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パゾパニブ
（paz oh'pa nib）と発⾳します

重要な警告：

パゾパニブは、重度または⽣命を脅かす肝臓障害を引き起こす可能性があります。肝疾患を患ってい
る、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。次の症状のいずれかが発⽣した場合
は、すぐに医師に連絡してください。⽪膚または⽬の⻩変。暗⾊尿; 極度の倦怠感; 吐き気; 嘔吐; ⾷欲減
少; 胃の右上部分の痛み; または異常な出⾎やあざ。

あなたの医者と研究室とのすべての約束を守ってください。医師は、パゾパニブの服⽤を開始する前に、
治療の最初の4か⽉間は少なくとも⽉に⼀度、その後は必要に応じて定期的に、特定のラボテストを注⽂
します。

パゾパニブによる治療を開始するとき、および処⽅箋を補充するたびに、医師または薬剤師から製造元の
患者情報シート（投薬ガイド）が提供されます。情報を注意深く読み、質問がある場合は医師または薬剤
師に尋ねてください。⾷品医薬品局（FDA）のWebサイトにアクセスすることもできます

（（http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]）または製造元のWebサイトで、投薬ガイドを⼊⼿してください。

パゾパニブを服⽤するリスクについて医師に相談してください。

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

パゾパニブは、成⼈の進⾏性腎細胞がん（RCC、腎臓の細胞から発⽣するがんの⼀種）の治療に使⽤されま
す。パゾパニブは、キナーゼ阻害剤と呼ばれる薬のクラスに含まれています。がん細胞の拡散を遅らせたり⽌
めたりすることで機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

パゾパニブは、経⼝摂取⽤の錠剤として提供されます。通常、空腹時に1⽇1回、⾷事の少なくとも1時間前ま
たは2時間後に服⽤します。毎⽇ほぼ同じ時間にパゾパニブを服⽤してください。処⽅箋ラベルの指⽰に注意
深く従って、医師または薬剤師に説明を求めてください
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理解していない。指⽰通りにパゾパニブ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。

錠剤全体を飲み込みます。それらを分割したり、噛んだり、押しつぶしたりしないでください。

医師は、治療中にパゾパニブの投与量を調整したり、治療を中⽌したりする場合があります。これは、薬がど
れだけうまく機能するか、そしてあなたが経験するかもしれない副作⽤に依存します。治療中の気分について
医師に相談してください。気分が良くても、パゾパニブを服⽤し続けてください。医師に相談せずにパゾパニ
ブの服⽤を中⽌しないでください。

この薬の⽤途

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？

パゾパニブを服⽤する前に、

パゾパニブ、他の薬、またはパゾパニブ錠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、投薬ガイドを確認してください。

あなたが服⽤している、または服⽤する予定の他の処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品、およびハーブ製品を医師と
薬剤師に伝えてください。次のいずれかに必ず⾔及してください。シサプリド（Propulsid）（⽶国では利⽤できません）。
クラリスロマイシン（Biaxin、Prevpac）; ドフェチリド（Tikosyn）; エリスロマイシン（EES、E-マイシン、エリスロシ
ン）; ケトコナゾール（ニゾラル）; アミオダロン（コルダロン）、ジゴキシン（ジジテック、ラノキシキャップス、ラノキシ
ン）、ジルチアゼム（カルジゼム、ディラコール、ティアザックなど）、ジソピラミド（ノルパス）、フレカイニド（タンボ
コール）、メキシレチン（メキシチル）、プロカインアミド（プロカンビッド）などの不規則な⼼拍に対する特定の薬剤）、
プロパフェノン（Rythmol）、プロプラノロール（Inderal、Innopran XL、Inderide）、キニジン、ソタロール
（Betapace、Betapace AF、Sorine）、およびベラパミル（Calan、Isoptin、Verelan）; モキシフロキサシン（Avelox）; ピ
モジド（オラップ）; リファンピン（リファチン、リファメート、リファタール、リマクタン）; リトナビル（カレトラのノル
ビル）; スパルフロキサシン（ザガム）（⽶国では利⽤できません）; およびチオリダジン（メラリル）。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。他の多くの薬もパゾパニ
ブ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。

過去6か⽉間に⾎液が咳をしたり、胃、腸、脳に出⾎があったり、過去7⽇間に⼿術を受けたりした場合は、
医師に相談してください。また、胃や腸に裂傷があるか、または裂傷したことがあるかどうかを医師に伝え
てください。消化管の2つの部分の間の異常な接続; ジルベール症候群（肝臓に影響を及ぼし、⻩疸を引き起
こす可能性のある遺伝性疾患[⽪膚または眼の⻩変]）; ⾼⾎圧; ストローク; 不整脈; QT間隔の延⻑（不整脈、
失神、または突然死を引き起こす可能性のあるまれな⼼臓の問題）; ⼼臓発作; 胸痛; または⼼臓や甲状腺の
病気。

あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。パゾパニブを
服⽤している間は妊娠しないでください。パゾパニブの服⽤中に妊娠した場合は、医師にご相談ください。パゾパニブは
胎児に害を及ぼす可能性があります。

⻭科⼿術を含む⼿術を受けている場合は、パゾパニブ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。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？
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この薬を服⽤している間は、グレープフルーツを⾷べたり、グレープフルーツジュースを飲んだりしないでください。

服⽤を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服⽤時間から12時間以内の場合は、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。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。

hat side effects can this medication cause?

Pazopanib may cause side effects. Tell your doctor if any of these symptoms are 
severe or do not go away:

diarrhea

constipation

heartburn

change in ability to taste food

joint or muscle pain

swelling of the face

tender, red palms of the hands and soles of the feet

hair loss

thin, brittle fingernails or hair

change in hair color

lightening of an area of the skin

rash

weakness

depression

unusual discomfort in cold temperatures

weight loss

Some side effects can be serious. If you experience any of these symptoms or those 
listed in the IMPORTANT WARNING section, call your doctor immediately:

fast or irregular heartbeat

chest pain

pain in the arms, back, neck or jaw

shortness of breath

headache

slow or difficult speech
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めまいまたは失神

腕や脚の弱さやしびれ

治らない傷

胃の痛みや腫れ

黒とタールのスツール

便中の⾚い⾎

吐⾎

コーヒーかすのように⾒える嘔吐

⾎尿

⿐⾎

⾎を吐く

パゾパニブ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）。

ペット、⼦供、その他の⼈がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な⽅法で処分する必要がありま
す。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の⽅法は、
薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/
リサイクル部⾨に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください
（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細について
は。

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]

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも⼊⼿でき
ます。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ものがあります。

極度の倦怠感

他の情報を知っておく必要がありますか？

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
Votrient®
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