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この冊子では、イブランスによる治療を安心して受けていただくことができる
よう、イブランスの服用方法や主な副作用とその対策、副作用による負担を
できるだけ軽くするための日常生活の工夫などについてまとめています。

不安な点やわからないこと、さらに詳しく知りたいことなどがあれば、担当医や
看護師、薬剤師に相談しましょう。

下記の項目に該当する方は、あらかじめ担当医にお伝えください。
●間質性肺疾患のある方、または以前にかかったことがある方
●市販されているものも含め、現在何らかのお薬を使用中の方
●他の医師または歯科医師による治療を受けている、またはこれから受けよう
としている方
●以前にイブランスを服用し、アレルギー症状が出た方
●重度の肝機能障害のある方
●妊娠中または妊娠している可能性のある女性
●授乳中の女性

イブランス®による治療を始める前にイブランス®による治療を始める前に
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 乳がんについて
●遠隔転移が認められた場合は、他の場所にもがん細胞が潜んでいる可能性が
あるため、全身に効果が期待できる薬物療法を行うことが基本になります。

●乳がんに対する薬物療法には、ホルモン療法、分子標的療法、化学療法
の3種類があります。

●どのお薬を治療に使うか、あるいは
組み合わせて使うかは、がん細胞の性質
（ホルモン受容体の有無など）や患者
さんのからだの状態（閉経の状況、
他臓器への転移の有無や程度など）、
そして患者さんご本人の希望などを
考慮して決められます。

●乳がんは「乳腺」にできる悪性腫瘍
です。乳腺は、母乳を産生する「小葉」と、
母乳の通り道である「乳管」で構成
されています。乳がんの多くは、乳管の
細胞ががん化して発生します。

●乳がんは、主に、乳管や小葉の中にとどまっている「非浸潤がん」と乳管や
小葉の外にまで広がっている「浸潤がん」にわけられます。浸潤がんでは、
がん細胞が血管やリンパ管を通って肺や肝臓などの他の臓器に転移
（遠隔転移）する可能性のあることがわかっています。

●乳がんの進行度合いは、①乳がんの大きさ、②脇の下のリンパ節への転移
の有無、③遠隔転移の有無によって、0期～Ⅳ期に分類されます。0期は
非浸潤がん、Ⅰ期～Ⅳ期は浸潤がんであり、遠隔転移が確認された場合は
Ⅳ期となります。

●乳がんに対する治療法は、手術や放射線治療、お薬を使った薬物療法があり、
乳がんの進行度合いやがんの性質などによって変わります。

〈非浸潤がん〉 〈浸潤がん〉

癌細胞がん細胞

乳管・小葉

女性ホルモン（エストロゲン）のはたらきを抑える
お薬（ホルモン療法薬）を使った治療です。女性ホルモン
の刺激を受けて増殖するタイプ（ホルモン受容体
陽性）のがん細胞をもった乳がんが対象となります。

がん細胞で必要以上に活発なはたらきをする分子
（たんぱく質など）に狙いを定め、そのはたらきを
抑えるお薬（分子標的薬）を使った治療です。

抗がん剤を使った治療です。たとえば、乳がんが
転移して肺にがんが見つかった場合、それは「肺がん」
ではなく「乳がんの肺転移」であり、抗がん剤を使う
場合は、乳がんに効果のあるお薬が使われます。

ホルモン療法

化学療法

分子標的療法

てんい

えんかく

ひしんじゅん

乳がんとは？乳がんとは？

乳がんの特徴は？乳がんの特徴は？

遠隔転移が認められた場合の治療法は？遠隔転移が認められた場合の治療法は？

乳がん

乳管

小葉
乳腺
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イブランス®のはたらき

組み合わせるホルモン療法薬（アロマターゼ阻害薬あるいは抗エストロゲン薬
など）は患者さん個々の状態（閉経の状態やこれまでの治療内容など）により
異なります。
ホルモン療法薬に関する詳しいことは担当医にお尋ねください。

