
バレニクリンファイザー
（var-ren-ee-cline fi-zer） 

酒⽯酸バレニクリン

このリーフレットの内容 禁煙⽇以降に喫煙することはお勧
めしませんが、治療中に喫煙する
と、バレニクリンファイザーはタ
バコの楽しみを減らします。

停⽌することを決定する
喫煙

このリーフレットは、バレニクリンファイザー

に関するいくつかの⼀般的な質問に答えます。

利⽤可能なすべての情報が含まれているわけで

はありません。それはあなたの医者や薬剤師と

話す代わりにはなりません。

バレニクリンファイザーはあなたが喫煙をやめるのを助け

ます。あなたが必要とする他のものは以下を含みます：

どのようにバレニクリンファイザー

作品 •• willpower

•• やめる計画
すべての薬にはリスクと利点がありま
す。あなたの医師は、あなたがバレニク
リンファイザーを服⽤するリスクと、そ
れがあなたに期待する利益とを⽐較検討
しました。

バレニクリンファイザーには有効成分
のバレニクリンが含まれており、体内
のニコチンの影響をブロックすること
で機能します。脳にはニコチンの受容
体があります。タバコの煙を吸い込む
と、ニコチンがこれらの受容体に付着
します。これは、ドーパミンと呼ばれ
る化学物質を放出するように脳の別の
部分にメッセージを送信します。ドー
パミンは、短時間しか持続しない快感
を与えます。体はこの感覚を繰り返し
たいので、維持する必要性を強化しま
す
喫煙。バレニクリンファイザーは、これらの

受容体を活性化し、ニコチンがそれらに付着

するのをブロックすることによって機能する

と考えられています。バレニクリンファイ

ザーはニコチンを含まず、中毒性がありませ

ん。

•• ご家族やご友⼈からのサ
ポート

•• カウンセリング、アドバイスまたは追加
サポート

この薬の服⽤について懸念があ
る場合は、医師または薬剤師に
相談してください。

•• ⾏動の変化により、喫煙する
可能性のある状況を回避でき
ます。

このリーフレットは薬と⼀緒に保管してください。 も

う⼀度読む必要があるかもしれません。

ほとんどの⼈はサポートなしでは喫煙をやめ

ることができません。あなたの医者と薬剤師

はあなたが⽌めるのを助けるためにあなたに

アドバイス、サポートと情報源を与えること

ができます

喫煙。また、0800 778 778に電話するか、

www.quit.org.nzからオンラインで、Quitline

から無料のアドバイスとサポートを受けること

ができます。

何バレンシリン
ファイザーは

バレニクリンファイザーは、成⼈が喫煙を
やめるのを助ける薬です。それはあなたが
喫煙をやめている間に起こるかもしれない
渇望と離脱症状を減らすのを助けることが
できます。

この薬が処⽅された理由について
質問がある場合は、医師に相談し
てください。

取る前に
バレンシリンファイザー

喫煙をやめる⼈は、ニコチン離脱
の影響を受けることがよくありま
す。ニコチン離脱症状には、タバ
コへの渇望、神経過敏、欲求不
満、怒り、睡眠障害、気分の落ち
込み、不安感、困難などがありま
す。
集中⼒、落ち着きのなさ、⼼拍数の
低下、⾷欲増進または体重増加。誰
もがニコチン離脱症状の影響を受け
るわけではありません。

あなたの医者は別の理由でそれを処⽅した
かもしれません。

あなたがそれを取ってはいけないとき

バレニクリンファイザーは、医師の
処⽅箋でのみ⼊⼿可能です。

次のアレルギーがある場合は、バレニクリンファイ

ザーを服⽤しないでください。

•• 酒⽯酸バレニクリンを
含む薬⼦供での使⽤

⼊⼿可能な情報は、18歳未満の
⼦供におけるこの薬の使⽤をサ
ポートしていません。

•• このリーフレットの最後に記載されてい
る成分のいずれか。

アレルギー反応の症状には、次のよう
なものがあります。
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•• 息切れ、喘鳴または呼吸困難 •• うつ病などのメンタルヘルス
状態、
⾃殺または⾃傷⾏為

