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エンザルタミド
（en'' za loo'ta mide）と発⾳します

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

エンザルタミドは、男性の体の他の部分に広がっており、テストステロンレベルを低下させる特定の医学的お
よび外科的治療によって助けられている前⽴腺癌を治療するために使⽤されます。また、テストステロンレベ
ルを低下させる特定の医学的および外科的治療によって助けられていない男性の前⽴腺癌を治療するために使
⽤されます。エンザルタミドは、アンドロゲン受容体阻害剤と呼ばれる薬のクラスに含まれています。アンド
ロゲン（男性の⽣殖ホルモン）の効果をブロックして、がん細胞の成⻑と拡散を阻⽌することで機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

エンザルタミドは、経⼝摂取するための錠剤またはカプセルとして提供されます。通常、1⽇1回⾷事の有無にかか
わらず摂取されます。エンザルタミドは毎⽇ほぼ同じ時間に服⽤してください。処⽅箋の指⽰に注意深く従って、
あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指⽰通りにエンザルタミド
を服⽤してください。多かれ少なかれ服⽤したり、医師の処⽅よりも頻繁に服⽤したりしないでください。

錠剤またはカプセルを丸ごと飲み込みます。それらを押しつぶしたり、噛んだり、分割したり、溶かしたり、開いたりしないでください。

治療中に重篤な副作⽤が発⽣した場合は、医師からエンザルタミドの服⽤を短時間中⽌するか、⽤量を減ら
すように指⽰されることがあります。エンザルタミドによる治療中の気分については、必ず医師に相談して
ください。

医師が前⽴腺癌を治療するために、デガレリクス（Firmagon）、ゴセレリン（Zoladex）、ヒストレリン
（Supprelin LA、Vantas）、リュープロリド（Eligard、Lupron、Lupaneta Pack）、またはトリプトレリン
（Trelstar、Triptodur）などの別の薬剤を処⽅した場合、エンザルタミドによる治療中は、この薬を継続して服
⽤する必要があります。

気分が良くてもエンザルタミドを服⽤し続けてください。医師に相談せずにエンザルタミドの服⽤を中⽌しないでくだ
さい。

薬剤師または医師に、患者に関する製造元の情報のコピーを依頼してください。

この薬の⽤途
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この薬は他の⽤途に処⽅される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

エンザルタミドを服⽤する前に、

エンザルタミド、他の薬、またはエンザルタミドの錠剤やカプセルの成分にアレルギーがある場合は、医
師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては、薬剤師に尋ねるか、患者の製造元の情報を確認
してください。

医師と薬剤師に、あなたが服⽤している、または服⽤する予定の処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品を伝えてくださ
い。ワルファリン（クマディン、ヤントーベン）、カルバマゼピン（カルバトロール、エクエトロ、テグレトールなど）、ク
ロピドグレル（プラビックス）、シクロスポリン（ゲングラフ、ネオラル、サンドイムン）などの抗凝固剤（「⾎液シン
ナー」）のいずれかに必ず⾔及してください。ジヒドロエルゴタミン（DHE 45、ミグラナール）、エルゴタミン（ミゲルゴッ
ト、カフェルゴット）、フェンタニル（アクティク、デュラゲシック、フェントラ、サブシス、その他）、ゲムフィブロジル
（ロピッド）、イトラコナゾール（オンメル、スポラノッ  クス）、オメプラゾール（プリロセック）、ミダゾラム、フェ
ン、フェニトイン（Dilantin、Phenytek）、ピモジド（Orap）、キニジン（Nuedexta）、リファブチン（Mycobutin、タリ
シア）、リファンピン（Rimactane、リファメート、Rifater）、リファペンチン（Priftin）、シロリムス（Rapamune） （プ
ログラフ）。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作⽤についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれ
ません。他の多くの薬もエンザルタミドと相互作⽤する可能性があるため、このリストに記載されていない薬も含め、服⽤し
ているすべての薬について医師に必ず伝えてください。

あなたが服⽤しているハーブ製品、特にセントジョンズワートを医師に伝えてください。

発作、脳損傷、脳腫瘍、脳動静脈奇形（出⽣前に形成され、脳の出⾎を引き起こす可能性のある脳の動脈
と静脈の異常な接続）、⾻折、⾻粗鬆症（⾻が薄くなり、弱くなり、壊れやすい状態）、糖尿病、⾼コレ
ステロール値、⾼⾎圧、⼼臓病、または脳卒中やミニストロークがあった。