●女性ホルモン（エストロゲン）の刺激を受けて増殖するタイプの乳がん細胞
では、CDK4/6のはたらきにより、細胞の分裂を促すスイッチがいつでも
ONの状態になっています。

●そのため、イブランスは、ホルモン療法薬（アロマターゼ阻害薬※1あるいは
抗エストロゲン薬※2など）と組み合わせて使います。

●イブランスとホルモン療法薬を組み合わせることで、❶イブランスによる
直接的な作用と、❷ホルモン療法薬による間接的な作用が合わさり、
❸CDK4/6のはたらきが効率的に阻害されて、がん細胞の分裂・増殖が
より強力に抑えられると考えられています。

❶ CDK4/6のはたらきを
　 直接抑える

❸ がん細胞の
　 分裂・増殖が
　 抑えられる

❷ホルモン療法薬
アロマターゼ阻害薬
抗エストロゲン薬

エストロゲン

CDK4/6

イブランス

CDK4/6DKDKK4/4DK4/DK4/

乳がん細胞

※1：男性ホルモン（アンドロゲン）から女性ホルモン（エストロゲン）を作るアロマターゼのはたらきを抑えるお薬
　　（飲み薬）です。
※2：女性ホルモン（エストロゲン）のはたらきを抑えるお薬（飲み薬または注射薬）です。

ホルモン療法薬と組み合わせる意義についてホルモン療法薬と組み合わせる意義について

がん細胞の
分裂・増殖が
抑えられる

分裂を促すスイッチを“OFF”

●イブランスは、CDK4/6のはたらきを特異的に阻害することで、がん細胞の
分裂を阻止し、がん細胞の増殖を抑えるお薬です。

●その細胞の分裂を促すスイッチをONにするはたらきのあるたんぱく質の
1つがCDK4/6※です。

がん細胞が
増殖し続ける

乳がん細胞

分裂を促すスイッチがいつでも“ON”の状態

CDK4/6

CDK4/6イブランス

乳がん細胞

CDK4/6（シーディーケー4/6）とイブランス®CDK4/6（シーディーケー4/6）とイブランス®

●正常な細胞は、からだや周囲の状態に応じて、増えたり、増えることをやめ
たりし、過剰に増殖しないよう制御されています。

●しかし、がん細胞では、分裂を促すスイッチがいつでもONの状態になって
いるため、からだからの命令を無視して、1個が2個、2個が4個と倍々に限り
なく増殖し続けるようになります。

CDK4/6とは？

CDK4/6に対するイブランス®の影響

※サイクリン依存性キナーゼ４および６
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イブランス®について
●イブランスはホルモン療法薬と組み合わせて使います。治療内容は患者さん
個々の状態（閉経の状態やこれまでの治療内容など）により異なりますので、
組み合わせるお薬の種類や投与方法などに関する詳しいことは担当医に
お尋ねください。

●イブランスは決められたスケジュールで正しく服用しないと、十分な効果が
得られなくなる可能性があります。ご自身の判断でイブランスの服用をやめたり、
服用する量を加減したりせず、必ず担当医または薬剤師の指示どおりに服用
してください。

●イブランスを服用すると、ご自身では気づかない副作用（血液細胞が減少する
など）があらわれる可能性があります。治療中は、こうした副作用があらわ
れていないかどうかを血液検査で定期的にチェックします。担当医から指示
された検査は必ず受けるようにしてください。●イブランスは、進行乳がんを治療するためのお薬＊です。

●乳がん患者さんのうち、がん細胞の性質が、女性ホルモン（エストロゲン）の
刺激を受けて増殖するタイプ（ホルモン受容体陽性）であり、以下の条件の
いずれかを満たす患者さんにイブランスを使用します。

