
                                 

 

 
 

 

 

 

 

この適正使用ガイドには、対象患者の選択、適正使用基準及び治療期間中の注意事項、発現

する可能性のある副作用とその対策について解説しています。 

本剤の使用にあたっては、「効能又は効果」、「効能又は効果に関連する注意」、「用法及び用量」、

「用法及び用量に関連する注意」、「警告・禁忌を含む使用上の注意」を、最新の添付文書で

確認し、適正使用ガイドを熟読の上、十分な注意を払ってください。 

本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん薬物療法に十分な知識･経験を持つ

医師のもとで、本剤による治療が適切と判断される症例についてのみ使用してください。ま

た、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てか

ら投与してください。 

1. 警告 

1.1 本剤の投与にあたっては、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知

識・経験を持つ医師のもとで、本療法が適切と判断される症例についてのみ実施すること。また、

治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与する

こと。 

1.2 心不全等の重篤な心障害があらわれ、死亡に至った例も報告されているので、必ず本剤投与開始

前には、患者の心機能を確認すること。また、本剤投与中は適宜心機能検査（心エコー等）を行い

患者の状態（左室駆出率の変動を含む）を十分に観察すること。［8.5.1、8.5.2、9.1.6、11.1.7参照］ 

1.3 可逆性後白質脳症症候群（RPLS）があらわれることがある。RPLSが疑われた場合は、本剤の投

与を中止し、適切な処置を行うこと。［11.1.12参照］ 

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 

2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 

2.2 妊婦又は妊娠している可能性のある女性［9.5参照］ 
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適正使用に関するお願い 

 

1 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

スーテント®カプセル12.5mg（以下、本剤）は、腫瘍増殖と血管新生に関する受容体型チロシンキ

ナーゼにおけるシグナル伝達を選択的に遮断するキナーゼ阻害剤です。国内においては、「イマチニ

ブ抵抗性の消化管間質腫瘍（GIST）」及び「根治切除不能又は転移性の腎細胞癌（RCC）」を適応症と

して、2008年4月に製造販売承認を取得し、同年6月より販売を開始しました。さらに、2012年8月

には「膵神経内分泌腫瘍(pNET: Pancreatic Neuro-Endocrine Tumor)」が適応症に追加されました。 

 

本剤は、膵神経内分泌腫瘍に関しては、国内外の臨床試験において有効性が確認されております

が、その一方で、重篤な副作用を含め、多様な副作用の発現も認められています。従って、この適

正使用ガイドでは、本剤の適正使用の推進と投与患者における安全性確保の一助としていただくた

めに、対象患者の選択、適正使用基準、治療期間中の注意事項、発現する可能性のある副作用とそ

の対策について紹介しています。特に断りがない限り、膵神経内分泌腫瘍患者を対象とした国内臨

床試験は第Ⅱ相（A6181193試験、ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01121562）、膵神経内分泌腫瘍患者

を対象とした海外臨床試験は第Ⅲ相（A6181111試験、ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00428597）で

す。 

 

本剤の使用に際しては、最新の添付文書を熟読の上、この適正使用ガイドを参考に、適正使用を

お願いいたします。 

 

なお、本剤の適正使用情報は、弊社ウェブサイト（https://www.sutent.jp）でもご確認いただけま

す。本冊子の内容のほか、安全性情報も随時掲載しております。併せてご利用くださいますよう、

お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「効能又は効果」、「効能又は効果に関連する注意」、「用法及び用量」、「用法及び用量に関連する注意」、「警告・禁忌を含む使用

上の注意」は、最新の添付文書でご確認ください。 
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1. 治療スケジュール 

 
3 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 
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2. 投与に際して 

 
4 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 2.1.  対象患者の選択 

投与前チェックリスト（付録①（P.67））もご参照ください。 

 2.1.1.  効能又は効果  

本剤の臨床成績（付録④（P.73～76）参照）を確認･理解の上で、以下に該当する患者を選択してくださ

い。 

イマチニブ抵抗性の消化管間質腫瘍 

根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 

膵神経内分泌腫瘍 

［5. 効能又は効果に関連する注意］ 

〈イマチニブ抵抗性の消化管間質腫瘍、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉 

5.1 本剤の術前及び術後補助化学療法としての有効性及び安全性は確立していない。 

〈膵神経内分泌腫瘍〉 

5.2 臨床試験に組み入れられた患者の病理組織型等について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有

効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。 
 

添付文書「4. 効能又は効果」「5. 効能又は効果に関連する注意」 

●根治切除前のネオアジュバント治療及び根治切除後のアジュバント治療に関する臨床データはないた

め、原則として行わないでください。 

 

 2.1.2.  警告、禁忌  

1. 警告 

1.1 本剤の投与にあたっては、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を

持つ医師のもとで、本療法が適切と判断される症例についてのみ実施すること。また、治療開始に先立ち、患

者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。 

1.2 心不全等の重篤な心障害があらわれ、死亡に至った例も報告されているので、必ず本剤投与開始前には、患

者の心機能を確認すること。また、本剤投与中は適宜心機能検査（心エコー等）を行い患者の状態（左室駆出

率の変動を含む）を十分に観察すること。［8.5.1、8.5.2、9.1.6、11.1.7参照］ 

1.3 可逆性後白質脳症症候群（RPLS）があらわれることがある。RPLSが疑われた場合は、本剤の投与を中止し、

適切な処置を行うこと。［11.1.12参照］ 

添付文書「1. 警告」 

 

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 

2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 

2.2 妊婦又は妊娠している可能性のある女性［9.5参照］ 

添付文書「2. 禁忌」 



投与に際して 

 

5 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 2.1.3.  特定の背景を有する患者に関する注意  

以下の患者に本剤を投与する際は、患者の状態を十分に把握しながら頻回の臨床検査を実施し、慎重に

行ってください。（添付文書｢9. 特定の背景を有する患者に関する注意｣の項参照） 

患者背景 考えられるリスク等 

イマチニブに忍容性のない消化管間質腫瘍患者 
慎重に経過観察を行い、副作用発現に注意すること。本剤に対

する忍容性がないおそれがある。 

骨髄抑制のある患者 骨髄抑制が増悪するおそれがある。 

高血圧の患者 高血圧が悪化するおそれがある。 

QT間隔延長又はその既往歴のある患者 
治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しないこ

と。QT間隔延長が悪化もしくは再発するおそれがある。 

不整脈につながる心疾患、徐脈もしくは電解質異常の既往歴の

ある患者 
Torsade de pointesを含む心室性不整脈が起こるおそれがある。 

心疾患又はその既往歴のある患者 心疾患が悪化もしくは再発するおそれがある。 

脳血管障害又はその既往歴のある患者 脳血管障害が悪化もしくは再発するおそれがある。 

肺塞栓症又はその既往歴のある患者 肺塞栓症が悪化もしくは再発するおそれがある。 

肺に腫瘍のある患者 生命を脅かす重症の喀血又は肺出血が起こるおそれがある。 

脳転移を有する患者 脳出血又はてんかん様発作があらわれるおそれがある。 

甲状腺機能障害のある患者 
投与開始前に適切な処置を行うこと。症状が悪化するおそれが

ある。 

重度の肝障害（Child-Pugh分類C）のある患者 これらの患者を対象とした臨床試験は実施していない。 

⇒Q&A-4（P.63）、5（P.63） 

 

 2.1.4.  生殖能を有する者、妊婦、授乳婦、小児及び高齢者への投与  

●生殖能を有する者（添付文書｢9.4 生殖能を有する者｣の項参照） 

妊娠可能な女性に対しては、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊を行うよう指導するこ

と。 

●妊婦（添付文書｢9.5 妊婦｣の項参照） 

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。動物実験（ラット及びウサギ）で、胚・

胎児死亡及び奇形の発生が報告されている。 

●授乳婦（添付文書｢9.6 授乳婦｣の項参照） 

授乳しないことが望ましい。動物実験（ラット）において、スニチニブ又はその代謝物が乳汁中へ移

行することが報告されている。 

●小児（添付文書｢9.7 小児等｣の項参照） 

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。 

●高齢者（添付文書｢9.8 高齢者｣の項参照） 

注意して投与すること。一般に高齢者では、生理機能が低下していることが多い。 



 

 

6 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 2.2.  適正使用基準 

対象患者として選択したすべての患者において、本剤投与前に必ず臨床検査を実施し、下記の適正使用

基準を参考に、適切な患者選択を行ってください。 

基準を満たさない患者については、原則として、適正使用基準に回復するまで投与を延期してください。 

これらの検査は、副作用を早期に把握するためのベースラインの確認としても必要です。 

投与前チェックリスト（付録①（P.67））もご参照ください。 

 

適正使用基準（膵神経内分泌腫瘍を対象とした国内臨床試験の基準を参考に設定） 

臨床検査及び身体所見 基準 

全身状態及び身体所見の確認

（バイタルサイン、倦怠感の有

無等） 

ECOG＊1によるパフォーマンス・ステータ

ス（PS） 

0もしくは1 

過去の薬物療法、放射線療法又は外科的処

置によりみられる急性毒性 

すべてが、CTCAE ver.3.0でグレード1以下

に消失 

心機能検査 心エコーもしくはMUGAスキャン＊2による

左室駆出率（LVEF） 
50％以上 

骨髄機能検査 好中球数 1,500/μL以上 

血小板数 10×104/μL以上 

ヘモグロビン 9.0g/dL以上 

肝・腎機能検査 AST（GOT） 

ALT（GPT） 

施設基準値上限の2.5倍以下（原発の悪性腫

瘍による肝機能異常が認められる場合は、

施設基準値上限の5倍以下） 

総血清ビリルビン 施設基準値上限の1.5倍以下 

血清クレアチニン 施設基準値上限の1.5倍以下 

血清アルブミン 3.0g/dL以上 

血液凝固能検査 プロトロンビン時間及び部分トロンボプ

ラスチン時間 
施設基準値上限の1.5倍以下 

甲状腺機能検査 甲状腺刺激ホルモン（TSH）、遊離サイロ

キシン (FT4) 
施設基準値内 

＊1：ECOG：Eastern Cooperative Oncology Group 

＊2：MUGAスキャン：Multigated acquisition scan（心臓スキャンマルチゲート収集法） 

 

なお、心機能については特に注意してください。 

1. 警告 

1.2 心不全等の重篤な心障害があらわれ、死亡に至った例も報告されているので、必ず本剤投与開始前には、患

者の心機能を確認すること。また、本剤投与中は適宜心機能検査（心エコー等）を行い患者の状態（左室駆出

率の変動を含む）を十分に観察すること。［8.5.1、8.5.2、9.1.6、11.1.7参照］ 

添付文書「1. 警告」 

 

 



投与に際して 

 

7 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 2.3.  患者又はその家族への説明と同意取得 

治療開始に先立ち、患者又はその家族に対して、治療法や本剤投与の有効性及び危険性を十分説明し、

同意を取得してから投与を開始してください。（付録②（P.68～70）参照） 

本剤の投与により、発現する可能性のある副作用については、具体的に説明を行ってください。 

（3.主な副作用とその対策（P.16～61）参照） 

■参考 

患者向けの資料として、｢スーテントを服用される患者さんへ｣がありますので、服薬指導にご活用ください。 

 

 

 



 

 

8 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 2.4.  用法及び用量 

膵神経内分泌腫瘍 

通常、成人にはスニチニブとして1日1回37.5mgを経口投与する。なお、患者の状態により、適宜増減するが、1

日1回50mgまで増量できる。 

7. 用法及び用量に関連する注意 

7.1 サイトカイン製剤を含む他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。 

7.3 膵神経内分泌腫瘍については、本剤を一定期間投与しても、重篤な有害事象がなく、十分な効果が見られな

い場合は、用法・用量に従って本剤を増量することができる。 
 

添付文書「6. 用法及び用量」「7. 用法及び用量に関連する注意」より引用 

 

投与スケジュール例 

⇒Q&A-2（P.62） 

 

●副作用発現時の用量調節については、2.6（P.12）をご参照ください。 

●1日50mgを超える用量への増量は行わないでください。⇒Q&A-3（P.62），7（P.64） 

・国内臨床試験では、投与開始から8週間以上にわたり、RECIST基準に基づく奏効が認められず、スニ

チニブとの因果関係を否定できない非血液系副作用がグレード1以下、血液系副作用がグレード2以

下の患者では、治験責任医師の判断により、投与開始9週目以降、50mg/日に増量可としました。 

・海外臨床試験では、奏効が認められておらず、腫瘍の増悪又は投与を中止すべき副作用が発現して

いない患者では、投与開始9週目以降、50mg/日に増量可としました。⇒Q&A-2（P.62） 

●ソマトスタチンアナログを除く他の抗悪性腫瘍剤（フルオロウラシル、テガフール・ギメラシル・オ

テラシルカリウム配合剤、ゲムシタビン塩酸塩、ストレプトゾシン（国内未承認）、エベロリムス等）

との併用に関する臨床データはありません。⇒Q&A-6（P.64） 

 

 



投与に際して 

 

9 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

●CYP3A4に影響を及ぼす薬剤との併用は、相手薬の変薬・休薬も考慮して可能な限り避け、やむを得ず

併用する場合は、安全性･有効性への影響を十分に考慮してください。 

⇒Q&A-7（P.64） 

 

●QT間隔延長を起こすことが知られている薬剤や抗不整脈薬も安全性の観点から併用注意です。 

 

薬剤名等 影響等 

CYP3A4阻害剤 

アゾ－ル系抗真菌剤、マクロライド系抗生物質、HIVプロテ

アーゼ阻害剤 

グレープフルーツジュース 

これらの薬剤等がCYP3A4の代謝活性を阻害するため、本剤の

血中濃度が上昇する可能性がある。 

本剤の用量を減量するとともに、患者の状態を慎重に観察し、

副作用発現に十分注意すること。 

CYP3A4誘導剤 

デキサメタゾン、フェニトイン、カルバマゼピン、リファン

ピシン、フェノバルビタール等 

セイヨウオトギリソウ(St. John's Wort、セント・ジョーンズ・

ワート)含有食品 

これらの薬剤等がCYP3A4の代謝活性を誘導するため、本剤の

血中濃度が低下する可能性がある。 

本剤の有効性が減弱する可能性があることを考慮すること。 

QT間隔延長を起こすことが知られている薬剤 

イミプラミン、ピモジド等 

本剤及びこれらの薬剤はいずれもQT間隔を延長させるおそれ

がある。併用により作用が増強し、重篤な副作用を起こすおそ

れがある。 
抗不整脈薬 

キニジン、プロカインアミド、ジソピラミド、ソタロール等 

⇒付録③（P.71） 

 

 

■投与後の手術、術後の投与について（添付文書｢8. 重要な基本的注意（8.10）｣の項参照） 

本剤の投与により創傷治癒を遅らせる可能性があるため、手術時は原則として投与を中断してください。

手術後の投与再開は患者の状態に応じて判断してください。⇒Q&A-8（P.64） 

 



 

 

10 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 2.5.  投与中の注意事項（主な検査項目） 

様々な副作用を早期に把握するために、以下の検査をすべての患者において適宜実施してください。 

臨床検査及び身体所見 目的(把握すべき主な副作用) 備 考 

全身状態及び身体所見の確認 

（バイタルサイン、倦怠感の有無等） 

・問診 

・機能状態尺度(ECOG PS) 

・体温、血圧、心拍数 

・胸部X線検査 

・高血圧 投与開始前からの血圧の変動に注意してくださ

い。 

・間質性肺炎 発熱、咳、呼吸困難等の症状に注意し、異常が

認められた場合は速やかに呼吸器専門医へ相談

してください。 

・可逆性後白質脳症症候群（RPLS） 

・てんかん様発作 

・感染症 

・脳出血、出血、喀血 

・肺塞栓症 

・疲労、倦怠感 

・手足症候群、発疹等の皮膚症状 

・毛髪又は皮膚の色素脱失･変色 

・疼痛 等 

様々な副作用があらわれることがあるため、異

常な徴候･症状がないか、身体所見を十分に確認

してください。 

心機能検査 

・標準12誘導心電図検査 

・心エコー又はMUGAスキャン 

・不整脈（Torsade de pointesを含む） 抗不整脈剤を服用している患者、不整脈につな

がる心疾患、徐脈もしくは電解質異常の既往の

ある患者では、特に注意して観察してください。 

・心不全 

・左室駆出率低下 

心不全、心室性不整脈等、心疾患のリスクのあ

る患者では、うっ血性心不全の徴候及び症状(労

作性呼吸困難、起座呼吸、浮腫、頻脈等)につい

て綿密な観察を行うとともに、投与初期から定

期的に心エコー等の心機能検査を行う等、特に

注意してください。 

血液学的検査 

・赤血球数、白血球数、 

白血球分画、血小板数 

・ヘモグロビン 

・凝固パラメータ（プロトロンビ 

ン時間等） 

・骨髄抑制 

白血球減少症、好中球減少症、血小

板減少症、貧血 

血球数、白血球分画等の検査値の変動に注意し

てください。 

・腫瘍出血 

・播種性血管内凝固症候群（DIC） 

患者さんのバイタルサインや、ヘモグロビン、

凝固パラメータの変動に注意してください。 

血液生化学検査、肝･腎機能検査、尿

検査 

・電解質、HCO3
- 

・AST（GOT）、ALT（GPT）、LDH、

ALP、γ-GTP、総ビリルビン、

尿酸、BUN、血清クレアチニン、

CPK、アミラーゼ、リパーゼ 等 

・ミオグロビン尿 等 

・腎機能障害 

・肝機能障害 

・膵機能障害、膵炎  

・横紋筋融解症、ミオパシー 

・副腎機能障害 

・腫瘍崩壊症候群 等 

投与開始前からの検査値の変動に注意してくだ

さい。 

また、副作用が疑われる症状が発現した場合は

検査を行ってください。 

ホルモン検査 

・甲状腺刺激ホルモン(TSH)、 

遊離サイロキシン(FT4) 

・コルチゾール 等 

・甲状腺機能低下 

・甲状腺機能亢進 

・副腎機能障害 

投与開始前からの検査値の変動に注意してくだ

さい。 
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11 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

各種検査の実施時期は、以下を目安としてください。 

副作用の初期症状等、異常が認められた場合は、以下の目安に関わらず検査を実施してください。 
臨床試験で使用した検査を参考 

項 目 

第1コース1) 第2コース以降 

終了・中止時 
治療期間（日） 治療期間（日） 

1 

（投与開始前） 
15 

1 

（投与開始前） 
15 

ECOG PS ○  ○  ○ 

診察（身体所見）2) ○  ○  ○ 

血液学的検査3) ○ ○ ○ 必要に応じて ○ 

血液生化学検査4) ○ ○ ○ 必要に応じて ○ 

血液凝固能検査5) ○  

○ 

第3コース以降 

2コースに1回 

（2ヵ月に1回） 

 ○ 

標準12誘導心電図 ○  

○ 

第3コース以降 

2コースに1回 

（2ヵ月に1回） 

必要に応じて ○ 

心エコー又は 

MUGAスキャン6) 
○  

○ 

第3コース以降 

2コースに1回 

（2ヵ月に1回） 

 ○ 

甲状腺機能検査7) ○  ○  ○ 

尿検査8) ○  ○  ○ 

Ki-67評価 必要に応じて  

クロモグラニンA、 

血中ホルモン9) 
必要に応じて  

必要に応じて 

第3コース以降 

2コースに1回 

（2ヵ月に1回） 

 必要に応じて 

1）1コース：28日 

2）診察（身体所見） [検査項目] 体温（℃）、血圧（mmHg）、心拍数（回/分） 

3）血液学的検査 [検査項目] 赤血球数、白血球数、白血球分画、血小板数、ヘモグロビン、ヘマトクリット 

4）血液生化学検査 [検査項目] 総ビリルビン、AST（GOT）、ALT（GPT）、ALP、アルブミン、電解質、BUN、血清クレアチニン、CRP、尿酸、

アミラーゼ、リパーゼ 

5）血液凝固能検査 [検査項目] プロトロンビン時間（PT）又は国際標準比（INR） 

6）心エコーまたはMUGAスキャン [検査項目] LVEF（左室駆出率） 

7）甲状腺機能検査 [検査項目] 甲状腺刺激ホルモン（TSH）、遊離サイロキシン（FT4）、総トリヨードサイロニン（Total T3）、サイログロブリン 

8）尿検査 [検査項目] 尿蛋白 

9）血中ホルモンは機能性膵神経内分泌腫瘍と診断された患者に限り、産生するホルモン種※を測定する。 

※ インスリン、ガストリン、グルカゴン、ソマトスタチン、血管作動性腸管ポリペプチド（VIP）、膵臓ポリペプチド（PP）、セロトニン、

5-ヒドロキシインドール酢酸（5-HIAA）、コルチゾール、成長ホルモン（GH）、視床下部ホルモン（副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモ

