
添付⽂書：
ユーザー

•発熱、悪寒、喉の痛み、⼝内炎などの感染症
が頻繁にある場合。これらは、「⽩⾎球減
少症」と呼ばれる⾎液の問題の兆候である
可能性があります

•あなたまたはあなたの家族の他の誰かが乳がんの病
歴を持っている場合。

•プロラクチンのレベルが⾼い場合。

アミスルプリド50mg、100mg、
200mg＆400mg錠

（アミスルプリド）

AmilsulprideTabletsで深刻な肝臓の問題が報告
されています。倦怠感、⾷欲不振、吐き気、嘔
吐、腹痛、⽬や⽪膚の⻩⾊い変⾊が⾒られた場合
は、すぐに医師に相談してください。

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。

•さらに質問がある場合は、医師または薬剤師に
相談してください。

•この薬はあなただけに処⽅されています。他⼈に渡さ
ないでください。彼らの病気の兆候があなたのもの
と同じであっても、それは彼らに害を及ぼす可能性
があります。

•副作⽤が出た場合は、医師、薬剤師、看護師に相談してくださ
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。

上記のいずれかに該当するかどうかわからない場合
は、アミスルプリド錠を服⽤する前に医師または薬剤
師に相談してください。

他の薬とアミスルプリド錠 他の薬を服⽤してい
る、または最近服⽤したことがある場合は、医師
または薬剤師に伝えてください。これには、薬草
を含む処⽅箋なしで購⼊する薬が含まれます。こ
れは、アミスルプリド錠が他の薬の作⽤に影響を
与える可能性があるためです。また、いくつかの
薬はアミスルプリド錠の働きに影響を与える可能
性があります。

このリーフレットの内容
1.アミスルプリド錠とは何か、そしてそれらは何のために使

われるのか
2.アミスルプリド錠を服⽤する前に知ってお

くべきこと
3.アミスルプリド錠の服⽤⽅法
4.起こりうる副作⽤
5.アミスルプリド錠の保管⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

この薬を服⽤しないでください。次の薬を服⽤し
ている場合は医師に相談してください。

•パーキンソン病を治療するためのレボドパ
•ロピニロールやブロモクリプチンなどの「ドーパミ

ンアゴニスト」と呼ばれる薬

次のいずれかを服⽤している場合は、薬を
服⽤する前に医師に相談してください。

•キニジン、ジソピラミド、アミオダロン、ソタ
ロールなどの⼼拍数を下げる薬

•ジルチアゼム、ベラパミル、グアンファシン、デ
ジタルなどの⾼⾎圧や⼼臓の問題のための薬

•⽚頭痛、紅潮、または⾼⾎圧に使⽤されるクロ
ニジン

•精神的な問題に使⽤される他の抗精神病薬

•モルヒネやペチジンなどのアヘン剤と呼ばれ
る激しい痛みの薬

•トラマドールやインドメタシンなどの
鎮痛剤

•メフロキン、マラリアの治療に使⽤される薬
•バルビツール酸塩やベンゾジアゼピンな

どの睡眠を助ける薬
•⿇酔薬
•眠くなるプロメタジンなどの抗ヒスタミン薬

•統合失調症の治療に使⽤されるクロザピン
•低カリウム⾎症性利尿薬、覚醒剤などの低カリウ

ム⾎症を誘発する薬
下剤、IVアムホテリシンB、糖質コルチコイドまたは
テトラコサクチド

1.アミスルプリド錠とは何か、そしてそれら
は何のために使われるのか

アミスルプリドは「抗精神病薬」と呼ばれる薬のグ
ループに属しています。
錠剤は統合失調症と呼ばれる病気を治療するために
使⽤されます。統合失調症は、存在しないものを感
じたり、⾒たり聞いたり、奇妙で恐ろしい考えを
持ったり、⾏動を変えたり、孤独を感じさせたりす
る可能性があります。これらの症状のある⼈は、緊
張したり、不安になったり、落ち込んだりすること
もあります。アミスルプリド錠は、邪魔された思
考、感情、⾏動を改善することによって機能しま
す。統合失調症の発症時および⻑期的な治療に使⽤
されます。

