
Exforge®5 mg /80mgフィルムコーティング錠
Exforge®5 mg /160mgフィルムコーティング錠

Exforge®10mg /160mgフィルムコーティング錠
アムロジピン/バルサルタン

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。

-

このリーフレットの内容

1. Exforgeとは何ですか、そしてそれは何のために使われますか

2.Exforgeを使⽤する前に知っておくべきこと
3.Exforgeの取り⽅
4.起こりうる副作⽤
5.Exforgeの保存⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

1. Exforgeとは何ですか、そしてそれは何のために使われますか

Exforge錠には、アムロジピンとバルサルタンと呼ばれる2つの物質が含まれています。これらの物質は両⽅とも⾼⾎
圧を制御するのに役⽴ちます。
- アムロジピンは、「カルシウムチャネル遮断薬」と呼ばれる物質のグループに属しています。ア

ムロジピンは、カルシウムが⾎管壁に移動するのを防ぎ、⾎管が引き締まるのを防ぎます。

バルサルタンは、「アンジオテンシンII受容体拮抗薬」と呼ばれる物質のグループに属しています。アン
ジオテンシンIIは体内で⽣成され、⾎管を引き締め、⾎圧を上昇させます。バルサルタンは、アンジオテ
ンシンIIの効果をブロックすることによって機能します。

これは、これらの物質の両⽅が⾎管の引き締めを⽌めるのに役⽴つことを意味します。その
結果、⾎管が弛緩し、⾎圧が下がります。

-

Exforgeは、アムロジピンまたはバルサルタンのいずれかだけでは⾎圧が⼗分に制御されていない成⼈
の⾼⾎圧を治療するために使⽤されます。

2.Exforgeを使⽤する前に知っておくべきこと

Exforgeを服⽤しないでください

- アムロジピンまたは他のカルシウムチャネル遮断薬にアレルギーがある場合。これには、かゆみ、⽪
膚の発⾚、または呼吸困難が含まれる場合があります。
バルサルタン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に記載されていま
す）。アレルギーがあると思われる場合は、Exforgeを服⽤する前に医師に相談してください。重度の肝臓の
問題、または胆汁性肝硬変や胆汁うっ滞などの胆汁の問題がある場合。妊娠3ヶ⽉以上の場合。（妊娠初期に
はExforgeを避けることもお勧めします。妊娠のセクションを参照してください）。

重度の低⾎圧（低⾎圧）がある場合。

-

-
-

-
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- ⼤動脈弁の狭窄（⼤動脈弁狭窄症）または⼼原性ショック（⼼臓が体に⼗分な⾎液を
供給できない状態）がある場合。
⼼臓発作の後に⼼不全に苦しんでいる場合。
糖尿病または腎機能障害があり、アリスキレンを含む⾎圧降下薬で治療されている場
合。

上記のいずれかに該当する場合は、Exforgeを服⽤せず、医師に相談してください。。

-
-

警告と注意事項
Exforgeを服⽤する前に医師に相談してください。
-
-
-

病気の場合（嘔吐または下痢）。肝臓や腎
臓に問題がある場合。
腎臓移植を受けたことがある場合、または腎動脈が狭くなっていると⾔われた場合。

「原発性アルドステロン症」と呼ばれる腎腺に影響を与える状態がある場合。⼼不全または⼼
臓発作を経験したことがある場合。開始⽤量については、医師の指⽰に注意深く従ってくださ
い。あなたの医者はまたあなたの腎臓機能をチェックするかもしれません。⼼臓の弁が狭く
なっている（「⼤動脈弁狭窄症」または僧帽弁狭窄症と呼ばれる）、または⼼筋の厚さが異常
に増加している（「閉塞性肥⼤型⼼筋症」と呼ばれる）と医師から⾔われた場合。

他の薬（アンジオテンシン変換酵素阻害薬を含む）を服⽤しているときに、特に顔や
喉の腫れを経験した場合。これらの症状が出た場合は、Exforgeの服⽤を中⽌し、すぐ
に医師に連絡してください。Exforgeを⼆度と服⽤しないでください。