ン＜CRH＞、成長ホルモン放出ホルモン＜GRH/GHRH＞、甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン＜TRH＞、黄体形成ホルモン放出ホルモン

＜LHRH＞） 
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 2.6.  副作用による用法及び用量の変更について 

［7. 用法及び用量に関連する注意］ 

7.2 副作用により、本剤を休薬、減量、中止する場合には、以下の基準を考慮すること。減量して投与を継続する

場合には、副作用の症状、重症度等に応じて、12.5mg(1減量レベル)ずつ減量すること。 

 

本剤の副作用が発現した場合の休薬減量基準 

副作用 グレード2 グレード3 グレード4 

血液系 同一投与量を継続 副作用がグレード2以下又はベースラインに

回復するまで休薬する。回復後は休薬前と同

一投与量で投与を再開できる。 

副作用がグレード2以下

又はベースラインに回

復するまで休薬する。回

復後は休薬前の投与量

を1レベル下げて投与を

再開する。 

非血液系 

（心臓系を除く） 

同一投与量を継続 副作用がグレード1以下又はベースラインに

回復するまで休薬する。回復後は主治医の判

断により休薬前と同一投与量又は投与量を1

レベル下げて投与を再開する。 

副作用がグレード1以下

又はベースラインに回

復するまで休薬する。回

復後は休薬前の投与量

を1レベル下げて投与を

再開する。もしくは主治

医の判断で投与を中止

する。 

心臓系 

・左室駆出率低下 

・心室性不整脈 

副作用がグレード1以下

に回復するまで休薬す

る。回復後は休薬前の投

与量を1レベル下げて投

与を再開する。 

副作用がグレード1以下又はベースラインに

回復するまで休薬する。回復後は休薬前の投

与量を1レベル下げて投与を再開する。 

投与を中止する。 

ただし、以下の副作用が発現した場合は、同一用量での投与の継続が可能である。 

膵神経内分泌腫瘍： 

・臨床症状を伴わないグレード4の高尿酸血症及びグレード3の低リン血症 

・対処療法によりコントロール可能なグレード3又は4の悪心、嘔吐又は下痢 

・グレード3又は4のリンパ球減少 

7.3 膵神経内分泌腫瘍については、本剤を一定期間投与しても、重篤な有害事象がなく、十分な効果が見られない

場合は、用法・用量に従って本剤を増量することができる。 

添付文書｢7. 用法及び用量に関連する注意｣より引用 

 

■なお、患者の安全性プロフィール（副作用発現状況等）に応じて、早めに減量休薬を行うことが患者

のベネフィットにつながることもあるため、個々の患者に応じた用量調節を考慮すること。 

 

副作用の重症度評価（グレード）は、National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events 

（NCI-CTCAE）のグレード分類に準じて設定しています。 

有害事象共通用語規準ver4.0日本語訳JCOG版 

・JCOGホームページURL http://www.jcog.jp/ 



投与に際して 
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■減量に関する注意事項 

●必ず12.5mgずつ減量してください。 

●常に直近のコースで投与された最低用量に基づいて減量してください。 

●用量25mg未満への減量は、原則として行わないでください。⇒Q&A-10（P.64） 

 

投与量変更のフローチャート（目安） 

●血液系副作用 

 
 

＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 

 
⇒Q&A-11（P.65） 

 

●非血液系副作用（心臓系を除く） 

 
 

＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 
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●心臓系副作用 

 
 

＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 

 

ただし、以下の副作用が発現した場合は、同一用量での投与の継続が可能である。 

膵神経内分泌腫瘍： 

・臨床症状を伴わないグレード4の高尿酸血症及びグレード3の低リン血症 

・対処療法によりコントロール可能なグレード3又は4の悪心、嘔吐又は下痢 

・グレード3又は4のリンパ球減少 

 

 



投与に際して 
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 2.7.  2コース目以降の注意事項 

2コース目以降も、投与開始前の臨床検査等により、患者の状態を確認してください。 

前コースで副作用が発現した患者に関しては、次のコースの開始時までに副作用が回復していることを

確認し、25mg以上の用量で投与を開始してください。回復していない場合は、原則として、次のコース

の投与開始を遅らせてください。⇒Q&A-10（P.64） 

 

 

 

 

 



3. 主な副作用とその対策 
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副作用発現状況・発現時期は、国内第Ⅱ相試験（A6181193試験）の日本人膵内分泌腫瘍患者12例、外国第Ⅲ

相試験（A6181111試験）の膵内分泌腫瘍患者83例の結果を掲載しています。 

社内資料：国内第Ⅱ相試験、外国第Ⅲ相試験（膵神経内分泌腫瘍）（承認年月日：2012.8.10、CTD2.5.5） 

 

 3.1.  重大な副作用とその対策  

 

 心不全、左室駆出率低下  

●必ず本剤投与開始前には、患者の心機能を確認してください。（1） 

●本剤投与中は、適宜心機能検査を行い、患者の状態を十分に観察してください。（1） 

●異常が認められた場合は、循環器専門医に相談してください。 

●心不全の症状（動悸、息切れ等）が認められる場合は、投与を中止してください。（1） 

●ACE阻害剤、利尿薬等の心不全治療薬の投与等、適切な処置を行ってください。（2） 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「うっ血性心不全」が掲

載されていますのでご参照ください。（3） 

（1）添付文書「1. 警告」「11. 副作用」参照 

（2）日本循環器学会/日本心不全学会合同ガイドライン：急性･慢性心不全診療ガイドライン（2017年改訂版）

（https://www.j-circ.or.jp/old/guideline/pdf/JCS2017_tsutsui_h.pdf 2021年7月確認） 

（3）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「うっ血性心不全」 

（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1k05_r01.pdf 2021年7月確認） 

 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

特定使用成績調査－消化管間質腫瘍および腎細

胞癌に対する調査－（最終報告書）では、安全

性解析対象2,141例のうち、心不全を12例に、左

室機能不全を12例に認めました。 

 

 

 

 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver3.0による分類＞ 

副作用 

n=83 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

心不全 1（1.2） 1（1.2） 

心不全による死亡例が1例認められました。 

 

以降の「重大な副作用とその対策」には、膵神経内分泌腫瘍の臨床試験では発現していない副作用（例．間質

性肺炎等）もありますが、市販後、膵神経内分泌腫瘍の患者においても発現する可能性がある副作用として、

他の適応症（消化管間質腫瘍、腎細胞癌）で認められた副作用も記載しています。 

添付文書 11.1 重大な副作用  11.1.7 心不全（1.9%）、左室駆出率低下（11.6%） 

心不全の症状が認められた場合は、投与を中止すること。左室駆出率が 50%未満でかつベースラインから 20%を超えて低下した場合は、休薬

又は減量すること。 



主な副作用とその対策 
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■参考：グレード分類（CTCAE ver4.0抜粋）と用量調節の目安 

 グレード１ グレード２ グレード３ グレード４ 

 同一投与量＊を継続 副作用がグレード1以下に

回復するまで休薬する。回

復後は休薬前の投与量を1

レベル下げて投与を再開す

る。 

副作用がグレード1以下又

はベースラインに回復する

まで休薬する。回復後は休

薬前の投与量を1レベル下

げて投与を再開する。 

投与を中止する。 

左室収縮機能障害 ― ― 心拍出量の低下により症状

があるが治療に反応するも

の 

心拍出量の低下による心不

全が治療に反応しないまた

はコントロール不良；心室

補助装置や静脈内昇圧剤の

サポートまたは心臓移植を

要する 

心不全 症状はないが、検査値（例

BNP［脳性ナトリウム利尿

ペプチド］）や画像検査にて

心臓の異常がある 

軽度から中等度の活動や労

作で症状がある 

安静時またはわずかな活動

や労作でも症状があり重

症；治療を要する 

生命を脅かす;緊急処置を

要する（例：持続的静注療

法や機械的な循環動態の補

助） 

＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 
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 QT間隔延長、心室性不整脈（Torsade de pointesを含む） 

●QT間隔延長を起こすことが知られている薬剤や抗不整脈薬と併用している場合は、特

に観察を十分に行ってください。（1）⇒2.4（P.9）、付録③（P.72） 

●異常が認められた場合は循環器専門医に相談してください。 

●前駆症状として、めまい、動悸、心窩部痛がみられることもありますが、突然意識を消

失し、痙攣に至ることもあります。（2） 

●心電図により、QT間隔が460～480msec以上に延長している場合は注意してください。 

●QT間隔が500msec以上かベースラインからの変化量が50～60msec以上の場合は、

Torsade de pointesのリスクが高まるため、減量、休薬、投与中止を考慮してください。 

●生命を脅かす心室性不整脈（Torsade de pointesを含む）の出現時には、除細動等、適切

な処置を行ってください。 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「心室頻拍」が掲載され

ていますのでご参照ください。（2） 

（1）添付文書「10. 相互作用」参照 

（2）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「心室頻拍」 

（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1k01-r03.pdf 2021年7月確認） 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver4.0による分類＞ 

副作用 

n=12 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

QT延長 3（25.0） 1（8.3） 

QT間隔が500msec以上の症例が1例ありました。 

この症例はベースラインからの最大変化量が

60msec以上の測定値も認められました。 

心室性不整脈（Torsade de pointesを含む）の発現

例はありませんでした。 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver3.0による分類＞ 

副作用 

n=83 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

心室性不整脈 1（1.2） 1（1.2） 

 

■参考：グレード分類（CTCAE ver4.0抜粋）と用量調節の目安 

 グレード１ グレード２ グレード３ グレード４ 

 同一投与量＊を継続 副作用がグレード1以下に回

復するまで休薬する。回復後

は休薬前の投与量を1レベル

下げて投与を再開する。 

副作用がグレード1以下又はベー

スラインに回復するまで休薬す

る。回復後は休薬前の投与量を1

レベル下げて投与を再開する。 

投与を中止する。 

心室性不整脈 症状がなく、治療を

要さない 

内科的治療を要するが緊急

性はない 

内科的治療を要する 生命を脅かす；循環動態に影響があ

る；緊急処置を要する 

心電図QT補正

間隔延長 

QTc 450-480ms QTc 481-500ms 少なくとも2回の心電図でQTc≧

501ms 

QTc≧501msまたはベースラインから

＞ 60msの変化があり、 Torsade de 

pointes、多型性心室頻拍、重篤な不整

脈の徴候/症状のいずれかを認める 

QTc（補正QT間隔）=QT実測値/RR間隔1/2 ＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 



主な副作用とその対策 
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 高血圧  

●患者に対して、可能な限り自宅の家庭用血圧測定器等によって、各自で血圧を測定する

ことが望ましいことを伝え、測定結果に応じて患者を指導してください。 

●降圧薬投与等、適切な処置を行ってください。 

◆膵神経内分泌腫瘍患者を対象とした国内臨床試験では、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬

（ARB）、ACE阻害剤、Ca拮抗薬、利尿薬、β遮断薬等が使用されていました。（1） 

◆降圧薬1剤でコントロールできない場合は、2剤以上の併用を検討してください。（2） 

◆日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」をご参照ください。（2） 

●降圧治療によりコントロールできない重症例においては、休薬してください。（3） 

（1）社内資料：国内第Ⅱ相試験（膵神経内分泌腫瘍）（承認年月日： 2012.8.10、CTD2.7.2.2.1、2.7.6） ［L20120217025］ 

（2）日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編：高血圧治療ガイドライン2019, ライフサイエンス出版, 2019 

（3）添付文書「11.1 重大な副作用」参照 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver4.0による分類＞ 

副作用 

n=12 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

高血圧 8（66.7） 0（0.0） 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver3.0による分類＞ 

副作用 

n=83 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

高血圧 19（22.9） 8（9.6） 
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■発現時期 

国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）〔n=12〕 

 
 

 

海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）〔n=83〕 

 
 

■参考：グレード分類（CTCAE ver4.0抜粋）と用量調節の目安 

 グレード１ グレード２ グレード３ グレード４ 

 同一投与量＊を継続 副作用がグレード1以下又はベー

スラインに回復するまで休薬す

る。回復後は主治医の判断により

休薬前と同一投与量又は投与量

を1レベル下げて投与を再開す

る。 

副作用がグレード1以下又

はベースラインに回復す

るまで休薬する。回復後は

休薬前の投与量を1レベル

下げて投与を再開する。も

しくは主治医の判断で投

与を中止する。 

高血圧 前高血圧状態（収縮

期血圧120-139mmHg

または拡張期血圧

80-89mmHg） 

ス テ ー ジ 1 の 高 血 圧 （ 収 縮 期 血 圧

140-159mmHg ま た は 拡 張 期 血 圧

90-99mmHg）；内科的治療を要する；再発

性または持続性（≧24時間）；症状を伴う

＞20mmHg（拡張期圧）の上昇または以前

正常であった場合は＞140/90mmHgへの

上昇；単剤の薬物治療を要する 

ステージ2の高血圧（収縮期血圧

≧160mmHgまたは拡張期血圧≧

100mmHg）；内科的治療を要す

る；2種類以上の薬物治療または

以前よりも強い治療を要する 

生命を脅かす（例：悪性高

血圧、一過性または恒久的

な神経障害、高血圧クリー

ゼ）；緊急処置を要する 

＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 



主な副作用とその対策 

 

21 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 出  血  

●バイタルサイン、血液検査（ヘモグロビン、凝固パラメータ）等の検査結果に注意して

ください。 

●腫瘍変性・縮小に伴い、突発的に出血することがあります。（1） 

●脳転移を有する患者では脳出血、肺に腫瘍を有する患者では喀血・肺出血のおそれがあ

ります。（1） 

●投与開始時に脳転移のない患者でも、意識消失等の神経学的異常が疑われた場合は脳転

移及び脳出血の可能性を考慮してください。（1） 

●脳出血が疑われる場合は、速やかに頭部CT等の画像検査を実施してください。 

●異常が認められた場合は、減量、休薬又は投与を中止してください。（1） 

●必要に応じて止血、輸血等、適切な処置を行ってください。 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「出血傾向」が掲載され

ていますのでご参照ください。（2） 

（1）添付文書「7．用法及び用量に関連する注意」「8．重要な基本的注意」「9．特定の背景を有する患者に関する注意」参照 

（2）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「出血傾向」 

（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1f09.pdf 2021年7月確認） 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）＜CTCAE ver4.0による分類＞ 

副作用 

n=12 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

鼻出血 2（16.7） 0（0.0） 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）＜CTCAE ver3.0による分類＞ 

副作用 

n=83 

副作用 

n=83 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

上部消化管出血 1（1.2） 0（0.0） 眼出血 1（1.2） 0（0.0） 

鼻出血 16（19.3） 1（1.2） 口腔内出血 1（1.2） 0（0.0） 

歯肉出血 5（6.0） 0（0.0） 直腸出血 1（1.2） 0（0.0） 

爪床出血 3（3.6） 0（0.0） 不正子宮出血 1（1.2） 0（0.0） 

結膜出血 2（2.4） 0（0.0） 喀血 1（1.2） 0（0.0） 

腟出血 2（2.4） 0（0.0） 点状出血 1（1.2） 0（0.0） 

 



 

 

22 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

■参考：グレード分類（CTCAE ver4.0抜粋）と用量調節の目安 

 グレード１ グレード２ グレード３ グレード４ 

 同一投与量＊を継続 副作用がグレード1以下又はベースラインに回

復するまで休薬する。回復後は主治医の判断に

より休薬前と同一投与量又は投与量を1レベル

下げて投与を再開する。 

副作用がグレード1以下又

はベースラインに回復する

まで休薬する。回復後は休

薬前の投与量を1レベル下

げて投与を再開する。もし

くは主治医の判断で投与を

中止する。 

頭蓋内出血 症状がない；臨床所

見または検査所見

のみ；治療を要さな

い 

中等度の症状があ

る；内科的治療を要

する 

脳室開窓術/頭蓋内圧モニタリング/脳室内血

栓溶解/外科的処置を要する 

生命を脅かす；緊急処置を

要する 

消化管出血 軽症；治療を要さな

い 

中等度の症状があ

る；内科的治療また

は小規模な焼灼術

を要する 

輸血/IVRによる処置/内視鏡的処置/待機的外

科的処置を要する 

生命を脅かす；緊急処置を

要する 

生殖器出血 臨床検査/画像検査

/腹腔鏡検査で認め

られるわずかな出

血；治療を要さない 

中等度の出血；内科

的治療を要する 

高度の出血；輸血を要する；IVRによる処置/

内視鏡的処置を要する 

生命を脅かす；緊急の外科

的処置を要する 

鼻出血 軽 度 の 症 状 が あ

る；治療を要さない 

中等度の症状があ

る；内科的治療を要

する（例：鼻タンポ

ン、焼灼術、外用血

管収縮薬） 

輸血/IVRによる処置/内視鏡的処置/外科的処

置を要する（例：出血部位の止血） 

生命を脅かす；緊急処置を

要する 

紫斑 病変部の合計が体

表面積の＜10％を

占める 

病変部の合計が体

表面積の10-30％を

占める；外傷による

出血 

病変部の合計が体表面積の＞30％を占める；自

然出血 

－ 

＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 

 

 



主な副作用とその対策 

 

23 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 間質性肺炎  

●診断は困難であるため、以下のフローに従い、迅速に呼吸器内科医等の専門医へ紹介し

てください。 

●投与開始前の胸部X線・胸部CT（HRCT）像、間質性肺炎マーカー（KL-6、SP-D、SP-A

等）値がある場合は、発生時の診断に役立ちます。（1,2） 

●異常が認められた場合は投与を中止してください。 

●呼吸器専門医の指示に従って、ステロイドパルス療法を含む適切な処置を行ってください。 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「間質性肺炎」が掲載さ

れていますのでご参照ください。（1） 

（1）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「間質性肺炎」 

（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1b01_r01.pdf 2021年7月確認） 

（2）日本呼吸器学会：薬剤性肺障害の診断・治療の手引き第2版作成委員会 編・著：薬剤性肺障害の診断・治療の手引き第2版, メディカルレビュー社, 

2018 

 
 
 
薬剤性肺障害の診断のためのフローチャート 

 
 

 
 

日本呼吸器学会：薬剤性肺障害の診断・治療の手引き第2版作成委員会 編・著：薬剤性肺障害の診断・治療の手引き第2版,  

メディカルレビュー社, 2018 

（1,2） 



 

 

24 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

特定使用成績調査－消化管間質腫瘍および腎細胞癌に対する調査－（最終報告書）では、間質性肺炎

等の肺障害を、消化管間質腫瘍（安全性解析対象470例）で1例、腎細胞癌（安全性解析対象1,671例）

で14例に認めました。 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

 

●腎細胞癌を対象とした国内臨床試験にて、間質性肺炎の症例を1例認めています。この症例では、スー

テント投与開始後17日目に、CT画像所見より間質性肺炎と診断され、ステロイドパルス等の治療を経て、

最終的には回復しています。 

 



主な副作用とその対策 

 

25 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 骨髄抑制  

●点状出血、紫斑、動悸、倦怠感、頭痛、立ちくらみ、感染症による症状等があらわれる

ことがあります。 

●血液検査の結果等から、異常が認められた場合は、減量、休薬又は投与を中止してください。 

●感染症治療、血小板輸血、赤血球輸血等、病態に応じて適切な処置を行ってください。 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「血液」が掲載されてい

ますのでご参照ください。（2） 

（1）添付文書「7．用法及び用量に関連する注意」参照 

（2）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「血液」（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/tp1122-1f.html 2021年7月確認） 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver4.0による分類＞ 

副作用 

n=12 

全グレード 

n（％） 

グレード3 

n（％） 

グレード4 

n（％） 

好中球減少症  5（41.7）  5（41.7） 0（0.0） 

血小板減少症  3（25.0） 1（8.3） 0（0.0） 

白血球減少症  2（16.7）  2（16.7） 0（0.0） 

貧血 1（8.3） 1（8.3） 0（0.0） 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver3.0による分類＞ 

副作用 

n=83 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

好中球減少症 27（32.5）  12（14.5） 

血小板減少症 17（20.5）  3（3.6） 

白血球減少症 10（12.0）  5（6.0） 

貧血 3（3.6）  0（0.0） 

リンパ球減少症 1（1.2）  0（0.0） 

 

■発現時期（日本人及び外国人）（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

 
社内資料：国内試験：A6181193試験/外国試験：A6181111試験（L20170607003） 

（1） 



 

 