2.アミスルプリド錠を服⽤する前に知ってお
くべきこと

アミスルプリド錠を服⽤しないでください：
•アミスルプリドまたはこの薬の他の成分のいず

れかにアレルギーがある場合（セクション6に
記載）。アレルギー反応の兆候には、発疹、
嚥下または呼吸の問題、唇、顔、喉、または
⾆の腫れが含まれます。

•プロラクチン依存性の腫瘍または乳がんがある場
合
•褐⾊細胞腫（副腎の腫瘍）がある場合

•18歳未満の場合。
•キニジン、ジソピラミド、プロカインアミド、

アミオダロン、ソタロールなど、⼼臓のリズ
ムを制御するための抗不整脈薬を服⽤してい
る場合

•ベプリジル（胸痛に使⽤されるカルシウムチャネル
遮断薬）を服⽤している場合

•胃腸の問題のためにシサプリドを
服⽤している場合

•統合失調症で使⽤されるスルトプリドを服⽤
している場合

•統合失調症や精神病に使⽤されるチオリ
ダジンを服⽤している場合

•感染症に使⽤されるIVエリスロマイシンとスパル
フロキサシンを服⽤している場合

•脳内の⾎流を改善するために使⽤されるIVビ
ンカミンを服⽤している場合

•マラリアの治療に使⽤されるハロファントリンを服⽤してい
る場合

•胸部感染症に使⽤されるペンタミジンを服⽤してい
る場合

•パーキンソン病を治療する薬であるレボドパを
服⽤している場合（「他の薬の服⽤」セク
ションを参照）

•下垂体腫瘍と診断された場合。

次のように置き換えます。
上記のいずれかに該当するかどうかわからない場合は、ア
ミスルプリドを服⽤する前に医師または薬剤師に相談して
ください。

⾷べ物や飲み物とアミスルプリド錠
•⾷事の前にアミスルプリド錠をたっぷりの⽔で飲

み込んでください。
•アミスルプリド錠を服⽤している間は飲酒し

ないでください。これは、薬の作⽤に影響
を与える可能性があるためです。

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

妊娠
アミスルプリド錠は、妊娠中および効果的な避妊
を使⽤していない出産の可能性のある⼥性には推
奨されません。
妊娠の最後の3か⽉間にアミスルプリド錠を使⽤
すると、⾚ちゃんは興奮、筋⾁の緊張の増加、不
随意の体の震え、眠気、呼吸の問題、または摂⾷
困難に苦しむ可能性があります。

⾚ちゃんがこれらの症状のいずれかを発症した場合は、医師に相
談してください。

⺟乳育児
アミスルプリド錠による治療中は授乳しないでくだ
さい。アミスルプリド錠を服⽤している場合は、⾚
ちゃんに栄養を与える最善の⽅法について医師に相
談してください。

上記のいずれかに該当する場合は、この薬を服⽤しないで
ください。よくわからない場合は、アミスルプリド錠を服
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：
この薬を服⽤している間、注意⼒が低下したり、眠気を催した
り、眠くなったり、視⼒がぼやけたりすることがあります。この
ような場合は、⼯具や機械を運転したり使⽤したりしないでくだ
さい。

警告と注意事項
アミスルプリド錠を服⽤する前に、医師または薬剤師
に相談してください。
•腎臓病にかかっている場合
•てんかんまたは発作の病歴がある場合（発作）

•パーキンソン病に苦しんでいる場合
•⼼拍数（リズム）が異常な場合
•⼼拍数が遅い場合（1分あたり55拍未満）

•⾎中のカリウム濃度が低い場合

•QT間隔が⻑い場合（⼼臓伝導の問題）

•あなたまたはあなたの家族の他の誰かが⾎餅の
病歴を持っている場合、これらのような薬は
⾎餅の形成に関連しているため

•⼼臓病または⼼臓病の家族歴がある場合

•医師から脳卒中の可能性があると⾔われた場合

•糖尿病であるか、糖尿病になるリスクが⾼いと
⾔われた場合

•⾼齢者の場合。これは、⾼齢者は低⾎圧や眠気を
感じる可能性が⾼いためです。抗精神病薬を
服⽤していない患者と⽐較して、抗精神病薬
を服⽤している患者では、認知症の⾼齢者の
死亡数がわずかに増加していることが報告さ
れています。

•⽩⾎球の数が少ない場合（無顆粒球症）。これ
は、通常よりも簡単に感染する可能性があるこ
とを意味します。

アミスルプリド錠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に連絡してく
ださい。

3.アミスルプリド錠の服⽤⽅法

常に医師または薬剤師の指⽰どおりに服⽤し
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。

この薬を服⽤する
•この薬を⼝から飲んでください。
•⽔を飲んで錠剤全体を飲み込みます。タブ

レットを噛まないでください。
•⾷事の前に服⽤してください。
•薬の効果が弱すぎたり強すぎたりする場合は、

⾃分で服⽤を変更せずに医師に相談してくだ
さい。

どれくらい取るか
•服⽤するアミスルプリド錠の量は、病気によって

異なります。医師の指⽰に注意深く従ってく
ださい。

推奨される経⼝投与量： ⼤⼈

•通常の投与量は毎⽇50mgから800mgの間
です。

•必要に応じて、医師は低⽤量を開始する場合が
あります。

TITLE - AMISULPRIDE / SOLIAN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN JAPANESE

