
IMFINZI®輸液⽤溶液⽤50mg/mL濃縮液
デュルバルマブ

この薬は追加の監視の対象となります。これにより、新しい安全情報をすばやく特定できます。あなたが得るかもしれないど
んな副作⽤でも報告することによってあなたは助けることができます。副作⽤を報告する⽅法については、セクション4の終わりを
参照してください。

あなたにとって重要な情報が含まれているので、あなたがこの薬を与えられる前に、このリーフレットのすべてを注意深く読
んでください。
•• このリーフレットを保管してください。もう⼀度読む必要があるかもしれません。

•• さらに質問がある場合は、医師に相談してください。
•• 副作⽤が出た場合は、医師に相談してください。これには、このリーフレットに記載されていない可能性のある副作⽤が含まれます。

セクション4を参照してください。

このリーフレットの内容

1. IMFINZIとは何か、そしてそれは何のために使われるのか
2.IMFINZIを受け取る前に知っておくべきこと
3.IMFINZIがどのように与えられるか
4.起こりうる副作⽤
5.IMFINZIの保存⽅法
6.パックの内容およびその他の情報

1. IMFINZIとは何か、そしてそれは何のために使われるのか

IMFINZIは、成⼈の⾮⼩細胞肺がん（NSCLC）と呼ばれるタイプの肺がんの治療に使⽤されます。NSCLC
の場合に使⽤されます。
•• 肺内に広がり、⼿術で取り除くことができず、
•• 化学療法および放射線療法による初期治療後に反応または安定した。

IMFINZIは、成⼈の広範な病期の⼩細胞肺がん（ES-SCLC）と呼ばれるタイプの肺がんの治療に使⽤されます。
これは、SCLCが次の場合に使⽤されます。
•• 肺内（または体の他の部分）に広がり、
•• 以前に治療されていません。

IMFINZIには、体内の特定の標的物質を認識するように設計されたタンパク質の⼀種であるモノクローナル抗体である有
効成分デュルバルマブが含まれています。IMFINZIはあなたの免疫システムがあなたの癌と戦うのを助けることによって
働きます。

IMFINZIのしくみや、なぜこの薬が処⽅されているのかについて質問がある場合は、医師または薬
剤師に相談してください。

IMFINZIはSCLCの化学療法と組み合わせて投与されます。受けている可能性のある特定の化学療
法のパッケージリーフレットも読むことが重要です。これらの薬について質問がある場合は、医
師に相談してください。

2.IMFINZIを受け取る前に知っておくべきこと

IMFINZIを与えられるべきではありません
•• デュルバルマブまたはこの薬の他の成分のいずれかにアレルギーがある場合（セクション6「パックの内容およ

びその他の情報」に記載されています）。よくわからない場合は医師に相談してください。

警告と注意事項

TITLE - DURVALUMAB / IMFINZI  MEDICATION PATIENT INFORMATION IN JAPANESE

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-durvalumab-imfinzi-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.9495.pdf


次の場合は、IMFINZIが投与される前に医師に相談してください。

•• ⾃⼰免疫疾患（体の免疫系が⾃⾝の細胞を攻撃する病気）があります。

あなたは臓器移植を受けました。
肺の問題または呼吸の問題があります。あなたは肝臓
の問題を抱えています。

••
••
••

上記のいずれかに当てはまる場合（または確信が持てない場合）は、IMFINZIを投与する前に医師に相談してくださ
い。

IMFINZIを投与すると、深刻な副作⽤が発⽣する可能性があります。

次のいずれかに該当する場合は、すぐに医師に連絡するか、医師の診察を受けてください。あなたの医者はあなたに
もっと深刻な合併症を防ぎそしてあなたの症状を減らすのを助ける他の薬をあなたに与えるかもしれません。次のよう
な場合は、医師がIMFINZIの次の投与を遅らせるか、IMFINZIによる治療を中⽌することがあります。