26 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

■参考：グレード分類（CTCAE ver4.0抜粋）と用量調節の目安 

 グレード１ グレード２ グレード３ グレード４ 

 同一投与量＊を継続 副作用がグレード2以下又は

ベースラインに回復するまで

休薬する。回復後は休薬前と

同一投与量で投与を再開でき

る。 

副作用がグレード2以下又

はベースラインに回復する

まで休薬する。回復後は休

薬前の投与量を1レベル下

げて投与を再開する。 

好中球数減少 ＜LLN－1500/mm3； 

＜LLN－1.5×10e9/L 

＜1500－1000/mm3； 

＜1.5－1.0×10e9/L 

＜1000－500/mm3； 

＜1.0－0.5×10e9/L 

＜500/mm3； 

＜0.5×10e9/L 

白血球数減少 ＜LLN－3000/mm3； 

＜LLN－3.0×10e9/L 

＜3000－2000/mm3； 

＜3.0－2.0×10e9/L 

＜2000－1000/mm3； 

＜2.0－1.0×10e9/L 

＜1000/mm3； 

＜1.0×10e9/L 

リンパ球数減少 ＜LLN－800/mm3； 

＜LLN×0.8－10e9/L 

＜800－500/mm3； 

＜0.8－0.5×10e9/L 

＜500－200/mm3； 

＜0.5－0.2×10e9/L 

＜200/mm3； 

＜0.2×10e9/L 

血小板数減少 ＜LLN－75,000/mm3； 

＜LLN－75.0×10e9/L 

＜75,000－50,000/mm3； 

＜75.0－50.0×10e9/L 

＜50,000－25,000/mm3； 

＜50.0－25.0×10e9/L 

＜25,000/mm3； 

＜25.0×10e9/L 

貧血 ヘモグロビン＜LLN－10.0g/dL； 

＜LLN－6.2mmol/L； 

＜LLN－100g/L 

ヘモグロビン＜10.0－8.0g/dL； 

＜6.2－4.9mmol/L； 

＜100－80g/L 

ヘモグロビン＜8.0－6.5g/dL； 

＜4.9－4.0mmol/L； 

＜80－65g/L 

生命を脅かす；緊急処置を

要する 

LLN：（施設）基準値下限 ＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 

 

 

 

 



主な副作用とその対策 

 

27 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 甲状腺機能障害  

●スーテント投与前に甲状腺機能の検査を行ってください。また、投与中に甲状腺機能障

害を示唆する症状が認められた場合は甲状腺機能の検査を実施してください。(1) 

●甲状腺機能低下症の症状として、疲労、食欲低下、浮腫、寒がり等があらわれることが

あります。(2-4) 

●日本甲状腺学会の診断ガイドラインでは、甲状腺機能低下症診断の検査所見として、遊

離T4およびTSH値異常があげられています。日本甲状腺学会のガイドラインもご参照く

ださい。(2) 

●甲状腺機能低下を認めた場合は、甲状腺ホルモン補充療法をご考慮ください。レボチロ

キシンによってTSHが正常化し、症状も軽快する症例が40～50％と報告されています。(4.5) 

●破壊性甲状腺炎が起こることがあります。この場合、甲状腺機能亢進に続いて低下が生

じることがあります。(6-11) 

●必要に応じて、専門医に相談してください。 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「甲状腺機能低下症」が

掲載されていますのでご参照ください。(3)  

（1）添付文書「8．重要な基本的注意」参照 

（2）甲状腺機能低下症の診断ガイドライン2021（http://www.japanthyroid.jp/doctor/guideline/japanese.html#teika 2021年7月確認） 

（3）厚生労働省: 重篤副作用疾患別対応マニュアル「甲状腺機能低下症」 

（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1d09.pdf 2021年7月確認） 

（4）Kollmannsberger, C. et al.: Oncologist 16(5): 543, 2011［L20110520001］ 

（5）Rini, B. I. et al.: J Natl Cancer Inst 99(1): 81, 2007［L20070112001］ 

（6）Desai, J. et al.: Ann Intern Med 145(9): 660, 2006［L20061121026］ 

（7）Wolter, P. et al.: Br J Cancer 99(3): 448, 2008［L20080819055］ 

（8）Grossmann, M. et al.: Clin Endocrinol (Oxf) 69(4): 669, 2008［L20081007146］ 

（9）Faris, J. E. et al.: Thyroid 17(11): 1147, 2007［L20071206010］ 

（10）Piñar, D. et al.: J Endocrinol Invest 32(11): 941, 2009［L20100218304］ 

（11）Sato, S. et al.: Endocr J 57(10): 873, 2010［L20101112151］ 



 

 

28 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver4.0による分類＞ 

副作用 

n=12 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

甲状腺機能低下症 3（25.0） 0（0.0） 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver3.0による分類＞ 

副作用 

n=83 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

甲状腺機能低下症 5（6.0） 0（0.0） 

 

■発現時期（甲状腺機能低下症） 

国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）〔n=12〕 

 
 

 

海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）〔n=83〕 

 
 

 

 



主な副作用とその対策 

 

29 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

■参考：グレード分類（CTCAE ver4.0抜粋）と用量調節の目安 

 グレード１ グレード２ グレード３ グレード４ 

 同一投与量＊を継続 副作用がグレード1以下又はベースラインに回

復するまで休薬する。回復後は主治医の判断に

より休薬前と同一投与量又は投与量を1レベル

下げて投与を再開する。 

副作用がグレード1以下又

はベースラインに回復する

まで休薬する。回復後は休

薬前の投与量を1レベル下

げて投与を再開する。もし

くは主治医の判断で投与を

中止する。 

甲状腺機能低下症 症状がない；臨床所

見または検査所見

のみ；治療を要さな

い 

症状がある；甲状腺

ホルモンの補充療

法を要する；身の回

り以外の日常生活

動作の制限 

高度の症状がある；身の回りの日常生活動作の

制限；入院を要する 

生命を脅かす；緊急処置を

要する 

甲状腺機能亢進症 症状がない；臨床所

見または検査所見

のみ；治療を要さな

い 

症状がある；甲状腺

抑 制 治 療 を 要 す

る；身の回り以外の

日常生活動作の制

限 

高度の症状がある；身の回りの日常生活動作の

制限；入院を要する 

生命を脅かす；緊急処置を

要する 

＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 

 

 



 

 

30 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 副腎機能不全  

●易疲労、脱力感、食欲不振、低血圧症状等があらわれることがあります。（1） 

●一般検査では、貧血、好酸球増加、低ナトリウム血症、高カリウム血症、低血糖等がみ

られることがあります。（1） 

●副腎機能不全が疑われた場合は、血中ACTH（副腎皮質刺激ホルモン）、血中コルチゾー

ル等のホルモンの基礎値を測定し、各種負荷試験や画像所見により診断してください。 

●異常が認められた場合は投与を中止し、必要に応じて専門医に相談してください。 

●ヒドロコルチゾンの補充、輸液療法等、重症度と緊急性に応じて適切な処置を行ってく

ださい。（1） 

（1）柳瀬 敏彦ほか: 日本内分泌学会雑誌 91（Suppl.）, 5, 2015（副腎クリーゼを含む副腎皮質機能低下症の診断と治療に関する指針） 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

特定使用成績調査－消化管間質腫瘍および腎細胞癌に対する調査－（最終報告書）では、安全性解析

対象2,141例のうち、副腎機能不全を3例に認めました。 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

 

■参考：グレード分類（CTCAE ver4.0抜粋）と用量調節の目安 

 グレード１ グレード２ グレード３ グレード４ 

 同一投与量＊を継続 副作用がグレード1以下又はベースラ

インに回復するまで休薬する。回復後

は主治医の判断により休薬前と同一投

与量又は投与量を1レベル下げて投与

を再開する。 

副作用がグレード1以下又

はベースラインに回復する

まで休薬する。回復後は休

薬前の投与量を1レベル下

げて投与を再開する。もし

くは主治医の判断で投与を

中止する。 

副腎機能不全 症状がない；臨床所見ま

たは検査所見のみ；治療

を要さない 

中 等 度 の 症 状 が あ

る；内科的治療を要す

る 

高度の症状がある；入院を要する 生命を脅かす；緊急処置を

要する 

＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 

 

（1） 



主な副作用とその対策 

 

31 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 てんかん様発作、可逆性後白質脳症症候群（RPLS） 

●てんかん様発作、可逆性後白質脳症症候群とも、血管新生阻害剤や他の抗がん剤投与に

よってあらわれることがあります。(1,2,3) 

●可逆性後白質脳症症候群（RPLS：Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome）

は、脳における毛細血管からの血漿成分漏出と血管性浮腫に伴う臨床放射線学上の疾患

分類です。(4) 

●RPLSの症状として、高血圧（伴わない例もある）、頭痛、覚醒低下、精神機能変化、皮

質盲を含む視力消失などがあらわれることがあります。(5) 

●RPLSが疑われた場合は、脳の画像診断、特に非造影MRIが有用です。(6) 

◆FLAIR画像（Fluid-Attenuated Inversion Recovery ～ 水の信号を抑制したT2強調画像）にて、

後頭及び頭頂葉領域を中心に高信号を認めます。 

●異常が認められた場合は、投与を中止して、必要に応じて専門医に相談してください。 

●必要に応じて、高血圧管理、抗痙攣薬投与等、適切な処置を行ってください。(5) 

●降圧療法や原因薬剤の投与中止により、臨床所見、画像所見は可逆的に消失するとされ

ていますが、一部には不可逆的で後遺症を呈する例もあるので注意が必要です。(7) 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「白質脳症」が掲載され

ていますのでご参照ください。(7)  

千葉 厚郎：日本内科学会雑誌 96（8）：1657, 2007［L20080201004］ 

伊藤 泰広：日本内科学会雑誌 95（7）：1297, 2006［L20080201003］ 

（1）Chen A. et al.: Intern Med J 39(5): 341, 2009［L20090629150］ 

（2）Padhy, B. et al.: Br J Clin Pharmacol 71(5): 777, 2011［L20110707088］ 

（3）Martín, G. et al.: J Clin Oncol 25(23): 3559, 2007［L20070821003］ 

（4）Stott, V. et al.: Intern Med J 35: 83, 2005［L20110727057］ 

（5）添付文書「11.1 重大な副作用」参照 

（6）Chen, H. et al.: Nat Rev Clin Oncol 6(8): 465, 2009［L20091026111］ 

（7）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「白質脳症」（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1c05.pdf 2021年7月確認） 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

特定使用成績調査－消化管間質腫瘍および腎細胞癌に対する調査－（最終報告書）では、安全性解析

対象2,141例のうち、可逆性後白質脳症症候群（RPLS）を7例に認めました。 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）＜CTCAE ver3.0による分類＞ 

副作用 

n=83 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

白質脳症 1（1.2） 1（1.2） 

てんかん様発作の発現例は認められていません。 

（5） 



 

 

32 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 消化管穿孔  

●本剤の投与により消化管穿孔があらわれることがあります。 

●腫瘍の急激な壊死・縮小をきたし、消化管穿孔又は消化管瘻があらわれることがありま

す。また、腫瘍の急激な壊死・縮小を伴わず発現した消化管穿孔も報告されています。 

●臨床所見、画像所見等により、消化管穿孔が疑われた場合は、本剤の投与を中止してく

ださい。 

●診断のために必要な検査（腹部単純X線、腹部CT等）を行い、必要に応じて外科医に相

談し、手術を含む必要な処置を行ってください。 

（1）大矢 雅敏ほか：コンセンサス癌治療 5（4）：182, 2006 ［L20071228010］ 

（2）前田 耕太郎ほか：救急医学 30（11）：1537, 2006 ［L20071122018］ 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

特定使用成績調査－消化管間質腫瘍および腎細胞癌に対する調査－（最終報告書）では、安全性解析

対象2,141例のうち、消化管穿孔を5例に認めました。 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

 

■参考：グレード分類（CTCAE ver4.0抜粋）と用量調節の目安 

 グレード１ グレード２ グレード３ グレード４ 

 同一投与量＊を継続 副作用がグレード1以下又はベースラインに回

復するまで休薬する。回復後は主治医の判断に

より休薬前と同一投与量又は投与量を1レベル

下げて投与を再開する。 

副作用がグレード1以下又

はベースラインに回復する

まで休薬する。回復後は休

薬前の投与量を1レベル下

げて投与を再開する。もし

くは主治医の判断で投与を

中止する。 

消化管穿孔 ― 症状がある；内科的

治療を要する 

高度の症状がある；待機的外科的処置を要する 生命を脅かす；緊急の外科

的処置を要する 

消化管瘻 症状がない；臨床所

見または検査所見

のみ；治療を要さな

い 

症状がある；消化管

機能に変化がある 

消化管機能に高度の変化がある；TPNまたは入

院を要する；待機的外科的処置を要する 

生命を脅かす；緊急処置を

要する 

＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 

 

 

（1,2） 



主な副作用とその対策 

 

33 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 急性膵炎  

●典型的な症状としては、上腹部痛、発熱、悪心、嘔吐があります。（1,2） 

●通常、血中アミラーゼが測定されますが、膵特異性の高いリパーゼや膵型アミラーゼの

血中濃度測定が診断には有用です。（1,2） 

●定期的に血中膵酵素を測定することにより、前値との比較が可能になり、薬剤性膵炎の

早期発見と早期治療の開始が可能となり、治療の中断を回避できる可能性があります。(3) 

●膵炎が疑われる場合には、血中膵酵素測定に続いて、超音波、CT、またはMRIによる画

像診断等を実施してください。（1,2） 

●異常が認められた場合は、投与を中止してください。（2） 

●絶食、輸液、疼痛管理、感染症等の合併症予防等、重症度に応じて適切な処置を行って

ください。（1,2） 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「急性膵炎（薬剤性膵

炎）」が掲載されていますのでご参照ください。（2） 

（1）急性膵炎診療ガイドライン2015年［第4版］, 急性膵炎診療ガイドライン2015改訂出版委員会 編：金原出版, 2015 

（2）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「急性膵炎（薬剤性膵炎）」 

（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1g13-r03.pdf 2021年7月確認） 

（3）武田 和憲：Pharma Medica 25（12）：17, 2007［L20080324006］ 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver4.0による分類＞ 

副作用 

n=12 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

リパーゼ増加 2（16.7） 2（16.7） 

高アミラーゼ血症 1（8.3） 1（8.3） 

急性膵炎の発現例は認められていません。 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

 

 

■参考：グレード分類（CTCAE ver4.0抜粋）と用量調節の目安 

 グレード１ グレード２ グレード３ グレード４ 

 同一投与量＊を継続 副作用がグレード1以下又はベースラインに回

復するまで休薬する。回復後は主治医の判断に

より休薬前と同一投与量又は投与量を1レベル

下げて投与を再開する。 

副作用がグレード1以下又

はベースラインに回復する

まで休薬する。回復後は休

薬前の投与量を1レベル下

げて投与を再開する。もし

くは主治医の判断で投与を

中止する。 

膵炎 ― 酵素の上昇または

画像所見のみ 

高度の疼痛；嘔吐；内科的治療（例：除痛や栄

養の支持）を要する 

生命を脅かす；緊急処置を

要する 

血清アミラーゼ増加 ＞ULN-1.5×ULN ＞1.5-2.0×ULN ＞2.0-5.0×ULN ＞5.0×ULN 

リパーゼ増加 ＞ULN-1.5×ULN ＞1.5-2.0×ULN ＞2.0-5.0×ULN ＞5.0×ULN 

ULN：（施設）基準値上限 ＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 



 

 

34 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 感 染 症  

●感染部位等によって、さまざまな症状、徴候がみられますので、観察を十分に行ってく

ださい。 

●異常が認められた場合は、重症度を考慮して、減量、休薬、投与中止を考慮してくださ

い。 

●抗菌薬、抗真菌薬等の感染症治療薬を投与する等、適切な処置を行ってください。 

◆好中球減少を伴う発熱に対しては、早急な対応が求められます。（「骨髄抑制」の項参照） 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）＜CTCAE ver4.0による分類＞ 

副作用 

n=12 

副作用 

n=12 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

鼻咽頭炎 3（25.0） 0（0.0） 口腔ヘルペス 1（8.3） 0（0.0） 

肺炎 1（8.3） 0（0.0） 感染性小腸結腸炎 1（8.3） 0（0.0） 

麦粒腫 1（8.3） 0（0.0） 皮膚カンジダ 1（8.3） 0（0.0） 

ヘルペス脳炎 1（8.3） 1（8.3）  

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）＜CTCAE ver3.0による分類＞ 

副作用 

n=83 

副作用 

n=83 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

肛門膿瘍 1（1.2） 1（1.2） 鼻炎 1（1.2） 0（0.0） 

カテーテル関連感染 1（1.2） 0（0.0） 副鼻腔炎 1（1.2） 0（0.0） 

蜂巣炎 1（1.2） 0（0.0） 皮膚感染 1（1.2） 0（0.0） 

膀胱炎 1（1.2） 0（0.0） 歯膿瘍 1（1.2） 0（0.0） 

胃腸炎 1（1.2） 0（0.0） 上気道感染 1（1.2） 0（0.0） 

インフルエンザ 1（1.2） 0（0.0） 尿路感染 1（1.2） 0（0.0） 

腎感染 1（1.2） 0（0.0） 外陰部腟カンジダ症 1（1.2） 0（0.0） 

咽頭炎 1（1.2） 0（0.0）    

 



主な副作用とその対策 

 

35 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 肺塞栓症、深部静脈血栓症  

●観察を十分に行ってください。多くの場合は突然発症します。 

◆肺塞栓症：呼吸困難、胸痛、失神等（1） 

◆深部静脈血栓症：下肢の腫脹、疼痛、色調変化等（1） 

●肺塞栓症や深部静脈血栓症が疑われた場合は、血液検査（D-ダイマー）等によるスクリ

ーニングや画像診断を行ってください。（1,2） 

●異常が認められた場合は、減量、休薬又は投与を中止してください。 

●抗凝固療法、血栓溶解療法等、適切な処置を行ってください。（1,2） 

●必要に応じて、血管内科/外科、呼吸器内科等の専門医に相談してください。 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「血栓症（血栓塞栓症、

塞栓症、梗塞）」が掲載されていますのでご参照ください。（2） 

（1）日本循環器学会合同研究班 肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断, 治療, 予防に関するガイドライン(2017年改訂版)

（https://js-phlebology.jp/wp/wp-content/uploads/2019/03/JCS2017_ito_h.pdf 2021年7月確認） 

（2）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「血栓症（血栓塞栓症、塞栓症、梗塞）」

（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1f21-r03.pdf 2021年7月確認） 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

特定使用成績調査－消化管間質腫瘍および腎細胞癌に対する調査－（最終報告書）では、安全性解析

対象2,141例のうち、肺塞栓症を2例に、深部静脈血栓症を2例に認めました。 
（膵神経内分泌腫瘍以外の他の疾患を対象とした臨床試験において、本剤との因果関係を否定できない肺塞栓症による死亡例

が1例報告されています。） 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

■参考：グレード分類（CTCAE ver4.0抜粋）と用量調節の目安 

 グレード１ グレード２ グレード３ グレード４ 

 同一投与量＊を継続 副作用がグレード1以下又はベースラインに回

復するまで休薬する。回復後は主治医の判断に

より休薬前と同一投与量又は投与量を1レベル

下げて投与を再開する。 

副作用がグレード1以下又はベー

スラインに回復するまで休薬す

る。回復後は休薬前の投与量を1

レベル下げて投与を再開する。も

しくは主治医の判断で投与を中止

する。 

血栓塞栓症 静脈血栓症（例：表

在性血栓症） 

静脈血栓症（例：合

併症のない深部静

脈血栓症）；内科的

治療を要する 

血栓症（例：合併症のない肺塞栓症（静脈）、

心内塞栓（動脈）のない血栓症）；内科的治療

を要する 

生命を脅かす（例：肺塞栓症、脳

血管イベント、動脈系循環不全）；

循環動態が不安定または神経学的

に不安定；緊急処置を要する 

＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 

 



 

 

