
家 →薬、ハーブ、サプリメント →スニチニブ

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607052.html

スニチニブ
（soo ni'ti nib）と発⾳します

重要な警告：

スニチニブは肝臓に深刻なまたは⽣命を脅かす損傷を引き起こす可能性があります。肝臓病や肝臓の問題
があるか、またはこれまでに経験し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：かゆみ、⻩⾊い⽬と⽪膚、暗⾊尿、または右上腹部
の痛みや不快感。医師は、スニチニブの投与量を減らすか、治療を恒久的または⼀時的に中⽌する必要が
あるかもしれません。

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。医師は、スニチニブを服⽤しても安全である
ことを確認し、薬に対する体の反応を確認するために、治療前および治療中に特定の⾎液検査を命じま
す。

スニチ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。

スニチ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？

スニチニブは、消化管間質腫瘍（GIST;胃、腸（腸）、または⾷道（喉と胃をつなぐ管）で成⻑する腫瘍の⼀
種）を治療するために使⽤されます。スニチニブは、進⾏性腎細胞癌（RCC、腎臓の細胞から発⽣する癌の⼀
種）の治療にも使⽤されます。スニチニブは、RCCの再発を防ぐためにも使⽤されます。スニチニブは、悪化
して治療できない腫瘍を持つ⼈々の膵臓神経内分泌腫瘍（pNET、膵臓の特定の細胞で始まる腫瘍の⼀種）の治
療にも使⽤されます。⼿術。スニチニブは薬のクラスにあります
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キナーゼ阻害剤と呼ばれます。それは、癌細胞に増殖するように信号を送る異常なタンパク質の作⽤をブロックすることによって機能します。こ

れは、がん細胞の拡散を停⽌または遅らせるのに役⽴ち、腫瘍を縮⼩するのに役⽴つ可能性があります。

わあ、この薬を使うべきですか？

スニチニブは、⾷物の有無にかかわらず⼝から摂取するためのカプセルとして提供されます。消化管間質腫瘍
（GIST）の治療、または腎細胞癌（RCC）の治療では、スニチニブは通常1⽇1回4週間（28⽇間）服⽤し、その
後2週間休憩してから次の投与サイクルを開始します。あなたの医者が勧める限り、6週間ごとに繰り返されま
す。RCCの予防のために、スニチニブは通常1⽇1回4週間（28⽇間）服⽤し、その後2週間休憩してから次の投
薬サイクルを開始し、6週間ごとに9サイクル繰り返します。膵臓神経内分泌腫瘍（pNET）の治療では、スニチ
ニブは通常1⽇1回服⽤します。毎⽇ほぼ同じ時間にスニチニブを服⽤してください。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。指⽰通りにス
ニチ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。

カプセル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。カプセルを開けないでください。

スニチニブの投与量によっては、⼀度に1つ以上のカプセルを服⽤する必要がある場合があります。

特定の副作⽤が発⽣した場合、医師は⽤量を減らすか、⼀時的または恒久的に治療を中⽌することがありま
す。これは、薬があなたのためにどれだけうまく機能するか、そしてあなたが経験する副作⽤に依存します。
スニチニブによる治療中の気分について医師に相談してください。

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？

スニチニブを服⽤する前に、

スニチニブ、スニチニブカプセルの成分、またはその他の薬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、製造元の患者情報シート（投薬ガイド）
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。次のいずれかに必ず⾔及してく

ださい。クラリスロマイシン（Biaxin、Prevpac）、リファンピン（Rifadin、Rimactane、Rifamate、Rifater）、リファブチン（Mycobutin）、リファペンチン

（Priftin）、テリスロマイシン（Ketek）などの特定の抗⽣物質。イトラコナゾール（Onmel、Sporanox）、ケトコナゾール、ボリコナゾール（Vfend）などの

特定の抗真菌剤。デキサメタゾン; 糖尿病治療薬; アタザナビル（Reyataz、Evotaz）、インジナビル（Crixivan）、ネルフィナビル（Viracept）、リトナビル

（Norvir、カレトラ）、サキナビル（Invirase）などのヒト免疫不全ウイルス（HIV）または後天性免疫不全症候群（AIDS）の特定の薬剤。ネファゾドン; カルバ

マゼピン（カルバマゼピン、Epitol、Equetro、Tegretol、Teril）、フェノバルビタール、およびフェニトイン（Dilantin、Phenytek）。また、アレンドロネー

ト（Binosto、Fosamax）、エチドロネート、イバンドロネート（Boniva）、パミドロネート、リセドロネート（Actonel、Atelvia）、またはゾレドロン酸注射

（Reclast、Zometa）を服⽤しているか、服⽤したことがあるかどうかを医師に伝えてください。スニチニブなので、このリストに載っていないものも含めて、

服⽤しているすべての薬について必ず医師に伝えてください。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。ゾメタ）、他の薬もスニチニブと相互作⽤する可能性があるので、このリストに表⽰されていないものも含めて、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。ゾ

メタ）、他の薬もスニチニブと相互作⽤する可能性があるので、このリストに表⽰されていないものも含めて、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。
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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と薬剤師に伝えてください。スニチニブを服⽤している間は、
セントジョンズワートを服⽤しないでください。

