
消費者医療情報

YERVOY®
（ユレボイ）

イピリムマブ（ipi-lim-u-mab） 進⾏性腎がん（腎細胞がん）およ
び悪性胸膜中⽪腫（肺の内層に影
響を与えるがんの⼀種）。

免疫系、そしてあなたが感染症やい
くつかの癌を発症する可能性が⾼く
なる可能性がありますこれには何がありますか

リーフレット •• ⾃⼰免疫疾患（体が⾃⾝の
細胞を攻撃する状態）があ
る場合。このリーフレットは、YERVOYに関するい

くつかの⼀般的な質問に答えます。利⽤可
能なすべての情報が含まれているわけでは
ありません。それはあなたの医者や薬剤師
と話す代わりにはなりません。

ニボルマブと化学療法を併⽤し
たYERVOYによる治療 •• B型肝炎（HBV）またはC型肝炎

（HCV）を含む、肝臓の慢性ウイルス
感染症を患っている、または患ったこ
とがある場合YERVOYとニボルマブおよび化学療

法の併⽤は、成⼈の進⾏性肺がん
の治療に使⽤されます。すべての薬にはリスクと利点がありま

す。あなたの医師は、あなたがYERVOY
を受け取るリスクと、それがあなたにも
たらすと期待する利益とを⽐較検討しま
した。

•• ヒト免疫不全ウイルス
（HIV）感染症または後天性
免疫不全症候群（AIDS）を
患っている場合

この薬は医師の処⽅箋がなければ
⼊⼿できません。

•• 抗凝固療法を受けている場合。
これらは薬です
胃や腸の出⾎のリスクを⾼め
る

この薬の服⽤について懸念がある
場合は、医師に相談してくださ
い。

YERVOYは、経験豊富な医師の監
督の下、病院であなたに与えられ
ます。

このリーフレットを注意深く読み、後で
参照できるように安全な場所に保管して
ください。

•• 以前に癌治療で重度の⽪膚反
応を経験したことがある場合YERVOYが処⽅された理由につい

て質問がある場合は、医師に相談
してください。 •• 肺の炎症の病歴がある場

合。

YERVOYとは
のために使⽤される

YERVOYは以下を引き起こす可能性があります：

あなたがいる前に
与えられたヤーボイ

•• ⼼拍数や⼼拍数の変化、不整脈
などの⼼臓の問題。

YERVOYには、免疫系が癌細胞を攻
撃して破壊するのを助けるタンパク
質である有効成分イピリムマブが含
まれています。

YERVOYを与えられるべきでは
ありません •• 出⾎や腸の穿孔に悪化する可能

性のある腸、腸、胃の炎症。兆
候と症状には、下痢（⽔様性、
緩い、または柔らかい便）、排
便回数の増加（1⽇あたり2回以
上の増加）、

便秘、便の⾎、または濃い⾊の
便、胃の部分の痛みや圧痛。

•• イピリムマブまたはYERVOYの他の成
分のいずれかにアレルギー（過敏）が
ある場合。よくわからない場合は、医
師に相談してください。

YERVOYによる治療
YERVOYは、成⼈の⽪膚がん（切除不能
または進⾏性黒⾊腫）の治療に単⼀の
治療法として使⽤されます。

ニボルマブと組み合わせた
YERVOYによる治療

YERVOYを投与する前に、医師ま
たは看護師に確認してください

•• コルチコステロイドまたは免
疫抑制療法を受けている場
合。これらはあなたの機能を
低下させる薬です

YERVOYとニボルマブの併⽤療法は、進
⾏性⽪膚がん（切除不能または切除不
能）の治療に使⽤されます
転移性黒⾊腫）、⼀種の

•• 呼吸困難や咳などの肺の問題。
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これらは、肺の炎症（肺炎また
は間質性肺疾患）の兆候である
可能性があります。

•• 筋⾁の炎症。兆候や症状には、
筋⾁痛、こわばり、脱⼒感、胸
痛、重度の倦怠感などがありま
す。これには⼼筋炎が含まれる
場合があります
（⼼臓の筋⾁の炎症）、筋炎
（筋⾁の炎症）および

