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●以前に薬や注射による治療を受けて、発疹やかゆみなどの副作
　用を起こしたことがある患者さん

●他の薬を服用中の患者さん
　（他の診療科や病院でもらった薬、市販薬など）

●他の医師あるいは歯科医師による治療を受けている、あるいは
　受ける予定がある患者さん

●妊娠している、あるいは妊娠している可能性のある患者さん

●授乳中の患者さん

は じ め に

※本冊子では、わかりやすくするために「腎細胞がん」と表記していますが、
インライタ®は、「根治切除不能又は転移性の腎細胞癌」に対する治療薬です。

インライタ®による治療を始める前に、次のような患者さんは、
あらかじめ担当医などの医療スタッフに申し出てください。

この冊子は、インライタ®による治療を安心して受けていた
だくため、患者さんに知っておいていただきたい薬の働き、
治療のスケジュール、副作用と注意すべき症状などをまとめ
たものです。

インライタ®は腎細胞がん に対する治療薬で、「分子標的
治療薬」というタイプのお薬です。米国では2012年1月から
使用され、日本では2012年6月に認可されています。

治療を始めるにあたり、気になることや不安に思うことがあ
りましたら、遠慮せずに担当医や看護師、薬剤師などの医療
スタッフにご相談ください。

※
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インライタ®の紹介

インライタ®は腎細胞がんを治療するお薬です。

わたしたちの身体は、たくさんの「細胞」で構成されています。正常な
細胞は一定のルールに従って増殖・分化し、また、寿命を終えると壊
れることで増えすぎないようにバランスを保っています。
しかし、遺伝子に異常が起こると、細胞の増殖がコントロールできな
くなり、細胞は無秩序に増殖を始めます。こうして限りなく増殖する
性質を持った細胞を「がん細胞」といい、「がん細胞」が集まったもの
を「がん」といいます。
がんが身体のどこかにできると、周囲の正常な組織を壊して入り込
んだり（浸潤）、血管やリンパ管を通ってほかの臓器などに移ったりし
て（転移）、増殖や成長を続けます。また、がん細胞は、増殖や成長を
続けるためにたくさんの栄養を必要とするので、自分専用の血管や
リンパ管を新しく作り出すことにより（血管新生・リンパ管新生）、必
要な栄養を確保したり、ほかの臓器に転移しやすくしようとします。
このようにして、がんは身体の栄養分や正常な機能を奪いながら全
身に広がっていくため、そのままにしておくと、わたしたちの生命を
脅かすことになります。

インライタ®は分子標的薬と呼ばれる抗がん剤です。

インライタ®は腎細胞がんに対する治療薬で、「分子標的治療薬」
と呼ばれる抗がん剤です。分子標的治療薬とは、がん細胞の増殖
にかかわる特定の分子をターゲットに効果を発揮するタイプの
薬で、近年、がん治療において広く使われています。分子標的治
療薬は一般的にこれまでの治療と比較して、正常細胞に対する
影響が少ないと考えられています。
細胞の表面には「VEGFR（血管内皮増殖因子受容体）」というタ
ンパク質が存在しています。
VEGFRは、がんの血管新生やリンパ管新生に必要な信号を細胞
内に送る重要な役割を果たしていると考えられています。
インライタ®は、このVEGFRの機能を止め、血管新生やリンパ管
新生に必要な信号が細胞内に送られないようにすることで、がん
の増殖および転移を抑制します。

［ がん細胞増殖 ］ ［ 血管新生・リンパ管新生 ］

［ インライタ®の働き ］

［ 血管新生・リンパ管新生を阻害 ］

インライタ®

がんについて
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インライタ®による治療方法

治療を安全に行うために、インライタ®による治療を慎重に検討する
必要のある患者さんがいます。
治療前には診察・問診・検査によって安全に治療が行えるかどうか
を確認しますが、次のようなことに心当たりがありましたら、担当医
などの医療スタッフに伝えてください。