●イブランスは、カプセルまたは錠剤の飲み薬です。
●有効成分はパルボシクリブで、1カプセルまたは1錠中に125　mgまたは　
25　mg含まれています。

●ホルモン療法薬と組み合わせて使います。

遠隔転移があり、手術でがんを
完全に取り除くことが難しい場合

以前に手術などの治療を行ってから、
がんが再びあらわれてきた場合（再発）

6～7ページ参照

10～11ページ参照

12、14ページ参照

どのようなお薬ですか？どのようなお薬ですか？

どのような患者さんに使われるお薬ですか？どのような患者さんに使われるお薬ですか？

治療中に注意することはありますか？治療中に注意することはありますか？

イブランス®の
剤形

（実物大）
（イブランス®錠）

（イブランス®カプセル）

25　mg125　mg

＊：イブランスはホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能または再発乳がんを適応症としています。
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6～7ページ参照
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12、14ページ参照
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（イブランス®錠）

（イブランス®カプセル）

25　mg125　mg

＊：イブランスはホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能または再発乳がんを適応症としています。
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●決して２回分を一度に飲まないでください。
　本剤を飲み忘れた場合は、飲み忘れに気づいた時点で服用するのではなく、
翌日のいつも服用している時刻に、いつもどおり1回分を服用してください。
また、飲み忘れがあったことを担当医に相談してください。

ご自身の判断でイブランスの服用をやめたり、
服用する量を加減したりせず、
必ず担当医や薬剤師の指示どおりに服用してください。

●速やかに担当医や看護師、薬剤師に相談してください。

●直射日光、湿気を避けて、室温で保存してください。

●包装から出した状態で保管しないでください。

●他の人には絶対に渡さないでください。

●子供の手の届かないところに保管してください。

イブランス®の服用に際して

●イブランスは、1日1回服用するお薬です。
●毎日、同じ時間帯に、カプセルは食後、錠剤は食事と関係なく、コップ1杯
程度の水またはぬるま湯と一緒に服用します。

●通常、1日1回125mgを3週間連続して服用した後、1週間休み（休薬期間）
ます。これを1サイクルとして、複数サイクルを繰り返しながら治療を進めて
いきます。

イブランス服用
125　mg、1日1回
3週間（21日間）

1 2

服　用 服　用服　用休 休 休服　用

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1週 2週 3週 4週
1 7

1サイクル目 2サイクル目 3サイクル目 4サイクル目

週

14 21 28日

1週間（7日間）

休　薬

4週間（28日間）を1サイクル

サイクルを繰り返す

患者さんの状態により、1回あたりの服用量を減らしたり、
休薬期間を延長したりすることがあります。

服用を忘れてしまった場合は…

誤って多く飲んでしまったときは…

保管するときの注意点

服用を忘れてしまった場合は…

誤って多く飲んでしまったときは…

保管するときの注意点

飲み方飲み方



10 11

●決して２回分を一度に飲まないでください。
　本剤を飲み忘れた場合は、飲み忘れに気づいた時点で服用するのではなく、
翌日のいつも服用している時刻に、いつもどおり1回分を服用してください。
また、飲み忘れがあったことを担当医に相談してください。

