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HIV 感染症の医療体制に関する研究班 
対訳式 HIV 感染症治療薬服薬指導書（改訂版） 

発行によせて 

エイズ拠点病院政策の一定の進展や医療従事者の努力により日本の HIV/AIDS の診療は

全体的に向上が見られ、医療のレベルや最新の情報の入手では地域間の格差も縮まり、多

くの HIV 感染者が最新の治療が受けられる体制が整いつつあります。しかし近年日本各地

の病院を受診する外国人患者が増加しているにもかかわらず、十分な対応が出来ず混乱が

生じているケースが多々報告されています。このように外国人医療については言葉の問題、

利用できる制度の問題、経済的問題等、多くの問題が山積していることが指摘され、一部

拠点病院から病院の医療体制に支障をきたしているとの報告もなされています。 

我々「HIV 感染症の医療体制に関する研究」班は、「エイズ治療の地方ブロック拠点病

院と拠点病院間お連携に関する研究」班の研究を引き継ぎ外国人を含む全ての患者・感染

者が適切な治療を受けられる医療体制を目指して研究を進めてきました。1999 年に出され

た対訳式 HIV 感染症治療薬服薬指導書は、外国人患者のいる病院で活用されましたが、こ

の間の抗 HIV 治療の急速な進歩に、多くの先生方から改訂版および新薬の対訳版の発行を

要請されていました。この度、掲載薬品名も 24 種に増やし、また近年の外国人患者数から

判断して、英語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、ミャンマー語を作成しま

した。この対訳式服薬指導書が医療の現場で、患者、医師、薬剤師、通訳、看護婦、カウ

ンセラー、そして支援者等多くの人々によって有効に利用され、コミュニケーションギャ

ップの改善の一助となることを願っています。 

なお、この対訳式服薬指導書作成にあたっては、国立名古屋病院・内海眞氏、長岡宏一

氏、翻訳にあたっては P.Gorman 氏、出村ひとみ氏（英語）、藤崎三千世氏（タイ語）、

岩木エリーザ氏（ポルトガル語）、栄口ルイザ氏（スペイン語）、呉  紅氏(中国語)、 イー・

イー・ミン氏（ミャンマー語）の協力をえました。その他この対訳版発行にご助力、ご助

言を下さった諸氏に深く感謝します。 

2003 年 3 月 

 

「HIV 感染症の医療体制に関する研究」班 

宇野賀津子（ルイ・パストゥ-ル医学研究センター） 

白阪琢磨（国立大阪病院） 



 
目次 

 
1． レトロビルカプセル 

2． ヴァイデックス錠／ヴァイデックスドライシロップ 

3． ヴァイデックス EC カプセル 

4． ハイビット 

5． エピビル錠 

6． ゼリットカプセル 

7． コンビビル錠 

8． ザイアジェン 

9． ビュラーミン錠 

10． ストックリンカプセル 

11． レスクリプター 

12． クリキシバンカプセル 

13． ビラセプト錠 

14． ノービアソフトカプセル／ノービアリキッド 

15． インビラーゼカプセル 

16． フォートベイスカプセル 

17． プローゼカプセル 

18． カレトラソフトカプセル／カレトラリキッド 

19． ゾビラックス錠 

20． デノシンカプセル 

21． ロペミンカプセル 

22． バクタ錠／バクタ顆粒 

23． ベナンバックス 

24． ジフロマック錠 

25． ジフルカンカプセル 
 



このお薬はヒト免疫不全ウイルス（HIV）が体の中

で増えることを抑え、病気の進行を遅らせます。 

 
 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 
・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 腎臓が悪いこと 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 貧血等の血液の病気にかかっていること 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 
 

あなたのこのお薬の飲み方 
１回  カプセルを１日  回お飲み下さい。 

服用時間は  ：  と  ：  と  ：  で

す。 

 

お薬を飲み忘れた場合 
気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、このお薬を１日２

回飲んでいる場合は次にお薬を飲むまでに６時間、

１日３回の場合は次にお薬を飲むまでに４時間な

いときはその分はとばして、次にこのお薬を飲む

ときから正しくお飲み下さい。決して１度に２回

分飲まないで下さい。 

þaq;onf HIVAdkif;&yfpfydk;rTm;rsm;tm; cE¨mudk,fxJwGif 
rwdk;yGg;Edkif&eftwGufxdef;csKyfía&m*gvuö©©©©©©©Pmqdk;0g;vm 
vmrIudkaESmifhaES;aprnf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 
. ausmufuyfa&m*g?ausmufuyfa0'em&Sdaejcif;/ 
. tonf;a&m*g? tonf;wGifa0'em&Sdaejcif;/ 
. aoG;tm;enf;jcif; ponfhaoG;ESifhywfowfaoma&m*g&Sdaejcif; 
. y#doaE¨&Sdfjcif;? y#doaE¨vuö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif; 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk;pGJ 

vQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif(  ) vHk;udk wpf&uf (  ) Budrf aomufyg&ef/ 
aomufcsdefonf (  ) em&D? (  ) em&D ESifh(  )em&DwdkYjzpfyg onf/ 
 
 
txufygq&m0efnTef Mum;aomaq;aomufcs defud karhí 
xdktcsdefwGifraomufjzpfcJ hygu 
aq;aomuf&ef jyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/ xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/odkYaomf þaq;udk wpf&uf(2)Budrfaomuf&ef 
q&m0efunTefMum;xm;oljzpfygu jyefvnfowd&aomtcsdefrS 
vmrnfhq;aomufcsdeftxd (6)em&D ausmfrjcm;yguxdktcsdef 
aq;aomufjcif;udka&Smif&Sm;yg&ef/ wpf&uf(3)Nudrf aomuf&ef 
q&m0efunTefMum;xm;oljzpfygu jyefvnfowd&aomtcsdefrS 
vmrnfhaq;aomufcsdeftxd (4)em&Dausmfrjcm;ygu xdktcsdef 
aq;aomufjcif; dka&Smif&Sm;yg&ef/aemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdef rSpí 
tcsdefrSefpGmaomufyg&ef/ fNudrfwnf;(2)NudrfpmudkvHk;0 raomufyg&ef/ 

Date:    ． ． ．   Name 

核酸系逆転写酵素阻害剤 
一般名：ジドブジン 
略号：ZDV（AZT） 
 

RETROVIR capsulas - 100 mg 
a,bl,strnf:   ZIDOVUDINA 
trnftwdkaumuf:   ZDV (AZT) 

レトロビルカプセル 

RETROVIR - Cápsulas 
1． 100mg

ミャンマー語/MYANMAR



このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 
顔色が悪い、立ちくらみがする、体がだるい、吐

き気がする、食欲がない、お腹が痛い、頭が痛い、

あざができやすい、歯ぐきから血が出やすい、鼻

血が出やすい、息が切れる、息苦しい、疲れやす

い、手足がむくむ、筋肉がけいれんする、発熱、

発疹、かゆみ、皮膚・白目が黄色くなる、けいれ

ん、意識がもうろうとなる等の症状が現れた場合、

主治医または薬剤師に相談して下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 
 

 

血友病の患者さんがこのお薬を飲んでいる間、飲

んではいけないお薬 

・ 熱をさげたり、痛みを和らげるお薬 

 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 
・ 感染症のお薬 

・ 肝炎のお薬 

・ 癌のお薬 

・ 痛風のお薬 

・ てんかんのお薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

 

 

その他に注意していただくこと 
・ このお薬はコップ１杯程度の水またはぬるま

湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ お薬の効き目が悪くなりますので、自分の判

断でお薬を止めないで下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyyg vuö©©©©©©©Pm(rsm;) 
awGY&S dyguq&m0ef(odk Y)aq;pyfq&mESif hwd kifyifyg&ef/  
rsufESmtaoG;ta&mifraumif;jcif;/ rwf&yfaomtcgacgif;rl; jcif;/ 
cE¨mudk,fanmif;nmjcif;/ ysdKYtefcsifpdwf&dSjcif;/ tpm;t 
aomufysufjcif;/ Adkufemjcif;/ 0rf;udkufjcif;/ acgif;udkufjcif;/ 
ta&jym;wGiftwGif;aMujzpfvG,fjcif;/ oGm;zHk;rSaoG;xGufvG,f 
jcif;/ESmacgif;aoG;vSSsHvG,fjcif;/touf&SLrSm;jcif;/touf&SLMuyf jcif;/ 
yifyef;armyef;vG,fjcif;/ vuf?ajcaxmufrsm;azma,mif jcif;/ 
<uufom;wufjcif;/ zsm;jcif;/ tzktydefYrsm;aygufjcif;/ ,m;,Hjcif;/ 
tom;a&(odkY)rsufvHk;rsm;0gjcif;/ taMumwufjcif; <uufwufjcif;? 
&Da0a0jzpfjcif;?ponfh vuö©©©©©©©Pmrsm;Esifh tjcm; 
xl;jcm;aomvuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay:vmyguq&m0ef(odkY)aq;pyf 
&mESifhapmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 
aoG;usJa&m*ga0'em&Sifjzpfygu þaq;udk oHk;pG Jvsuf&d SpÍ f 
atmufazmf jyyg aq;0g;rsm;ud k raomuf&yg/  
. tzsm;usaq;? tudkuftcJaysmufaq;rsm;/ 
 
þaq;udkoH k;pG Jvsuf&dSpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnftjcm;aq;0g; rsm;/ 
 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. tonf;a&mifa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. uifqma&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. tqpfema&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. 0uf&l;jyefa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
txufazmfjyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g;rsm;udk 
aomufrnfqdkygvSsif vnf;raomufrD q&m0ef (odkY) aq;pyf 
q&mESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 
 
tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udk aomufaomtcg a&at;(odkY)a&aEG; zefcGufwpfcGuf 

jzifhaomufyg&ef/ 
. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 

þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJraoG 
ajymjyyg&ef/ 

. þaq;oHk;pGJjcif;udkrdrdoHk;oyfrIjzifh&yfqdkif;ír&yg/ aq; 
tusdK;oufa&mufrIaysmufqHk;oGm;Edkifygrnf/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyfppfaq; 
cHyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR レトロビルカプセル／RETROVIR - Cápsulas 



このお薬はヒト免疫不全ウイルス（HIV）が体の中

で増えることを抑え、病気の進行を遅らせます。 

 

 
このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 

・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 腎臓が悪いこと 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 過去に手足のしびれ、チクチクした痛みなど

を起こしたこと 

・ 過去に膵炎を起こしたこと 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の飲み方 

１回  錠（包）を食事の１時間前もしくは食事

の２時間後に１日  回お飲み下さい。（錠剤は水

に溶かして飲むか、かみ砕いてお飲み下さい。ド

ライシロップは水に溶かしてお飲み下さい。） 

 

服用時間は  ：  と  ：  です。 

 

お薬を飲み忘れた場合 

気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、このお薬を１日１

回飲んでいる場合は次にお薬を飲むまでに１２時

間、１日２回の場合は次にお薬を飲むまでに６時

間ないときはその分はとばして、次にこのお薬を 

þaq;onf HIVAdkif;&yfpfydk;rTm;rsm;tm; cEm̈udk,fxJwGif 
rwdk;yGg;Edkif&eftwGufxdef;csKyfía&m*gvuö©©©©©©©Pmqdk;0g;vm 
vmrIudkaESmifhaES;aprnf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvdktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 
. ausmufuyfa&m*g?ausmufuyfa0'em&Sdaejcif;/ 
. tonf;a&m*g? tonf;wGifa0'em&Sdaejcif;/ 
. vuf? ajcaxmufrsm;usifxHkchJzl;jcif;/emusifchJzl;jcif;/ 

 
. yefu&D,ma&mifa&m*gjzpfchJzl;jcif;/ 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk;pGJ 

vQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif(   ) vHk; /xkwfudk tpm;rpm;rD(1)em&DNudk (odkY) 
pm;NyD;(2)em&Djcm;wGifaomufyg&ef/ wpf&uf (   )Mudrf 
aomufyg&ef/(rSwfcsuf/ aq;jym;jzpfyguazsmfí aomufyg&ef/ 
(odkY)aMunufatmif0g; ípm;&ef/aq;rIefYjzpfyguazsmfíaomuf 
yg&ef/) 
aomufcsdefonf (  ) em&D ESifh(  ) em&DwdkYjzpfygonf/ 
 
txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs de fud karhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&efjyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/ xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/ odkYaomfþaq;udkwpf&uf(1)Mudrfaomuf&ef 
q&m0efunTefMum;xm;oljzpfygu jyefvnfowd&aomtcsdefrS 
vmrnfhaq;aomufcsdeftxd (12)em&Dausmfrjcm;yguxdktcsdef  

Date:    ． ． ．   Name 

核酸系逆転写酵素阻害剤 
一般名：ジダノシン 
略号：DDI 
 
 

VIDEX comprimidos 25mg, 50 mg, 100 mg  
VIDEX  jarabe en polvo 167mg,  250 mg 
Nombre genérico:  DIDANOSINA 
Abreviatura:  ddI 

ヴァイデックス錠 

VIDEX - Comprimidos 
2． 

25mg
50mg

100m g

ミャンマー語/MYANMAR

ヴァイデックスドライシロップ 

VIDEX - Xarope 

167mg
250m g



飲むときから正しくお飲み下さい。決して１度に

２回分飲まないで下さい。 

 
 

 
 
 

このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 

下痢、気分が悪い、嘔吐、お腹が痛い、吐き気が

する、手足がしびれる、手足がチクチク痛い、頭

が痛い、体がだるい、筋肉がけいれんする、見え

にくくなる、視界にもやがかかる、けいれん、足

がだるい、腕が上がらない、息苦しい、唇がしび

れる、顔が赤くなりほてる、心臓がどきどきする、

じんま疹、皮膚が赤くなる、水ぶくれができる、

目が充血する、尿が出にくい、顔色が悪い、立ち

くらみがする、あざができやすい、歯ぐきから血

が出やすい、鼻血が出やすい、全身の筋肉が痛い、

尿が赤みを帯びる、手足などが動かなくなる、手

足などの感覚が無くなる等の症状が現れた場合、

主治医または薬剤師に相談して下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 

 

 

 

このお薬（錠剤）を飲んでいる間、飲んではいけ

ないお薬 

・ 感染症のお薬 
 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 
・ 感染症のお薬 

・ 胃薬 

・ ステロイド剤 

（食品・その他） 

・ 飲酒は控えめにして下さい。 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

aq;aomufjcif;udka&Smif&Sm;yg&ef/ wpf&uf (2)Nudrfaomuf&ef 
q&m0efunTefMum;xm;oljzpfygu jyefvnfowd&aomtcsdefrS 
vmrnfhaq;aomufcsdeftxd (6)em&Dausmfrjcm;ygu xdktcsdef 
aq;aomufjcif; udka&Smif&Sm;yg&ef/aemufxyfyHkrSefaq;aomuf csdefrSpí 
tcsdefrSefpGmaomufyg&ef/ wpfNudrfwnf;(2)Nudrfpmudk 
vHk;0raomufyg&ef/ 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyyg vuö©©©©©©©Pm(rsm;) 
awGY&Sdyguq&m0ef(odkY)aq;pyfq&mESifhwdkifyifyg&ef/ 0rf;avSsmjcif;/ 
aeraumif;jcif;/ ys d K Ytefjcif;/ Ad kufemjcif;/  
0rf;udkufjcif;/ ysdKYYtefcsifpdwf&Sdjcif;/ vuf?ajcaxmufrsm; 
usifxHkjcif;?emusifjcif;/acgif;udkufjcif;/ cEm̈udk,fanmif; nmjcif;/ 
<uufom;wufjcif;/ rsufpdrIef0g;jcif;/ rsufvHk; a0jcif;/ 
taMumwufjcif;? <uufwufjcif;/ ajcaxmufrsm; anmif;nmjcif;/ 
vufarmif;rrEdkifjcif;/ touf&SLMuyfjcif;/ EIwfcrf;usifxHkjcif;/ 
aoG;wufírsufESmeD&Jjcif;/ ESvHk;wkefjcif; &ifwkefjcif;/ 
tifysOfaygufjcif;/ tom;a&eD&Jjcif;/a&Munfzk 
aygufjcif;/rsufvHk;(rsm;)eD&Jjcif;/ qD;oGm;cufcJjcif;/ rsufESm 
rsufESmtaoG;ta&mifraumif;jcif;/ rwfwwf&yfaomtcg 
acgif;rl;jcif;/ta&jym;wGiftwGif;aMujzpfvG,fjcif;/oGm;zHk;rS 
aoG;xGufvG,fjcif;/ ESmacgif;aoG;vSsHvG,fjcif;/ wpfudk,f 
vHk;<uufom;udkufemjcif;/ qD;ta&mifeDwDwD&Sdjcif;/vuf? 
ajcaxmufrsm;vIyf&Sm;ír&jcif;/ vuf?ajcaxmufrsm;wGifxd 
awGYcHpm;rIaysmufqHk;jcif;/  ponfhvuö©©©©©©©Pmrsm; ESifhtjcm; 
xl;jcm;aom vuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay:vmyguq&m0ef(odkY)aq;pyf 
q&mESifhapmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 
þaq;(aq;jym;)udkoHk;pGJvsuf&dSpÍfraomuf&aomtjcm;aq;0g; rsm;/ 
 
. ul;pufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ f*&kwpd kufaomuf&rnfhtjcm;aq;0g; 
rsm;/ pm;aomufuke frsm;/ 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. tpmtdrfaq;rsm;/ 
. steroid aq;rsm;/ 
(pm;aomufukefrsm;) 
. t&ufaomufolavSsmhaomufyg&ef/ 
txufazmfjyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g;rsm;udk 
aomufrnfqdkygvSsifvnf;raomufrDq&m0ef(odkY) aq;pyf 
aq;pyfq&mESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR ヴァイデックス錠・ヴァイデックスドライシロップ／VIDEX – Comprimidos・VIDEX - Xarope



その他に注意していただくこと 
・ このお薬はコップ半分程度の水に溶かして必

ず空腹時にお飲み下さい。錠剤はかみ砕いて

水で流し込んでもかまいません。 

・ このお薬を飲む時間はクリキシバンを飲む時

間と２時間以上あけて下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ お薬の効き目が悪くなりますので、自分の判

断でお薬を止めないで下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

・ この薬はコップ半分程度の水に溶かして必ず

空腹時にお飲み下さい。 

tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udkaomufvSsifzefcGufwpf0ufpma&jzifhazsmfí tpmtdrfwGif 

tpmr&SdaomtcsdefwGifaomufyg&ef/ aq;jym;jzpfygu 
aMunufatmif0g;í a&jzifhaomuf aomufvnf;&ygonf/ 

. Crixivan aq;ygaomufvSsuf&Sdolrsm; þaq;ESifh(2) em&Dausmf 
jcm;íaomufyg&ef/ 

. tjcm;aq;ukXme?aq;cef;?aq;&Hkrsm;odkYoGm;jyrnfhtcgwGif 
þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJ  
raoG ajymjyyg&ef/ 

. þaq;oHk;pGJjcif;udkrdrdoHk;oyfrIjzifh&yfqdkif;ír&yg/ 
 

. aq;{/ftusdK;oufa&mufrIaysmufqHk;oGm;Edkifygrnf/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyf 
ppfaq;cHyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR ヴァイデックス錠・ヴァイデックスドライシロップ／VIDEX – Comprimidos・VIDEX - Xarope



このお薬はヒト免疫不全ウイルス（HIV）が体の中

で増えることを抑え、病気の進行を遅らせます。 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 

・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 腎臓が悪いこと 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 過去に手足のしびれ、チクチクした痛みなど

を起こしたこと 

・ 過去に膵炎を起こしたこと 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

 

あなたのこのお薬の飲み方 
１回２カプセルを食事の１時間前もしくは食事の

２時間後に１日１回お飲み下さい。 

服用時間は  ：  です。 

・ この薬はかまずに必ず空腹時にお飲み下さい。 

 

お薬を飲み忘れた場合 
気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、次にお薬を飲むま

でに１２時間ないときはその分はとばして、次に

このお薬を飲むときから正しくお飲み下さい。決

して１度に２回分飲まないで下さい。 

 

Date:    ． ． ．   Name 

一般名： ジダノシン 
略号： ddI 
核酸系逆転写酵素阻害剤 
 

 

ヴァイデックス EC カプセル 

VIDEX EC CAPSULE 
3． 100mg

ミャンマー語/MYANMAR



このお薬を飲んでいる間、特に気をつけていただ

く自覚症状 

じんま疹が出る、皮膚が赤くなる、水ぶくれがで

きる、目が充血する等の症状が現れた場合、主治

医または薬剤師に至急相談して下さい。 
 

このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 
下痢になる、気分が悪い、嘔吐する、お腹が痛い、

吐き気がする、手足がしびれる、手足がチクチク

痛い、頭が痛い、体がだるい、筋肉がけいれんす

る、見えにくくなる、視界にもやがかかる、けい

れんする、足がだるい、腕が上がらない、息苦し

い、唇がしびれる、顔が赤くなりほてる、心臓が

どきどきする、尿が出にくい、顔色が悪い、立ち

くらみがする、あざができやすい、歯ぐきから血

が出やすい、鼻血が出やすい、全身の筋肉が痛い、

尿が赤みを帯びる、手足などが動かなくなる、手

足などの感覚が無くなる等の症状が現れた場合、

主治医または薬剤師に相談して下さい。 

他にも何か変だと感じることがありましたら、な

るべく早く相談して下さい。 

 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 
・ 感染症のお薬 （抗結核薬、ペンタミジン、

ガンシクロビル、スルホンアミド） 

・ 胃薬 （H2 ブロッカー） 

・ ステロイド剤 

・ 痛風のお薬 （アロプリノール） 

・ HIV 感染症のお薬 （サニルブジン、ザルシタ

ビン、デラビルジン、インジナビル、リトナ

ビル、サキナビル、アンプレナビル、ロピナ

ビル） 

 