●インライタ®に含まれる成分に対して過敏症を
　起こしたことがある患者さん

●妊娠している、あるいは妊娠している可能性のある患者さん

●血圧が高い患者さん

●甲状腺の機能に障害がある患者さん

●動脈や静脈に血のかたまりができやすい患者さん、
　できたことがある患者さん

●脳に転移があると診断されている患者さん

●手術を受けたばかりで、傷が完全に
　ふさがっていない患者さん

●肝臓の機能が低下している患者さん

インライタ®による治療の対象となる患者さん

インライタ®による治療の対象は、
・根治切除不能又は転移性の腎細胞がんの患者さんです。
（抗がん剤による治療歴のない患者さんに対しては、PD-1/PD-L1
阻害剤といわれるお薬と併用することが決められています。）

ただし、次のような患者さんは、インライタ®による治療を受ける
ことができません。
　

※腎細胞がん：RCC（Renal Cell Carcinoma）と略されることがあります。
1）Wong-Ho Chow et al.: Nat Rev Urol. 7（5）: 245‒257. 2010
2）国立がん研究センター「がん情報サービス」腎細胞がん 患者数　がん種別統計情報　腎・尿路
（膀胱除く）https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/cancer/22_renal.html#anchor1

参考：腎細胞がん※について

腎臓にできるがんには、腎臓で作られ
る尿の通り道にできるがん（腎盂・尿管
がん）と腎臓の本体にできるがん（腎細
胞がん）などがあります。インライタ®に
よる治療の対象となる腎細胞がんは、
成人の腎臓にできるがんのうち、最も
多く認められています1）。また、50歳代
後半以降に増加し、女性よりも男性に
多くみられる傾向があります2）。

じん う
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インライタ®による治療方法

●インライタ®を飲み忘れた場合は、次の予定服用時刻の3時間前まで
　に服用するか、そのまま服用せず、次の服用を行ってください。
●グレープフルーツジュースはインライタ®の効き目を強める可能性が
　あるので、服用期間中は避けてください。

副作用があらわれた場合は、患者さんの状態に応じて医師の
判断で、次のように薬の量を減らす場合もあります。

2週間以上2週間以上2週間以上

5mg錠 1mg錠

1回5mgを1日2回投与から開始し、2週間以上投与しても問題と
なる副作用がみられなければ、医師の判断で1回7mg1日2回、
1回10mg1日2回投与まで薬の量を増やすことができます。

増量基準

減量基準

1回目

2回目

1回5mg1日2回

投
与
例

1回目

2回目

1回7mg1日2回

投
与
例

1回目

2回目

1回10mg1日2回

投
与
例

1回目

2回目

1回2mg1日2回
1回3mg1日2回

1回5mg1日2回

1回目

2回目

1回目

2回目

投
与
例

投
与
例

投
与
例

治療を継続するためには予測される副作用、事前の対策を
患者さん自身が理解しておくことも重要です！

次のページから、注意すべき症状と副作用について
説明しています。よく読んで理解しておきましょう。

インライタ®の投与スケジュールと投与量

インライタ®は、錠剤の飲み薬で、水と一緒に1日2回服用します。患
者さんの状態に応じて、次のように薬の量を増量または減量します。

インライタ®による治療中には、副作用があらわれることがあります。
副作用のあらわれ方には個人差があり、どんな症状がいつ頃あらわ
れるかは患者さんによって異なります。
治療中には適宜診察を行い、副作用が出ていないかを確認します
が、中には重症化して危険なものもあります。少しでも気になる症状
があらわれた場合には、すぐに担当医や看護師、薬剤師などの医療
スタッフに相談してください。
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・手のふるえ→甲状腺機能障害（P15）

