
シントローム®1mg錠アセノクマロール
あなたにとって重要な情報が含まれているので、この薬を服⽤し始める前に、このリーフレットのすべ
てを注意深く読んでください
この薬は、このリーフレットに記載されているとおりに、または医師や薬剤師の指⽰どおりに服⽤し
てください。

-
-
-
彼らの病気の兆候があなたのものと同じであっても、彼らを傷つけます。
- 副作⽤が出た場合は、医師または薬剤師にご相談ください。これには、このリーフレットに記載されていない
可能性のある副作⽤が含まれます。セクション4を参照してください。

このリーフレットを保管してください。もう⼀度読む必要があるかもしれません。

ご不明な点がございましたら、医師または薬剤師にご相談ください。
この薬はあなただけのために処⽅されました。他⼈に渡さないでください。それはかもしれません

このリーフレットの内容

1.シントロームとは何か、そしてそれは何のために使われるのか
2.シントロームを服⽤する前に知っておくべきこと
3.シントロームの服⽤⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.シントロームの保管⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

1.1。 シントロームとは何か、そしてそれは何のために使われるのか

シントローム1mg錠（アセノクマロール）は、抗凝固薬（抗凝⾎薬）と呼ば
れる薬のグループに属しています。

シントロームは、深部静脈⾎栓症（DVT）などの⾎管を塞ぐ⾎栓を治療および予防するために
使⽤されます。

シントロームは、すでに形成されている⾎栓を溶解しませんが、⾎栓が⼤きくなり、よ
り深刻な問題を引き起こすのを防ぐことができます。

2.2。 シントロームを服⽤する前に知っておくべきこと
すべての医師の指⽰に注意深く従ってください。これらは、このリーフレットに含まれている⼀般的な情報とは
異なる場合があります。

•• 次の場合はシントロームを服⽤しないでください。アセノクマロール、またはクマリン誘導体（ワル
ファリン、フェンプロクモンなど）と呼ばれる⾎液を薄くするための同様の薬、またはシントロームの
成分のいずれかにアレルギー（過敏）である（セクション6、パックの内容およびその他の情報を参照）

•• 妊娠中、妊娠または授乳を計画している（を参照）妊娠、⺟乳育児、出⽣⼒）。

•• アルコール依存症です

•• 統合失調症や認知症などの精神疾患がある
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•• 最近、脊椎、脳、⽬、またはその他の主要な⼿術を受けた、または⼿術を受けようとし
ています。

•• あなたの脳への出⾎によって引き起こされた脳卒中がありました

•• ⾮常に⾼⾎圧に苦しんでいます
•• 胃潰瘍または腸出⾎がある
•• ⽔に⾎を流したり、咳をしたりします
•• 出⾎障害、出⾎の問題、または原因不明のあざに苦しんでいる
•• 息切れを伴う可能性のある胸の中央または左側に鋭い痛みを感じる（これらは⼼膜炎と

呼ばれる⼼臓の周りの体液の蓄積または炎症の兆候である可能性があります）またはイ
ンフルエンザのような症状、⼼臓のつぶやき、発疹を経験した場合胸痛（これらは⼼内
膜炎と呼ばれる⼼臓の内層の感染の兆候である可能性があります）

•• 切断するe肝臓または腎臓の病気。

上記のいずれかに該当する場合、または確信が持てない場合は、シントロームを服⽤する前に医師または薬剤
師に相談してください。

警告と注意事項
Sinthrome Tabletsを服⽤する前に、医師または薬剤師に相談してください。
Sinthromeを服⽤する前に、次の場合は医師または薬剤師に伝えてください。
•• がんにかかっている

•• 感染症または炎症（腫れ）がある
•• 胃や腸からの⾷物の吸収に影響を与える障害がある
•• ⼼不全（腫れや息切れを引き起こす）がある‒これにより、肝臓の⾎流が減少