中⽌療法は推奨されませ
ん。

•• 顔、唇、⾆、または体の他の
部分の腫れ

バレニクリンファイザーを他の薬と
組み合わせて喫煙をやめることの安
全性と利点は研究されていません。

•• 腎臓の問題
•• ⽪膚の発疹、かゆみ、じんましん。 •• 繰り返しの発作またはけいれん

（てんかん）パックに印刷された有効期限後、またはパッ
ケージが破れたり、改ざんの兆候が⾒られる
場合は、バレニクリンファイザーを服⽤しな
いでください。

⼀部の⼈々は、バレニクリンファイザーを

服⽤しているときにけいれんや発作を報告

しています。

いずれかを服⽤している場合は、医師また
は薬剤師に伝えてください
続く：

有効期限が切れているか破損している場合は、
薬剤師に返送して処分してください。

•• ⼼臓発作、胸痛、脳卒中など
の⼼臓や⾎管の問題。

•• インスリン

•• テオフィリン、喘息の治療に使
⽤される薬この薬を服⽤すべきかどうかわから

ない場合は、医師に相談してくださ
い。

妊娠中か、妊娠中か、授乳中かを
医師に伝えてください。

•• ワルファリン、⾎液を薄くするために使⽤

される薬。

バレニクリンファイザーの有無にかか
わらず、喫煙をやめることによる体の
変化の影響により、これらの薬の作⽤
が変わる可能性があります。場合に
よっては、投与量の調整が必要になる
ことがあります。

あなたがそれを取り始める前に •• 妊娠中または授乳中にバレニク
リンファイザーを服⽤すること
はお勧めしません。

気分の落ち込み、不安、思考の乱れ、
感情的な反応、または⽇常⽣活に⽀障
をきたした、または⽀障をきたした⾏
動をした、または感じたことがあるか
どうかを医師に伝えてください。

•• あなたが妊娠することを計画しているな
ら、あなたが完了するようにあなたの治
療は時間を計られるべきです
妊娠する前にコース。

あなたの医者と薬剤師は、この薬を服⽤
している間、注意するか避けるべき薬に
ついてのより多くの情報を持っていま
す。

⼀部の⼈々にとって、治療の有無
にかかわらず、喫煙をやめること
は、
⾃殺念慮や⾏動、不安、パニッ
ク、攻撃、怒り、躁病、異常な感
覚、幻覚、妄想、混乱など、彼ら
に典型的ではない⾏動、思考、気
分。