・足がむくむ→蛋白尿（P17）、心不全（P13）

・手足のしびれ→血栓塞栓症（P13）、手足症候群（P18）

・手足の痛み→手足症候群（P18）

・片足の痛みやはれ→血栓塞栓症（P13）

・手足の皮膚が赤くなる、水ぶくれ、ひび割れる→手足症候群（P18）

・爪の形や色がかわる→手足症候群（P18）

・手足のまひ→血栓塞栓症（P13）

・歯ぐき、鼻からの出血→出血（P14）
・出血が起こる→出血（P14）
・傷ができやすい→出血（P14）
・傷がなかなか治らない→創傷治癒遅延（P15）
・発熱→肝機能障害（P16）、間質性肺疾患（P17）
・体重が増える→心不全（P13）、甲状腺機能障害（P15）
・体重が減る→甲状腺機能障害（P15）
・からだのむくみ→甲状腺機能障害（P15）
・疲労・だるい→心不全（P13）、甲状腺機能障害（P15）、肝機能障害（P16）、
　　　　　　　蛋白尿（P17）、疲労（P19）、間質性肺疾患（P17）
・さむけ→甲状腺機能障害（P15）
・皮膚の乾燥→甲状腺機能障害（P15）
・動作が遅くなる・もの覚えが悪くなる→甲状腺機能障害（P15）
・不眠→甲状腺機能障害（P15）
・汗をかきやすい→甲状腺機能障害（P15）
・けいれん→可逆性後白質脳症症候群（P16）
・血圧上昇→高血圧（P12）、可逆性後白質脳症症候群（P16）
・発疹・かゆみ→肝機能障害（P16）
・力が入らない→疲労（P19）
・疲れがとれない→疲労（P19）
・肌が黄色くなる→肝機能障害（P16）
・あざができる→出血（P14）
・食欲低下→甲状腺機能障害（P15）

頭
・白目が黄色くなる→肝機能障害（P16）

・目が見えにくい（視覚障害）→可逆性後白質脳症症候群（P16）

全身

手・足

インライタ®の投与によりみられる副作用の主な症状

特に注意を要する副作用

目

・尿の泡立ちが強い→蛋白尿（P17）
・尿の色が濃くなる→肝機能障害（P16）膀胱

か ぎゃく せい こう はく しつ  のう しょう しょう こう ぐん

・声がかすれる→甲状腺機能障害（P14）

・甲状腺のはれ→甲状腺機能障害（P14）

・たんが絡まない咳が出る・咳→間質性肺疾患（P17）、心不全（P13）

・しゃべりにくい→血栓塞栓症（P13）、発声障害（P20）

・声が変わった→発声障害（P20）

・言語障害→可逆性後白質脳症症候群（P16）

口
・
のど

かん しつ せい はい しっ かん

か ぎゃく せい こう はく しつ  のう しょう しょう こう ぐん

・めまい→高血圧（P12）

・意識が朦朧とする・ふらつき→可逆性後白質脳症症候群（P16）

・頭痛→高血圧（P12）、可逆性後白質脳症症候群（P16）

・物忘れ→可逆性後白質脳症症候群（P16）

か ぎゃく せい こう はく しつ  のう しょう しょう こう ぐん

か ぎゃく せい こう はく しつ  のう しょう しょう こう ぐん

か ぎゃく せい こう はく しつ  のう しょう しょう こう ぐん

胸

・動悸→甲状腺機能障害（P15）、心不全（P13）

・息苦しい→血栓塞栓症（P13）、間質性肺疾患（P17）

・胸が痛い→血栓塞栓症（P13）

・息切れ→心不全（P13）、間質性肺疾患（P17）

かん しつ せい はい しっ かん

・下痢→甲状腺機能障害（P15）、下痢（P19）
・吐き気・嘔吐→消化管穿孔・瘻孔形成（P14）、肝機能障害（P16）
・激しい腹痛→消化管穿孔・瘻孔形成（P14）
・血便→下痢（P19）
・便秘→甲状腺機能障害（P15）
・排便回数が増えた→下痢（P19）
・腹痛→下痢（P19）