36 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 播種性血管内凝固症候群（DIC） 

●症状として出血、臓器症状がみられますが、検査所見異常のみで無症状の場合もありま

す。（1） 

●検査所見としては、血小板減少、凝固線溶系検査値の異常（フィブリノゲン減少、FDP

増加、プロトロンビン時間延長）がみられます。（1,2） 

◆血小板減少や出血傾向等、DICを疑う所見が認められた場合には、必要に応じて凝固線溶系検

査の実施を検討してください。 

●診断には厚生省（現厚生労働省）による診断基準（1988年）のほか（2）、日本救急医学

会の急性期DIC 診断基準（3）、日本血栓止血学会のDIC診断基準2017年版（1）が用いられま

す。 

●異常が認められた場合は、減量、休薬、投与を中止する等、適切に対応してください。 

●症状に応じて、補充療法（血小板、新鮮凍結血漿）、抗凝固療法（ガベキサートメシル

酸塩、ナファモスタットメシル酸塩、ヘパリン類、アンチトロンビン製剤）等、適切な

処置を行ってください。（2） 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「播種性血管内凝固（全

身性凝固亢進障害、消費性凝固障害）」が掲載されていますのでご参照ください。（2） 

（1）日本血栓止血学会 DIC診断基準2017年版

（https://www.jsth.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/28%E5%B7%BB3%E5%8F%B7_DIC%E8%A8%BA%E6%96%AD%E5%9F%BA%E6%BA%96.pdf 

2021年7月確認） 

（2）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「播種性血管内凝固（全身性凝固亢進障害、消費性凝固障害）」

（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1f25-r03.pdf 2021年7月確認） 

（3）日本救急医学会 急性期DIC診断基準：丸藤哲. 日救急医会誌 18（6）：237-272, 2007 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

特定使用成績調査－消化管間質腫瘍および腎細胞癌に対する調査－（最終報告書）では、安全性解析

対象2,141例のうち、播種性血管内凝固を25例に認めました。 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 



主な副作用とその対策 

 

37 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

■参考：厚生省特定疾病血液凝固異常症調査研究班のDIC診断基準（1988年） 
Ⅰ．基礎疾患 得点 Ⅳ．判定（注2） 

あり 1 １．7点以上 DIC 

なし 0 6点 DICの疑い（注3） 

Ⅱ．臨床症状  5点以下 DICの可能性少ない 

１．出血症状（注1）  ２．白血病その他注1に該当する疾患 

あり 1 4点以上 DIC 

なし 0 3点 DICの疑い（注3） 

２．臓器症状  2点以下 DICの可能性少ない 

あり 1 Ⅴ．診断のための補助的検査成績、所見 

なし 0 １．可溶性フィブリンモノマー陽性 

Ⅲ．検査成績  ２．D-ダイマーの高値 

１．血清FDP値（μg/mL）  ３．トロンビン-アンチトロンビンⅢ複合体の高値 

40≦ 3 ４．プラスミン-α2プラスミンインヒビター複合体の高値 

20≦ ＜40 2 ５．病態の進展に伴う得点の増加傾向の出現、特に数日内での血小板数あるいはフィブ 

10≦ ＜20 1   リノゲンの急激な減少傾向ないしFDPの急激な増加傾向の出現 

10＞ 0 ６．抗凝固療法による改善 

２．血小板数（×102/μL）（注1）  Ⅵ． 

50≧ 3 注1：白血病及び類縁疾患、再生不良性貧血、抗腫瘍剤投与後など骨髄巨核球減少が顕 

80≧ ＞50 2    著で、高度の血小板減少をみる場合は血小板数及び出血症状の項は0点とし、判定 

120≧ ＞80 1    はⅣ-2に従う。 

120＜ 0 注2：基礎疾患が肝疾患の場合は以下のとおりとする。 

３．血漿フィブリノゲン濃度（mg/mL）   a．肝硬変及び肝硬変に近い病態の慢性肝炎（組織上小葉改築傾向を認める慢性肝炎） 

100≧ 2    の場合には、総得点から3点減点した上で、Ⅳ-1の判定基準に従う。 

150≧ ＞100 1  b．劇症肝炎及び上記を除く肝疾患の場合は、本診断基準をそのまま適用する。 

150＜ 0 注3：DICの疑われる患者で「Ⅴ.診断のための補助的検査成績、所見」のうち2項目以上 

４．プロトロンビン時間比（正常対照値で割った値）     満たせばDICと判定する。 

1.67≦ 2 Ⅶ．除外規定 

1.25≦ ＜1.67 1 １．本診断基準は新生児、産科領域のDICの診断には適用しない。 

1.25＞ 0 ２．本診断基準は劇症肝炎のDICの診断には適用しない。 

青木 延雄ほか：厚生省特定疾患 血液凝固異常症調査研究班 昭和62年度研究報告書（昭和63年3月、班長 青木延雄）：37, 1988［L20091111001］ 

 

■参考：グレード分類（CTCAE ver4.0抜粋）と用量調節の目安 

 グレード１ グレード２ グレード３ グレード４ 

 同一投与量＊を継続 副作用がグレード1以下又はベースラ

インに回復するまで休薬する。回復後

は主治医の判断により休薬前と同一

投与量又は投与量を1レベル下げて投

与を再開する。 

副作用がグレード1以下又はベース

ラインに回復するまで休薬する。回

復後は休薬前の投与量を1レベル下

げて投与を再開する。もしくは主治

医の判断で投与を中止する。 

播種性血管内凝固 ― 検査値異常はある

が出血なし 

検査値異常及び出血がある 生命を脅かす；緊急処置を要する 

＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 

●DICは、本剤投与の有無に関わらず、治療対象疾患である腫瘍そのものによって誘導される可能性もあ

ります。⇒Q＆A-12（P.65） 

●腫瘍の治療を優先すべきか否かは、リスク・ベネフィットを考慮の上、症例ごとに判断してください。 

 
 



 

 

38 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 血栓性微小血管症（thrombotic microangiopathy : TMA） 

●細血管障害性溶血性貧血、破壊性血小板減少及び細血管内血小板血栓を特徴とする病態

診断名です。 

◆血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）と溶血性尿毒症症候群（HUS）が含まれます。 

◆一般的に、成人で精神神経症状を認めるものはTTP、小児で腎障害が強いものはHUSと診断さ

れてきましたが、臨床症状から両者を判別するのは困難で、TMAが病名として用いられるこ

ともあります。 

●破砕赤血球、血小板減少、血栓による臓器の機能障害等がみられます。 

●破砕赤血球を伴う貧血、血小板減少、腎機能障害等が認められた場合は、投与を中止し

てください。 

●症状に応じて、適切な処置を行ってください。 

◆TTPに対しては、発症初期に新鮮凍結血漿（50～80mL/kg/日）で血漿交換療法（必要に応じ

てステロイド併用）を行うことが重要とされており、血漿交換前の血小板輸血は禁忌と考え

られています。 

◆HUSに対しては、腎機能保護と合併症対策が基本となります。 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「血栓性血小板減少性紫斑

病（TTP）」が掲載されていますのでご参照ください。（1） 

藤村 吉博：臨床血液 47（8）：734, 2006［L20080214007］ 

松本 雅則：血栓と循環 13（2）：166, 2005［L20080417012］ 

（1）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）」 

（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1f29.pdf 2021年7月確認） 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

特定使用成績調査－消化管間質腫瘍および腎細胞癌に対する調査－（最終報告書）では、安全性解析

対象2,141例のうち、特発性血小板減少性紫斑病を1例に認めました。 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

 

■参考：グレード分類（CTCAE ver4.0抜粋）と用量調節の目安 

 グレード１ グレード２ グレード３ グレード４ 

 同一投与量＊を継続 副作用がグレード1以下又はベースライン

に回復するまで休薬する。回復後は主治医

の判断により休薬前と同一投与量又は投与

量を1レベル下げて投与を再開する。 

副作用がグレード1以下又

はベースラインに回復する

まで休薬する。回復後は休

薬前の投与量を1レベル下

げて投与を再開する。もし

くは主治医の判断で投与を

中止する。 

血栓性血小板減少性紫

斑病 

臨床症状を伴わない

赤血球破砕の所見（破

砕赤血球増加症） 

― 臨床症状を伴う検査値異常（例：腎不全、

点状出血） 

生命を脅かす 

（例：CNS出血、血栓/塞栓、

腎不全） 

＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 



主な副作用とその対策 

 

39 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 一過性脳虚血発作（TIA）、脳梗塞  

●市販後に発現例が報告されています。これらの疾患が疑われる時は、頭部CTやMRI等の

画像診断を行うとともに、塞栓源となる基礎疾患の有無の探索も行い、適切な治療を行

ってください。 

●特にTIAでは、頭部画像上では異常を認めないこともあるため、詳しい問診を行い、必

要に応じて専門医に相談してください。 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「血栓症（血栓塞栓症、

塞栓症、梗塞）」が掲載されていますのでご参照ください。（1） 

（1）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「血栓症（血栓塞栓症、塞栓症、梗塞）」 

（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1f21-r03.pdf 2021年7月確認） 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

特定使用成績調査－消化管間質腫瘍および腎細胞癌に対する調査－（最終報告書）では、安全性解析

対象2,141例のうち、脳梗塞を5例に認めました。 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

 

●消化管間質腫瘍、腎細胞癌を対象とした海外臨床試験では、全801症例中、一過性脳虚血発作（TIA）、

血栓塞栓性脳卒中、脳虚血を計4例（うちグレード3以上が3例）認めています。 

 

 

 



 

 

40 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 肝不全、肝機能障害、黄疸  

●肝機能検査値の推移に注意してください。 

●黄疸、疲労、脱力、吐き気、食欲不振、意識障害等があらわれることがあります。（1） 

●異常が認められた場合は、減量、休薬又は投与を中止してください。 

●病態に応じて、輸液、ステロイド剤投与、血漿交換療法等、適切な処置を行ってください。 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「薬物性肝障害」が掲載

されていますのでご参照ください。（1） 

（1）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「薬物性肝障害（肝細胞障害型薬物性肝障害、胆汁うっ滞型薬物性肝障害、混合型薬物性肝障害、

急性肝不全、薬物起因の他の肝疾患）」（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1i01_r01.pdf 2021年7月確認） 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

特定使用成績調査－消化管間質腫瘍および腎

細胞癌に対する調査－（最終報告書）では、安

全性解析対象2,141例のうち、肝不全を4例に、

肝機能異常を213例に、黄疸を12例に認めまし

た。 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver3.0による分類＞ 

副作用 

n=83 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

ALP増加 2（2.4） 0（0.0） 

ALT（GPT）増加 2（2.4） 0（0.0） 

AST（GOT）増加 2（2.4） 0（0.0） 

トランスアミナーゼ上昇 1（1.2） 0（0.0） 

肝機能異常 1（1.2） 1（1.2） 

高ビリルビン血症 1（1.2） 0（0.0） 

黄疸 1（1.2） 0（0.0） 

肝不全の発現例は認められていません。

 

■参考：グレード分類（CTCAE ver4.0抜粋）と用量調節の目安 

 グレード１ グレード２ グレード３ グレード４ 

 同一投与量＊を継続 副作用がグレード1以下又はベースラ

インに回復するまで休薬する。回復後

は主治医の判断により休薬前と同一

投与量又は投与量を1レベル下げて投

与を再開する。 

副作用がグレード1以下又はベース

ラインに回復するまで休薬する。回

復後は休薬前の投与量を1レベル下

げて投与を再開する。もしくは主治

医の判断で投与を中止する。 

肝不全 ― ― 羽ばたき振戦；軽度の脳症；身の回り

の日常生活動作の制限 

中等度から高度の脳症；昏睡；生命

を脅かす 

＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 

 

（1） 



主な副作用とその対策 

 

41 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 急性腎障害  

●電解質等の検査値の推移に注意してください。 

●進行すると、食欲不振、嘔吐、倦怠感、乏尿、浮腫等があらわれることがあります。（1） 

●異常が認められた場合は、投与を中止してください。 

●電解質補正、栄養管理、透析等、適切な処置を行ってください。（1） 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「急性腎障害（急性細尿

管壊死）」が掲載されていますのでご参照ください。（1） 

（1）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「急性腎障害（急性細尿管壊死）」 

（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1e25.pdf 2021年7月確認） 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

特定使用成績調査－消化管間質腫瘍および腎

細胞癌に対する調査－（最終報告書）では、安

全性解析対象2,141例のうち、急性腎不全を6例

に認めました。 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver3.0による分類＞ 

副作用 

n=83 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

腎不全 2（2.4） 1（1.2） 

 

■参考：グレード分類（CTCAE ver4.0抜粋）と用量調節の目安 

 グレード１ グレード２ グレード３ グレード４ 

 同一投与量＊を継続 副作用がグレード1以下又はベースラインに回

復するまで休薬する。回復後は主治医の判断に

より休薬前と同一投与量又は投与量を1レベル

下げて投与を再開する。 

副作用がグレード1以下又

はベースラインに回復する

まで休薬する。回復後は休

薬前の投与量を1レベル下

げて投与を再開する。もし

くは主治医の判断で投与を

中止する。 

急性腎不全 クレアチニンが＞

0.3mg/dL増加；ベー

スラインの1.5-2倍

に増加 

クレアチニンがベ

ースラインの＞2-3

倍に増加 

クレアチニンがベースラインよりも＞3倍また

は＞4.0mg/dL増加；入院を要する 

生命を脅かす；人工透析を

要する 

＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 

 



 

 

42 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 ネフローゼ症候群  

●蛋白（アルブミン）尿、低蛋白（アルブミン）血症、浮腫、脂質異常症が発現すること

があります。（1） 

●異常が認められた場合は、投与を中止してください。 

●ステロイドの投与、浮腫に対する非薬物療法等、適切な処置を行ってください。（1） 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「ネフローゼ症候群」が

掲載されていますのでご参照ください。（1） 

（1）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「ネフローゼ症候群」 

（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1e33.pdf 2021年7月確認） 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver4.0による分類＞ 

副作用 

n=12 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

低アルブミン血症 1（8.3） 1（8.3） 

蛋白尿  2（16.7） 0（0.0） 

浮腫  2（16.7） 0（0.0） 

ネフローゼ症候群 1（8.3） 1（8.3） 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver3.0による分類＞ 

副作用 

n=83 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

低アルブミン血症 1（1.2） 0（0.0） 

浮腫 4（4.8） 0（0.0） 

蛋白尿 1（1.2） 0（0.0） 

ネフローゼ症候群の発現例は認められていませ

ん。 

■参考：グレード分類（CTCAE ver4.0抜粋）と用量調節の目安 

 グレード１ グレード２ グレード３ グレード４ 

 同一投与量＊を継続 副作用がグレード1以下又

はベースラインに回復する

まで休薬する。回復後は主

治医の判断により休薬前と

同一投与量又は投与量を1

レベル下げて投与を再開す

る。 

副作用がグレード1以下又

はベースラインに回復する

まで休薬する。回復後は休

薬前の投与量を1レベル下

げて投与を再開する。もし

くは主治医の判断で投与を

中止する。 

蛋白尿 蛋白尿1+；尿蛋白＜1.0g/24

時間 

成人：蛋白尿2+；尿蛋白1.0-

＜3.5g/24時間； 

成人：尿蛋白≧3.5g/24時間； ― 

＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 

 



主な副作用とその対策 

 

43 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 横紋筋融解症、ミオパシー  

●早期発見のため、筋肉痛、筋力低下、脱力感、赤褐色尿（ミオグロビン尿）等の症状が

あらわれた場合は医師に相談するよう、患者を指導してください。 

●検査所見としては、CK（CPK）増加、血中及び尿中ミオグロビン増加等があらわれます。 

●異常が認められた場合は、投与を中止してください。 

●腎機能障害を伴う場合には電解質及びアシドーシスの補正、補液等、適切な処置を行っ

てください。 

●必要に応じて、専門医に相談してください。 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「横紋筋融解症」が掲載

されていますのでご参照ください。（1） 

（1）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「横紋筋融解症」 

（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1c09.pdf 2021年7月確認） 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

特定使用成績調査－消化管間質腫瘍および腎

細胞癌に対する調査－（最終報告書）では、安

全性解析対象2,141例のうち、横紋筋融解を4例

に、ミオパシーを2例に認めました。 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver3.0による分類＞ 

副作用 

n=83 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

筋肉痛 3（3.6） 0（0.0） 

横紋筋融解症、ミオパシーの発現例は認められて

いません。 

 

 

 

 

（1） 



 

 

44 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 腫瘍崩壊症候群  

●高尿酸血症、高カリウム血症、高リン血症、低カルシウム血症等の組み合わせによって

特徴づけられる症候群で、多くの場合、二次性の急性腎障害も合併します。(1-4) 

●異常が認められた場合は、投与を中止してください。 

●補液、グルコン酸カルシウム投与、血液透析等、重症度に応じて適切な処置を行ってく

ださい。 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「腫瘍崩壊症候群」が掲

載されていますのでご参照ください。（5） 

（1）Abu-Alfa, A. K. et al.: Am J Kidney Dis 55(5 Suppl 3): S1, 2010［L20110727066］ 

（2）Cairo, M. S. et al.: Br J Haematol 149(4): 578, 2010［L20110727060］ 

（3）Gertz, M. A.: Leuk Lymphoma 51(2): 179, 2010［L20110727061］ 

（4）Howard, S. C. et al.: N Engl J Med 364(19): 1844, 2011［L20110727062］ 

（5）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「腫瘍崩壊症候群」 

（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1e41.pdf 2021年7月確認） 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

特定使用成績調査－消化管間質腫瘍および腎細胞癌に対する調査－（最終報告書）では、安全性解析

対象2,141例のうち、腫瘍崩壊症候群を3例に認めました。 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

 



主な副作用とその対策 

 

45 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、多形紅斑  

【皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）】 

●発熱（38℃以上）、粘膜症状（結膜充血、口唇びらん、咽頭痛、陰部びらん、排尿排便

時疼痛）、多発する紅斑（進行すると水疱・びらんを形成）を伴う皮疹などの症状が認

められます。（1） 

【多形紅斑】 

●境界明瞭な紅斑、紅斑の中央部に形成される水疱、多形紅斑重症型（erythema multiforme 

[EM] major）では発熱、両眼の結膜充血や口唇の発赤などの症状が認められます。（2） 

●上記の症状のいずれかが認められた場合や急激な悪化を認めた場合には、早急に入院施

設のある皮膚科の専門機関へ紹介してください。 

●異常が認められた場合は、投与を中止してください。 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「スティーヴンス・ジョ

ンソン症候群（皮膚粘膜眼症候群）」、「多形紅斑」が掲載されていますのでご参照くだ

さい。（1,2） 

（1）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「スティーヴンス・ジョンソン症候群（皮膚粘膜眼症候群）」

（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1a21.pdf 2021年7月確認） 

（2）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「多形紅斑」 

（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1a29.pdf 2021年7月確認） 

 

■発現状況 

●国内、海外ともに臨床試験において発現例は認められていません。 

 

 



 

 

46 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 急性胆嚢炎  

●急性胆嚢炎は、右上腹部の疼痛および圧痛、ときに発熱、悪寒、悪心、および嘔吐など

の症状を伴う胆嚢の炎症です。 

●異常が認められた場合は、休薬してください。 

 

■発現状況 

●国内、海外ともに臨床試験において発現例は認められていません。 

 



主な副作用とその対策 

 

47 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 3.2.  その他の副作用とその対策  

 口内炎、歯肉炎等  

●飲食時に苦痛を伴う可能性がありますので、本剤投与前に、患者に対して十分に説明し

てください。 

●必要に応じて、外用剤（リップクリームや局麻製剤が入ったジェル等）を患部に塗布し

てください。 

●疼痛緩和にはNSAIDs投与等、適切な処置をしてください。 

●重症度に応じて、減量、休薬又は投与中止を検討してください。 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「抗がん剤による口内

炎」が掲載されていますのでご参照ください。（1） 

（1）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「抗がん剤による口内炎」 

（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1l09.pdf 2021年7月確認） 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver4.0による分類＞ 

副作用 

n=12 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

口内炎 2（16.7） 0（0.0） 

歯肉炎 2（16.7） 0（0.0） 

舌炎 1（8.3） 0（0.0） 

歯周炎 1（8.3） 0（0.0） 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver3.0による分類＞ 

副作用 

n=83 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

口内炎 18（21.7） 3（3.6） 

舌炎 1（1.2） 0（0.0） 

 



 

 

48 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

■発現時期（口内炎） 

国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）〔n=12〕 

 
 

 

海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）〔n=83〕 

 
 

 

 

 



主な副作用とその対策 

 

49 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 手足症候群  

●手掌、足底等、圧力のかかりやすい部分に発現することが多いとされています。（1） 

●一般的な症状の進行は、知覚過敏、発疹、水疱、角化、亀裂と進行し、激しい痛みを伴

うこともあります（P.52写真参照）。 

●フッ化ピリミジン系薬剤等の化学療法剤による手足症候群に似た臨床的症状を呈する

こともありますが、キナーゼ阻害薬による手足症候群は、局所的で角化した症状を呈す

る傾向があります。（1） 

●重症化を防ぐために、発赤があらわれたら、休薬して経過観察することも考慮してくだ

さい。 

●必要に応じて、皮膚科専門医へ紹介してください。 

●対症療法等、適切な処置を行ってください。 

◆患部への物理的刺激を避けるための予防策として、柔らかく厚手の靴下を履く、圧のかかり

にくい靴の中敷（ジェルや低反発のもの）を使用する、または作業中の細目な休憩や、道具

を握りしめる時間を抑える、炊事や水仕事ではゴム手袋等を用いるなどの方法があります。 

◆皮膚の保護のため、必要に応じて保湿剤（尿素やサリチル酸配合のもの）を塗布してくださ

い。(1,2) 

