
家→薬、ハーブ、サプリメント→クラリスロマイシン
このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692005.html

クラリスロマイシン
（kla rith'roe mye sin）と発⾳されます

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

クラリスロマイシンは、肺炎（肺感染症）、気管⽀炎（肺につながる管の感染症）、⽿、副⿐腔、⽪膚、
喉の感染症などの特定の細菌感染症の治療に使⽤されます。また、播種の治療と予防にも使⽤されますマ
イコバクテリウムアビウム複合体（MAC）感染症[ヒト免疫不全ウイルス（HIV）に感染することが多い肺
感染症の⼀種]。それは排除するために他の薬と組み合わせて使⽤  されますH.ピロリ、潰瘍を引き起こす
細菌。クラリスロマイシンは、マクロライド系抗⽣物質と呼ばれる薬のクラスに含まれています。それは
バクテリアの成⻑を⽌めることによって働きます。

クラリスロマイシンなどの抗⽣物質は、⾵邪、インフルエンザ、またはその他のウイルス感染症には効果がありません。
必要のないときに抗⽣物質を服⽤すると、抗⽣物質治療に抵抗する感染症にかかるリスクが⾼まります。

わあ、この薬を使うべきですか？

クラリスロマイシンは、錠剤、徐放性（⻑時間作⽤型）錠剤、および経⼝摂取⽤の懸濁液（液体）として提供
されます。通常の錠剤と液体は、通常、⾷物の有無にかかわらず、8（1⽇3回）から12時間（1⽇2回）ごとに7
から14⽇間摂取されます。徐放性錠剤は通常、24時間ごと（1⽇1回）に7〜14⽇間⾷物と⼀緒に服⽤されま
す。あなたの医者はあなたの状態に応じてクラリスロマイシンをより⻑く服⽤するようにあなたに⾔うかもし
れません。毎⽇ほぼ同じ時間にクラリスロマイシンを服⽤してください。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。指⽰通りにクラリスロマ
イシ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。

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。

⻑時間作⽤型の錠剤を丸ごと飲み込みます。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。

クラリスロマイシンによる治療の最初の数⽇間は気分が良くなるはずです。症状が改善または悪
化しない場合は、医師にご相談ください。

気分が良くなったとしても、処⽅が完了するまでクラリスロマイシンを服⽤してください。クラリスロマイシンの服⽤をすぐ

にやめたり、服⽤をスキップしたりすると、感染症が完全に治療されず、細菌が感染する可能性があります
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抗⽣物質に耐性を持つようになるかもしれません。

この薬の⽤途

クラリスロマイシンは、ライム病（ダニに噛まれた後に発症する可能性のある感染症）、クリプトスポリ
ジウム症（下痢を引き起こす感染症）、猫の引っかき傷病（⼈が猫に噛まれたり引っかかれたりする）、
レギオンネア病（肺感染症の⼀種）、およびpertussis（フープ咳;重度の咳を引き起こす可能性のある重
篤な感染症）。また、⻭科または他の処置を受けている患者の⼼臓感染を防ぐために使⽤されることもあ
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。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

クラリスロマイシンを服⽤する前に、

クラリスロマイシン、アジスロマイシン（Zithromax、Zmax）、エリスロマイシン（EES、Eryc、エ
リスロマイシン、PCE、その他）、テリスロマイシン（⽶国では利⽤できません、Ketek）、その他の
薬剤、またはクラリスロマイシン製剤の成分。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。

シサプリド（Propulsid、⽶国では利⽤できません）、コルヒチン（Colcrys、Mitigare）、腎臓または肝臓の病気
がある場合は、ジヒドロエルゴタミン（DHE 45、Migranal）、エルゴタミン（Ergomar、Cafergot、
Migergot）、ロミタピド（Juxtapid）、ロバスタチン（Advicor）、ピモジド（Orap）、またはシンバスタチン
（Flolipid、Zocor、Vytorin）。これらの薬を1つ以上服⽤している場合は、医師からクラリスロマイシンを服⽤
しないように⾔われるでしょう。

クラリスロマイシンの服⽤中に⻩疸（⽪膚や⽬の⻩変）やその他の肝臓の問題が発⽣した、または発⽣したことがあるかどうか
を医師に伝えてください。あなたの医者はおそらくクラリスロマイシンを服⽤しないようにあなたに⾔うでしょう。