し、⾎液凝固が減少する可能性があります
•• 肝臓に問題がある‒これは⾎液凝固を減らす可能性があります
•• 腎臓に問題がある‒これはシントロームの分解産物の蓄積につながる可能性があ

ります
•• 甲状腺機能亢進症がある
•• ⾼齢者です
•• プロテインCやプロテインSの⽋乏などの⾎液障害に苦しんでいます。これにより、切り傷や怪我

の後、通常よりも⻑く出⾎する可能性があります。
•• たとえば、次のような場合、出⾎のリスクが⾼くなります。

- 国際標準化⽐（INR）の可変⾎液検査結果の履歴
- 胃潰瘍または⼗⼆指腸潰瘍またはこれまでに1つあった
- ⾼⾎圧
- 脳への⾎液循環の問題（脳⾎管障害）
- 貧⾎
- 最近の傷やけが
- 下記の薬のいずれかを服⽤している、またはシントロームを⻑期間服⽤して

いる

シントロームを服⽤している間は、筋⾁への注射を受けてはいけません。

脊椎への注射が必要な場合、またはスキャンやX線検査の⼀環として、または⻭科
⼿術を含む軽度の⼿術が必要な場合は、まず医師と治療について話し合ってくださ
い。

シントロームで事故に巻き込まれた場合、通常よりも出⾎する可能性があります。医師ま
たは病院のスタッフは、あなたがシントロームを服⽤していることを知らされなければな
りません すぐに。常に個⼈の抗凝固カード（この薬を使⽤していることを⽰す薬剤師の⾝
分証明書）を携帯してください。
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カルシウムが⽪膚の⾎管に蓄積する状態であるカルシフィラキシスは、患者がシントロームなど
の抗凝⾎薬を服⽤しているときに発⽣することがあります。これはまれですが、痛みを伴う⽪膚
のしこりや潰瘍を引き起こし、深刻な感染症や死に⾄る可能性があります。これは通常、深刻な
腎臓病を患っている場合、または⾎中のカルシウム、アルブミン、リン酸塩、または特定のタン
パク質のレベルにすでに問題がある場合にのみ発⽣します。

上記のいずれかに該当する場合、または確信が持てない場合は、シントロームを服⽤する前に医師または
薬剤師に相談してください。

他の薬とシントローム
処⽅箋なしで⼊⼿した薬（市販薬を含む）を服⽤している、最近服⽤した、または服⽤する
可能性があるかどうかを医師または薬剤師に伝えてください。これらはシントロームを妨げ
る可能性があるため、これは特に次の薬に当てはまります。

次のようなシントロームの活動を⾼める薬：

•• ヘパリン（低分⼦量ヘパリンと呼ばれる⼈⼯の形態を含む）-深部静脈⾎栓症、⾎
栓の治療中、または⼿術後に⾎液を薄くするため

•• 抗⽣物質（例：クリンダマイシン）

•• サリチル酸および関連物質（例：アセチルサリチル酸、アミノサリチル酸、ジフルニ
サル）（痛みに対して使⽤される薬）

•• ⾎⼩板（これらは⾎液凝固に関与する⾎液中の粒⼦です）が⼀緒に凝集するのを
防ぐ薬（例：ジピリダモール、クロピドグレル、チクロピジン）

•• フェニルブタゾンまたは他のピラゾロン誘導体（例：スルフィンピラゾン）、他の⾮ステロイド
性抗炎症薬（これらは痛み、発熱、炎症を軽減するために使⽤されます）、COX-2と呼ばれる特
定の分⼦を標的とするもの、例えばセレコキシブ、メチルプレドニゾロン（これは、さまざまな
炎症性またはアレルギー性の状態を治療するために、⾼⽤量で静脈に注射されることがありま
す）。

