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この冊子にはシルデナフィル錠VI「FCI」に関する大切な注意事項
が書いてあります。服用前に必ずお読みください。
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シルデナフィル錠VI「FCI」は、満足な性行為を行
なうに十分な勃起とその維持ができない患者さん
のための勃起不全治療薬です。

心臓の病気で硝酸薬や抗不整脈薬を
使用中の方は服用しないでください

シルデナフィル錠VI「FCI」は、勃起不全の治療薬ですが、飲み
方を誤ると重大な副作用があらわれ、命にかかわることがあ
ります。外国および国内において、同じ成分（シルデナフィル
クエン酸塩）を含む薬剤が原因であることを否定できない死亡
例も報告されています。

この冊子には、シルデナフィル錠VI「FCI」を適正にご使用いた
だく上で大切な情報が記載されておりますので、服用される前
に必ずお読みください。さらに、ご不明なことがある場合は、医
師または薬剤師までおたずねください。

◆心臓病の薬として用いられている硝酸薬※、抗不整脈薬（塩
酸アミオダロン）を使用中の方は、決してシルデナフィル錠
VI「FCI」を服用しないでください。急激に血圧が下がり、
死に至ることがあります。
硝酸薬には飲み薬以外にも、舌下錠、貼り薬、注射、吸入剤、
スプレーなどがあります。ご自身のお薬をもう一度ご確認く
ださい。

◆他にも服用中のお薬がある方は、必ずそのことを医師または
薬剤師にお話し、あなたが服用しているお薬に硝酸薬や抗不
整脈薬が含まれていないか、確認してください。

◆性行為は心臓に負担をかけます。心臓に持病のある方*や脳
血管に病気のある方*は、シルデナフィル錠VI「FCI」を飲む前
に、必ず医師にご相談ください。
＊狭心症、重度の心血管系障害、心不全、脳出血、脳梗塞など

※詳しいお薬の名前は、
6ページをご覧ください。

シルデナフィル錠VI「FCI」の飲み方
◆シルデナフィル錠VI「FCI」は性行為の約1時間前に服用して
ください。食事をした後に飲むと、効果が出るまでに時間がか
かります。

◆１日１回まで、24時間以上あけて服用してください。

◆シルデナフィル錠VI「FCI」には25mg、50mgの２種類の錠剤
があり、１回に服用できる量は医師に指示された25mgまた
は50mgまでです。

◆決して指示された量以上を服用してはいけません。効果の
増大が見込めないばかりか、副作用の出現リスクを増大す
ることになります。

1 2



シルデナフィル錠VI「FCI」 シルデナフィル錠VI「FCI」シルデナフィル錠VI「FCI」 シルデナフィル錠VI「FCI」

シルデナフィル錠VI「FCI」は、満足な性行為を行
なうに十分な勃起とその維持ができない患者さん
のための勃起不全治療薬です。

心臓の病気で硝酸薬や抗不整脈薬を
使用中の方は服用しないでください

シルデナフィル錠VI「FCI」は、勃起不全の治療薬ですが、飲み
方を誤ると重大な副作用があらわれ、命にかかわることがあ
ります。外国および国内において、同じ成分（シルデナフィル
クエン酸塩）を含む薬剤が原因であることを否定できない死亡
例も報告されています。

この冊子には、シルデナフィル錠VI「FCI」を適正にご使用いた
だく上で大切な情報が記載されておりますので、服用される前
に必ずお読みください。さらに、ご不明なことがある場合は、医
師または薬剤師までおたずねください。

◆心臓病の薬として用いられている硝酸薬※、抗不整脈薬（塩
酸アミオダロン）を使用中の方は、決してシルデナフィル錠
VI「FCI」を服用しないでください。急激に血圧が下がり、
死に至ることがあります。
硝酸薬には飲み薬以外にも、舌下錠、貼り薬、注射、吸入剤、
スプレーなどがあります。ご自身のお薬をもう一度ご確認く
ださい。

◆他にも服用中のお薬がある方は、必ずそのことを医師または
薬剤師にお話し、あなたが服用しているお薬に硝酸薬や抗不
整脈薬が含まれていないか、確認してください。

◆性行為は心臓に負担をかけます。心臓に持病のある方*や脳
血管に病気のある方*は、シルデナフィル錠VI「FCI」を飲む前
に、必ず医師にご相談ください。
＊狭心症、重度の心血管系障害、心不全、脳出血、脳梗塞など