ご自身の判断でイブランスの服用をやめたり、
服用する量を加減したりせず、
必ず担当医や薬剤師の指示どおりに服用してください。

●速やかに担当医や看護師、薬剤師に相談してください。

●直射日光、湿気を避けて、室温で保存してください。

●包装から出した状態で保管しないでください。

●他の人には絶対に渡さないでください。

●子供の手の届かないところに保管してください。

イブランス®の服用に際して

●イブランスは、1日1回服用するお薬です。
●毎日、同じ時間帯に、カプセルは食後、錠剤は食事と関係なく、コップ1杯
程度の水またはぬるま湯と一緒に服用します。

●通常、1日1回125mgを3週間連続して服用した後、1週間休み（休薬期間）
ます。これを1サイクルとして、複数サイクルを繰り返しながら治療を進めて
いきます。

イブランス服用
125　mg、1日1回
3週間（21日間）

1 2

服　用 服　用服　用休 休 休服　用

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1週 2週 3週 4週
1 7

1サイクル目 2サイクル目 3サイクル目 4サイクル目

週

14 21 28日

1週間（7日間）

休　薬

4週間（28日間）を1サイクル

サイクルを繰り返す

患者さんの状態により、1回あたりの服用量を減らしたり、
休薬期間を延長したりすることがあります。

服用を忘れてしまった場合は…

誤って多く飲んでしまったときは…

保管するときの注意点

服用を忘れてしまった場合は…

誤って多く飲んでしまったときは…

保管するときの注意点

飲み方飲み方



12 13

イブランス®の副作用

●イブランスは、がん細胞だけでなく、正常な細胞にも影響を及ぼすため、
副作用があらわれることがあります。

●副作用には、ご自身で気づく症状（自覚症状）と検査を行わないとわから
ない症状（他覚症状）があります。

●ここに記載した副作用はイブランスによる副作用のすべてではありません。

●治療中、いつもと違った症状や体調の変化などを感じたときは、すぐに担当医や
看護師、薬剤師に相談してください。

●
かんしつせいはいしっかん

間質性肺疾患 13　ページ参照

●血液細胞の減少 14　ページ参照

●感染症 16　ページ参照

特に注意していただきたい副作用特に注意していただきたい副作用

●疲　労 17　ページ参照

●脱毛症 17　ページ参照

●悪　心 18　ページ参照

●口内炎 18　ページ参照

●下　痢 19　ページ参照

その他の主な副作用その他の主な副作用

特に注意していただきたい副作用特に注意していただきたい副作用

●肺の間質と呼ばれる部位に炎症が起こる病気です。

●最初は風邪のような症状で、進行すると息苦しくなることがあります。

●主な症状として、息切れ、息苦しさ、から咳、発熱などがあります。

●これらの症状があらわれた場合には、速やかに担当医や看護師、薬剤師に
相談してください。

1 間質性肺疾患間質性肺疾患

▶息切れ
（坂道や階段を上ったり、運動をしたときに息切れしやすくなる、など）

▶息苦しさ

▶発熱　など

【間質性肺疾患の主な症状】



12 13

イブランス®の副作用

●イブランスは、がん細胞だけでなく、正常な細胞にも影響を及ぼすため、
副作用があらわれることがあります。

●副作用には、ご自身で気づく症状（自覚症状）と検査を行わないとわから
ない症状（他覚症状）があります。

●ここに記載した副作用はイブランスによる副作用のすべてではありません。

●治療中、いつもと違った症状や体調の変化などを感じたときは、すぐに担当医や
看護師、薬剤師に相談してください。

●
かんしつせいはいしっかん

間質性肺疾患 13　ページ参照

●血液細胞の減少 14　ページ参照

●感染症 16　ページ参照

特に注意していただきたい副作用特に注意していただきたい副作用

●疲　労 17　ページ参照

●脱毛症 17　ページ参照

●悪　心 18　ページ参照

●口内炎 18　ページ参照

●下　痢 19　ページ参照

その他の主な副作用その他の主な副作用

特に注意していただきたい副作用特に注意していただきたい副作用

●肺の間質と呼ばれる部位に炎症が起こる病気です。

●最初は風邪のような症状で、進行すると息苦しくなることがあります。

●主な症状として、息切れ、息苦しさ、から咳、発熱などがあります。

