
家 →薬、ハーブ、サプリメント →バリシチニブ

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a618033.html

バリシチニブ
（bar "i sye'ti nib）と発⾳されます

知らせ：

COVID19 治療：

バリシチニブは現在、サプリメント酸素、⼈⼯呼吸器、または体外式膜型⼈⼯肺（ECMO;⾎液に酸素
を追加する装置）を必要とする⼈々のコロナウイルス病2019（COVID-19）の治療のために研究されて
います。FDAは、COVID-19感染症で⼊院している2歳以上の特定の成⼈および⼦供を治療するためのバ
リシチニブの配布を許可する緊急使⽤許可（EUA）を承認しました。

重要な警告：

バリシチニブを服⽤すると、感染症と戦う能⼒が低下し、体全体に広がる重度の真菌、細菌、またはウイルス感染症などの重篤な感染症にかかるリスクが⾼まる可能性があります。これらの感染症は病院で治療する必要があり、死に⾄る可能性が

あります。何らかの種類の感染症にかかることが多い場合、または現在何らかの種類の感染症にかかっている可能性があると思われる場合は、医師に相談してください。これには、軽度の感染症（⼝唇ヘルペスなど）、出⼊りする感染症（⼝唇ヘ

ルペスなど）、および消えない慢性感染症が含まれます。また、糖尿病、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）、後天性免疫不全症候群（AIDS）、肺疾患、または免疫系に影響を与えるその他の状態があるかどうかを医師に伝えてください。また、オハ

イオ州やミシシッピ川の渓⾕など、重度の真菌感染症がより⼀般的な地域に住んでいる、または住んだことがあるかどうかを医師に伝える必要があります。次のような免疫系の活動を低下させる薬を服⽤しているかどうかを医師に伝えてくださ

い。アバタセプト（オレンシア）。アダリムマブ（フミラ）; アナキンラ（キネレット）; アザチオプリン（アザサン、イムラン）; セルトリズマブ（Cimzia）; シクロスポリン（Gengraf、Neoral、Sandimmune）; エタネルセプト（エンブレル）; 

ゴリムマブ（シンポニー）; インフリキシマブ（レミケード）; レフルノミド（アラバ）; メトトレキサート（Otrexup; Rasuvo、Trexall）; リツキシマブ（リツキサン）; サリルマブ（ケブザラ）; デキサメタゾン、メチルプレドニゾロン（メドロー

ル）、プレドニゾロン（プレロン）、およびプレドニゾン（レイオス）を含むステロイド。トシリズマブ（アクテムラ）; およびトファシチニブ（Xeljanz）。次のような免疫系の活動を低下させる薬を服⽤しているかどうかを医師に伝えてくださ

い。アバタセプト（オレンシア）。アダリムマブ（フミラ）; アナキンラ（キネレット）; アザチオプリン（アザサン、イムラン）; セルトリズマブ（Cimzia）; シクロスポリン（Gengraf、Neoral、Sandimmune）; エタネルセプト（エンブレル）; 

ゴリムマブ（シンポニー）; インフリキシマブ（レミケード）; レフルノミド（アラバ）; メトトレキサート（Otrexup; Rasuvo、Trexall）; リツキシマブ（リツキサン）; サリルマブ（ケブザラ）; デキサメタゾン、メチルプレドニゾロン（メドロー

ル）、プレドニゾロン（プレロン）、およびプレドニゾン（レイオス）を含むステロイド。トシリズマブ（アクテムラ）; およびトファシチニブ（Xeljanz）。次のような免疫系の活動を低下させる薬を服⽤しているかどうかを医師に伝えてくださ

い。アバタセプト（オレンシア）。アダリムマブ（フミラ）; アナキンラ（キネレット）; アザチオプリン（アザサン、イムラン）; セルトリズマブ（Cimzia）; シクロスポリン（Gengraf、Neoral、Sandimmune）; エタネルセプト（エンブレル）; 

