
家 →薬、ハーブ、サプリメント →カルバマゼピン

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682237.html

カルバマゼピン
（kar ba maz'e peen）と発⾳します

重要な警告：

カルバマゼピンは、スティーブンス‧ジョンソン症候群（SJS）または中毒性表⽪壊死症（TEN）と
呼ばれる⽣命を脅かすアレルギー反応を引き起こす可能性があります。これらのアレルギー反応は、
⽪膚や内臓に深刻な損傷を与える可能性があります。SJSまたはTENのリスクは、遺伝的（継承され
た）危険因⼦を持っているアジア系の⼈々で最も⾼くなります。あなたがアジア⼈である場合、あな
たの医者は通常、カルバマゼピンを処⽅する前にあなたが遺伝的危険因⼦を持っているかどうかを確
認するための検査を命じます。この遺伝的危険因⼦がない場合は、医師がカルバマゼピンを処⽅する
可能性がありますが、SJSまたはTENを発症するリスクはわずかにあります。カルバマゼピンによる
治療中に、痛みを伴う発疹、じんましん、⽪膚の⽔ぶくれやはがれ、あざができやすい、⼝内痛、ま
たは発熱が⽣じた場合は、すぐに医師に連絡してください。

カルバマゼピンはあなたの体によって⽣成される⾎球の数を減らすかもしれません。まれに、⾎球
の数が減少して、深刻な、または⽣命を脅かす健康上の問題を引き起こす場合があります。⾻髄抑
制（⾎球数の減少）やその他の⾎液障害があったかどうか、特に別の薬が原因であった場合は、医
師に相談してください。次の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。
喉の痛み、発熱、悪寒、またはその他の感染の兆候が現れたり消えたりする。呼吸困難; 倦怠感; ⽉
経過多の出⾎、⿐⾎、⻭茎の出⾎などの異常な出⾎またはあざ。⽪膚上の⼩さな⾚または紫の点ま
たは斑点; または⼝内痛..

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。医師は、カルバマゼピンに対する体の反応
をチェックするために、治療前および治療中に特定の臨床検査を注⽂します。

カルバマゼピンによる治療を開始するとき、および処⽅箋を補充するたびに、医師または薬剤師か
ら製造元の患者情報シート（投薬ガイド）が提供されます。情報を注意深く読み、質問がある場合
は医師または薬剤師に尋ねてください。また、⾷品医薬品局（FDA）のWebサイトにアクセスする
こともできます（http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]）または製造元のWeb
サイトで、投薬ガイドを⼊⼿してください。
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なぜこの薬が処⽅されているのですか？

カルバマゼピンは、てんかん患者の特定の種類の発作を制御するために、単独で、または他の薬剤と組
み合わせて使⽤  されます。また、三叉神経痛（顔⾯神経痛を引き起こす状態）の治療にも使⽤されま
す。カルバマゼピン徐放性カプセル（Equetroブランドのみ）は、双極I型障害（躁うつ病性障害;うつ病
のエピソード、躁病のエピソード、および他の異常な気分を引き起こす病気）。カルバマゼピンは、抗
けいれん薬と呼ばれる薬のクラスに含まれています。それは脳の異常な電気的活動を減らすことによっ
て機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

カルバマゼピンは、錠剤、チュアブル錠、徐放性（⻑時間作⽤型）錠剤、徐放性カプセル、および経⼝摂
取⽤の懸濁液（液体）として提供されます。通常の錠剤、チュアブル錠、および懸濁液は、通常、⾷事と
⼀緒に1⽇2〜4回服⽤します。徐放性錠剤（テグレトールXR）は通常、⾷事と⼀緒に1⽇2回服⽤します。
徐放性カプセル（カルバマゼピン、エクエトロ）は通常、⾷事の有無にかかわらず1⽇2回服⽤します。
カルバマゼピン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
りにカルバマゼピン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。

徐放性錠剤全体を飲み込みます。それらを分割したり、噛んだり、押しつぶしたりしないでください。徐放性カプ
セルを開けて、中のビーズを⼩さじ1杯のアップルソースや同様の⾷品などの⾷品に振りかけることができます。
徐放性カプセルまたはその中のビーズを押しつぶしたり噛んだりしないでください。