•• 肺の炎症：症状には、新たな咳や悪化する咳、息切れ、胸痛などがあります。

肝臓の炎症：症状には、吐き気や嘔吐、空腹感の軽減、胃の右側の痛み、⽪膚や⽩⽬
が⻩⾊くなる、眠気、暗⾊尿、出⾎、あざが通常よりも起こりやすいなどがありま
す。
腸の炎症：症状には、下痢または通常よりも多くの排便、または黒い、⾎または粘液を
伴うタール状または粘着性のある便、重度の腹痛または圧痛が含まれる場合がありま
す。
腺の炎症：(特に甲状腺、副腎、下垂体および膵臓）：症状には、速い⼼拍数、極度の疲
労、体重増加または体重減少、めまいまたは失神、脱⽑、冷感、便秘、消えない頭痛、ま
たは異常な頭痛が含まれる場合があります; 1型糖尿病：症状には、⾼⾎糖、通常よりも空
腹または喉が渇いた感じ、通常よりも頻繁に尿を流す、速くて深い呼吸、混乱、または呼
吸への⽢い匂い、⼝の中の⽢いまたは⾦属の味、または異なる匂いが含まれる場合があり
ますあなたの尿や汗に;

腎臓の炎症：症状には、通過する尿の量の減少が含まれる場合があります。 ⽪膚の炎症：
症状には、発疹、かゆみ、⽪膚の⽔ぶくれ、⼝やその他の湿った表⾯の潰瘍などがありま
す。
⼼筋の炎症：症状には、胸痛、息切れ、不整脈などがあります。

炎症や筋⾁の問題：症状には、筋⾁痛、または筋⾁の衰弱または急速な倦怠感が含まれ
る場合があります。
注⼊関連の反応：症状には、悪寒や震え、かゆみや発疹、顔⾯紅潮、息切れ、喘鳴、め
まい、発熱などがあります。
脳の炎症（（脳炎）または脊髄と脳の周りの膜の炎症（（髄膜炎）：症状には、発作、項
部硬直、頭痛、発熱、悪寒、嘔吐、光に対する眼の過敏症、錯乱、眠気などがあります。

神経の炎症：症状には、四肢の痛み、脱⼒感、⿇痺（ギランバレー症候群）などが
あります。
⾎⼩板の数が少ない：症状には、出⾎（⿐や⻭茎の出⾎）やあざが含まれる場合があり
ます。

••

••

••

••

••
••

••

••

••

••

••

••

上記の症状のいずれかがある場合は、すぐに医師に連絡するか、医師の診察を受けてください。

⼦供と⻘年
IMFINZIは、18歳未満の⼦供および⻘年には使⽤しないでください。

その他の薬とIMFINZI



あなたが服⽤している、最近服⽤した、または他の薬を服⽤する可能性があるかどうかを医師に伝えて
ください。これには、漢⽅薬や処⽅箋なしで⼊⼿した薬が含まれます。

妊娠
•• 妊娠しているか、妊娠している可能性があるか、⾚ちゃんを産む予定があるかどうかを医師に伝えてください。
•• 妊娠する可能性のある⼥性の場合は、IMFINZIで治療されている間、および最後の投与か

ら少なくとも3か⽉間、効果的な避妊を使⽤する必要があります。

⺟乳育児
•• ⺟乳育児をしている場合は医師に相談してください。
•• IMFINZIによる治療中または治療後に⺟乳で育てることができるかどうか医師に相談してください。
•• IMFINZIが⼈間の⺟乳に移⾏するかどうかは不明です。

機械の運転と使⽤
IMFINZIは、機械を運転して使⽤できることに影響を与える可能性はありません。

ただし、集中⼒や反応⼒に影響を与える副作⽤がある場合は、機械の運転や操作に注意す
る必要があります。

3.IMFINZIがどのように与えられるか

IMFINZIは、経験豊富な医師の監督の下、病院またはクリニックで提供されます。
•• IMFINZIの推奨⽤量は、2週間ごとに体重1kgあたり10mg、または3週間または4週間ご

とに1500mgです。
あなたの医者はあなたに約1時間あなたの静脈への注⼊（点滴）を通してあなたにIMFINZIを与えます。あなた
の医者はあなたが必要とする治療の数を決定します。

