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ボリコナゾール
（vohr ih kon'uh zohl）と発⾳します

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

ボリコナゾールは、2歳以上の成⼈および⼦供に使⽤され、侵襲性アスペルギルス症（肺で始まり、⾎流を介
して他の臓器に広がる真菌感染症）、⾷道カンジダ症（酵⺟[⼀種の真菌]⼝や喉に⽩い斑点を引き起こす可能
性のある感染症）、およびカンジダ⾎症（⾎液中の真菌感染症）。また、他の薬が特定の患者に効かない場合
に、特定の他の真菌感染症を治療するためにも使⽤されます。ボリコナゾールは、トリアゾールと呼ばれる抗
真菌薬のクラスに含まれています。それは、感染を引き起こす真菌の成⻑を遅らせ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？

ボリコナゾールは、錠剤と懸濁液（液体）として経⼝摂取できます。通常、空腹時に12時間ごとに、⾷事の少
なくとも1時間前または1時間後に服⽤します。ボリコナゾールの服⽤を忘れないように、毎⽇ほぼ同じ時間に
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。指⽰通りにボリコナゾ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。

ボリコナゾール懸濁液を服⽤している場合は、使⽤するたびに閉じたボトルを約10秒間振って、薬を均⼀に混
合します。懸濁液を他の薬剤、⽔、または他の液体と混合しないでください。薬に付属の測定器を常に使⽤し
てください。家庭⽤スプーンを使⽤して⽤量を測定すると、正しい量の薬を受け取れない場合があります。

治療の開始時に、静脈内（静脈内）注射によってボリコナゾールを投与される場合があります。ボリコナゾー
ルを経⼝摂取し始めると、医師が低⽤量で開始し、状態が改善しない場合は⽤量を増やすことがあります。あ
なたがボリコナゾールによる副作⽤を経験した場合、あなたの医者はまたあなたの⽤量を減らすかもしれませ
ん。

あなたの治療の⻑さはあなたの⼀般的な健康状態、あなたが持っている感染症のタイプ、そしてあなたが薬にどれだけ
うまく反応するかによって異なります。気分が良くてもボリコナゾールを服⽤し続けてください。医師に相談せずにボ
リコナゾールの服⽤を中⽌しないでください。

この薬の⽤途
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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？

ボリコナゾールを服⽤する前に、

ボリコナゾール、フルコナゾール（ジフルカン）、イトラコナゾール（オンメル、スポラノッ  クス）、ケトコナ
ゾール（ニゾラル）などの他の抗真菌薬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;他の薬、
ラクトース、またはボリコナゾール錠剤の他の成分とサスペンション。ボリコナゾールの錠剤と懸濁液の成分の
リストについては、薬剤師にお問い合わせください。

次の薬のいずれかを服⽤している場合は、ボリコナゾールを服⽤しないでください。カルバマゼピン（カルバマゼピン、エピトー
ル、エクエトロ、テグレトール、テリル）。シサプリド（推進⼒）; エファビレンツ（サスティバ、アトリプラ）; ジヒドロエルゴタ
ミン（DHE 45、ミグラナール）、エルゴロイドメシレート（ハイデルギン）、エルゴタミン（エルゴマー、カフェルゴット、ミゲル
ゴット）、メチルエルゴノビン（メテルギン）などの⻨⾓型薬剤。イバブラジン（Corlanor）; ナロキセゴール（Monvatik）; フェノ
バルビタール; ピモジド（オラップ）; キニジン（Nuedexta）; リファブチン（マイコブチン）; リファンピン（リファタール、リマク
タン、リファメート、リファタール）; リトナビル（カレトラのノルビル）; シロリムス（ラパミューン）; セントジョンズワート; ト
ルバプタン（Jynarque、Samsca）; とベネトクラクス（Venclexta）。

あなたが服⽤している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。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」）。アルプラ
ゾラム（Niravam、Xanax）、ミダゾラム、トリアゾラム（Halcion）などのベンゾジアゼピン。アムロジピン
（Norvasc、Amturnide、Tekamlo）、フェロジピン（Plendil）、イスラジピン、ニカルジピン（Cardene）、ニフェ
ジピン（Adalat、Afeditab、Procardia）、ニモジピン（Nymalize）、ニソルジピン（Sular）などのカルシウムチャネ
ル遮断薬。アトルバスタチン（Lipitor、Caduet、Liptruzet）、フルバスタチン（Lescol）、ロバスタチン
（Altoprev、Advicor）、プラバスタチン（Pravachol）、およびシンバスタチン（Zocor、Simcor、Vytorin）などの
コレステロール低下薬（スタチン）; シクロスポリン（Gengraf、Neoral、Sandimmune）; エベロリムス（Afinitor、
Zortress）; フェンタニル（Abstral、Actiq、Fentora、Lazanda、Subsys）; グリピジド（Glucotrol）、グリブリド
（Diabeta、Glynase 、、 Glucovance）、トルブタミドなどの糖尿病治療薬。デラビルジン（Rescriptor）、ネルフィ
ナビル（Viracept）、ネビラピン（Viramune）、サキナビル（Invirase）などのHIV治療薬。メタドン（ドロフィン、
メタドース）; ⾮ステロイド性抗炎症薬（ジクロフェナク、イブプロフェン）、経⼝避妊薬; オキシコドン（Oxecta、
Oxycontin、Oxycet、Percocet、Percodan、Roxicet、Xartemis）; フェニトイン（Dilantin、Phenytek）; エソメプラ
ゾール（Nexium、Vimovo）、ランソプラゾール（Prevacid）、オメプラゾール（Prilosec、Prevpac）、パントプラ
ゾール（Protonix）、およびラベプラゾール（AcipHex）などのプロトンポンプ阻害剤。タクロリムス（アスタグラ
フ、プログラフ）; ビンブラスチン; とビンクリスチン。他の多くの薬もボリコナゾール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。