食品・その他 
エタノール（飲酒は控えめにして下さい。） 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

 

その他に注意していただくこと 
・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ お薬の効き目が悪くなりますので、自分の判

断でお薬を止めないで下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

ミャンマー語/MYANMAR ヴァイデックス EC カプセル／ 



このお薬はヒト免疫不全ウイルス（HIV）
が体の中で増えることを抑え、病気の進行

を遅らせます。 
 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 
・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

 

・ カリニ肺炎の治療を受けていること 

 

・ 腎臓が悪いこと 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 過去に手足のしびれ、チクチクした痛みなど

を起こしたこと 

・ 過去に膵炎を起こしたこと 

・ 過去に心臓の病気にかかったこと 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の飲み方 

１回２錠を１日３回お飲み下さい。 

服用時間は  ：  と  ：  と  ：  で

す。 

 

お薬を飲み忘れた場合 
 

気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、次にお薬を飲むま

でに４時間ないときはその分はとばして、次にこ

のお薬を飲むときから正しくお飲み下さい。決し

て１度に２回分飲まないで下さい。 

þaq;onf HIVAdkif;&yfpfydk;rTm;rsm;tm; cEm̈udk,fxJwGif 
rwdk;yGg;Edkif&eftwGufxdef;csKyfía&m*gvuö©©©©©©©Pmqdk;0g;vm 
vmrIudkaESmifhaES;aprnf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 

zsm;chJzl;jcif;/ 
. Pneumocystis carinii pneumonia 

a&m*gukovSsuf&Sdaejcif;/ 
. ausmufuyfa&m*g?ausmufuyfa0'em&Sdaejcif;/ 
. tonf;a&m*g? tonf;wGifa0'em&Sdaejcif;/ 
. vuf? ajcaxmufrsm;usifxHkchJzl;jcif;/emusifchJzl;jcif;/ 

 
. yefu&D,ma&mifa&m*gjzpfchJzl;jcif;/ 
. ESvHk;a&m*g?ESvHk;wGifa0'em&SdcJhzl; jcif;/ 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk;pGJ 

vQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif( 2 ) vHk;udk wpf&uf ( 3 ) Budrf aomufyg&ef/ 
aomufcsdefonf (  ) em&D (  ) em&D ESifh(  ) em&DwdkYjzpfygonf/ 
 
 
txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs defud karhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&efjyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/ xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/ odkYaomf jyefvnfowd&aomtcsdefrS vmrnfh 
aq;aomufcsdeftxd(4)em&Dausmfrjcm;yguxdktcsdefaq;aomuf 
jcif;udka&Smif&Sm;íaemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdefrSpwifítcsde 

Date:    ． ． ．   Name 

核酸系逆転写酵素阻害剤 
一般名：ザルシタビン 
略号：DDC 

HIVID   0,375 mg 
a,bl,strnf:   ZALCITABINA 
trnftwdkaumuf:  ddC 

ハイビット 

HIVID - Comprimidos 
4． 0.375mg

ミャンマー語/MYANMAR



このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 

手足がしびれる、手足がチクチク痛い、顔色が悪

い、立ちくらみがする、体がだるい、口の中が痛

い、吐き気がする、発疹、寝つきが悪い、イライ

ラする、気分が沈む、けいれん、意識がもうろう

とする、スムーズに話せない、手足などが動かな

くなる、手足などの感覚が無くなる、幻覚を見る、

興奮する、お腹が痛い、筋肉がけいれんする、息

が切れる、息苦しい、疲れやすい、手足がむくむ、

頭が激しく痛い、唇がしびれる、顔が赤くなりほ

てる、心臓がどきどきする、じんま疹、気分が悪

い、尿が出にくい、耳が聞こえにくくなる等の症

状が現れた場合、主治医または薬剤師に相談して

下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 

 

 

このお薬を飲んでいる間、使ってはいけないお薬 
・ カリニ肺炎のお薬 
 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 

・ 感染症のお薬 

・ 高血圧のお薬 

・ アルコール中毒のお薬 

・ リウマチのお薬 

・ 癌のお薬 

・ 痛風のお薬 

・ 胃薬 

・ てんかんのお薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

 

 

その他に注意していただくこと 

・ このお薬はコップ１杯程度の水またはぬるま

湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ お薬の効き目が悪くなりますので、自分の判

断でお薬を止めないで下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

rSefpGmaomufyg&ef/wpfMudrfwnf;(2)MudrfpmudkvHk;0raomuf& yg/ 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyyg vuö©©©©©©©Pm(rsm;)awGY&S d 
yguq&m0ef(odk Y)aq;pyfq&mESif hwd kifyifyg&ef/  
vuf?ajcaxmufrsm; usifxHkjcif;?emusifjcif;/ rsufESmtaoG;t 
a&mifraumif;jcif;/ rwfwwf&yfaomtcgacgif;rl;jcif;/cEm̈udk,f 
anmif;nmjcif;/ tmacgifudkufemjcif;/ ysdKYYtefcsifpdwf&Sdjcif;/tzk 
tzktydefYrsm;aygufjcif;/ tdyfr&jcif;/ pdwfwdkjcif;/ pdwf"gwfus 
jcif;/ taMumwufjcif;? <uufwufjcif;/&Da0a0jzpfjcif;/pum; 
ajym&efcufcJjcif;/ vuf?ajcaxmufrsm;vIyf&Sm;ír&jcif;/vuf?ajc 
axmufrsm;wGifxdawGYcHpm;rIaysmufqHk;jcif;/ r&Sdonfudkt&Sd[k 
xifrSwfrSm;jrif&jcif;/ pdwfwuf<ujcif;/Adkufemjcif;/ 0rf;udkufjcif;/ 
<uufom;wufjcif;/ touf&SLrSm;jcif;/ touf&SLMuyfjcif;/yifyef; 
armyef;vG,fjcif;/vuf?ajcaxmufrsm;azma,mifjcif;/onf;rcHEdkif 
atmifacgif;udkufjcif;/ EIwfcrf;usifxHkjcif;/ aoG;wufírsufESmeD&J 
jcif;/ESvHk;wkefjcif;?&ifwkefjcif;/ tifysOfaygufjcif;/ aeraumif;jzpf 
jcif;/qD;oGm;cufcJjcif;/ em;av;jcif;/ponfhvuö©©©©©©©Pmrsm;ESifhtjcm; 
xl;jcm;aomvuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay:vmyguq&m0ef(odkY)aq;pyfq&m 
ESifhapmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 
þaq;udkoH k;pG Jvsuf&S dpOfraomuf&aomaq;0g;rsm;/ 
. Pneumocystis carinii pneumonia aq;rsm;/ 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnfhtjcm;aq;0g; rsm;/ 
 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. aoG;wkd;a&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. alcoholism aq;rsm;/ 
. 'lvmaysmufaq;rsm;/ 
. uifqm a&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. tppfem a&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. tpmtdrfaq;rsm;/ 
. 0uf&l;jyef a&m*gaysmufaq;rsm;/ 
txufazmfjyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g;rsm;udk 
aomufrnfqdkvQifvnf;raomufrDq&m0ef(odkY)aq;pyfq&m 
ESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 
 
tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udk aomufaomtcg a&at;(odkY)a&aEG; zefcGufwpfcGuf 

jzifhaomufyg&ef/ 
. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 

þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJraoG 
ajymjyyg&ef/ 

. þaq;oHk;pGJjcif;udkrdrdoHk;oyfrIjzifh&yfqdkif;ír&yg/ aq; 
tusdK;oufa&mufrIaysmufqHk;oGm;Edkifygrnf/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyfppfaq; 
cHyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR ハイビット／HIVID - Comprimidos 



このお薬はヒト免疫不全ウイルス（HIV）が体の中

で増えることを抑え、病気の進行を遅らせます。 

 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 
・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 腎臓が悪いこと 

・ 過去に膵炎を起こしたこと 

・ B 型肝炎であること 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の飲み方 
１回１錠を１日２回お飲み下さい。 

服用時間は  ：  と  ：  です。 

 

お薬を飲み忘れた場合 

気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、次にお薬を飲むま

でに６時間ないときはその分はとばして、次にこ

のお薬を飲むときから正しくお飲み下さい。決し

て１度に２回分飲まないで下さい。 

 

 

このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 

顔色が悪い、立ちくらみがする、体がだるい、吐

き気がする、食欲がない、頭が痛い、疲れやすい、

あざができやすい、歯ぐきから血が出やすい、鼻

血が出やすい、お腹が痛い、筋肉がけいれんする、

全身の筋肉が痛い、尿が赤みを帯びる、手足がし 

þaq;onf HIVAdkif;&yfpfydk;rTm;rsm;tm; cEm̈udk,fxJwGif 
rwdk;yGg;Edkif&eftwGufxdef;csKyfía&m*gvuö©©©©©©©Pmqdk;0g;vm 
vmrIudkaESmifhaES;aprnf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 
. ausmufuyfa&m*g?ausmufuyfa0'em&Sdaejcif;/ 
. yefu&D,ma&mifa&m*gjzpfchJzl;jcif;/ 
. tonf;a&mifa&m*gB &Sdaejcif;/ 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk;pGJ 

vQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif( 1 ) vHk;udk wpf&uf ( 2 ) Budrf aomufyg&ef/ 
aomufcsdefonf (  ) em&D? (  ) em&D ESifh(  )em&DwdkYjzpfyg onf/ 
 
txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs de fud karhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&efjyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/ xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/ odkYaomf jyefvnfowd&aomtcsdefrS vmrnfh 
aq;aomufcsdeftxd(6)em&Dausmfrjcm;yguxdktcsdefaq;aomuf 
jcif;udka&Smif&Sm;íaemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdefrSpwifítcsdef 
rSefpGmaomufyg&ef/wpfMudrfwnf;(2)MudrfpmudkvHk;0raomuf&yg 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyyg vuö©©©©©©©Pm(rsm;) 
awGY&S dyguq&m0ef(odk Y)aq;pyfq&mESif hwd kifyifyg&ef/  
rsufESmtaoG;ta&mifraumif;jcif;/ wf&yfaomtcgacgif;rl;  jcif;/ 
cEm̈udk,fanmif;nmjcif;/ ysdKYtefcsifpdwf&Sdjcif;/tpm; 
taomufysufjcif;/ acgif;udkufjcif;/ yifyef;armyef;vG,fjcif;/ 
ta&jym;wGiftwGif;aMujzpfvG,fjcif;/ oGm;zHk;rSaoG;xGufvG,f jcif;/ 
ESmacgif;aoG;vSsHvG,fjcif;/ Adkufemjcif;/ 0rf;udkufjcif;/ 
<uufom;wufjcif;/ wpfudk,fvHk; <uufom;udkufemjcif;/ 

Date:    ． ． ．   Name 

核酸系逆転写酵素阻害剤 
一般名：ラミブジン 
略号：3TC 

EPIVIR comprimidos - 150 mg 
a,bk,strnf:  LAMIVUDINA 
trnftwdkaumuf:   3TC 

エピビル錠 

EPIVIR - Comprimidos 
5． 

150mg

ミャンマー語/MYANMAR



びれる、手足がチクチク痛い、けいれん、息が切

れる、息苦しい、手足がむくむ等の症状が現れた

場合、主治医または薬剤師に相談して下さい。他

にも何か変だと感じることがあったら、なるべく

早く相談して下さい。 

 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 
・ 感染症のお薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

 

 

その他に注意していただくこと 

・ このお薬はコップ１杯程度の水またはぬるま

湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ お薬の効き目が悪くなりますので、自分の判

断でお薬を止めないで下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

 

qD;ta&mifeDwDwD&Sdjcif;/ vuf?ajcaxmufrsm; usifxHkjcif;/ 
emusifjcif;/ taMumwufjcif;? <uufwufjcif;/ touf&SlrSm; jcif;/ 
touf&SLMuyfjcif;/ vuf?ajcaxmufrsm;azma,mifjcif;/ 
ponfhvuö©©©©©©©Pmrsm;ESifhtjcm;xl;jcm;aomvuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay: 
vmyguq&m0ef(odkY)aq;pyfq&mESifhapmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnftjcm;aq;0g; rsm;/ 
 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
txufazmfjyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g; rsm;udk 
udkaomufrnfqdkygvSsifvnf;raomufrDq&m0ef(odkY)aq;pyf q&m 
ESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 
 
tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udk aomufaomtcg a&at;(odkY)a&aEG; zefcGufwpfcGuf 

jzifhaomufyg&ef/ 
. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 

þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJraoG 
ajymjyyg&ef/ 

. þaq;oHk;pGJjcif;udkrdrdoHk;oyfrIjzifh&yfqdkif;ír&yg/ aq; 
tusdK;oufa&mufrIaysmufqHk;oGm;Edkifygrnf/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyfppfaq; 
cHyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR エピビル錠／EPIVIR - Comprimidos 



このお薬はヒト免疫不全ウイルス（HIV）が体の中

で増えることを抑え、病気の進行を遅らせます。 

 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 
・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 腎臓が悪いこと 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 過去に手足のしびれ、チクチクした痛みなど

を起こしたこと 

・ 過去に膵炎を起こしたこと 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の飲み方 
１回２カプセルを１日２回お飲み下さい。 

服用時間は  ：  と  ：  です。 

 

お薬を飲み忘れた場合 
 

気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、次にお薬を飲むま

でに６時間ないときはその分はとばして、次にこ

のお薬を飲むときから正しくお飲み下さい。決し

て１度に２回分飲まないで下さい。 

þaq;onf HIVAdkif;&yfpfydk;rTm;rsm;tm; cEm̈udk,fxJwGif 
rwdk;yGg;Edkif&eftwGufxdef;csKyfía&m*gvuö©©©©©©©Pmqdk;0g;vm 
vmrIudkaESmifhaES;aprnf/ 
 
þaq;udkroHk;pG JrDatmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 
. ausmufuyfa&m*g?ausmufuyfa0'em&Sdaejcif;/ 
. tonf;a&m*g? tonf;wGifa0'em&Sdaejcif;/ 
. ajcaxmufrsm;usifxHkchJzl;jcif;/emusifchJzl;jcif;/ 

 
. yefu&D,ma&mifa&m*gjzpfchJzl;jcif;/ 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk;pGJ 

vQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif( 2 ) vHk;udk wpf&uf ( 2 ) Budrf aomufyg&ef/ 
aomufcsdefonf (  ) em&D? (  ) em&D ESifh(  )em&DwdkYjzpfyg onf/ 
 
txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs de fud karhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&efjyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/ xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/ odkYaomf jyefvnfowd&aomtcsdefrS vmrnfh 
aq;aomufcsdeftxd(6)em&Dausmfrjcm;yguxdktcsdefaq;aomuf 
jcif;udka&Smif&Sm;íaemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdefrSpwifítcsdef 
rSefpGmaomufyg&ef/wpfMudrfwnf;(2)MudrfpmudkvHk;0raomuf&yg  

Date:    ． ． ．   Name 

核酸系逆転写酵素阻害剤 
一般名：サニルブジン 
略号：d4T 

ZERIT cápsulas - 15mg, 20mg 
a,bl,strnf:  ESTAVUDINA 
trnftwdkaumuf:  d4T 

ゼリットカプセル 

ZERIT - Cápsulas 
6． 

15mg

20mg

ミャンマー語/MYANMAR



このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 
顔色が悪い、立ちくらみがする、体がだるい、気

分が悪い、嘔吐、食欲がない、手足がしびれる、

手足がチクチク痛い、お腹が痛い、吐き気がする、

尿がでにくい、冷汗が出る、けいれん、皮膚が赤

くなる、水ぶくれができる、目が充血する、筋肉

がけいれんする、発熱、発疹、かゆみ、皮膚・白

目が黄色くなる等の症状が現れた場合、主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 
 

 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 

特に注意して飲む必要のあるお薬はありませんが、

他のお薬を飲み始める場合には必ず主治医または

薬剤師に相談して下さい。 

 

その他に注意していただくこと 

・ このお薬はコップ１杯程度の水またはぬるま

湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ お薬の効き目が悪くなりますので、自分の判

断でお薬を止めないで下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyyg vuö©©©©©©©Pm(rsm;) 
awGY&S dyguq&m0ef(odk Y)aq;pyfq&mESif hwd kifyifyg&ef/  
rsufESmtaoG;ta&mifraumif;jcif;/ rwf&yfaomtcgacgif;rl;  
jcif;/ cEm̈udk,fanmif;nmjcif;/aeraumif;jcif;/ysdKYtefjcif;/ 
tpm;taomufysufjcif;/vuf?ajcaxmufrsm; usifxHkjcif;? emusifjcif;/ 
Adkufemjcif;/ 0rf;udkufjcif;/ ysdKYtefcsifpdwf&Sdjcif;/ 
qD;oGm;cufcJjcif;/aZmacR;jyefjcif;/taMumwufjcif;?<uufwuf 
jcif;/tom;a&eD&Jjcif;/a&Munfzkaygufjcif;/rsufvHk;(rsm;)eD&J jcif;/ 
<uufom;wufjcif;?zsm;jcif;? 
tzktydefYrsm;aygufjcif;/ ,m;,Hjcif;/tom;a&(odkY)rsufvHk;(rsm;)0gjcif
;ponfhvuö©©©©©©©Pm 
rsm;ESifhtjcm;xl;jcm;aomvuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay:vmygq&m0ef (odkY) 
aq;pyfq&mESifhapmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnftjcm;aq;0g; rsm;/ 
 
txl;r&Sdyg/ odkYaomf tjcm;aq;0g;rsm;udkaomufrnfqdkvQif 
vnf;raomufrDq&m0ef(odkY)aq;pyfq&m ESifhrvGJraoGwdkifyifyg &ef/ 
 
 
tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udk aomufaomtcg a&at;(odkY)a&aEG; zefcGufwpfcGuf 

jzifhaomufyg&ef/ 
. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 

þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJraoG 
ajymjyyg&ef/ 

. þaq;oHk;pGJjcif;udkrdrdoHk;oyfrIjzifh&yfqdkif;ír&yg/ aq; 
tusdK;oufa&mufrIaysmufqHk;oGm;Edkifygrnf/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyfppfaq; 
cHyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR ゼリットカプセル／ZERIT - Cápsulas 



このお薬はヒト免疫不全ウイルス（HIV）が体の中

で増えることを抑え、病気の進行を遅らせます。 

 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 
・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 腎臓が悪いこと 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 過去に手足のしびれ、チクチクした痛みなど

を起こしたこと 

・ 過去に膵炎を起こしたこと 

・ 貧血等の血液の病気にかかっていること 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の飲み方 
１回１錠を１日２回お飲み下さい。 

服用時間は  ：  と  ：  です。 

 

お薬を飲み忘れた場合 
 

気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、次にお薬を飲むま

でに６時間ないときはその分はとばして、次にこ

のお薬を飲むときから正しくお飲み下さい。決し

て１度に２回分飲まないで下さい。 

  þaq;onf HIVAdkif;&yfpfydk;rTm;rsm;tm; cEm̈udk,fxJwGif 
rwdk;yGg;Edkif&eftwGufxdef;csKyfía&m*gvuö©©©©©©©Pmqdk;0g;vm 
vmrIudkaESmifhaES;aprnf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 
. ausmufuyfa&m*g?ausmufuyfa0'em&Sdaejcif;/ 
. tonf;a&m*g? tonf;wGifa0'em&Sdaejcif;/ 
. vuf? ajcaxmufrsm;usifxHkchJzl;jcif;/emusifchJzl;jcif;/ 

 
. yefu&D,ma&mifa&m*gjzpfchJzl;jcif;/ 
. aoG;tm;enf;jcif; ponfhaoG;ESifhywfowfaoma&m*g&Sdaejcif; 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk;pGJ 

vQuf&dSjcif;/ 
 

þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif( 1 ) vHk;udk wpf&uf ( 2 ) Budrf aomufyg&ef/ 
aomufcsdefonf (  ) em&D ESifh(  )em&DwdkYjzpfyg onf/ 
 

txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs de fud karhí 
xd ktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&efjyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/ xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/ odkYaomf jyefvnfowd&aomtcsdefrS vmrnfh 
aq;aomufcsdeftxd(6)em&Dausmfrjcm;yguxdktcsdefaq;aomuf 
jcif;udka&Smif&Sm;íaemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdefrSpwifítcsde 
frSefpGmaomufyg&ef/wpfMudrfwnf;(2)MudrfpmudkvHk;0raomuf&yg  

Date:    ． ． ．   Name 

核酸系逆転写酵素阻害剤 
一般名：ジドブジン 300mg／ラミブジン 150mg
略号：ZDV（AZT）+3TC 
 

Nucleoside Reverse Transcriptase Inhivitor 
Combivir aq;jym; 
a,bk,strnf Zidovudine 300mg/Lamivudine150g 
trnftwdkaumuf ZDV (AZT)+3TC 

コンビビル錠 

COMBIVIR - Comprimidos 
7． 300mg

ミャンマー語/MYANMAR



このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 

顔色が悪い、立ちくらみがする、体がだるい、吐

き気がする、食欲がない、頭が痛い、疲れやすい、

あざができやすい、歯ぐきから血が出やすい、鼻

血が出やすい、筋肉がけいれんする、お腹が痛い、

全身の筋肉が痛い、尿が赤みを帯びる、手足がし

びれる、手足がチクチク痛い、けいれん、意識が

もうろうとする、息が切れる、息苦しい、手足が

むくむ等の症状が現れた場合、主治医または薬剤

師に相談して下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 

 

