
消費者医療情報

Gazyva-
オビヌツズマブ
輸液⽤溶液⽤濃縮液40mL中1000mg

このリーフレットの内容

Gazyvaの使⽤を開始する前に、このリーフレットを注意深くお読みください。

このリーフレットは、Gazyva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。

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Gazyvaを使⽤するリスクと、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。

この薬の使⽤について懸念がある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

このリーフレットは薬と⼀緒に保管してください。 

もう⼀度読む必要があるかもしれません。

Gazyvaの⽤途

Gazyvaは、抗腫瘍剤（または抗癌剤）として知られている薬のグループに属しています。抗腫瘍剤には
多くの異なるクラスがあります。Gazyvaはモノクローナル抗体と呼ばれるクラスに属しています。モノ
クローナル抗体は、体内の他のユニークなタンパク質を特異的に認識して結合するタンパク質です。
Gazyvaの有効成分はオビヌツズマブと呼ばれています。

Gazyvaは、慢性リンパ性⽩⾎病（CLL）の治療に使⽤されます。また、これまでに治療を受けたこと
がない患者の進⾏性濾胞性リンパ腫（FL）や、リツキシマブと呼ばれる別の薬による治療に反応しな
くなった患者の無痛性（成⻑の遅い）⾮ホジキンリンパ腫（iNHL）の治療にも使⽤されます。

Gazyvaは、Bリンパ球として知られる⽩⾎球の表⾯にあるCD20と呼ばれるタンパク質を認識し、付着しま
す。タンパク質に結合する過程で、Bリンパ球の異常な成⻑が停⽌します。この病気の原因は異常に成⻑し
ているBリンパ球です。

CLLの場合、Gazyvaは化学療法薬のクロラムブシルと⼀緒に使⽤されます。以前に治療を受けたことがな
いFL患者、およびリツキシマブに反応しなくなったiNHLの患者には、Gazyvaに最初に化学療法薬が投与
され、次に単独で投与されます。Gazyvaで使⽤される化学療法薬の詳細については、これらの薬の消費者
医療情報（CMI）について、医師、看護師、または薬剤師に問い合わせてください。
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Gazyva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。 あなたの医者は別
の理由でGazyvaを処⽅したかもしれません。

この薬は医師の処⽅箋がなければ⼊⼿できません。

Gazyvaが与えられる前に

Gazyvaを与えてはいけないとき
次の場合はGazyvaを使⽤しないでください。

•• Gazyvaまたはこのリーフレットの最後に記載されている成分のいずれかにアレルギー反応を起こ
した場合

•• マウス由来の他のタンパク質に対してアレルギー反応を起こした場合 アレルギー反応の症状に
は、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、発疹および/または
⽪膚のかゆみまたはじんましんが含まれる場合があります

•• パッケージが破れたり、改ざんの兆候が⾒られる場合

•• パックに印刷されている有効期限（EXP）が過ぎている場合
賞味期限が過ぎた後に服⽤すると、効かない場合があります。

Gazyvaが与えられる前に
次の場合は医師に相談してください。

•• 感染症、またはB型肝炎などの再発性または⻑期の感染症の病歴がある

Gazyvaによる治療中または治療後に感染するリスクが⾼くなる可能性があります。
•• 化学療法や免疫抑制薬など、免疫系に影響を与える可能性のある薬を服⽤している、または
以前に服⽤したことがある

免疫系に影響を与える薬を服⽤している、または服⽤したことがある場合は、感染症のリスクが
⾼くなる可能性があります。免疫系が弱っている⼈に通常影響を与えるPML（進⾏性多巣性⽩質
脳症）と呼ばれるまれで深刻な脳感染症の報告があります。Gazyvaなどの免疫系を弱める薬で治
療されている場合、PMLを発症する可能性が⾼くなる可能性があります。PMLは重度の障害また
は死さえも引き起こす可能性があります。