毎回使⽤する前に懸濁液をよく振って、薬剤を均⼀に混合します。

あなたの医者はあなたを低⽤量のカルバマゼピンで始め、徐々にあなたの⽤量を増やします。

カルバマゼピンはあなたの状態をコントロールするのを助けるかもしれませんが、それを治すことはありません。カ
ルバマゼピンの効果を⼗分に発揮できるようになるまでには、数週間以上かかる場合があります。気分が良くても、
カルバマゼピンを服⽤し続けてください。⾏動や気分の異常な変化などの副作⽤が発⽣した場合でも、医師に相談せ
ずにカルバマゼピンの服⽤を中⽌しないでください。発作障害があり、突然カルバマゼピンの服⽤をやめると、発作
が悪化する可能性があります。あなたの医者はおそらくあなたの⽤量を徐々に減らします。

この薬の⽤途

カルバマゼピンは、精神疾患、うつ病、⼼的外傷後ストレス障害、薬物およびアルコールの離脱、むずむ
ず脚症候群、糖尿病、特定の疼痛症候群、および舞踏病と呼ばれる⼦供の病気の治療にも使⽤されること
があります。あなたの状態のためにこの薬を使⽤することの可能なリスクについてあなたの医者に相談し
てください。

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。
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特別な注意事項に従う必要がありますか？

カルバマゼピンを服⽤する前に、

カルバマゼピン、アミトリプチリン（エラビル）、アモキサピン、クロミプラミン（アナフラニル）にアレル
ギー（発疹、喘息、巣箱、嚥下または呼吸困難、顔、⽬、まぶた、唇、または⾆の腫れ）があるかどうかを医師
および薬剤師に伝えてください。デシプラミン（ノルプラミン）、ドキセピン（シレノール、ゾナロン）、イミ
プラミン（トフラニル）、ノルトリプチリン（パメロール）、オキシカルバマゼピン（トリレプタル）、プロト
リプチリン（ビバクチル）、フェニトイン（ジランチン、フェニトイン）などの発作のための他の薬剤
Mysoline）、他の薬、またはカルバマゼピン製剤の成分のいずれか。成分のリストについては、薬剤師に尋ねる
か、投薬ガイドを確認してください。

ネファゾドンまたはデラビルジン（Rescriptor）などの特定の⾮ヌクレオシド逆転写酵素阻害剤（NNRTI）を服⽤して
いるかどうかを医師に伝えてください。あなたの医者はおそらくあなたにこれらの薬と⼀緒にカルバマゼピンを服⽤し
ないように⾔うでしょう。また、イソカルボキサジド（Marplan）、リネゾリド（Zyvox）、メチレンブルー、フェネ
ルジン（Nardil）、セレギリン（Eldepryl、Emsam、Zelapar）、トラニルシプロミン（Parnate）などのモノアミン
酸化酵素（MAO）阻害剤を服⽤しているかどうかを医師に伝えてください、または過去14⽇以内にMAO阻害剤の服⽤
を中⽌した場合。あなたの医者はおそらくカルバマゼピンを服⽤しないようにあなたに⾔うでしょう。カルバマゼピン
の服⽤を中⽌する場合は、MAO阻害剤の服⽤を開始する前に少なくとも14⽇待つ必要があります。

あなたが服⽤している、または服⽤する予定の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。アセトアミノ

フェン（タイレノール）。アセタゾラミド（Diamox）; アルベンダゾール（アルベンダゾール）; アルプラゾラム（パナックス）; アミノフィリン; アピキサバン（エリキス）、ダビガトラ

ン（プラダクサ）、エドキサバン（サバイサ）、リバーロキサバン（ザレルト）、ワルファリン（クマディン、ヤントーベン）などの抗凝固剤（「⾎液希釈剤」）。アミトリプチリン（エ

