでない場合にのみ追加されます。スタチンの利点には、⾮
常にリスクの⾼い妊娠中の患者の⼩グループでの深刻なまたは潜在的に致命的なイベントの予防が
含まれる可能性があるため、すべての妊娠中の⼥性にこれらの薬を禁忌にすることは適切ではあり
ません。

FDAは、禁忌を取り除くことで、特に⼼臓発作や脳卒中のリスクが⾮常に⾼い⼈にとって、医療専
⾨家と患者が利益とリスクについて個別に決定できるようになると期待しています。これには、ホ
モ接合型家族性⾼コレステロール⾎症の患者や、以前に⼼臓発作や脳卒中を起こしたことがある患
者が含まれます。

バックグラウンド：スタチンは、⾎中の低密度リポタンパク質（LDL-Cまたは「悪⽟」）コレステロールを低下させるため

に何⼗年も使⽤されてきた処⽅薬の⼀種です。スタチンクラスの医薬品には、アトルバスタチン、フルバスタチン、ロバス

タチン、ピタバスタチン、プラバスタチン、ロスバスタチン、およびシンバスタチンが含まれます。

推奨事項：

忍耐：スタチンを服⽤している患者は、妊娠した場合、または妊娠している疑いがある場合は、
医療専⾨家に通知する必要があります。あなたの健康管理の専⾨家は、妊娠中に薬の服⽤をやめ
るべきかどうか、そして授乳中にスタチンを⼀時的にやめてもよいかどうかをアドバイスするこ
とができます。⼼臓発作や脳卒中のリスクが⾼く、出産後にスタチンを必要とする患者は、⺟乳
で育てるべきではなく、乳児⽤調製粉乳などの代替品を使⽤する必要があります。

ヘルスケアのプロ：ヘルスケアの専⾨家は、ほとんどの妊娠中の患者のスタチン療法を中⽌する必
要があります。そうしないと、個⼈の継続的な治療ニーズを考慮することができます。
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患者、特に妊娠中の⼼⾎管イベントのリスクが⾮常に⾼い患者。⼼⾎管疾患の慢性的な性質のた
め、⾼脂⾎症の治療は⼀般的に妊娠中に必要ではありません。⺟乳育児中にスタチンを⼀時的に
中⽌できるかどうかについて、患者と話し合います。⼼⾎管リスクのためにスタチンを必要とす
る⼈には、薬が⺟乳に移⾏する可能性があるため、⺟乳育児は推奨されないことをアドバイスし
てください

FDAは、処⽅情報の改訂された⽂⾔が、妊娠する可能性のある患者にスタチンが安全に処⽅できるこ
とを医療専⾨家に安⼼させ、妊娠初期または妊娠前にスタチンが意図しない曝露を受けた患者を安
⼼させるのに役⽴つことを望んでいます。胎児に害を及ぼす可能性は低いです。

詳細については、FDAのWebサイトをご覧ください。 http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/
SafetyInformation [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation]とhttp://www.fda.gov/
Drugs/DrugSafety [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety]。

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

Rosuvastatinは、⾷事療法、減量、運動と併⽤して、⼼臓発作や脳卒中のリスクを減らし、⼼臓病を患っている⼈や⼼臓病を発症するリスクのある⼈に⼼臓⼿術が必要になる可能

性を減らします。ロスバスタチンは、⾎中の低密度リポタンパク質（LDL）コレステロール（「悪⽟コレステロール」）やトリグリセリドなどのコレステロールの量を減らし、⾼

密度リポタンパク質（HDL）コレステロール（「善⽟コレステロール」）の量を増やすためにも使⽤されます）⾎中。ロスバスタチンは、家族性ヘテロ接合性⾼コレステロール⾎

症（コレステロールが正常に体から除去できない遺伝性の状態）を患っている8〜17歳の⼦供や10代の若者の⾎中コレステロールやその他の脂肪物質の量を減らすために⾷事と⼀

緒に使⽤することもできます）。ロスバスタチンは、⾷事療法と併⽤して、または単独で、または他の薬剤と組み合わせて、家族性ホモ接合性⾼コレステロール⾎症（遺伝性疾

患）を患う成⼈および⼦供と10代の若者の⾎中コレステロールおよび他の脂肪物質の量を減らすために使⽤されますコレステロールが正常に体から除去できない場合）。ロスバス