血友病の患者さんがこのお薬を飲んでいる間、飲

んではいけないお薬 

・ 熱をさげたり、痛みを和らげるお薬 

 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 
・ 感染症のお薬 

・ 肝炎のお薬 

・ 癌のお薬 

・ 痛風のお薬 

・ てんかんのお薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

 

 

その他に注意していただくこと 
・ このお薬はコップ１杯程度の水またはぬるま

湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ お薬の効き目が悪くなりますので、自分の判

断でお薬を止めないで下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyyg vuö©©©©©©©Pm(rsm;) 
awGY&S dyguq&m0ef(odk Y)aq;pyfq&mESif hwd kifyifyg&ef/  
rsufESmtaoG;ta&mifraumif;jcif;/ rwf&yfaomtcgacgif; rl;jcif;/ 
cEm̈udk,fanmif;nmjcif;/ ysdKYtefcsifpdwf&Sdjcif;/tpm; 
taomufysufjcif;/acgif;udkufjcif;/yifyef;armyef;vG,fjcif;/ 
ta&jym;wGiftwGif;aMujzpfvG,fjcif;/oGm;zHk;rSaoG; xGufvG,f jcif;/ 
ESmacgif;aoG;vSsHvG,fjcif;/Adkufemjcif;/ 0rf;udkufjcif;/ 
<uufom;wufjcif;/ wpfudk,fvHk;<uufom;udkufemjcif;/ 
qD;ta&mifeDwDwD&Sdjcif;/vuf?ajcaxmufrsm; usifxHkjcif;? emusifjcif;/ 
taMumwufjcif;? <uufwufjcif;/ touf&SL 
rSm;jcif;/touf&SLMuyfjcif;/vuf?ajcaxmufrsm;azma,mifjcif; 
ponfhvuö©©©©©©©Pmrsm;ESifhtjcm;xl;jcm;aomvuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay: 
vmyguq&m0ef(odkY)aq;pyfq&mESifhapmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 
aoG;usJa&m*ga0'em&Sifjzpfygu þaq;udk oHk;pG Jvsuf&d SpÍ f 
atmufazmf jyyg aq;0g;rsm;ud k raomuf&yg/  
. tzsm;usaq;? tudkuftcJaysmufaq;rsm;/ 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&dSpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnftjcm;aq;0g; rsm;/ 
 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. tonf;a&mifa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. uifqma&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. tqpfema&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. 0uf&l;jyefa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
txufazmfjyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g;rsm;udk 
aomufrnfqdkygvSsif vnf;raomufrD q&m0ef (odkY) aq;pyf 
q&mESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 
 
tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udk aomufaomtcg a&at;(odkY)a&aEG; zefcGufwpfcGuf 

jzifhaomufyg&ef/ 
. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 

þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJraoG 
ajymjyyg&ef/ 

. þaq;oHk;pGJjcif;udkrdrdoHk;oyfrIjzifh&yfqdkif;ír&yg/ aq; 
tusdK;oufa&mufrIaysmufqHk;oGm;Edkifygrnf/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyfppfaq; 
cHyg&ef/ 

 

ミャンマー語/MYANMAR コンビビル錠／COMBIVIR - Comprimidos 



このお薬はヒト免疫不全ウイルス（HIV）が体の中

で増えることを抑え、病気の進行を遅らせます。 

 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 
・ 過去にこのお薬を飲んでいたこと 

・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 腎臓が悪いこと 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の飲み方 
１回１錠を１日２回お飲み下さい。 

服用時間は  ：  と  ：  です。 

 

お薬を飲み忘れた場合 
 

気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、次にお薬を飲むま

でに６時間ないときはその分はとばして、次にこ

のお薬を飲むときから正しくお飲み下さい。決し

て１度に２回分飲まないで下さい。 

þaq;onf HIVAdkif;&yfpfydk;rTm;rsm;tm; cE¨mudk,fxJwGif 
rwdk;yGg;Edkif&eftwGufxdef;csKyfía&m*gvuö©©©©©©©Pmqdk;0g;vm 
vmrIudkaESmifhaES;aprnf/ 
 
þaq;udkroHk;pG JrDatmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. ,cifuþaq;udkoHk;pGJcJhzl;jcif;/ 
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 
. ausmufuyfa&m*g?ausmufuyfa0'em&Sdaejcif;/ 
. tonf;a&m*g? tonf;wGifa0'em&Sdaejcif;/ 
. y#doaE¨&Sdfjcif;? y#doaE¨vuö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf 

om;orD;rsm;tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq; 

rsm;oHk;pGJvQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif( 1 ) vHk;udk wpf&uf ( 2 ) Budrf aomufyg&ef/ 
aomufcsdefonf (  ) em&D ESifh(  )em&DwdkYjzpfyg onf/ 
 
txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs de fud karhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&efjyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/ xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/ odkYaomf jyefvnfowd&aomtcsdefrS vmrnfh 
aq;aomufcsdeftxd(6)em&Dausmfrjcm;yguxdktcsdefaq;aomuf 
jcif;udka&Smif&Sm;íaemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdefrSpwifítcsdef 
rSefpGmaomufyg&ef/wpfMudrfwnf;(2)MudrfpmudkvHk;0raomuf&yg 

Date:    ． ． ．   Name 

核酸系逆転写酵素阻害剤 
一般名：アバカビル 
略号：ABC 
 

Nucleoside Reverse Transcriptase 
Inhivitor 
Ziagen 300g 
a,bl,strnf/:  /Abacavir 
trnftwdkaumuf/:  /ABC 

ザイアジェン 

ZIAGEN - Comprimido 
8． 300 mg

ミャンマー語/MYANMAR



このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 
発疹、発熱、息が切れる、のどが痛い、せきがで

る、吐き気がする、嘔吐、下痢、お腹が痛い、ね

むけ、体がだるい、筋肉や関節の痛み、頭が痛い

等の症状が現れた場合、主治医または薬剤師に相

談して下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 
 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 
（食品・その他） 

・ 飲酒は控えめにして下さい。 

特に注意して飲む必要のあるお薬はありませんが、

他のお薬を飲み始める場合には必ず主治医または

薬剤師に相談して下さい。 

 

その他に注意していただくこと 
・ このお薬はコップ１杯程度の水またはぬるま

湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ お薬の効き目が悪くなりますので、自分の判

断でお薬を止めないで下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyyg vuö©©©©©©©Pm(rsm;)awGY&S d 
yguq&m0ef(odk Y)aq;pyfq&mESif hw dkifyifyg&ef/  
tzktydefYrsm;aygufjcif;/zsm;jcif;/touf&SLrSm;jcif;/vnfacsmif; 
emjcif;/acsmif;qdk;jcif;/ ysdKYtefcsifpdwf&Sdjcif;/ ysdKYtefjcif;/ 0rf; 
avSsmjcif;/Adkufemjcif;/ 0rf;udkufjcif;/ tdyfidkufjcif;/ cEm̈udk,f 
anmif;nmjcif;/<uufom;emjcif;/ tppfudkufjcif;/ acgif;udkuf 
jcif;/ ponfhvuöPmrsm;Esihf tjcm;xl;jcm;aomvuöPmrsm; 
jzpfay:vmyguq&m0ef(odkY)aq;pyfq&mESifhapmvQifpGmwdkifyif 
yg&ef/ 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnfhtjcm;aq;0g;rsm;/ 
pm;aomufukefrsm;/ 
(pm;aomufukefrsm;) 
. t&ufaomufolavSsmhaomufyg&ef/ 
aq;0g;rsm;rSmtxl;r&Sdyg/odkYaomftjcm;aq;0g;rsm;udkaomufrnf 
qdkygvSsifvnf;raomufrDq&m0ef(odkY) aq;pyfq&mESifhrvGJraoG 
wdkifyifyg&ef/ 
 
tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udk aomufaomtcg a&at;(odkY)a&aEG; zefcGufwpfcGuf 

jzifhaomufyg&ef/ 
. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 

þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJraoG 
ajymjyyg&ef/ 

. þaq;oHk;pGJjcif;udkrdrdoHk;oyfrIjzifh&yfqdkif;ír&yg/ aq; 
tusdK;oufa&mufrIaysmufqHk;oGm;Edkifygrnf/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyfppfaq; 
cHyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR ザイアジェン／ZIAGEN - Comprimido 



このお薬はヒト免疫不全ウイルス（HIV）が体の中

で増えることを抑え、病気の進行を遅らせます。 

 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 
・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 腎臓が悪いこと 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の飲み方 

１回  錠を１日  回お飲み下さい。 

服用時間は  ：  と  ：  です。 

 

お薬を飲み忘れた場合 
 

気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、このお薬を１日２

回飲んでいる場合は次にお薬を飲むまでに６時間、

１日１回の場合は次にお薬を飲むまでに１２時間

ないときはその分はとばして、次にこのお薬を飲

むときから正しくお飲み下さい。決して１度に２

回分飲まないで下さい。 

þaq;onf HIVAdkif;&yfpfydk;rTm;rsm;tm; cEm̈udk,fxJwGif 
rwdk;yGg;Edkif&eftwGufxdef;csKyfía&m*gvuö©©©©©©©Pmqdk;0g;vm 
vmrIudkaESmifhaES;aprnf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 
. ausmufuyfa&m*g?ausmufuyfa0'em&Sdaejcif;/ 
. tonf;a&m*g? tonf;wGifa0'em&Sdaejcif;/ 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk;pGJ 

vQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif(  ) vHk;udk wpf&uf (  ) Budrf aomufyg&ef/ 
aomufcsdefonf (  ) em&D ESifh(  )em&DwdkYjzpfyg onf/ 
 
txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs de fud karhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&ef jyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/ xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/odkYaomf þaq;udk wpf&uf(2)Budrfaomuf&ef 
q&m0efunTefMum;xm;oljzpfygu jyefvnfowd&aomtcsdefrS 
vmrnfhq;aomufcsdeftxd (6)em&D ausmfrjcm;yguxdktcsdef 
aq;aomufjcif;udka&Smif&Sm;yg&ef/ wpf&uf(1)Nudrf aomuf&ef 
q&m0efunTefMum;xm;oljzpfygu jyefvnfowd&aomtcsdefrS 
vmrnfhaq;aomufcsdeftxd (12)em&Dausmfrjcm;ygu xdktcsdef 
aq;aomufjcif; udka&Smif&Sm;yg&ef/aemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdef rSpí 
tcsdefrSefpGmaomufyg&ef/ wpfNudrfwnf;(2)NudrfpmudkvHk;0 
raomufyg&ef/ 

Date:    ． ． ．   Name 

非核酸系逆転写酵素阻害剤 
一般名：ネビラピン 
略号：NVP 
 

VIRAMUNE comprimidos - 200mg 
a,bl,strnf:  NEVIRAPINA 
trnftwdkaumuf:  NVP 

ビラミューン錠 

STOCRIN - Cápsulas 
9． 200mg

ミャンマー語/MYANMAR



このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 

吐き気がする、ねむけ、疲れやすい、発疹、皮膚

が赤くなる、水ぶくれができる、目が充血する、

皮膚が痛い、発熱、体がだるい、かゆみ、皮膚・

白目が黄色くなる、寝つきが悪い、イライラする、

気分が沈む、幻覚を見る、けいれん、口が渇く、

立ちくらみがする、胸が痛い、胸やけ、みぞおち

が痛い、便が黒くなる、頭が痛い等の症状が現れ

た場合、主治医または薬剤師に相談して下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 
 

このお薬を飲んでいる間、飲んではいけないお薬 
 

・ 感染症のお薬 

・ 経口避妊薬 

（食品・その他） 

・ セイヨウオトギリソウ（St.John's Wort，セ

ント・ジョーンズ・ワート）含有食品 

 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 
・ 感染症のお薬 

・ 胃薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

 

 

その他に注意していただくこと 
・ このお薬はコップ１杯程度の水またはぬるま

湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ お薬の効き目が悪くなりますので、自分の判

断でお薬を止めないで下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyyg vuö©©©©©©©Pm(rsm;)awGY&Sdyg u 
q&m0ef(odk Y)aq;pyfq&m ESif hwd kifyifyg&ef/  
ysdKYtefjcif;? tdyfidkufjcif;? yifyef;armyef;vG,fjcif; tzktydrfYrsm; 
aygufjcif;? tom;ta&eD&Jjcif;? a&junfzkaygufjcif;? rsufvHk; (rsm;) 
eD&Jjcif;?ta&jym;emjcif;?zsm;jcif;?cEåmudk,fanmif;nmjcif;? ,m;,Hjcif;? 
tom;ta&(odk) rsufvHk;(rsm;) 0gjcif;? tdyfr&jcif;? pdwfwdkjcif;? 
pdwf"gwfusjcif;? r&dSonfudkt&dS[kxifrSwfrSm;jcif;? tajumwufjcif;? 
juGufwufjcif;? tmacgifatmifhjcif;?rwfwwf 
&yfaomtcgacgif;rl;jcif;? &ifatmifhjcif;? &ifusyfjcif;? &ifacgif; 
atmifhjcif;? usifMuD;ta&mifrJjcif;? acgif;udkufjcif; ponfhvuö©©©©©©© 
Pmrsm;? ESifhtjcm;xl;jcm;aomvuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay:vmyguq&m 0ef 
(odkY) aq;pyfq&mESifhapmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 
þaq;(aq;jym;)udkoH k;pG Jvsuf&d SpÍ fraomuf&aomtjcm;aq;0g; 
rsm;/pm;aomufukefrsm;/ 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. y#ddoaE¨wm;aomufaq;rsm; 
(pm;aomufukefrsm;/) 
. St. John`s Wort ygaomtpm;tpmrsm;/ 
 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnftjcm;aq;0g; rsm;/ 
 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. tpmtdrfaq;rsm; 
txufazmfjyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g;rsm;udk 
aomufrnfqdkygvSsif vnf;raomufrD q&m0ef (odkY) aq;pyf 
q&mESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 
 
tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udk aomufaomtcg a&at;(odkY)a&aEG; zefcGufwpfcGuf 

jzifhaomufyg&ef/ 
. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 

þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJraoG
ajymjyyg&ef/ 

. þaq;oHk;pGJjcif;udkrdrdoHk;oyfrIjzifh&yfqdkif;ír&yg/ aq; 
tusdK;oufa&mufrIaysmufqHk;oGm;Edkifygrnf/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyfppfaq; 
cHyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR ビラミューン錠／STOCRIN - Cápsulas 
 



このお薬はヒト免疫不全ウイルス（HIV）が体の中

で増えることを抑え、病気の進行を遅らせます。 

 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 
・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の飲み方 
１回３カプセルを１日１回お飲み下さい。 

服用時間は  ：  です。 

 

お薬を飲み忘れた場合 
気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、次にお薬を飲むま

でに１２時間ないときはその分はとばして、次に

このお薬を飲むときから正しくお飲み下さい。決

して１度に２回分飲まないで下さい。 

 

 

このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 
頭が痛い、発熱、鼻水が出る、のどが痛い、痛み、

吐き気がする、嘔吐、下痢、胃がもたれる、めま

い、眠れない、集中力が持続できない、疲れやす

い、発疹、皮膚が赤くなる、水ぶくれができる、

目が充血する等の症状が現れた場合、主治医また

は薬剤師に相談して下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 

þaq;onf HIVAdkif;&yfpfydk;rTm;rsm;tm; cEm̈udk,fxJwGif 
rwdk;yGg;Edkif&eftwGufxdef;csKyfía&m*gvuö©©©©©©©Pmqdk;0g;vm 
vmrIudkaESmifhaES;aprnf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 
. tonf;a&m*g? tonf;wGifa0'em&Sdaejcif;/ 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk;pGJ 

vQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif( 3 ) vHk;udk wpf&uf ( 1 ) Budrf aomufyg&ef/ 
aomufcsdefonf (  )em&DwdkYjzpfygonf/ 
 
txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs de fud karhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&efjyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/ xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; , 12 
a&TY&efrvdktyfyg/ odkYaomf jyefvnfowd&aomtcsdefrS vmrnfh 
aq;aomufcsdeftxd(12)em&Dausmfrjcm;yguxdktcsdefaq;aomuf 
jcif;udka&Smif&Sm;íaemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdefrSpwifítcsdef 
rSefpGmaomufyg&ef/wpfMudrfwnf;(2)MudrfpmudkvHk;0raomuf&yg 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyyg vuö©©©©©©©Pm(rsm;)awGY&S dyg 
u q&m0ef(odk Y)aq;pyfq&m ESif hwd kifyifyg&ef/  
acgif;udkufjcif;? zsm;jcif;? ESm&nf,dkjcif;? vnfacsmif;emjcif;? 
emusifjcif;? udkufcJjcif;? ysdKYtefcsifpdwf&Sdjcif;? ysdKYtefjcif;?0rf; 
avQmfjcif;? avemjcif;? avatmifhjcif;? rl;a0jcif;? tdyfr&jcif;? 
tm½Hkr&jcif;? yifyef;armyef;vG,fjcif;? tzktydefYrsm; aygufjcif;/ 
 tom;ta&eD&Jjcif;? a&junfzkaygufjcif;? rsufvHk; (rsm;) eD&Jjcif; 
ponfhvuö©©©©©©©Pmrsm;ESifhtjcm;xl;jcm;aomvuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay:vm 
uq&m0ef(odkY)aq;pyfq&mESifhapmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 

Date:    ． ． ．   Name 

非核酸系逆転写酵素阻害剤 
一般名：エファビレンツ 
略号：EFV 
 

STOCRIN cápsulas - 200mg 
a,bl,strnf:  EFAVIRENZ 
trnftwdkaumuf:  EFV 

ストックリンカプセル 

STOCRIN - Cápsulas 
10． 200mg

ミャンマー語/MYANMAR



このお薬を飲んでいる間、飲んではいけないお薬 
 

・ アレルギー性鼻炎やじんま疹のお薬 

・ 胃薬 

・ 不安を和らげたり、寝つきを良くするお薬 

・ 片頭痛のお薬 

（食品・その他） 

・ セイヨウオトギリソウ（St.John's Wort，セ

ント・ジョーンズ・ワート）含有食品 

 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 
・ 感染症のお薬 

・ 経口避妊薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

 

 

その他に注意していただくこと 
・ このお薬は、眠気、めまいなどが出やすいの

で、自動車の運転など危険を伴うことをする

時には注意して下さい。 

 

・ このお薬はコップ１杯程度の水またはぬるま

湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ お薬の効き目が悪くなりますので、自分の判

断でお薬を止めないで下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

þaq;(aq;jym;)udkoHk;pGJvsuf&dSpÍfraomuf&aomtjcm;aq;0g; rsm;/ 
pm; aomufukefrsm;/ 
. Allergic rhinitis aysmufaq;rsm;? tifysOfaysmufaq;rsm;? 
. tpmtdrfaq;rsm; 
. pdk;&drfajumifhjupdwfoufomapaomaq;rsm;?tdyfaq;rsm; 
. migraine aysmufaq;rsm; 
(pm;aomufukefrsm;/) 
. St. John`s Wort ygaomtpm;tpmrsm;/ 
 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnftjcm;aq;0g; rsm;/ 
 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. y#ddoaE¨wm;aomufaq;rsm; 
txufazmfjyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g;rsm;udk 
aomufrnfqdkygvSsif vnf;raomufrD q&m0ef (odkY) aq;pyf 
q&mESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 
 
tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udk aomufjcif;tm;jzifhtdyfidkufwuf? 

rl;a0wufaomajumifh ,mOfarmif;jcif;ponfhtEå&m,frsm;aponfh
tvkyfrsm;vkyfudkifrnf 
udkvkyfudkifrnfqdkygu*½kwpdkufvkyfudkifyg&ef/ 

. þaq;udk aomufaomtcg a&at;(odkY)a&aEG; zefcGufwpfcGuf 
jzifhaomufyg&ef/ 

. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 
þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJraoG 
ajymjyyg&ef/ 

. þaq;oHk;pGJjcif;udkrdrdoHk;oyfrIjzifh&yfqdkif;ír&yg/ aq; 
tusdK;oufa&mufrIaysmufqHk;oGm;Edkifygrnf/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyfppfaq; 
cHyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR ストックリンカプセル／STOCRIN - Cápsulas 



このお薬はヒト免疫不全ウイルス（HIV）が体の中

で増えることを抑え、病気の進行を遅らせます。 

 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 
・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の飲み方 

１回２錠を１日３回お飲み下さい。 

服用時間は  ：  と  ：  と  ：  で

す。 

 

お薬を飲み忘れた場合 
 

気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、次にお薬を飲むま

でに４時間ないときはその分はとばして、次にこ

のお薬を飲むときから正しくお飲み下さい。決し

て１度に２回分飲まないで下さい。 

 

このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 

頭が痛い、疲れやすい、吐き気がする、嘔吐、下

痢、発疹、かゆみ、皮膚が赤くなる、水ぶくれが

できる、目が充血する、胸やけ、胃の痛み、便が

黒くなる、お腹が痛い、発熱、体がだるい、皮膚・

白目が黄色くなる、顔色が悪い、立ちくらみがす

る、あざができやすい、歯ぐきから血が出やすい、 

þaq;onf HIVAdkif;&yfpfydk;rTm;rsm;tm; cEm̈udk,fxJwGif 
rwdk;yGg;Edkif&eftwGufxdef;csKyfía&m*gvuö©©©©©©©Pmqdk;0g;vm 
vmrIudkaESmifhaES;aprnf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 

zsm;chJzl;jcif;/ 
. tonf;a&m*g? tonf;wGifa0'em&Sdaejcif;/ 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk;pGJ 

vQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif( 2 ) vHk;udk wpf&uf ( 3 ) Budrf aomufyg&ef/ 
aomufcsdefonf (  ) em&D (  ) em&D ESifh(  ) em&DwdkYjzpfygonf/ 
 
 
txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs de fud karhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&efjyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/ xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/ odkYaomf jyefvnfowd&aomtcsdefrS vmrnfh 
aq;aomufcsdeftxd(4)em&Dausmfrjcm;yguxdktcsdefaq;aomuf 
jcif;udka&Smif&Sm;íaemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdefrSpwifítcsdef 
rSefpGmaomufyg&ef/wpfMudrfwnf;(2)MudrfpmudkvHk;0raomuf& yg/ 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyyg vuö©©©©©©©Pm(rsm;)awGY&Sdyg u 
q&m0ef(odk Y)aq;pyfq&m ESif hwd kifyifyg&ef/  
acgif;udkufjcif;? yifyef;armyef;vG,fjcif;?yYsdKYtefcsifpdwf&Sdjcif;/ 
ysdKYteffjcif;? 0rf;avQmjcif;? tzktydrfYrsm;aygufjcif;? ,m;,Hjcif;? 
tom;ta&eD&Jjcif;? a&junfzkaygufjcif;? rsufvHk; (rsm;)eD&Jjcif; 
&ifusyfjcif;? tpmtdrfemjcif;? usifjuD;ta&mifrJjcif;? Adkufemjcif;? 
0rf;udkufjcif;? zsm;jcif;? cEåmudk,fanmif;nmjcif;? tom;ta& (odk) 
rsufvHk;(rsm;) 0gjcif;? rsufESmtaoG;ta&mifraumif;jcif;?  

