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患者向医薬品ガイド 
２０２３年５月更新 

 

コララン錠２.５ｍｇ 

コララン錠５ｍｇ 

コララン錠７.５ｍｇ 
 

 

【この薬は？】 
 

販売名 

コララン錠 

２．５ｍｇ 

CORALAN Tablets 

２．５ｍｇ 

コララン錠 

５ｍｇ 

CORALAN Tablets 

５ｍｇ 

コララン錠 

７．５ｍｇ 

CORALAN Tablets 

７．５ｍｇ 

 

一般名 

イバブラジン塩酸塩 

Ivabradine 

Hydrochloride 

イバブラジン塩酸塩 

Ivabradine 

Hydrochloride 

イバブラジン塩酸塩 

Ivabradine 

Hydrochloride 

含有量 

（１錠中） 

イバブラジン 

２．５ｍｇ 

イバブラジン 

５ｍｇ 

イバブラジン 

７．５ｍｇ 

 

 

【この薬の効果は？】 
・この薬は、循環器官用薬に属する薬です。 

・心臓の過剰な働きをゆるやかにすることにより心拍数を減少させて、心不全の

悪化を防ぎます。 

・次の病気の人に処方されます。 

患者向医薬品ガイドについて 

 
患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理

解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療 

関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。 

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬

剤師に相談してください。 

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねくださ

い。 

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」

http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html に添付文書情報

が掲載されています。 

http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html
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洞調律かつ投与開始時の安静時心拍数が７５回/分以上の慢性心不全 

ただし、β遮断薬を含む慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。 

・基礎治療としてのβ（ベータ）遮断薬を忍容性に応じて（副作用があらわれてい

るとしても、十分耐えうる程度で、コララン錠による治療の継続が可能）用量

調節してもなお安静時心拍数が７５回/分以上の人に使用されます。また、β 

遮断薬に対する忍容性がない（β遮断薬による副作用のため治療が困難）、禁

忌である等、β遮断薬を使用できない人に使用することもできます。 

・通常、成人にはイバブラジンとして、１回２.５ｍｇを１日２回食後経口投与

から開始します。開始後は安静時心拍数および忍容性をみながら、２週間以上

の間隔で段階的に用量を増減します。１回投与量は２.５、５または７.５ｍｇ 

のいずれかとし、いずれの投与量においても、１日２回食後経口投与します。 

・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減した

りすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要

です。 

 

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】 
○ 次の人は、この薬を使用することはできません。 

・過去にコララン錠に含まれる成分で過敏症を経験したことがある人 

・不安定または急性心不全の人［病態が悪化するおそれがあります］ 

・心原性ショックの人［循環動態が悪化するおそれがあります］ 

・高度の低血圧の人（収縮期血圧が９０ｍｍＨｇ未満または拡張期血圧が５０ｍ 

ｍＨｇ未満）では、血圧が低下するおそれがあります 

・洞不全症候群、洞房ブロックまたは第三度房室ブロックのある人（ペースメー

カーを使用している人を除きます）では、これらの症状が悪化するおそれがあ

ります 

・肝臓に重度の障害（Ｃｈｉｌｄ－Ｐｕｇｈ Ｃ）がある人 

・リトナビル含有製剤、ジョサマイシン、イトラコナゾール、クラリスロマイシ

ン、コビシスタット含有製剤、ボリコナゾール、エンシトレルビル フマル酸

を投与中の人 

・妊婦または妊娠している可能性がある人 

・ベラパミル、ジルチアゼムを投与中の人 

○ 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてくだ

さい。 

・ＱＴ延長症候群またはＱＴ延長作用のある薬剤を投与中の人 

・頻脈性不整脈（心室性または上室性）のある人 

・第一度および第二度房室ブロックのある人 

・心室内電気伝導障害（脚ブロック）および心室同期不全のある人 

・授乳中の人 

○ この薬には併用してはいけない薬や併用を注意すべき薬があります。他の薬を使

用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してく

ださい。 

〔併用してはいけない薬〕 

リトナビル含有製剤（ノービア）、ジョサマイシン（ジョサマイシン）、イトラコ

ナゾール（イトリゾール）、クラリスロマイシン（クラリシッド）、コビシスタッ 
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ト含有製剤（スタリビルド）、ボリコナゾール（ブイフェンド）、エンシトレルビ

ル フマル酸（ゾコーバ）、ベラパミル（ワソラン）、ジルチアゼム（ヘルベッサー） 

 

【この薬の使い方は？】 
● 使用量および回数 

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。 

販売名 
コララン錠 

２．５ｍｇ 

コララン錠 

５ｍｇ 

コララン錠 

７．５ｍｇ 

一回量 １錠 1 錠 1 錠 

飲む回数 
１日２回 

食後に飲む 

１日２回 

食後に飲む 

１日２回 

食後に飲む 

・副作用により、この薬を休薬、減量または中止することがあります。 

● どのように飲むか？ 

コップ１杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。 

● 飲み忘れた場合の対応 

決して２回分を一度に飲まないでください。気が付いた時に、１回分を飲んでく

ださい。ただし、次の飲む時間が近い場合は 1 回とばして、次の時間に１回分飲

んでください。 

● 多く使用した時（過量使用時）の対応 

・重い徐脈（めまい、立ちくらみ、息切れ、脈が遅くなる、脈がとぶ、気を失う） 

 があらわれる可能性があります。 

・いくつかの症状が同じような時期にあらわれた場合は、使用を中止し、ただち

に受診してください。過量投与の治療薬としてイソプレナリン塩酸塩等があり

ます。 

 