エンザルタミドはそれだけ男性⽤。⼥性は、特に妊娠中または妊娠する可能性がある場合、または授乳中の場
合は、この薬を服⽤しないでください。⼥性、特に妊娠中または妊娠する可能性のある⼥性は、エンザルタミ
ドカプセルに触れないでください。妊娠中の⼥性が服⽤した場合、エンザルタミドは胎児に害を及ぼす可能性
があります。妊娠中の⼥性がエンザルタミドを服⽤している場合は、すぐに医師に連絡する必要があります。

この薬は男性の出⽣⼒を低下させる可能性があることを知っておく必要があります。ただし、⼥性のパー
トナーが妊娠できないと思い込まないでください。パートナーが妊娠している場合は、エンザルタミドに
よる治療中および最終投与後3か⽉間、セックスをするときは常にコンドームを使⽤する必要があります。
パートナーが妊娠していないが妊娠する可能性がある場合は、治療中および最終投与後3か⽉間、セックス
をするときはいつでも効果的な避妊を使⽤する必要があります。

⻭科⼿術を含む⼿術を受けている場合は、エンザルタミドを服⽤していることを医師または⻭科医に伝えてく
ださい。

エンザルタミドが発作を引き起こす可能性があることを知っておく必要があります。この薬があなたにどのような影響を与えるかがわかるまで、⾞を

運転したり機械を操作したりしないでください。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？

医師の指⽰がない限り、通常の⾷事を続けてください。

服⽤を忘れた場合はどうすればいいですか？
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忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の⽇まで覚えていない場合は、忘れた分は飲まない
で1回分を⾶ばして、通常の服⽤時間に1回分を飲んでください。1⽇1回以上服⽤しないでください。また、飲
み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

この薬は帽⼦の副作⽤を引き起こす可能性がありますか？

エンザルタミドは副作⽤を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかど
うかを医師に伝えてください。

弱点

疲れ

関節痛

筋⼒低下またはこわばり

減量

⾷欲減少

頭痛

めまい

腕、⼿、または⾜の灼熱感、しびれ、またはうずき

触覚または感覚を感じる能⼒の低下

ほてり

眠りにつくことや眠り続けることの難しさ

不安

覚えたり、考えたり、注意を払ったりするのが難しい

下痢

便秘

かゆみ

乾燥肌

⿐⾎

頻尿

味が変わる

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。これらの症状のいずれかが発⽣した場合は、す
ぐに医師に連絡するか、緊急治療を受けてください。

発作

頭痛; 錯乱; または視⼒の変化

顔、⾆、唇、喉、腕、脚、⼿、または⾜の腫れ

発熱、咳、喉の痛み、またはその他の感染症の兆候
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胸痛

呼吸困難

背中、筋⾁、および/または脚の痛み

お尻や脚のしびれやうずき

排尿や排便のコントロールが難しい

呼吸困難

落下

⾻折または⾻折

幻覚（存在しないものを⾒たり、声を聞いたりする）

男性の乳房肥⼤

ピンクまたは⾚の尿

エンザルタミドは他の副作⽤を引き起こす可能性があります。この薬の服⽤中に異常な問題が発⽣した場合は、医師
に連絡してください。

深刻な副作⽤が発⽣した場合、あなたまたはあなたの医師は、⾷品医薬品局（FDA）のMedWatch有害
事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。
（（http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]）または電話
（1-800-332-1088）。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は⼊った容器に⼊れ、しっかりと閉じて、⼦供の⼿の届かないところに保管してください。室温で、
過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸⼊器など）は⼦供に耐性がなく、幼児は
簡単に開けることができるため、すべての薬を⼦供の⼿の届かないところに置いておくことが重要です。幼児
を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Unneeded medications should be disposed of in special ways to ensure that pets, children, and other people 
cannot consume them. However, you should not flush this medication down the toilet. Instead, the best way to 
dispose of your medication is through a medicine take-back program. Talk to your pharmacist or contact your 
local garbage/recycling department to learn about take-back programs in your community. See the FDA's Safe 
Disposal of Medicines website (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p] ) for more information if you do not 
have access to a take-back program.

n case of emergency/overdose

In case of overdose, call the poison control helpline at 1-800-222-1222. Information is also available online at 
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help] 。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸
に問題がある、または⽬覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。
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過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。
発作

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者とのすべての約束を守ってください。

他の⼈にあなたの薬を服⽤させないでください。処⽅箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてく
ださい。

服⽤しているすべての処⽅薬と⾮処⽅薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助⾷品など
の製品のリストを書⾯で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に⼊院する場合
は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名
Xtandi®
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