●これらの症状があらわれた場合には、速やかに担当医や看護師、薬剤師に
相談してください。

1 間質性肺疾患間質性肺疾患

▶息切れ
（坂道や階段を上ったり、運動をしたときに息切れしやすくなる、など）

▶息苦しさ

▶発熱　など

【間質性肺疾患の主な症状】



14 15

血液細胞の状態は、血液検査を行って確認します。

担当医から指示された検査は
 必ず受けるようにしてください。

●イブランスは、正常な血液細胞にも影響を及ぼす可能性があります。その
ため、治療中は、白血球や赤血球、血小板などの血液細胞の数が減少
することがあります。

●血液細胞の数が減少すると、感染症にかかりやすくなったり、貧血や出血が
起こることがあります。

2 血液細胞の減少血液細胞の減少 血液細胞が減少すると・・・

●白血球の中でも「好中球」という血液細胞は、病原菌からからだを守り
感染症を防ぐ重要なはたらきがあります。

●健康な成人の場合、好中球は血液1　μL（1　mm3）中に2,000個以上あり
ます。好中球の数が1　μL中に1,000個以下になると、抵抗力が低下して
感染症にかかりやすくなると言われています。さらに、その数が500個以下
になってしまうと、病原菌が血液中に入り込んで、重篤な感染症を起こす
可能性があるので、特に注意が必要となります。

【白血球の減少】

●赤血球は全身に酸素を運ぶはたらきがあります。赤血球が減少すると
貧血になり、めまいが起きたり、動悸がしたり、頭が重たいなどの症状が
あらわれることがあります。

●疲れを感じたら、無理をせずこまめに休むように心がけましょう。また、良質の
たんぱく質や鉄分をとり、栄養状態をできるだけ良好に保っておくことも
大切です。

【赤血球の減少】

●血小板は出血したときに血液を固めるはたらきがあります。血小板が
減少すると出血しやすくなります。

●治療中は、からだを強くこすったり、ケガや転倒などをしないように気を
つけましょう。

【血小板の減少】

こうちゅうきゅう

特に注意していただきたい副作用特に注意していただきたい副作用特に注意していただきたい副作用特に注意していただきたい副作用
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●乳がん患者さんを対象にイブランスの有効性と安全性を検討した臨床
試験では、約10～30％の患者さんに脱毛症がみられました。

●全体の11～22％の患者さんに遠くからではわからない程度の脱毛が
みられ、0～3％の患者さんに50％以上の脱毛がみられました。
日常生活では次の点に注意してください。

2 脱毛症脱毛症

▶洗髪するときは強くこすらない、洗髪した後は
自然に乾燥させる、ブラッシングの回数を減らす
など、髪に刺激を与えないようにしましょう。
▶抜け毛が気になる場合は、髪型を変えたりして
みましょう。

【日常生活の工夫】

その他の主な副作用その他の主な副作用特に注意していただきたい副作用特に注意していただきたい副作用

●発熱、寒気、頭痛は、感染症の一般的な症状です。

●また、咳・痰、のどの痛み、腹痛・下痢、排尿時の痛み、おりものの増加、
性器からの出血などの症状がある場合も感染症が疑われます。

●これらの症状を感じたら、早めに担当医や看護師、薬剤師に連絡し、適切な
処置を受けるようにしてください。

●感染があっても症状がないままに感染症が進行する場合もあります。イブ
ランスによる治療中は、血液検査で白血球（好中球）の数を調べて、感染に
対する抵抗力を知っておくことが重要になります。担当医から指示された
検査は必ず受けるようにしてください。

▶38℃以上の発熱

▶寒気

▶頭痛

▶咳・痰

▶のどの痛み

▶腹痛・下痢

▶排尿時の痛み　など

【感染症の主な症状】

感染症感染症3
●「だるい」「からだが重い」「疲れやすい」といった疲労感（倦怠感）を感じる
ことがあります。

●症状が長引く場合は我慢せずに、担当医や看護師、

　薬剤師に相談しましょう。日常生活では次の点に

　注意してください。

1 疲　労疲　労

▶睡眠や休養を十分にとりましょう。

▶無理をせず、自分のペースで行動しましょう。

【日常生活の工夫】
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●イブランスの治療により口内炎が起こりやすくなることがあります。口内炎
に対しては確実な治療法がなく、予防がもっとも大切です。日常生活では
次の点に注意してください。