ラビル）、ブプロピオン（ウェルブトリン、ザイバン）、ブプロピオン（ブスパー）、シタロプラム（セレクサ）、クロミプラミン（アナフラニル）、デシプラミン（ノルプラミン）、フ

ルオキセチン（プロザック、サラフェム）、フルオキセチン（プロザック、サラフェム）、フルボキサミン（ルックス）などの抗うつ薬）、ノルトリプチリン（パメロール）; 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、およびボリコナゾール（Vfend）; アプレピタント（エメンド）; アリピプラゾール

（Abilify）; ブプレノルフィン（Butrans、Sublocade）; ブプロピオン（Aplenzin、Wellbutrin、Zyban）; シメチジン（タガメット）; シプロフロキサシン; シスプラチン（プラチノール）; 

デキサメタゾンやプレドニゾロン（プレドニゾロン）などのコルチコステロイド。クラリスロマイシン（Biaxin、Prevpac）; クロナゼパム（クロノピン）; クロザピン（クロザリル）; シク

ロホスファミド; シクロスポリン（Gengraf、Neoral、Sandimmune）; ダルホプリスチンおよびキヌプリスチン（Synercid）; ダナゾール（ダナゾール）; ダントロレン（ダントリウム）; 

ジルチアゼム（Cardizem、Diltzac、Tiazac、その他）; 利尿薬（⽔の丸薬）; ドキソルビシン（アドリアマイシン、ルーベックス）; ドキシサイクリン（ビブラマイシン）; エリスロマイシ

ン（EES、E-マイシン、エリスロマイシン）; エスリカルバゼピン（Aptiom）; エベロリムス（Afinitor、Zortress）; フェロジピン（Plendil）; ハロペリドール（ハルドール）; アタザナビル

（Reyataz）、インジナビル（Crixivan）、ロピナビル（カレトラ）、ネルフィナビル（ビラセプト）、リトナビル（ノルビル、カレトラ）、およびサキナビル（フォルトバーゼ、インビ

ラーゼ）; イブプロフェン（アドビル）; イマチニブ（グリベック）; イソニアジド（INH、Laniazid、リファタール）; レボチロキシン（レボキシル、シントロイド）; リチウム

（Lithobid）; ロラタジン（クラリチン）; ロラゼパム（Ativan）; ロキサピン（Adasuve）; クロロキン（アラレン）やメフロキンなどのマラリアを治療するための特定の薬。不安神経症ま

たは精神疾患の薬; エトスクシミド（ザロンチン）、フェルバメート（フェルバトール）、フォスフェニトイン（セレビックス）などの発作のための他の薬; ラモトリジン（ラミクター

ル）、メツキシミド（セロンチン）、オクスカルバゼピン（トリレプタル）、フェノバルビタール、フェンスクシミド（ミロンチン）（⽶国では利⽤不可）、フェニトイン（ジランチン、

フェニテック）、プリミドン（ミソリン）、チアガビン（ガビトリル）、トピラ、およびバルプロ酸（デパケン、デパコート）; ラパチニブ; メタドン（ドロフィン、メタドース）; ミダゾ

ラム; ナイアシンアミド（ニコチンアミド、ビタミンB3）; オランザピン; オメプラゾール; オキシブチニン; プロポキシフェン（ダーボン）; プラジカンテル（Biltricide）; クエチアピン; キ

ニーネ; リファンピン（リファンピン、リマクタン）; リスペリドン; 鎮静剤; セルトラリン（ゾロフト）; シロリムス; 睡眠薬; タクロリムス（プログラフ）; タダラフィル（アドサーカ、シア

リス）; テムシロリムス（トリセル）; テルフェナジン（セルダン）（⽶国では利⽤できません）; テオフィリン（Theo-24、Theochron、その他）; チクロピジン; トラマドール（Ultram）; 

精神安定剤; トラゾドン; トロレアンドマイシン（TAO）; ベラパミル（カラン、ベレラン）; ジロートン（Zyflo）; ジプラシドン（ジオドン）、およびゾニサミド（ゾネグラン）。他の多く

