
家 →薬、ハーブ、サプリメント →ジダノシン

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a691006.html

ジダノシン
（dye dan'oh seeed）と発⾳されます

重要な警告：

ジダノシンは、重篤または⽣命を脅かす膵炎（膵臓の腫れ）を引き起こす可能性があります。⼤量
のアルコール飲料を飲んだり飲んだりしたことがあるかどうか、膵炎、膵臓、腎臓病にかかったこ
とがあるかどうかを医師に伝えてください。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：腹痛または腫れ、吐き気、嘔吐、または発熱。

ジダノシンは、肝臓に⽣命を脅かす損傷を引き起こし、乳酸アシドーシス（⾎中の乳酸の蓄積）と呼
ばれる⽣命を脅かす可能性のある状態を引き起こす可能性があります。⼥性の場合、太りすぎの場
合、またはHIVの薬で⻑期間治療を受けている場合は、乳酸アシドーシスを発症するリスクが⾼くな
る可能性があります。肝疾患を患っている、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。スタブジン（ゼリット）を服⽤している場合は医師に相談してください。あなたがこの薬を服⽤
している場合、あなたの医者はおそらくジダノシンを服⽤しないようにあなたに⾔うでしょう。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。息切れ。
速い呼吸; ⼼拍の変化; 吐き気; 嘔吐; ⾷欲減少; 減量; 下痢; 胃の右上部分の痛み; 異常な出⾎またはあ
ざ; ⽪膚または⽬の⻩変; 濃い⾊の尿; 明るい⾊の排便; 極度の倦怠感; 冷たいまたは⻘い⾊の⼿と⾜; ま
たは筋⾁痛。

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。あなたの医者はジダノシンに対するあなたの体の反応を

チェックするために特定の臨床検査を命じます。

ジダノシンを服⽤するリスクについて医師に相談してください。

ジダノシ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。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/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]）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？

ジダノシンは、他の薬と⼀緒にヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染症を治療するために使⽤されます。ジ
ダノシンは、ヌクレオシド逆転写酵素阻害剤（NRTI）と呼ばれる薬のクラスに含まれています。⾎中の
HIVの量を減らすことによって機能します。ジダノシンはHIVを治療しませんが、後天性免疫不全症候群
（AIDS）や、重篤な感染症や癌などのHIV関連の病気を発症する可能性を減らす可能性があります。より
安全なセックスを実践し、他のライフスタイルを変えるとともにこれらの薬を服⽤すると、HIVウイルス
が他の⼈に感染する（広がる）リスクを減らすことができます。

わあ、この薬を使うべきですか？

ジダノシンは、徐放性（⻑時間作⽤型）カプセルとして、また経⼝液剤（液体）として経⼝摂取できま
す。経⼝液剤は通常、⾷事の30分前または2時間後に1⽇1回または2回服⽤します。徐放性カプセルは通
常、空腹時に1⽇1回服⽤します。毎⽇同じ時間にジダノ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
りにジダノシンを服⽤してください。多かれ少なかれそれを服⽤しないでください、またはあなたの医者
によって処⽅されたより頻繁にそれを服⽤してください。

徐放性カプセルを使⽤している場合は、それらを丸ごと飲み込んでください。それらを割ったり、噛んだり、つぶしたり、壊

したり、溶かしたりしないでください。徐放性カプセルを丸ごと飲み込めない場合は、医師に相談してください。

経⼝液剤を服⽤している場合は、使⽤する前によく振って薬を均⼀に混合する必要があります。通常の家
庭⽤スプーンではなく、⽤量測定スプーンまたはカップを使⽤して、各⽤量の液体の正しい量を測定しま
す。

ジダノシンはHIV感染を抑制しますが、治癒はしません。気分が良くても、ジダノシンを服⽤し続けてください。医
師に相談せずにジダノシンの服⽤をやめないでください。服⽤し忘れたり、ジダノシンの服⽤をやめたりすると、症
状の治療がより困難になる可能性があります。

この薬の⽤途

ジダノシンは、医療従事者や誤ってHIVに感染した他の⼈々の感染を防ぐために、他の薬と⼀緒に使⽤
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？

ジダノシンを服⽤する前に、

あなたがジダノシン、他の薬、またはジダノシンカプセルまたは経⼝液剤の成分のいずれかにアレルギーが
あるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。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。

アロプリノール（アロプリノール、ロプリン、ザイロプリム）またはリバビリン（コペガス、レベトール、ビラゾール）を服⽤しているかどうか

を医師に伝えてください。あなたがこれらの薬の⼀⽅または両⽅を服⽤している場合、あなたの医者はおそらくジダノシンを服⽤しないようにあ

なたに⾔うでしょう。
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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。重要な