横紋筋融解症（筋⾁と関節のこわ
ばり、筋⾁のけいれん）。

妊娠と乳房-
給餌
妊娠しているのか、妊娠を計画して
いるのか、授乳中ののかを医師に伝
えてください。•• 肝障害または肝炎。兆候と症状には以

下が含まれる場合があります
⽪膚や⽩⽬（⻩疸）の⻩変、
腹部の痛み、過度の眠気

妊娠中の⽅は、医師の勧めがない
限り、YERVOYを使⽤しないでく
ださい。
妊娠中の⼥性におけるYERVOYの効
果は不明ですが、有効成分である
イピリムマブが胎児に害を及ぼす
可能性があります。

•• ⽪膚の発疹またはかゆみ。重度
の⽪膚反応の兆候と症状には、
かゆみを伴うまたは伴わない⽪
膚の発疹、⽪膚の剥離、乾燥
肌、発熱、
疲労、顔やリンパ腺の腫れ、好
酸球（⽩⾎球の種類）の増加、
肝臓、腎臓、肺への影響。重度
の⽪膚反応には、中毒性表⽪壊
死症（TEN）、スティーブン
ス‧ジョンソン症候群
（SJS）、および薬物反応が含
まれます。

好酸球増加症および全⾝
症状（DRESS）。

•• ⽬の炎症。症状には、⽬の⾚
み、⽬の痛み、視⼒の変化、視
⼒のぼやけなどがあります。

•• 固形臓器移植 •• 妊娠する可能性のある⼥性の場
合は、YERVOYの治療中に効果
的な避妊を⾏う必要がありま
す。

ドナー細胞（同種異系）を使⽤する幹細
胞移植の合併症が発⽣する可能性があり
ます。これらの合併症は重篤であり、死
に⾄る可能性があります。あなたが同種
異系の幹細胞を持っている場合、あなた
の医療提供者は合併症の兆候についてあ
なたを監視します
移植。

•• YERVOYの使⽤中に妊娠した場合
は、医師に相談してください。

治療を受けている場合は、授乳を
やめる必要があります
YERVOY。他の薬を使う

処⽅箋なしで⼊⼿した薬を含め、
他の薬を服⽤している、または最
近服⽤したことがあるかどうかを
医師に伝えてください。治療中に
薬を服⽤する前に、医師にアドバ
イスを求めてください。

イピリムマブが⺟乳に含まれるかどう
かは不明です。授乳中の乳児へのリス
クを排除することはできません。

•• 神経の炎症。症状には、筋⼒
低下または筋⼒低下、⼿や⾜
のしびれやうずき、喪失など
があります。

意識または⽬覚めの難し
さ。

機械の運転と使⽤
影響を受けていないことが確実でない限
り、ヤーボイを投与された後は、機械を
運転したり使⽤したりしないでくださ
い。

⼦供

•• 炎症や腎臓の問題。兆候と症状
には、異常な腎機能検査、また
は低下が含まれる場合がありま
す
尿量

詳細情報が利⽤可能になるまで、
⼦供または⻘年（18歳未満）でこ
の薬を使⽤することはお勧めしま
せん。

疲労感や衰弱は、ヤーボイの⾮常に
⼀般的な副作⽤です。これは、機械
を運転または操作する能⼒に影響を
与える可能性があります。したがっ
て、患者はヤーボイを投与された後
は注意が必要です。

YERVOYには特に注意して
ください•• ホルモン産⽣腺の損傷ま

たは炎症。症状には次の
ものが含まれます
頭痛、ぼやけたまたは複視、
倦怠感、性欲の低下、⾏動の
変化

YERVOYは免疫系に影響を及ぼし、体
の⼀部に炎症を引き起こす可能性のあ
る薬です。炎症はあなたの体に深刻な
損傷を引き起こす可能性があり、いく
つかの炎症状態は不可逆的または⽣命
を脅かす可能性があります。⼀部の炎
症状態では、ヤーボイの治療または中
⽌が必要になる場合があります。あな
たの医者に⾔いなさい