◆二次感染予防として、清潔を心掛けてください。(1) 

◆予防のために保湿剤を使用してください。(1) 

◆疼痛、炎症に対しては、ステロイド剤、非ステロイド系消炎鎮痛剤等を、そう痒感に対して

は、抗ヒスタミン剤等を使用してください。 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「手足症候群」が掲載さ

れていますのでご参照ください。（1） 

（1）厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル「手足症候群」 

（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1q01_r01.pdf 2021年7月確認） 

（2）BC Cancer Agency：Symptom management guidelines: Palmar-plantar erythrodysesthesia (PPE) 

（http://www.bccancer.bc.ca/nursing-site/Documents/14.%20Palmar%20Plantar%20Erythrodysesthesia.pdf 2021年7月確認） 

 

（1） 



 

 

50 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver4.0による分類＞ 

副作用 

n=12 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

手足症候群 8（66.7） 0（0.0） 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver3.0による分類＞ 

副作用 

n=83 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

手足症候群 19（22.9） 5（6.0） 

 

 

■発現時期（発疹） 

国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）〔n=12〕 

 
 

 

海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）〔n=83〕 

 
 



主な副作用とその対策 

 

51 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

■発現時期（手足症候群） 

国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）〔n=12〕 

 
 

 

海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）〔n=83〕 

 
 



 

 

52 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

■参考：グレード分類（CTCAE ver4.0抜粋）と用量調節の目安 

 グレード１ グレード２ グレード３ グレード４ 

 同一投与量＊を継続 副作用がグレード1以下又はベース

ラインに回復するまで休薬する。回

復後は主治医の判断により休薬前と

同一投与量又は投与量を1レベル下

げて投与を再開する。 

副作用がグレード1以下又

はベースラインに回復す

るまで休薬する。回復後は

休薬前の投与量を1レベル

下げて投与を再開する。も

しくは主治医の判断で投

与を中止する。 

手掌・足底発赤知覚不

全症候群 

疼痛を伴わないわずかな

皮膚の変化または皮膚炎

（例：紅斑、浮腫、角質

増殖症） 

疼痛を伴う皮膚の変化

（例：角層剥離、水疱、

出血、浮腫、角質増殖

症）；身の回り以外の日常

生活動作の制限 

疼痛を伴う高度の皮膚の変化（例：

角層剥離、水疱、出血、浮腫、角質

増殖症）；身の回りの日常生活動作の

制限 

― 

＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 

■本剤による手足症候群の例 

   発現時⇒休薬後 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

写真提供：北海道大学病院 腫瘍センター 小松 嘉人先生 

 

   
Kollmannsberger, C. et al.: Can Urol Assoc J 1（2 Suppl.）: S41, 2007 [L20071119019]  

Tsai, K. Y. et al.: J Clin Oncol 24(36): 5786, 2006 [L20061222005] 



主な副作用とその対策 

 

53 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 毛髪・皮膚の色素脱失・変色、脱毛等  

●外見に影響する可能性がありますので、本剤投与前に、患者に対して十分に説明してく

ださい。 

●皮膚が黄色っぽくなる、毛髪が白～灰色になる、爪に線状出血があらわれる等の症状が

認められることがあります。 

●毛髪・皮膚の変色・色素脱失は、休薬期間中に回復することがあります。 

◆投与コースを繰り返すことにより、毛髪が脱色部分（投与中）と脱色していない部分（休薬

中）の帯状を呈することもあります。(1,2) 

（1）Robert, C. et al.： Lancet Oncol 6（7）：491, 2005［L20071031174］ 

（2）Kollmannsberger, C. et al.： Can Urol Assoc J 1（2 Suppl.）：S41, 2007［L20071119019］ 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）＜CTCAE ver4.0による分類＞ 

副作用 

n=12 

副作用 

n=12 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

皮膚変色 1（8.3） 0（0.0） 毛髪変色 1（8.3） 0（0.0） 

爪の障害 1（8.3） 0（0.0）    

脱毛の発現例は認められていません。 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）＜CTCAE ver3.0による分類＞ 

副作用 

n=83 

副作用 

n=83 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

毛髪変色 24（28.9） 1（1.2） 皮膚変色 3（3.6） 0（0.0） 

黄色皮膚 6（7.2） 0（0.0） 爪変色 1（1.2） 0（0.0） 

脱毛症 5（6.0） 0（0.0） 皮膚色素減少 1（1.2） 0（0.0） 

 



 

 

54 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

■発現時期（毛髪変色） 

国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）〔n=12〕 

 
 

 

海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）〔n=83〕 

 
 

 

 

 



主な副作用とその対策 

 

55 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 下痢、悪心、嘔吐等の消化器症状  

●本剤投与前に、患者に対して十分に説明してください。 

【下痢】 

●下痢は多くの患者（～75％）に生じますが、グレード3/4の症例は8％前後です。 

●スーテントによる下痢は、増悪と軽快を不規則に繰り返すとの報告もあります。（1） 

●グレード1/2の下痢に対しては、減量・休薬は通常必要なく、十分な水分摂取・補液及

びロペラミド等の止痢剤によりコントロールできたとの報告もあります。(1) 

●グレード3/4の下痢を認めた場合は、グレード1以下またはベースラインの状態に改善す

るまで休薬してください。(1) 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「重度の下痢」が掲載さ

れていますのでご参照ください。(2) 

【悪心・嘔吐】 

●グレード3/4の悪心、嘔吐は低頻度（～1％）です。 

●悪心・嘔吐に対しては、通常の制吐薬にて対処してください。 (3) 

●重症度に応じて減量、休薬又は投与中止を検討してください。 

（1）Kollmannsberger, C. et al.: Oncologist 16(5): 543, 2011［L20110520001］ 

（2）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「重度の下痢」（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1g17-r03.pdf 2021年7月確認） 

（3）Navari, R. et al.: Ann Pharmacother 37: 1276, 2003［L20110727058］ 

 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver4.0による分類＞ 

副作用 

n=12 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

下痢 9（75.0） 1（8.3） 

悪心 4（33.3） 0（0.0） 

嘔吐 3（25.0） 0（0.0） 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver3.0による分類＞ 

副作用 

n=83 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

下痢 44（53.0） 4（4.8） 

悪心 32（38.6） 1（1.2） 

嘔吐 21（25.3） 0（0.0） 

 



 

 

56 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

■発現時期（下痢） 

国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）〔n=12〕 

 
 

 

海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）〔n=83〕 

 
 

 

 

 



主な副作用とその対策 

 

57 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 疲  労  

●疲労・無力感・倦怠感は、国内臨床試験において、疲労は33.3％に発現しており、最初

の発現日は、25％が投与開始後28日までに認められました。(1,2,3) 

●疲労の原因は、疾患そのもの（癌）に由来するもの、スーテントの副作用によるものが

あり、疲労の原因を鑑別することが大切です。 

●短期間スーテントを休薬し、疲労が軽減するか否かを見極めることも有用です。（4） 

●疲労が著しい場合は、患者のリスク・ベネフィットを考慮し、減量、休薬又は投与中止

を検討してください。 

（1）Motzer, R. J. et al.: J Clin Oncol 24(1): 16, 2006［L20060112002］ 

（2）Motzer, R. J. et al.: Lancet 370(9605): 2071, 2007［L20080221153］ 

（3）Motzer, R. J. et al.: J Clin Oncol 25(25): 3958, 2007［L20110727059］ 

（4）Kollmannsberger, C. et al.: Oncologist 16(5): 543, 2011［L20110520001］ 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver4.0による分類＞ 

副作用 

n=12 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

疲労 4（33.3） 0（0.0） 

倦怠感 2（16.7） 0（0.0） 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver3.0による分類＞ 

副作用 

n=83 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

無力症 26（31.3） 3（3.6） 

疲労 24（28.9） 4（4.8） 

 

 



 

 

58 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

■発現時期（疲労） 

国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）〔n=12〕 

 
 

 

海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）〔n=83〕 

 
 

 

 

 



主な副作用とその対策 

 

59 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 めまい、傾眠、意識消失等の神経系障害  

●本剤投与前に患者に十分説明し、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する

際には注意するよう指導してください。 

●異常が認められた場合は、減量、休薬又は投与中止を検討してください。 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver4.0による分類＞ 

副作用 

n=12 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

意識消失 1（8.3） 1（8.3） 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver3.0による分類＞ 

副作用 

n=83 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

浮動性めまい 5（6.0） 1（1.2） 

嗜眠 3（3.6） 0（0.0） 

回転性めまい 1（1.2） 0（0.0） 

 

 



 

 

60 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 高血糖、糖尿病  

●高血糖の発現や糖尿病の発症・悪化がみられることがあります。 

●高血糖が続くと、口渇、多飲、多尿などがみられるようになります。 

●本剤投与前に空腹時血糖値とHbA1c値を測定し、血糖値が高い場合は、適切に血糖をコ

ントロールしておいてください。 

●本剤投与中は定期的に空腹時血糖値とHbA1c値を測定し、異常が認められた場合は、減

量、休薬又は投与を中止してください。 

●厚生労働省のホームページに重篤副作用疾患別対応マニュアル「高血糖」が掲載されて

いますのでご参照ください。（1） 

（1）厚生労働省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「高血糖」（https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1d21.pdf 2021年7月確認） 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

特定使用成績調査－消化管間質腫瘍および腎

細胞癌に対する調査－（最終報告書）では、安

全性解析対象2,141例のうち、糖尿病を2例に認

めました。 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

＜CTCAE ver3.0による分類＞ 

副作用 

n=83 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

高血糖 1（1.2） 0（0.0） 

糖尿病の発現例は認められていません。

■参考：グレード分類（CTCAE ver4.0抜粋）と用量調節の目安 

 グレード１ グレード２ グレード３ グレード４ 

 同一投与量＊を継続 副作用がグレード1以下又はベース

ラインに回復するまで休薬する。回

復後は主治医の判断により休薬前

と同一投与量又は投与量を1レベル

下げて投与を再開する。 

副作用がグレード1以下又は

ベースラインに回復するまで

休薬する。回復後は休薬前の

投与量を1レベル下げて投与

を再開する。もしくは主治医

の判断で投与を中止する。 

ブドウ糖不耐性 症状がない；臨床所見ま

たは検査所見のみ；治療

を要さない 

症状がある；食生活の変

更または経口薬を要す

る 

高度の症状がある；インスリンを要

する 

生命を脅かす；緊急処置を要

する 

高血糖 空腹時血糖値 

＞ULN-160mg/dLまたは 

＞ULN-8.9mmol/L 

空腹時血糖値 

＞160-250mg/dLまたは 

＞8.9-13.9mmol/L 

＞250-500mg/dL； 

＞13.9-27.8mmol/L；入院を要する 

＞500mg/dL；＞27.8mmol/L；

生命を脅かす 

ULN：（施設）基準値上限 ＊患者の状態に応じて減量して投与することも可能 

 

 



主な副作用とその対策 

 

61 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 創傷治癒遅延  

●創傷が治癒するまで、本剤の投与を避ける等、適切に対処してください。 

●手術前後の投与には十分注意してください。外科手術前後にスーテントを何日休薬すれ

ば良いかについて定説はありません。(1,2) 

●スーテント投薬後に外科手術を行う場合は、可能であれば最低でも1週間は休薬するこ

とが推奨されています。(1,2) 一方、術前の休薬により、腫瘍が増大することがあるため、

術前の休薬期間については細心の注意が必要です。 

●手術侵襲の大きさとスニチニブの半減期（約50時間）を考慮して決める必要があります。 

●膵神経内分泌腫瘍患者を対象とした国内臨床試験においては、手術後の経過期間が4週

間未満の患者は、安全性を考慮して対象から除外していました。⇒Q&A-8（P.64） 

（1） Bose, D. et al.: Lancet Oncol 11(4): 373, 2010［L20100419126］ 

（2）Chen, H. X. et al.: Nat Rev Clin Oncol 6(8): 465, 2009［L20091026111］ 

 

■発現状況 

●国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

特定使用成績調査－消化管間質腫瘍および腎

細胞癌に対する調査－（最終報告書）では、創

傷治癒合併症を、消化管間質腫瘍（安全性解析

対象470例）で11例、腎細胞癌（安全性解析対

象1,671例）で29例に認めました。 

 

●海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

発現例は認められていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Q＆A 

 
62 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 Q1  低分化型の膵神経内分泌腫瘍に対して、スーテントの投与は推奨されますか？ 

 A1： 低分化型の膵神経内分泌腫瘍患者に対する本剤の投与は推奨されません。有効性及び安全性が確

立した薬剤として、スーテントが推奨されるのは、高分化型の膵神経内分泌腫瘍です。 

 

膵神経内分泌腫瘍患者を対象とした海外臨床試験では、被験者171例のうち50.3％（86例）は非機

能性腫瘍で、26.9％（46例）は機能性腫瘍、22.8％（39例）は組織学的には未知の機能性腫瘍で、

最も多く認められた機能性腫瘍はガストリノーマ（11.1％、19例）でした。また、膵神経内分泌腫

瘍患者を対象とした国内臨床試験では、12例全例が高分化型膵内分泌腫瘍と診断され、10例が非

機能性腫瘍であり、2例が機能性腫瘍（いずれもガストリノーマ）でした。 

 

膵神経内分泌腫瘍患者を対象とした臨床試験では、低分化型の膵神経内分泌腫瘍に対するスーテ

ントの有効性及び安全性に関するデータは得られていません。膵神経内分泌腫瘍の組織型を適切

に診断し、スーテント投与の適否を判断していただく必要があります。 

 

 Q2  1日1回50mgの連日投与への増量は可能ですか？ 

 A2： 安全性に十分配慮することにより、1日1回50mg連日投与が可能な患者も存在すると考えられます。 

 

膵神経内分泌腫瘍に対する臨床試験では、50mg/日へ増量できる旨、プロトコールに規定されてい

ました。膵神経内分泌腫瘍に対する海外臨床試験では、37.5mg/日から投与を開始し、50mg/日に

増量した症例が8例報告されています。このうち7例では4週を超える投与が行われましたが、これ

ら症例での安全性プロフィールは消化管間質腫瘍、腎細胞癌での50mg/日4週投与2週休薬の場合と

大きな違いはみられていません。また、膵神経内分泌腫瘍患者を対象とした臨床試験では、37.5mg/

日投与群と50mg/日に増量した群で安全性プロフィールに大きな違いはありませんでした。一方、

膵神経内分泌腫瘍に対する国内臨床試験では、37.5mg/日以下の投与のみ行われており、50mg/日

連日投与のデータはありません。また、これまで行われた他疾患（消化管間質腫瘍、腎細胞癌、

乳癌）を対象とした臨床試験では、4週を超えて1日1回50mgを連日投与された日本人患者はいませ

んでしたが、特定使用成績調査－消化管間質腫瘍および腎細胞癌に対する調査－（最終報告書）

では、2,144例中178例が、4週を超えて1日1回50mgの投与を受けていました。この患者群の有害事

象発現率は、それ以外の患者群における有害事象発現率と同様で、安全性プロフィールに大きな

違いはありませんでした。 

 

 Q3  腫瘍の増悪（あるいは効果不十分）が認められたので、スーテント1日1回50mgを超えて連日投与

してもよいですか? 

 A3： 1日50mgを超える用量では投与しないでください。1日50mgを超えて増量した場合の有効性･安全

性は確認されていません。 

 

消化管間質腫瘍患者を対象とした国内臨床試験（第Ⅰ相）において、75mgを1日1回4週投与後2週

休薬した場合、用量制限毒性評価対象2例中2例において、用量制限毒性が発現しています。 

社内資料：国内第Ⅰ/Ⅱ相試験（消化管間質腫瘍）（承認年月日：2008.4.16、CTD2.7.3、CTD2.7.4）〔L20082108005〕 

 

【用法及び用量】 

イマチニブ抵抗性の消化管間質腫瘍、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 

通常、成人にはスニチニブとして1日1回50mgを4週間連日経口投与し、その後2週間休薬する。これを1

コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。 

膵神経内分泌腫瘍 

通常、成人にはスニチニブとして1日1回37.5mgを経口投与する。なお、患者の状態により、適宜増減す

るが、1日1回50mgまで増量できる。 



Q＆A 

 

63 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 Q4  肝機能障害の有無によって、薬物動態に差はありますか? 

 A4： 軽度及び中等度の肝機能障害がある人では、肝機能が正常な人と薬物動態に差がないと推測され

ています。なお、高度の肝機能障害のある人の使用経験に基づくデータはありません。 

 

軽度及び中等度（Child-Pugh分類A及びB）の肝機能障害を有する外国人被験者（各8例）にスーテ

ント50mgを単回投与したとき、スニチニブ及びN-脱エチル体（主要代謝物）のCmax及びAUC0-∞は、

健康被験者（7例）とほぼ同様でした。なお、重度の肝障害（Child-Pugh分類C）のある被験者への

使用経験はありませんので、該当する患者に対しては慎重に投与してください。 

社内資料：肝機能障害者における薬物動態（承認年月日：2008.4.16、CTD2.7.2.2.2.6）［L20080218011］ 

 

 

 Q5  腎機能障害のある患者（透析患者を含む）において、用量調節の必要はありますか? 

 A5： 透析患者を含む腎機能障害のある患者においても、通常の用量での投与が可能と考えられますが、

腎機能障害患者に限らず、個々の患者の安全性プロフィールに基づいた用量調節が必要です。 

 

母集団薬物動態解析においては、スニチニブ及びN-脱エチル体（主要代謝物）の経口クリアラン

スとクレアチニンクリアランス（32～347mL/min）との間に関連性はみられませんでした。尿中排

泄は本剤の主要消失経路ではないことから、腎機能が本剤の体内動態に及ぼす影響は低いと考え

られました。また、2011年7月の添付文書改訂により、「本剤50mgを重度腎機能障害（クレアチニ

ンクリアランス＜30mL/min）あるいは血液透析を要する末期腎不全被験者（外国人各8例）に単回

投与したとき、重度腎機能障害被験者では、スニチニブ及びN-脱エチル体のCmax及びAUC0-∞は、

健康被験者（8例、クレアチニンクリアランス＞80mL/min）とほぼ同様であった。末期腎不全被験

者では、血液透析により、スニチニブ及びN-脱エチル体が除去されることはほとんどなかったが、

健康被験者と比べ、スニチニブのCmax及びAUC0-∞はそれぞれ38％及び47％低下、N-脱エチル体は

それぞれ30％及び31％低下した。」という情報が追記されました。 

また、少数例の検討ですが、重度腎機能障害(n=9)、あるいは血液透析を要する末期腎不全患者(n=10)

では、スーテント25～50mg/日を4週投与2週休薬により、グレード3の有害事象12例、4の有害事象

1例、減量を要した患者8例を認め、投与を中止した患者は1例であったとの報告があります。(1) 

社内資料：ポピュレーションPK解析［L20080218012］ 

（1）Josephs, D. et al.: BJU Int 108(8): 1279, 2011［L20110217065］ 

 

■参考 

 海外において、腎機能正常者（クレアチニンクリアランス＞80mL/min、n=8）、重度腎機能障害者

（クレアチニンクリアランス＜30mL/min、透析なし、n=8）、及び終末期腎不全患者（ESRD：End Stage 

Renal Disease、血液透析を要する、n=8）における、スーテント50mg/日単回経口投与時の体内動

態を検討した報告があります。 

重度腎機能障害者におけるスニチニブ及びN-脱エチル体のPKパラメータは、腎機能正常者と同様

でした。 

ESRD群におけるCmax及びAUCinfは、腎機能正常者と比較して、それぞれ30～38％及び32～47％低値

を示しました。本剤投与後最初の透析は投与48時間後に3.5～4時間かけて行われましたが、スニチ

ニブ及びN-脱エチル体はいずれも透析により体外へ除去されないことが示唆されました。 

この報告においては、「体内動態データから、重度腎機能障害患者や透析患者においても通常初期

投与量から投与開始することは可能と思われるが、患者の忍容性に応じて調節する必要がある。」

と結論されています。 

Khosravan, R et al.: J Clin Pharmacol 50（4）: 472, 2010 
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 Q6  スーテントを他の抗悪性腫瘍薬と併用してもよいですか? 