シントロームがこれらの薬と組み合わせて処⽅される場合、より頻繁なモニタリング（⾎液
検査を含む）が必要になります。

Sinthromeの活動を⾼める可能性のある他の薬：

•• アロプリノールまたはスルフィンピ
ラゾン-痛⾵の治療および尿酸値の低
下

•• 同化ステロイドホルモン-取り替え療法として使⽤
される

•• テストステロンやメステロロンなどのア
ンドロゲン-補充療法として使⽤

•• アミオダロンやキニジンなどの抗不整脈
薬-不整脈の薬

•• 抗⽣物質（例：エリスロマイシン、クラリスロマイ
シン、テトラサイクリン、ネオマイシン、クロラム
フェニコール、アモキシシリン、コアモキシクラ
フ、⼀部のセファロスポリン、⼀部のフルオロキノ
ロン（シプロフロキサシン、ノルフロキサシン、オ
フロキサシンなど））-感染症に対して使⽤される薬

•• ビロキサジンと選択的セロトニン再

•• クロフィブラートおよび関連物質（例：フェノフィ
ブラート、ゲムフィブロジル）-⾼コレステロールに
対して使⽤される薬

•• ジスルフィラム-アルコール依存症の場合
•• エタクリン酸-保⽔または⾼⾎圧⽤

グルカゴン-低⾎糖値の治療に使⽤され
ます
イミダゾール誘導体（例：メトロニダゾール、お
よびエコナゾール、フルコナゾール、ケトコナ
ゾール、ミコナゾールのように局所投与された場
合でも）-感染症に対して使⽤される薬

•• トラマドール-強⼒な鎮痛剤
•• タモキシフェン-乳がんと出⽣⼒のために
•• プロトンポンプ阻害剤（例：オメプラ

ゾール）‒酸逆流、胃、または
腸潰瘍

••

••
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シタロプラム、フルオキセチン、セルトラリン、パ
ロキセチンなどの取り込み阻害剤-不安神経症やうつ
病の治療に使⽤されます

•• パラセタモール‒痛みに使⽤される薬
•• コトリモキサゾールなどのスルホンアミ

ド-感染症の治療に使⽤
•• トルブタミド、クロルプロパミド、グリ

ベンクラミドなどのスルホニル尿素-糖
尿病の経⼝薬

•• レボチロキシンやデキストロチロキシン
などの甲状腺ホルモン-
甲状腺機能低下症

•• アトルバスタチン、フルバスタチン、シンバスタチンなどの
スタチン-⾎液を下げるために使⽤されます
コレステロール値

•• 5-フルオロウラシルなどの抗腫瘍薬-乳
がん、胃腸がん、⽪膚がんに

•• H2-シメチジンやラニチジンなどのア
ゴニスト-胃や腸の潰瘍の治療に使⽤
されます

•• プラスミノーゲンアクチベーター（例：ウロキナー
ゼ;ストレプトキナーゼおよびアルテプラーゼ、トロ
ンビン阻害剤（例：アルガトロベン）-⼼臓発作中に
⾎餅を分解するために使⽤される薬