炎症の症状がある場合はすぐに。
このリーフレットの「起こりうる
副作⽤」に記載されています。

YERVOYの成分のいくつかに関する
重要な情報
YERVOYを投与する前に、減塩（減塩）⾷
を摂っている場合は医師に相談してくだ
さい。この薬には、濃縮物1mLあたり
2.3mgのナトリウムが含まれています。

•• 糖尿病。症状には、過度の喉の
渇き、⼤幅に増加した尿量の通
過、体重減少による⾷欲増進、
疲労感、眠気、衰弱、落ち込
み、イライラ、⼀般的に体調不
良などがあります）または糖尿
病性ケトアシドーシス（糖尿病
から⽣じる⾎液中の酸） 。
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YERVOYはどのように
与えられた

あなたがいる間
治療されています
YERVOYで

誰もがそれらを取得します。あなたの医
者はあなたとこれらについて話し合い、
あなたの治療のリスクと利点を説明しま
す。YERVOYは、病院またはクリ

ニックで
経験豊富な医師の監督。

あなたがしなければならないこと
YERVOYを単独で使⽤した場合
の臨床試験では、以下の副作⽤
が報告されています。の兆候や症状がある場合は、すぐに

医師に相談してください。起こりう
る副作⽤または悪化した場合。

それは静脈への注⼊（点滴）としてあ
なたに与えられます（静脈内）。 ⾮常に⼀般的な副作⽤（10⼈に1⼈以上の

ユーザーに影響します）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。 •• ⾷欲減少

•• 下痢
⾃分で他の薬で症状を治療しよう
としないでください。

•• 気分が悪い（吐き気）または気分が悪
い（嘔吐）投与量と投与頻度 あなたの医者はかもしれません

•• 合併症を防ぐために他の薬を与
えて
症状を軽減する

•• 胃痛
•• かゆみ、⽪膚の発疹

•• 疲れや衰弱を感じる

•• 咳
•• 頭痛
•• 熱
•• 不眠症

YERVOYの推奨⽤量と頻度は、
治療に使⽤されているがんの種
類によって異なります。 •• YERVOYの次の投与を差

し控える
•• または、ヤーボイによる治療を完全

に中⽌してください。
⼀部の種類のがんは、ヤーボイとの
併⽤で治療されます
ニボルマブまたはニボルマブと
化学療法。

これらの兆候や症状は時々遅れ、最
後の服⽤から数週間または数ヶ⽉後
に発症する可能性があることに注意
してください。前
治療、あなたの医者はあなたの⼀般的
な健康状態をチェックします。また、
治療中に⾎液検査が⾏われます。

これら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。他の薬で症状を治療しようとしな
いでください。

あなたの医者はあなたがどの治療を受
けるかをあなたにアドバイスし、これ
らの治療の⽤量と頻度についてあなた
に話します。

⼀般的な副作⽤（100⼈中1〜10⼈のユー

ザーに影響します）あなたを治療している他の医師、⻭科
医、薬剤師に、あなたがヤーボイを与
えられていることを伝えてください。

この薬の使⽤法を理解するために、
ニボルマブの消費者向け医薬品情報
リーフレットを参照してください。
こ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。