※詳しいお薬の名前は、
6ページをご覧ください。

シルデナフィル錠VI「FCI」の飲み方
◆シルデナフィル錠VI「FCI」は性行為の約1時間前に服用して
ください。食事をした後に飲むと、効果が出るまでに時間がか
かります。

◆１日１回まで、24時間以上あけて服用してください。

◆シルデナフィル錠VI「FCI」には25mg、50mgの２種類の錠剤
があり、１回に服用できる量は医師に指示された25mgまた
は50mgまでです。

◆決して指示された量以上を服用してはいけません。効果の
増大が見込めないばかりか、副作用の出現リスクを増大す
ることになります。

1 2



シルデナフィル錠VI「FCI」 シルデナフィル錠VI「FCI」シルデナフィル錠VI「FCI」 シルデナフィル錠VI「FCI」

シルデナフィル錠VI「FCI」を
服用できない方

シルデナフィル錠VI「FCI」の服用後に
狭心症の発作が起きたときには

◆狭心症の発作が起きた場合は、その場で安静にし、直ちにかか
りつけの医師に連絡してください。

◆今まで狭心症と診断されたことがない方でも、性行為中に狭心
症の発作を起こすことがあります。

◆狭心症発作の治療には硝酸薬がよく使用されますが、シルデナ
フィル錠VI「FCI」を服用中の場合は血圧を下げる効果が強く出
ることがあります。その場合、発作治療のための硝酸薬が使用
できず、他の薬剤を使用しなければならないため、硝酸薬と同
じ効果が得られないことがあります。

◆発作治療の際には、シルデナフィル錠VI「FCI」を服用したことと
服用した時間を医師にお伝えください。

◆発作発生時には、ご自身がそのことを医師に伝えられない可能
性もあります。
そのため、あらかじめパートナーやご家族の方にシルデナフィル
錠VI「FCI」を服用していることを伝え、本剤を服用していること
が医師に伝わるようにしてください。

◆今までにシルデナフィル錠VI「FCI」および同じ成分（シルデナ
フィルクエン酸塩）を含むお薬を服用してアレルギー（過敏症）を
起こしたことのある方

◆心血管系障害などにより医師から性行為が
不適当だと診断された方

◆抗不整脈薬を使用中の方

◆重度の肝障害のある方

◆低血圧の方や高血圧の方
低血圧：最大血圧が90mmHg未満
高血圧：最大血圧が170mmHg以上または最小血圧が100mmHg以上

◆脳血管に病気のある方（脳出血・脳梗塞）や
心筋梗塞を起こした方

◆網膜色素変性症（進行性の夜盲）と診断された方

腎臓の病気、肝臓の病気、赤血球の異常（鎌状赤血球性貧血）、
白血病、多発性骨髄腫、血が止まりにくい病気、薬物アレルギー、
胃・十二指腸潰瘍、遺伝性の目の病気、ペニスに関する病気また
は奇形のある方、他の勃起不全治療薬・勃起補助器具を使用し
ている方や手術を受けた方

服用前に医師にご相談が必要な方

3 4
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副作用症状がでたら服用を中止して医師にご相談ください
「気分が悪くなる」「頭痛」「めまい」「顔が赤くなる（ほてり）」「消
化不良」「光に過敏になる」「色が変化して見える」などの副作用
が現れることがあります。自動車や機械の運転操作をする場合
にはご注意ください。

なお、勃起の持続によってペニスが損傷し勃起機能を永続的に失
うことがありますので、シルデナフィル錠VI「FCI」を服用後４時間
以上勃起が続く場合は、すぐに医師に連絡してください。

その他のご注意
◆シルデナフィル錠VI「FCI」はあなたのために処方されたお薬
です。他の人には絶対に譲らないでください。この薬は、人に
よっては薬の相互作用の問題で服用が出来ない場合がある
お薬です。

◆他の薬との相互作用がでる場合があるので、他の医療機関を受
診するときは、シルデナフィル錠VI「FCI」を服用していることを
申し出てください。

◆シルデナフィル錠VI「FCI」には、エイズなどの性行為感染症
を防ぐ効果はありません。

◆視覚や聴覚に異常を感じた方は、服用を中止して医師にご相
談ください。

◆シルデナフィル錠VI「FCI」は催淫剤や性欲増進剤ではありま
せん。

主な併用禁忌薬

5 6
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塩酸アミオダロン製剤
アンカロン錠100／注150 アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーワ」
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」，100mg「TE」 アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」
アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」