⾼⾎圧の治療に使⽤される次の薬のいずれかを服⽤している場合：
-

-
-

-

-

-
特に糖尿病関連の腎臓の問題がある場合は、ACE阻害薬（例えば、エナラプリル、リ
シノプリル、ラミプリル）。
アリスキレン。-

医師は、腎機能、⾎圧、および⾎液中の電解質（カリウムなど）の量を定期的にチェックす
る場合があります。

「Exforgeを使⽤しないでください」という⾒出しの下の情報も参照してください。

これらのいずれかに該当する場合は、Exforgeを服⽤する前に医師に相談してください。

⼦供と⻘年
⼦供および⻘年（18歳未満）でのExforgeの使⽤は推奨されません。

他の薬とExforge
他の薬を服⽤している、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。あなた
の医者はあなたの線量を変えることおよび/または他の予防措置を取る必要があるかもしれません。場合によっては、薬の服
⽤をやめなければならないこともあります。これは特に以下にリストされている薬に当てはまります：

- ACE阻害薬またはアリスキレン（「Exforgeを服⽤しないでください」および「警告と注意事項」の⾒出しの下
の情報も参照してください）。
利尿薬（「⽔錠」とも呼ばれる薬の⼀種で、尿の量を増やします）。

リチウム（ある種のうつ病の治療に使⽤される薬）;
カリウム保持性利尿薬、カリウムサプリメント、カリウムを含む代替塩、およびカリウムレ
ベルを上昇させる可能性のあるその他の物質。
⾮ステロイド性抗炎症薬（NSAID）または選択的シクロオキシゲナーゼ-2阻害剤（COX-2阻害剤）と
呼ばれる特定の種類の鎮痛剤。あなたの医者はまたあなたの腎臓機能をチェックするかもしれませ
ん。
抗けいれん薬（例、カルバマゼピン、フェノバルビタール、フェニトイン、フォスフェニトイン、プリミドン）;

-

-
-

-

-
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-
-
-
-
-

セントジョンズワート;

ニトログリセリンおよび他の硝酸塩、または「⾎管拡張剤」と呼ばれる他の物質。
HIV / AIDSに使⽤される薬（例：リトナビル、インジナビル、ネルフィナビル）; 真菌
感染症の治療に使⽤される薬（例、ケトコナゾール、イトラコナゾール）;
細菌感染症の治療に使⽤される薬（リファンピシン、エリスロマイシン、クラリスロマイシン、タリスロマ
イシンなど）。
ベラパミル、ジルチアゼム（⼼臓薬）;
シンバスタチン（⾼コレステロール値を制御するために使⽤される
薬）; ダントロレン（重度の体温異常のための注⼊）; 移植拒絶反応か
ら保護するために使⽤される薬（シクロスポリン）。

-
-
-
-

⾷べ物や飲み物で鍛えましょう
グレープフルーツとグレープフルーツジュースは、Exforgeを服⽤している⼈は摂取しないでくださ
い。これは、グレープフルーツとグレープフルーツジュースが活性物質アムロジピンの⾎中濃度を上
昇させ、Exforgeの⾎圧低下効果を予測できないほど上昇させる可能性があるためです。

妊娠と授乳 妊娠

あなたが⾃分であると思うなら、あなたはあなたの医者に⾔わなければなりません（またはになる可能性があり
ます ） 妊娠中。医師は通常、妊娠する前、または妊娠していることがわかったらすぐにExforgeの服⽤を中⽌す
るようにアドバイスし、Exforgeの代わりに別の薬を服⽤するようにアドバイスします。Exforgeは妊娠初期（最
初の3か⽉）には推奨されません。妊娠3か⽉以降に使⽤すると、⾚ちゃんに深刻な害を及ぼす可能性があるた
め、妊娠3か⽉を超える場合は服⽤しないでください。