胃・腸

けっ せんそくせんしょう

かん しつ せい はい しっ かん

か ぎゃく せい こう はく しつ  のう しょう しょう こう ぐん

か ぎゃく せい こう はく しつ  のう しょう しょう こう ぐん

このような症状や、いつもと違う症状に気づいたら、すぐに担当医や看護師、薬剤師にご連絡ください。10 11



特に注意を要する副作用

副作用の対応について

インライタ®による治療中に、めまい、

頭痛、肩こりがあらわれた場合は、血圧

が高くなっている可能性があります。

インライタ®による治療で、高血圧とな

ることがあるため、定期的に血圧の検

査を行います。

治療中は、家庭用血圧計を使って自分

でも血圧を測る習慣をつけ、診察時に

担当医に血圧の状態を伝えるようにし

ましょう。

血栓塞栓症

手足のまひやしびれ、しゃべりにくい、胸が痛

い、息苦しい、片方の足の痛みやはれは、血栓

塞栓症の症状としてみられることがあります。

脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓症、網膜静脈閉塞な

どの血栓塞栓症は、インライタ®の治療中に、

動脈や静脈で血のかたまり（血栓）ができた

り、それが血管の中で移動し突然つまったり

して起こることがあります。

インライタ®による治療中にあらわれることがある副作用について、
その症状について説明します。ここに記載した症状や、いつもと違う
症状に気づいたら、すぐに担当医や看護師、薬剤師に相談しましょう。

主な症状

めまい、頭痛

けっ そくせん しょうせん

高血圧

主な症状

息切れ、動悸、疲れやす
い、咳、足のむくみ、
体重が増える

インライタ®の投与により、心臓のはたらきが

障害され、息切れや動悸などの症状があらわ

れることがあります。

心不全

主な症状

手足のまひ、しびれ、しゃべりにく
い、胸が痛い、息苦しい、片足が痛
い、片足がはれる

このような症状や、いつもと違う症状に気づいたら、すぐに担当医や看護師、薬剤師にご連絡ください。12 13



特に注意を要する副作用

主な症状

からだがだるい、むくみ、寒がりになる、甲状腺のはれ、汗をかき
やすい、体重が減る、体重が増える、胸がドキドキする、手のふる
え、不眠、下痢、便秘、食欲低下

下にあげたさまざまな症状の原因として、甲状腺機能障害が考えられます。甲状

腺機能障害は、身体のエネルギー代謝を活発にする甲状腺ホルモンが少なく

なった場合（低下症）、または多くなった場合（亢進症）に症状があらわれます。

インライタ®による治療中には、定期的に甲状腺機能の検査を行います。

甲状腺機能障害出血

インライタ®による治療中に、出血や傷ができ

やすくなったり、出血するとなかなか止まらな

いといった症状があらわれることがあります。

治療中は、激しい動作の仕事やスポーツは避

け、転んだり身体をぶつけたりしないようにし

ましょう。

主な症状

吐き気、嘔吐、激しい腹痛

主な症状

あざができる、歯ぐき・鼻からの出血、
出血が止まらない、傷ができやすい、
出血が起こる

吐き気や嘔吐、腹痛などの症状が激しい場合

には、消化管に穴があいている可能性があり

ます。

主な症状

傷が治りにくい

創傷治癒遅延

インライタ®による治療中に、傷口が治りにくくなる副作用（創傷治癒遅延）が

あらわれることがあります。

そう　　しょう　　ち　　　ゆ　　　ち　　　えん

こう　 じょう　 せん　 き   　のう 　しょう　 がい

手術を受ける予定がある患者さん、手術を

受けて間もない患者さんは、そのことを必ず

担当医や看護師、薬剤師などの医療スタッ

フに伝えてください。

　

