Ciprofloxacin
You are being given this medicine because you may have been
exposed to Anthrax. You will need to take this medicine for 60 days.
You will be told how to get more medicine if it is needed.
Dosing Information
• Take the medicine every 12 hours or as directed.
• Do not take antacids such as Tums, Rolaids or milk of magnesia
2 hours before taking this medicine. Also, wait 2 hours after taking
the medicine before you take any antacids. Antacids can lessen
how well the medicine works.
• Take the medicine with a full glass of water.
• If you miss a dose, take the missed dose right away. If it is almost
time to take your next dose, wait until then to take your medicine
and skip the missed dose. Do not take two doses at the same time.
• You must keep taking your medicine for the full 60 days. You
may become ill if you do not finish all your medicine.
Side Effects
• This medicine can cause upset stomach, vomiting, diarrhea,
headaches, dizziness, or restlessness, but you need to keep taking
this medicine if any of these occur.
• Call your doctor right away if you have:
 trouble breathing
 swelling of the face, lips, tongue or throat
 if you have a skin rash with mouth blisters
 shortness of breath
Interactions
• If you take warfarin (Coumadin), phenytoin (Dilantin), digoxin,
theophylline, Requip, cyclosporine or probenecid, call 211 or call
your doctor and tell them that you are taking Ciprofloxacin.
These medicines can cause problems if taken while taking
Ciprofloxacin.
• Do not use any herbs, especially St. John’s Wort and Dong Quai
while taking this medicine.
• If you are on kidney dialysis, tell your center that you are taking
Ciprofloxacin.
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シプロフロキサシン
この錠剤は、炭疽菌に曝露された可能性がある方に処方されます。60
日間にわたってこの薬を服用する必要があります。服用する必要がある場
合、服用方法について説明されます。
服用情報
• 12 時間毎、または処方のとおりに薬を服用します。
• この薬の服用前 2 時間は Tums (胃薬)、Rolaids (胸焼け予防薬)、また
はマグネシウム乳剤などの制酸薬を服用しないでください。また、シ
プロフロキサシンを服用後 2 時間は、これらの制酸薬を服用しない
でください。制酸薬により、薬の効果が抑えられる場合があります。
• 薬はコップに水をいっぱい注いで飲んでください。
• 1 回服用することを忘れたら、すぐに忘れた分を服用してください。
次の服用のタイミングに時間が近ければそれまで待ってから、忘れた
分を服用してください。1 度に 2 回分服用することは避けてく
ださい。
• 60 日間にわたってこの薬を服用する必要があります。薬を服用しき
らないと発症する恐れがあります。
副作用
• この薬は胃のむかつき、嘔吐、下痢、頭痛、または情動不安などを引
き起こす場合がありますが、それでも服用を続ける必要があります。
• 以下の症状が現れた場合は直ちに主治医に連絡してください。
 呼吸困難
 顔、唇、舌、または喉の腫れ
 口の発疹をともなう皮膚炎
 息切れ
相互作用
• ワーファイン (Coumadin)、フェニトイン (Dilantin)、ジゴキシン、テオ
フィリン、リキップ、シクロスポリン、またはプロベネシドを服用す
る場合、211 番または主治医に連絡してシプロフロキサシンを服用し
ていることを告げてください。これらの薬はシプロフロキサシンと併
用すると副作用が現れる場合があります。
• この薬は特にセント・ジョーンズ・ワート (セイヨウオトギリソウ)
およびドンカイなどの漢方と併用しないでください。
• 腎臓透析を受けている方は、シプロフロキサシンを服用していること
を腎透析センターに告げてください。
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