ゴリムマブ（シンポニー）; インフリキシマブ（レミケード）; レフルノミド（アラバ）; メトトレキサート（Otrexup; Rasuvo、Trexall）; リツキシマブ（リツキサン）; サリルマブ（ケブザラ）; デキサメタゾン、メチルプレドニゾロン（メドロー

ル）、プレドニゾロン（プレロン）、およびプレドニゾン（レイオス）を含むステロイド。トシリズマブ（アクテムラ）; およびトファシチニブ（Xeljanz）。砂免疫）; エタネルセプト（エンブレル）; ゴリムマブ（シンポニー）; インフリキシマブ

（レミケード）; レフルノミド（アラバ）; メトトレキサート（Otrexup; Rasuvo、Trexall）; リツキシマブ（リツキサン）; サリルマブ（ケブザラ）; デキサメタゾン、メチルプレドニゾロン（メドロール）、プレドニゾロン（プレロン）、およびプ

レドニゾン（レイオス）を含むステロイド。トシリズマブ（アクテムラ）; およびトファシチニブ（Xeljanz）。砂免疫）; エタネルセプト（エンブレル）; ゴリムマブ（シンポニー）; インフリキシマブ（レミケード）; レフルノミド（アラバ）; メト

トレキサート（Otrexup; Rasuvo、Trexall）; リツキシマブ（リツキサン）; サリルマブ（ケブザラ）; デキサメタゾン、メチルプレドニゾロン（メドロール）、プレドニゾロン（プレロン）、およびプレドニゾン（レイオス）を含むステロイド。トシリズマブ（アクテムラ）; およびトファシチニブ（Xeljanz）。

医師は、治療中および治療後に感染の兆候がないか監視します。治療を開始する前に次の症状のいずれか
が発⽣した場合、または次のいずれかが発⽣した場合
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治療中または治療直後の症状は、すぐに医師に連絡してください。発熱。発汗; 寒気; 筋⾁痛; 咳; 呼吸困難; 
減量; 暖かい、⾚い、または痛みを伴う⽪膚; ⽪膚の痛み; 排尿時の頻繁な、痛みを伴う、または灼熱感; 下
痢、または過度の倦怠感。

あなたはすでに結核（TB;深刻な肺感染症）に感染しているかもしれませんが、病気の症状はありませ
ん。この場合、バリシチニブを服⽤すると、感染がより深刻になり、症状が現れる可能性があります。医
師は、バリシチニブによる治療前および治療中に、結核に感染していないかどうかを確認するために⽪膚
検査を⾏います。必要に応じて、バリシチニブの服⽤を開始する前に、医師がこの感染症を治療するため
の薬を投与します。結核を患っている、または患ったことがあるか、結核が⼀般的な国に住んでいたか訪
問したことがあるか、結核を患っている⼈の周りにいたかどうかを医師に伝えてください。結核の次の症
状のいずれかがある場合、または治療中に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
してください：咳、⾎性粘液の咳、体重減少、筋緊張の喪失、または発熱。

バリシチニブを服⽤すると、リンパ腫（感染と戦う細胞から発⽣するがん）や、肺がんや⽪膚がんなどの他の種類
のがんを発症するリスクが⾼まる可能性があります。何らかの種類のがんを患っている、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。また、喫煙したことがあるか、喫煙したことがあるかどうかを医師に伝えてく
ださい。