の薬も相互作⽤する可能性があります リファンピン（リファンピン、リマクタン）; リスペリドン; 鎮静剤; セルトラリン（ゾロフト）; シロリムス; 睡眠薬; タクロリムス（プログラフ）; タ

ダラフィル（アドサーカ、シアリス）; テムシロリムス（トリセル）; テルフェナジン（セルダン）（⽶国では利⽤できません）; テオフィリン（Theo-24、Theochron、その他）; チクロピ

ジン; トラマドール（Ultram）; 精神安定剤; トラゾドン; トロレアンドマイシン（TAO）; ベラパミル（カラン、ベレラン）; ジロートン（Zyflo）; ジプラシドン（ジオドン）、およびゾニサ

ミド（ゾネグラン）。他の多くの薬も相互作⽤する可能性があります リファンピン（リファンピン、リマクタン）; リスペリドン; 鎮静剤; セルトラリン（ゾロフト）; シロリムス; 睡眠薬; 

タクロリムス（プログラフ）; タダラフィル（アドサーカ、シアリス）; テムシロリムス（トリセル）; テルフェナジン（セルダン）（⽶国では利⽤できません）; テオフィリン（Theo-24、

Theochron、その他）; チクロピジン; トラマドール（Ultram）; 精神安定剤; トラゾドン; トロレアンドマイシン（TAO）; ベラパミル（カラン、ベレラン）; ジロートン（Zyflo）; ジプラシ

ドン（ジオドン）、およびゾニサミド（ゾネグラン）。他の多くの薬も相互作⽤する可能性があります ベレラン）; ジロートン（Zyflo）; ジプラシドン（ジオドン）、およびゾニサミド

（ゾネグラン）。他の多くの薬も相互作⽤する可能性があります ベレラン）; ジロートン（Zyflo）; ジプラシドン（ジオドン）、およびゾニサミド（ゾネグラン）。他の多くの薬も相互作

⽤する可能性があります

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682237.html 3/8



4/14 / 22、2：12 PM カルバマゼピン：MedlinePlus医薬品情報

カルバマゼピンなので、このリストに載っていないものも含めて、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。

他の薬液を服⽤している場合は、カルバマゼピン懸濁液と同時に服⽤しないでください。

緑内障（眼圧の上昇が徐々に視⼒を失う可能性がある状態）があるかどうかを医師に伝えてくださ
い。または⼼臓、腎臓、甲状腺、または肝臓の病気。

カルバマゼピンはホルモン避妊薬（避妊薬、パッチ、リング、注射、インプラント、または⼦宮内避妊器具）の効果を
低下させる可能性があることを知っておく必要があります。カルバマゼピンを服⽤している間は、別の避妊法を使⽤し
てください。予期しない膣からの出⾎がある場合、またはカルバマゼピンを服⽤しているときに妊娠している可能性が
あると思われる場合は、医師に相談してください。

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。カルバマゼピン
は胎児に害を及ぼす可能性があります。カルバマゼピン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。

⻭科⼿術を含む⼿術を受けている場合は、カルバマゼピン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。

カルバマゼピンは眠気を催す可能性があることを知っておく必要があります。この薬があなたにどのような影響を与えるかがわ
かるまで、⾞を運転したり機械を操作したりしないでください。