•• ⾎液の深刻な細菌感染（敗⾎
症）

•• 腫瘍の痛み
新しい薬を使い始めようとしている
場合は、医師、⻭科医、または薬剤
師にYERVOYが投与されていることを
伝えてください。

•• 下垂体の機能低下（下垂体機
能低下症）、
副腎、または甲状腺機能低
下症（甲状腺機能低下症）
で、倦怠感や体重増加を引
き起こす可能性があります

YERVOYの服⽤を逃し
た場合 アレルギー反応の症状が出た場

合は、すぐに医師に相談してく
ださい。あなたが受け取るためにすべての予定を

保持することは⾮常に重要です
YERVOY。約束を逃した場合は、次の服
⽤をいつスケジュールするか医師に相
談してください。

•• 急速な⼼拍数を引き起こす可能性
のある甲状腺の過活動機能（甲状
腺機能亢進症）、
発汗と体重減少

これらの症状は次のとおりです。

•• 息切れ、喘鳴または呼吸困難

•• 顔、唇、⾆、または体の他の
部分の腫れ

•• 脱⽔
YERVOYの使⽤をやめた場合 •• 痛みや⾚み、かすみ⽬を引き

起こす⽬の炎症治療を中⽌すると、薬の効果が⽌ま
る場合があります。医師と話し合っ
ていない限り、ヤーボイによる治療
を中⽌しないでください。

•• ⽪膚の発疹、かゆみ、じんましん

•• 低⾎圧、顔と⾸の⼀時的な⾚
み

この薬の治療や使⽤についてさ
らに質問がある場合は、医師に
相談してください。

可能性のある側⾯
効果 •• 息切れ、胃や腸の出⾎

（腸）、結腸の炎症（⼤
腸）、便秘

すべての薬と同様に、YERVOYは副作⽤を引き起こ

す可能性がありますが、そうではありません
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•• 減量
•• 肝臓の異常な機能

•• 神経の損傷（痛み、脱⼒感、
けいれんを引き起こす）、め
まい、短時間の不随意筋収
縮、震え、脳内の⽔分の過剰
な蓄積、頭の神経の病気、話
すことの困難、調整の困難