バリシチニブを服⽤すると、⼼臓発作や脳卒中などの深刻なまたは⽣命を脅かす⼼臓の問題、あるいは肺
や脚の深刻なまたは⽣命を脅かす⾎栓を引き起こす可能性があります。喫煙したことがあるか、喫煙した
ことがあるかどうかを医師に伝えてください。また、⼼臓発作やその他の⼼臓の問題があったか、または
起こったことがあるかどうかを医師に伝えてください。ストローク; 脚、腕、肺、または動脈の⾎栓。⾼
コレステロール; ⾼⾎圧; または糖尿病。治療中に次のような副作⽤が発⽣した場合は、すぐに医師に連絡
するか、緊急治療を受けてください。胸の痛みや胸の重さをつぶす。腕、背中、⾸、あご、または胃の痛
み; 冷や汗をかきます。頭がおかしい。顔、腕、または脚のしびれまたは脱⼒感; 遅いまたは難しいスピー
チ; 息切れまたは呼吸困難; 咳; または痛み、暖かさ、

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、バリシチニブに対する体の反応を確認する
ために特定の検査を命じることがあります。

バリシ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。

バリ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。

なぜこの薬が処⽅されているのですか？
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バリシチニブは、1つまたは複数の腫瘍壊死因⼦（TNF）阻害剤に⼗分に反応しなかった成⼈の関節リウマチ
（体が⾃⾝の関節を攻撃して痛み、腫れ、機能喪失を引き起こす状態）を治療するために単独または他の薬剤
と併⽤されます薬。バリシチニブは、ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤と呼ばれる薬のクラスに含まれていま
す。それは免疫システムの活動を減らすことによって働きます。

わあ、この薬を使うべきですか？

バリシチニブは、経⼝摂取⽤の錠剤として提供されます。通常、1⽇1回⾷事の有無にかかわらず摂取されます。毎
⽇ほぼ同じ時間にバリシ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。指⽰通りにバリシ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。

錠剤を飲み込めない場合は、⼩さなグラスに⼊れて、約2杯（10 mL）の室温の⽔に溶かしてください。内
容物を数回回転させ、すぐに混合物を飲み込みます。混合物を飲んだ後、グラスにさらに10mLの⽔を加え
ます。内容物を数回回転させ、混合物を飲み込みます。

特定の重篤な副作⽤が発⽣した場合、医師は⼀時的または恒久的に治療を中⽌する必要があります。治療中の
気分を医師に伝えてください。

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？

バリシチニブを服⽤する前に、

バリシチニブ、他の薬、またはバリ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、およ
びハーブ製品を医師と薬剤師に伝えてください。重要な警告のセクションに記載されている薬剤、また
は次の薬剤について必ず⾔及してください：プロベネシド（プロベネシド、プロベネシド）。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。

診断されていない胃の痛みがある場合、または潰瘍（胃や腸の内壁の痛み）、憩室炎（⼤腸の内壁の腫
れ）、貧⾎（下正常な数の⾚⾎球よりも多い）、ヘルペス帯状疱疹（帯状疱疹;過去に鶏痘を患ったことが
ある⼈に発⽣する可能性のある発疹）、癌、B型肝炎またはC型肝炎を含む肝疾患、または腎臓病。

あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるかどうかを医師に伝えてください。バリシチニブの服⽤中に妊娠した場合
は、医師にご相談ください。

⺟乳育児をしている場合は医師に相談してください。バリシチニブを服⽤している間は授乳しないでください。

最近ワクチン接種を受けた、または受ける予定があるかどうかを医師に伝えてください。医師に相談せ
ずに、治療中に予防接種を受けないでください。
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特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？

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？

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になっている場合は、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？

バリ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。

吐き気

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。これらの症状または重要な警告のセクションに
記載されている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、緊急治療を受
けてください。

じんましん; 顔、⽬、唇、または喉の腫れ; 嚥下障害または呼吸困難

胃の痛み、特に発熱や下痢、便秘を伴う場合

息切れ、倦怠感、または肌の⾊が薄い

バリシチニブは⾎中コレステロール値の上昇を引き起こす可能性があります。医師は、バリシチニブによる治療中
にコレステロール値を監視するための検査を命じます。この薬を服⽤するリスクについて医師に相談してくださ
い。

バリ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]
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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？

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。

臨床検査を受ける前に、バリシチニブを服⽤していることを医師と検査官に伝えてください。

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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