Date:    ． ． ．   Name 

非核酸系逆転写酵素阻害剤 
一般名：デラビルジン 
略号：DLV 
 

RESCRIPTOR - 200mg 
a,bl,strnf:  DELAVIRDINA 
trnftwdkaumuf:  DLV 

レスクリプター 

RESCRIPTOR - Comprimidos 
11． 200mg

ミャンマー語/MYANMAR



鼻血が出やすい、手足がしびれる、手足がチクチ

ク痛い、唇がしびれる、筋肉がけいれんする等の

症状が現れた場合、主治医または薬剤師に相談し

て下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 

 

このお薬を飲んでいる間、飲んではいけないお薬 
 

・ 感染症のお薬 

（食品・その他） 

・ セイヨウオトギリソウ（St.John's Wort，セ

ント・ジョーンズ・ワート）含有食品 

 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 

・ アレルギー性鼻炎やじんま疹のお薬 

・ 感染症のお薬 

・ 片頭痛のお薬 

・ 不安を和らげたり、寝つきを良くするお薬 

・ 高血圧のお薬 

・ 胃薬 

・ てんかんのお薬 

・ 不整脈のお薬 

・ 血の固まりができないようにするお薬 

・ 覚醒剤 

・ 勃起不全のお薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

 

 

その他に注意していただくこと 
・ このお薬はコップ１杯程度の水またはぬるま

湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ お薬の効き目が悪くなりますので、自分の判

断でお薬を止めないで下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

rwfwwf&yfaomtcgacgif;rl;jcif;? ta&jym;wGiftwGif;aMu 
jzpfvG,fjcif;?oGm;zkH;rSaoG;xGufvG,fjcif;? ESmacgif;aoG;vQ 
 vG,fjcif;? vuf?ajcaxmufrsm;usifxHkjcif;? ESKwfcrf;usifxHk 
jcif;?juGufom;wufjcif; ponfhvuö©©©©©©©Pmrsm;ESifhtjcm;xl; jcm;aom 
aomvuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay:vmyguq&m0ef(odkY) 
aq;pyfq&mESifhapmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 
þaq;(aq;jym;)udkoH k;pG Jvsuf&d SpÍ fraomuf&aomtjcm;aq;0g; 
rsm;/pm;aomufukefrsm;/ 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
(pm;aomufukefrsm;/) 
. St. John`s Wort ygaomtpm;tpmrsm;/ 
 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnftjcm;aq;0g; rsm;/ 
 
. allergic rhinitis aysmufaq;rsm;? tifysOfaysmufaq;rsm; 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. migraine aysmufaq;rsm; 
. pdk;&drfaMumifhMupdwfoufomaq;rsm;/ 
. aoG;wdk;a&m*gaysmufaq; 
. tpmtdrfaq;rsm; 
. 0uf&l;jyefa&m*gaysmufaq;rsm; 
. arrhythmia (aoG;ckefrrSefa&m*g ) aysmufaq;rsm; 
. aoG;ajumwGifaoG;rap;&efumuG,faq;rsm; 
. stimulant drug rsm; 
. yef;aoaysmufaq;rsm; 
txufazmfjyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g;rsm;udk 
aomufrnfqdkygvSsif vnf;raomufrD q&m0ef (odkY) aq;pyf 
q&mESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 
 
tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udk aomufaomtcg a&at;(odkY)a&aEG; zefcGufwpfcGuf 

jzifhaomufyg&ef/ 
. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 

þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJraoG 
ajymjyyg&ef/ 

. þaq;oHk;pGJjcif;udkrdrdoHk;oyfrIjzifh&yfqdkif;ír&yg/ aq; 
tusdK;oufa&mufrIaysmufqHk;oGm;Edkifygrnf/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyfppfaq; 
cHyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR レスクリプター／RESCRIPTOR - Comprimidos 
 



このお薬はヒト免疫不全ウイルス（HIV）が体の中

で増えることを抑え、病気の進行を遅らせます。 

 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 

・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 腎臓が悪いこと 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 血友病であること、出血しやすいこと 

・ 糖尿病であること、血糖値が高いこと 

 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の飲み方 
１回  カプセルを【食事の１時間以上前（もし

くは食事の２時間後】１日  回お飲み下さい。 

服用時間は  ：  と  ：  と  ：  で

す。 

 

お薬を飲み忘れた場合 
 

気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、このお薬を１日３

回飲んでいる場合は次にお薬を飲むまでに４時間、

１日２回の場合は次にお薬を飲むまでに６時間な

いときはその分はとばして、次にこのお薬を飲む

ときから正しくお飲み下さい。決して１度に２回

分飲まないで下さい。 

þaq;onf HIV Adkif;&yfpfydk;rTm;rsm;tm; cEm̈udk,fxJwGif 
rwdk;yGg;Edkif&eftwGufxdef;csKyfía&m*gvuö©©©©©©©Pmqdk;0g;vm 
vmrIudkaESmifhaES;aprnf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 
. ausmufuyfa&m*g?ausmufuyfa0'em&Sdaejcif;/ 
. tonf;a&m*g? tonf;wGifa0'em&Sdaejcif;/ 
. aoG;usJa&m*g&dSaejcif;? aoG;xGufvG,fjcif;/ 
. qD;csdKa&m*g&dSaejcif;? aoG;wGiftvGeftcsdK 

"gwftvGeftuRHrsm;jcif;/ 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk;pGJ 

vQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif(  ) vHk;udktpm;rpm;rD(1)em&DMudK(odkY) pm;NyD; 
(2)em&Djcm; wGifaomufyg/ wpf&uf (  ) Budrf aomufyg&ef/ 
aomufcsdefonf (  )em&D(  ) em&D ESifh(  )em&DwdkYjzpfyg onf/ 
 
 
txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs de fud karhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&ef jyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/ xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/odkYaomf þaq;udk wpf&uf(3)Budrfaomuf&ef 
q&m0efunTefMum;xm;oljzpfygu jyefvnfowd&aomtcsdefrS 
vmrnfhq;aomufcsdeftxd (4)em&D ausmfrjcm;yguxdktcsdef 
aq;aomufjcif;udka&Smif&Sm;yg&ef/ wpf&uf(2)Nudrf aomuf&ef 
q&m0efunTefMum;xm;oljzpfygu jyefvnfowd&aomtcsdefrS 
vmrnfhaq;aomufcsdeftxd (6)em&Dausmfrjcm;ygu xdktcsdef 
aq;aomufjcif; udka&Smif&Sm;yg&ef/aemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdef 
rSpí tcsdefrSefpGmaomufyg&ef/ wpfNudrfwnf;(2)NudrfpmudkvHk;0 
raomufyg&ef/ 

Date:    ． ． ．   Name 

プロテアーゼ阻害剤 
一般名：インジナビル 
略号：IDV 

CRIXIVAM Capsulas - 200mg 
a,bl,strnf:  INDINAVIR 
trnftwdkaumuf:  IDV 

クリキシバンカプセル 

CRIXIVAM - Cápsulas 
12． 200mg

ミャンマー語/MYANMAR



このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 
下腹部が痛い、尿が赤みを帯びる、おしっこ時痛い、

尿が出にくい、あざができやすい、歯ぐきから血が

出やすい、鼻血が出やすい、顔色が悪い、立ちくら

みがする、体がだるい、発熱、発疹、かゆみ、皮

膚・白目が黄色くなる、背部が痛い、手足が細く

なる、お腹が出る、頬がこける、皮膚がかさかさ

になる、唇がひび割れる、嘔吐、吐き気がする、

口が渇く、尿が多くなる、体重が減る等の症状が

現れた場合、主治医または薬剤師に相談して下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 

 

 

 

このお薬を飲んでいる間、飲んではいけないお薬 
 

・ アレルギー性鼻炎やじんま疹のお薬 

・ 胃薬 

・ 不安を和らげたり、寝つきを良くするお薬  

・ 感染症のお薬 

（食品・その他） 

・ セイヨウオトギリソウ（St.John's Wort，セ

ント・ジョーンズ・ワート）含有食品 

・ グレープフルーツジュース 

 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 
・ 感染症のお薬 

・ ステロイド剤 

・ てんかんのお薬 

・ 勃起不全のお薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyyg vuö©©©©©©©Pm(rsm;)awGY&Sdyg u 
q&m0ef(odk Y)aq;pyfq&m ESif hwd kifyifyg&ef/  
Adkufatmufydkif;emjcif;? qD;ta&mifeDwDwD&dSjcif;? qD;oGm;vQifem 
usifjcif;? qD;oGm;cufcJjcif;? ta&jym;wGiftwGif;aMujzpfvG,f jcif;? 
oGm;zHk;rSaoG;xGufvG,fjcif;? ESmacgif;aoG;vQHvG,fjcif;? 
rsufESmtaoG;ta&mifraumif;jcif;? rwfwwf&yfaomtcgacgif; 
rl;jcif;? cEåmudk,fanmif;nmjcif;? 
tzktydrfYrsm;aygufjcif;? ,m; ,Hjcif;? tom;ta&(odk)rsufvHk;(rsm;) 
0gjcif;? ausmukef;emjcif; vufajcaxmufrsm;ydefanSmfjcif;? Adkufyljcif;? 
Adkufazmif;yGjcif;? rsufESmydefjuHkjcif;? tom;ta&ajcmufaoGYjcif;? 
ESKwfcrf;tom;  
uGJjcif;? ysdKYtefjcif;? ysdKYtefcsifpdwf&dSjcif;? tmacgifajcmufjcif;? 
qD;tvGeftuRHoGm;jcif;? udk,ftav;csdefavQmhenf;jcif;? Ponfh 
vuö©©©©©©©Pmrsm; ESifhtjcm;xl; jcm;aomvuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay:vmyg 
uq&m0ef(odkY)aq;pyfq&mESifhapmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 
þaq;(aq;jym;)udkoH k;pG Jvsuf&d SpÍ fraomuf&aomtjcm;aq;0g; 
rsm;/pm;aomufukefrsm;/ 
. allergic coryza aysmufaq;rsm;? tifysOfaysmufaq;rsm; 
. tpmtdrfaq;rsm; 
. pdk;&drfaMumifhMupdwfoufomaq;rsm;/tdyfaq;rsm;/ 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
(pm;aomufukefrsm;/) 
. St. John`s Wort ygaomtpm;tpmrsm;/ 

 
. Grapefruit juice 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnftjcm;aq;0g; rsm;/ 
 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/  
. steroid aysmufaq;rsm; 
. 0uf&l;jyefa&m*gaysmufaq;rsm; 
. yef;aoaysmufaq;rsm; 
txufazmfjyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g;rsm;udk 
aomufrnfqdkygvSsif vnf;raomufrD q&m0ef (odkY) aq;pyf 
q&mESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR レスクリプター／RESCRIPTOR - Comprimidos 
 



その他に注意していただくこと 

・ 腎臓に石がたまるのを防ぐために、このお薬

を飲んでいる間は普段とる水分に加え、少な

くとも１日１1.5 リットル以上の水分をとる

よう心掛けて下さい。 

 

・ このお薬は必ず空腹時にお飲み下さい。（リ

トナビルを飲んでいるときは除く） 

 

ただし、軽食（例えば、バターなしのトースト・

素うどん・梅おにぎり・フレッシュ抜きの砂糖入

りコーヒー・脱脂乳と砂糖入りコーヒー等）を、

お薬を飲む前後にとることは問題ありません。 

 

・ このお薬は吸湿性があるので乾燥剤入りの容

器に入れて保存して下さい。 

・ このお薬を飲む時間はヴァイデックスを飲む

時間と２時間以上あけて下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ お薬の効き目が悪くなりますので、自分の判

断でお薬を止めないで下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. .þaq;udkoHk;pGJjcif;tm;jzifhausmufuyfwGifausmufwnfavh&dSo

nfh twGufoHk;pGJvQuf&dSonfhtawmtwGif;wGif 
omrefaomufaeust t&nftjyif 
wpf&ufvQift&nfudktenf;qHk;  (1.5)vDwmausmf 
aomufay;yg&ef/ 

. þaq;udktpm;tdrfwGiftpmr&dSonfhtcsdefüaomufyg&ef/ 
(rSwfcsuf/  / ritonavir aq;udkygoHk;pGJvsuf&dSygu 
þtcsuf wpfcsufonftusHK;r0ifyg/) 

oYdkaomfaxmywfrvl;aomaygifrkef? tzwfrygaomacgufqGJ? 
ume_onigiri?cream rygojum;ygaom aumfzD? 
tqD"gwfrygaom EkdYrSKefYESifhoMum;ygaomaumfzD 
tp&SdonfhrkefYoa&pmrsm;udk aq;r aomufrSD (odkY) 
aq;aomufjyD;aemufpm;aomufí vnf;udpör&dSyg/ 
. þaq;onfpdkxdkif;onfhtwGuf desiccant  yg&dSaomAl; 

xJwGifxdef;odrf;xm;yg&ef/  
. þaq;ESifh videx aq;udk (2) em&Djcm;íaomufyg&ef/ 

 
. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 

þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJr 
raoGajymjyyg&ef/ 

. þaq;oHk;pGJjcif;udkrdrdoHk;oyfrIjzifh&yfqdkif;ír&yg/ aq; 
tusdK;oufa&mufrIaysmufqHk;oGm;Edkifygrnf/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyfppf 
aq; cHyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR レスクリプター／RESCRIPTOR - Comprimidos 
 



このお薬はヒト免疫不全ウイルス（HIV）が体の中

で増えることを抑え、病気の進行を遅らせます。 

 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 
・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 血友病であること、出血しやすいこと 

・ 糖尿病であること、血糖値が高いこと 

 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の飲み方 

１回  錠を食後に１日  回お飲み下さい。 

服用時間は  ：  と  ：  と  ：  で

す。 

 

お薬を飲み忘れた場合 

気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、このお薬を１日２

回飲んでいる場合は次にお薬を飲むまでに６時間、

１日３回の場合は次にお薬を飲むまでに４時間な

いときはその分はとばして、次にこのお薬を飲む

ときから正しくお飲み下さい。決して１度に２回

分飲まないで下さい。 

 

þaq;onf HIV Adkif;&yfpfydk;rTm;rsm;tm; cEm̈udk,fxJwGif 
rwdk;yGg;Edkif&eftwGufxdef;csKyfía&m*gvuö©©©©©©©Pmqdk;0g;vm 
vmrIudkaESmifhaES;aprnf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 
. tonf;a&m*g? tonf;wGifa0'em&Sdaejcif;/ 
. aoG;usJa&m*g&dSaejcif;? aoG;xGufvG,fjcif;/ 
. qD;csdKa&m*g&dSaejcif;? aoG;wGiftvGeftcsdK 

"gwftvGeftuRHrsm;jcif;/ 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk;pGJ 

vQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif(  ) vHk;udktpm;pm;NyD;aemuf wGifaomufyg&ef/ wpf&uf 
(  ) Budrf aomufyg&ef/ 
aomufcsdefonf (  )em&D(  ) em&D ESifh(  )em&DwdkYjzpfygonf/ 
 
txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs de fud karhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&ef jyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/odkYaomf þaq;udk wpf&uf(2)Budrfaomuf&ef 
q&m0efunTefMum;xm;oljzpfygu jyefvnfowd&aomtcsdefrS 
vmrnfhq;aomufcsdeftxd (6)em&D ausmfrjcm;yguxdktcsdef 
aq;aomufjcif;udka&Smif&Sm;yg&ef/ wpf&uf(3)Nudrf aomuf&ef 
q&m0efunTefMum;xm;oljzpfygu jyefvnfowd&aomtcsdefrS 
vmrnfhaq;aomufcsdeftxd (4)em&Dausmfrjcm;ygu xdktcsdef 
aq;aomufjcif; udka&Smif&Sm;yg&ef/aemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdef 
rSpí tcsdefrSefpGmaomufyg&ef/ wpfNudrfwnf;(2)NudrfpmudkvHk;0 
raomufyg&ef/ 
 

Date:    ． ． ．   Name 

プロテアーゼ阻害剤 
一般名：ネルフィナビル 
略号：NFV 
EPIVIR - Comprimi エピビル錠 

VIRACEPT comprimidos de - 250mg 
a,bl,strnf:  NELFINAVIR 
trnftwdkaumuf:  NFV 

ビラセプト錠 

VIRACEPT - Comprimidos 
13． 250mg
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このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 
下痢、お腹が痛い、お腹がはる、吐き気がする、

発疹、かゆみ、力が抜ける、頭が痛い、めまい、

寝つきが悪い、体がだるい、イライラする、 

気分が沈む、普段と感覚が違う、食欲がない、胃

がもたれる、尿が出にくい、あざができやすい、

歯ぐきから血が出やすい、鼻血が出やすい、口が

渇く、尿が多くなる、体重が減る等の症状が現れ

た場合、主治医または薬剤師に相談して下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 
 

 
 
 

このお薬を飲んでいる間、飲んではいけないお薬 
 

・ 不整脈のお薬 

・ アレルギー性鼻炎やじんま疹のお薬 

・ 胃薬 

・ 不安を和らげたり、寝つきを良くするお薬 

・ 片頭痛のお薬 

・ 感染症のお薬 

（食品・その他） 

・ セイヨウオトギリソウ（St.John's Wort，セ

ント・ジョーンズ・ワート）含有食品 

・ グレープフルーツジュース 

 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 

・ 経口避妊薬 

・ 感染症のお薬 

・ てんかんのお薬 

・ 勃起不全のお薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyyg vuö©©©©©©©Pm(rsm;)awGY&Sdygu 
q&m0ef(odk Y)aq;pyfq&m ESif hwd kifyifyg&ef/  
0rf;avQmjcif;?Adkufemjcif;?0rf;udkufjcif;?Adkufyljcif;?Adkufazmif;yG 
jcif;?ysdKYtefcsifpdwf&dSjcif;?tzktydrfYrsm;aygufjcif;? ,m;,Hjcif;? 
qD;oGm;cufcJ jcif;? ta&jym;wGiftwGif;ajujzpfvG,fjcif;? oGm;zHk; 
oGm;zHk;rSaoG;xGufjcif;? ESmacgif;aoG;vQHvG,fjcif; ?cE¨mudk,ftm; 
avsmhjcif;? acgif;udkufjcif;? rl;a0jcif;? tdyfr&jcif; cE¨mudk,f 
anmif;nmjcif;? pdwfwdkkjcif;? pdwf"gwfusjcif;? omrefxdawGYcH 
pm;rSKr[kwfjcif;? tpm;taomufysufjcif;?avemjcif;?av 
atmifhjcif;?qD;oGm;cufcJjcif;?ta&jym;wGiftwGif;aMu jzpfvG,f 
jcif;?oGm;zHk;rSaoG;xGufvG,fjcif;?ESmacgif;aoG;vQHvG,fjcif;? 
tmacgifajcmufjcif;? qD;tvGeftuRHoGm;jcif;? udk,ftav; 
csdefavQmhenf;jcif;? ponfhvuö©©©©©©©Pmrsm;ESifhtjcm;xl;jcm;aom 
vuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay:vmyguq&m0ef(odkY)aq;pyfq&mESifhapmvQifpGmwdk
ifyifyg&ef/ 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fraomuf&aomtjcm;aq;0g;rsm;/ 
pm;aomufukefrsm;/ 
. arrhythmia (aoG;ckefrrSefa&m*g)aysmufaq;rsm; 
. allergic rhinitis aysmufaq;rsm;? tifysOfaq;rsm; 
. tpmtdrfaq;rsm; 
. pdk;&drfaMumifhMupdwfoufomaq;rsm;/ tdyfaq;rsm;/  
. migraine aysmufaq;rsm; 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
(pm;aomufukefrsm;) 
. St. John`s Wort ygaomtpm;tpmrsm;/ 

 
. Grapefruit juice 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnftjcm;aq;0g; rsm;/ 
 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. y#ddoaE¨wm;aomufaq;rsm; 
. 0uf&l;jyefa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. yef;aoaysmufaq;rsm;/ 
txufazmfjyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g;rsm;udk 
aomufrnfqdkygvSsif vnf;raomufrD q&m0ef (odkY) aq;pyf 
q&mESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR ビラセプト錠／VIRACEPT - Comprimidos 



その他に注意していただくこと 

・ このお薬は必ず食後にコップ１杯程度の水ま

たはぬるま湯と一緒にお飲み下さい。ただし、

食事をとることができなかった場合は何か軽

くつまんでからお飲み下さい。 

・ このお薬は果汁飲料や、スポーツドリンクな

どの酸性飲料と飲むと、強い苦みを感じるこ

とがありますので注意して下さい。 

 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ お薬の効き目が悪くなりますので、自分の判

断でお薬を止めないで下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udktpmpm;jyD;rSoma&at;(odkY)a&aEG;zefcGufwpfcGuf 

pmjzifhaomufyg&ef/ rpm;jzpfcJhygu rkefY?oa&pmponfwdkU 
wpfckckpm;jyD;rSaomufyg&ef/ 
 

. þaq;udkaomufaomtcg opfoD;azsmf&nf(odkY)cGeftm;wdk; 
aq;azsmf&nfrsm;ponfhtcsOf"gwfyg&dSaomt&nfrsm; ESifht 
ESifhtwlaomufygu cg;oD;vSonfht&omudkkcHpm;wufrnf 
jzpfonfhtwGufowdjyKyg&ef? 

. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 
þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJ 
raoGajymjyyg&ef/ 

. þaq;oHk;pGJjcif;udkrdrdoHk;oyfrIjzifh&yfqdkif;ír&yg/ aq; 
tusdK;oufa&mufrIaysmufqHk;oGm;Edkifygrnf/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyf 
ppfaq;cHyg&ef/ 
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このお薬はヒト免疫不全ウイルス（HIV）が体の中

で増えることを抑え、病気の進行を遅らせます。 

 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 

・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 血友病であること、出血しやすいこと 

・ 糖尿病であること、血糖値が高いこと 

 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の飲み方 
１回  カプセル（   ml）を【食後に】１日

２回お飲み下さい。 

服用時間は  ：  と  ：  です。 

 
 
お薬を飲み忘れた場合 
 

気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、次にお薬を飲むま

でに６時間ないときはその分はとばして、次にこ

のお薬を飲むときから正しくお飲み下さい。決し

て１度に２回分飲まないで下さい。 

þaq;onf HIV Adkif;&yfpfydk;rTm;rsm;tm; cEm̈udk,fxJwGif 
rwdk;yGg;Edkif&eftwGufxdef;csKyfía&m*gvuö©©©©©©©Pmqdk;0g;vm 
vmrIudkaESmifhaES;aprnf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 
. tonf;a&m*g? tonf;wGifa0'em&Sdaejcif;/ 
. aoG;usJa&m*g&dSaejcif;? aoG;xGufvG,fjcif;/ 
. qD;csdKa&m*g&dSaejcif;? aoG;wGiftvGeftcsdK 

"gwftvGeftuRHrsm;jcif;/ 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk;pGJ 

vQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif aq;awmifhjzpfygu(  ) vHk;udk? aq;&nfjzpfygu 
(   ) rDvDvDwm (ml)tpmpm;jyD;aemufaomufyg&ef/ wpf&uf ( 2 ) 
Budrf aomufyg&ef/ 
aomufcsdefonf (  ) em&D (  ) em&D ESifh(  ) em&DwdkYjzpfygonf/ 
 
txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs de fud karhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&efjyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/ xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/ odkYaomf jyefvnfowd&aomtcsdefrS vmrnfh 
aq;aomufcsdeftxd(6)em&Dausmfrjcm;yguxdktcsdefaq;aomuf 
jcif;udka&Smif&Sm;íaemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdefrSpwifítcsdef 
rSefpGmaomufyg&ef/wpfMudrfwnf;(2)MudrfpmudkvHk;0raomuf& yg/ 

Date:    ． ． ．   Name 

プロテアーゼ阻害剤 
一般名：リトナビル 
略号：RTV 
 
 

NORVIR cápsulas (soft cápsulas) 100 mg 
NORVIR líquido 
a,bk,strnf :   RITONAVIR 
Abreviatura:  RTV 

ノービアソフトカプセル 

NORVIR - Cápsulas 
14． 100mg

ミャンマー語/MYANMAR

ノービアリキッド 

NORVIR - Líquido 

 



このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 
下痢、吐き気がする、嘔吐、食欲がない、胃がも

たれる、口の中が痛い、発疹、唇がしびれる、わ

ずかな刺激に痛みを感じる、普段と味覚が変わる、

発熱、体がだるい、発疹、かゆみ、皮膚・白目が

黄色くなる、口が渇く、のどが痛い、あざができ

やすい、歯ぐきから血が出やすい、鼻血が出やす

い、頭が痛い、けいれん、普段と感覚が違う、 

尿が多くなる、体重が減る、立ちくらみがする、

気分が悪い、お腹が痛い、やる気が起こらない等

の症状が現れた場合、主治医または薬剤師に相談

して下さい。他にも何か変だと感じることがあっ

たら、なるべく早く相談して下さい。 
 
 

 
 

このお薬を飲んでいる間、飲んではいけないお薬 
 

・ 不整脈のお薬 

・ アレルギー性鼻炎やじんま疹のお薬 

・ 熱をさげたり、痛みを和らげるお薬 

・ 片頭痛のお薬 

・ 胃薬 

・ 不安を和らげたり、寝つきを良くするお薬 

・ 感染症のお薬 

（食品・その他） 

・ セイヨウオトギリソウ（St.John's Wort，セ

ント・ジョーンズ・ワート）含有食品 

 
このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 

・ 痛みを和らげるお薬 

・ 不整脈のお薬 

・ 感染症のお薬 

・ てんかんのお薬 

・ 高血圧のお薬 

・ 癌のお薬 

・ パーキンソン病のお薬 

・ コレステロールを下げるお薬 

・ 自己免疫疾患や臓器移植の拒絶反応に使うお

薬 

・ ステロイド剤 

・ 勃起不全のお薬 

・ 血の固まりができないようにするお薬 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyygvuö©©Pm(rsm;) 
awGY&S dyguq&m0ef(odk Y)aq;pyfq&mESif hwd kifyifyg&ef/  
0rf;avsQmjcif;? ysdKYtefcsifpdwfjzpfjcif;? ysdKYtefjcif;? tpm;t 
aomufysufjcif;? avemjcif;? avatmifhjcif;? Tmacgifudkuf emjcif;? 
tzktydefYrsm;aygufjcif;? ESKwfcrf;usifxHkjcif;? cE¨mudk,f 
ayghyg;pGmxdprf;onfESifhemonf[kcHpm;&jcif;? t&omcHpm;rIY 
omrefr[kwfjcif;? zsm;jcif;? cE¨mudk,fanmif;nmjcif;?,m;,H jcif;? 
ta&jym;wGiftwGif;aMujzpfvG,fjcif; ? oGm;zHk;rSaoG; 
xGufvG,fjcif;?ESmacgif;aoG;vQHvG,fjcif;?rsufESmtaoG;ta&mif 
raumif;jcif;? rwfwwf&yfaomtcgacgif;rl;jcif;?tom;ta& (odk) 
rsufvHk;(rsm;) 0gjcif;?tmacgifajcmufjcif; vnfacsmif;em jcif;? 
acgif;udkufjcif;? tajumwufjcif;? juGufwufjcif;?xdawGY 
cHpm;rSKomrefr[kwfjcif;qD;tvGeftuRHoGm;jcif;?udk,ftav;csdef 
avsmhenf;jcif;?aeraumiff;jcif;?Adkufemjcif;? 0rf;udkufjcif;?bmrSs 
jyKvkyfcsifpdwfray:jcif;? ponfhvuö©©©©©©©Pmrsm;ESifhtjcm;xl;jcm; 
aomvuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay:vmyguq&m0ef(odkY)aq;pyfq&mESifh 
apmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 
þaq;udkoH k;pGJvsuf&dSpÍ fraomuf&aomtjcm;aq;0g;rsm;/ 
pm;aomufukefrsm;/ 
. arrhythmia (aoG;ckefrrSefa&m*g)aysmufaq;rsm; 
. allergic rhinitis aysmufaq;rsm;? tifysOfaq;rsm; 
. tzsm;usaq;? tudkuftcJaysmufaq;rsm; 
. tpmtdrfaq;rsm; 
. pdk;&drfaMumifhMupdwfoufomaq;rsm;/ tdyfaq;rsm;/  
. migraine aysmufaq;rsm; 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
(pm;aomufukefrsm;) 
. St. John`s Wort ygaomtpm;tpmrsm;/ 
 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnftjcm;aq;0g; rsm;/ 
 
. tudkuftcJaysmufaq; 
. arrhythmia (aoG;ckefrrSefa&m*g)aysmufaq;rsm;  
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. 0uf&l;jyefa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. aoG;wdk;a&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. uifqma&m*gaysmufaq;rsm; 
. Parkinson`s a&m*gaysmufaq;rsm; 
. Cholesterol avsmhaq;rsm; 
. Autoimmune disease, Rejection of organ transplant 

twGufaq;rsm; 
. steroid aq;rsm; 
. yef;aoaysmufaq;rsm;/ 
. aoG;aMumwGifaoG;rap;&efumuG,faq;rsm; 
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・ 喘息のお薬 

・ 女性ホルモン剤 

・ アルコール中毒のお薬 

（食品・その他） 

・ 喫煙は控えめにして下さい。 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

 

 

その他に注意していただくこと 
・ このお薬は、お酒を飲んだときと同じ状態に

なりますので、自動車の運転など危険を伴う

ことをする時には注意して下さい。 

 

・ このお薬は冷蔵庫内に保管して下さい。携帯

する目的で外に出す場合も、できるだけ２

５℃以上になることを避けて下さい。 

・ このお薬はコップ１杯程度の水またはぬるま

湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ お薬の効き目が悪くなりますので、自分の判

断でお薬を止めないで下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

. yef;ema&m*gaysmufaq;rsm; 

. Female hormone aq;rsm; 

. Alcoholism aq;rsm; 
(pm;aomufukefrsm;) 
. pDD;u&ufaomufolavQmhaomufyg&ef/ 
txufazmfjyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g;rsm;udk 
aomufrnfqdkygvSsif vnf;raomufrD q&m0ef (odkY) aq;pyf 
q&mESifhrvGJraoGwdki 
 
tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udkaomufjcif;tm;jzifhcE¨mudk,ftajctaeonft&uf 

aomufonfESifhwlnDvmrnfjzpfonfhtwGuf,mOfarmif;jcif; 
tEå&m,frsm;edKifonfhtwGuftvkyfrsm;vkyfudkifrnfqdkygu 
*&kwpdkufvkyfudkifyg&ef/ 

. þaq;udka&cJaowåmxJwGifxdef;odrf;xm;yg&efESifhtjyifodkY 
odkYudkifaqmifoGm;rnfqdkyguwwfedKiforQaq;xm;&dS&mae&m 
tylcsdef (25) 'D*&DpifwD*&dwfxufrjrifhapyg&ef/ 

. þaq;udkaomufaomtcg a&at;(odkY) a&aEG;wpfcGufpmjzifh 
aomufyg&ef/ 

. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 
þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJ 
raoGajymjyyg&ef/ 

. þaq;oHk;pGJjcif;udkrdrdoHk;oyfrIjzifh&yfqdkif;ír&yg/ aq; 
tusdK;oufa&mufrIaysmufqHk;oGm;Edkifygrnf/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyf 
ppfaq;cHyg&ef/ 
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このお薬はヒト免疫不全ウイルス（HIV）が体の中

で増えることを抑え、病気の進行を遅らせます。 

 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 
・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 血友病であること、出血しやすいこと 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の飲み方 

１回２カプセルをノービア４カプセル（５ｍｌ）

と一緒に１日２回お飲み下さい。 

服用時間は  ：  と  ：  です。 

 

お薬を飲み忘れた場合 

気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、次にお薬を飲むま

でに６時間ないときはその分はとばして、次にこ

のお薬を飲むときから正しくお飲み下さい。決し

て１度に２回分飲まないで下さい。 

 

 

このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 

あざができやすい、歯ぐきから血が出やすい、鼻

血が出やすい、顔色が悪い、立ちくらみがする、

体がだるい、吐き気がする、発熱、寝つきが悪い、

イライラする、気分が沈む、けいれん、発熱、頭

が痛い、お腹が痛い、気分が悪い、お腹がはる、

便秘、おならが出ない、手足が痛い、 

þaq;onf HIV Adkif;&yfpfydk;rTm;rsm;tm; cEm̈udk,fxJwGif 
rwdk;yGg;Edkif&eftwGufxdef;csKyfía&m*gvuö©©©©©©©Pmqdk;0g;vm 
vmrIudkaESmifhaES;aprnf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 
. tonf;a&m*g? tonf;wGifa0'em&Sdaejcif;/ 
. aoG;usJa&m*g&dSaejcif;? aoG;xGufvG,fjcif;/ 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif;odkYr[kwfom;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk;pGJ 

vQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif (2) vHk;udk Norvir aq; (4)vHk; (5ml)ESSifhtwl 
aomufyg&ef/ wpf&uf (2) Budrf aomufyg&ef/ aomufcsdefonf 
(  ) em&D ESifh(  ) em&DwdkYjzpfygonf/ 
 
txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs de fud karhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&efjyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/ xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/ odkYaomf jyefvnfowd&aomtcsdefrS vmrnfh 
aq;aomufcsdeftxd(6)em&Dausmfrjcm;yguxdktcsdefaq;aomuf 
jcif;udka&Smif&Sm;íaemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdefrSpwifítcsdef 
rSefpGmaomufyg&ef/wpfMudrfwnf;(2)MudrfpmudkvHk;0raomuf& yg/ 
 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyygvuö©©Pm(rsm;) 
awGY&S dyguq&m0ef(odk Y)aq;pyfq&mESif hwd kifyifyg&ef/  
ta&jym;wGiftwGif;ajujzpfvG,fjcif;? oGm;zHk;rSaoG;xGufvG,f jcif;? 
ESmacgif;aoG;vQHvG,fjcif;? rsufESmtaoG;ta&mifraumif; 
jcif;?rwfwyf&yfaomtcgacgif;rl;jcif;?cE¨mudk,fanmif;nmjcif;? 
ysdKYtefcsifpdwf&dSjcif;?zsm;jcif;?tdyfr&jcif;?pdwfwdkjcif;? pdwf"gwf usjcif;? 
tajumwufjcif;? juGufwufjcif;? acgif;udkufjcif;? 

Date:    ． ． ．   Name 

プロテアーゼ阻害剤 
一般名：サキナビル 
略号：SQV 

INVIRASE cápsulas - 200mg 
a,bl,strnf :  SAQUINAVIR  
trnftwdkaumuf:  SQV 

インビラーゼカプセル 

INVIRASE - Cápsulas 
15． 200mg
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手足がむくむ、皮膚が赤くなる、水ぶくれができ

る、目が充血する、皮膚・白目が黄色くなる、か

ゆみ、手足がしびれる、手足がチクチク痛い、口

の中が痛い、下痢等の症状が現れた場合、主治医

または薬剤師に相談して下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 

 

 

このお薬を飲んでいる間、飲んではいけないお薬 
・ アレルギー性鼻炎やじんま疹のお薬 

・ 胃薬 

・ 感染症のお薬 

（食品・その他） 

・ セイヨウオトギリソウ（St.John's Wort，セ

ント・ジョーンズ・ワート）含有食品 

・ グレープフルーツジュース 
 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 
・ 不安を和らげたり、寝つきを良くするお薬 

・ 感染症のお薬 

・ 勃起不全のお薬 

・ 高血圧のお薬 

・ 不整脈のお薬 

・ 血の固まりができないようにするお薬 

・ 自己免疫疾患や臓器移植の拒絶反応に使うお

薬 

・ 痛みを和らげるお薬 

・ てんかんのお薬 

・ コレステロールを下げるお薬 

・ ステロイド剤 

・ 胃薬 

・ 片頭痛のお薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

 

その他に注意していただくこと 

・ このお薬はコップ１杯程度の水またはぬるま

湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ お薬の効き目が悪くなりますので、自分の判

断でお薬を止めないで下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

Adkufemjcif;? 0rf;udkufjcif;? aeraumif;jcif;? Adkufyljcif;? Adkuf 
azmif;yGjcif;?0rf;csKyfjcif;?avrvnfjcif;? vuf?ajcaxmufrsm; 
usifxHkjcif;? emusifjcif;? vuf?ajcaxmufrsm;udkufemjcif;? 
vuf?ajcaxmufrsm;azma,mifjcif;? tom;t&nfeD&Jjcif;? a& 
junfzkaygufjcif;? rsufvHk;(rsm;)eD&Jjcif;? tom;ta&(odk) rsu 
vHk;(rsm;) 0gjcif;? ,m;,Hjcif;?tmacgifemjcif;? 0rf;avsQmjcif; 
ponfhvuö©©©©©©©Pmrsm; ESifhtjcm;xl;jcm;aomvuö©©©©©©©Pmrsm;jzpf 
ay:vmyguq&m0ef(odkY)aq;pyfq&mESifhapmvQifpGmwdkifyifyg &ef/ 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fraomuf&aomtjcm;aq;0g;rsm;/ 
pm;aomufukefrsm;/ 
. allergic rhinitis aysmufaq;rsm;? 
. tpmtdrfaq;rsm; 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
(pm;aomufukefrsm;) 
. St. John`s Wort ygaomtpm;tpmrsm;/ 
. Grapefruit juice 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnftjcm;aq;0g; rsm;/ 
. pdk;&drfajumifhjupdwfoufomaq;rsm;/ tdyfaq;rsm;/ 
. ul;qufa&m8gaysmufaq;rsm;/ 
. yef;aoaysmufaq; 
. aoG;wdk;a&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. arrhythmia(aoG;ckefrrSefa&m*g)aysmufaq;rsm; 
. aoG;ajumwGifaoG;rap;&efumuG,faq;rsm; 
. Autoimmune disease, Rejection of organ transplant 

twGufaq;rsm; 
. tudkuftcJaysmufaq;rsm; 
. 0uf&l;jyefa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. Cholesterol avsmhaq;rsm; 
. steroid aq;rsm; 
. tpmtdrfaq;rsm; 
. migraine aq;rsm; 
txufaz:jyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g;rsm;udk 
udkaomufrnfqdkvQifvnf;raomufrDq&m0ef(odkY)aq;pyf 
q&mESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 
 
tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udk aomufaomtcg a&at;(odkY)a&aEG; zefcGufwpfcGuf 

jzifhaomufyg&ef/ 
. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 

þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJraoG 
ajymjyyg&ef/ 

. þaq;oHk;pGJjcif;udkrdrdoHk;oyfrIjzifh&yfqdkif;ír&yg/ aq; 
tusdK;oufa&mufrIaysmufqHk;oGm;Edkifygrnf/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyfppfaq; 
cHyg&ef/ 
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このお薬はヒト免疫不全ウイルス（HIV）が体の中

で増えることを抑え、病気の進行を遅らせます。 

 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 
・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 血友病であること、出血しやすいこと 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の飲み方 

１回  カプセルを食後に１日  回お飲み下さ

い。 

服用時間は  ：  と  ：  と  ：  で

す。 

 

お薬を飲み忘れた場合 
気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、このお薬を１日２

回飲んでいる場合は次にお薬を飲むまでに６時間、

１日３回の場合は次にお薬を飲むまでに４時間な

いときはその分はとばして、次にこのお薬を飲む

ときから正しくお飲み下さい。決して１度に２回

分飲まないで下さい。 

 

þaq;onf HIV Adkif;&yfpfydk;rTm;rsm;tm; cEm̈udk,fxJwGif 
rwdk;yGg;Edkif&eftwGufxdef;csKyfía&m*gvuö©©©©©©©Pmqdk;0g;vm 
vmrIudkaESmifhaES;aprnf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 
. tonf;a&m*g? tonf;wGifa0'em&Sdaejcif;/ 
. aoG;usJa&m*g&dSaejcif;? aoG;xGufvG,fjcif;/ 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk;pGJ 

vQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif(  ) vHk;udktpm;pm;NyD;aemuf wGifaomufyg&ef/ wpf&uf 
(  ) Budrf aomufyg&ef/ 
aomufcsdefonf (  )em&D(  ) em&D ESifh(  )em&DwdkYjzpfygonf/ 
 
 
txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs de fud karhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&ef jyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/odkYaomf þaq;udk wpf&uf(2)Budrfaomuf&ef 
q&m0efunTefMum;xm;oljzpfygu jyefvnfowd&aomtcsdefrS 
vmrnfhq;aomufcsdeftxd (6)em&D ausmfrjcm;yguxdktcsdef 
aq;aomufjcif;udka&Smif&Sm;yg&ef/ wpf&uf(3)Nudrf aomuf&ef 
q&m0efunTefMum;xm;oljzpfygu jyefvnfowd&aomtcsdefrS 
vmrnfhaq;aomufcsdeftxd (4)em&Dausmfrjcm;ygu xdktcsdef 
aq;aomufjcif; udka&Smif&Sm;yg&ef/aemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdef rSpí 
tcsdefrSefpGmaomufyg&ef/ wpfNudrfwnf;(2)NudrfpmudkvHk;0 
raomufyg&ef/ 

