
Qtern 5 mg /10mgフィルムコーティング錠
サクサグリプチン/ダパグリフロジン

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、薬剤師、または看護師に相談してください。
この薬はあなただけのために処⽅されました。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. Qternとは何か、そしてそれは何のために使われるのか
2.Qternを受講する前に知っておくべきこと
3.Qternの取り⽅
4.起こりうる副作⽤
5.Qternの保存⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

1.1。 Qternとは何か、そしてそれは何のために使われるのか

Qternには、活性物質のサクサグリプチンとダパグリフロジンが含まれています。それぞれが「経⼝抗糖尿病薬」と呼
ばれる薬のグループに属しています。

-
-

この薬は糖尿病のために経⼝摂取されます。
この薬は、⾷事療法や運動とともに、他の経⼝糖尿病薬で糖尿病をコントロール
できない場合に使⽤されます。

Qternは、成⼈患者（18歳以上）の「2型糖尿病」と呼ばれるタイプの糖尿病に使⽤されま
す。「2型糖尿病」は、通常、年をとったときに始まる糖尿病のタイプです。2型糖尿病の
場合、膵臓が⼗分なインスリンを⽣成しないか、膵臓が⽣成するインスリンを体が適切に
使⽤できません。これはあなたの⾎中の⾼レベルの砂糖につながります。Qternの2つの活
性物質は、⾎液中の糖のレベルを制御し、尿を介して体から余分な糖を取り除くのに役⽴
つさまざまな⽅法で機能します。

あなたの医者によってあなたに与えられた⾷事療法と運動に関するアドバイスに引き続き従うことが重要です、pD
hoarnmot交流t私askteまたQntuerrsne：。

2.2。 Qternを受講する前に知っておくべきこと

- サクサグリプチン、ダパグリフロジン、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）。
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- ⾎糖値を制御するために服⽤している他の同様の薬（たとえば、シタグリプチン、リナグリプチ
ン、アログリプチンなどのDPP-4阻害薬、またはカナグリフロジン、エンパグリフロジンなどの
SGLT2阻害薬）に対して深刻なアレルギー反応を⽰した場合。

上記のいずれかに該当する場合は、Qternを服⽤しないでください。よくわからない場合は、Qternを服⽤する前に、医
師、薬剤師、または看護師に相談してください。

警告と注意事項
Qternを服⽤する前、および治療中に、医師、薬剤師、または看護師に相談してください。
- 「1型糖尿病」（通常、若いときに発症し、体がインスリンを産⽣しないタイプ）

の場合。
あなたが膵臓の病気を持っているか、持っていた場
合。腎臓機能が低下している場合。
エイズのような病気や臓器移植後に服⽤する可能性のある薬など、感染症と戦
う⾝体の能⼒を低下させる状態にある場合。中等度または重度の肝臓の問題が
ある場合。
急激な体重減少、気分が悪くなる、気分が悪くなる、胃の痛み、過度の喉の渇き、速くて深
い呼吸、混乱、異常な眠気や倦怠感、息の⽢い匂い、⼝の中の⽢いまたは⾦属的な味、また
は別の尿や汗の臭いがする場合は、すぐに医師または最寄りの病院に連絡してください。こ
れらの症状は、「糖尿病性ケトアシドーシス」の兆候である可能性があります。これは、テ
ストで⾒られるように、尿または⾎液中の「ケトン体」のレベルが上昇するため、糖尿病で
発⽣する可能性のある、まれですが深刻な、時には⽣命を脅かす問題です。糖尿病性ケトア
シドーシスを発症するリスクは、⻑期の絶⾷、過度のアルコール摂取、脱⽔症、インスリン
投与量の突然の減少、または⼤⼿術や重篤な病気によるインスリンの必要性の増加によって
増加する可能性があります。
重度の過敏反応がある、またはあった、または疑われる場合。深刻な
⼼臓病の病歴がある場合。
⼼不全に苦しんでいる場合、または腎臓の問題など、⼼不全を発症する他の危険因
⼦がある場合。あなたの医者は⼼不全の兆候と症状についてあなたにアドバイスし
ます。症状には、息切れの増加、体重の急激な増加、⾜の腫れ（⾜のむくみ）など
がありますが、これらに限定されません。これらの症状のいずれかが発⽣した場合
は、すぐに医師、薬剤師、または看護師に連絡してください。