•• 不整脈（⼼臓の異常な⿎動）を伴う⼼臓病の病歴があります、狭⼼症（胸痛）、⼼不全または最
近の⼼臓発作

Gazyvaによる治療中は、医師があなたを注意深く監督します。
•• あなたは⾎餅を防ぐために薬を服⽤しています

Gazyvaは、⾎液中の⾎⼩板の数を減らすことができ、⽣命を脅かす出⾎を引き起こす可能性があり
ます。

•• あなたは⾎圧をコントロールするために薬を服⽤しています

Gazyvaは⼀時的に⾎圧を下げる可能性があるため、Gazyvaを投与する前に、医師から⾎圧薬の
服⽤を⼀時的に中⽌するようアドバイスされる場合があります。

•• あなたは既存の肺疾患を持っています
Gazyvaによる治療中は、呼吸困難になる可能性が⾼くなります。
Gazyvaによる治療中は、医師があなたを注意深く監督します。
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•• あなたは腎臓病を患っています
腎臓が正常に機能していない場合、ガジバによる治療中に副作⽤が発⽣する可能性が⾼くなりま
す。
Gazyvaによる治療中は、医師があなたを注意深く監督します。

•• あなたは肝疾患を持っています

Gazyvaの安全性と有効性は、肝臓に問題のある⼈では確⽴されていません。
•• ワクチンによる免疫を⾏う予定がある、または受けたことがある

⼀部のワクチンは、ガジバと同時に、またはガジバを投与してから数か⽉後には投与しないでくだ
さい。Gazyvaを投与する前に、医師がワクチンを接種する必要があるかどうかを確認します。

•• あなたは他の薬や⾷品、防腐剤、染料などの他の物質にアレルギーがあります

•• あなたは妊娠しているか、妊娠するつもりです

Gazyvaが胎児に有害であるかどうかは不明です。妊娠中にガジバを投与することはお勧めしませ
ん。
妊娠の可能性がある場合は、Gazyvaによる治療終了後18か⽉間は妊娠しないことをお勧めしま
す。
妊娠の可能性がある場合は、治療中およびGazyvaによる治療終了後最⼤18か⽉間、効果的な避妊
法を使⽤することをお勧めします。

•• あなたは⺟乳で育てているか、⺟乳で育てる予定です

Gazyvaが⺟乳に移⾏するかどうかは不明です。Gazyvaで治療されている間、およびGazyva
の最後の注⼊後18か⽉間、授乳を中⽌することをお勧めします。

上記のいずれについても医師に伝えていない場合は、Gazyvaの服⽤を開始する前に医師に伝えてくださ
い。

⼦供での使⽤
18歳未満の⼩児および⻘年におけるガジバの安全性と有効性は確⽴されていません。

他の薬を服⽤する
薬局、スーパーマーケット、健康⾷品店から処⽅箋なしで購⼊したものを含め、他の薬を服⽤してい
る場合は医師に相談してください。

Gazyvaは⼀時的に⾎圧を下げる可能性があるため、Gazyvaを投与する前に、医師から⾎圧薬の服
⽤を⼀時的に中⽌するようアドバイスされる場合があります。

Gazyvaはあなたの⾎中の⾎⼩板の数を減らすことができます。Gazyvaを服⽤しているときに⾎栓を防ぐために
薬を服⽤すると、⾎⼩板の数がさらに減る可能性があります。これは⽣命を脅かす出⾎を引き起こす可能性があ
ります。Gazyvaによる治療中は、医師があなたを注意深く監督します。

Gazyvaがワクチンに対する通常の反応に影響を与えるかどうかは不明です。

あなたの医者と薬剤師は、Gazyvaを服⽤している間注意するか避けるべき薬についてのより多くの情報を持って
います。

Gazyvaが与えられる⽅法
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医師または看護師から与えられたすべての指⽰に注意深く従ってください。 これらは、こ
のリーフレットに含まれている情報とは異なる場合があります。
Gazyvaは医療専⾨家によって準備されなければならず、医師または看護師によって病院または診療所で与え
られます。

Gazyvaは、静脈内へのゆっくりとした注⼊（静脈内（IV）注⼊）によって与えられます。点滴の回数
は、治療に対する反応によって異なります。

Gazyvaを受け取る前に、起こりうる注⼊反応の重症度を軽減するのに役⽴つ他の薬が与えられます。

CLLの場合

最初の注⼊： 4時間かけて点滴により100mgのガジバが投与されます。
2番⽬の注⼊： 最初の注⼊が⼗分に許容された場合、IV注⼊によって900mgのガジバが与えられます。注
⼊の期間はあなたの医者によって決定されます。
その後の注⼊： 以前の注⼊が⼗分に許容された場合、IV注⼊によって1000mgのガジバが与えられま
す。注⼊の期間はあなたの医者によって決定されます。
あなたは各注⼊の間、綿密に監視されます。あなたの医者は、それぞれがどれだけ耐えられるかに応じてあなたの注⼊
を調整するかもしれません。