しょう　か　　かん　　せん 　こう ろう　　こう　　けい　　せい

消化管穿孔・瘻孔形成

このような症状や、いつもと違う症状に気づいたら、すぐに担当医や看護師、薬剤師にご連絡ください。14 15



肝機能障害

インライタ®の投与により、肝臓が障害

を受けて、機能が低下することがあり

ます。自覚症状が少なく、血液検査など

によって見つかることが多いため、治療

中は定期的に血液検査を行います。

インライタ®による治療中に、発熱、

咳、息切れ、息苦しさなどがあらわれ

た場合は、肺の間質という部分に炎症

が起こっている可能性があります。こ

れは、間質性肺疾患という副作用です。

炎症が進むと空気を十分に取り込む

ことができなくなり、命に危険を及ぼ

す恐れがありますので、すぐに治療が

必要です。

インライタ®による治療中に、尿の泡

立ちが強い、足がむくむ、からだがだ

るいなどの症状を感じた場合、尿の

中に蛋白が出てしまう、蛋白尿という

副作用が起こっている可能性があり

ます。

治療中は定期的に尿検査などを行

い、尿の中に蛋白が出ていないかを

確認します。

特に注意を要する副作用

間質性肺疾患

主な症状

発熱、咳（たんが絡まない咳）、
息切れ、息苦しさ、からだが
だるい

主な症状

尿の泡立ちが強い、足がむく
む、疲労、からだがだるい

かん　 しつ　 せい    はい   しっ   かん

主な症状

頭痛、けいれん、意識がもうろうとする、目が見えにくい（視覚
障害）、血圧上昇、ふらつき、言語障害、物忘れ

主な症状

吐き気、嘔吐、食欲不振、疲労、からだがだるい、白目や肌が
黄色くなる、かゆみ、尿の色が濃くなる、発熱、発疹

頭痛、けいれん、意識がもうろうとする、視力障害、血圧の上昇などがみられる

場合には、脳で障害が起こっている可能性があります。これは、可逆性後白質脳

症症候群（RPLS）とよばれる副作用です。RPLSが起こっている脳を、MRIや

CTで観察するとむくんでいることがわかります。

可逆性後白質脳症症候群
か　　ぎゃく　　せい 　こう　 はく 　しつ 　のう　 しょう　しょう 　こう　 ぐん

蛋白尿

このような症状や、いつもと違う症状に気づいたら、すぐに担当医や看護師、薬剤師にご連絡ください。16 17



特に注意を要する副作用

手足を中心にしびれや痛み、皮膚の症状（赤くなる、水ぶくれ、ひび割れ）、爪の

形や色が変わるなどの症状があらわれる手足症候群という副作用がみられる

ことがあります。

頻繁に圧力がかかったり、擦れたりする部分にあらわれやすいので、かかとや

足の裏、手のひらや指に異常がないか毎日観察しましょう。

手足症候群

インライタ®による治療中に、下痢が起こ

ることがあります。下痢が長く続くと脱

水症状になってしまうため、水分（スポーツ

飲料など）を補給するようにしましょう。

インライタ®による治療中に、からだが

だるい、力が入らない、疲れがとれない

といった症状があらわれることがあり

ます。治療中は無理のない範囲で仕事

や家事をするようにして、十分な休養と

睡眠をとりましょう。

からだがだるい、力が入らな
い、疲れがとれない

主な症状

手足のしびれ、痛み、皮膚が赤くなる、水ぶくれができる、 
皮膚がひび割れる、爪の形や色が変わる

主な症状

排便回数が増えた、腹痛、
下痢、血便

主な症状

下痢

疲労

このような症状や、いつもと違う症状に気づいたら、すぐに担当医や看護師、薬剤師にご連絡ください。18 19



特に注意を要する副作用

インライタ®による治療中に、しゃべり

にくい、声が変わったなどという発声

障害があらわれることがあります。

発声障害

インライタ®服用における注意点

・グレープフルーツジュースによって、インライタ®の作用が強く

  あらわれることがありますので、飲むのを避けて下さい。

・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）を含有する食品によって、インライタ®の作用が弱まる

  ことがあるので、摂取を控えて下さい。

このような症状や、いつもと違う症状に気づいたら、すぐに担当医や看護師、薬剤師にご連絡ください。

しゃべりにくい、 声が変わった

主な症状

そのほかにも、薬剤と併用する場合も注意が
必要なときがありますので、医師または薬剤
師に相談しましょう。
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体調を維持するため、規則正しい生活を送り、十分な睡眠
時間をとるようにしましょう。

規則正しい生活を送りましょう

担当医と相談の上、無理をしない範囲でからだを
動かすようにしましょう。また、治療中の外出に
ついても無理のない範囲で行いましょう。

適度な運動は
体力の維持・回復を助け、
気分転換にもなります

体力を維持するために、
栄養バランスのとれた
食事を心がけましょう。
ただし、食欲がないとき
は、無理をせずからだの
調子に合わせて食べたい
もの、食べられるものか
ら少量ずつゆっくりとる
ようにしましょう。

バランスの良い食事を心がけましょう

治療中の生活で気をつけること

日常生活における注意点
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