⺟乳育児
⺟乳育児をしている場合は医師に相談してくださいまたは⺟乳育児を始めようとしています 。アムロジピ
ンは少量で⺟乳に移⾏することが⽰されています。⺟乳育児をしている⺟親にはExforgeはお勧めしませ
ん。⺟乳育児を希望する場合、特に⾚ちゃんが⽣まれたばかりの場合や早産の場合は、医師が別の治療法
を選択することがあります。

薬を服⽤する前に、医師または薬剤師にアドバイスを求めてください。

機械の運転と使⽤
この薬はめまいを感じるかもしれません。これは、集中⼒に影響を与える可能性があります。したがって、この薬がどのよう
に影響するかわからない場合は、運転したり、機械を使⽤したり、集中する必要のあるその他の活動を⾏ったりしないでくだ
さい。

3.Exforgeの取り⽅

常に医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に相談してください。
これにより、最良の結果が得られ、副作⽤のリスクが低下します。

Exforgeの通常の投与量は1⽇1錠です。
-
-
-

毎⽇同じ時間に薬を服⽤することが望ましいです。コップ⼀
杯の⽔で錠剤を飲み込みます。
Exforgeは⾷事の有無にかかわらず服⽤できます。Exforgeをグレープフルーツまたはグレープフルーツジュースと⼀緒に服⽤しないでくださ

い。

あなたが治療にどのように反応するかに応じて、あなたの医者はより⾼いまたはより低い⽤量を提案するかもしれません。

規定量を超えないようにしてください。
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Exforgeおよび⾼齢者（65歳以上）
あなたの医者はあなたの線量を増やすとき注意を払うべきです。

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相談してください。

必要以上にExforgeを服⽤した場合
Exforgeの錠剤を飲みすぎた場合、または他の誰かが錠剤を服⽤した場合は、すぐに医師に相談
してください。

Exforgeを忘れた場合
この薬の服⽤を忘れた場合は、覚えたらすぐに服⽤してください。その後、通常の時間に次の服⽤をし
てください。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。忘れた錠剤を
補うために2回服⽤しないでください。

Exforgeの服⽤をやめたら
Exforgeによる治療を中⽌すると、病気が悪化する可能性があります。医師の指⽰がない限り、薬
の服⽤をやめないでください。

4.起こりうる副作⽤

すべての薬と同様に、この薬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。

⼀部の副作⽤は深刻であり、直ちに医師の診察が必要です。
数⼈の患者がこれらの深刻な副作⽤を経験しています（（1,000⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）。次の
いずれかが発⽣した場合は、すぐに医師に相談してください。
発疹、かゆみ、顔や唇や⾆の腫れ、呼吸困難、低⾎圧（失神感、⽴ちくらみ）などの症状を
伴うアレルギー反応。

Exforgeのその他の考えられる副作⽤：
⼀般的（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：インフルエンザ（インフルエン
ザ）; ⿐づまり、喉の痛み、嚥下時の不快感。頭痛; 腕、⼿、脚、⾜⾸または⾜の腫れ; 疲れ; 無
⼒症（脱⼒感）; 顔や⾸の⾚みと温かい感じ。
珍しい（100⼈に1⼈まで影響する可能性があります）：めまい; 吐き気と腹痛; ⼝渇; ⼿または⾜
の眠気、うずきまたはしびれ; めまい; 動悸を含む速い⼼拍; ⽴ち上がるときのめまい; 咳; 下痢; 
便秘; ⽪膚の発疹、⽪膚の発⾚; 関節の腫れ、背中の痛み; 関節の痛み。

まれ（1,000⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：不安を感じる; ⽿鳴り（⽿鳴り）; 失
神; 通常よりも多くの尿を通過させる、または尿を通過させたいという衝動を感じる; 勃起を取得
または維持することができない; 重さの感覚; めまい、⽴ちくらみなどの症状を伴う低⾎圧; 過度
の発汗; 全⾝の⽪膚の発疹; かゆみ; 筋けいれん。
これらのいずれかがあなたに深刻な影響を与える場合は、医師に相談してください。