 A6： 他の抗悪性腫瘍薬と併用した場合の有効性･安全性は確認されておらず、併用投与は推奨されませ

ん。 

 

 

 Q7  CYP3A4誘導剤と併用したいので、スーテントを増量してもよいですか? 

 A7： 1日50mgを超える用量では投与しないでください。1日50mgを超えて増量した場合の有効性･安全

性は確認されていません。 

 

併用薬を別の同効薬に変薬することを検討する等して、CYP3A4誘導剤との併用は、可能な限り避

けてください。やむを得ず併用する場合でも、本剤の代謝が促進されて血中濃度が低下し、有効

性が減弱する可能性があることを考慮し、抗腫瘍効果の把握を十分に行う等注意してください。 

 

 

 Q8  手術とスーテント投与の間には、どの程度の期間（間隔）をあける必要がありますか? 

 A8： 手術創への影響を最小限にとどめるために、手術とスーテント投与との間にどの程度の期間（間

隔）が必要かは明らかになっていません。 

 

本剤投与患者において、手術が必要となった場合、本剤の薬物動態（スニチニブ及び活性代謝物

N-脱エチル体の消失半減期の平均値それぞれ49.5時間及び75.3時間）を考慮して休薬期間を決めて

ください。手術後の患者に本剤の投与が必要となった場合は、術創が治癒し、かつ、患者の全身

状態が十分回復していることを確認してから本剤の投与を開始してください。なお、膵神経内分

泌腫瘍患者を対象とした国内臨床試験においては、手術後の経過期間が4週間未満の患者は、安全

性を考慮して対象から除外していました。 

社内資料：国内第Ⅱ相試験（膵神経内分泌腫瘍）（承認年月日：2012.8.10） 

 

 Q9  グレード2の副作用（心臓系以外）が発現しました。このような場合は、休薬減量基準に従って、

必ず副作用発現前と同一用量で投与を継続するべきですか? 

 A9： 患者の状態に応じて、減量して投与を継続することも可能です。 

 

「休薬減量基準」は一つの目安です。副作用が発現した場合には、症状や重症度に応じて休薬、

減量、中止等、適切な対応をとっていただく必要があります（添付文書｢11. 副作用｣の項参照）。

休薬、減量、中止の際には、その判断の目安として、休薬減量基準を考慮いただくようお願いし

ます（添付文書｢7. 用法及び用量に関連する注意｣の項参照）。 

 

 

 Q10  25mg投与中に副作用が発現したので、12.5mgに減量してもよいですか? 

A10： 1日1回12.5mg連日投与の有効性及び安全性は確立されていません。 

 

膵神経内分泌腫瘍患者を対象とした臨床試験では、25mg/日までの減量が許容されていました。こ

れらの臨床試験では、12.5mg/日への減量は行われませんでした。このため、膵神経内分泌腫瘍患

者を対象とした臨床試験においては、1日1回12.5mg連日投与の有効性及び安全性は検討されてい

ません。 

 

 



Q＆A 

 

65 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

 Q11  グレード3の血小板減少が発現しました。できる限り回復を待って投与を再開したいのですが、回

復までにはどの程度時間がかかりますか? 

A11： 消化管間質腫瘍及び腎細胞癌を対象とした国内臨床試験で報告された血小板減少について紹介しま

す。CTCAEグレード3/4の血小板数減少は、消化管間質腫瘍を対象とした国内第Ⅰ/Ⅱ相試験で23.3％

（7/30例）、腎細胞癌を対象とした国内第Ⅱ相試験で54.9％（28/51例）でした。また、これらの発

現までの期間（中央値）は、それぞれ23日、17.5日で、持続期間（中央値）はそれぞれ15日、12.5日

でした。 

 

 グレード3/4の血小板数減少の発現までの期間及び持続期間（因果関係を否定できないもの） 

 発現数（率） 発現までの期間、中央値（日） 持続期間、中央値（日） 

消化管間質腫瘍を対象とした

国内第Ⅰ/Ⅱ相試験 

（n=30） 

7（23.3） 23 15 

腎細胞癌を対象とした 

国内第Ⅱ相試験 

（n=51） 

28（54.9） 17.5 12.5 

注）発現までの期間はグレード3/4の血小板数減少が最初に発現するまでの期間、持続期間はグレード3/4の血小板数減少が報告され

ていた日数を示す。 

 

 

 Q12  国内市販後の播種性血管内凝固症候群（DIC）の発生状況はどうなっていますか? 

A12： 膵神経内分泌腫瘍患者を対象とした臨床試験においてはDICは発生していません。腎細胞癌及び消

化管間質腫瘍患者では、市販後の2009年7月31日までに14例の報告があります。患者背景は、以下

のとおりでした。 

疾患 例 性別 例 年齢 例 

消化管間質腫瘍 5 男 8 40歳代 1 

腎細胞癌 9 女 6 50歳代 3 

    60歳以上 10 

 DICの発現時期は、14例中13例が本剤投与開始から4週間以内（休薬中を含む）に発現していまし

た。転帰は14例中10例が回復または軽快しており、死亡例は2例でした。また、残りの2例はDIC未

回復のまま、その後原疾患の進行により死亡した症例でした。 

14例のうち、厚生省（現厚生労働省）のDIC診断基準（1988年）を満たす症例（疑いを含む）は9

例あり、残り5例は診断基準に満たない症例でした。診断基準スコアと転帰との間に、特に相関は

みられませんでした。 

DIC診断基準を満たす症例（疑いを含む）9例のうち8例は、いずれも本剤投与開始から4週間以内

に発現し、8例中7例が本剤の投与中止後に症状改善しているため、時間的経緯から本剤との因果

関係は否定できないと考えられました。残りの1例は消化管穿孔に伴う感染により、二次的にDIC

状態となったものであり、本剤との直接的な関連性は低いと考えられました。 

DIC診断基準に満たない5例中に死亡例2例が含まれており、うち1例は、本剤投与前から膀胱-結腸

-皮膚瘻形成を合併する患者で、感染を認めた後に急激に状態が悪化していることから、瘻穿孔に

よる敗血症が死亡の原因と考えられました。他の1例についても、本剤中止から2週間以上経過し

た後に発現しており、原疾患進行による死亡である可能性が高いと考えられました。 
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適正使用基準に適合した患者及び家族へ対して本剤に関する治療について説明の上、同意を取得してください。 

 

患者及び家族への説明は下記の要点を参考にしてください。 

本剤について 

・本剤は分子標的治療剤で、がん細胞の増殖に関わる細胞内のシグナル伝達を阻害し、また、がんが形成する

腫瘍血管の形成を阻害することで、抗腫瘍効果が得られることが期待されています。 

・海外でも既に承認を取得しています。 

・患者の病態、他の治療経過と治療選択肢等を慎重に検討した上で、本剤による治療を提案しています。 

有効性 

・膵神経内分泌腫瘍患者（12例）を対象とした国内第Ⅱ相試験において、部分奏効（PR）5例（41.7％）、24週以上

持続する安定（SD）4例（33.3％）が認められ、クリニカルベネフィット率は75.0％でした。 

安全性 

・膵神経内分泌腫瘍患者を対象とした国内臨床試験では、本剤を投与された12例全例において副作用（臨床検

査値異常を含む）が認められました。 

主な副作用は、下痢9例（75.0％）、手足症候群及び高血圧が各8例（66.7％）、頭痛7例（58.3％）、悪心及び

味覚異常及び疲労及び発熱が各5例（41.7％）等でした。（承認時までの調査の集計） 

・重大な副作用として、骨髄抑制、感染症、高血圧、出血、消化管穿孔、QT間隔延長、心室性不整脈（Torsade 

de pointesを含む）、心不全、左室駆出率低下、肺塞栓症、深部静脈血栓症、血栓性微小血管症、一過性脳虚

血発作、脳梗塞、播種性血管内凝固症候群（DIC）、てんかん様発作、可逆性後白質脳症症候群、急性膵炎、

甲状腺機能障害、肝不全、肝機能障害、黄疸、急性胆嚢炎、間質性肺炎、急性腎障害、ネフローゼ症候群、

横紋筋融解症、ミオパシー、副腎機能不全、腫瘍崩壊症候群、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、

多形紅斑があらわれることがあります。 

本剤投与前と投与中の検査 

本剤による治療に十分配慮するために、投与前の事前の血液学的検査や血液生化学検査、画像検査等を多く実

施する必要があります。また、下記のような患者には、本剤の治療実施について慎重に判断する必要がありま

す（検査結果等によっては本剤の治療を実施できない可能性があることに留意してください）。 

 

・本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 

（→投与不可） 

・妊婦又は妊娠している可能性のある女性（→投与不可） 

・QT間隔延長又はその既往歴のある患者 

・骨髄抑制のある患者 

・高血圧の患者 

・心疾患又はその既往歴のある患者 

・脳血管障害又はその既往歴のある患者 

・肺塞栓症又はその既往歴のある患者 

・脳転移を有する患者 

・甲状腺機能障害のある患者 

・重度の肝障害（Child-Pugh分類C）のある患者 

 

投与中は、副作用を早期に把握するために、定期的な検査の実施が必要です。 
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主な副作用について 

副作用と考えられる体調の変化等を感じた場合は、直ちに主治医に連絡し、指示を仰ぐよう指導してください。 

「重大な副作用」 症状・徴候 

骨髄抑制 発熱、寒気、喉の痛み、鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい、頭が重い、動悸、息切れ 

感染症 発熱、寒気、体がだるい 

高血圧 頭痛、肩こり、めまい、動悸、息切れ、顔のほてり、体がだるい 

出血 出血 

消化管穿孔 吐き気、嘔吐、寒気、発熱、激しい腹痛、ふらつき、息切れ、意識の低下 

QT間隔延長 めまい、動悸、気を失う 

心室性不整脈 

（Torsade de pointes

を含む） 

めまい、動悸、胸の不快感、気を失う 

心不全、左室駆出率低下 息苦しい、息切れ、疲れやすい、むくみ、体重の増加 

肺塞栓症 胸の痛み、突然の息切れ 

深部静脈血栓症 発熱、皮膚・手足の爪が青紫色～暗紫色になる、唇が青紫色になる、下肢のむくみ、下肢の痛み 

血栓性微小血管症 血が出やすくなる、鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、血尿 

一過性脳虚血発作 
突然片側の手足が動かしにくくなる、突然片側の手足の感覚障害がおこる、突然言葉が出にくくなる、突然視力障

害がおこる、突然めまいがおこる、突然飲み込みにくくなる、突然ろれつがまわらなくなる 

脳梗塞 
突然の意識の低下、突然の意識の消失、突然片側の手足が動かしにくくなる、突然の頭痛、突然の嘔吐、突然のめ

まい、突然しゃべりにくくなる、突然言葉が出にくくなる 

播種性血管内凝固症

候群（DIC） 

あおあざができる、鼻血、歯ぐきの出血、血尿、便に血が混じる、意識の低下、息切れ、動悸、尿量が減る、皮膚

が黄色くなる、白目が黄色くなる 

てんかん様発作 顔や手足の筋肉がぴくつく、一時的にボーっとする、意識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える 

可逆性後白質脳症症候群 頭痛、意識の低下や消失、けいれん、視力障害 

急性膵炎 吐き気、嘔吐、激しい上腹部の痛み、背中の痛み、お腹にあざができる、お腹が張る 

甲状腺機能障害 
疲れやすい、まぶたが腫れぼったい、寒がり、体重増加、いつも眠たい、便秘、かすれ声、脱毛 

動悸、脈が速くなる、手指のふるえ、体重減少、汗をかきやすい、イライラする、微熱 

肝不全 
意識の低下、白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、体がかゆくなる、尿の色が濃くなる、お腹が張る、急激に体

重が増える、血を吐く、便に血が混じる（鮮紅色～暗赤色または黒色） 

肝機能障害 疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振 

黄疸 白目が黄色くなる、皮膚が黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる 

急性胆嚢炎 発熱、寒気、白目が黄色くなる、右上腹部の痛み、吐き気、上腹部が張った感じ、嘔吐 

間質性肺炎 咳、息切れ、息苦しい、発熱 

急性腎不全 尿量が減る、むくみ、体がだるい 

ネフローゼ症候群 尿量が減る、排尿時の尿の泡立ちが強い、息苦しい、尿が赤みを帯びる、むくみ、体がだるい、体重の増加 

横紋筋融解症 手足のこわばり、手足のしびれ、脱力感、筋肉の痛み、尿が赤褐色になる 

ミオパシー 筋肉の痛み、筋肉のこわばり、筋力の低下、筋萎縮 

副腎機能不全 体がだるい、意識の低下、意識の消失、嘔吐、食欲不振、発熱、冷汗が出る、顔面蒼白、手足が冷たくなる 
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「重大な副作用」 症状・徴候 

腫瘍崩壊症候群 意識の低下、意識の消失、尿量が減る、息苦しい、息切れ 

皮膚粘膜眼症候群 
発熱、目の充血やただれ、唇や口内のただれ、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発す

る 

多形紅斑 円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する、発熱、関節や喉の痛み 

＊詳細は最新の添付文書及び適正使用ガイドを参照し、「重大な副作用」以外も含めて、発現する可能性のあ

る副作用について十分に説明してください。 

 

情報提供について 

本剤の新たな安全性情報や注意事項等については、定期的に主治医から提供します。 

患者向けの情報は製薬企業のウェブサイト（https://www.sutent. jp）でも見ることができます。 

 

市販後調査と個人情報について 

・製造販売後調査として製薬企業及び厚生労働省に治療・検査に関わるデータが報告されます。 

・一部の情報は、webサイト等に公表されることがあります。 

・いずれの場合も、個人を特定できないように情報管理されています。 

 

 



付録③ 

薬物相互作用一覧表 

 

71 71 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

添付文書｢相互作用｣、｢副作用｣、｢薬物動態｣の項の記載に基づき作成しました。 

（2021年7月時点） 

1．CYP3A4を阻害する医薬品等：併用時に本剤の血中濃度が上昇する可能性があ

る（併用注意） 

薬効分類番号 一般名 

 

薬効分類番号 一般名 

116 ブロモクリプチンメシル酸塩 617 ボリコナゾール 

117 フルボキサミンマレイン酸塩 619 ランソプラゾール･アモキシシリ 

117 ミルタザピン  ン水和物･クラリスロマイシン 

123 トフィソパム 625 アタザナビル硫酸塩 

212 アミオダロン塩酸塩 625 エルビテグラビル・コビシスタッ 

212/217 ベラパミル塩酸塩  ト・エムトリシタビン・テノホビ 

214 イルベサルタン  ルアラフェナミドフマル酸塩 

217 ジルチアゼム塩酸塩 625 エルビテグラビル・コビシスタッ 

213 モザバプタン塩酸塩  ト・エムトリシタビン・テノホビ 

232 シメチジン  ルジソプロキシルフマル酸塩 

239 アプレピタント 625 ダルビナル エタノール付加物 

239 ホスアプレピタントメグルミン 625 ダルビナル エタノール付加物 

252/629 ミコナゾール1）  ・コビシスタット 

399 シクロスポリン 625 ダルビナル エタノール付加物・コビシ 

399 タクロリムス水和物  スタット・エムトリシタビン・テノホ 

429 イマチニブメシル酸塩  ビルアラフェナミドフマル酸塩 

429 ソラフェニブトシル酸塩 625 ホスアンプレナビルカルシウム水和物 

429 ダサチニブ水和物 625 リトナビル 

429 ビカルタミド 625 リトナビル・ロピナビル 

429 ラパチニブトシル酸塩水和物 629 イトラコナゾール 

614 エリスロマイシンステアリン酸塩 629 フルコナゾール 

614 クラリスロマイシン 629 ホスフルコナゾール 

614 ジョサマイシン － グレープフルーツジュース 

1）添付文書には｢CYP3A｣を阻害する旨が記載されている 

 
2．CYP3A4を誘導する医薬品等：併用時に本剤の血中濃度が低下する可能性があ

る（併用注意） 

薬効分類番号 一般名 

 

薬効分類番号 一般名 

112 アモバルビタール 239 ホスアプレピタントメグルミン 

112/113 フェノバルビタール 245 デキサメタゾン 

113 フェニトイン 245 デキサメタゾンパルミチン酸エステル 

113 フェニトイン･フェノバルビタール 245 デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム 

113 フェニトイン･フェノバルビタール･ 329 デフェラシロクス 

 安息香酸ナトリウムカフェイン 616 リファブチン 

113/117 カルバマゼピン 616 リファンピシン 

117 クロルプロマジン塩酸塩・プロメタジ 625 エトラビリン 

 ン塩酸塩・フェノバルビタール 625 エファビレンツ 

117 モダフィニル 625 ネビラピン 

219 ボセンタン水和物 － セイヨウオトギリソウ(St. John's Wort、 

239 アプレピタント  セント･ジョーンズ･ワート)含有食品 
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3．QT間隔延長を起こすことが知られている薬剤（抗不整脈薬を含む）：QT間隔

延長、心室性不整脈（Torsade de pointesを含む）等の重篤な副作用を起こすおそ

れがある（併用注意） 

薬効分類番号 一般名 

 

 

薬効分類番号 一般名 

111 ドロペリドール 222 エフェドリン塩酸塩 

117 アトモキセチン塩酸塩 232 オメプラゾール 

117 イミプラミン塩酸塩 232 ファモチジン 

117 クロミプラミン塩酸塩 249 ミトタン 

117 クロルプロマジン塩酸塩 252/629 ミコナゾール 

117 スピペロン 259 イミダフェナシン 

117 スルトプリド塩酸塩 259 コハク酸ソリフェナシン 

117 チアプリド塩酸塩 259 プロピベリン塩酸塩 

117 チミペロン 259 酒石酸トルテロジン 

117 トラゾドン塩酸塩 399 アレンドロン酸ナトリウム水和物 

117 ノルトリプチリン塩酸塩 422 ドキシフルリジン 

117 ハロペリドール 423 アムルビシン塩酸塩 

117 ピパンペロン塩酸塩 429 三酸化二ヒ素 

117 ピモジド 429 ダサチニブ水和物 

117 フルフェナジンマレイン酸塩 429 トレミフェンクエン酸塩 

117 プロクロルペラジンメシル酸塩 429 ニロチニブ塩酸塩水和物 

117 ブロナンセリン 429 ボスチニブ水和物 

117 プロペリシアジン 429 ボルテゾミブ 

117 ブロムペリドール 429 ラパチニブトシル酸塩水和物 

117 ペルフェナジン 449 エバスチン 

117 マプロチリン塩酸塩 613 アモキシシリン水和物1） 

117 メチルフェニデート塩酸塩 614 アジスロマイシン水和物 

117 モサプラミン塩酸塩 614 エリスロマイシンステアリン酸塩 

117 リスペリドン 614 クラリスロマイシン 

117 レボメプロマジンマレイン酸塩 617 ボリコナゾール 

117/232 スルピリド 619 ランソプラゾール、アモキシシリン水 

119 ドネペジル塩酸塩  和物、クラリスロマイシン 

212 アミオダロン塩酸塩 624 プルリフロキサシン 

212 アプリンジン塩酸塩 624 メシル酸ガレノキサシン水和物 

212 キニジン硫酸塩水和物 624 モキシフロキサシン塩酸塩 

212 ジソピラミド 624 リネゾリド 

212 シベンゾリンコハク酸塩 624 レボフロキサシン水和物 

212 ソタロール塩酸塩 625 ホスカルネットナトリウム水和物 

212 ニフェカラント塩酸塩 625 マラビロク 

212 ピルシカイニド塩酸塩水和物 629 フルコナゾール 

212 ピルメノール塩酸塩水和物 629 ホスフルコナゾール 

212 フレカイニド酢酸塩 641 ペンタミジンイセチオン酸塩 

212 プロカインアミド塩酸塩 725 バルデナフィル塩酸塩水和物 

212 プロパフェノン塩酸塩 799 アデノシン 

212 ベプリジル塩酸塩水和物 821 フェンタニルクエン酸塩、ドロペリドール 

218 プロブコール  

1）胃潰瘍・十二指腸潰瘍におけるヘリコバクター・ピロリ感染症治療（クラリスロマイシン及びプロトンポンプインヒビター併用）時 
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1. 国内臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

 1.1.  膵神経内分泌腫瘍に対する第Ⅱ相試験 

■試験方法 

試験デザイン：単群、非盲検、多施設共同試験 

対    象：根治切除不能な進行再発・転移高分化型膵内分泌腫瘍患者※112例 
※1 ECOG PS 0又は1、適切な臓器機能を有する。 

用 法 ・ 用 量：1日1回スーテント37.5㎎を連日経口投与した※2。4週間を1コースとし、これを反復投与した。 
※2 至適支持療法として、ソマトスタチンアナログ製剤の併用も認められていた。 