上記のいずれについても医師に伝えて
いない場合は、バレニクリンファイ
ザーの服⽤を開始する前に医師に伝え
てください。

他の薬、⾷品、防腐剤、染料に
アレルギーがある場合は医師に
相談してください。

取る⽅法
バレンシリンファイザー

他の薬を服⽤する 医師または薬剤師からの指⽰に注
意深く従ってください。バレニクリンファイザーを服⽤し始め

たときにこれらの症状を⽰した⼈もい
れば、数週間の治療後またはバレニク
リンファイザーを中⽌した後に発症し
た⼈もいます。

他に服⽤している場合は、医師また
は薬剤師に伝えてください
含む薬：

これらは、このリーフレットの情
報とは異なる場合があります。

•• すべての処⽅薬 パックの説明がわからない場合
は、医師または薬剤師に相談して
ください。

あなたの家族や友⼈は、あなたの
⾏動、思考、気分の変化を監視す
るように求められるべきです。

⾃殺念慮や⾏動、不安、パニッ
ク、攻撃性、怒り、躁病、異常な
感覚を発達させる、
幻覚、妄想症または錯乱。

•• 薬局、スーパーマーケット、ナ
チュロパス、または健康⾷品店か
ら処⽅箋なしで購⼊するすべての
医薬品、ビタミン、ハーブサプリ
メント、または⾃然療法。

開始⽅法
バレニクリンファイザーで喫煙をやめるに
は3つの⽅法があります。これには、次のような喫煙をやめるのに

役⽴つ他の薬が含まれます。
1.喫煙をやめる終了⽇を選択し

ます。•• パッチ、ガム、トローチ、⾆下
錠、吸⼊器（Nicorette、
Nicabate、QuitXなど）を含む
ニコチン置換療法（NRT）

バレニクリンファイザーを服⽤することの利

点とリスクについて医師と話し合い、⾃分に

適しているかどうかを判断してください。

•• この⽇付をメモします。あなたはこ
の⽇付を書くことができます
リマインダーとしてのイニシエーションパッ

クのカートン。
次の病状のいずれかを患っている、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。

•• ブプロピオン（例：ザイバン）。 •• バレニクリンファイザーの服⽤を開
始する1〜2週間（7〜14⽇）
終了⽇の前。

他の喫煙と組み合わせてバレニク
リンファイザーを服⽤する
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•• この間、喫煙を続けることがで
きます。

•• 5〜12週⽬：朝と⼣⽅に⽔⾊の
1mg錠を1錠服⽤します。

あなたがそれを取るのを忘れた場合

次の通常の服⽤時間前に6時間以内
に飲んだ場合は、忘れた分は飲まな
いで1回分を飲んでください。

•• 禁煙⽇に喫煙をやめようとすることを忘れな

いでください。スリップアップして喫煙する

場合は、試してみてください

また。

•• 13〜24週⽬：朝と⼣⽅に⽔⾊
の1mg錠を1錠服⽤します。

それ以外の場合は、覚えたらすぐ
に服⽤してから、通常どおりに薬
を服⽤してください。

2.バレニクリンファイザーの服⽤を開始します。
取り⽅

•• バレニクリンファイザーを開始して
から8⽇から35⽇までの間に喫煙を
やめる終了⽇を選択してください。

コップ⼀杯の⽔で錠剤全体を飲
み込みます。 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。いつ服⽤するか•• この⽇付をメモします。あなたはこ
の⽇付を書くことができます
リマインダーとしてのイニシエーションパッ

クのカートン。

どうしたらよいかわからない場合は、医師また
は薬剤師に相談してください。毎⽇ほぼ同じ時間に薬を服⽤し

てください。
薬の服⽤を忘れるのが難しい場合
は、薬剤師にヒントを求めてくだ
さい。

これは最⾼の効果があり、いつ服⽤す
るかを思い出すのに役⽴ちます。•• 禁煙⽇に喫煙をやめようとすることを忘れな

いでください。スリップアップして喫煙する

場合は、試してみてください

また。

⾷事の前後にバレニクリンファイザーを
服⽤するかどうかは関係ありません。 飲み過ぎた場合（過剰

摂取）
3.バレニクリンファイザーの服⽤を開始します。

⼀部の⼈々は、バレニクリンファイザーを⾷物と⼀緒に

摂取することが役⽴つと感じています。

すぐに医師に電話するか、毒物情報
センターに連絡してアドバイスを求
めてください（電話0800POISONま
たは0800764 766）。または、あな
たや他の誰かがバレニクリンファイ
ザーを飲みすぎたと思われる場合
は、最寄りの病院の事故と緊急事態
に⾏きます。不快感や中毒の兆候が
ない場合でも、これを⾏ってくださ
い。