•• 運動促進薬（例：シサプリド）-胃
内容排出を促進するために使⽤さ
れる薬

•• 制酸剤（例：⽔酸化マグネシウム）-胃
の酸性度に対して使⽤される薬。

•• グルコサミン（変形性関節症⽤）は、シント
ロームの効果を⾼める可能性があります。

次のようなシントロームの効果を低下させる可能性のある薬：
•• アミノグルテチミド-癌または•• クッシング

症候群
•• メルカプトプリン‒癌または⾃⼰免疫

疾患（免疫系が⾃分の細胞を攻撃する
病気の⼀種）の治療に使⽤されます

•• リトナビルやネルフィナビルなどのプロテ
アーゼ阻害剤-HIVの治療に使⽤

•• アザチオプリン‒臓器移植後、または
慢性炎症性疾患や⾃⼰免疫疾患に使
⽤されます

•• アモバルビタールナトリウムまたはフェノバルビター
ルおよびカルバマゼピンなどのバルビツール酸塩-てん
かんまたは睡眠を助けるため

フェモデン、ロジノン、シレストな
どの経⼝避妊薬-避妊⽤

•• リファンピシン-感染症に対して使⽤
される薬

•• チアジド系利尿薬（例、ベンドロフルメチ
アジドまたはメトラゾン）-体液貯留およ
び⾼⾎圧の治療に使⽤される薬

•• プレドニゾロンなどのコルチコステロイド-
炎症性腸疾患、関節炎、特定の⽪膚状態の
治療に使⽤されるステロイド

•• セントジョンズワート-うつ病の場合
•• コレスチラミン-⾼コレステロール値に

対して使⽤される薬

•• ビタミンE
•• ⼀部の肝酵素（CYP2C9、CYP2C19、CYP3A4

など）の活性を⾼めることが知られている薬‒
薬のいずれかがそのような効果があるかどう
かわからない場合は、医師または薬剤師に尋
ねてください。

•• グリセオフルビン-真菌感染症の治療に使⽤
されます。

•• 抗腫瘍薬（例：アザチオプリン、6-メルカ
プトプリン）
ビタミンK（ビタミンKの摂取量を増や
すと、アセノクマロールの効果が低下
する可能性があります

••

シントロームの効果を増加または減少させる可能性のある薬：
•• プロテアーゼ阻害剤（例：インジナビル、ネルフィナビル、リトナビル、サキナビル）‒HIV感染症の治

療に使⽤される薬。
•• メチルプレドニゾロン、さまざまな炎症状態の治療に使⽤されるコルチコステロイド。

他の薬に対するシントロームの効果
•• シントロームは、てんかんの治療に使⽤される薬であるフェニトインなどのヒダントイン誘導

体による毒性のリスクを⾼める可能性があります。
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•• シントロームは、グリベンクラミドやグリメピリドなどの抗糖尿病薬の⾎糖降下
作⽤を⾼める可能性があります。

⾷べ物、飲み物、アルコールを含むシントローム
シントロームがあなたの⾎を薄くする⽅法に影響を与える可能性があるので、アルコールを飲むときは注意してください。最初に医師に

確認してください。

クランベリージュースを飲んだり、カプセルや濃縮物などの他のクランベリー製品を服⽤したりすること
は避けてください。これは、正しい量のアセノクマロールを受け取れないことを意味する可能性がありま
す。

お年寄り
65歳以上の場合は、シントロームの影響に敏感である可能性があるため、より頻繁な検査が必要
です。また、より低い⽤量が必要な場合があります。

⼦供と⻘年
⼩児および⻘年におけるシントロームの経験は限られているため、これらの患者はより頻繁な検
査が必要です（セクション3を参照）。

妊娠、授乳、出⽣⼒
妊娠中の⽅はシントロームを服⽤しないでください。シントロームは、他の抗凝固剤と同様に、⾚ちゃんに深刻な害
を及ぼす可能性があります。あなたが妊娠しているのか、妊娠しようとしているのかを医師に伝えてください。あな
たの医者はあなたと妊娠中にシントロームを服⽤する潜在的なリスクについて話し合います。

シントロームを服⽤している間に⺟乳で育てるという決定は、医師と慎重に検討する必要があります。
あなたがシントロームを服⽤している間に授乳している場合、あなたとあなたの⼦供は⾎液検査を必要
とするかもしれません。ただし、予防措置として、⾎液が薄くなるのを防ぐために、医師は⼦供にビタ
ミンKを処⽅する必要があります。

シントロームがあなたの出⽣⼒に影響を与える可能性があるかどうかは不明です。

妊娠可能年齢の場合は、シントロームを投与する前に、医師が妊娠検査を⾏って妊娠を
除外することがあります。Sinthromeを服⽤している間は、避妊を使⽤する必要があり
ます。