 
 
主要評価項目：クリニカルベネフィット率※3 

※3 腫瘍縮小効果が完全奏効（CR）、部分奏効（PR）又は6コース（24週）以上の安定（SD）と判定された割合 

二次評価項目：奏効率（ORR）※4、腫瘍径の変化率、無増悪生存期間（PFS）、全生存期間（OS）、安全性、忍容性など 
※4 腫瘍縮小効果が完全奏効（CR）又は部分奏効（PR）と判定された症例の割合 

 

■患者背景 

 n=12  n=12 

性別（n） 

男性 

女性 

 

8 

4 

組織型（n） 

非機能性腫瘍 

機能性腫瘍（ガストリノーマ） 

 

10 

2 

年齢 

18歳未満（n） 

18～45歳未満（n） 

45～65歳未満（n） 

65歳以上（n） 

平均±標準偏差（歳） 

範囲（歳） 

 

0 

4 

7 

1 

54.1±13.0 

34～79 

体重（kg） 

平均±標準偏差 

範囲 

 

60.2±11.4 

48.5～84.0 

身長（cm） 

平均±標準偏差 

範囲 

 

165.1±7.3 

156.0～182.0 

ECOG PS（n） 

0 

1 

 

11 

1   

■試験結果 

1）クリニカルベネフィット率 

5例が部分奏効（PR）、4例が安定（SD）を示し、クリニカルベネフィット率は75.0％（9例/12例）であった。 

（n=12） 

 例数 ％ 

完全奏効（CR） 0 0 

部分奏効（PR） 5 41.7 

安定（SD）6コース（24週）以上 4 33.3 

クリニカルベネフィット率［95％CI］※5 9 75.0［42.8～94.5］ 

奏効率（ORR）［95％CI］ 5 41.7［15.2～72.3］ 

※5 CR＋PR＋6コース（24週）以上持続するSD症例の占める割合 

 
■安全性⇒付録⑤（P.77～79）参照 
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2. 海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

 2.1.  膵神経内分泌腫瘍に対する海外第Ⅲ相試験（海外データ） 

■試験方法 

試験デザイン※1 ：二重盲検、無作為化、プラセボ対照、多施設共同試験 
※1 本試験では、安全性の検討目的で複数回開催された独立データモニタリング委員会（Independent Data Monitoring 

Committee：IDMC）において、事前に計画された中間解析時のイベント数（130件）に達する前の、73件の無増悪生存

期間（PFS）のイベント数に基づき、主要評価項目のPFSに関して、スーテント投与群において臨床的に意義のある

延長効果が認められたと判断され、治験を早期に中止することが提言された。治験依頼者はその提言に基づき、事前

に計画されたイベント数に到達する前に試験を早期中止した。 

対     象：根治切除不能な進行・転移高分化型膵内分泌腫瘍患者※2 171例 
※2 ECOG PS 0又は1、適切な臓器機能を有する。 

用 法 ・ 用 量：1日1回スーテント37.5㎎を連日経口投与した※3。4週間を1コースとし、これを反復投与した。 
※3 至適支持療法として、ソマトスタチンアナログ製剤の併用も認められていた。 

 
 

主要評価項目：無増悪生存期間（PFS） 

二次評価項目：全生存期間（OS）、奏効率（ORR）※4、奏効期間、奏効までの期間、安全性、忍容性、患者報告

アウトカム 
※4 腫瘍縮小効果が完全奏効（CR）又は部分奏効（PR）と判定された症例の割合 

 

 



付録④ 

国内及び海外の主な臨床試験成績（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

 

75 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

■患者背景 

 スーテント投与群（n=86） プラセボ投与群（n=85） 

性別［n］ 

男性 

女性 

 

42 

44 

 

40 

45 

年齢（歳） 

平均±標準偏差 

中央値［範囲］ 

 

55.4±13.6 

56.0［25～84］ 

 

55.9±12.7 

57.0［26～78］ 

人種［n（％）］ 

白人 

アジア人 

その他 

不明 

 

48（55.8） 

13（15.1） 

25（29.1） 

0 

 

53（62.4） 

10（11.8） 

21（24.7） 

1（1.2） 

体重（kg） 

平均±標準偏差 

中央値［範囲］ 

例数 

 

68.0±14.9 

67.4［40.0～105.9］ 

86 

 

66.7±15.1 

65.4［37.0～127.4］ 

84 

身長（cm） 

平均±標準偏差 

範囲 

例数 

 

168.3±10.0 

147.0～200.0 

85 

 

167.5±9.7 

147.5～192.0 

83 

ECOG PS［n（％）］ 

0 

1 

2 

 

53（61.6） 

33（38.4） 

0 

 

41（48.2） 

43（50.6） 

1（1.2） 

 

■試験結果 

1）無増悪生存期間（PFS） 

無増悪生存期間（PFS）中央値は、スーテント群が11.4ヵ月、プラセボ群が5.5ヵ月であり、ハザード比は0.418（95％

CI：0.263～0.662、log-rank検定：p=0.000118）であった。本試験では、独立データモニタリング委員会（IDMC）によ

って、あらかじめ計画されていないデータ評価が3回行われ、その結果に基づくIDMCの提言により、試験の途中で中

止された。最終的なPFSのp値（0.000118）は、IDMCによるデータ評価を中間解析とみなさなかった場合の有意水準＊

（0.000119）を下回ったものの、中間解析とみなした場合の有意水準＊（0.000104）は下回らず、統計的な有意差は示

されなかった。 
＊ 事前に規定したLan-DeMetsのα消費関数に基づくO' Brien-Fleming型の有意水準 
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2）奏効率（ORR） 

スーテント群では、完全奏効（CR）が2.3％（2例）、部分奏効（PR）が7.0％（6例）、安定（SD）が62.8％（54例）、

増悪・進行（PD）が14.0％（12例）であった。スーテント群及びプラセボ群の奏効率（ORR、RECISTによりCR又は

PRと評価された割合）はそれぞれ9.3％及び0.0％で、両群間に統計学的な有意差が認められた（p=0.0066、両側、Fisher

の直接確率検定）。 

 
 

 

3）全生存期間（OS）※5 

スーテント群及びプラセボ群の全生存期間（OS）中央値は、スーテント群が30.5ヵ月、プラセボ群が24.4ヵ月であ

った。 
※5 膵神経内分泌腫瘍患者を対象とした海外第Ⅲ相試験の延長試験における追加解析（海外第Ⅲ相試験終了時点で、試験に参加したすべての患

者は、プラセボ投与群の患者も含め、スーテント投与を受けることが出来るよう、延長試験2試験に移行した）。 

 

 
 

 

■安全性⇒付録⑤（P.77～79）参照 
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■参考：国内臨床試験と海外臨床試験における安全性の比較（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

●下痢、手足症候群、高血圧、頭痛、味覚異常等は、海外臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）と比較して国内

臨床試験（膵神経内分泌腫瘍患者対象）で発現頻度が高い傾向がみられました。 

・現時点でその要因は特定されていません。 

・膵神経内分泌腫瘍患者を対象とした国内臨床試験においては、すべての患者で、一時的な休薬又は減量により、

本剤の投与は継続されました。 

●膵神経内分泌腫瘍患者を対象とした国内臨床試験において、本剤の副作用による死亡例は認められていませんが、

海外臨床試験においては心不全による死亡例が報告されています。 

 国内臨床試験 

（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

海外臨床試験 

（膵神経内分泌腫瘍患者対象） 

総症例数 12 83 

副作用発現例数（％） 

全グレード 12（100.0） 81（97.6） 

主なもの（発現頻度の高い順に5事象） 下痢  9（75.0） 下痢  44（53.0） 

手足症候群  8（66.7） 悪心  32（38.6） 

高血圧  8（66.7） 無力症  26（31.3） 

頭痛  6（50.0） 
疲労又は毛髪変色 

又は好中球減少症 
 24（28.9） 

味覚異常又は発熱  5（41.7） 嘔吐  21（25.3） 

グレード3/4 10（83.3） 36（43.4） 

主なもの（発現頻度の高い順に5事象） 好中球数減少  4（33.3） 好中球減少症  10（12.0） 

好中球減少症  2（16.7） 高血圧  8（9.6） 

リパーゼ増加  2（16.7） 手足症候群  5（6.0） 

白血球数減少  2（16.7） 白血球減少症  5（6.0） 

下痢又は発熱又は 

尿中蛋白陽性又は 

心電図QT延長又は 

血小板数減少 

1（8.3） 下痢又は疲労  4（4.8） 

副作用による死亡 なし 心不全 

 

 

■参考：消化管間質腫瘍患者及び腎細胞癌患者と膵神経内分泌腫瘍患者における安全性の比較 

●臨床試験において、膵神経内分泌腫瘍患者での発現頻度が消化管間質腫瘍患者及び腎細胞癌患者と比較して高か

った副作用として、好中球減少症及び毛髪変色が観察されています。 

 

 

■参考：50mg 4週投与2週休薬と1日1回37.5mgの連日経口投与における安全性の比較 

●膵神経内分泌腫瘍を対象とした海外臨床試験間の比較において、37.5mgの連日経口投与患者（A6181111試験）で

の発現頻度が、50mg 4週投与2週休薬患者（RTKC-0511-015試験）よりも高かった副作用として、好中球減少症や

毛髪変色等が観察されています。 

 

 

■参考：全身化学療法未治療患者と全身化学療法既治療患者における安全性の比較 

●海外臨床試験において、全身化学療法未治療患者と比較して全身化学療法既治療患者で発現頻度が高い傾向がみ

られたグレード3の発現頻度が5％以上高かった副作用として、無力症（全身化学療法既治療患者：8.9％、全身化

学療法未治療患者：0％＜以下同順＞）、疲労（8.9％、0％）、好中球減少症（15.8％、7.9％）、高血圧（13.3％、5.3％）、

血小板減少症（6.7％、0％）等が観察されています。 



 

 

 

78 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

■国内臨床試験においてみられた副作用（膵神経内分泌腫瘍患者対象）（2例以上発現した副作用） 
（CTCAE ver4.0により集計） 

器官分類 副作用 

n=12 

全グレード グレード3/4 

n ％ n ％ 

胃腸障害 下痢 9 75.0 1 8.3 

悪心 4 33.3   

嘔吐 3 25.0   

歯肉炎 2 16.7   

口内炎 2 16.7   

逆流性食道炎 2 16.7   

口腔知覚不全 2 16.7   

皮膚及び皮下組織障害 手足症候群 8 66.7   

そう痒症 2 16.7   

血管障害 高血圧 8 66.7   

鼻出血 2 16.7   

神経系障害 頭痛 6 50.0   

味覚異常 5 41.7   

全身障害及び投与局所様態 発熱 5 41.7 1 8.3 

疲労 4 33.3   

倦怠感 2 16.7   

浮腫 2 16.7   

粘膜の炎症 2 16.7   

血液及びリンパ系障害 好中球減少症 2 16.7 2 16.7 

感染症及び寄生虫症 鼻咽頭炎 3 25.0   

内分泌障害 甲状腺機能低下症 3 25.0   

腎及び尿路障害 蛋白尿 2 16.7   

尿中蛋白陽性 2 16.7 1 8.3 

心臓障害 心電図QT延長 3 25.0 1 8.3 

代謝及び栄養障害 食欲減退 3 25.0   

臨床検査 好中球数減少 4 33.3 4 33.3 

リパーゼ増加 2 16.7 2 16.7 

白血球数減少 2 16.7 2 16.7 

血小板数減少 2 16.7 1 8.3 

 



付録⑤ 

副作用発現状況（膵神経内分泌腫瘍） 

 

79 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

■海外臨床試験においてみられた副作用（膵神経内分泌腫瘍患者対象）（5％以上発現した副作用） 
（CTCAE ver3.0により集計） 

器官分類 副作用 

n=83 

全グレード グレード3/4 

n ％ n ％ 

胃腸障害 下痢 44 53.0  4  4.8 

悪心 32 38.6  1  1.2 

嘔吐 21 25.3   

口内炎 18 21.7  3  3.6 

腹痛 12 14.5  1  1.2 

消化不良 12 14.5   

便秘  8  9.6   

口内乾燥  7  8.4   

上腹部痛  6  7.2  1  1.2 

アフタ性口内炎  5  6.0   

鼓腸  5  6.0   

全身障害及び投与局所様態 無力症 26 31.3  3  3.6 

疲労 24 28.9  4  4.8 

粘膜の炎症 13 15.7  1  1.2 

皮膚及び皮下組織障害 毛髪変色 24 28.9  1  1.2 

手足症候群 19 22.9  5  6.0 

発疹 13 15.7   

皮膚乾燥 11 13.3   

爪の障害  8  9.6   

紅斑  7  8.4   

黄色皮膚  6  7.2   

脱毛症  5  6.0   

血液及びリンパ系障害 好中球減少症 24 28.9 10 12.0 

血小板減少症 14 16.9  3  3.6 

白血球減少症  8  9.6  5  6.0 

血管障害 高血圧 19 22.9  8  9.6 

鼻出血 16 19.3  1  1.2 

歯肉出血  5  6.0   

代謝及び栄養障害 食欲不振 17 20.5  2  2.4 

食欲減退  5  6.0   

神経系障害 味覚異常 16 19.3   

頭痛 10 12.0   

浮動性めまい  5  6.0  1  1.2 

精神障害 不眠症  7  8.4   

呼吸器、胸郭及び縦隔障害 呼吸困難  6  7.2  1  1.2 

筋骨格系及び結合組織障害 四肢痛  7  8.4   

関節痛  6  7.2   

内分泌障害 甲状腺機能低下症  5  6.0   

眼障害 眼瞼浮腫  5  6.0  1  1.2 

臨床検査 体重減少 11 13.3  1  1.2 

 

 

 



付録⑥ 

副作用発現状況（消化管間質腫瘍、腎細胞癌） 

 

80 80 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

■国内臨床試験においてみられた副作用（消化管間質腫瘍、腎細胞癌患者対象） 
（消化管間質腫瘍；CTCAE Ver.2.0、腎細胞癌；CTCAE Ver.3.0により集計） 

器官分類 副 作 用 

合計（n=81） 消化管間質腫瘍（n=30） 腎細胞癌（n=51） 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

胃腸障害 おくび 1（1.2）  1（3.3）    

リパーゼ増加 42（51.9） 26（32.1） 10（33.3）  6（20.0） 32（62.7） 20（39.2） 

悪心 36（44.4） 2（2.5） 13（43.3）  23（45.1） 2（3.9） 

胃炎 3（3.7）  1（3.3）  2（3.9）  

胃腸炎 2（2.5）  2（6.7）    

胃潰瘍 1（1.2） 1（1.2） 1（3.3） 1（3.3）   

胃不快感  9（11.1） 1（1.2）    9（17.6） 1（2.0） 

下痢 41（50.6） 5（6.2） 19（63.3）  22（43.1） 5（9.8） 

逆流性食道炎 1（1.2）  1（3.3）    

口のしびれ感 1（1.2）    1（2.0）  

口腔内浮腫 1（1.2）    1（2.0）  

口唇炎 20（24.7）   9（30.0）  11（21.6）  

口唇乾燥 3（3.7）    3（5.9）  

口内炎 44（54.3） 3（3.7） 18（60.0） 1（3.3） 26（51.0） 2（3.9） 

歯周炎 5（6.2）   3（10.0）  2（3.9）  

歯肉萎縮 1（1.2）    1（2.0）  

歯肉炎 20（24.7）  13（43.3）   7（13.7）  

痔核 7（8.6）  2（6.7）  5（9.8）  

痔瘻 1（1.2）    1（2.0）  

消化不良 13（16.0）   3（10.0）  10（19.6）  

舌炎 6（7.4）  2（6.7）  4（7.8）  

腹水 3（3.7）   3（10.0）    

腹痛 13（16.0）  10（33.3）  3（5.9）  

腹部膨満 4（4.9）  2（6.7）  2（3.9）  

変色便 1（1.2）    1（2.0）  

便秘 10（12.3）   6（20.0）  4（7.8）  

嘔吐 18（22.2） 1（1.2）  6（20.0）  12（23.5） 1（2.0） 

嚥下障害 3（3.7）  1（3.3）  2（3.9）  

肛門直腸障害［肛門炎、肛門潰瘍等］ 13（16.0） 1（1.2） 2（6.7）  11（21.6） 1（2.0） 

感染症及び 

寄生虫症 

ウイルス感染 3（3.7） 1（1.2） 1（3.3）  2（3.9） 1（2.0） 

気管支炎 1（1.2）  1（3.3）    

歯肉膿瘍 1（1.2）  1（3.3）    

上気道炎 17（21.0） 1（1.2）  8（26.7） 1（3.3）  9（17.6）  

爪囲炎 2（2.5）    2（3.9）  

尿路感染 2（2.5）  2（6.7）    

肺炎 1（1.2）    1（2.0）  

白癬感染 1（1.2）    1（2.0）  

麦粒腫 1（1.2）  1（3.3）    

蜂巣炎 1（1.2）  1（3.3）    

慢性中耳炎悪化 1（1.2）    1（2.0）  

毛包炎 1（1.2）    1（2.0）  

肝胆道系障害 肝機能異常［AST（GOT）増加、

ALT（GPT）増加、γ-GTP増加］ 

51（63.0） 6（7.4） 15（50.0） 2（6.7） 36（70.6） 4（7.8） 

血中ビリルビン増加 24（29.6） 2（2.5）  8（26.7）  16（31.4） 2（3.9） 

脂肪肝 1（1.2）    1（2.0）  

眼障害 黄斑浮腫 1（1.2）    1（2.0）  

眼乾燥 1（1.2）    1（2.0）  

眼脂 3（3.7）  1（3.3）  2（3.9）  

眼瞼炎 1（1.2）    1（2.0）  

結膜炎 7（8.6）   3（10.0）  4（7.8）  

光視症 1（1.2）    1（2.0）  

視覚障害 1（1.2）    1（2.0）  

深径覚の変化 1（1.2）    1（2.0）  



付録⑥ 

副作用発現状況（消化管間質腫瘍、腎細胞癌） 

 

81 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

器官分類 副 作 用 

合計（n=81） 消化管間質腫瘍（n=30） 腎細胞癌（n=51） 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

 白内障 1（1.2）  1（3.3）    

霧視 1（1.2）    1（2.0）  

流涙増加 1（1.2）    1（2.0）  

涙腺刺激症状 1（1.2）  1（3.3）    

筋骨格系及び 

結合組織障害 

関節炎 1（1.2）    1（2.0）  

関節腫脹 1（1.2）    1（2.0）  

関節痛 3（3.7）  2（6.7）  1（2.0）  

筋硬直 2（2.5）    2（3.9）  

筋骨格痛 13（16.0） 3（3.7） 1（3.3）  12（23.5） 3（5.9） 

筋痛 7（8.6） 1（1.2） 2（6.7） 1（3.3） 5（9.8）  

筋力低下 1（1.2） 1（1.2） 1（3.3） 1（3.3）   

尾骨痛 1（1.2）  1（3.3）    

鼡径部痛 1（1.2）  1（3.3）    

血液及び 

リンパ系障害 

リンパ球数減少 50（61.7） 26（32.1） 15（50.0）  9（30.0） 35（68.6） 17（33.3） 

血小板減少 74（91.4） 35（43.2） 27（90.0）  7（23.3） 47（92.2） 28（54.9） 

血中エリスロポエチン増加 1（1.2）    1（2.0）  

好酸球数増加 2（2.5）    2（3.9）  

好中球減少 67（82.7） 38（46.9） 27（90.0） 12（40.0） 40（78.4） 26（51.0） 

単球数減少 1（1.2）    1（2.0）  

白血球減少 69（85.2） 13（16.0） 26（86.7）  5（16.7） 43（84.3）  8（15.7） 

貧血 47（58.0） 14（17.3） 19（63.3） 10（33.3） 28（54.9） 4（7.8） 

血管障害 ほてり 1（1.2）    1（2.0）  

結膜出血 1（1.2）  1（3.3）    

口腔内出血 4（4.9）    4（7.8）  

高血圧 40（49.4） 13（16.0） 14（46.7）  7（23.3） 26（51.0）  6（11.8） 

消化管出血 4（4.9） 1（1.2）   4（7.8） 1（2.0） 

性器出血 2（2.5）    2（3.9）  

皮下出血 10（12.3）  2（6.7）   8（15.7）  

鼻出血 16（19.8）  2（6.7）  14（27.5）  

喀血 2（2.5）  2（6.7）    

呼吸器、胸郭及び 

縦隔障害 

しゃっくり 1（1.2）    1（2.0）  

一酸化炭素拡散能減少 1（1.2） 1（1.2）   1（2.0） 1（2.0） 

咳嗽 8（9.9）  2（6.7）   6（11.8）  

間質性肺炎 1（1.2） 1（1.2）   1（2.0） 1（2.0） 

胸水 6（7.4） 1（1.2） 2（6.7）  4（7.8） 1（2.0） 

呼吸困難 7（8.6） 2（2.5） 1（3.3） 1（3.3）  6（11.8） 1（2.0） 

湿性咳嗽 1（1.2）    1（2.0）  

低酸素症 1（1.2） 1（1.2）   1（2.0） 1（2.0） 

努力呼気量減少 1（1.2）    1（2.0）  

肺水腫 1（1.2） 1（1.2）   1（2.0） 1（2.0） 

発声障害 5（6.2）  1（3.3）  4（7.8）  

鼻炎 2（2.5）  2（6.7）    

鼻乾燥 3（3.7）    3（5.9）  

鼻痛 1（1.2）    1（2.0）  

鼻浮腫 1（1.2）    1（2.0）  

耳及び迷路障害 耳介腫脹 1（1.2）    1（2.0）  

耳鳴 3（3.7）  1（3.3）  2（3.9）  

傷害、中毒及び 

処置合併症 

血胸 1（1.2）    1（2.0）  

創合併症 1（1.2）    1（2.0）  

心臓障害 QT延長 3（3.7）  1（3.3）  2（3.9）  

左室駆出率低下 7（8.6） 1（1.2）  5（16.7）  2（3.9） 1（2.0） 

徐脈 1（1.2）    1（2.0）  

心筋症 1（1.2） 1（1.2） 1（3.3） 1（3.3）   

心嚢液貯留 1（1.2）  1（3.3）    

心不全 3（3.7）  2（6.7）  1（2.0）  



 