•• バレニクリンファイザーを服⽤
してから最初の12週間は、毎⽇
喫煙するタバコの数を減らして
ください。

どれくらいかかりますか

オプション1または2が喫煙をやめるために選択

された⽅法である場合は、バレニクリンファイ

ザーを12週間服⽤してください。

•• 12週間の治療期間の最終⽇に喫
煙をやめます。これはあなたの
終了⽇です。 医師は、最初の治療後さらに12週

間バレニクリンファイザーを服⽤
するようにアドバイスする場合が
あります。これにより、
⻑期的に停⽌します。

•• バレニクリンファイザー1mg錠
をさらに12週間服⽤し続けま
す。 緊急の治療が必要な場合があ

ります。
どれくらい取るか

オプション3が喫煙をやめるために選択された

⽅法である場合、12週間バレニクリンファイ

ザーを服⽤してください。

タブレットを病院に持っていき
ます。⽩い0.5mgの錠剤から始めて、⽔

⾊の1mgの錠剤まで⽤量を増やし
ます。 その後、バレニクリンファイザーをさ

らに12週間（合計24週間）服⽤する必
要があります。

低⽤量から始めると、体がバレニクリン
ファイザーに慣れるのに役⽴ちます。

あなたがVarencilineファイ
ザーを服⽤している間

あなたが重度の腎臓病を患っている場合、あなたの

医者は異なる⽤量を処⽅するかもしれません。

治療の最初の12週間に喫煙をやめ
なかった場合、または治療後に再び
喫煙を開始した場合は、もう⼀度喫
煙をやめようとすることができま
す。

禁煙⽇に喫煙をやめようとすることを忘
れないでください。

通常の投与量の指⽰は以下のとお
りです。

滑って煙が出た場合は、もう⼀度やり直してください。

•• 1〜3⽇⽬：1⽇1回⽩い0.5mgの錠
剤を1錠服⽤してください。

ただし、次の試みを⾏う前に、喫
煙をやめようとして失敗した理由
を理解するようにしてください。
そうすれば、次の試みで次の可能
性が⾼くなります。
成功。

あなたがしなければならないこと

バレニクリンファイザーの服⽤を中⽌
し、あなたまたはあなたの家族/友⼈
が、あなたに典型的ではない興奮、敵
意、うつ病または⾏動、思考、または
気分の変化に気付いた場合、または⾃
殺念慮または⾏動、不安、パニックを
発症した場合は、すぐに医師に伝えて
ください。侵略、

•• 4〜7⽇⽬：朝と⼣⽅に1錠の⽩
い0.5mg錠を服⽤します。

•• 2〜4週⽬：朝と⼣⽅に⽔⾊の
1mg錠を1錠服⽤します。
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怒り、躁病、異常な感覚、幻覚、妄
想症または
錯乱。

注意点 次の場合はバレニクリンファイザーの服⽤を中⽌

してください...Varenicline Pfizerがどのように影響
するかがわかるまで、機械の運転や
操作には注意してください。

バレニクリンファイザーの服⽤を中⽌
し、あなたまたはあなたの家族/友⼈
が、あなたに典型的ではない動揺、敵
意、鬱病または⾏動、思考、または気
分の変化に気付いた場合、またはあな
たが⾃殺念慮または⾏動、不安、パ
ニックを発症した場合は、すぐに医師
に伝えてください。攻撃性、怒り、躁
病、異常な感覚、幻覚、妄想症または

錯乱。

⾃殺や暴⼒についての⾔及はすべて真
剣に受け⽌めなければなりません。こ
れらは⾮常に深刻な副作⽤です。緊急
の治療または⼊院が必要になる場合が
あります。

バレニクリンファイザーは、⼀部の⼈
にめまいや眠気を引き起こす可能性が
あります。これらの症状がある場合
は、運転したり、機械を操作したり、
危険なことをしたりしないでくださ
い。

気分の変化は喫煙をやめることの影響も原因
である可能性があることが知られているた
め、これらの変化がバレニクリンファイザー
に関連しているかどうかは不明です。

この薬を服⽤しているときに飲酒す
る場合は注意してください。

バレニクリンファイザーを服⽤していると
きに酔っ払った気分が⾼まるという報告が
あります。バレニクリンファイザーを服⽤
しているときにアルコールを飲むと、リス
クが⾼まる可能性があります
⾃殺念慮や⾏動、不安、パニッ
ク、攻撃性、怒り、躁病、異常な
感覚、幻覚、妄想症、混乱など、
あなたの⾏動、思考、気分に典型
的ではない変化を経験する。

⼼臓や⾎管に問題がある場合、バ
レニクリンファイザーの服⽤中に
症状の変化に気づいたら、できる
だけ早く医師に相談してくださ
い。

⼀部の⼈々は、バレニクリンファイザー
を服⽤し始めたときに、彼らにとって典
型的ではない⾏動、思考、または気分の
変化を経験しました。これらには、⾃殺
念慮または⾏動、不安、パニック、攻撃
性、怒り、躁病、異常な感覚が含まれる
場合があります。
幻覚、妄想症または錯乱。

