
家 →薬、ハーブ、サプリメント →アキシチニブ
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アキシチニブ
（ax i'ti nib）と発⾳します

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

アキシチニブは、他の薬剤でうまく治療されていない⼈々の進⾏性腎細胞がん（RCC、腎臓の細胞で始まるがんの⼀種）を
治療するために単独で使⽤されます。アキシチニブは、進⾏性腎細胞癌を治療するために、アベルマブ（バベンシオ）また
はペムブロリズマブ（キートルーダ）と組み合わせて使⽤  されます。アキシチニブは、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。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、がん細胞の拡散を遅らせたり⽌めたりするのに役⽴ちます。

わあ、この薬を使うべきですか？

Axitinib comes as a tablet to take by mouth. It is usually taken with or without food two times a day. Take 
axitinib at around the same times every day, about 12 hours apart. Follow the directions on your prescription 
label carefully, and ask your doctor or pharmacist to explain any part you do not understand. Take axitinib 
exactly as directed. Do not take more or less of it or take it more often than prescribed by your doctor.

Swallow the tablets whole with a glass of water; do not split, chew, or crush them.

If you vomit after taking axitinib, do not take another dose. Continue your regular dosing schedule.

医師は、低⽤量のアキシチニブから始めて、2週間に1回以下で、徐々に⽤量を増やしていく場合があります。
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、アキシチニブを服⽤し続けてください。医師に相
談せずにアキシチニブ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

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？

アキシチニブを服⽤する前に、
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アキシチニブ、他の薬、またはアキシチニブ錠の成分にアレルギーがあるかどうかを医師と薬剤師に
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。ボセンタン（Tracleer）; カルバマゼピ
ン（カルバマゼピン、エピトール、テグレトール）; クラリスロマイシン（Biaxin、Prevpac）; イトラコ
ナゾール（Sporanox）; ケトコナゾール（ニゾラル）; アタザナビル（Reyataz）、エファビレンツ
（Sustiva、Atripla）、エトラビリン（Intelence）、インディナビル（Crixivan）、ネルフィナビル
（Viracept）、リトナビル（Norvir）、サキナビル（Invirase）などのHIV/AIDを治療するための薬剤。モ
ダフィニル（Provigil）; ナフシリン; ネファゾドン; フェノバルビタール; フェニトイン（Dilantin、
Phenytek）; リファブチン（マイコブチン）; リファンピン（リファメート、リファタール）; リファペン
チン（プリフチン）; デキサメタゾン（デカドロン）などのステロイド薬; テリスロマイシン（Ketek）; お
よびボリコナゾール（Vfend）。

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。

治癒していない傷がある場合、または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。⾎の塊; ⾼⾎圧; ⼼臓発作; 糖尿病; ⾼コレステロール値; 胃や腸の出⾎; 脳がん; 肺
塞栓症（肺の⾎栓）; ストロークまたはミニストローク（TIA）; または⼼; 肝臓; または甲状腺疾患。

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。⼥性の場合は、治療を開始する前に妊娠検査を受け、避妊を使⽤して治療中および最終投与後1週間は妊娠を防ぐ
必要があります。あなたが男性の場合、あなたとあなたの⼥性のパートナーは、あなたの治療中とあなたの最終投与後
1週間は避妊を使⽤する必要があります。あなたのために働く避妊⽅法についてあなたの医者に相談してください。ア
キシ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。アキシチニブは
胎児に害を及ぼす可能性があります。

⺟乳育児をしている場合は医師に相談してください。アキシチニブによる治療中および最終投与後2週間は
⺟乳で育てないでください。

この薬は男性と⼥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。アキシ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。

⻭科⼿術を含む⼿術を受けている場合は、アキシ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。医師は、⼿術の少なくとも2⽇前、および⼿術後にアキシチニブの服⽤を再開しても安全な時期に、アキシチ
ニブの服⽤を中⽌するように指⽰します。

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。

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？

アキシチニブの服⽤を忘れた場合は、その服⽤をスキップして、定期的に次の服⽤をしてください。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？

アキシ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。

下痢
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⾷欲や物を味わう能⼒の低下

減量

吐き気

嘔吐

便秘

疲れ

弱点

あなたの声の⾳の変化

⼿⾜の⽪膚の発⾚、痛み、しびれ、うずき、かゆみ、はがれ

咳

関節や筋⾁の痛み

⼝内痛

胃痛

胸焼け

頭痛

めまい

発疹

かゆみ

乾燥肌

暑いまたは寒い

薄い肌

速い⼼拍

脱⽑

⽿鳴り

渇き

痔核

治癒しない傷や切り傷

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、緊急の医療⽀援を受けてください。

激しい腹痛

呼吸困難

⼿や⾜の腫れ

異常な出⾎またはあざ
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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物

胸の痛みや圧⼒

腕、背中、⾸、または顎の痛み

⾜の腫れ、圧痛、暖かさ、または発⾚

顔、腕、または脚の突然のしびれまたは脱⼒感（特に体の⽚側）

突然の混乱、話すことや理解することの困難

⽚⽬または両⽬で突然⾒づらい

突然の歩⾏障害、めまい、平衡感覚の喪失または協調の喪失

原因不明の突然の激しい頭痛

発作

視⼒低下

アキシ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。

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。
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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。

過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。
めまい

発作

⾎を吐く

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。あなたの医者はアキシチニブに対するあなたの体の反
応をチェックするために特定の臨床検査を命じます。また、アキシチニブによる治療中は、医師が定期的に⾎圧を
チェックします。

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。
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