••
••

IMFINZIを取得するための予定を逃した場合
•• あなたの予定を再スケジュールするためにすぐにあなたの医者に電話してください。

•• この薬の服⽤を逃さないことが⾮常に重要です。治療につい
てさらに質問がある場合は、医師に相談してください。

4.起こりうる副作⽤

すべての薬と同様に、この薬は副作⽤を引き起こす可能性がありますが、誰もがそれらを得るわけではありません。

IMFINZIを⼊⼿すると、いくつかの深刻な副作⽤が発⽣する可能性があります（セクション2を参照）。

IMFINZIのみを投与された患者を対象とした臨床試験で報告されており、セクション2に記載されて
いる重篤な副作⽤を含む次の副作⽤のいずれかが発⽣した場合は、すぐに医師に相談してくださ
い。

⾮常に⼀般的（10⼈に1⼈以上に影響を与える可能性があります）
•• 上気道の感染症
•• 倦怠感や体重増加を引き起こす可能性のある甲状腺機能低下症
•• 咳
•• 下痢
•• 胃痛
•• ⽪膚の発疹またはかゆみ
•• 熱

⼀般的（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）
•• 重篤な肺感染症（肺炎）



•• ⼝の中の真菌感染症
•• ⻭と⼝の軟部組織感染症
•• インフルエンザのような病気

•• ⼼拍数の上昇や体重減少を引き起こす可能性のある甲状腺機能亢進症
•• 肺の炎症（肺炎）
•• 嗄声（異⾳症）
•• 異常な肝機能検査（アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼが増加、アラニンアミノトランスフェラーゼが増加）
•• 寝汗
•• 筋⾁痛（筋⾁痛）
•• 異常な腎臓機能検査（⾎中クレアチニンが増加）
•• 痛みを伴う排尿
•• 脚の腫れ（末梢性浮腫）
•• 発熱や紅潮を引き起こす可能性のある薬の注⼊に対する反応

珍しい（100⼈に1⼈まで影響する可能性があります）
•• 甲状腺の炎症
•• 倦怠感を引き起こす可能性のある副腎によって⽣成されるホルモンの分泌の減少
•• 肺組織の瘢痕化
•• 吐き気や空腹感を引き起こす可能性のある肝臓の炎症
•• ⽪膚の⽔ぶくれ
•• 腸または腸の炎症（⼤腸炎）
•• 筋⾁の炎症
•• 尿量を減らす可能性のある腎臓の炎症（腎炎）

まれ（1000⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）

•• ⾼⾎糖につながる状態（1型糖尿病）
•• 下垂体の機能低下（尿崩症を含む下垂体機能低下症）は、倦怠感、尿量の増加を引き起

こす可能性があります
•• ⼼臓の炎症
•• 筋⾁が弱くなり、筋⾁が急速に倦怠感を感じる状態（重症筋無⼒症）

•• 脊髄と脳の周りの膜の炎症（髄膜炎）
•• 免疫反応（免疫性⾎⼩板減少症）によって引き起こされる⾎⼩板の数が少ない
•• 膀胱の炎症。徴候および症状には、頻繁なおよび/または痛みを伴う排尿、尿の通過

の衝動、⾎尿、下腹部の痛みまたは圧迫が含まれる場合があります。

以下の副作⽤が、化学療法と組み合わせてIMFINZIを服⽤している患者の臨床試験で報
告されています。

⾮常に⼀般的（10⼈に1⼈以上に影響を与える可能性があります）
•• ⽩⾎球数が少ない
•• ⾚⾎球の数が少ない
•• ⾎⼩板の数が少ない
•• 吐き気; 嘔吐; 便秘
•• 脱⽑
•• 空腹感が少ない
•• 疲れや衰弱を感じる
•• 咳

⼀般的（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があります）
•• 下痢
•• 熱
•• 発熱の兆候がある⽩⾎球の数が少ない
•• ⽪膚の発疹またはかゆみ
•• 甲状腺機能低下症; 甲状腺機能亢進症; 甲状腺の炎症