妊娠中または授乳中の⽅は、妊娠中または出産予定の⽅は、この薬を服⽤する前に医
師または薬剤師に相談してください。

機械の運転と使⽤
Sinthromeは、機械を運転または使⽤する能⼒に影響を与えません。ただし、抗凝固剤カードは携
帯しておくことをお勧めします。

シントロームには乳糖が含まれています

⼀部の糖分に不耐性があると医師から⾔われた場合は、この医薬品を服⽤する前に
医師または薬剤師に連絡してください。

3.3。 シントロームの服⽤⽅法

常に医師の指⽰どおりにシントロームを服⽤してください。よくわからない場合は、医師または
薬剤師に確認してください。

シントロームは、毎⽇同時に単回投与として服⽤する必要があります。⽔を飲んでタブレッ
ト全体を飲み込みます。
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医師は、シントロームによる治療中に定期的な⾎液検査を⼿配して、⾎液の凝固速度をチェック
します。これは、医師があなたの⽤量を決定するのに役⽴ちます。

シントロームの投与量は、患者ごとに、そして⽇ごとに異なります。以下をガイドとして
使⽤できます。

⼤⼈と⾼齢者：
通常の開始⽤量は、負荷⽤量の投与なしで2mg/⽇から4mg/⽇の間です。治療は、通
常、初⽇に6 mg、2⽇⽬に4mgの負荷投与レジメンで開始できます。

⾼齢の患者、肝疾患または重度の⼼不全（肝臓の⾎流を遅くし、その損傷を引き起こす可能性があ
る）の患者、または栄養不良の患者は、より低い⽤量を必要とする場合があります。

⼦供および⻘年での使⽤：
⼩児および⻘年におけるシントロームを含む抗凝⾎薬の経験は限られています。Sinthromeを⼦
供や⻘年に使⽤する場合は、⾎液をより頻繁に検査して、薬がどれだけうまく機能しているかを
確認する必要があります。

Sinthromeを使⽤していることを、訪問のたびに医師、⻭科医、または薬剤師に伝えてください。

必要以上にシントロームを服⽤した場合
誤って錠剤を飲みすぎたり、他の⼈が薬を飲んだりした場合は、医師に相談してくださ
い。すぐにまたは、最寄りの事故救急部⾨に連絡してください。過剰摂取の症状は⼈に
よって異なります。それらは薬を服⽤してから1〜5⽇後に現れることがあり、⿐⾎、⻭
茎からの出⾎、嘔吐または咳の⾎液、尿中の⾎液、⾎または黒いタール状便、⽣殖器の
出⾎、豊富な⽉経出⾎、⼤きな傷、またはへの出⾎が含まれます緊張、腫れ、痛みを引
き起こす関節。⼼拍数が速くなり、⾎圧が下がり、⽬がくらむように感じたり、⽪膚が
⻘⽩く、冷たく、汗をかいたりすることがあります。病気、嘔吐、下痢、腹痛を経験す
ることがあります。状態を監視するために⾎液検査が必要になる場合があり、治療が必
要になる場合があります。残った薬や空の⼩包を医者に⾒せてください。

シントロームを服⽤するのを忘れた場合
⼼配しないでください。飲み忘れた場合は、次の服⽤時間になりそうでない限り、できるだけ早く飲んでく
ださい。2回分を服⽤しないでください。その後、前と同じように進みます。

Sintromeの服⽤をやめたら

この薬の使⽤について質問がある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

4.4。 考えられる副作⽤

すべての薬と同様に、シントロームは副作⽤を引き起こす可能性がありますが、誰もがそれらを得るわけではありません。

次のような副作⽤がある場合は、すぐに医師に相談してください。

⼀般（（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：

•• 出⾎：
-⻭茎からの出⾎、原因不明のあざや⿐⾎、⽉経過多、切り傷や傷からの⼤量出⾎

-さまざまな臓器からの出⾎：胃、腸、胆嚢（腹痛、嘔吐⾎、⾎または黒いタール状
便）、尿路（背痛、尿中の⾎液）、脳（めまい、重度の頭痛、腕または脚の衰
弱、ぼやけた視⼒）、および⽬（⽬に⾒える⾎のプール）
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レア（（1000⼈に1⼈まで影響する可能性があります）：