アムロジピンまたはバルサルタンのみで報告され、Exforgeで観察されなかったか、Exforgeよ
りも⾼い頻度で観察された副作⽤：

アムロジピン
この薬を服⽤した後、次の⾮常にまれで重篤な副作⽤のいずれかが発⽣した場合は、すぐに医師
に相談してください。
-突然のむかつき、胸の痛み、息切れ、または呼吸困難。
-まぶた、顔または唇の腫れ。
-⾆と喉の腫れ。呼吸が⾮常に困難になります。
-激しい⽪膚の発疹、じんましん、全⾝の⽪膚の発⾚、重度のかゆみ、⽔疱、⽪膚の剥離と腫

れ、粘膜の炎症（スティーブンス‧ジョンソン症候群、有毒な表⽪壊死）またはその他の
アレルギーを含む重度の⽪膚反応反応。⼼臓発作、異常な⼼拍。

-
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- 炎症を起こした膵臓。これは、⾮常に気分が悪いという感覚を伴う重度の腹部および背中の痛みを引き起こす
可能性があります。

以下の副作⽤が報告されています。これらのいずれかが問題を引き起こす場合、またはそれらが1週間
以上続く場合は、医師に連絡する必要があります。
⼀般的（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：めまい、眠気; 動悸（⼼拍の認識）; 
顔⾯紅潮、⾜⾸の腫れ（浮腫）; 腹痛、気分が悪くなる（吐き気）。
珍しい（100⼈に1⼈まで影響する可能性があります）：気分の変化、不安、うつ病、不眠、震
え、味覚異常、失神、痛みの感覚の喪失; 視覚障害、視覚障害、⽿鳴り; 低⾎圧; ⿐の裏側の炎症
（⿐炎）によって引き起こされるくしゃみ/⿐⽔。消化不良、嘔吐（病気になっている）; 脱⽑、
発汗の増加、⽪膚のかゆみ、⽪膚の変⾊; 尿の通過障害、夜間の排尿の必要性の増加、尿の通過
回数の増加。男性の乳房の勃起、不快感または肥⼤を得ることができない、痛み、気分が悪い、
筋⾁痛、筋⾁のけいれん; 体重の増減。

まれ（1,000⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）：錯乱。
⾮常にまれです（10,000⼈に1⼈まで影響する可能性があります）：⽩⾎球数の減少、⾎⼩板の
減少。これにより、異常な出⾎や出⾎が起こりやすくなります（⾚⾎球の損傷）。⾎中の過剰な
糖分（⾼⾎糖）; ⻭茎の腫れ、腹部膨満（胃炎）; 肝機能異常、肝臓の炎症（肝炎）、⽪膚の⻩変
（⻩疸）、肝酵素の増加。これは⼀部の医療検査に影響を与える可能性があります。筋⾁の緊張
の増加; 多くの場合、⽪膚の発疹、光に対する過敏症を伴う⾎管の炎症; 硬直、振戦および/また
は運動障害を組み合わせた障害。

バルサルタン

不明（頻度は⼊⼿可能なデータから推定できない）：感染症による⾚⾎球、発熱、喉の痛み、⼝
内痛の減少; 特発性出⾎またはあざ; ⾎中の⾼レベルのカリウム; 異常な肝機能検査結果; 腎機能の
低下および腎機能の⼤幅な低下; 主に顔と喉の腫れ; 筋⾁痛; 発疹、紫がかった⾚い斑点; 熱; かゆ
み; アレルギー反応; ⽔疱性⽪膚（⽔疱性⽪膚炎と呼ばれる状態の兆候）。

これらのいずれかを経験した場合は、すぐに医師に相談してください。

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。副作⽤を直接報告することもできます（以下の詳細を参照）。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。