タチンは、HMG-CoAレダクターゼ阻害剤（スタチン）と呼ばれる薬のクラスに含まれています。これは、体内でのコレステロールの⽣成を遅らせて、動脈壁に蓄積する可能性の

あるコレステロールの量を減らし、⼼臓、脳、および体の他の部分への⾎流を遮断することによって機能します。家族性ホモ接合性⾼コレステロール⾎症（コレステロールが正常

に体から除去されない遺伝性の状態）を患っている成⼈および⼦供と10代の若者の⾎中のコレステロールおよび他の脂肪物質の量を減らすこと。ロスバスタチンは、HMG-CoAレ

ダクターゼ阻害剤（スタチン）と呼ばれる薬のクラスに含まれています。これは、体内でのコレステロールの⽣成を遅らせて、動脈壁に蓄積する可能性のあるコレステロールの量

を減らし、⼼臓、脳、および体の他の部分への⾎流を遮断することによって機能します。家族性ホモ接合性⾼コレステロール⾎症（コレステロールが正常に体から除去されない遺

伝性の状態）を患っている成⼈および⼦供と10代の若者の⾎中のコレステロールおよび他の脂肪物質の量を減らすこと。ロスバスタチンは、HMG-CoAレダクターゼ阻害剤（スタ

チン）と呼ばれる薬のクラスに含まれています。これは、体内でのコレステロールの⽣成を遅らせて、動脈壁に蓄積する可能性のあるコレステロールの量を減らし、⼼臓、脳、お

よび体の他の部分への⾎流を遮断することによって機能します。

動脈壁に沿ってコレステロールと脂肪が蓄積すると（アテローム性動脈硬化症として知られるプロセ
ス）、⾎流が減少し、⼼臓、脳、その他の体の部分への酸素供給が減少します。ロスバスタチンでコレス
テロールと脂肪の⾎中濃度を下げると、⼼臓病、アンギナ（胸痛）、脳卒中、⼼臓発作を防ぐことが⽰さ
れています。

わあ、この薬を使うべきですか？

ロスバスタチンは、経⼝摂取するための錠剤（クレストール）として提供されます。ロスバスタチンはまた、経⼝摂取または開封

し、⽔と混合し、栄養チューブを通して与えるためのカプセル（エザロール）として提供されます。通常、⾷事の有無にかかわら

ず、1⽇1回服⽤します。ロスバスタチンは毎⽇ほぼ同じ時間に服⽤してください。フォローする
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処⽅箋の指⽰に注意深く記載し、理解できない部分については医師または薬剤師に説明を求めてください。指
⽰通りにロスバスタチ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。

あなたの医者はおそらくロスバスタチンの低⽤量であなたを始め、2から4週間に1回以下で徐々にあなた
の⽤量を増やします。

カプセル（エザラー）全体を飲み込みます。それらを噛んだり押しつぶしたりしないでください。カプセルを飲み込め
ない場合は、カプセルを開けて、中⾝を⼩さじ1杯のアップルソースに注意深く振りかけます。噛まずに混合物全体を
すぐに飲み込みます。後で使⽤するためにアップルソースの混合物を保存しないでください。

気分が良くてもロスバスタチンを服⽤し続けてください。医師に相談せずにロスバスタチ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。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

ロスバスタチンを服⽤する前に、

ロスバスタチン、他の薬、またはロスバスタチンの錠剤やカプセル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。

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。ワルファリン（クマディン、ヤントーベン）などの抗凝固剤（「抗凝⾎剤」）。コルヒチン（コルヒチン）; シメチジン（タガメット）; シクロスポリン

（Gengraf、Neoral、Sandimmune）; ダロルタミド（ヌベカ）; エルトロンボパグ（プロマクタ）; ケトコナゾール（ニゾラル）; フェノフィブラート

（Tricor）、ゲムフィブロジル（Lopid）、およびナイアシン（Niaspan、Niacor）などの⾼コレステロールのための他の薬; オムビタスビル、パリタプレビル、