•• じんましん、⽪膚の発疹、炎症、かゆみ、発熱などのアレルギー（過敏症）反応

•• ⾷欲減少
•• 気分や病気
•• 嘔吐
•• 異常な脱⽑

⾮常にまれな（（10,000⼈に1⼈まで影響する可能性があります）：

•• ⽪膚の下にあざや出⾎を引き起こす可能性のある⾎管の炎症（⾎管炎）

•• 瘢痕の有無にかかわらず、通常は太もも、臀部、または乳房の領域での⽪膚の⽔疱を
伴う⽪膚壊死（組織死）。この状態は通常、⾎液中のいくつかのタンパク質の先天性
⽋損症に関連しています

•• ⻩疸、腹痛、腫れ、倦怠感を引き起こす可能性のある肝障害

頻度は不明：痛みを伴う⽪膚の発疹。シントロームは、カルシフィラキシスと呼ばれる深刻なま
れな⽪膚状態を引き起こす可能性があり、痛みを伴う⽪膚の発疹から始まる可能性があります
が、深刻な合併症を引き起こす可能性があります。この有害反応は、慢性腎臓病または⾎中のカ
ルシウム、アルブミン、リン酸塩、または特定のタンパク質のレベルに問題があります。⾚⾎球
数が通常より少ない、またはヘモグロビンが減少している状態（貧⾎）。

副作⽤の報告
副作⽤が出た場合は、医師または薬剤師にご相談ください。これには、このリーフレットに記載されていな
い可能性のある副作⽤が含まれます。イエローカードスキームを介して直接副作⽤を報告することもできま
す：www.mhra.gov.uk/yellowcard または、GooglePlayまたはAppleAppStoreでMHRAイエローカードを検
索してください。副作⽤を報告することにより、この薬の安全性に関するより多くの情報を提供するのに役
⽴ちます。

5.5。 シントロームの保管⽅法

この薬は⼦供の視界や⼿の届かないところに保管してください。
EXP後のカートンに記載されている有効期限後はシントロームを服⽤しないでください。有
効期限とは、その⽉の最終⽇を指します。

医師が治療を中⽌することにした場合は、未使⽤の薬を薬剤師に返却してください。あなたの医者があなたに⾔
う場合にのみそれを保管してください。

廃⽔や家庭ごみで薬を捨てないでください。使⽤しなくなった薬を捨てる⽅法を薬剤
師に尋ねてください。これらの対策は、環境保護に役⽴ちます。

6.6。 パックの内容とその他の情報

シントロームに含まれるもの
有効成分はアセノクマロール1mgです。これはnicoumaloneの新しい名前です。材料⾃
体は変わっていません。
他の賦形剤は、エアロゾル200（シリカエアロゲル）、ラクトース、ヒプロメロース、ステアリン酸マグネシウム、トウモロ
コシデンプ  ン、タルクです。

シントロームの外観とパックの内容
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Sinthromeタブレットは、⽩くて丸い平らなタブレットで、エッジがわずかに⾯取りされており、⽚側に
「CG」、反対側に「AA」が刻印されています。それらは100錠のブリスターパックで提供されます。

販売承認取得者および製造元

販売承認取得者

Norgine Pharmaceuticals Limited、
Norgine House、Widewater Place、
Moorhall Road、Harefield、
Uxbridge、UB9 6NS、英国。

メーカー
FAMAR AVE
アントーサアベニュー7
Anthousa Attiki、15344
ギリシャ

メーカー
Rovi Pharma Industrial Services、SA、
VíaComplutense、140、
アルカラ‧デ‧エナレス、

マドリード、28805、

スペイン

このリーフレットの情報は、シントロームにのみ適⽤されます。ご不明な点がある場合や不明な
点がある場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

このリーフレットは2020年7⽉に最後に改訂されました

Sinthromeは、NovartisPharmaceuticalsLimitedの登録商標です。
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