4

▶虫歯のある方は、前もって治療しておきましょう。また義歯を使用して
いる方は、整備しておくとよいでしょう。

▶口腔内を清潔に保つため、
　歯や舌のブラッシングを習慣づけましょう。

▶刺激を避けるため、歯ブラシはやわらかいものを
　使ってください。

▶固い食べ物や刺激のある食べ物は避けましょう。

【日常生活の工夫】

口内炎口内炎

イブランスによる治療を安心して受けていただくために、毎日の生活でいつもと
違った症状や体調の変化などを感じたときは、担当医や看護師、薬剤師に遠慮
なく相談することが大切です。
具体的な相談ができるよう、服薬日誌（22ページ参照）に記録することを習慣
づけるようにしましょう。

「いつもと違うな」と感じたら

●軽い吐き気や食欲低下などの症状があらわれることがあります。

●患者さんによって程度はさまざまですが、つらい場合は我慢せず、担当医
や看護師、薬剤師に相談しましょう。

悪　心悪　心3

●イブランスの治療により下痢が起こりやすくなることがあります。患者さん
によって程度はさまざまですが、つらい場合は我慢せず、担当医や看護師、
薬剤師に相談しましょう。

●下痢が起こったときは次の点に注意してください。

5

▶脱水症状になるのを防ぐため、スポーツドリンクなどで水分をこまめに
補給しましょう。

▶感染症を防ぐため、排便後は肛門の
周りを清潔に保ちましょう。

【日常生活の工夫】

下　痢下　痢

その他の主な副作用その他の主な副作用



18 19

●イブランスの治療により口内炎が起こりやすくなることがあります。口内炎
に対しては確実な治療法がなく、予防がもっとも大切です。日常生活では
次の点に注意してください。

4

▶虫歯のある方は、前もって治療しておきましょう。また義歯を使用して
いる方は、整備しておくとよいでしょう。

▶口腔内を清潔に保つため、
　歯や舌のブラッシングを習慣づけましょう。

▶刺激を避けるため、歯ブラシはやわらかいものを
　使ってください。

▶固い食べ物や刺激のある食べ物は避けましょう。

【日常生活の工夫】

口内炎口内炎

イブランスによる治療を安心して受けていただくために、毎日の生活でいつもと
違った症状や体調の変化などを感じたときは、担当医や看護師、薬剤師に遠慮
なく相談することが大切です。
具体的な相談ができるよう、服薬日誌（22ページ参照）に記録することを習慣
づけるようにしましょう。

「いつもと違うな」と感じたら

●軽い吐き気や食欲低下などの症状があらわれることがあります。

●患者さんによって程度はさまざまですが、つらい場合は我慢せず、担当医
や看護師、薬剤師に相談しましょう。

悪　心悪　心3

●イブランスの治療により下痢が起こりやすくなることがあります。患者さん
によって程度はさまざまですが、つらい場合は我慢せず、担当医や看護師、
薬剤師に相談しましょう。

●下痢が起こったときは次の点に注意してください。

5

▶脱水症状になるのを防ぐため、スポーツドリンクなどで水分をこまめに
補給しましょう。

▶感染症を防ぐため、排便後は肛門の
周りを清潔に保ちましょう。

【日常生活の工夫】

下　痢下　痢

その他の主な副作用その他の主な副作用



20 21

副作用対策と日常生活のアドバイスQ&A

●外出からもどったときや、食事、トイレの前後は手をよく洗いましょう。
また、こまめにうがいをしましょう。

●歯をみがくときは、口の中を傷つけないように、やわらかく清潔な歯ブラシを
使ってやさしくみがきましょう。

●不要不急のときは、なるべく人混みや繁華街への外出は控えましょう。

●爪を短くする、皮膚の乾燥を防ぐなどして、皮膚を傷つけない工夫をしましょう。

A. イブランスの副作用として、白血球などの血液細胞の数が減少する
ことがあります。血液細胞の状態は、自覚症状では把握できないことが
多いため、血液検査をして確認する必要があります。担当医に指示
された検査は必ず受けるようにしてください。
特に、白血球の中でも好中球という血液細胞の数が減少すると、病原菌に
対する抵抗力が低下して感染症にかかりやすくなります。
感染症の予防では、病原菌をからだの中に入れないことが最も大切
です。