動き（運動失調）

•• 甲状腺に損傷を与えるあなた
⾃⾝の体細胞のいくつかに対
する抗体または
腎臓または脳の炎症•• ⽪膚の炎症と発⾚、⽪膚の⾊

の変化
パッチ（⽩斑）、脱⽑または
薄⽑、 •• メンタルヘルスの変化

•• 寝汗
•• 筋⾁や関節の痛み
•• 腎機能障害
•• 発熱、震え、エネルギー不⾜、

•• 神経の炎症（四肢の痛み、
脱⼒感、⿇痺を引き起こ
す）、眠気またはエネル
ギー不⾜•• 腸穿孔、胃壁膜の炎症、

⼗⼆指腸、腸または膵臓の炎
症、胸焼け

•• 症状のトライアド（髄膜刺激
症状）：項部硬直、明るい光
の不耐性、頭痛

•• 腫れ、痛み、注射部位の反
応、

•• 錯乱 •• ⽬の炎症、⽬の腫れ、⽬の⾊の
部分の炎症、⽬の腫れ

•• がん治療後に発⽣する代謝
性合併症のグループ•• アルカリホスファターゼ（肝臓か

ら放出される酵素）の増加

•• インフルエンザ様疾患 •• 肝不全、肝臓の肥⼤、肝臓の炎
症、甲状腺、腎臓、膵臓または
中枢神経系、

体のさまざまな臓器の炎症細
胞、特定の臓器の内⾯の内層
の免疫関連効果、⽪膚や⽬の
⻩変（⻩疸）

•• ⼼筋の炎症、⼼筋の病気、

不整脈まれな副作⽤（1,000⼈中1〜10⼈の
ユーザーに影響） •• 四肢の⾎液供給の制限、炎症性

⾎管の破壊、⾎管（最も⼀般
的には頭の動脈）の炎症性疾
患、つま先や指のしびれや⻘
⽩い⾎液循環の低下

•• ⾎液の深刻な細菌感染（敗⾎
症、敗⾎症性ショック）

•• 尿路感染症、腎臓病、腎臓機
能障害

•• 胃や腸の炎症
•• 注⼊に関連する反応、多臓器不

全
•• うつ病、性欲の低下、 •• 肺の⽔分によって引き起こされ

る呼吸障害
•• ⾚⾎球の減少
•• 多臓器炎症
•• 難聴
•• 髪の⾊の変化
•• 粘膜の炎症
•• 注⼊関連の反応

•• ⽪膚の⾎管の炎症、じんましん
（かゆみ、でこぼこした発
疹）、腕、脚、顔の痛みを伴う
⽪膚病変

•• 腸の炎症性疾患（腹痛、吐
⾎、嘔吐、体重減少などの下
痢を引き起こす）

•• 筋⾁のけいれん、痛みを伴
う関節、筋⾁の炎症 •• ⽪膚の剥離

•• ⽉経の変化または⽋如 •• 筋⾁の炎症、股関節の痛みやこ
わばりを引き起こし、
ショルダー

まれな副作⽤（10,000⼈中1〜10⼈のユー

ザーに影響します）
•• ⽬の痛み、視⼒低下、⽬の出

⾎、⽬の異物感、

⽬の筋⾁の炎症、⽬の腫れ

•• 聴覚障害
•• 気道または上気道の感染症

•• 過剰な免疫細胞によって引
き起こされる⾎液障害。

•• 脳や脊髄の周りの感染症
•• 不整脈または異常な⼼拍

•• アレルギー反応（ショック） テスト結果の変化•• 呼吸困難、肺の炎症、肺の⽔
分、花粉症 •• 視床下部の活動低下（脳の⼀

部）によって引き起こされる副
腎の機能低下
または過剰な下垂体（脳の基部
にある⼩さな腺）、性ホルモン
を産⽣する腺の⽋陥

YERVOYは、医師が実施した検査の結果に変
化をもたらす可能性があります。これらに
は以下が含まれます：•• ⾎管の病気、低⾎圧、発汗と急

速な⼼拍を伴う激しい熱感、⼼
筋の衰弱、⼼臓の周りの体液

•• ⾚⾎球（酸素を運ぶ）、⽩⾎球
（感染と戦うのに重要）の数の
変化または
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⾎⼩板（⾎液の凝固を助ける
細胞）

（腎臓の上にある腺）; 機能
低下（甲状腺機能低下症）ま
たは
脳の基部にある下垂体の炎症
（下垂体炎）; 甲状腺機能亢進
症。⼼拍数の上昇、発汗、体重
減少を引き起こす可能性があり
ます。甲状腺の炎症（甲状腺機
能亢進症）; 甲状腺の腫れ

− 糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシ
ス）、糖尿病から⽣成される⾎中
の酸•• ⾎中のホルモンと肝酵素レベル

の異常な変化 − 四肢の痛み、脱⼒感、⿇痺を引
き起こす神経の⼀時的な炎症
（ギランバレー症候群）;

しびれや脱⼒感を引き起
こす神経の損傷
（多発性神経障害）; 神経の炎
症; 下垂⾜（腓⾻神経⿇痺）; 体
によって引き起こされる神経の
炎症
⾃分⾃⾝を攻撃し、しびれ、脱⼒感、
うずき、または灼熱痛を引き起こす
（⾃⼰免疫性ニューロパシー）

•• ナトリウム、リン酸塩またはカ
リウムの⾎中濃度が低い

•• 尿中の⾎液またはタンパク質

•• リウマチ因⼦のレベルの上昇

•• 腎臓は⾎液から酸を正常に取り除
くことができません

− 脱⽔
− 腕や脚のしびれ、脱⼒感、

うずき、灼熱痛を引き起こ
す神経の炎症; めまい

•• ⾎液や他の体組織の異常に⾼
いアルカリ性

•• あなた⾃⾝の細胞のいくつか
に対する⾎液中の抗体の存在 − 痛みや⾚み、かすみ⽬を引き

起こす⽬の炎症。 − ⼼拍のリズムや⼼拍数の変
化、不整脈

YERVOYとニボルマブの併⽤療
法では、以下の副作⽤が報告さ
れています。

− 速い⼼拍数
− 肺の周りの⽔分

− ⾼⾎圧（⾼⾎圧）
− 腸穿孔、胃の炎症（胃炎）、

⼗⼆指腸の炎症（⼗⼆指腸
炎）

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） − 咳と呼吸困難を特徴とする肺の
炎症（肺炎）、⾎餅、咳− 急速な⼼拍数を引き起こす可能性の

ある甲状腺機能亢進症、
発汗と体重減少

− 多くの場合銀⾊の鱗屑を伴う、
⾚い⽪膚の肥厚したパッチを伴
う⽪膚疾患（乾癬）− 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