アルコールは、この薬によって引き起こされる眠気を増す可能性があることを忘れないでください。

てんかん、精神疾患、またはその他の症状の治療のためにカルバマゼピンを服⽤している間、メンタル
ヘルスが予期せぬ形で変化し、⾃殺する可能性があることを知っておく必要があります。臨床試験中に
カルバマゼピンなどの抗けいれん薬を服⽤してさまざまな症状を治療した5歳以上の少数の成⼈および
⼦供（約500⼈に1⼈）は、治療中に⾃殺しました。これらの⼈々の何⼈かは、薬を服⽤し始めてから
早くも1週間で⾃殺念慮と⾏動を起こしました。カルバマゼピンなどの抗けいれん薬を服⽤すると、メ
ンタルヘルスに変化が⽣じるリスクがあります。しかし、あなたの状態が治療されない場合、あなたが
あなたの精神的健康の変化を経験するリスクもあるかもしれません。あなたとあなたの医師は、抗けい
れん薬を服⽤するリスクが薬を服⽤しないリスクよりも⼤きいかどうかを判断します。次の症状のいず
れかが発⽣した場合は、あなた、あなたの家族、またはあなたの介護者はすぐに医師に連絡する必要が
あります。興奮または落ち着きのなさ; 新規または悪化する過敏性、不安、またはうつ病; 危険な衝動に
作⽤する; 転倒または眠り続けるのが難しい; 攻撃的、怒り、または暴⼒的な⾏動。マニア（熱狂的、異
常に興奮した気分）; ⾃分を傷つけたり、⼈⽣を終わらせたいと話したり考えたりする。友⼈や家族か
らの撤退。死と死への没頭; 貴重な財産を配る。または⾏動や気分のその他の異常な変化。

フルクトース不耐性（フルクトース[ソルビトールなどの特定の⽢味料に含まれるフルーツシュガー]を分解するために
必要なタンパク質が体に不⾜している遺伝性の状態）がある場合は、経⼝懸濁液がソルビトールで⽢味付けされている
ことを知っておく必要があります。フルクトース不耐性がある場合は医師に相談してください。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？

この薬を服⽤している間、グレープフルーツを⾷べたり、グレープフルーツジュースを飲んだりすることについて医師に相談してください。

服⽤を忘れた場合はどうすればいいですか？
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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？

カルバマゼピン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。

めまい

異常な思考

発話困難

体の⼀部の制御不能な揺れ

便秘

⼝渇

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。これらの症状のいずれか、または重要な警告と
特別な注意のセクションに記載されている症状が発⽣した場合は、すぐに医師に連絡してく
ださい。

錯乱

発疹

速い、遅い、またはドキドキする⼼拍

⽪膚や⽬の⻩変

暗⾊尿

お腹の右側の痛み

⾷欲減少

吐き気

嘔吐

視⼒の変化

倦怠感

顔、⽬、まぶた、唇、または⾆の腫れ

嚥下障害または呼吸困難

頭痛、発作の新規または増加、集中⼒の低下、錯乱、脱⼒感、または不安定

次の1つ以上を伴う重度の発疹：発熱、筋⾁または関節の痛み、⾚または腫れた⽬、⽔疱または⽪
膚の剥離、⼝内痛、または顔や⾸の腫れ

カルバマゼピンは他の副作⽤を引き起こす可能性があります。この薬の服⽤中に異常な問題が発⽣した場合は、医師に連
絡してください。
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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。光、
過度の熱、湿気を避けて（バスルームではなく）室温で保管してください。

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。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談す
るか、地元のごみ/リサイクル部⾨に問い合わせてください。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。
無意識

発作

落ち着きのなさ

筋⾁のけいれん

異常な動き

体のコントロールできない部分の揺れ

不安定さ

眠気

めまい

視⼒の変化

不規則または遅い呼吸
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急速またはドキドキする⼼拍

吐き気

嘔吐

排尿困難

他の情報を知っておく必要がありますか？

臨床検査を受ける前に、カルバマゼピンを服⽤していることを医師と検査官に伝えてください。

カルバマゼピンは家庭での妊娠検査の結果を妨げる可能性があります。カルバマゼピンを服⽤しているときに妊娠して
いる可能性があると思われる場合は、医師に相談してください。⾃宅で妊娠検査をしようとしないでください。

徐放性錠剤は、飲み込んだ後、胃の中で溶解しません。それはあなたの消化器系を通過するときにゆっくり
と薬を放出します。あなたはあなたのスツールのタブレットコーティングに気付くかもしれません。

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。

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
カルバトロール®

エピトール®

エクエトロ®

テグレトール®

テグレトール®-XR

最終改訂⽇-2020年5⽉15⽇
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商⽤利⽤はASHPの承認が必要です。

国⽴医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894⽶国保健社会福祉省

国⽴衛⽣研究所

ページの最終更新⽇：2022年3⽉25⽇
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