
家 →薬、ハーブ、サプリメント →シクロスポリン
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シクロスポリン
（sye'kloe spor een）と発⾳されます

重要な警告：

シクロスポリンは、元の形で、また薬が体内でよりよく吸収されるように変更（変更）された別の製
品として⼊⼿できます。元のシクロスポリンとシクロス  ポリン（修飾）は、体に吸収される量が異
なるため、相互に置き換えることはできません。医師が処⽅した種類のシクロスポリンのみを服⽤し
てください。あなたの医者があなたに書⾯による処⽅箋を与えるとき、彼または彼⼥があなたが受け
取るべきシクロスポリンの種類を指定していることを確認してください。処⽅箋を記⼊するたびに、
処⽅箋ラベルに印刷されているブランド名を⾒て、同じ種類のシクロスポリンを受け取っていること
を確認してください。ブランド名がよくわからない場合、または正しいタイプのシクロスポリンを受
け取ったかどうかわからない場合は、薬剤師に相談してください。

シクロスポリンまたはシクロスポリン（修飾）を服⽤すると、感染症や癌、特にリンパ腫（免疫系の
⼀部の癌）または⽪膚癌を発症するリスクが⾼まる可能性があります。このリスクは、アザチオプリ
ン（Imuran）、癌化学療法、メトトレキサート（Rheumatrex）、シロリムス（Rapamune）、タク
ロリムス（Prograf）など、免疫系の機能を低下させる他の薬剤と⼀緒にシクロスポリンまたはシク
ロスポリン（修飾）を服⽤すると⾼くなる可能性があります。 。これらの薬のいずれかを服⽤して
いるかどうか、および何らかの種類の癌を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝
えてください。⽪膚がんのリスクを減らすために、⽇光への不必要または⻑期の曝露を避け、治療中
は保護服、サングラス、⽇焼け⽌めを着⽤するように計画してください。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、およびその他の感染の兆候; 
インフルエンザのような症状; 咳; 排尿困難; 排尿時の痛み; ⽪膚の⾚い、隆起した、または腫れた領
域; ⽪膚の新しい痛みや変⾊; 体のどこかにあるしこりや腫瘤。寝汗; ⾸、脇の下、または⿏径部の腫
れた腺; 呼吸困難; 胸痛; 消えない脱⼒感または倦怠感; または胃の痛み、腫れ、または膨満感。

シクロスポリンおよびシクロスポリン（修飾）は、⾼⾎圧および腎臓の損傷を引き起こす可能性があります。⾼⾎圧
や腎臓病を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。また、次の薬のいずれかを服⽤
しているかどうかを医師に伝えてください。アムホテリシンB（Amphotec、Fungizone）。シメチジン（タガメッ
ト）; シプロフロキサシン（Cipro）; コルヒチン; フェノフィブラート（アンタラ、リポフェン、トリコール）; ゲム
フィブロジル（Lopid）; ゲンタマイシン; ケトコナゾール（ニゾラル）; メルファラン（アルケラン）; ジクロフェナ
ク（Cataflam、Voltaren）、ナプロキセン（Aleve、Naprosyn）、および
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スリンダク（クリノリル）; ラニチジン（ザンタック）; トブラマイシン（トビ）; スルファメトキサゾール
を含むトリメトプリム（Bactrim、Septra）; およびバンコマイシン（バンコシン）。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。めまい。腕、⼿、⾜、⾜⾸、または下肢の腫れ; 速くて浅
い呼吸; 吐き気; または不整脈。

乾癬がある場合は、使⽤している、または過去に使⽤したことのあるすべての乾癬治療薬と薬につい
て医師に伝えてください。PUVA（ソラレンおよびUVA、経⼝または局所薬と紫外線A光への曝露を組
み合わせた乾癬の治療）で治療されたことがあれば、⽪膚がんを発症するリスクが⾼くなります。メ
トトレキサート（Rheumatrex）または免疫系を抑制する他の薬; UVB（乾癬を治療するための紫外線
B光への曝露）; コールタール; または放射線療法。乾癬を治療するためにシクロスポリン（修飾）を
服⽤している間は、PUVA、UVB、または免疫系を抑制する薬で治療しないでください。