− ⼝内炎および⼝唇ヘルペス
（⼝内炎）、膵臓の炎症（膵
炎）、
便秘、⼝渇。

− 関節の慢性疾患（脊椎
関節症）− ⾷欲不振

− 頭痛
− 息切れ（呼吸困難）

− 肝臓の炎症 − 涙や唾液など、体に⽔分を与え
る腺を免疫系が攻撃する病気
（シェーグレン症候群）− パッチ（⽩斑）の⽪膚の⾊の変

化、乾燥肌、⽪膚の⾚み、異常
な脱⽑または
蕁⿇疹、かゆみを伴う発疹）

− 腸の炎症（⼤腸炎）、下痢（⽔
様性、緩い、または柔らかい
便）、嘔吐、吐き気、腹痛

− 関節の炎症（関節炎）
− 筋⾁や⾻の痛み

− ⽔ぶくれ、かゆみを伴う⽪膚の
発疹

− 腎不全（腎機能の突然の喪失
を含む）

− 痛みやこわばりを引き起
こす筋⾁の炎症（筋炎）

− 関節、筋⾁、⾻の痛み − 浮腫（腫れ）、痛み
− アレルギー反応、薬の注⼊

に関連する反応
− 腎臓の炎症（腎炎）

− 疲れや衰弱を感じる

− 熱 − 胸痛
⼀般的（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があ

ります）

珍しい（100⼈に1⼈まで影響する可能性
があります）

− 息切れ、倦怠感、動悸、胸痛
を特徴とする⼼臓の炎症（⼼
筋炎）。− 重篤な肺感染症（肺炎）、

上気道の感染症
− 脳の炎症
− 気管⽀炎
− さまざまな臓器や組織、最も⼀

般的には肺での炎症細胞の蓄積
に関連する慢性疾患

（サルコイドーシス）

− 筋⾁痛、倦怠感、吐き気または
嘔吐を特徴とする筋⾁の破壊/損
傷（横紋筋融解症）。

− ⼀部の⽩⾎球の増加

− 副腎によって⽣成されるホルモ
ンの分泌の減少
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まれ（1000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）、
上気道の感染症

脳、副甲状腺ホルモンの減
少

− ⽪膚の重度で致命的な剥離（中
毒性表⽪壊死症）
壊死症、スティーブンス‧ジョン

ソン症候群）

− しびれや脱⼒感を引き起
こす神経の損傷
（多発性神経障害）; 体が⾃分⾃⾝
を攻撃することによって引き起こ
される神経の炎症、
しびれ、脱⼒感、うずきまたは
灼熱痛（⾃⼰免疫性ニューロパ
チー）、脳の炎症

− ⼀部の⽩⾎球の増加

− アレルギー反応、薬の注⼊
に関連する反応テスト結果の変化

− ニボルマブとヤーボイの併⽤は、
医師が実施した検査結果に変化を
もたらす可能性があります。これ
らには以下が含まれます：

− 副腎によって⽣成されるホルモ
ンの分泌の減少
（腎臓の上にある腺）、
炎症
（下垂体炎）脳の基部に位置す
る下垂体、甲状腺の過活動、こ
れは急速な⼼拍数、発汗、体重
減少を引き起こす可能性があり
ます、
甲状腺の腫れ