医師は、⾎圧と⾎糖値を時々
チェックして、望ましくない副作
⽤が発⽣していないことを確認す
る場合があります。 これらの症状は、以前にメンタル

ヘルスの問題を抱えている⼈や、
以前に病歴のない⼈に発⽣してい
ます。

あなたの進歩をチェックすることができ
るようにあなたの医者の予定のすべてを
保つことは重要です。

次の場合は医師に相談してください...
新しい薬を使い始めようとしてい
る場合は、バレニクリンファイ
ザーを服⽤していることを医師と
薬剤師に知らせてください。

副作⽤ バレニクリンファイザーの服⽤中に吐
き気（気分が悪くなる）があり、⼼配
な場合は、医師または薬剤師に伝えて
ください。

バレニクリンファイザーを服⽤して
いるときに気分が悪い場合は、でき
るだけ早く医師または薬剤師に伝え
てください。

あなたを治療している他の医師、⻭科医、
薬剤師に、あなたがこの薬を服⽤している
ことを伝えてください。

10⼈に約3⼈が吐き気を経験し、通常は最初
の週から始まります。吐き気のある⼈のほ
とんどは、薬を飲み続けることができま
す。⼀部の⼈々は、バレニクリンファイ
ザーを⾷物と⼀緒に摂取することが役⽴つ
と感じています。

治療の有無にかかわらず喫煙をやめることは、さま

ざまな原因となる可能性があります

症状。これらには、気分の変化、不
眠、集中⼒の低下、⼼拍数の低下、⾷
欲の増加または体重増加が含まれる可
能性があります。この薬は多くの⼈が
喫煙をやめるのに役⽴ちますが、⼀部
の⼈には望ましくない副作⽤があるか
もしれません。すべての薬には副作⽤
があります。いくつかの副作⽤が出た
場合は、医師の診察が必要になる場合
があります。

⼿術を受ける場合は、この薬を服⽤
していることを外科医または⿇酔科
医に伝えてください。
⼿術中に使⽤される他の薬に影響を与える可能

性があります。
次のいずれかに気づき、⼼配している
場合は、医師または薬剤師にアドバイ
スを求めてください。この薬を服⽤中に妊娠した場

合は、すぐに医師に相談して
ください。 •• 胃や腸の問題

− 便秘
− 下痢
− 膨満感
− 消化不良
− ⾵
− 吐き気、嘔吐
− 胃の不快感

•• ⼝渇、⻭痛
•• 頭痛

してはいけないこと
医師の指⽰がない限り、他の苦情を治
療するためにバレニクリンファイザー
を服⽤しないでください。 以下の副作⽤のリストに驚かないで

ください。
他の⼈が喫煙をやめようとしてい
る場合でも、他の⼈に薬を与えな
いでください。

あなたはそれらのどれも経験しないかもしれません。

医師または薬剤師に質問に答えて
もらいます。
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•• めまい
•• 睡眠の問題