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、シクロスポリンまたはシクロスポリン（改
変）に対する体の反応をチェックするために、特定の臨床検査を命じます。

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

シクロスポリンとシクロス  ポリン（改変）は、腎臓、肝臓、⼼臓の移植を受けた⼈の移植拒絶反応（臓器
を受け取った⼈の免疫系による移植臓器の攻撃）を防ぐために他の薬と⼀緒に使⽤されます。シクロスポ
リン（修飾）は、メトトレキサート単独で症状が緩和されなかった患者の関節リウマチ（関節の内層の腫
れによって引き起こされる関節炎）の症状を治療するために、単独またはメトトレキサート
（Rheumatrex）と⼀緒に使⽤されます。シクロスポリン（修飾）は、他の治療法によって助けられてい
ない特定の患者の乾癬（体の⼀部の領域に⾚い鱗状の斑点が形成される⽪膚病）の治療にも使⽤されま
す。シクロスポリンとシクロス  ポリン（修飾）は、免疫抑制剤と呼ばれる薬のクラスに含まれています。

わあ、この薬を使うべきですか？

シクロスポリンとシクロス  ポリン（修飾）はどちらもカプセルと溶液（液体）として提供され、経⼝摂取
できます。シクロスポリンは通常1⽇1回服⽤します。シクロスポリン（修飾）は通常1⽇2回服⽤します。
定期的に両⽅のタイプのシクロスポリンを服⽤することが重要です。シクロスポリンまたはシクロスポリ
ン（修飾）を毎⽇同じ時間に服⽤し、服⽤と⾷事の間に毎⽇同じ時間を与えます。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
りにシクロスポリンまたはシクロスポリン（修飾）を服⽤してください。薬を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。

あなたの医者はおそらくあなたの治療中にシクロスポリンまたはシクロスポリン（修正された）のあなたの⽤
量を調整するでしょう。移植拒絶反応を防ぐためにいずれかのタイプのシクロスポリンを服⽤している場合、
医師はおそらく⾼⽤量の薬を服⽤し始め、徐々に⽤量を減らします。関節リウマチまたは乾癬を治療するため
にシクロスポリン（改変）を服⽤している場合、医師はおそらく低⽤量の薬を服⽤し始め、徐々に⽤量を増や
します。あなたの医者はまたあなたの線量を減らすかもしれません
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あなたが薬の副作⽤を経験した場合。治療中の気分を医師に伝えてください。

シクロスポリン（修飾）は、乾癬や関節リウマチの症状を抑えるのに役⽴ちますが、これらの症状を治すこと
はできません。乾癬を治療するためにシクロスポリン（改変）を服⽤している場合、症状が改善し始めるまで
に2週間以上かかり、薬の効果を⼗分に感じるまでに12〜16週間かかる場合があります。関節リウマチを治療す
るためにシクロスポリン（修飾）を服⽤している場合、症状が改善するまでに4〜8週間かかる場合がありま
す。気分が良くても、シクロスポリン（修飾）を服⽤し続けます。医師に相談せずにシクロスポリン（改変）
の服⽤を中⽌しないでください。あなたの医者はあなたの線量を徐々に減らすかもしれません。

シクロスポリンカプセルのブリスターカードを開くと、異臭に気付く場合があります。これは正常であり、薬が損傷して
いる、または使⽤するのが安全でないことを意味するものではありません。

シクロスポリン（修飾）経⼝液剤は、68°F（20°C）未満の温度にさらされると、ゲル化またはゴツゴツに
なる可能性があります。ゲル化した場合でも溶液を使⽤することも、室温（77°F [25°C]）まで温めること
で溶液を液体に戻すこともできます。

シクロスポリンおよびシクロスポリン（修飾）経⼝液剤は、使⽤前に液体と混合する必要があります。シクロスポリン
（修飾）経⼝液剤は、オレンジジュースまたはリンゴジュースと混合できますが、ミルクと混合しないでください。シク
ロスポリン経⼝液剤は、ミルク、チョコレートミルク、またはオレンジジュースと混合することができます。適切なリス
トから1つの飲み物を選択し、常にその飲み物と薬を混ぜる必要があります。