⾎圧を下げる薬を服⽤していて（降圧薬）、低⾎圧の病歴がある場合（低⾎
圧）。詳細については、以下の「その他の薬とQtern」のセクションを参照して
ください。
⾎液中に⾮常に⾼レベルの糖分が含まれていると、脱⽔状態になる可能性があります（体液が過剰に
失われる）。脱⽔症状の可能性のある兆候は、セクション4の上部に記載されています。これらの兆候
がある場合は、Qternの服⽤を開始する前に医師に相談してください。
吐き気（気分が悪い）、嘔吐、発熱がある、または発症した場合、または飲⾷ができない場合。これらの状
態は脱⽔症状を引き起こす可能性があります。脱⽔症状を防ぐために、回復するまでQternの服⽤を中⽌す
るように医師から依頼される場合があります。
尿路感染症が頻繁に発⽣する場合、または尿路性敗⾎症や腎盂腎炎などの重篤な尿路
感染症がある場合は、発熱や悪寒、⽔を通過するときの灼熱感（排尿）、尿中の⾎
液、背中の痛みを引き起こす可能性がありますまたはサイド。これらの症状のいずれ
かが発⽣した場合は、すぐに医師、薬剤師、または看護師に連絡してください。

75歳以上の場合。
インスリンやスルホニル尿素など、⾎糖値を下げる薬を服⽤している場合。「ピオ
グリタゾン」を含む糖尿病の別の薬を服⽤している場合。
テストで⾒られるように、⾎液中の⾚⾎球の量が増加している場合。

-
-
-

-
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上記のいずれかに該当する場合（または確信が持てない場合）は、Qternを服⽤する前に医師、薬剤師、または看護師
に相談してください。

糖尿病性⽪膚病変（ただれや潰瘍などの⽪膚損傷）は、糖尿病の⼀般的な合併症です。発疹は、別々に投与
された場合、サクサグリプチンとダパグリフロジンの両⽅で⾒られました（セクション4を参照）。医師また
は看護師から提供されたスキンケアの推奨事項に従うことをお勧めします。⽔疱性類天疱瘡と呼ばれる状態
の兆候である可能性があるため、⽪膚の⽔ぶくれに遭遇した場合は医師に連絡してください。あなたの医者
はあなたにQternを⽌めるように頼むかもしれません。

すべての糖尿病患者と同様に、定期的に⾜をチェックし、医療専⾨家によるフットケア
に関するその他のアドバイスに従うことが重要です。

性器の痛み、圧痛、発⾚、腫れ、または性器と肛⾨の間の領域に発熱や体調不良の症状が
⾒られる場合は、すぐに医師に相談してください。これらの症状は、会陰の壊死性筋膜炎
または⽪膚の下の組織を破壊するフルニエ神経節と呼ばれる、まれではあるが深刻な、あ
るいは⽣命を脅かす感染症の兆候である可能性があります。フルニエの神経節はすぐに治
療されなければなりません。

腎臓機能
服⽤を開始する前、およびこの薬を服⽤している間は、腎臓をチェックする必要があります。

尿検査
Qternがどのように機能するかにより、この薬を服⽤している間、尿は糖分に対して陽性になり
ます。

⼦供と⻘年
Qternは、18歳未満の⼦供や⻘年には研究されていないため、これらの患者には推奨され
ません。

他の薬とQtern
医師、薬剤師、または看護師に、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伝
えてください。

特にあなたの医者に⾔いなさい：
- 体外に排出する⽔分量を増やすために使⽤される薬を服⽤している場合（利尿剤）。あなたの医者はあ

なたにQternの服⽤をやめるように頼むかもしれません。体から⽔分を失いすぎている可能性のある兆
候は、セクション4の上部に記載されています。
次の活性物質のいずれかを含む薬を使⽤している場合：-
-カルバマゼピン、フェノバルビタールまたはフェニトイン。これらは、発作（発作）または慢性的な痛みを制御するために使⽤される場合