濾胞性リンパ腫の場合
最初の注⼊： あなたはIV注⼊によって1000mgのGazyvaを与えられます。
その後の注⼊： 最初の注⼊が⼗分に許容された場合、IV注⼊によって1000mgのガジバが与えられます。各
注⼊の期間と注⼊を受ける時期は、医師によって決定されます。

メンテナンス処理： あなたが最初の治療に反応した場合、あなたの医者はGazyvaであなたの治療を続けることを決
定するかもしれません。Gazyvaは、2か⽉に1回、最⻑2年間受け取ることができます。

服⽤し忘れた場合
Gazyvaは医師の監督下で投与されるため、服⽤を逃す可能性はほとんどありません。ただし、ガジバを
受け取る予定を忘れたり逃したりした場合は、次の予定⽤量まで待つのではなく、できるだけ早く別の予
定を⽴てる必要があります。

与えられすぎた場合（過剰摂取）
Gazyvaは医師の監督下で投与されるため、投与量が多すぎる可能性はほとんどありません。ただし、ガ
ジバを投与した後に何らかの副作⽤が発⽣した場合は、すぐに医師に相談してください。

Gazyvaを受け取っている間

あなたがしなければならないこと

点滴反応やアレルギー反応、または⼼臓の問題の兆候や症状がある場合は、すぐに医師または看護
師に伝えてください。
いくつかの兆候と症状には次のものが含まれます。

•• 呼吸困難を伴う顔、唇、⾆、喉の腫れ
•• あなたの体の他の部分の腫れ
•• 息切れ、喘鳴または呼吸困難
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•• ⽪膚の発疹、かゆみ、じんましん
•• 気分が悪い（吐き気）
•• 発熱、悪寒
•• 疲労感
•• 頭痛
•• 胸痛
•• 不整脈または不整脈

Gazyvaを受け取っているパートナーまたは介護者に伝え、あなたの動きや⾏動の変化に気づいたかどう
かを伝えてもらいます。彼らが何か変化に気づいたら、あなたはすぐにあなたの医者にそれらについて
話すべきです。
あなたの医者はいくつかのテストを実⾏し、あなたの治療法を変える必要があるかもしれません。

あなたを治療しているすべての医師、⻭科医、薬剤師に、あなたがガジバを投与されていることを伝えてください。

妊娠中またはガジバ投与中に家族を始める予定がある場合、ガジバ投与中に授乳する予定がある場合、
または⾚ちゃんにワクチン接種する予定で、ガジバ投与中に⾚ちゃんを妊娠した場合は、医師に相談し
てください。

進⾏状況を確認できるように、必ず医師との約束をすべて守ってください。

医師が定期的に⾎液検査を⾏います。

してはいけないこと
最初に医師に相談せずにGazyva治療を中⽌しないでください。 Gazyvaがあな
たの状態を助けていないと感じたら、医師に伝えてください。

処⽅箋が必要かどうかにかかわらず、最初に医師に相談するか薬剤師に相談せずに、他の薬を服⽤しない
でください。

注意点
Gazyvaがどのように影響するかがわかるまで、機械の運転や操作には注意してください。 Gazyva
は通常、機械を運転または操作する能⼒に問題を引き起こしません。ただし、セクションに記載さ
れている反応のいずれかが発⽣した場合あなたがしなければならないこと反応が⽌まるまで、機械
の運転や操作は控えてください。

副作⽤

Gazyvaを服⽤しているときに気分が悪い場合は、できるだけ早く医師または看護師に伝えてくださ
い。
Gazyvaは、CLLまたは濾胞性リンパ腫のほとんどの⼈を助けますが、⼀部の⼈には望ましくない副作⽤がある可能性があり
ます。

すべての薬には副作⽤があります。時には彼らは深刻ですが、ほとんどの場合そうではありません。いくつかの副作
⽤が出た場合は、医師の診察が必要になる場合があります。

65歳以上の場合、または腎臓に問題がある場合は、副作⽤が発⽣する可能性が⾼くなります。
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医師または薬剤師に質問に答えてもらいます。