いずれかのタイプの経⼝液剤を服⽤するには、次の⼿順に従います。

選択した飲み物をグラス（プラスチックではない）のカップに⼊れます。

薬剤に付属の投与シリンジの上部から保護カバーを取り外します。

注射器の先端を溶液のボトルに⼊れ、プランジャーを引き戻して、医師が処⽅した量の溶液を注射
器に充填します。

注射器をグラス内の液体にかざし、プランジャーを押し下げて薬をグラスに⼊れます。

よくかき混ぜます。

すぐにグラスの中のすべての液体を飲みます。

選択した飲み物をもう少しグラスに注ぎ、グラスを回転させてすすぎ、液体を飲みます。

注射器の外側を清潔なタオルで乾かし、保護カバーを元に戻します。注射器を⽔で洗わないでください。
注射器を洗う必要がある場合は、別の投与量を測定するために使⽤する前に、注射器が完全に乾いている
ことを確認してください。

この薬の⽤途

シクロスポリンとシクロス  ポリン（修飾）は、クローン病（体が消化管の内壁を攻撃し、痛み、下痢、
体重減少、発熱を引き起こす状態）を治療し、膵臓を受け取った患者の拒絶反応を防ぐためにも使⽤さ
れることがありますまたは⾓膜移植。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。
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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お問い合わせください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

シクロスポリンまたはシクロスポリン（修飾）を服⽤する前に、

シクロスポリン、シクロスポリン（修飾）、その他の薬剤、またはシクロスポリンまたはシクロスポリン（修
飾）カプセルまたは溶液中の不活性成分のいずれかにアレルギーがある場合は、医師および薬剤師に伝えてくだ
さい。不活性成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。

あなたが服⽤している、または服⽤する予定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。重要な警告
のセクションに記載されている薬剤と、次のいずれかに必ず⾔及してください。アシクロビル（ゾビラックス）。アロプリノール（ザイロ
プリム）; アミオダロン（コルダロン）; ベナゼプリル（ロテンシン）、カプトプリル（カプトプリル）、エナラプリル（バソテック）、
フォシノプリル（モノプリル）、リシノプリル（プリニビル、ゼストリル）、モエキシプリル（ユニバスク）、ペリンドプリル（アセオ
ン）、キナプリル（Ac ）、ラミプリル（Altace）、およびtrandolapril（Mavik）; カンデサルタン（Atacand）、エプロサルタン
（Teveten）、イルベサルタン（Avapro）、ロサルタン（Cozaar）、オルメサルタン（Benicar）、テルミサルタン（Micardis）、バルサ
ルタン（Diovan）などのアンギオテンシンII受容体拮抗薬。フルコナゾール（ジフルカン）、イトラコナゾール（スポラノッ  クス）などの
特定の抗真菌薬。アジスロマイシン（Zithromax）; ブロモクリプチン（Parlodel）; ジルチアゼム（Cardizem）、ニカルジピン
（Cardene）、ベラパミル（Calan）などのカルシウムチャネル遮断薬。カルバマゼピン（テグレトール）; アトルバスタチン（リピトー
ル）、フルバスタチン（レスコ  ル）、ロバスタチン（メバコール）、プラバスタチン（プラバコール）、シンバスタチン（ゾコール）など
のコレステロール低下薬（スタチン）。クラリスロマイシン（ビアキシン）; ダルホプリスチンとキヌプリスチンの組み合わせ
（Synercid）; ダナゾール; ジゴキシン（ラノキシン）; アミロライド（ミダモール）、スピロノラクトン（アルダクトン）、トリアムテレ
ン（ジアジド）などの特定の利尿薬（「ウォーターピル」）。エリスロマイシン; インジナビル（Crixivan）、ネルフィナビル
（Viracept）、リトナビル（Norvir、カレトラ）、サキナビル（Fortovase）などのHIVプロテアーゼ阻害剤。イマチニブ（グリベック）; メ
トクロプラミド（レグラン）; メチルプレドニゾロン（メドロール）; ナフシリン; オクトレオチド（サンドスタチン）; 経⼝避妊薬（避妊
薬）; オルリスタット（ゼニカル）; フェノバルビタール; フェニトイン（ディランチン）; カリウムサプリメント; プレドニゾロン
（Pediapred）; レパグリニド（プランディン）; リファブチン（マイコブチン）; リファンピン（リファンピン、リマクタン）; スルフィン
ピラゾン（アンツラン）; テルビナフィン（ラミシル）; およびチクロピジン（チクロピジン）。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より注意深く監視する必要があるかもしれません。およびチクロピジン（チクロピジン）。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より注意深く監視する必要があるかもしれません。およびチクロピジン（チクロ
ピジン）。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より注意深く監視する必要があるかもしれません。