があります。

-デキサメタゾン‒ステロイド薬。これは、さまざまな体の部分や臓器の炎症を治療するために
使⽤される場合があります。

-リファンピシン。これは、結核などの感染症の治療に使⽤される抗⽣物質です。
-ケトコナゾール。これは、真菌感染症の治療に使⽤できます。
-ジルチアゼム。狭⼼症（胸痛）や⾎圧低下の治療に使われる薬です。

上記のいずれかに該当する場合（または確信が持てない場合）は、Qternを服⽤する前に医師に相談してください。

妊娠と授乳



妊娠中または授乳中の⽅は、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ま
たは薬剤師に相談してください。Qternは妊娠中はお勧めできません。妊娠した場合は、
医師からこの薬の服⽤を中⽌するように求められます。妊娠中に⾎糖値をコントロールす
る最善の⽅法については、医師に相談してください。

授乳中の場合は、Qternを使⽤しないでください。この薬が⼈間の⺟乳に浸透するかどうかは不明で
す。この薬を服⽤する前に、授乳を希望する、または授乳している場合は、医師に相談してくださ
い。

機械の運転と使⽤
Qternは、⾞を運転したり、⼯具や機械を使⽤したりできることに影響を与えることは期待されて
いません。Qternの服⽤中にめまいを感じる場合は、⼯具や機械を運転したり使⽤したりしないで
ください。この薬を服⽤すると、⾎糖値が下がりすぎて（低⾎糖）、震え、発汗、視⼒の変化な
どの症状を引き起こし、機械の運転や使⽤に影響を与える可能性があります。

Qternには乳糖が含まれています
Qternには乳糖（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、この薬を服⽤する前に医師に連絡してください。

ナトリウム含有量
Qternには、1回の投与あたり1ミリモル未満のナトリウム（23 mg）が含まれています。つまり、本質的に「ナトリウムを含まない」ということで

す。

3.3。 Qtern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、薬剤師、また
は看護師に確認してください。

どれくらい取るか
推奨⽤量は1⽇1錠です。-

この薬を服⽤する
-
-
-

錠剤全体をコップ半分の⽔で飲み込みます。あなたは⾷べ物の有無に
かかわらずあなたのタブレットを取ることができます。
タブレットは1⽇中いつでも服⽤できます。ただし、毎⽇同じ時間に服⽤するようにしてください。これはあなたが
それを取ることを忘れないようにするのに役⽴ちます。

あなたの医者はあなたの⾎中の砂糖の量を下げるために他の薬を処⽅するかもしれません。あなたの医者があなた
に⾔ったように他の薬を服⽤することを忘れないでください。これはあなたの健康のために最⾼の結果を得るのに
役⽴ちます。

⾷事と運動
糖尿病をコントロールするには、この薬を服⽤しているときでも、⾷事と運動を続ける必要がありま
す。したがって、医師、薬剤師、または看護師からの⾷事療法と運動に関するアドバイスを継続する
ことが重要です。特に、糖尿病の体重管理ダイエットを⾏っている場合は、Qternを服⽤している間も
引き続きそれに従ってください。



必要以上にQternを服⽤した場合
Qtern錠を必要以上に服⽤している場合は、医師に相談するか、すぐに病院に⾏ってください。薬
パックを持っていきましょう。

Qternを取るのを忘れた場合
タブレットを忘れた場合の対処⽅法。
- 服⽤すべきだったので12時間以内の場合は、覚えたらすぐにQternを服⽤してくだ

さい。その後、通常の時間に次の服⽤をしてください。
1回分を飲んでから12時間以上経過している場合は、忘れた分は飲まないでください。その
後、通常の時間に次の服⽤をしてください。
忘れた分を補うためにQternを2回服⽤しないでください。