およびリトナビル（Viekira Pak）と⼀緒に服⽤したダサブビルを含む特定のC型肝炎ウイルス（HCV）薬。グレカプレビルをピブレンタスビル（マビレット）と

併⽤、レジパスビルをソフォスブビル（ハルボニ）と併⽤、シメプレビル（⽶国では販売終了）、またはベルパタスビルおよび/またはボキシラプレビル

（Epclusa、Vosevi）と⼀緒に服⽤したソフォスブビル。リトナビル（Norvir）、ロピナビルおよびリトナビル（Kaletra）と⼀緒に服⽤したアタザナビル

（Reyataz）を含む特定のHIVプロテアーゼ阻害剤。レゴラフェニブ（Stivarga）; およびスピロノラクトン（アルダクトン）。他の多くの薬もロスバスタチンと

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。したがって、このリストに表⽰されていないものも含めて、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。したがって、このリストに表⽰されていないものも含めて、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。

⽔酸化アルミニウムおよび⽔酸化マグネシウム制酸剤（ミランタ、マーロックス）を服⽤している場合は、ロスバスタチンの少なくとも2時
間後に服⽤してください。

肝疾患がある場合は医師に相談してください。あなたの医者はあなたが肝臓病を持っていると思わなくてもあなたの肝臓がどれだけうまく
機能しているかを確認するために臨床検査を命じます。あなたが肝臓病を患っている場合、またはあなたが肝臓病を発症している可能性が
あることが検査で⽰された場合、あなたの医者はおそらくロスバスタチンを服⽤しないようにあなたに⾔うでしょう。

あなたがアジア⼈であるか、毎⽇2杯以上のアルコール飲料を飲むか、65歳以上であるか、肝臓病にか
かったことがあるか、または発作、筋⾁痛、または脱⼒感を持っているか、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、低⾎圧、または腎臓や甲状腺の病気。
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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。ロスバスタチンを服⽤して
いる間は妊娠してはいけません。治療中に使⽤できる避妊⽅法については、医師に相談してください。ロスバ
スタチンを服⽤中に妊娠した場合は、すぐに医師に連絡してください。ロスバスタチンは胎児に害を及ぼす可
能性があります。

ロスバスタチンを服⽤している間は授乳しないでください。

⻭科⼿術を含む⼿術を受けている場合は、ロスバスタチ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。重傷や感染症で⼊院した場合は、ロスバスタチンを服⽤していることを治療医に伝
えてください。

ロスバスタチンを服⽤している間、アルコール飲料の安全な使⽤について医師に相談してください。アルコールは深刻
な副作⽤のリスクを⾼める可能性があります。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？

低脂肪、低コレステロールの⾷事をとる。医師または栄養⼠によるすべての運動および⾷事に関する推奨事項に必ず従っ
てください。⾷事に関する追加情報については、National Cholesterol Education Program（NCEP）のWebサイトにアク
セスすることもできます。http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf [http://www.nhlbi.nih.gov/
health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf]。

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が12時間以内の場合は、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？

ロスバスタチ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。

便秘

胃痛

めまい

眠りにつくことや眠り続けることの難しさ

うつ

関節痛

頭痛

記憶喪失または物忘れ

錯乱

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、すぐに医師に連絡す
るか、緊急の医療⽀援を受けてください。

筋⾁痛、圧痛、または脱⼒感（またはこれらの症状がロスバスタチンを⽌めた後も続く場合）
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エネルギーの⽋乏

熱

胸痛

暗くて⾚みがかった尿; 尿量の減少; 弱さ; と筋⾁の痛み

⽪膚や⽬の⻩変

濃い⾊の尿

腹部右上部の痛み

吐き気

極度の倦怠感

弱点

異常な出⾎またはあざ

⾷欲減少

インフルエンザのような症状

発疹

じんましん

かゆみ

呼吸困難または嚥下困難

顔、喉、⾆、唇、⽬、⼿、⾜、⾜⾸、または下肢の腫れ

嗄声

ロスバスタチ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]
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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、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。特に肝臓の損傷の症状が現れた場合、医師
は治療中に臨床検査を命じることがあります。

臨床検査を受ける前に、ロスバスタチンを服⽤していることを医師と検査官に伝えてください。

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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