Date:    ． ． ．   Name 

プロテアーゼ阻害剤 
一般名：サキナビル 
略号：SQV 

FORTOVASE cápsulas - 200mg 
a,bl,strnf:  SAQUINAVIR  
trnftwdkaumuf :  SQV 
 

フォートベイスカプセル 

FORTOVASE - Cápsulas 
16． 200mg

ミャンマー語/MYANMAR



このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 

あざができやすい、歯ぐきから血が出やすい、鼻

血が出やすい、顔色が悪い、立ちくらみがする、

体がだるい、口が渇く、尿が多くなる、下痢、 

お腹が不快な感じがする、吐き気がする、嘔吐、

発熱、やる気が起こらない、寝つきが悪い、イラ

イラする、気分が沈む、けいれん、頭が痛い、手

足がしびれる、手足がチクチク痛い、ふらつく、

口がもつれる、幻覚を見る、お腹が痛い、気分が

悪い、お腹がはる、便秘、おならが出ない、手足

が痛い、手足がむくむ、手の先・爪が青紫色にな

る、つばに血が混じる、皮膚が赤くなる、水ぶく

れができる、目が充血する、皮膚・白目が黄色く

なる、かゆみ、発疹、体重が減る、尿が出にくい、

下腹部が痛い、尿が赤みを帯びる、おしっこ時痛

い、関節が痛い等の症状が現れた場合、主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 

 

 

 

このお薬を飲んでいる間、飲んではいけないお薬 
 

・ アレルギー性鼻炎やじんま疹のお薬 

・ 胃薬 

・ 感染症のお薬 

（食品・その他） 

・ セイヨウオトギリソウ（St.John's Wort，セ

ント・ジョーンズ・ワート）含有食品 

・ グレープフルーツジュース 
 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyygvuö©©Pm(rsm;) 
awGY&S dyguq&m0ef(odk Y)aq;pyfq&mESif hwd kifyifyg&ef/  
ta&jym;wGiftwGif;ajujzpfvG,fjcif;? oGm;zHk;rSaoG;xGufvG,f 
jcif;?ESmacgif;aoG;vQHvG,fjcif;?rsufESmtaoG;ta&mifraumif; jcif;? 
rwfwyf&yfaomtcgacgif;rl;jcif;? cËmudk,fanmif;nm jcif;? 
tmacgifajcmufjcif;? qD;tvGeftuRHoGm;jcif; 0rf;avsQm jcif;? 
0rf;AdkufwGifrtDrvnfjzpfjcif;? ysdKYtefcsifpdwf&dSjcif;? ysdKY tefjcif;? 
zsm;jcif;? bmrQjyKvkyfcsifpdwfray:jcif; tdyfr&jcif;? pdwfwdkjcif;? 
pdwf"gwfusjcif;? tajumwufjcif;? juGufwufjcif; acgif;udkufjcif;? 
vuf?ajcaxmufrsm;usifxHkjcif; emusifjcif;? 
rl;a0ívrf;aumif;pGmravQmufedKifjcif;? pum;ajym&efcufcJjcif; 
r&Sdonfudkt&dS[kkxifrSwfjcif;? Adkufemjcif;? 0rf;udkufjcif;? aer 
aumif;jcif;? Adkufyljcif;? Adkufazmif;yGjcif;? 0rf;csKyfjcif;? Avr vnfjcif;? 
vuf?ajcaxmufrsm;udkufemjcif;? vuf?ajcaxmuf azma,mifjcif;? 
vufzsm;?vufonf;ta&mifrsm;eufajymifvm jcif;? 
oGm;&nfwGifaoG;ygvmjcif;? tom;t&nfeD&Jjcif;? a& 
junfzkaygufjcif; rsufvHk;(rsm;)eD&Jjcif;? tom;ta&(odk) rsuf 
vHk;(rsm;) 0gjcif;? ,m;,Hjcif;? tzktydefYrsm;aygufjcif;?udk,ft 
av;csdefavsmhenf;jcif;?qD;oGm;cufjcif;? Adkufatmufydkif;emjcif;? 
qD;ta&mifeDwDwD&dSjcif;? qD;oGm;vQifemusifjcif;? tqpfudkufcJ jcif;? 
ponfhvuö©©©©©©©Pmrsm;ESifhtjcm;xl;jcm;aomvuö©©©©©©©Pmrsm; 
jzpfay:vmyguq&m0ef(odkY)aq;pyfq&mESifhapmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fraomuf&aomtjcm;aq;0g;rsm;/ 
pm;aomufukefrsm;/ 
. allergic rhinitis aysmufaq;rsm;? 
. tpmtdrfaq;rsm; 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
(pm;aomufukefrsm;) 
. St. John`s Wort ygaomtpm;tpmrsm;/ 

 
. Grapefruit juice 

ミャンマー語/MYANMAR フォートベイスカプセル／FORTOVASE - Cápsulas 



このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 
・ 不安を和らげたり、寝つきを良くするお薬 

・ 感染症のお薬 

・ 勃起不全のお薬 

・ 高血圧のお薬 

・ 不整脈のお薬 

・ 血の固まりができないようにするお薬 

・ 自己免疫疾患や臓器移植の拒絶反応に使うお

薬 

・ 痛みを和らげるお薬 

・ てんかんのお薬 

・ コレステロールを下げるお薬 

・ ステロイド剤 

・ 胃薬 

・ 片頭痛のお薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

 

 

その他に注意していただくこと 

・ このお薬は必ず食後にコップ１杯程度の水ま

たはぬるま湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ お薬の効き目が悪くなりますので、自分の判

断でお薬を止めないで下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnftjcm;aq;0g; rsm;/ 
 
. pdk;&drfajumifhjupdwfoufomaq;rsm;/ tdyfaq;rsm;/ 
. ul;qufa&m8gaysmufaq;rsm;/ 
. yef;aoaysmufaq; 
. aoG;wdk;a&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. arrhythmia(aoG;ckefrrSefa&m*g)aysmufaq;rsm; 
. aoG;ajumwGifaoG;rap;&efumuG,faq;rsm; 
. Autoimmune disease, Rejection of organtransplant 

twGufaq;rsm; 
. tudkuftcJaysmufaq;rsm; 
. 0uf&l;jyefa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. Cholesterol avsmhaq;rsm; 
. steroid aq;rsm; 
. tpmtdrfaq;rsm; 
. migraine aq;rsm;  
txufaz:jyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g;rsm;udk 
udkaomufrnfqdkvQifvnf;raomufrDq&m0ef(odkY)aq;pyf 
q&mESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 
 
tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udk aomufaomtcg a&at;(odkY)a&aEG; zefcGufwpfcGuf 

jzifhaomufyg&ef/ 
. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 

þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJraoG 
ajymjyyg&ef/ 

. þaq;oHk;pGJjcif;udkrdrdoHk;oyfrIjzifh&yfqdkif;ír&yg/ aq; 
tusdK;oufa&mufrIaysmufqHk;oGm;Edkifygrnf/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyfppfaq; 
cHyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR フォートベイスカプセル／FORTOVASE - Cápsulas 



このお薬はヒト免疫不全ウイルス（HIV）が体の中

で増えることを抑え、病気の進行を遅らせます。 

 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 
・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の飲み方 
１回８カプセルを１日２回お飲み下さい。 

服用時間は  ：  と  ：  です。 

 

お薬を飲み忘れた場合 

気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、次にお薬を飲むま

でに６時間ないときはその分はとばして、次にこ

のお薬を飲むときから正しくお飲み下さい。決し

て１度に２回分飲まないで下さい。 

 

 

このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 

吐き気がする、嘔吐、下痢、お腹がはっておなら

が増える、発疹、頭が痛い、唇がしびれる、皮膚

が赤くなる、水ぶくれができる、目が充血する、

口が渇く、尿が多くなる、体重が減る等の症状が

現れた場合、主治医または薬剤師に相談して下さ

い。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 

þaq;onf HIV Adkif;&yfpfydk;rTm;rsm;tm; cEm̈udk,fxJwGif 
rwdk;yGg;Edkif&eftwGufxdef;csKyfía&m*gvuö©©©©©©©Pmqdk;0g;vm 
vmrIudkaESmifhaES;aprnf/ 
 
þaq;udkroHk;pG JrDatmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk;pGJ 

vQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif( 8 ) vHk;udk wpf&uf ( 2 ) Budrf aomufyg&ef/ 
aomufcsdefonf (  ) em&D ESifh(  )em&DwdkYjzpfyg onf/ 
 
txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs de fud karhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&efjyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/ xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/ odkYaomf jyefvnfowd&aomtcsdefrS vmrnfh 
aq;aomufcsdeftxd(6)em&Dausmfrjcm;yguxdktcsdefaq;aomuf 
jcif;udka&Smif&Sm;íaemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdefrSpwifítcsdef 
rSefpGmaomufyg&ef/wpfMudrfwnf;(2)MudrfpmudkvHk;0raomuf&yg 
 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyygvuö©©Pm(rsm;) 
awGY&S dyguq&m0ef(odk Y)aq;pyfq&mESif hwd kifyifyg&ef/  
ysdKYtefcsifpdwf&dSjcif;? ysdKYtefjcif;? 0rf;avsQmjcif;? Adkufazmif;yGí 
avvnfrsm;jym;vmjcif;? tzktydefYrsm;aygufjcif;? acgif;udkuf 
jcif;?EIwfcrf;usifxHkjcif;? tom;ta&eD&Jjcif;? a&Munfzkayguf jcif;? 
rsufvHk;(rsm;)eD&Jjcif; tmacgifajcmufjcif;? qD;tvGeft 
uRHoGm;jcif;?udk,ftav;csdefavsmhenf;jcif;/ponfhvuö©©©©©©©Pmrsm; 
ESifhtjcm;xl;jcm;aomvuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay:vmyguq&m0ef(odkY) 
aq;pyfq&mESifhapmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 

Date:    ． ． ．   Name 

プロテアーゼ阻害剤 
150mg 
一般名：アンプレナビル 
略号：APV 
 

PROZE Cápsulas - 150mg 
a,bl,strnf:  AMPRENAVIR 
trnftwdkaumuf:   APV 

プローゼカプセル 

PROZEI - Cápsulas 
17． 150mg

ミャンマー語/MYANMAR



このお薬を飲んでいる間、飲んではいけないお薬 
 

・ 感染症のお薬 

・ アレルギー性鼻炎やじんま疹のお薬 

・ 不整脈のお薬 

・ 胃薬 

・ 片頭痛のお薬 

・ 不安を和らげたり、寝つきを良くするお薬 

（食品その他） 

・ セイヨウオトギリソウ（St.John's Wort，セ

ント・ジョーンズ・ワート）含有食品 

 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 
・ 感染症のお薬 

・ てんかん等のけいれんのお薬 

 

・ 不安を和らげたりするお薬 

・ 高血圧のお薬 

・ 不整脈のお薬 

・ 血の固まりができないようにするお薬 

・ 勃起不全のお薬 

・ 胃薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

 

 

その他に注意していただくこと 

・ このお薬はコップ１杯程度の水またはぬるま

湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 脂肪分の多い食事をさけて下さい。もし脂肪

分の多い食事を摂る場合は食事の１時間前ま

たは２時間後にお飲み下さい。 

・ このお薬にはビタミン E が含まれていますの

で、補助的にビタミン E をとるのはさけて下

さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ お薬の効き目が悪くなりますので、自分の判

断でお薬を止めないで下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fraomuf&aomtjcm;aq;0g;rsm;/ 
pm;aomufukefrsm;  
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. allergic rhinitis aysmufaq;rsm;? tifysOfaq;rsm; 
. arrhythmia (aoG;ckefrrSefa&m*g)aysmufaq;rsm; 
. tpmtdrfaq;rsm; 
. migraine aysmufaq;rsm; 
. pdk;&drfaMumifhMupdwfoufomaq;rsm;/ tdyfaq;rsm;/  
(pm;aomufukefrsm;) 
. St. John`s Wort ygaomtpm;tpmrsm;/ 
 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnftjcm;aq;0g; rsm;/ 
 
. ul;qufa&m8gaysmufaq;rsm;/ 
. 0uf&l;jyefa&m*gjzpfoltwGufaMumwuf?<uufwuf 

aysmufaq;rsm;/ 
. pdk;&drfajumifhjupdwfoufomaq;rsm;/ tdyfaq;rsm;/ 
. aoG;wdk;a&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. arrhythmia(aoG;ckefrrSefa&m*g)aysmufaq;rsm; 
. aoG;ajumwGifaoG;rap;&efumuG,faq;rsm; 
. yef;aoaysmufaq; 
. tpmtdrfaq;rsm; 
txufaz:jyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g;rsm;udk 
udkaomufrnfqdkvQifvnf;raomufrDq&m0ef(odkY)aq;pyf 
q&mESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 
 
tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udk aomufaomtcg a&at;(odkY)a&aEG; zefcGufwpfcGuf 

jzifhaomufyg&ef/ 
. þaq;oHk;pGJvsuf&SdonfhtawmtwGif;wGif tqDygaomtpm; 

tpmudka&Smif&Sm;yg&ef/tqDrsm;aom tpm;tpmudkpm;rnfqdkyg 
xdktpmrpm;rD(1)em&DmudKwGif (odkY) tpmpm;jyD;aemuf(2)em&D 
jcm;wGifaomufyg&ef/ 

. þaq;wGifADwmrifE yg&SdaomaMumifh tjcm; AdwmrifE aq; 
rsm;aomufjcif;udka&Smif&Sm;yg&ef/ 

. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 
þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJraoG 
ajymjyyg&ef/ 

. þaq;oHk;pGJjcif;udkrdrdoHk;oyfrIjzifh&yfqdkif;ír&yg/ aq; 
tusdK;oufa&mufrIaysmufqHk;oGm;Edkifygrnf/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyfppfaq; 
cHyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR プローゼカプセル／PROZEI - Cápsulas 



このお薬はヒト免疫不全ウイルス（HIV）が体の中

で増えることを抑え、病気の進行を遅らせます。 

 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 

・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 血友病であること、出血しやすいこと 

・ 糖尿病であること、血糖値が高いこと 

・ 膵炎であること 

・ 高脂血症であること 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の飲み方 

１回３カプセル（５ｍｌ）を食後に１日２回お飲み

下さい。 

服用時間は  ：  と  ：  です。 

 

 

お薬を飲み忘れた場合 
気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、次にお薬を飲むま

でに６時間ないときはその分はとばして、次にこ

のお薬を飲むときから正しくお飲み下さい。決し

て１度に２回分飲まないで下さい。 

þaq;onf HIVAdkif;&yfpfydk;rTm;rsm;tm; cEm̈udk,fxJwGif 
rwdk;yGg;Edkif&eftwGufxdef;csKyfía&m*gvuö©©©©©©©Pmqdk;0g;vm 
vmrIudkaESmifhaES;aprnf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 
. tonf;a&m*g? tonf;wGifa0'em&Sdaejcif;/ 
. aoG;usJa&m*g&Sdaejcif;? aoG;xGufvG,fjcif;/ 
. qDcsdKa&m*g&Sdaejcif;? aoG;xJwGiftcsdKtvGeftuRHrsm;jcif;/ 
. yefu&D,ma&mifa&m*gjzpfchJzl;jcif;/ 
. aoG;wGif tqDtvGeftuRHrsm;aoma&m*gjzpfaejcif;/ 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk;pGJ 

vQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif aq;awmifhjzpfygu( 3 ) vHk;udk? aq;&nfjzpfyg u 
(5)rDvDrDwm (5ml) udk tpmpm;jyD;aemuf aomufyg&ef/ wpf&uf(2) 
Mudrf aomufyg&ef/ 
aomufcsdefonf (  )em&D ESifh (  ) em&DwdkUjzpfygonf/ 
 
txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs defud karhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&efjyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/ xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/ odkYaomf jyefvnfowd&aomtcsdefrS vmrnfh 
aq;aomufcsdeftxd(6)em&Dausmfrjcm;yguxdktcsdefaq;aomuf 
jcif;udka&Smif&Sm;íaemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdefrSpwifítcsdef 
rSefpGmaomufyg&ef/wpfMudrfwnf;(2)MudrfpmudkvHk;0raomuf&yg 

Date:    ． ． ．   Name 

プロテアーゼ阻害剤 
（１カプセル中ロピナビル 133.3mg、リトナビ
ル 33.3mg）（１ml 中ロピナビル 100mg、リト
ナビル 20mg） 
一般名：COPINAVIR・RITONAVIR 
略号：LPV・RTV 

a,bl,strnf: LOPINAVIR - RITONAVIR 
trnftwdkaumuf:LPV – RTV 
Cápsulas( LOPINAVIR cápsulas de 133,3mg+ 
RITONAVIR cápsulas de 33,3 mg) 
Líquido (LOPINAVIR 100mg/ml+ RITONAVIR 
20 mg/ml) 

カレトラソフトカプセル 

KALETRA - Cápsula 
18． 100mg

ミャンマー語/MYANMAR

カレトラリキッド 

KALETRA - LIQUID 

 



このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 
下痢、吐き気がする、やる気が起こらない、口が

渇く、尿が多くなる、体重が減る、あざができや

すい、歯ぐきから血が出やすい、鼻血が出やすい、

発熱、体がだるい、発疹、かゆみ、皮膚・白目が

黄色くなる等の症状が現れた場合、主治医または

薬剤師に相談して下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 
 

このお薬を飲んでいる間、飲んではいけないお薬 
 

・ 不整脈のお薬 

・ アレルギー性鼻炎やじんま疹のお薬 

・ 不安を和らげたり、寝つきを良くするお薬 

・ 胃薬 

・ 片頭痛のお薬 

（食品・その他） 

・ セイヨウオトギリソウ（St.John's Wort，セ

ント・ジョーンズ・ワート）含有食品 

 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 
・ 勃起不全のお薬 

・ コレステロールを下げるお薬 

・ 感染症のお薬 

・ 高血圧のお薬 

・ 自己免疫疾患や臓器移植の拒絶反応に使うお

薬 

・ 不整脈のお薬 

・ てんかんのお薬 

・ ステロイド剤 

・ 血の固まりができないようにするお薬 

・ 女性ホルモン剤 

リキッドのみ 

・ アルコール中毒のお薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyygvuö©©Pm(rsm;) 
awGY&S dyguq&m0ef(odk Y)aq;pyfq&mESif hwd kifyifyg&ef/  
0rf;avsQmjcif;? ysdKYtefcsifpdwf&dSjcif;? bmrQjyKvkyfcsifpdwfray: jcif;? 
tmacgifajcmufjcif;? qD;tvGeftuRHoGm;jcif;? udk,ft 
av;csdefavsmhenf;jcif;? ta&jym;wGiftwGif;ajujzpfvG,fjcif;? 
oGm;zHk;rSaoG;xGufvG,fjcif ESmacgif;aoG;vQHvG,fjcif;?zsm;jcif;? 
cE¨mudk,fanmif;nmjcif;? tzktydefYrsm;aygufjcif;?,m;,Hjcif; 
tom;ta&(odk) rsufvHk;(rsm;) 0gjcif;? ponfhvuö©©©©©©©Pmrsm; 
ESifhtjcm;xl;jcm;aomvuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay:vmyguq&m0ef 
(odkY)aq;pyfq&mESifhapmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fraomuf&aomtjcm;aq;0g;rsm;/ 
pm;aomufukefrsm;  
. arrhythmia (aoG;ckefrrSefa&m*g)aysmufaq;rsm;  
. allergic rhinitis aysmufaq;rsm;? tifysOfaq;rsm; 
. pdk;&drfaMumifhMupdwfoufomaq;rsm;/ tdyfaq;rsm;/   
. tpmtdrfaq;rsm; 
. migraine aysmufaq;rsm; 
(pm;aomufukefrsm;) 
. St. John`s Wort ygaomtpm;tpmrsm;/ 
 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&dSpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnftjcm;aq;0g; rsm;/ 
 
. yef;aoaysmufaq; 
. Cholesterol avsmhaq;rsm; 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. aoG;wdk;a&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. Autoimmune disease, Rejection of organ transplant 

twGufaq;rsm;/ 
. arrhythmia (aoG;ckefrrSefa&m*g)aysmufaq;rsm; 
. 0uf&l;jyefa&m*gaysmufaq;rsm;/  
. steroid aq;rsm; 
. aoG;aMumwGifaoG;rap;&efumuG,faq;rsm; 
. Female hormone aq;rsm; 
 
 
txufaz:jyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g;rsm;udk 
dkaomufrnfqdkvQifvnf;raomufrDq&m0ef(odkY)aq;pyf 
q&mESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR カレトラソフトカプセル・カレトラリキッド／KALETRA - Cápsula・KALETRA - Líquido 



その他に注意していただくこと 

・ このお薬は、お酒を飲んだときと同じ状態に

なりますので、自動車の運転など危険を伴う

ことをする時には注意して下さい。（リキッ

ドのみ） 

・ このお薬は冷蔵庫内に保管して下さい。携帯

する目的で外に出す場合も、できるだけ２

５℃以上になることを避けて下さい。 

・ このお薬はコップ１杯程度の水またはぬるま

湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ お薬の効き目が悪くなりますので、自分の判

断でお薬を止めないで下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udkaomufjcif;tm;jzifhcE¨mudk,ftajctaeonft&uf 

aomufonfESifhwlnDvmrnfjzpfonfhtwGuf,mOfarmif;jcif; 
tEå&m,frsm;edKifonfhtwGuftvkyfrsm;vkyfudkifrnfqdkygu 
*&kwpdkufvkyfudkifyg&ef/ 

. þaq;udka&cJaowåmxJwGifxdef;odrf;xm;yg&efESifhtjyifodkY 
odkYudkifaqmifoGm;rnfqdkyguwwfedKiforQaq;xm;&dS&mae&m 
tylcsdef (25) 'D*&DpifwD*&dwfxufrjrifhapyg&ef/ 

. þaq;udkaomufaomtcg a&at;(odkY) a&aEG;wpfcGufpmjzifh 
aomufyg&ef/ 

. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 
þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJ 
raoGajymjyyg&ef/ 