-

-

Qternの服⽤をやめたら
最初に医師に相談せずにQternの服⽤をやめないでください。この薬がないと⾎糖値が上がる
ことがあります。

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

4.4。 考えられる副作⽤

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。

⼀部の症状は直ちに医師の診察が必要です。
次の深刻な副作⽤のいずれかに気付いた場合は、Qternの服⽤を中⽌し、すぐに医師の診察を受けてく
ださい。

- めったに⾒られない深刻なアレルギー反応の症状（1,000⼈に1⼈に影響を与える可能性があります）。これには次のも
のが含まれます。

-発疹
-肌に⾚い斑点ができた（じんましん）
-呼吸困難または呼吸困難を引き起こす可能性のある顔、唇、⾆、喉の腫れ

飲み込む。
あなたの医者はあなたのアレルギー反応を治療するための薬とあなたの糖尿病のための別の薬を処⽅するか
もしれません。

- 膵炎、まれにしか⾒られない（100⼈に1⼈に影響を与える可能性がある）：炎症を起
こした膵臓の兆候である可能性があるため、背中に達する可能性のある腹部（胃の領
域）の重度で持続的な痛み、および吐き気と嘔吐。

- 脱⽔症（体から⽔分が過剰に失われる）、まれにしか⾒られません（100⼈に1⼈まで影響を受ける可能
性があります）。
これらは脱⽔症状の兆候です：

-⾮常に乾燥した、またはべたつく⼝、⾮常に喉が渇いた感じ
-⾮常に眠いまたは疲れている
-⽔（尿）をほとんどまたはまったく通過させない

-速い⼼拍。

-尿路感染、⼀般的に⾒られます（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）。



これらは、尿路の重度の感染症の兆候です。
-発熱および/または悪寒
-⽔を通すときの灼熱感（排尿）
-背中や側⾯の痛み。

まれですが、尿に⾎が混じっている場合は、すぐに医師に相談してください。

- 低⾎糖（低⾎糖）、低⾎糖を引き起こすことが知られている他の糖尿病薬と併⽤した場合、⾮常に
⼀般的に⾒られます（10⼈に1⼈以上に影響を与える可能性があります）。
これらは低⾎糖の兆候です：

-震え、発汗、⾮常に不安な気持ち、速い⼼拍
-空腹感、頭痛、視⼒の変化
-気分の変化や混乱した気分。

医師は、低⾎糖値の治療⽅法と、上記の兆候が⾒られた場合の対処法を教えてくれます。

- 糖尿病性ケトアシドーシス、めったに⾒られない（1,000⼈に1⼈まで影響する可能性がある）
これらは糖尿病性ケトアシドーシスの兆候です（セクション2の警告と注意事項も参照）。

-尿または⾎液中の「ケトン体」のレベルの上昇
-急激な体重減少
-気分が悪い、または気分が悪い
- 胃痛
-過度の喉の渇き
-速くて深い呼吸
- 錯乱
-異常な眠気または倦怠感
-息に⽢い匂い、⼝に⽢いまたは⾦属の味、または尿や汗に異なる匂い。

これは、⾎糖値に関係なく発⽣する可能性があります。医師は、Qternによる治療を⼀時的または恒久的
に中⽌することを決定する場合があります。

- 会陰の壊死性筋膜炎または、性器または性器と肛⾨の間の領域の深刻な軟部組織感染症で
あるフルニエの神経節は、めったに⾒られません（10,000⼈に1⼈まで影響を与える可能
性があります）。

上記の深刻な副作⽤のいずれかに気付いた場合は、Qternの服⽤を中⽌し、すぐに医師または看護師に相談して
ください。

Qternを単独でまたはメトホルミンと組み合わせて服⽤した場合のその他の副作⽤：
⼀般的
- 陰茎または膣の性器感染症（ツグミ）（兆候には、刺激、かゆみ、異常な分泌物または臭いが含

まれる場合があります）
-
-
-
-
-
-
-
-

背中の痛み
通常より多くの⽔（尿）を通過させるか、より頻繁に⽔を通過させる必
要がある場合、⾎液中のコレステロールまたは脂肪の量の変化（テスト
に表⽰）⾎液中の⾚⾎球の量の増加（テストに表⽰）クレアチニンの減
少腎クリアランス（テストで表⽰）
めまい
疲れ
腹痛



