
家 →薬、ハーブ、サプリメント →コビメチニブ

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a615057.html

コビメチニブ
（koe "bi me'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？

コビメチニブは、ベムラフェニブ（ゼルボラフ）と⼀緒に使⽤され、⼿術では治療できない、または体の他の部分に転移
した特定の種類の黒⾊腫（⽪膚がんの⼀種）を治療します。コビメチニブは、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？

コビメチニブは、⾷物の有無にかかわらず⼝から摂取するための錠剤として提供されます。通常、28⽇周期の最初の
21⽇間は1⽇1回服⽤します。毎⽇ほぼ同じ時間にコビメ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。指⽰どおりにコビメチニ
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。

コビメチニブを服⽤した後に嘔吐した場合は、それ以上服⽤しないでください。通常の投薬スケジュールを続けます。

医師は、コビメ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副作⽤に依存します。コビメチニブによる治療中の
気分を医師に必ず伝えてください。

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？

コビメチニブを服⽤する前に、

コビメチニブ、他の薬、またはコビメチニブ錠剤の成分のいずれか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。次のいずれかに必ず⾔及してください：ワルファリン（クマ
ディン、ヤントーベン）、カルバマゼピンなどの抗凝固剤（抗凝⾎剤）
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（カルバトロール、エピトール、テグレトール）、シプロフロキサシン（シプロ）、クラリスロマイシン（ビアキシン、
Prevpac）、エファビレンツ（サスティバ、アトリプラ）、エリスロマイシン（EES、E-マイシン、エリスロシン）、インジナビル
（クリキシバン）、イトラコナゾール（オンメル、スポル）、ケトコナゾール（Extina、Ketozole、Nizoral）、ネファゾドン、ネ
ルフィナビル（Viracept）、フェニトイン（Dilantin、Phenytek）、リファンピン（Rifadin、Rimactane、Rifamate、Rifater）、
およびritonavir（Norvir、Kaletra、Vie） 。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。他の多くの薬もコビメチニブと相互作⽤する可能性があるため、このリストに記載されていな
い薬も含め、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。コビメ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。

黒⾊腫以外の⽪膚状態を患っている、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。出
⾎の問題; 視⼒の問題; あなたの筋⾁に影響を与えるあらゆる状態; または⼼臓や肝臓の病気。

コビメチニブ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。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。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。信頼できる避妊⽅法を使⽤して、治療中およびコビメチニブの服⽤を中
⽌してから2週間は妊娠を防ぎます。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。
コビメチニブの服⽤中に妊娠した場合は、すぐに医師に連絡してください。コビメ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。コビメチニブを服⽤している間、および最後の投与後2週間は、
授乳しないでください。

不必要または⻑時間の⽇光への露出を避け、保護服、サングラス、リップクリーム、⽇焼け⽌め（SPF 30以上）
を着⽤するように計画してください。コビメチニブはお肌を⽇光に敏感にする可能性があります。

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。

服⽤を忘れた場合はどうすればいいですか？

飲み忘れた分は⾶ばして、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？

コビメ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。

⼝内潰瘍

脱⽑

下痢

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特別な注意事項のセクショ
ンにあ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。

体の広い範囲を覆う発疹、⽔疱、または⽪膚の剥離

肌の外観の変化
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新しいいぼ

出⾎する、または治癒しない⽪膚のただれまたは⾚い隆起

ほくろのサイズや⾊の変化

異常な出⾎またはあざ

タリーまたは黒いスツール

尿中の⾎

異常な膣からの出⾎

頭痛

めまい

急速な、不規則な、またはドキドキする⼼拍

咳や喘鳴

呼吸困難

顔、腕、脚、⾜⾸、または⾜の腫れ

疲れ

筋⾁痛または脱⼒感

ハロー（オブジェクトの周りのぼやけた輪郭）を⾒るなど、視⼒の変化

⽪膚や⽬の⻩変

濃い⾊（茶⾊）の尿

胃の右上部分の痛み

吐き気

嘔吐

⾷欲減少

Cobimetinib may increase the risk that you will develop new skin cancers. Talk to your doctor about the risks 
of taking this medication.

Cobimetinib may cause other side effects. Call your doctor if you have any unusual problems while taking this 
medication.

If you experience a serious side effect, you or your doctor may send a report to the Food and Drug 
Administration's (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] ) or by phone (1-800-332- 
1088).

hat should I know about storage and disposal of this medication?

Keep this medication in the container it came in, tightly closed, and out of reach of children. Store it at room 
temperature and away from excess heat and moisture (not in the bathroom).
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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。

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]

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、治療中および治療後の体の反応を
チェックするために、特定の臨床検査を注⽂します。医師は、治療前、治療中は2か⽉ごと、治療後は最⼤6
か⽉間、⽪膚の変化をチェックします。

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

コテリック®

最終改訂⽇-2015年12⽉15⽇

このページを引⽤する⽅法を学ぶ

American Society of Health-System Pharmacists、Inc.免責事項
AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 

East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商⽤利⽤はASHPの承認が必要です。
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