. þaq;oHk;pGJjcif;udkrdrdoHk;oyfrIjzifh&yfqdkif;ír&yg/ aq; 
tusdK;oufa&mufrIaysmufqHk;oGm;Edkifygrnf/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyf 
ppfaq;cHyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR カレトラソフトカプセル・カレトラリキッド／KALETRA - Cápsula・KALETRA - Líquido 



このお薬は単純ヘルペスウイルスや水痘、帯状疱

疹ウイルスを殺すことで、日和見感染症を治しま

す。 

 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 

・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 腎臓が悪いこと 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 
 

あなたのこのお薬の飲み方 
１回  錠（包）を１日  回お飲み下さい。 

服用時間は  ：  と  ：  と  ：  と 

  ：  と  ：  です。 

 

お薬を飲み忘れた場合 

 

気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、次にお薬を飲むま

でに２時間ないときはその分はとばして、次にこ

のお薬を飲むときから正しくお飲み下さい。決し

て１度に２回分飲まないで下さい。 

 

þaq;onf Herpes simplex Adkif;&yfpfydk;rTm;rsm;? a& 
ausmufa&m*gAdkif;&yfpfydk;rTm;rsm;ESifh Herpes zoster 
Adkif;&yfpfydk;rTm;rsm;udkowfjyD;? Opportumistic infection 
rsm;ukoaprnf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 
. ausmufuyfa&m*g?ausmufuyfa0'em&Sdaejcif;/ 
. tonf;a&m*g? tonf;wGifa0'em&Sdaejcif;/ 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk;pGJ 

vQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif (  )vHk;/xkyfudk wpf&uf(   )Budrfaomufyg &ef/ 
aomufcsdefonf (   )em&D ? (   )em&D ?(   )em&D ESifh  
(   )em&D wdkUjzpfygonf/ 
 
txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs de fud karhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&efjyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/ xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/ odkYaomf jyefvnfowd&aomtcsdefrS vmrnfh 
aq;aomufcsdeftxd(12)em&Dausmfrjcm;yguxdktcsdefaq;aomuf 
jcif;udka&Smif&Sm;íaemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdefrSpwifítcsdef 
rSefpGmaomufyg&ef/wpfMudrfwnf;(2)MudrfpmudkvHk;0raomuf&yg 

Date:    ． ． ．   Name 

ゾビラックス錠 400mg 
ゾビラックス顆粒 40% 
一般名：アシクロビル 
 

ZOVIRAX comprimidos - 400 mg 
ZOVIRAX granulado - 40% 
a,bl,strnf:  ACICLOVIR 

ゾビラックス錠 

ZOVIRAX - Comprimidos 
18． 400mg

ミャンマー語/MYANMAR



このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 

お腹が痛い、下痢、吐き気がする、発疹、じんま

疹、顔色が悪い、冷汗が出る、息苦しい、皮膚が

赤くなる、水ぶくれができる、目が充血する、唇

がしびれる、顔が赤くなりほてる、心臓がどきど

きする、気分が悪い、顔色が悪い、立ちくらみが

する、体がだるい、あざができやすい、歯ぐきか

ら血が出やすい、鼻血が出やすい、手の先・爪が

青紫色になる、発熱、咳が出る、息が切れる、意

識がもうろうとする、幻覚を見る、けいれん、手

足などが動かなくなる、手足などの感覚が無くな

る、尿が出にくい等の症状が現れた場合、主治医

または薬剤師に相談して下さい。 

 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 

 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 
・ 痛風のお薬 

・ 喘息のお薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

 

 

その他に注意していただくこと 

・ このお薬はコップ１杯程度の水またはぬるま

湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 朝食後、昼食後、おやつの後（午後４時頃）、

夕食後、就寝前を目安に1日５回飲ん下さい。 

・ 病気が悪化することがありますので、自分の

判断でお薬を止めないで下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyyg vuö©©©©©©©Pm(rsm;)awGY&Sdyg u 
q&m0ef(odk Y)aq;pyfq&m ESif hwd kifyifyg&ef/  
Adkufemjcif;? 0rf;udkufjcif;?  0rf;avQmjcif;? ysdKYtefcsifpdwf&dS jcif;? 
tzktydefYrsm;aygufjcif;?tifysOfaygufjcif;? rsufESmtaoG; 
ta&mifraumif;jcif;?aZmacR;jyefjcif;? touf&SLMuyfjcif;?t 
om;a&eD&Jjcif;?a&Munfzkaygufjcif;? rsufvHk;(rsm;)eD&Jjcif;?ESKwf 
crf;usifxHkjcif;?aoG;wufírsufESmeD&Jjcif;? ESvHk;wkefjcif;?&if wkefjcif;? 
aeraumif;jcif;/ rwfwyf&yfaomtcgacgif;rl;jcif;? 
cE¨mudk,fanmif;nmjcif;?ta&jym;wGiftwGif;ajujzpfvG,fjcif;? 
oGm;zHk;rSaoG;xGufvG,fjcif;?ESmacgif;aoG;vQHvG,fjcif;?vufzsm; ?vuf
onf;ta&mif eufjyma&mifajymif;vmjcif;? zsm;jcif; acsmif;qdk;jcif;? 
touf&SLrSm;jcif;? &D&Da0a0jzpfjcif;? r&Sdonfudk t&Sd[kxifrSwfjcif;? 
tajumwufjcif;? juGufwufjcif; vuf 
jcaxmufrsm;rvSKyf&Sm;Edkifjcif;?vuf?ajcaxmufrsm;wGifxdawGY 
cHpm;rSKYenf;jcif;/ qD;oGm;cufjcif;? 
ponfhvuö©©©©©©©Pmrsm;ESifhtjcm;xl;jcm;aomvuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay: 
vmyguq&m0ef(odkY)aq;pyfq&mESifhapmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnftjcm;aq;0g; rsm;/ 
 
. tqpfema&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. yef;ema&m*gaysmufaq;rsm;/ 
txufaz:jyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g;rsm;udk 
udkaomufrnfqdkvQifvnf;raomufrDq&m0ef(odkY)aq;pyf 
q&mESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 
 
tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udk aomufaomtcg a&at;(odkY)a&aEG; zefcGufwpfcGuf 

jzifhaomufyg&ef/ 
. þaq;udkwpf&uf(5)Mudrf..reufpmpm;jyD;aemuf?aeYvnfpmpm; 

jyD;aemuf?oa&pmpm;jyD;aemuf(nae(4)em&DcefY)? npmpm;jyD; 
aemufESifh tdyf&mr0ifrD..wGifaomufyg&ef/ 

. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 
þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJraoG 
ajymjyyg&ef/ 

. þaq;oHk;pGJjcif;udkrdrdoHk;oyfrIjzifh&yfqdkif;ír&yg/ aq; 
tusdK;oufa&mufrIaysmufqHk;oGm;Edkifygrnf/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyfppfaq; 
cHyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR ゾビラックス錠／ZOVIRAX - Comprimidos 



このお薬はサイトメガロウイルスを殺すことで、

サイトメガロウイルス網膜炎を治します。また、

サイトメガロウイルス網膜炎の予防にも使われま

す。 

 
このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 

・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の飲み方 
１回４カプセルを１日３回お飲み下さい。 

服用時間は  ：  と  ：  と  ：  で

す。 

 

お薬を飲み忘れた場合 
 

気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、次にお薬を飲むま

でに４時間ないときはその分はとばして、次にこ

のお薬を飲むときから正しくお飲み下さい。決し

て１度に２回分飲まないで下さい。 

þaq;onf Cytomegalo Adkif;&yfpfydk;rTm;rsm;udkowfjcif;tm; jzifh 
Cytomegaloviral retinitis a&m*gukoaprnf/ xdktjyif 
Cytomegaloviral retinitis a&m*gumuG,f&eftwGufvnf;t 
oHk;jyKygonf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk;pGJ 

vQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif( 4 ) vHk;udk wpf&uf ( 3 ) Budrf aomufyg&ef/ 
aomufcsdefonf (  ) em&D (  ) em&D ESifh(  ) em&DwdkYjzpfygonf/ 
 
 
txufygq&m0efnTef Mum;aomaq;aomufcsdefudkarhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&efjyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/ xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/ odkYaomf jyefvnfowd&aomtcsdefrS vmrnfh 
aq;aomufcsdeftxd(4)em&Dausmfrjcm;yguxdktcsdefaq;aomuf 
jcif;udka&Smif&Sm;íaemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdefrSpwifítcsdef 
rSefpGmaomufyg&ef/wpfMudrfwnf;(2)MudrfpmudkvHk;0raomuf&yg/ 

Date:    ． ． ．   Name 

一般名：ガンシクロビル 
 

DIDANOSINE cápsulas - 250 mg 
a,bl,strnf:  GANCILOVIR 

デノシンカプセル 

DIDANOSINE - Cápsulas 
20． 250mg

ミャンマー語/MYANMAR



このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 
発熱、お腹が痛い、下痢、吐き気がする、食欲が

ない、発疹、あざができやすい、歯ぐきから血が

出やすい、鼻血が出やすい、顔色が悪い、立ちく

らみがする、体がだるい、尿が出にくい、手足が

痛い、手足がむくむ、けいれん、便が黒くなる等

の症状が現れた場合、主治医または薬剤師に相談

して下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 

 
 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 
・ 感染症のお薬 

・ 癌のお薬 

・ 自己免疫疾患や臓器移植の拒絶反応に使うお

薬 

・ 痛風のお薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

 

 

その他に注意していただくこと 
・ このお薬はコップ１杯程度の水またはぬるま

湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 男性はこのお薬を飲み止めてから９０日間、

女性はこのお薬を飲んでいる間は避妊して下

さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyygvu©©©Pm(rsm;) 
awGY&S dyguq&m0ef(odk Y)aq;pyfq&mESif hwd kifyifyg&ef/  
zsm;jcif;? Adkufemjcif;? 0rf;udkufjcif;?  0rf;avQmjcif;? ysdKYtef  
csifpdwf&dSjcif;? tpm;taomufysufjcif;? tzktydefYrsm;aygu jcif;? 
ta&jym;wGiftwGif;ajujzpfvG,fjcif;? oGm;zHk;rSaoG; 
xGufvG,fjcif;?ESmacgif;aoG;vQHvG,fjcif;?rsufESmtaoG;t 
a&mifraumif;jcif;?rwfwyf&yfaomtcgacgif;rl;jcif;?cE¨mudk,f 
anmif;nmjcif;?qD;oGm;cufjcif;?vuf?ajcaxmufrsm;udkufem 
jcif;? vuf? ajcaxmufrsm;azma,mifjcif;? tajumwufjcif;? 
juGufwufjcif;? usifMuD;ta&mifrJjcif;ponfhvuö©©©©©©©Pmrsm;ESifh 
ESifhtjcm;xl;jcm;aomvuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay:vmyguq&m0ef 
(odkY)aq;pyfq&mESifhapmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 
þaq;(aq;jym;)ud koH k;p GJvsuf&dSpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnfh 
tjcm;aq;0g;rsm;/ pm;aomufuke frsm;/ 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. uifqma&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. Autoimmune disease, Rejection of organ transplant 

twGufaq;rsm; 
. tqpfema&m*gaysmufaq;rsm;/ 
txufaz:jyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g; rsm;udk 
aomufrnfqdkvQifvnf;raomufrDq&m0ef(odkY)aq;pyf 
q&mESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 
 
tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udk aomufaomtcg a&at;(odkY)a&aEG; zefcGufwpfcGuf 

jzifhaomufyg&ef/ 
. trsdK;om;jzpfygu þaq;aomufjcif;&yfqdkif;onfhaeYrS(90) 

&uftwGif;wGif? trsdK;orD;jzpfyguþaq;udkoHk;pGJonfhtawm 
twGif;wGifawmufavQmuf y#doaEẅm;qD;yg&ef/  

. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 
þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJraoG 
ajymjyyg&ef/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyfppfaq; 
cHyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR デノシンカプセル／DIDANOSINE - Cápsulas 



このお薬は腸の動きを抑えて下痢症状を改善しま

す。 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 

・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 潰瘍性大腸炎であること 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の飲み方 
１回  カプセルを１日  ～  回お飲み下さ

い。 

 

このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 
発疹、お腹がはる、お腹が不快な感じがする、気

分が悪い、お腹が痛い、便秘、おならが出ない、

唇がしびれる、顔が赤くなりほてる、心臓がどき

どきする、じんま疹、息苦しい等の症状が現れた

場合、主治医または薬剤師に相談して下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 

 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 
・ 胃薬 

・ 下痢止めのお薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

þaq;onftlvSKyf&Sm;onftlvSKyf&Sm;onfudkxdef;csKyfí 
0rf;avQmvu©Pmrsm;oufomaprnf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 
.  
.  
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD; 

rsm;tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk; 

pGJvQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif(  )vHk;udk wpf&uf(  )BudrfrS (  ) Budrf 
aomufyg&ef/ 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyygvuö©Pm 
(rsm;)awGY&S dyguq&m0ef(odk Y)aq;pyfq&mESif hwd kifyifyg&ef/  
tzktydefYrsm;aygufjcif;? Adkufazmif;yGjcif;? 0rf;AdkufwGifrtD 
rvnfjzpfjcif;? aeraumif;jcif;? Adkufemjcif;? 0rf;udkufjcif;? 
0rf;csKyfjcif;? avrvnfjcif;? ESKwfcrf;usifxHkjcif;? aoG;wuf 
írsufESmeD&Jjcif;?ESvHk;wkefjcif;? &ifckefjcif;? tifysOfaygufjcif;? 
touf&SLMuyfjcif;? ponfhvuö©©©©©©©Pmrsm;ESifhtjcm;xl;jcm;aom  
vuö©©©©©©©Pmrsm; jzpfay:vmyguq&m0ef(odkY) aq;pyfq&mESifh 
apmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 
þaq;(aq;jym;)udkoHk;pGJvsuf&dSpÍfraomuf&aomtjcm; aq;0g;rsm;/ 
pm;aomufukefrsm;/ 
. tpmtdrfaq;rsm; 
. 0rf;ydwfaq;rsm; 
txufaz:jyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g;rsm;udk 
aomufrnfqdkvQifvnf;raomufrDq&m0ef(odkY) aq;pyfq&m 
ESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 

Date:    ． ． ．   Name 

一般名：ロペラミド LOPEMIN cápsulas - 1mg 
a,bl,strnf:  LOPERAMIDE 

ロペミンカプセル 

LOPEMIN - Cápsulas 
20． 1mg

ミャンマー語/MYANMAR



その他に注意していただくこと 

・ このお薬はコップ１杯程度の水またはぬるま

湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 下痢が続くと水分が不足しますので、スポー

ツ飲料などで水分を補給するように気を付け

て下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udk aomufaomtcg a&at;(odkY)a&aEG; zefcGufwpfcGuf 

jzifhaomufyg&ef/ 
. 0rf;avQmonfjumvmvQifcËmudk,fxJut&nfonfavsmhenf; 

aomaMumifh cGeftm;wdk;aq;azsmf&nfponfht&nfrsm;aomufyg 
&ef/ 

. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 
þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJraoG 
ajymjyyg&ef/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyfppfaq; 
cHyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR ロペミンカプセル／LOPEMIN - Cápsulas 



このお薬は細菌を殺すことで、日和見感染症を治

します。特にカリニ肺炎の治療および予防に使わ

れます。 

 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 
・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ あなたまたはご家族が気管支喘息やアレルギ

ーであること 

・ 腎臓が悪いこと 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 過去に胃の手術を受けたこと 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の飲み方 
１回  錠（包）を１日  回お飲み下さい。 

服用時間は  ：  と  ：  と  ：  と 

  ：  です。 

 

お薬を飲み忘れた場合 
気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、このお薬を１日１

回飲んでいる場合は次にお薬を飲むまでに１２時

間、１日２回の場合は次にお薬を飲むまでに６時

間ないときはその分はとばして、次にこのお薬を

飲むときから正しくお飲み下さい。決して１度に

２回分飲まないで下さい。 

þaq;onf Bacteium rsm;udkowfjcif;tm;jzifh Oppotunitic  
infection a&m*grsm;udkukoaprnf/ txl;ojzifh Pneumocystis 
carinii pneumonia a&m*gukoa&;ESifh 
umuG,fa&;twGuftoHk;jyKonf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ zsm;jcif;/ 
. oifonf (odkY) oifhrdom;pkxJrSwpfa,mufonf Bronchial 

asthma (odkY) allergy a0'em&Sifjzpfjcif;/ 
. ausmufuyfa&m*g? ausmufuyfwGifa0'em&dSaejcif;/ 
. tonf;a&m*g? tonf;wGifa0'em&Sdaejcif;/ 
. tpmtdrfcGJpdwfukocJhzl;jcif;/ 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD; 

rsm;tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk; 

pGJvQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfMudrfvQif( )vHk;^xkyfudkwpf&uf( ) judrffaomufyg&ef/ 
aomufcsdefonf (  ) em&D (  ) em&D (  ) em&D ESifh ESifh(  ) 
em&DwdkYjzpfygonf/ 
 
txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs de fud karhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&ef jyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/odkYaomf þaq;udk wpf&uf(1)Budrfaomuf&ef 
q&m0efunTefMum;xm;oljzpfygu jyefvnfowd&aomtcsdefrS 
vmrnfhq;aomufcsdeftxd (12)em&D ausmfrjcm;yguxdktcsdef 
aq;aomufjcif;udka&Smif&Sm;yg&ef/ wpf&uf(2)Nudrf aomuf&ef 
q&m0efunTefMum;xm;oljzpfygu jyefvnfowd&aomtcsdefrS  

Date:    ． ． ．   Name 

ST 合剤（１錠中スルファトキサゾール 400mg、
トリメトプリム 80mg）（１g 中スルファトキサ
ゾール 400mg、トリメトプリム 80mg） 
一般名： 
スルファメトキサゾール・トリメトプリム 

BAKTAR comprimidos (cada comprimido 
contiene :Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprim 80mg) 
BAKTAR granulado (polvo) ( cada 1 gramo contiene 
Sulfametoxazol 400 mg+ Trimetoprim 80mg) 
Nombre genérico:  SULFAMETOXAZOL - 
TRIMETOPRIM  

バクタ錠 

BAKTAR - Comprimidos 
21． 400 mg

ミャンマー語/MYANMAR

バクタ顆粒 

BAKTAR - Granulados (pó) 

400 mg



 

 

 

 

 

このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 
発疹、発熱、食欲がない、気分が悪い、嘔吐、下

痢、お腹が不快な感じがする、お腹が痛い、口の

中が痛い、頭が痛い、顔色が悪い、立ちくらみが

する、体がだるい、あざができやすい、歯ぐきか

ら血が出やすい、鼻血が出やすい、冷汗が出る、

息苦しい、皮膚が赤くなる、水ぶくれができる、

目が充血する、皮膚が痛い、下腹部が痛い、便が

黒くなる、かゆみ、皮膚・白目が黄色くなる、尿

が出にくい、吐き気がする、手足がしびれる、手

足がチクチク痛い、咳が出る、息が切れる、異常

にお腹がへる、ふらつく等の症状が現れた場合、

主治医または薬剤師に相談して下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 

 

 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 
・ リウマチのお薬 

・ 感染症のお薬 

・ 糖尿病のお薬 

・ 血の固まりができないようにするお薬 

・ 心臓の病気のお薬 

・ てんかんのお薬 

・ 自己免疫疾患や臓器移植の拒絶反応に使うお

薬 

・ 不安を和らげたりするお薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

 

 

その他に注意していただくこと 
・ このお薬はコップ１杯程度の水またはぬるま

湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

vmrnfhaq;aomufcsdeftxd (6)em&Dausmfrjcm;ygu xdktcsdef 
aq;aomufjcif;udka&Smif&Sm;yg&ef/ aemufxyfyHkrSefaq;aomuf 
csdefrSpwifítcsdefrSefpGmaomufyg&ef/wpfMudrfwnf;(2)Mudrfpm 
udkvHk;0raomuf&yg/ 
 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyyg vuö©©©©Pm(rsm;) 
awGY&S dyguq&m0ef(od k Y)aq;pyfq&mESifhwdkifyifyg&ef/  
tzktydefYrsm;aygufjcif;? zsm;jcif;? tpm;taomufysufjcif;? 
aeraumif;jcif; ysdKYtefjcif;? 0rf;avQmjcif;? 0rf;AdkufrtDrom 
jzpfaejcif;? Adkufemjcif;? 0rf;udkufjcif;? tmoD;emjcif;?acgif; udkufjcif;? 
rsufESmtaoG;ta&mifraumif;jcif;?rwfwyf&yf aomtcgacgif;rl;jcif;? 
cE¨mudk,fanmif;nmjcif;?ta&jym;wGif 
twGif;ajujzpfvG,fjcif;?oGm;zHk;rSaoG;xGufvG,fjcif;? ESmacgif; 
aoG;vQHvG,fjcif;? aZmacR;jyefjcif;? touf&SLjuyfjcif;?tom; eD&Jjcif;? 
ta&junfzkrsm;aygufjcif;? rsufvHk;(rsm;)eD&Jjcif;?ta& 
jym;emjcif;?Adkufatmufydkif;emjcif; usifMuD;ta&mifrJjcif;? ,m; ,Hjcif;? 
tom;ta&(odkY)rsufvHk;(rsm;)0gjcif;? qD;oGm;cufjcif; 
ysdKYtefcsifpdwf&dSjcif;?vuf?ajcaxmufrsm;usifxHkjcif;?emusifjcif; 
acsmif;qdk;jcif;? touf&SLrSm;jcif;? tvGeftuRHAdkufqmjcif;?rl;a0 
ívrf;aumif;pGmravQmufedKifjcif;?  
ponfhvuö©©©©©©©Pmrsm; ESifhtjcm;xl;jcm;aomvuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay: vmygu 
q&m0ef(odkY)aq;pyfq&mESifhapmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 
þaq;(aq;jym;)udkoH k;pG Jvsuf&d SpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnfht 
jcm;aq;0g;rsm;/ 
. 'lvma&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. qD;csdKa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. aoG;ajumwGifaoG;rap;&efumuG,faq;rsm;/ 
. ESvHk;a&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. 0uf&l;jyefa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. Autoimmune disease, Rejection of organ transplant 

twGufaq;rsm; 
. pdk;&drfaMumifhMupdwfoufomapaomaq;rsm;? tdyfaq;rsm;/ 
txufaz:jyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g;rsm;udk 
udkaomufrnfqdkvQifvnf;raomufrDq&m0ef(odkY)aq;pyfq&m 
ESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 
 
tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udk aomufaomtcg a&at;(odkY)a&aEG; zefcGufwpfcGuf 

jzifhaomufyg&ef/ 
. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 

þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJraoG 
ajymjyyg&ef/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyfppfaq; 
cHyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR バクタ錠・バクタ顆粒／BAKTAR - Comprimidos・BAKTAR - Granulados (pó) 