出⾎の問題があるか、またはこれまでに経験したことがあるかどうかを医師に伝えてください。肺の⾎栓; 
QT間隔の延⻑（失神、意識喪失、発作、または突然死につながる可能性のある不整脈）; 遅い、速い、また
は不整脈。⼼臓発作; ⼼不全; ⾼⾎圧; 発作; 低⾎糖または糖尿病; ⾎中のカリウムまたはマグネシウムのレベ
ルが低い; ⼝、⻭、⻭茎の問題; または腎臓、甲状腺、または⼼臓病。

あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または⼦供を⽗親にする予定があるかどうかを医師に伝
えてください。あなたまたはあなたのパートナーは、スニチニブを服⽤している間は妊娠してはいけませ
ん。⼥性の場合は、治療を開始する前に妊娠検査を受ける必要があります。また、スニチニブ治療中および
最終投与後4週間は、避妊を⾏って妊娠を防ぐ必要があります。あなたが男性の場合、あなたとあなたの
パートナーは、スニチニブによる治療中および最終投与後7週間、妊娠を防ぐために避妊を使⽤する必要が
あります。治療中に使⽤できる避妊⽅法については、医師に相談してください。スニチニブは男性と⼥性の
出⽣⼒を低下させる可能性があります。ただし、あなたやあなた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。スニチニブの服⽤中にあなたまたはあなたのパートナーが妊娠した場合は、医師に連絡して
ください。

⺟乳育児をしている場合は医師に相談してください。スニチニブによる治療中および最終投与後4
週間は⺟乳で育てないでください。

⼿術を受けている場合は、スニチ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。傷の治癒に影響
を与える可能性があるため、予定されている⼿術の少なくとも3週間前にスニチニブの服⽤を中⽌するように医師か
ら指⽰される可能性があります。医師は、⼿術後にスニチニブの服⽤を再開する時期を教えてくれます。

スニチニブは肌を⻩⾊に変え、髪を明るくして⾊を失う可能性があることを知っておく必要がありま
す。これはおそらく薬の⻩⾊が原因であり、有害でも痛みもありません。

スニチニブは⾼⾎圧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。スニチニブを服⽤している間は、
⾎圧を定期的にチェックする必要があります。

特に、薬を服⽤しているときに⻭科⼿術や治療を受けている場合は、スニチニブが顎⾻壊死（ONJ、顎⾻
の深刻な状態）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。スニチニブの服⽤を開始す
る前に、⻭科医はあなたの⻭を調べ、不適合な⼊れ⻭の洗浄や固定など、必要な治療を⾏う必要がありま
す。スニチニブを服⽤している間は、必ず⻭を磨き、⼝を適切にきれいにしてください。⼝、⻭、または
顎の痛みがあるか、またはあったかどうかを医師または⻭科医に伝えてください。⼝の痛みや腫れ; あごの
しびれや重さの感覚; または⻭の動揺。この薬を服⽤している間は、⻭科治療を受ける前に医師に相談して
ください。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？

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？

スニチニブの服⽤を12時間以内に逃した場合は、忘れた分を覚えたらすぐに服⽤し、予定された時間に次の服
⽤をしてください。ただし、1回分を12時間以上忘れた場合は、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。

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？
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スニチニブ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

吐き気

嘔吐

下痢

便秘

胸焼け

ガス

痔核

唇、⾆、⼝または喉の痛み、刺激、または灼熱感

⼝渇

物事の味の変化

⾷欲減少

体重の変化

脱⽑

薄くてもろい指の⽖や髪の⽑

遅いスピーチ

肌の⾊が薄いまたは乾燥している

揺れ

重い、不規則な、または⽉経がない

うつ

眠りにつくことや眠り続けることの難しさ

⼿のひらと⾜の裏の⽪膚の乾燥、厚さ、ひび割れ、または⽔ぶくれ

筋⾁、関節、背中、または⼿⾜の痛み

頻繁な⿐⾎

⻭茎からの出⾎

低温での異常な不快感

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、または重要な警告または
特別な注意事項のセクションに記載されている症状が発⽣した場合は、すぐに医師に連絡してく
ださい。

異常なあざや出⾎

⾎まみれまたは黒とタールのスツール
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尿中の⾎

真っ⾚またはコーヒーかすのように⾒える嘔吐物

⾎を吐く

胃の痛み、腫れ、または圧痛

頭痛

熱

⾜のむくみ、圧痛、温かさ、または発⾚

⾜や⾜⾸の腫れ

急速な、不規則な、またはドキドキする⼼拍

めまいや失神

覚醒または集中⼒の低下

錯乱

うつ

緊張感

発作

視⼒の変化

胸の痛みや圧迫

極度の倦怠感

呼吸困難

深呼吸による痛み

原因不明の体重増加

排尿の減少

混濁尿

⽬、顔、唇、⾆、喉の腫れ

発疹

じんましん

⽪膚や⼝の中の⽔ぶくれやはがれ

嚥下障害または呼吸困難

嗄声

スニチ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。
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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]

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。

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。

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。医師は、⼼電図（EKG、⼼臓の電気的活動を記録
する検査）、⼼エコー検査（⾳波を使⽤して⼼臓の⾎液を送り出す能⼒を測定する検査）、およびスニチニブ
による治療前および治療中の尿検査などの特定の検査を注⽂する場合があります。スニチニブを服⽤しても安
全であることを確認し、薬に対する体の反応を確認します。

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
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