主なニトログリセリンなどの硝酸剤
アイトロール錠10mg，20mg ニトロールRカプセル20mg
アイクロール錠10，20 ニトロール錠5mg
亜硝酸アミル「第一三共」 ニトロールスプレー1.25mg
アンタップテープ40mg ニトロール持続静注25mgシリンジ
イソコロナールRカプセル20mg ニトロール注5mg／ 5mgシリンジ
イソニトール錠10mg，20mg ニトロール点滴静注50mgバッグ，100mgバッグ
イソピットテープ40mg ニトログリセリン舌下錠0.3mg「NK」
一硝酸イソソルビド錠10mg「サワイ」，20mg「サワイ」 ニトログリセリン注1mg/2mL「HK」
一硝酸イソソルビド錠10mg「タイヨー」，20mg「タイヨー」 ニトログリセリン注5mg/10mL「HK」
一硝酸イソソルビド錠10mg「トーワ」，20mg「トーワ」 ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」
L-オーネスゲン錠20mg ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」
カリアントSRカプセル20mg ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「HK」
冠動注用ミリスロール0.5mg/10mL ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「HK」
サークレス注0.05％（10mL），0.05％（100mL），0.1％（5mL），
0.1％（50mL），0.1％（100mL）

ニトロダームTTS25mg
ニトロペン舌下錠0.3mg

ジアセラL錠20mg ニプラジロールPF点眼液0.25％「日点」*
シグマート錠2.5mg，5mg ニプラジロール点眼液0.25％「TOA」*
シグマート注2mg，12mg，48mg ニプラジロール点眼液0.25％「サワイ」*
シドレンテープ27mg ニプラジロール点眼液0.25％「ニッテン」*
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 ニプラジロール点眼液0.25％「わかもと」*
硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 ニプラノール点眼液0.25％*
硝酸イソソルビドテープ40mg「テイコク」 ハイパジールコーワ錠3，6
硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」 ハイパジールコーワ点眼液0.25％*
硝酸イソソルビド徐放錠20mg「ツルハラ」 バソレーターテープ27mg
シルビノール錠5mg バソレーター注1mg，5mg，25mg，50mg
ソプレロール錠10mg，20mg フランドル錠20mg
タイシロール錠10mg，20mg フランドルテープ40mg
ニコランジル錠2.5mg「サワイ」，5mg「サワイ」 ミオコールスプレー0.3mg
ニコランジル錠2.5mg「日医工」，5mg「日医工」 ミニトロテープ27mg
ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」，12mg「サワイ」，48mg「サワイ」ミリステープ5mg
ニコランジル点滴静注用2mg「日医工」，12mg「日医工」，48mg「日医工」ミオコール静注1mg，5mg／点滴静注25mg，50mg

ニコランジル点滴静注用2mg「F」，12mg「F」，48mg「F」 ミリスロール注1mg/2mL，ミリスロール注5mg/10mL，
ミリスロール注25mg/50mL，ミリスロール注50mg/100mL

ニコランマート錠2.5mg，5mg メディトランステープ27mg
ニトプロ持続静注液6mg，30mg リファタックテープ40mg
ニトラステープ40mg

＊印…併用禁忌ではございませんが、念のため記載いたしました。詳しくは各製品の添付文書をご確認ください。

可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激剤
アデムパス錠0.5mg，1.0mg，2.5mg

その他の注意を要する医薬品
次の医薬品の添付文書併用禁忌欄に，シルデナフィルクエン酸塩錠が記載されています。
イトラコナゾール錠50「MEEK」，100「MEEK」，200「MEEK」カレトラ配合錠／配合内用液
イトラコナゾール錠50mg「科研」 クリキシバンカプセル200mg
イトラコナゾール錠50mg「日医工」，100mg「日医工」 スタリビルド配合錠
イトラコナゾールカプセル50mg「SW」 テラビック錠250mg
イトラートカプセル50 ノービア錠100mg／内容液8%
イトリゾールカプセル50／内容液1％ プリジスタ錠300mg，600mg／プリジスタナイーブ錠800mg
イトリゾール注1%[200mg] ヴィキラックス配合錠

平成28年3月医薬品医療機器総合機構ホームページ「医薬品に関する情報」より改変
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