このお薬はカリニ原虫を殺すことで、カリニ肺炎

を治します。また、カリニ肺炎の予防にも使われ

ます。 

 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 

・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 呼吸が苦しいこと 

・ 腎臓が悪いこと 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 低血圧もしくは高血圧であること 

・ 血糖値が高いもしくは低いこと 

・ 貧血等の血液の病気にかかっていること 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

あなたのこのお薬の使い方 

１ヶ月に１回 300mg を注射、あるいは１ヶ月に１

回 300mg を 30 分かけて吸入します。 

 

þaq;onf Carinii protozoa rsm;udkowfjcif;tm;jzifh 
Pneumocystis carinii pneumonia a&m*grsm;udkuko 
aprnf/txl;ojzifh Pneumocystis carinii pneumonia 
umuG,fa&;twGuftoHk;jyKonf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ zsm;jcif;/ 
. touf&SLjuyfjcif;/ 
. ausmufuyfa&m*g? ausmufuyfwGifa0'em&dSjcif;/ 
. tonf;a&m*g?tonf;wGifa0'em&aejcif;/ 
. low blood pressure(odkY)high blood pressure jzpfaejcif; 
. aoG;wGiftcsdK"gwftvGeftuRHrsm;jcif;(odkY)tvGeftuRH enf;jcif;/ 
. aoG;tm;enf;jcif;ponfhaoG;ESifhywfowfaoma&m*g&Sdaejcif; 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk; 

pGJvQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfv^wpf&uf (1)judrf? wpfjudrfvQif (  ) mg udk aq;xdk;yg&ef/ 
(odkY) em&D0ufcefYtcsdefqGJí&SLyg&ef/ 
 

Date:    ． ． ．   Name 

ベナンバックス 300mg 
一般名：ペンタミジン 

BENAMBAX - 300 mg 
a,bl,strnf:  PENTAMIDINA 

ベナンバックス 

BENAMBAX 
23． 300mg

ミャンマー語/MYANMAR



このお薬を使用している間、気をつけていただく自

覚症状 

心臓がどきどきする、口が渇く、尿が多くなる、

あざができやすい、歯ぐきから血が出やすい、鼻

血が出やすい、顔色が悪い、立ちくらみがする、

体がだるい、発疹、発熱、気分が悪い、嘔吐、下

痢、普段と味覚が変わる、お腹が痛い、食欲がな

い、顔が赤くなりほてる、皮膚が赤くなる、水ぶ

くれができる、目が充血する、幻覚を見る、尿が

出にくい、めまい、頭が重い、冷汗が出る、異常

にお腹がへる、ふらつく等の症状が現れた場合、

主治医または薬剤師に相談して下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 

 

 

 

このお薬を使用している間、飲んではいけないお

薬 

・ 感染症のお薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

 

その他に注意していただくこと 

・ 治療中にせきが出たり、息苦しくなったりし

ますので、タバコはひかえて下さい。 

・ 歯をみがくとき、ヒゲを剃るときなど出血し

ないよう気を付けて下さい。 

・ 他の診療科または病院に受診される場合は、

必ずこのお薬を使用していることを医師にお

伝え下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyygvuö©©©©Pm(rsm;) 
awGY&S dyguq&m0ef(odk Y)aq;pyfq&mESif hwd kifyifyg&ef/  
ESvHk;wkefjcif;? &ifckefjcif;? tmacgifajcmufjcif;? qD;tvGeftuRH 
oGm;jcif;?ta&jym;wGiftwGif;aMujzpfvG,fjcif;?oGm;zHk;rSaoG; 
xGufvG,fjcif;?ESmacgif;aoG;vQHvG,fjcif;?rsufESmtaoG;ta&mif 
raumif;jcif;? rwfwyf&yfaomtcgacgif;rl;jcif;? cE¨mudk,f 
anmif;nmjcif;?tzktydefYrsm;aygufjcif;?zsm;jcif;?aeraumif; 
jcif;?ysdKYtefjcif;?0rf;avQmjcif;? t&omcHpm;rSKomrefr[kwf jcif;? 
Adkufemjcif;? 0rf;udkufjcif;? tpm;taomufysufjcif;? 
aoG;wufírsufESmeD&Jjcif;? tom;ta&eD&Jjcif;? ta&Munf 
zkrsm;aygufjcif;? rsufvHk;(rsm;)eD&Jjcif;? r&dSonfudk&dSonf[k 
xifrSwfrSm;jcif;? qD;oGm;cufcJjcif;? rl;a0jcif;? acgif;av; vHjcif;? 
aZmacR;jyefjcif;? tvGeftuRHAdkufqmjcif;? rl;a0í 
vrf;aumif;pGmravQmufedKifjcif;?ponfhvuö©©©©©©©Pmrsm;ESifhtjcm; 
xl;jcm;aomvuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay:vmyguq&m0ef(odkY)aq;pyf q&m 
ESifhapmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnftjcm;aq;0g; rsm;/ 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/  
txufazmfjyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g;rsm;udk 
aomufrnfqdkygvSsif vnf;raomufrD q&m0ef (odkY) aq;pyf 
q&mESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 
 
tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udkoHk;pGJvQuf&dSonfhtawmtwGif; touf&SLcufcJ 

avh&dSonfhtwGuf aq;vdyfaomufjcif;a&Smif&Sm;yg&ef/ 
. oGm;wdkufaomtcsdef? tarT;&dwfaomtcsdefponfhtcsdefrsm; 

wGifaoG;rxGufatmifowdjyK&ef/ 
. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcg 

wGifþaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&mq&m0eftm; 
rvGJraoG ajymjyyg&ef/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyf 
ppfaq;cHyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR ベナンバックス／BENAMBAX 



このお薬は細菌を殺すことで、日和見感染症を治

します。 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 

・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ あなたまたはご家族が気管支喘息やアレルギ

ーであること 

・ 食物などが飲み込みにくいこと、食事栄養が

十分にとれていないこと 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 
 

あなたのこのお薬の飲み方 
１回  錠を１週間に１回、もしくは１日１回お

飲み下さい。 

 

お薬を飲み忘れた場合 

気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、次にお薬を飲むま

でに１２時間ないときはその分はとばして、次に

このお薬を飲むときから正しくお飲み下さい。決

して１度に２回分飲まないで下さい。 

 

þaq;onfBacteiumrsm;udkowfjcif;tm;jzifhOppotunitic 
infection a&m*grsm;udkukoaprnf/ 
 
þaq;udkroHk;pG JrDatmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ zsm;jcif;/ 
. oifonf(odkY)oifhrdom;pkxJrSwpfa,mufonf Bronchial 

asthma (odkY) allergy a0'em&Sifjzpfjcif;/ 
. tpmrsdKcsaomtcgtcuftcJ&dSjcif;? tpmt[m&rsm;jynfhpHk 

atmifr,ledKifjcif;/ 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om; 

orD;rsm;tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm; 

oHk;pGJvQuf&dSaejcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfMudrfvQif(2)vHk;udkwpf&uf(1)Mudrff?(3) &ufaomufyg&ef/ 
aomufcsdefonf (  ) em&DwdkYjzpfygonf/ 
 
txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs de fud karhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&efjyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/ xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/ odkYaomf jyefvnfowd&aomtcsdefrS vmrnfh 
aq;aomufcsdeftxd (12)em&Dausmfrjcm;ygu xdktcsdefaq; 
aomufjcif;udka&Smif&Sm;íaemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdefrSpwifíf 
tcsdefrSefpGmaomufyg&ef/ wpfMudrfwnf;(2)MudrfpmudkvHk;0r 
aomuf&yg/ 

Date:    ． ． ．   Name 

ジスロマック錠 250mg 
一般名：アジスロマイシン 

Comprimidos - 250 mg 
a,bl,strnf:  Azitromicina 

ジスロマック錠 

ZITHROMAC - Comprimidos 
24． 250mg

ミャンマー語/MYANMAR



このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 

下痢、吐き気がする、嘔吐、発疹、唇がしびれる、

顔が赤くなりほてる、心臓がどきどきする、じん

ま疹、息苦しい、気分が悪い、顔色が悪い、冷汗

が出る、皮膚が赤くなる、水ぶくれができる、目

が充血する、皮膚が痛い等の症状が現れた場合、

主治医または薬剤師に相談して下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 
 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 
・ 胃薬 

・ 血の固まりができないようにするお薬 

・ 自己免疫疾患や臓器移植の拒絶反応に使うお

薬 

・ アレルギー性鼻炎やじんま疹のお薬 

・ 不安を和らげたり、寝つきを良くするお薬 

・ 喘息のお薬 

・ てんかんのお薬 

・ 片頭痛のお薬 

・ 心臓の病気の薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

 

 

その他に注意していただくこと 
・ このお薬はコップ１杯程度の水またはぬるま

湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyygvuö©©©©Pm(rsm;) 
awGY&S dyguq&m0ef(odk Y)aq;pyfq&mESif hwd kifyifyg&ef/  
0rf;avQmjcif;? ysdKYtefcsifpdwf&dSjcif; ? ysdKYtefjcif;? tzktydefYrsm; 
aygufjcif;? ESKwfcrf;usifxHkjcif;? aoG;wufírsufESmeD&Jjcif;? 
ESvHk;wkefjcif;? &ifckefjcif;? tifysOfaygufjcif;? touf&SLMuyf jcif;? 
aeraumif;jcif;? rsufESmtaoG;ta&mifraumif;jcif;? 
aZmacR;jyefjcif;?tom;ta&eD&Jjcif;?ta&Munfzkrsm;aygufjcif;? 
rsufvHk;(rsm;)eD&Jjcif;?ta&jym;emjcif; ponfhvuö©©©©©©©Pmrsm;ESifh 
ESifhtjcm;xl;jcm;aomvuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay:vmygu q&m0ef 
(odkY)aq;pyfq&mESifhapmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 
þaq;udkoHk;pGJvsuf&dSpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnftjcm;aq;0g; rsm;/ 
 
. tpmtdrfaq; 
. aoG;aMumwGifaoG;rap;&efumuG,faq;rsm;/ 
. Autoimmune disease, Rejection of organ transplant 

twGufaq;rsm; 
. allergic rhinitis aysmufaq;rsm;? tifysOf aysmufaq;rsm; 
. pdk;&drfaMumifhMupdwfoufomapaomaq;rsm;tdyfaq;rsm; 
. yef;ema&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. 0uf&l;jyefa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. migraine aq;rsm; 
. ESvHk;a&m*gaysmufaq;rsm;/ 
txufaz:jyygaq;0g;rsm;r[kwfaom tjcm;aq;0g;rsm;udk 
aomufrnfqdkvQifvnf;raomufrDq&m0ef(odkY)aq;pyfq&m 
ESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 
 
tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udk aomufaomtcg a&at;(odkY)a&aEG; zefcGufwpfcGuf 

jzifhaomufyg&ef/ 
. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 

þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJraoG 
ajymjyyg&ef/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyfppfaq; 
cHyg&ef/ 

ミャンマー語/MYANMAR ジスロマック錠／ZITHROMAC - Comprimidos 



このお薬は真菌を殺すことで、日和見感染症を治

します。また、日和見感染症の予防にも使われま

す。 

 

このお薬を飲み始める前に主治医に話しておかな

ければならないこと 
・ 過去にお薬で発疹や発熱などを起こしたこと 

・ 腎臓が悪いこと 

・ 肝臓が悪いこと 

・ 妊娠中、妊娠している可能性があるまたは授

乳中であること 

・ 薬局で買ったお薬も含めて他のお薬を飲んで

いること 

 

 

あなたのこのお薬の飲み方 
１回  カプセルを１日  回お飲み下さい。 

服用時間は  ：  と  ：  です。 

 

お薬を飲み忘れた場合 

気づいたときに１回分飲んでも問題ありません。

そのような場合でも、次にお薬を飲む時間を変え

る必要はありません。ただし、このお薬を１日１

回飲んでいる場合は次にお薬を飲むまでに１２時

間、１日２回の場合は次にお薬を飲むまでに６時

間ないときはその分はとばして、次にこのお薬を

飲むときから正しくお飲み下さい。決して１度に

２回分飲まないで下さい。 

þaq;onfFungusrsm;udkowfjcif;tm;jzifh Opportunistic 
a&m*grsm;udkukoaprnf/xdkYtjyif Opportunistic umuG,f 
a&;twGufvnf;toHk;jyKonf/ 
 
þaq;udkroH k;pG Jr Datmufazmfjyygtcsuftvuf(rsm;)&d Syg 
uq&m0eftm;ajymjy&efvd ktyfygonf/  
. aq;rsm;oHk;pGJjcif;tm;jzifhtzl;tydefYrsm;aygufcJhzl;jcif;/ 

zsm;cJhzl;jcif;/ 
. ausmufuyfa&m*g?ausmufuyfa0'em&Sdaejcif;/ 
. tonf;a&m*g? tonf;wGifa0'em&Sdaejcif;/ 
. y#doaE&̈Sdfjcif;? y#doaEv̈uö©©©©©©©Pm&Sdjcif; odkYr[kwf om;orD;rsm; 

tm;EdkYwdkufvQuf&dSjcif;/ 
. tjyifaq;qdkifrS0,faomaq;rsm;tygt0iftjcm;aq;rsm;oHk;pGJ 

vQuf&dSjcif;/ 
 
þaq;oHk;&eftnGef;  
wpfNudrfvQif(  ) vHk;udk wpf&uf (  ) Budrf aomufyg&ef/ 
aomufcsdefonf (  ) em&D ESifh(  )em&DwdkYjzpfygonf/ 
 
txufygq&m0efnTefMum;aomaq;aomufcs de fud karhí 
xdktcsefwGifraomufjzpfygu 
aq;aomuf&ef jyefvnfowd&aomtcsdefwGifwpfNudrfpmudkom 
aomufyg&ef/ jyóemr&Sdyg/ xdkaemufaq;aomufcsdefudkajymif; 
a&TY&efrvdktyfyg/odkYaomf þaq;udk wpf&uf(1)Budrfaomuf&ef 
q&m0efunTefMum;xm;oljzpfygu jyefvnfowd&aomtcsdefrS 
vmrnfhq;aomufcsdeftxd (12)em&D ausmfrjcm;yguxdktcsdef 
aq;aomufjcif;udka&Smif&Sm;yg&ef/ wpf&uf(2)Nudrf aomuf&ef 
q&m0efunTefMum;xm;oljzpfygu jyefvnfowd&aomtcsdefrS 
vmrnfhaq;aomufcsdeftxd (6)em&Dausmfrjcm;ygu xdktcsdef 
aq;aomufjcif; udka&Smif&Sm;yg&ef/aemufxyfyHkrSefaq;aomufcsdef 
rSpí tcsdefrSefpGmaomufyg&ef/ wpfNudrfwnf;(2)NudrfpmudkvHk;0 
raomufyg&ef/ 

Date:    ． ． ．   Name 

ジフルカンカプセル 100mg 
一般名：フルコナゾール 

DIFLUCAN cápsulas - 100mg 
a,bl,strnf:  FLUCONAZOL 
 

ジフルカンカプセル 

DIFLUCAN - Cápsulas 
25． 100mg

ミャンマー語/MYANMAR



このお薬を飲んでいる間、気をつけていただく自

覚症状 

下痢、吐き気がする、発疹、頭が痛い、顔色が悪

い、冷汗が出る、息苦しい、皮膚が赤くなる、水

ぶくれができる、目が充血する、皮膚が痛い、立

ちくらみがする、体がだるい、あざができやすい、

歯ぐきから血が出やすい、鼻血が出やすい、尿が

出にくい、発熱、かゆみ、皮膚・白目が黄色くな

る等の症状が現れた場合、主治医または薬剤師に

相談して下さい。 

他にも何か変だと感じることがあったら、なるべ

く早く相談して下さい。 

 

このお薬を飲んでいる間、飲んではいけないお薬 
 

・ 寝つきを良くするお薬 

・ 胃薬 

・ アレルギー性鼻炎やじんま疹のお薬 
 

このお薬を飲んでいる間、注意して飲む必要のあ

るお薬 
・ アレルギー性鼻炎やじんま疹のお薬 

・ 血の固まりができないようにするお薬 

・ 自己免疫疾患や臓器移植の拒絶反応に使うお

薬 

・ てんかんのお薬 

・ 糖尿病のお薬 

・ 不安を和らげたりするお薬 

・ HIV 感染症のお薬 

・ 喘息のお薬 

・ 経口避妊薬 

・ 感染症のお薬 

この他のお薬を飲み始める場合にも必ず主治医ま

たは薬剤師に相談して下さい。 

 

 

その他に注意していただくこと 

・ このお薬はコップ１杯程度の水またはぬるま

湯と一緒にお飲み下さい。 

・ 他の診療科または病院を受診される場合は、

必ずこのお薬を飲んでいることを医師にお伝

え下さい。 

・ 必ず定期的に検査を受けるようにして下さい。 

þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ fatmufazmfjyygvuö©©Pm(rsm;) 
awGY&S dyguq&m0ef(odk Y)aq;pyfq&mESif hwd kifyifyg&ef/  
0rf;avQmjcif;? ysdKYtefcsifpdwf&dSjcif; ?tzktydefYrsm;aygufjcif;? 
acgif;udkufjcif;?rsufESmtaoG;ta&mifraumif;jcif;? aZmacR; jyefjcif;? 
touf&SLMuyfjcif;? tom;ta&eD&Jjcif;? ta&Munf zkrsm;aygufjcif;? 
rsufvHk;(rsm;)eD&Jjcif;? ta&jym;emjcif;?rwf 
wyf&yfaomtcgacgif;rl;jcif;? cE¨mudk,fanmif;nmjcif;?ta& 
jym;wGiftwGif;aMujzpfvG,fjcif;?oGm;zHk;rSaoG;xGufjcif;? 
ESmacgif;aoG;vQHvG,fjcif;?qD;oGm;cufcJjcif;?zsm;jcif;?,m;,H 
jcif;?tom;a&(odkY)rsufvHk;(rsm;)0gjcif;?ponfhvuö©©©©©©©Pmrsm; 
ESifhtjcm;xl;jcm;aomvuö©©©©©©©Pmrsm;jzpfay:vmygu q&m0ef 
(odkY)aq;pyfq&mESifhapmvQifpGmwdkifyifyg&ef/ 
 
þaq;(aq;jym;)udkoH k;pG Jvsuf&d SpÍ fraomuf&aomtjcm; 
aq;0g;rsm;/ pm;aomufuke frsm;/ 
. tdyfaq;rsm; 
. tpmtdrfaq;rsm; 
. allergic rhinitis aysmufaq;rsm;?tifysOfaysmufaq;rsm; 
 
þaq;udkoHk;pG Jvsuf&d SpÍ f*&kwpdkufaomuf&rnftjcm;aq;0g; rsm;/ 
 
. allergic rhinitis aysmufaq;rsm;?tifysOfaysmufaq;rsm; 
. aoG;aMumwGifaoG;rap;&efumuG,faq;rsm;/ 
. Autoimmune disease, Rejection of organ transplant 

twGufaq;rsm; 
. 0uf&l;jyefa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. qD;csdKa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. pdk;&drfaMumifhMupdwfoufomapaomaq;rsm;? 
. HIV aq;rsm; 
. yef;ema&m*gaysmufaq;rsm;/ 
. y#doaEẅm;aomufaq;rsm;/ 
. ul;qufa&m*gaysmufaq;rsm;/ 
txufaz:jyygaq;0g;rsm;r[kwfaomtjcm;aq;0g;rsm;udk 
aomufrnfqdkvQifvnf;raomufrDq&m0ef(odkY) aq;pyfq&m 
ESifhrvGJraoGwdkifyifyg&ef/ 
 
tjcm;owdjyK&eftcsuftvufrsm;  
. þaq;udk aomufaomtcg a&at;(odkY)a&aEG; zefcGufwpfcGuf 

jzifhaomufyg&ef/ 
. tjcm;aq;ukXme? aq;cef;? aq;&Hkrsm;odkY oGm;jyrnfhtcgwGif 

þaq;udkoHk;pGJvSsuf&SdaMumif;oufqdkif&m q&m0eftm;rvGJraoG 
ajymjyyg&ef/ 

. q&m0efnTefMum;onfhtwdkif;q&m0efxHodkYvmíprf;oyfppfaq; 
cHyg&ef/ 
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