− 睡眠困難
− 眠気
− 異常な夢

•• 疲れ、疲労感
•• ⾵邪の兆候と症状
•• ⾷欲の変化、体重増加
•• 味の変化
•• 筋⾁や関節の痛み。

筋⾁と⼀般的に気分が悪い バレニクリンファイザーやその他
の薬を
バスルームまたはシンクの近く。•• 呼吸の問題

− 喘鳴
− 呼吸困難
− 呼吸困難

窓枠や⾞内に放置しないでくださ
い。
熱と湿気はいくつかの薬を破壊する可能性が
あります。

•• 顔、唇、⼝、⾆、喉、⼿または
⾜の腫れ

⼦供が届かない場所に保管してくだ
さい。

⼀部の⼈々は、バレニクリンファイ
ザーを服⽤した後に顔や体の⼀部が腫
れていると報告しています。

地上1.5メートル以上の鍵のかかっ
た⾷器棚は、薬を保管するのに適
した場所です。

これらは、バレニクリンファイザーの
より⼀般的な副作⽤です。それらは通
常穏やかです。

•• ⾸や肩に広がる可能性のある胸
の痛み、腕や脚のしびれや脱⼒
感、頭痛、めまい、

混乱、視覚障害、嚥下困難、発
話の鈍化または発話の喪失、崩
壊

廃棄
安全に処分するために、不要な薬を
薬局に返却してください。次の場合はできるだけ早く医師に伝え

てください... 医師からこの薬の服⽤をやめるように
⾔われるか、賞味期限が過ぎている可
能性があります。次のいずれかに気付いた場合は、できるだ

け早く医師に相談してください。
•• 異常または速い⼼拍
•• 嘔吐物の⾎。

•• 震え、発作またはけいれん
•• 視⼒の問題や⽬の痛み

このリストには、⾮常に深刻な副作⽤が
含まれています。緊急の治療または⼊院
が必要になる場合があります。⾮常に深
刻な副作⽤はまれです。

製品説明
•• 便中の⾚い⾎
•• 胃痛 それはどのようなものか

•• 過度の喉の渇き、⼝や⽪膚
の乾燥、⼤量の尿の通過。

バレニクリンファイザーは2つの強みで利⽤

可能です：
気分が悪くなっている他の何かに
気づいたら、医師または薬剤師に
伝えてください。 •• バレニクリンファイザー0.5mg錠は、

⽚⾯に「ファイザー」、もう⽚⾯に
「CHX 0.5」と記された、⽩⾊のフィル
ムコーティングされたカプセル形状の
錠剤です。

このリストには、医師の診察が必要になる可能
性のある深刻な副作⽤が含まれています。

上記にリストされていない他の副作⽤
は、⼀部の⼈々に発⽣する可能性があり
ます。これらの副作⽤のいくつか（たと
えば、⾎圧や⾎糖値の変化）は、医師が
進⾏状況を確認するためのテストを⾏っ
た場合にのみ⾒つけることができます。

次の場合は病院に⾏きます...

•• バレニクリンファイザー1mg錠は⽔
⾊、フィルムコーティング、
⽚⾯に「ファイザー」、もう⽚⾯
に「CHX1.0」と記されたカプセ
ル型の錠剤を変更。

次のいずれかが発⽣した場合は、
すぐに医師に相談するか、最寄り
の病院の事故と緊急事態に⾏き、
バレニクリンファイザーの服⽤を
中⽌してください。
•• ⾃傷⾏為または⾃傷⾏為の

考え 服⽤後
バレンシリンファイザー

利⽤可能なパック

次のパックが利⽤可能です。
•• ⾃殺を考えた場合など、あなた

にとって⼀般的ではない⾏動、
思考、気分の変化
思考や⾏動、不安、パニッ
ク、攻撃性、怒り、躁病、異
常な感覚、
幻覚、妄想症または錯乱

•• 治療を開始するための開始パックに
は、11 x0.5mgの錠剤と42x1mgの錠剤
が含まれています

ストレージ

タブレットを服⽤するときまで、タブレットを
パックに⼊れておきます。 •• 継続する56x1mg錠を含む継続

パック
処理。

パックからタブレットを取り出すと、うまく保
存されない場合があります。

温度が30°C未満にとどまる涼しい乾燥した
場所にあなたのタブレットを保管してくだ
さい。

•• ⽪膚の発疹または突然の重
度のかゆみの腫れ

材料
有効成分

•• 悪寒、発熱、痛みを伴う⽪膚の
重度の痛みを伴う⾚い⽔疱
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バレニクリンファイザー0.5mg錠に
は、0.5mg相当のバレニクリンが含ま
れています。

バレニクリンファイザー1mg錠には、1mg

のバレニクリンに相当するものが含まれて

います。

不活性成分
バレニクリンファイザーの各錠剤
には、次の不活性成分が含まれて
います。

•• セルロース-微結晶
•• リン酸⽔素カルシウム
•• クロスカルメロースナトリウム

•• シリカ-コロイド状無⽔
•• ステアリン酸マグネシウム

•• オパドリーブルー（1mg錠）、オパド
リーホワイト（0.5mg錠）、オパドリー
クリア。

バレニクリンファイザーはグルテンフリーです。

サプライヤー

Pfizer NewZealandLimited

私書箱3998

ニュージーランド、オークランド。

フリーダイヤル：0800736363。

このリーフレットは2018年10⽉に作成されま

した。

©PfizerAustraliaPtyLtd2018。
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