•• 重篤な肺感染症（肺炎）
•• ⻭と⼝の軟部組織感染症
•• 異常な肝機能検査（アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼが増加、アラニンアミノトランスフェラーゼが増加）
•• ⾜のむくみ（浮腫末梢）
•• 胃痛
•• ⼝や唇の炎症
•• 筋⾁痛（筋⾁痛）
•• 肺の炎症（肺炎）
•• 上気道の感染症
•• ⾚⾎球、⽩⾎球、⾎⼩板の数が少ない（汎⾎球減少症）
•• 倦怠感を引き起こす可能性のある副腎によって⽣成されるホルモンの分泌の減少
•• 吐き気や空腹感を引き起こす可能性のある肝臓の炎症
•• 異常な腎臓機能検査（⾎中クレアチニンが増加）
•• 痛みを伴う排尿
•• 発熱や紅潮を引き起こす可能性のある薬の注⼊に対する反応

珍しい（100⼈に1⼈まで影響する可能性があります）
•• ⼝の中の真菌感染症
•• インフルエンザのような病気

•• 1型糖尿病
•• 嗄声（異⾳症）
•• 肺組織の瘢痕化
•• 腸または腸の炎症（⼤腸炎）
•• 寝汗

上記の副作⽤のいずれかが発⽣した場合は、すぐに医師に相談してください。

副作⽤の報告
副作⽤が出た場合は、医師に相談してください。これには、このリーフレットに記載されていない可能性のある副作⽤
が含まれます。イエローカードスキームのWebサイトから直接副作⽤を報告することもできます。 
www.mhra.gov.uk/yellowcard または、GooglePlayまたはAppleAppStoreでMHRAイエローカードを検索してくださ
い。副作⽤を報告することにより、この薬の安全性に関するより多くの情報を提供するのに役⽴ちます。

5.IMFINZIの保存⽅法

IMFINZIは病院または診療所であなたに与えられ、医療専⾨家がその保管に責任を負います。ス
トレージの詳細は次のとおりです。
この薬は⼦供の視界や⼿の届かないところに保管してください。
EXP後のカートンとバイアルのラベルに記載されている有効期限後は、この薬を使⽤しないでくださ
い。有効期限とは、その⽉の最終⽇を指します。

冷蔵庫（2°C〜8°C）で保管してください。凍結し

ないでください。

光から保護するために、元のパッケージに保管してください。
この薬が曇っている、変⾊している  、または⽬に⾒える粒⼦が含まれている場合は使⽤しないでください。

輸液の未使⽤部分を再利⽤のために保管しないでください。未使⽤の薬や廃棄物は、地域の
要件に従って処分する必要があります。

6.パックの内容およびその他の情報

IMFINZIに含まれるもの
有効成分はデュルバルマブです。



輸液⽤の濃縮液1mLには、デュルバルマブ50mgが含まれています。

各バイアルには、10mLの濃縮物に500mgのデュルバルマブが含まれているか、2.4mLの濃縮物に120mgのデュルバルマブが
含まれています。

他の成分は次のとおりです：ヒスチジン、ヒスチジン塩酸塩⼀⽔和物、トレハロース⼆⽔和物、
ポリソルベート80、注射⽤⽔。

IMFINZIの外観とパックの内容
輸液⽤のIMFINZI濃縮液は、無菌、防腐剤フリー、透明から乳⽩⾊、無⾊からわずかに⻩
⾊の溶液で、⽬に⾒える粒⼦はありません。

これは、2.4mLの濃縮物の1つのガラスバイアルまたは10mLの濃縮物の1つのガラスバイアルのいずれかを含むパックで利⽤
できます。
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IMFINZIは、アストラゼネカグループの登録商標です。

ONC 21 0073

その他の情報源



点字でこのリーフレットのコピーを聞く、またはリクエストするには、⼤きな活字また
は⾳声で、無料で電話してください。

0800 198 5000

次の情報を提供する準備をしてください。
商品名
輸液⽤のImfinzi50mg/ml溶液

参照番号
17901/0327