− ぼやけた視界
− 異常な肝機能検査
− 異常な腎臓機能検査

− ⼼拍のリズムや⼼拍数の変
化、不整脈

− ⾚⾎球（酸素を運ぶ）、⽩⾎球
（感染と戦うのに重要）、また
は⾎⼩板（⾎液の凝固を助ける
細胞）の数の減少

− ⾼⾎圧（⾼⾎圧）、低⾎
圧（低⾎圧）

− 腕や脚のしびれ、脱⼒感、
うずき、灼熱痛を引き起こ
す神経の炎症; めまい

− 肺の周りの⽔分、気管⽀炎

− 脂肪を分解する酵素とでんぷん
を分解する酵素のレベルの上
昇。

− 多くの場合銀⾊の鱗屑を伴う、
⾚い⽪膚の肥厚したパッチを伴
う⽪膚疾患（乾癬）

− ドライアイ

− 頭痛
− 息切れ（呼吸困難）

− ⾎液中のカルシウム、カリウム、マグ
ネシウム、またはナトリウムの異常な
レベル

− ⽪膚の重度でおそらく致命的な剥離
（スティーブン-ジョンソン
症候群）

− ビリルビンの⾎中濃度が⾼い
− 体重の減少

− 咳と呼吸困難を特徴とする肺の
炎症（肺炎）、⾎餅、咳

− 痛みやこわばりを引き起
こす筋⾁の炎症（筋炎）

− ⾎中の糖度が⾼い（⾼⾎糖）ま
たは低い（低⾎糖）

− 腎臓の炎症（腎炎）
− 腸の炎症（⼤腸炎）

− 胸痛
テスト結果の変化− ⼝内炎および⼝唇ヘルペス

（⼝内炎）、膵臓の炎症（膵
炎）、
便秘、⼝渇。

YERVOYをニボルマブと化学療法
と組み合わせて投与した場合の臨
床試験では、以下の副作⽤が報告
されています。

オプジーボとイピリムマブおよび化学
療法の併⽤は、医師が実施した検査結
果に変化をもたらす可能性がありま
す。これらには以下が含まれます：

− 肝臓の炎症
− 乾燥肌、肌の⾚み、異常な

脱⽑または薄⽑⾮常に⼀般的（10⼈に1⼈以上に影響を与

える可能性があります） − 異常な肝機能検査
− 異常な腎臓機能検査

− 関節、筋⾁、⾻の痛み、関節の
炎症− 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
− 腎不全（腎機能の突然の喪失

を含む）

− ⾚⾎球（酸素を運ぶ）、⽩⾎球
（感染と戦うのに重要）、また
は⾎⼩板（⾎液の凝固を助ける
細胞）の数の減少

− ⾷欲不振
− 下痢（⽔様性、緩いまたは柔ら

かい便）、嘔吐、吐き気
− 熱
− 浮腫（腫れ）− ⽔ぶくれ、かゆみを伴う⽪膚の

発疹 珍しい（100⼈に1⼈まで影響する可能性
があります） − 脂肪を分解する酵素とでんぷん

を分解する酵素のレベルの上
昇。

− 疲れや衰弱を感じる
⼀般的（10⼈に1⼈まで影響を受ける可能性があ
ります）

− 活動低下機能
（下垂体機能低下症）下垂体の
基部に位置する ⾎液中のカルシウム、カリウム、マグネ

シウム、またはナトリウムの異常なレベ
ル

− 結膜炎
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⾎中の糖分レベルが⾼い（⾼⾎糖
症）

後援
ブリストル-マイヤーズスクイブ（NZ）リミテッド88

ショートランドストリート

オークランド1010
ニュージーランド

ビリルビンの⾎中濃度が⾼い
このリーフレットに記載されている副作⽤のいずれ

かが現れたり悪化したりした場合、またはこのリー

フレットに記載されていない副作⽤に気付いた場合

は、医師にご相談ください。
準備⽇：
2022年1⽉起こりうる副作⽤に驚かないでくだ

さい。

あなたはそれらのどれも経験しないかもしれません。 YERVOY®（イピリムマブ）は、ブ
リストルマイヤーズスクイブカンパ
ニーの登録商標です。

あなたが持っているかもしれないどんな質問にでも答える

ようにあなたの医者に頼んでください。

さらに遠く
情報

YERVOYに含まれるもの
•• 有効成分はイピリム

マブです。
各バイアルには、50mgまたは200mgのイ

ピリムマブが含まれています。

•• 他の成分は、トロメタモール塩酸
塩、塩化ナトリウム、マンニトール
（E421）、ペンテト酸、ポリソル
ベート80、⽔酸化ナトリウム、

注射⽤塩酸と⽔。

YERVOYの外観とパックの
内容
輸液⽤のYERVOY濃縮液は、透明から
わずかに乳⽩⾊、無⾊から淡⻩⾊の
液体で、軽い（少数の）粒⼦が含ま
れている可能性があり、アルミニウ
ムで密封されたゴム栓付きのガラス
バイアルで供給されます。

10mLのバイアル1つまたは40mLのバイ
アル1つを含むパックで⼊⼿できます。

すべてのパックサイズが販売されているわけではありません。

YERVOYの保管⽅法
YERVOYをご⾃⾝で保管するように求められ
る可能性はほとんどありません。それはあな
たに与えられた病院または診療所に保管され
ます。
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