 

 

82 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

器官分類 副 作 用 

合計（n=81） 消化管間質腫瘍（n=30） 腎細胞癌（n=51） 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

 心房細動 1（1.2）    1（2.0）  

動悸 4（4.9）    4（7.8）  

頻脈 1（1.2）  1（3.3）    

神経系障害 しびれ感 2（2.5）    2（3.9）  

ニューロパシー 1（1.2）  1（3.3）    

めまい 6（7.4）  1（3.3）  5（9.8）  

意識消失 2（2.5） 2（2.5）   2（3.9） 2（3.9） 

回転性めまい 1（1.2）  1（3.3）    

記憶障害 1（1.2）    1（2.0）  

傾眠 1（1.2）    1（2.0）  

思考力低下 1（1.2）  1（3.3）    

振戦 2（2.5）    2（3.9）  

頭痛 16（19.8）   5（16.7）  11（21.6）  

認知障害 1（1.2）    1（2.0）  

平衡障害 1（1.2）    1（2.0）  

味覚異常 37（45.7）  11（36.7）  26（51.0）  

味覚消失 7（8.6）     7（13.7）  

腎及び尿路障害 BUN増加 6（7.4）  1（3.3）  5（9.8）  

ネフローゼ症候群 2（2.5） 2（2.5） 2（6.7） 2（6.7）   

急性腎不全 1（1.2） 1（1.2）   1（2.0） 1（2.0） 

血中クレアチニン減少 1（1.2）    1（2.0）  

血中クレアチニン増加 29（35.8） 1（1.2）  5（16.7）  24（47.1） 1（2.0） 

血尿 2（2.5）    2（3.9）  

腎機能障害 2（2.5） 1（1.2）   2（3.9） 1（2.0） 

水腎症 1（1.2）    1（2.0）  

蛋白尿 14（17.3） 3（3.7）  6（20.0） 2（6.7）  8（15.7） 1（2.0） 

着色尿 3（3.7）    3（5.9）  

膿尿 1（1.2）    1（2.0）  

排尿困難 1（1.2）    1（2.0）  

生殖系及び 

乳房障害 

陰嚢潰瘍 2（2.5）    2（3.9）  

月経過多 1（1.2）    1（2.0）  

月経遅延 1（1.2）    1（2.0）  

精巣潰瘍 1（1.2）    1（2.0）  

不規則月経 2（2.5）    2（3.9）  

精神障害 不眠症 2（2.5）    2（3.9）  

抑うつ気分 1（1.2）  1（3.3）    

全身障害及び 

投与局所様態 

悪寒 4（4.9）    4（7.8）  

胸痛 3（3.7）    3（5.9）  

倦怠感 17（21.0） 3（3.7） 1（3.3）  16（31.4） 3（5.9） 

口渇 2（2.5）  1（3.3）  1（2.0）  

創傷治癒遅延 1（1.2）    1（2.0）  

熱感 2（2.5）    2（3.9）  

粘膜炎 4（4.9）  2（6.7）  2（3.9）  

粘膜乾燥 1（1.2）    1（2.0）  

発熱 28（34.6） 1（1.2） 2（6.7）  26（51.0） 1（2.0） 

疲労 50（61.7） 11（13.6） 20（66.7） 1（3.3） 30（58.8） 10（19.6） 

浮腫 30（37.0） 2（2.5） 13（43.3）  17（33.3） 2（3.9） 

無力症 1（1.2） 1（1.2）   1（2.0） 1（2.0） 

疼痛 1（1.2）    1（2.0）  

代謝及び栄養障害 アルカローシス 1（1.2） 1（1.2）   1（2.0） 1（2.0） 

テタニー 1（1.2）    1（2.0）  

血中トリグリセリド増加 1（1.2）    1（2.0）  

高アミラーゼ血症 32（39.5） 8（9.9）  8（26.7） 2（6.7） 24（47.1）  6（11.8） 

高カリウム血症 3（3.7）  2（6.7）  1（2.0）  

高カルシウム血症 2（2.5） 1（1.2）   2（3.9） 1（2.0） 



付録⑥ 

副作用発現状況（消化管間質腫瘍、腎細胞癌） 

 

83 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

器官分類 副 作 用 

合計（n=81） 消化管間質腫瘍（n=30） 腎細胞癌（n=51） 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

 高ナトリウム血症 1（1.2）  1（3.3）    

高リン酸塩血症 1（1.2）    1（2.0）  

高血糖 5（6.2）   3（10.0）  2（3.9）  

高尿酸血症 7（8.6） 3（3.7） 2（6.7） 1（3.3） 5（9.8） 2（3.9） 

食欲不振 52（64.2） 5（6.2） 20（66.7） 2（6.7） 32（62.7） 3（5.9） 

脱水 12（14.8） 6（7.4）  4（13.3）   8（15.7）  6（11.8） 

低アルブミン血症 31（38.3）  14（46.7）  17（33.3）  

低カリウム血症 4（4.9） 2（2.5） 2（6.7） 1（3.3） 2（3.9） 1（2.0） 

低カルシウム血症 17（21.0） 1（1.2）  5（16.7）  12（23.5） 1（2.0） 

低クロール血症 2（2.5） 1（1.2）   2（3.9） 1（2.0） 

低ナトリウム血症 4（4.9） 3（3.7）   4（7.8） 3（5.9） 

低マグネシウム血症 1（1.2） 1（1.2）   1（2.0） 1（2.0） 

低リン酸血症 20（24.7） 13（16.0）  3（10.0） 1（3.3） 17（33.3） 12（23.5） 

低血糖症 3（3.7）  1（3.3）  2（3.9）  

低蛋白血症 14（17.3）   8（26.7）   6（11.8）  

糖尿病悪化 1（1.2）  1（3.3）    

内分泌障害 TSH減少 1（1.2）    1（2.0）  

TSH増加 4（4.9）    4（7.8）  

エストラジオール増加 1（1.2）    1（2.0）  

甲状腺炎 2（2.5） 1（1.2）   2（3.9） 1（2.0） 

甲状腺機能低下症 13（16.0）  2（6.7）  11（21.6）  

甲状腺機能亢進症 1（1.2）    1（2.0）  

遊離T3減少 1（1.2）    1（2.0）  

皮膚及び 

皮下組織障害 

ざ瘡 2（2.5）    2（3.9）  

そう痒症 7（8.6）   3（10.0）  4（7.8）  

過角化 1（1.2）    1（2.0）  

顔面浮腫 29（35.8） 1（1.2）  4（13.3）  25（49.0） 1（2.0） 

硬結 1（1.2）    1（2.0）  

紅斑 8（9.9）     8（15.7）  

紫斑 3（3.7）  2（6.7）  1（2.0）  

湿疹 4（4.9） 1（1.2）   4（7.8） 1（2.0） 

手足症候群 53（65.4） 17（21.0） 26（86.7）  9（30.0） 27（52.9）  8（15.7） 

水疱 1（1.2）    1（2.0）  

多汗症 1（1.2）    1（2.0）  

脱毛症 12（14.8）   5（16.7）   7（13.7）  

爪の異常 4（4.9）    4（7.8）  

爪変色 2（2.5）  1（3.3）  1（2.0）  

発疹 40（49.4）  13（43.3）  27（52.9）  

皮下結節 1（1.2）    1（2.0）  

皮膚びらん 1（1.2）    1（2.0）  

皮膚炎 6（7.4）  2（6.7）  4（7.8）  

皮膚乾燥 5（6.2）  1（3.3）  4（7.8）  

皮膚障害 1（1.2）    1（2.0）  

皮膚色素脱失 1（1.2）    1（2.0）  

皮膚剥脱 5（6.2）  2（6.7）  3（5.9）  

皮膚変色 67（82.7）  26（86.7）  41（80.4）  

皮膚疼痛 1（1.2）    1（2.0）  

被角血管腫 1（1.2）    1（2.0）  

毛髪色素脱失 3（3.7）    3（5.9）  

毛髪変色 2（2.5）    2（3.9）  

蕁麻疹 2（2.5）    2（3.9）  

臨床検査 ALP増加 21（25.9） 1（1.2）  4（13.3）  17（33.3） 1（2.0） 

CK（CPK）増加 2（2.5） 1（1.2）   2（3.9） 1（2.0） 

CRP増加 8（9.9）     8（15.7）  

LDH増加 40（49.4） 1（1.2）  4（13.3）  36（70.6） 1（2.0） 
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器官分類 副 作 用 

合計（n=81） 消化管間質腫瘍（n=30） 腎細胞癌（n=51） 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

全グレード 

n（％） 

グレード3/4 

n（％） 

 PO2低下 1（1.2）    1（2.0）  

血中二酸化炭素増加 1（1.2）    1（2.0）  

体重減少 6（7.4）  1（3.3）  5（9.8）  

体重増加 8（9.9）   3（10.0）  5（9.8）  



付録⑥ 

副作用発現状況（消化管間質腫瘍、腎細胞癌） 

 

85 膵神経内分泌腫瘍(pNET) 

■海外臨床試験においてみられた副作用（消化管間質腫瘍、腎細胞癌患者対象）（2％以上発現した副作用） 
（CTCAE ver.3.0により集計） 

器官分類 副 作 用 

合計（n=801） 消化管間質腫瘍（n=257） 腎細胞癌（n=544） 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

胃腸障害 リパーゼ増加 46（5.7） 36（4.5） 13（5.1）  9（3.5） 33（6.1） 27（5.0） 

悪心 320（40.0） 16（2.0）  70（27.2）  2（0.8） 250（46.0） 14（2.6） 

下痢 372（46.4） 36（4.5）  90（35.0） 13（5.1） 282（51.8） 23（4.2） 

鼓腸 59（7.4）  15（5.8）  44（8.1）  

口唇炎 29（3.6）   8（3.1）  21（3.9）  

口内炎 274（34.2） 13（1.6）  65（25.3）  2（0.8） 209（38.4） 11（2.0） 

口内乾燥 69（8.6）  19（7.4）  50（9.2）  

歯肉炎 20（2.5）  1（0.1）  9（3.5）  11（2.0）  1（0.2） 

痔核 20（2.5）  1（0.1）  1（0.4）  19（3.5）  1（0.2） 

消化不良 197（24.6）  5（0.6）  32（12.5）  2（0.8） 165（30.3）  3（0.6） 

食道炎 61（7.6）  2（0.2） 18（7.0）  1（0.4） 43（7.9）  1（0.2） 

舌炎  84（10.5）  23（8.9）   61（11.2）  

腹痛  85（10.6） 12（1.5）  26（10.1）  6（2.3）  59（10.8）  6（1.1） 

腹部膨満 32（4.0）  2（0.2）  4（1.6）  1（0.4） 28（5.1）  1（0.2） 

便秘 76（9.5）  1（0.1） 13（5.1）  1（0.4）  63（11.6）  

嘔吐 189（23.6） 16（2.0）  46（17.9）  1（0.4） 143（26.3） 15（2.8） 

嚥下障害 18（2.2）  3（0.4）  3（1.2）  15（2.8）  3（0.6） 

肛門直腸障害 

［肛門炎、肛門潰瘍、直腸炎等］ 

26（3.2）   5（1.9）  21（3.9）  

感染症及び 

寄生虫症 

ウイルス感染 17（2.1）   3（1.2）  14（2.6）  

上気道炎 43（5.4）  1（0.1） 11（4.3）  32（5.9）  1（0.2） 

肝胆道系障害 肝機能異常［AST（GOT）増加、

ALT（GPT）増加、γ-GTP増加］ 

32（4.0） 16（2.0） 11（4.3）  4（1.6） 21（3.9） 12（2.2） 

血中ビリルビン増加 18（2.2）  7（0.9） 10（3.9）  1（0.4）  8（1.5）  6（1.1） 

眼障害 眼球浮腫 17（2.1）   3（1.2）  14（2.6）  

流涙増加 29（3.6）   3（1.2）  26（4.8）  

筋骨格系及び 

結合組織障害 

関節痛 55（6.9）  3（0.4） 15（5.8）  2（0.8） 40（7.4）  1（0.2） 

筋骨格痛 104（13.0）  8（1.0）  28（10.9）  3（1.2）  76（14.0）  5（0.9） 

筋痛 48（6.0）  2（0.2） 13（5.1）  35（6.4）  2（0.4） 

筋痙縮 18（2.2）   8（3.1）  10（1.8）  

血液及び 

リンパ系障害 

リンパ球数減少 17（2.1） 12（1.5）  1（0.4）  1（0.4） 16（2.9） 11（2.0） 

血小板減少 137（17.1） 54（6.7）  35（13.6） 10（3.9） 102（18.8） 44（8.1） 

好中球減少 120（15.0） 64（8.0）  34（13.2） 21（8.2）  86（15.8） 43（7.9） 

白血球減少  87（10.9） 28（3.5） 22（8.6）  7（2.7）  65（11.9） 21（3.9） 

貧血 105（13.1） 29（3.6）  49（19.1） 16（6.2）  56（10.3） 13（2.4） 

血管障害 ほてり 30（3.7）   9（3.5）  21（3.9）  

高血圧 173（21.6） 59（7.4）  44（17.1） 18（7.0） 129（23.7） 41（7.5） 

消化管出血 19（2.4）  5（0.6）  6（2.3）  4（1.6） 13（2.4）  1（0.2） 

皮下出血 17（2.1）  1（0.1）  4（1.6）  13（2.4）  1（0.2） 

鼻出血 77（9.6）  3（0.4） 17（6.6）   60（11.0）  3（0.6） 

呼吸器、胸郭及び 

縦隔障害 

咳嗽 22（2.7）   3（1.2）  19（3.5）  

呼吸困難 52（6.5）  8（1.0） 14（5.4）  4（1.6） 38（7.0）  4（0.7） 

鼻炎 20（2.5）   3（1.2）  17（3.1）  

心臓障害 左室駆出率低下 79（9.9） 15（1.9） 17（6.6）  3（1.2）  62（11.4） 12（2.2） 

神経系障害 ニューロパシー 37（4.6）  4（0.5） 14（5.4）  2（0.8） 23（4.2）  2（0.4） 

めまい 42（5.2）  2（0.2） 10（3.9）  32（5.9）  2（0.4） 

錯感覚 44（5.5）  12（4.7）  32（5.9）  

頭痛  95（11.9）  5（0.6）  27（10.5）  2（0.8）  68（12.5）  3（0.6） 

味覚異常 276（34.5）   47（18.3）  229（42.1）  

味覚消失 23（2.9）   8（3.1）  15（2.8）  
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器官分類 副 作 用 

合計（n=801） 消化管間質腫瘍（n=257） 腎細胞癌（n=544） 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

全グレード 

n（％） 

グレード3以上 

n（％） 

腎及び尿路障害 血中クレアチニン増加 17（2.1）  2（0.2）  3（1.2）  1（0.4） 14（2.6）  1（0.2） 

着色尿 30（3.7）  13（5.1）  17（3.1）  

精神障害 不眠症 32（4.0）   9（3.5）  23（4.2）  

抑うつ気分 17（2.1）  1（0.1）  1（0.4）  16（2.9）  1（0.2） 

全身障害及び 

投与局所様態 

悪寒 34（4.2）  2（0.2）  4（1.6）  30（5.5）  2（0.4） 

粘膜炎 131（16.4）  7（0.9）  27（10.5）  104（19.1）  7（1.3） 

発熱 43（5.4）  4（0.5） 10（3.9）  1（0.4） 33（6.1）  3（0.6） 

疲労 401（50.1） 63（7.9） 109（42.4） 19（7.4） 292（53.7） 44（8.1） 

浮腫 54（6.7）  1（0.1） 20（7.8）  1（0.4） 34（6.3）  

無力症  92（11.5） 25（3.1） 24（9.3）  6（2.3）  68（12.5） 19（3.5） 

疼痛 21（2.6）  1（0.1）  4（1.6）  1（0.4） 17（3.1）  

代謝及び栄養障害 高アミラーゼ血症 27（3.4） 18（2.2） 10（3.9）  5（1.9） 17（3.1） 13（2.4） 

食欲不振 223（27.8）  6（0.7）  48（18.7）  1（0.4） 175（32.2）  5（0.9） 

脱水 34（4.2） 10（1.2）  3（1.2）  1（0.4） 31（5.7）  9（1.7） 

内分泌障害 甲状腺機能低下症 23（2.9）  1（0.1） 15（5.8）  1（0.4）  8（1.5）  

皮膚及び 

皮下組織障害 

ざ瘡 24（3.0）   3（1.2）  21（3.9）  

そう痒症 40（5.0）  2（0.2）  7（2.7）  33（6.1）  2（0.4） 

過角化 17（2.1）  3（0.4）  3（1.2）  14（2.6）  3（0.6） 

顔面浮腫 54（6.7）  13（5.1）  41（7.5）  

紅斑 64（8.0）  2（0.2）  9（3.5）  1（0.4）  55（10.1）  1（0.2） 

手足症候群 151（18.9） 39（4.9）  53（20.6） 14（5.4）  98（18.0） 25（4.6） 

水疱 31（3.9）  4（0.5）  6（2.3）  25（4.6）  4（0.7） 

多汗症 17（2.1）   5（1.9）  12（2.2）  

脱毛症 62（7.7）  14（5.4）  48（8.8）  

爪の異常 17（2.1）   3（1.2）  14（2.6）  

発疹 164（20.5）  5（0.6）  41（16.0）  2（0.8） 123（22.6）  3（0.6） 

皮膚乾燥  99（12.4）  1（0.1） 16（6.2）   83（15.3）  1（0.2） 

皮膚剥脱 51（6.4）  3（0.4）  9（3.5）  42（7.7）  3（0.6） 

皮膚病変 23（2.9）   6（2.3）  17（3.1）  

皮膚変色 203（25.3）   73（28.4）  130（23.9）  

毛髪変色 100（12.5）  22（8.6）   78（14.3）  

臨床検査 CK（CPK）増加 27（3.4）  3（0.4） 14（5.4）  13（2.4）  3（0.6） 

体重減少 50（6.2）   5（1.9）  45（8.3）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





文献請求先及び製品の問い合わせ先：
製品情報センター 学術情報ダイヤル 0120-664-467
https://pfizerpro.jp/（PfizerPro）にも製品関連情報を掲載

販売情報提供活動に関するご意見：
0120-407-947
https://www.pfizer.co.jp/pfizer/contact/index.html



 

 

 

 

 

 

 

 

監修者 

■監修（50音順） 

福岡山王病院 肝臓・胆のう・膵臓・神経内分泌腫瘍センター 伊藤 鉄英 先生 

国立がん研究センター中央病院 肝胆膵内科 奥坂 拓志 先生 

国立がん研究センター中央病院 西田 俊朗 先生 

成田記念病院 消化器内科 山雄 健次 先生 
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