癌の化学療法薬で治療されたことがあるかどうか、QT間隔が⻑くなっている（不整脈、失神、突然死を引
き起こす可能性のあるまれな⼼臓の問題）場合、または不整脈、カリウム、マグネシウム、カルシウムの
⾎中濃度の低下、⼼筋症（⼼臓が正常に⾎液を送り出すのを妨げる⼼臓の筋⾁の肥⼤または肥厚）、⾎液
細胞の癌、ガラクトース不耐性、またはグルコース-ガラクトース吸収不良（体がラクトースに耐えること
ができない遺伝性の状態）; ショ糖（砂糖）や乳糖（⽜乳や乳製品に含まれる）、または肝臓や腎臓の病気
を消化するのが困難な状態。

あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。ボリコナ
ゾールを服⽤している間は妊娠しないでください。ボリコナゾールによる治療中の妊娠を防ぐために、効果的な避妊
を使⽤する必要があります。あなたのために働く避妊⽅法についてあなたの医者に相談してください。ボリコナゾー
ル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。ボリコナゾールは胎児に害を及ぼす可能性がありま
す。
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⻭科⼿術を含む⼿術を受けている場合は、ボリコナゾール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。

ボリコナゾールは視⼒障害やその他の視⼒障害を引き起こし、明るい光に敏感になる可能性があることを
知っておく必要があります。ボリコナゾールを服⽤している間は、夜間に⾞を運転しないでください。この
薬を服⽤しているときに視⼒に問題がある場合は、⽇中は⾞を運転したり、機械を操作したりしないでくだ
さい。

不必要または⻑時間の⽇光への暴露を避け、保護服、サングラス、⽇焼け⽌めを着⽤するように計画し
てください。ボリコナゾールはあなたの肌を⽇光に敏感にするかもしれません。

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？

ボリコナゾ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。

異常な視⼒

⾊が⾒えにくい

下痢

吐き気

嘔吐

頭痛

めまい

⼝渇

フラッシング

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。これらの症状または特別な注意事項に記載されている
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。

熱

悪寒または震え

速いハートビート

速い呼吸

錯乱

胃のむかつき
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極度の倦怠感

異常なあざや出⾎

⾷欲減少

itching, dark urine, loss of appetite, fatigue, yellowing of the skin or eyes, pain in the upper right part of the 
stomach, nausea, vomiting, or flu-like symptoms

tiredness; lack of energy; weakness; nausea; vomiting; dizziness; weight loss, or abdominal pain

weight gain; fatty hump between the shoulders; rounded face (moon face); darkening of skin on 
stomach, thighs, breasts, and arms; thinning skin; bruising; excessive hair growth; or sweating

hallucinations (seeing things or hearing voices that do not exist)

chest pain or tightness

rash

sweating

hives or skin peeling

difficulty breathing or swallowing

swelling of the hands, feet, ankles, or lower legs

Voriconazole may cause other side effects. Call your doctor if you have any unusual problems while taking 
this medication.

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。タブレッ
トは室温で、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）。混合していない経
⼝懸濁液は冷蔵庫に保管してください。ただし、混合したら室温で保管し、冷蔵または冷凍しないでくださ
い。未使⽤のサスペンションは14⽇後に廃棄してください。

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。薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部⾨に連絡して、
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コミュニティ。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。

過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。
光に対する感度

拡⼤した瞳孔（⽬の真ん中にある黒い円）

⽬を閉じて

よだれ

移動中のバランスの喪失

うつ

呼吸困難

発作

胃の腫れ

極度の倦怠感

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。あなたの医者はボリコナゾール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ます。

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。ボリコナゾールを服⽤した後も感染症の症状がある場合は、医師に連絡してください。

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
Vfend®

最終改訂⽇-2021年5⽉15⽇

このページを引⽤する⽅法を学ぶ
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ページの最終更新⽇：2022年3⽉25⽇
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