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、およびハーブ製品を医師と
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（Xanax）、ミダゾラム、トリアゾラム（Halcion）などの特定のベンゾジアゼピン。
ブロモクリプチン（Parlodel）; アムロジピン（Norvasc、Caduet、Lotrel）、ジルチアゼム（Cardizem、Cartia、
Tiazac）、ニフェジピン（Adalat、Afeditab CR）、ベラパミル（Calan、Verelan、Tarkaなど）などのカルシウムチャネル
遮断薬。カルバマゼピン（エピトール、テグレトール、テリル、その他）; コルヒチン（Colcrys、Mitigare）; アタザナビル
（Reyataz）、ジダノシン（Videx）、エファビレンツ（Sustiva、Atripla）、エトラビリン（Intelence）、ネビラピン
（Viramune）、ネルフィナビル（Viracept）、リトナビル（Norvir、カレトラ）、サキナビル（Invirase）、およびジドブジ
ン（AZT、Retrovir）; アミオダロン（Pacerone）、ジソピラミド（Norpace）、ドフェチリド（Tikosyn）、プロカインアミ
ド、キニジン（Nuedexta）、ソタロール（Betapace、Sorine）などの不規則な⼼拍に対する特定の薬剤。アトルバスタチン
（リピトール、カデュエット）、プラバスタチン（プラバコール）などのコレステロール低下薬（スタチン）。シロスタゾー
ル; シクロスポリン（Gengraf、Neoral、Sandimmune）; ダリフェナシン（Enablex）; ジゴキシン（Digitek、Lanoxin）; エ
ルロチニブ（タルセバ）; エスゾピクロン（ルネスタ）; フルコナゾール（ジフルカン）; インスリン; イトラコナゾール
（Onmel、Sporanox）; マラビロック（セルゼントリー）; メチルプレドニゾロン（メドロール）; オメプラゾール（プリロ
セック）; ナテグリニド（Starlix）、ピオグリタゾン（Actos、Actoplus Met、Duetact）、レパグリニド（Prandin、
Prandimet）などの糖尿病の経⼝薬 およびロシグリタゾン（アバンディア、アバンダメット、アバンダリル）; フェノバルビ
タール; フェニトイン（Dilantin、Phenytek）; クエチアピン（セロクエル）; ラニチジン（ザンタック）; 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、リファタール、リファメート）; リファペンチン（プリフチン）; シ
ルデナフィル（Revatio、バイアグラ）; タクロリムス（アスタグラフ、プログラフ）; テオフィリン（Elixophyllin、
Theo-24、Theochron）; タダラフィル（Adcirca、
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シアリス）; トルテロジン（デトロール）; バルプロ酸（デパコン）; バルデナフィル（レビトラ、スタキシン）; とビンブラス
チン。他の多くの薬もクラリスロマイシンと相互作⽤する可能性があるため、このリストに表⽰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。

あなたが服⽤しているハーブ製品、特にセントジョンズワートを医師に伝えてください。

QT間隔が⻑い（失神または不整脈を引き起こす可能性のあるまれな⼼臓の問題）、⼼室性不整脈（不
整脈）、⾎中のマグネシウムまたはカリウムのレベルが低い、重⼒筋無⼒症（ MG;筋⾁の衰弱を引き
起こす神経系の障害）、または不整脈、冠状動脈疾患（⼼臓に⾎液を供給する⾎管の狭窄）、腎臓、
または肝臓の疾患がある場合、またはこれまでに経験したことがある場合。

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。クラリスロマイシンの服⽤中

に妊娠した場合は、医師にご相談ください。クラリスロマイシンは胎児に害を及ぼす可能性があります。

⻭科⼿術を含む⼿術を受けている場合は、クラリスロマイシ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。

クラリスロマイシンはあなたをめまいさせたり、混乱させたり、混乱させたりする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。

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？

クラリスロマイシ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。

下痢

吐き気

嘔吐

胃痛

胸焼け

ガス

味の変化

頭痛

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。次の症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐに
医師に連絡するか、緊急治療を受けてください。
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胸の痛み、息切れ、呼吸困難、体の側⾯の痛みや脱⼒感、または不明瞭な発話

⽔様性または⾎便を伴う重度の下痢（治療後2か⽉まで）

発疹

じんましん

かゆみ

顔、喉、⾆、唇、⽬、⼿、⾜、⾜⾸、または下肢の腫れ

呼吸困難または嚥下困難

嗄声

⽪膚の剥離または⽔ぶくれ

熱

⽪膚や⽬の⻩変

極度の倦怠感

異常な出⾎またはあざ

エネルギーの⽋乏

⾷欲減少

胃の右上部分の痛み

濃い⾊の尿

インフルエンザのような症状

速い、ドキドキする、または不整脈

咀嚼、会話、⽇常⽣活の困難などの筋⼒低下

複視

クラリスロマイシ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。

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。錠剤
は室温で、光、過度の熱、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）。サスペン
ションを冷やさないでください。室温で、過度の熱や湿気から遠ざけてください。14⽇後に未使⽤のサ
スペンションを破棄します。
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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。
胃痛

吐き気

嘔吐

下痢

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。医師は、クラリスロマイシンに対する体の反応を確認するため

に、特定の臨床検査を命じることがあります。

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。便に錠剤がコーティングされていることに気付くかもしれません。これは正常
であり、薬の全量を服⽤しなかったことを意味するものではありません。

他の⼈にあなたの薬を服⽤させないでください。あなたの処⽅箋はおそらく詰め替え可能ではありません。クラリスロマ
イシンを終了した後も感染の症状が続く場合は、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
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バイアキシン®Filmtab®

バイアキシン®顆粒

バイアキシン®XL Filmtab

バイアキシン®XLパック¶

¶-このブランドの製品はもう市場に出ていません。⼀般的な代替⼿段が利⽤できる場合があります。
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