A. お薬の種類によっては、一緒に服用するとイブランスの作用が弱く
なったり、強くなったりする場合があります。
イブランス以外のお薬（市販薬を含む）を使用している場合は、必ず
担当医または薬剤師に伝えてください。
また、グレープフルーツ含有食品やセイヨウオトギリソウ含有食品など
もイブランスの作用に影響を及ぼします。サプリメントや健康食品など
を摂取している場合も、必ず担当医または薬剤師に伝えてください。

A. 病気やケガなどで治療にかかる医療費が高額になり、同一月（1日～
末日）の医療費が一定額（自己負担限度額）を超えた場合は、「高額
療養費制度」によってその超えた金額が支給されます。
保険適用される診療に対して支払った自己負担額が対象となります。
高額療養費の自己負担限度額は、年齢や年収により異なります。
高額療養費制度の詳細は、ご自身が加入されている公的医療保険や
医療機関の相談窓口などでご相談・ご確認ください（ご自身がどの
公的医療保険に加入しているかは、保険証に記載されています）。

Q. 一緒に飲んではいけないお薬や飲食物はありますか？Q. 一緒に飲んではいけないお薬や飲食物はありますか？

Q. 医療費が高額になった場合、助成制度はありますか？Q. 医療費が高額になった場合、助成制度はありますか？

Q. 日常生活で気をつけることはありますか？Q. 日常生活で気をつけることはありますか？
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●毎日の生活でいつもと違った症状や体調の変化、担当医に相談したいこと
などを記録していただくための手帳です。

●通院時には、持参して担当医や看護師、薬剤師に見せるようにしてください。

イブランス®による治療のためのサポートツール

イブランスによる治療をサポートする資料、ウェブサイトを
ご紹介します。

●イブランスを服用される患者さんに、お薬の
服用方法や主な副作用とその対策、副作用
による負担をできるだけ軽くするための日常
生活の工夫などの情報を掲載しています。

「自分らしく過ごせる時間」が続けられるように

イブランスは、ホルモン受容体陽性の乳がん患者さんのうち、

手術でがんを完全に取り除くことが難しい患者さん、

またはがんが再びあらわれてきた（再発）患者さんの治療に使われるお薬で、

世界90カ国以上で承認されています（2019年9月時点）。

お薬の効果や副作用のあらわれ方は、治療を受ける方によりさまざまです。

治療に対して、不安に感じたこと、気になる症状がある場合は、

我慢したり無理をしたりせずに、担当医や看護師、薬剤師に遠慮なく相談しましょう。

がんと上手に付き合いながら、生活の質を保ちつつ、

より長く「自分らしく過ごせる時間」が続けられるように、

この冊子がお役に立てば幸いです。

監修：がん研究会有明病院  副院長/乳腺センター長
大野 真司 先生

ウェブサイト： イブランス®.jpウェブサイト： イブランス®.jp

服薬日誌 ： イブランス®カプセルおよび錠を服用される方へ

https://ibrance.jp/top.html

●診断から治療まで、ひとりのがんにみんなで
向き合っていくために必要な情報をわかり
やすく解説したウェブサイトです。

●乳がんの症状や薬物療法などの治療法に
関する情報を提供しています。

ウェブサイト： 乳がんを学ぶウェブサイト： 乳がんを学ぶ

http://ganclass.jp/kind/breast/

服薬日誌 ： イブランス®カプセルおよび錠を服用される方へ
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