警告のセクションに記載されている薬剤のいずれかと、次の点に注意してください。アルミニウムまたはマグネシウムを含む制酸剤（Maalox、Mylanta、その

他）：イトラコナゾール（Sporanox）やケトコナゾールなどの抗真菌剤。アタザナビル（Reyataz）; シプロフロキサシン（Cipro）、ガチフロキサシン

（Tequin）、モキシフロキサシン（Avelox）、オフロキサシン（Floxin）、ペンタミジン（Nebupent、Pentam）、スルファメトキサゾールおよびトリメトプ

リム（Bactrim、Septra）、テトラサイクリン（Sumycin）などの抗⽣物質。カバジタキセル（ジェブタナ）; ダプソン（アクゾン）; デラビルジン（記述⼦）; 

ドセタキセル（タキソテール）; ガンシクロビル（Cytovene）; ヒドロキシ尿素（ドロキシア、ハイドレア）; インジナビル（クリキシバン）; メタドン（ドロ

フィン、メタドース）; ネルフィナビル（ビラセプト）; パクリタキセル（アブラキサン、タキソール）; ペンタミジン（ネブペント、ペンタミジン）; ラニチジ

ン（ザンタック）; リトナビル（ノルビル）; スルファメトキサゾールとトリメトプリム（バクトリム、セプトラ）。テノホビル（Viread）; チプラナビル

（Aptivus）; バルガンシクロビル（バルガンシクロビル）; またはビンクリスチン（Marqibo）。医師は、薬の投与量を変更したり、薬を服⽤しているときに変

更したり、副作⽤を注意深く監視したりする必要がある場合があります。他の多くの薬もジダノ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必ず伝えてください。医師は、薬の投与量を変更したり、薬を服⽤しているときに変更したり、副

作⽤を注意深く監視したりする必要がある場合があります。他の多くの薬もジダノ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必ず伝えてください。医師は、薬の投与量を変更したり、薬を服⽤しているときに変更したり、副作⽤を注意深

く監視したりする必要がある場合があります。他の多くの薬もジダノ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必ず伝えてください。

末梢神経障害（⼿や⾜のしびれ、うずき、灼熱感、痛みの感覚、または⼿や⾜の温度を感じたり触れ
たりする能⼒の低下）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。

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。ジダノシン
を服⽤中に妊娠した場合は、医師に連絡してください。HIVに感染している場合、またはジダノシンを服⽤している場
合は、授乳しないでください。

ジダノシンは副作⽤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が、深刻になる前にすぐに治療する必要があ
ります。ジダノシンを服⽤している⼦供は、彼らが感じている副作⽤についてあなたに話すことができないかもしれません。
⼦供にジダノシンを投与している場合は、⼦供がこれらの深刻な副作⽤を持っているかどうかをどのように判断できるかを⼦
供の医師に尋ねてください。

顔、脚、腕、臀部から体脂肪が失われる可能性があることを知っておく必要があります。この変化に気づい
たら、医師に相談してください。

HIV感染症を治療するために薬を服⽤している間、免疫系が強くなり、すでに体内にある他の感染症と
戦い始める可能性があることを知っておく必要があります。これにより、これらの感染症の症状が現
れる可能性があります。ジダノシンによる治療を開始した後に新たな症状または悪化する症状がある
場合は、必ず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？

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？

ジダノシンは副作⽤を引き起こす可能性があります。この症状がひどい場合、または消えない場合は、医師に
相談してください。

頭痛
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いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。次の症状または重要な警告のセクションに記載
されている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。

じんましん

発疹

かゆみ

呼吸困難または嚥下困難

⼿や⾜のしびれ、うずき、灼熱感、または痛み

視⼒の変化

⾊がはっきり⾒えない

ジダノ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？

ジダノシンカプセルは、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）。ジダノ
シン経⼝液剤を冷蔵庫に保管し、しっかりと閉じて、30⽇後に未使⽤の薬を処分します。

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]。犠牲者が倒れた場合、
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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。
下痢

⼿や⾜のしびれ、うずき、灼熱感、または痛み

吐き気

嘔吐

⾷欲減少

胃痛

腹部の腫れ

筋⾁や関節の痛み

極度の倦怠感

弱点

めまい

⽴ちくらみ

速い、遅い、または不整脈

深呼吸または急速呼吸

呼吸困難

濃い⻩⾊または茶⾊の尿

異常な出⾎またはあざ

⾎が混じっている、またはコーヒーかすのように⾒える物質を嘔吐する

暗いスツール

⽪膚や⽬の⻩変

寒いです

熱

インフルエンザのような症状

他の情報を知っておく必要がありますか？

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。

⼿元にジダノシンの供給を維持します。あなたがあなたの処⽅を補充するために薬を使い果たすまで待たないでくだ

さい。
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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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