イギリス イエローカードスキーム
ウェブサイト：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

5.Exforgeの保存⽅法

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。

カートンとブリスターに記載されている有効期限が切れた後は、この薬を使⽤しないでください。

30°C以上で保管しないでください。

湿気から保護するために、元のパッケージで保管してください。

損傷したり、改ざんの兆候が⾒られるExforgeパックは使⽤しないでください。
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6.パックの内容およびその他の情報

Exforgeに含まれるもの

5mg/80mgのフィルムコーティング錠をExforge
Exforgeの活性物質は、アムロジピン（ベシル酸アムロジピンとして）とバルサルタンです。各錠剤には、5mgのアムロジ
ピンと80mgのバルサルタンが含まれています。

他の成分はセルロース微結晶です。クロスポビドン（タイプA）; シリカ、コロイド状無⽔物; ステアリン酸
マグネシウム; ヒプロメロース（置換タイプ2910（3 mPa.s））; マクロゴール4000; タルク、⼆酸化チタン
（E171）; 酸化鉄、⻩⾊（E172）。

5mg/160mgのフィルムコーティング錠をExforge
Exforgeの活性物質は、アムロジピン（ベシル酸アムロジピンとして）とバルサルタンです。各錠剤には、5mgのアムロジ
ピンと160mgのバルサルタンが含まれています。

他の成分はセルロース微結晶です。クロスポビドン（タイプA）; シリカ、コロイド状無⽔物; ステアリン酸
マグネシウム; ヒプロメロース（置換タイプ2910（3 mPa.s））; マクロゴール4000; タルク、⼆酸化チタン
（E171）; 酸化鉄、⻩⾊（E172）。

10mg/160mgのフィルムコーティング錠をExforge
Exforgeの活性物質は、アムロジピン（ベシル酸アムロジピンとして）とバルサルタンです。各錠剤には、10mgのアムロジ
ピンと160mgのバルサルタンが含まれています。

他の成分はセルロース微結晶です。クロスポビドン（タイプA）; シリカ、コロイド状無⽔物; ステアリン酸
マグネシウム; ヒプロメロース（置換タイプ2910（3 mPa.s））; マクロゴール4000; タルク、⼆酸化チタン
（E171）; 酸化鉄、⻩⾊（E172）、酸化鉄、⾚（E172）。

Exforgeの外観とパックの内容
Exforge 5 mg / 80 mgの錠剤は丸くて濃い⻩⾊で、⽚側に「NVR」、反対側に「NV」がありま
す。おおよそのサイズ：直径8.20mm。

Exforge 5 mg / 160 mg錠は、⽚⾯が楕円形で濃い⻩⾊の「NVR」、もう⽚⾯が「ECE」です。お
およそのサイズ： 14.2 mm（⻑さ）x 5.7 mm（幅）。

Exforge 10 mg / 160 mgの錠剤は楕円形で淡⻩⾊で、⽚⾯に「NVR」、もう⽚⾯に「UIC」が付いてい
ます。おおよそのサイズ： 14.2 mm（⻑さ）x 5.7 mm（幅）。

Exforgeは、7、14、28、30、56、90、98、または280タブレットを含むパックと、それぞれ70タブレットを含む4
カートン、またはそれぞれ14タブレットを含む20カートンを含むマルチパックで利⽤できます。すべてのパックは、
標準のブリスターで利⽤できます。56、98、および280の錠剤パックは、⽳あき単位⽤量ブリスターとともに追加で
利⽤できます。

お住まいの国では、すべてのパックサイズが利⽤できるとは限りません。

販売承認取得者 ノバルティス
ユーロファームリミテッドビス
タビル
エルムパーク、メリオンロード
ダブリン4
アイルランド
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メーカー

NovartisFarmacéuticaSARondadeSanta 
Maria 158 08210BarberàdelVallès、バ
ルセロナスペイン

この薬に関する情報については、販売承認取得者の地域の代表者に連絡してください。

イギリス
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel：+44 1276 698370

このリーフレットは2019年7⽉に最後に改訂されました

その他の情報源
この薬の詳細については、欧州医薬品庁のWebサイト（http://www.ema.europa.eu）を
参照してください。
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