以下の副作⽤のリスト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。

注⼊中
点滴を受けているときに次のいずれかに気付いた場合は、すぐに医師または看護師に伝えてくださ
い。

•• 呼吸困難を伴う顔、唇、⾆、喉の腫れ
•• あなたの体の他の部分の腫れ
•• 息切れ、喘鳴または呼吸困難
•• 発疹、かゆみ、じんましん、サイズが⼤きくなる可能性のある硬化または変⾊した⽪膚病変な

どの⽪膚の問題
•• 嘔吐または気分が悪くなる（吐き気）
•• 発熱、紅潮または悪寒
•• 下痢
•• 咳や喉の炎症
•• 疲労感
•• 頭痛
•• 胸痛
•• 通常より出⾎またはあざ
•• めまいまたはふらつき
•• 不整脈または不整脈

これらは深刻な副作⽤である可能性があります。医師の診察が必要な場合があります。

注⼊後
次のいずれかに気付いた場合は、すぐに医師に相談するか、最寄りの病院の事故と緊急事態に⾏ってく
ださい。

•• 呼吸困難を伴う顔、唇、⾆、喉の腫れ
•• あなたの体の他の部分の腫れ
•• 息切れ、喘鳴または呼吸困難
•• ⽪膚の発疹、かゆみ、じんましん
•• 胃のけいれんや痛み
•• 重度または⾎性下痢
•• 吐き気と嘔吐（吐⾎やコーヒーかすのように⾒える物質を含む）
•• 体のあらゆる部分からの異常な出⾎
•• 異常なあざ
•• ⾎の塊
•• めまいや⽴ちくらみ発熱、悪寒
•• 激しい咳
•• 不整脈または不整脈
•• 胸痛
•• 次の1つまたは組み合わせ：混乱、⽅向感覚の喪失または記憶喪失、移動、歩⾏または会話の

⽅法の変化、体の強度の低下または進⾏性の衰弱、ぼやけたまたは視⼒の喪失。

これらは深刻な副作⽤である可能性があります。医師の診察が必要な場合があります。

次のいずれかに気付いた場合は、医師または薬剤師に伝えてください。
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•• 発熱、悪寒、呼吸器感染症（肺炎を含む）、帯状疱疹、⼝内炎、尿路感染症などの頻繁な感染症

•• ⼝や喉の痛み
•• ⿐⽔または⿐づまりまたは胸の⿐づまり
•• 関節、⾻または筋⾁の痛み
•• 背中の痛み、または腕や脚の痛み
•• 頭痛
•• 下痢、便秘、腹部の不快感や痛み、または痔核
•• 尿失禁または痛み
•• 体重増加
•• 持続性の咳
•• 脱⽑
•• かゆみのある肌

•• 不眠および/または疲労感
•• 落ち込んだり不安になったりする
•• ⽪膚の変化‒変⾊、異常な成⻑または外観

これは、考えられるすべての副作⽤の完全なリストではありません。あなたの医者または薬剤師はより完全なリストを持っています。他の⼈

は何⼈かの⼈々に起こるかもしれません、そしてまだ知られていないいくつかの副作⽤があるかもしれません。

このリストに載っていなくても、気分が悪くなる他の何かに気付いた場合は、医師または薬剤師に伝えて
ください。
このリストの内容がわからない場合は、医師、看護師、または薬剤師に相談してください。

製品説明

保管所
Gazyvaは、薬局または病棟の冷蔵庫で2°Cから8°Cの温度で保管されます。

可⽤性
Gazyvaは、静脈内注⼊⽤の40 mLの溶液（25 mg / mL）を含む単回投与のガラスバイアルとして提供
されます。静脈に注⼊する前に希釈します。

Gazyvaはどのように⾒えるか
Gazyvaは、透明で無⾊からわずかに茶⾊がかった液体です。

材料
Gazyvaの各バイアルには1000mgの有効成分が含まれていますオビヌツズマブ。また、以下が含まれます。

•• 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
•• ポロキサマー188

スポンサーの詳細

Gazyvaはニュージーランドで以下によって供給されます：
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Roche Products（New Zealand）Limited 
PO Box 109113
ニューマーケット

オークランド1149

ニュージーランド

医療に関するお問い合わせ：0800 276 243

準備⽇

このリーフレットは2021年12⽉20⽇に作成されました
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