-
-
-

胸部上部または肺の重度の関節痛
（関節痛）感染症
頬や⽬の後ろの痛みや膨満感を伴う副⿐腔の感染症（副⿐腔炎）

炎症を起こした⿐または喉（⿐咽頭炎）（この兆候には、⾵邪や喉の痛みが含まれる場合があり
ます）腹痛および消化不良（消化不良）
吐き気
下痢
通常、感染症（胃腸炎）、頭痛、筋⾁痛（筋⾁痛）によって引き起こ
される炎症を起こした胃や腸
嘔吐、胃の炎症（胃炎）
臨床検査の変更（例えば、クレアチニン腎クリアランスの減少またはヘマト
クリット値の増加）
発疹。

-
-
-
-
-
-
-
-

-

珍しい
-
-
-
-
-
-

渇き
便秘
夜の睡眠から⽬覚め、⼝渇を通過させる

体重が減った
クレアチニンまたは尿素の増加（臨床検査で⽰される）

-
-
-
-
-
-

腎機能の低下
隆起した隆起、⽪膚の炎症、または勃起の取得または維持における不快な
かゆみの困難を含む可能性のある⽪膚の発疹（勃起不全）
真菌感染症
過敏反応
性器のかゆみ（性器掻痒または外陰膣掻痒）または排尿時の不快感。

不明（頻度は⼊⼿可能なデータから推定できない）
- ⽪膚の⽔ぶくれ（⽔疱性類天疱瘡）

副作⽤の報告
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。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：
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。

5.5。 Qtern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。

「EXP」以降のブリスターとカートンに記載されている有効期限後は、この薬を使⽤しないで
ください。有効期限とは、その⽉の最終⽇を指します。

この薬は特別な保管条件を必要としません。



廃⽔や家庭ごみで薬を捨てないでください。使⽤しなくなった薬を捨てる⽅法を薬剤師に
尋ねてください。これらの対策は、環境保護に役⽴ちます。

6.パックの内容およびその他の情報

Qternに含まれるもの
-
-

活性物質はサクサグリプチンとダパグリフロジンです。
各錠剤には、5mgのサクサグリプチンに相当する塩酸サクサグリプチンと10mgのダパグリフロ
ジンに相当するダパグリフロジンプロパンジオール⼀⽔和物が含まれています。

- 他の成分は次のとおりです。
-錠剤コア：微結晶性セルロース（E460i）、クロスカルメロースナトリウム（E468）（セクション2「ナトリウム

含有量」を参照）、無⽔ラクトース（セクション2「Qternはラクトースを含む」を参照）、ステアリン酸マグ
ネシウム（E470b）、⻭科⽤シリカ（E551） 。

-フィルムコーティング：ポリビニルアルコール（E1203）、マクロゴール3350、⼆酸化チタン（E171）、
タルク（E553b）、⻩⾊酸化鉄（E172）、⾚⾊酸化鉄（E172）。

-印刷インキ：シェラック、インジゴカルミンアルミニウム湖（E132）。

Qternの外観とパックの内容
Qtern 5 mg / 10 mgフィルムコーティング錠は、薄茶⾊から茶⾊の両凸の丸いフィルムコーティ
ング錠で、⽚⾯に「5/10」、反対⾯に「1122」が⻘インクで印刷されています。

Qtern 5 mg / 10 mg錠は、カレンダーブリスターの14、28、または98フィルムコーティング錠とブリスターの
30フィルムコーティング錠のパックサイズのアルミニウムブリスターで利⽤できます。

すべてのパックサイズが販売されているわけではありません。

販売承認取得者 AstraZeneca UK 
Limited、600 Capability 
Green、
ルートン、

LU1 3LU、
イギリス。

メーカー
アストラゼネカAB
Gärtunavägen
SE-15185セーデルテリエ
スウェーデン

このリーフレットは2021年1⽉に最後に改訂されました

©アストラゼネカ2021

QTERNは、アストラゼネカグループの登録商標です。CV 21 0003



その他の情報源

点字でこのリーフレットのコピーを聞く、またはリクエストするには、⼤きな活字また
は⾳声で、無料で電話してください。

0800 198 5000

次の情報を提供する準備をしてください。

商品名
Qtern 5mg/10mgフィルムコーティング錠

参照番号
17901/0339

これは、英国王⽴盲⼈協会が提供するサービスです。