Source : Medicines Org UK

https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.548.pdf
www.911globalmeds.com/buy-amisulpride-solian-online


•必要に応じて、医師は毎⽇最⼤1200mg
を処⽅することができます。

•1⽇300mgまでの⽤量を単回投与として服
⽤することができます。を取る
毎⽇同じ時間に服⽤してください。

•300mgを超える⽤量は、朝の半分と⼣⽅
の半分として服⽤する必要があります

•⽉経が⽌まる
•男性の乳房肥⼤
•勃起の取得または維持、または射精の困
難
•めまいを感じる（低⾎圧が原因である可能性があり

ます）
• ぼやけた視界
珍しい（100⼈に1⼈まで影響する可能性があり
ます）
•⼼臓の⿎動が遅くなる
•⾼⾎糖（⾼⾎糖）
•混乱している
• ⿐詰まり
•「⾻粗鬆症」と呼ばれる状態。これはあなたの

⾻が壊れやすい時です。
•⾎中の⾼レベルの脂肪（トリグリセリド）

またはコレステロール
•肺炎（肺感染症）のリスクがある⾷品の偶

発的な吸⼊
•⾎圧の上昇
•⽔（尿）の通過が困難
•肝臓組織の損傷

お年寄り
•あなたは低⾎圧になる可能性が⾼いた

め、医師はあなたを注意深くチェック
する必要があります。
この薬による眠気。

腎臓に問題のある患者
あなたの医者はあなたに低⽤量を与える必要があるかもしれません。

18歳未満の⼦供 アミスルプリド錠は18歳未
満の⼦供には投与しないでください

必要以上にアミスルプリド錠を服⽤した場合

必要以上に錠剤を服⽤した場合は、すぐに医師に
相談するか、病院の救急科に⾏ってください。薬
パックを持っていきましょう。これは、医師があ
なたが何を服⽤したかを知るためです。次のよう
な影響が⽣じる可能性があります：落ち着きのな
さや震え、硬直した筋⾁、眠気や眠気を感じ、意
識を失う可能性があります。

まれ（1000⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）
•⾮癌性良性腫瘍（プロラクチノーマなど）

•気分が悪い、混乱している、または弱い、気分
が悪い（吐き気）、⾷欲不振、イライラして
いる。これは、不適切な抗利尿ホルモン分泌
症候群（SIADH）と呼ばれる病気である可能
性があります。

•疲れている、弱い、混乱している、痛みを伴う筋⾁がある、まだま
たはうまく機能していない。これはあなたの⾎中のナトリウム
レベルが低いことが原因である可能性があります

アミスルプリド錠の服⽤を忘れた場合 飲み忘れ
た場合は、覚えたらすぐに飲んでください。た
だし、次の通常飲む時間が近い場合は、忘れた
分は飲まないでください。忘れた分を補うため
に2回分を服⽤しないでください。

不明（頻度は利⽤可能なデータから推定できま
せん）（フォント：太字）
•むずむず脚症候群（動きによって⼀時的に緩和

された脚の不快感と、⼀⽇の終わりに症状が
悪化する）。

•太陽と紫外線に対する肌の感度が向上します。

アミスルプリド錠の服⽤をやめた場合 医師が中⽌す
るように指⽰するまで、アミスルプリド錠を服⽤し
続けます。
気分が良くなった場合は、アミスルプリド錠の服⽤を中⽌し
ないでください。やめると、病気が悪化したり、再発したり
することがあります。 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。

医師の指⽰がない限り、アミスルプリド錠を
急に⽌めないでください。治療を突然中⽌す
ると、次のような離脱症状を引き起こす可能
性があります。
•気分や病気
•発汗
•睡眠が困難または落ち着きがない
•筋⾁のこわばりや異常な体の動き

•元の状態に戻る可能性があります。 5.アミスルプリド錠の保管⽅法
⾎液検査
アミスルプリド錠を服⽤すると、⼀部の⾎液検査の結果に影
響を与える可能性があります。これらには、「プロラクチ
ン」と呼ばれるホルモンを測定するための検査や肝機能検査
が含まれます。⾎液検査を受ける場合は、アミスルプリド錠
を服⽤していることを医師に伝えることが重要です。

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。
•25°C以上で保管しないでください
•元のパッケージで保存します。
•カートンの有効期限以降は使⽤しないでくださ