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】 
・徐脈（めまい、立ちくらみ、息切れ、脈が遅くなる、脈がとぶ、気を失う）が

あらわれる可能性があるので、定期的に心拍数の測定が行われます。 

・心房細動（動悸（どうき）、胸の不快感、めまい、脈がとぶ）があらわれる可能

性があるので、定期的に心調律の観察が行われ、場合によっては心電図検査が

行われます。また、心房細動があらわれた場合には本剤の使用が中止されます。 

・光視症（視野の隅に稲妻のような光が走る）、霧視（霧がかかったような見え 

方）、めまいやふらつきなどがあらわれることがありますので、自動車の運転

などの危険を伴う機械の操作をするときには十分に注意し、これらの症状が認

められた場合には、自動車の運転などの危険を伴う操作はしないようにしてく

ださい。 

・妊娠する可能性のある女性がこの薬を使用している間は、妊娠しないように注

意してください。また、この薬を使用している間に妊娠がわかった場合には、

すぐに主治医に相談してください。妊娠を希望する場合も、主治医に相談して 
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ください。 

・妊婦または妊娠している可能性がある人はこの薬を使用することはできません。 

・授乳を避けてください。 

 

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しまし

た。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のう

ち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。 

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。 

重大な副作用 主な自覚症状 

徐脈 
じょみゃく 

めまい、立ちくらみ、息切れ、脈が遅くなる、脈が

とぶ、気を失う 

光視症、霧視 
こうししょう、むし 

視野の隅に稲妻のような光が走る、霧がかかった 

ような見え方 

房室ブロック 
ぼうしつブロック 

めまい、気を失う、立ちくらみ、脈が遅くなる、息

切れ 

心房細動 
しんぼうさいどう 

動悸、胸の不快感、めまい、脈がとぶ 

心電図ＱＴ延長 
しんでんずキューティーえんちょう 

めまい、動悸、気を失う 

 

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。

これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。 

部位 自覚症状 

頭部 めまい、立ちくらみ、気を失う 

眼 視野の隅に稲妻のような光が走る、霧がかかったような見え方 

胸部 息切れ、動悸、胸の不快感 

手・足 脈が遅くなる、脈がとぶ 

 

【この薬の形は？】 
 

販売名 
コララン錠 

２．５ｍｇ 

コララン錠 

５ｍｇ 

コララン錠 

７．５ｍｇ 

 

 

形状 

 

フィルム 

コーティング錠 

 
 

 

フィルム 

コーティング錠 

 
 

 

フィルム 

コーティング錠 

 
 

長径 ８．６ｍｍ ８．６ｍｍ ８．６ｍｍ 

短径 ４．６ｍｍ ４．６ｍｍ ４．６ｍｍ 

厚さ ２．６ｍｍ ２．６ｍｍ ２．６ｍｍ 

重さ １０４ｍｇ １０４ｍｇ １０４ｍｇ 

色 薄い灰色 薄い黄色 薄い赤色 

副作用は？ 
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識別コード 
コララン 

２．５ 

コララン 

５ 

コララン 

７．５ 
 

【この薬に含まれているのは？】 

販売名 
コララン錠 

２．５ｍｇ 

コララン錠 

５ｍｇ 

コララン錠 

７．５ｍｇ 

有効成分 イバブラジン イバブラジン イバブラジン 

 

 

 

 
添加物 

乳糖水和物、結晶セル

ロース、トウモロコシ

デンプン、デキストリ

ン、軽質無水ケイ酸、

ステアリン酸マグネ

シウム、ヒプロメロー

ス、酸化チタン、タル

ク、黒酸化鉄 

乳糖水和物、結晶セル

ロース、トウモロコシ

デンプン、デキストリ

ン、軽質無水ケイ酸、

ステアリン酸マグネ

シウム、ヒプロメロー

ス、酸化チタン、タル

ク、黄色三二酸化鉄 

乳糖水和物、結晶セル

ロース、トウモロコシ

デンプン、デキストリ

ン、軽質無水ケイ酸、

ステアリン酸マグネ

シウム、ヒプロメロー

ス、酸化チタン、タル

ク、三二酸化鉄 

 

【その他】 
● この薬の保管方法は？ 

・直射日光と湿気を避けて室温（１～３０℃）で保管してください。 

・子供の手の届かないところに保管してください。 

● 薬が残ってしまったら？ 

・絶対に他の人に渡してはいけません。 

・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。 

 

【この薬についてのお問い合わせ先は？】 
・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師

にお尋ねください。 

・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。 

製造販売会社 ：小野薬品工業株式会社（http://www.ono.co.jp/） 

くすり相談室 

電話：０１２０－８８６－３３６ 

受付時間：９時～１７時（土日・祝日・会社休業日を除く） 

http://www.ono.co.jp/
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