シロリムス（ラパミューン）を服⽤している場合は、シクロスポリンまたはシクロスポリン（改変）を服⽤してから4時間後に服⽤して
ください。

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。

重要な警告のセクションに記載されている状態のいずれか、または次のいずれかが発⽣したかどう
かを医師に伝えてください：低コレステロール、⾎中マグネシウム濃度の低下、体が栄養素を吸収
するのを困難にする状態、または肝疾患。

あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるかどうかを医師に伝えてください。いずれかのタイプのシクロスポリンを服⽤
中に妊娠した場合は、医師に連絡してください。どちらのタイプのシクロスポリンも、⾚ちゃんが早く⽣まれるリスクを⾼め
る可能性があります。

⺟乳育児をしているのか、⺟乳育児を計画しているのかを医師に伝えてください。

医師に相談せずに予防接種を受けないでください。

シクロスポリンが⻭茎の余分な組織の成⻑を引き起こす可能性があることを知っておく必要がありま
す。この副作⽤が発⽣するリスクを減らすために、慎重に⻭を磨き、治療中は定期的に⻭科医の診察
を受けてください。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？
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シクロスポリンまたはシクロスポリン（改変）を服⽤している間は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを⾷べたりしないでください。

あなたの医者はあなたの⾷事療法のカリウムの量を制限するようにあなたに⾔うかもしれません。これらの指⽰に
注意深く従ってください。バナナ、プルーン、レーズン、オレンジジュースなど、カリウムが豊富な⾷品の量につ
いて医師に相談してください。多くの代替塩にはカリウムが含まれているため、治療中にそれらを使⽤することに
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？

飲み忘れた場合は、忘れた分は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たら、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？

シクロスポリンおよびシクロスポリン（修飾）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。

頭痛

下痢

胸焼け

ガス

顔、腕、または背中の発⽑の増加

⻭茎の余分な組織の成⻑

にきび

フラッシング

あなたの体の⼀部の制御できない揺れ

⼿、腕、⾜、または脚の灼熱感またはうずき

筋⾁や関節の痛み

痙攣

顔の痛みや圧⼒

⽿の問題

男性の乳房肥⼤

うつ

眠りにつくことや眠り続けることの難しさ

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、または重要な警告のセク
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。

異常な出⾎またはあざ

薄い肌
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⽪膚や⽬の⻩変

発作

意識の喪失

⾏動や気分の変化

体の動きを制御するのが難しい

視⼒の変化

錯乱

発疹

⽪膚の紫⾊のしみ

⼿、腕、⾜、⾜⾸、または下肢の腫れ

シクロスポリンおよびシクロスポリン（修飾）は、他の副作⽤を引き起こす可能性があります。いずれかの薬を服⽤して

いるときに異常な問題が発⽣した場合は、医師に相談してください。

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。室温
で、過度の熱や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）。この薬を冷蔵庫に保管
したり、冷凍したりしないでください。残りの溶液は、最初にボトルを開けてから2か⽉後に廃棄してく
ださい。

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。

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]

n緊急/過剰摂取の場合
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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ものがあります。

⽪膚や⽬の⻩変

腕、⼿、⾜、⾜⾸、または下肢の腫れ。

他の情報を知っておく必要がありますか？

他の⼈に薬を飲ませないでください。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。
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