い。有効期限はその⽉の最終⽇を指します。

•医薬品は、廃⽔や家庭ごみとして処分しないでく
ださい。不要になった薬の処分⽅法を薬剤師に
尋ねてください。これらの対策は、環境保護に
役⽴ちます。

この薬の使⽤についてさらに質問がある場合は、
医師または薬剤師に尋ねてください。

4.起こりうる副作⽤

すべての薬と同様に、アミスルプリド錠は副作⽤を引き起こす可能性
がありますが、誰もがそれらを摂取するわけではありません。 6.パックの内容およびその他の情報

次の場合は、アミスルプリド錠の服⽤を中⽌し、医師
の診察を受けるか、すぐに病院に⾏ってください。 アミスルプリド錠に含まれるもの： Theアク

ティブ成分はアミスルプリドです。各50mgの
錠剤には50mgのアミスルプリドが含まれてい
ます。
各100mgの錠剤には100mgのアミスルプリドが含ま
れています。
各200mgの錠剤には200mgのアミスルプリドが含ま
れています。
各400mgの錠剤には400mgのアミスルプリドが含ま
れています。

珍しい（100⼈に1⼈まで影響する可能性があり
ます）
•アレルギー反応があります。兆候には、かゆみを伴うゴツゴツ

したラッシュが含まれる場合があります。
嚥下または呼吸困難、唇、顔、喉または⾆の
腫れ

•通常よりも多くの感染症にかかります。これ
は、⾎液障害（無顆粒球症）または⽩⾎球数
の減少（⽩⾎球減少症または好中球減少症）
が原因である可能性があります。

•あなたは健康（発作）を持っています

アミスルプリド50mg、100mg、200mg錠の他
の物質は、トウモロコシ澱粉、ラクトース⼀⽔
和物、メチルセルロース400cps、コロイド状無
⽔シリカ、ステアリン酸マグネシウムです。

まれ（1000⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）
•体温が⾼く、発汗し、筋⾁が硬く、⼼拍数が速

く、呼吸が速く、混乱したり、眠気を催した
り、動揺したりします。これらは、「神経弛
緩薬性悪性症候群」と呼ばれる深刻であるが
まれな副作⽤の症状である可能性があります

•⾮常に速いまたは異常な⼼拍数または胸痛があ
り、⼼臓発作または⽣命を脅かす⼼臓障害
を引き起こす可能性があります。

•特に脚の静脈に⾎餅があり（症状には脚の腫れ、
痛み、発⾚などがあります）、⾎管を通って
肺に移動し、胸の痛みや呼吸困難を引き起こ
す可能性があります。これらの症状のいずれ
かに気付いた場合は、すぐに医師の診察を受
けてください。

アミスルプリド400mg錠の他の物質は、ラクトース
⼀⽔和物、デンプングリコール酸ナトリウム、ステア
リン酸マグネシウム、微結晶性セルロース、メチルセ
ルロース400cps、塩基性ブチル化メタクリル酸共重
合体、⼆酸化チタン（E171）、タルクおよびマクロ
ゴール6000です。

アミスルプリド錠の外観とパックの内容

アミスルプリド50mg、100mg、200mg錠⽩からオフホワイ
ト、丸い、刻み⽬が⼊った、コーティングされていない錠
剤で、⽚⾯にそれぞれ50、MAM100、MAM200のマークが付
いています。
アミスルプリド400mg錠
⽩からオフホワイト、卵形、両凸、刻み⽬、フィルム
コーティング錠の⽚⾯にMAM400のマークが付いていま
す。
アミスルプリド50mg、100mg、200mg、400mg
錠は60錠のブリスターパックで⼊⼿できます。

次の副作⽤のいずれかがある場合は、できるだけ
早く医師に伝えてください。⾮常に⼀般的（10⼈
に1⼈以上に影響を与える可能性があります）

•震え、筋⾁のこわばり、またはけいれん。動き
が遅い、通常より唾液が多い、または落ち着
きがない

販売承認取得者および製造元

販売承認取得者： ミルファーム
リミテッド
アレス、オデッセイビジネスパーク、
ウェストエンドロード、
サウス‧ライスリップ、HA4 
6QD、イギリス

⼀般的（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）
•主に腕と脚の、制御できない動き。（医師がアミ

スルプリドの投与量を減らすか、追加の薬を
処⽅すると、これらの症状を軽減することが
できます） メーカー：

ミルファームリミテッド
アレス、オデッセイビジネスパーク、
ウェストエンドロード、
サウス‧ライスリップ、
HA4 6QD英国、

珍しい（100⼈に1⼈まで影響する可能性があり
ます）
•主に顔と⾆の制御できない動き

その他の副作⽤は次のとおりです。
⼀般的（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）
•睡眠障害（不眠症）または不安や興奮を感

じる
•眠気または眠気を感じる
•便秘、気分または病気、⼝渇。

• 体重が増え
•⼥性と男性の⺟乳の異常な⽣成、乳房の痛み

APL Swift Services（Malta）Ltd.、
HF26、Hal Far Industrial Estate、
Hal Far、Birzebbugia BBG 3000
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このリーフレットは、2021年8⽉に最後に改訂されました。
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