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※本冊子では、わかりやすくするために「腎細胞がん」という言葉を使っていますが、スーテントⓇ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。

はじめに
この冊子は、スーテントⓇ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。

スーテントⓇは、腎細胞がん※の治療薬です。すでに世界100ヵ国以上で

使用されています。日本では2008年6月から使用が開始されました。

近年、がんは珍しくない病気になりましたが、腎細胞がん（RCC：Renal 

Cell Carcinoma）という病名を担当医から聞かされてもピンとこな

い、どんな病気かわからないからとても不安、という方も少なくありま

せん。治療をはじめるにあたり、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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「スーテント®」の紹介

スーテントⓇは分子標的治療薬と呼ばれ、２つの働きでがんの治療に効果

を発揮します。

がんが大きくなっていくためには、たくさんの栄養が必要です。最初は

もともと自分の周りにある血管から栄養を摂取し増殖していきますが、

そのうちそれだけでは足りなくなります。そこで、がんはさらに大きく

成長するために、自分専用の血管を新しく作り出していくのです（血管

新生）。

スーテントⓇには、こうした新しい血管の形成を抑えて作らせないように

する働きもあります。栄養を運ぶルートがなくなれば、がんはそれ以上

大きくなることができません。つまりがんを兵糧攻めにし、餓死させる

ことができるのです。はじめはたった1つのがん細胞でも、細胞分裂を繰り返すことによって

どんどん増殖し、大きながんのかたまり（腫瘍）を形成していきます。

そして、周りの正常な組織に入り込んで組織を壊したり（浸潤）、血管や

リンパ管を通って離れたほかの臓器などに転移して増殖したりします。

また、がん細胞の分裂のスピードは正常細胞に比べてとても速いこ

とが知られています。

スーテントⓇにはそのようながん細胞の増殖を抑えて、分裂のスピード

を遅らせる働きがあります。

がん細胞の増殖を抑えて分裂を遅くします

がんに栄養を運ぶ血管の形成を抑えて
作らせないようにします

がん細胞の増殖の過程

血管新生

腫瘍

新しい血管
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スーテントⓇは、「進行性または転移性腎細胞がん」と診断され、根治的

にがんの部分を切除できない患者さん、あるいは、からだのほかの部分

にがんが広がっている患者さんに有効とされています。

ただし、過去に「スーテントⓇカプセル12.5mg」に含まれる成分で過敏

な反応を経験したことがある人、妊婦または妊娠している可能性が

ある女性は服用できません。

スーテントⓇを服用いただく際は、患者さんご本人やご家族にお薬の

ことをよくご理解いただき、服用することに同意していただく必要が

あります。

スーテントⓇによる
治療の対象となる患者さん

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。腎細胞がんは、

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1）。

1） Tamaki T, et al.: Cancer Epidemiol. 38: 490-495, 2014
国立がん研究センターがん情報サービス（腎細胞がん）より引用

腎細胞がん（RCC）について

「スーテント®」による治療方法

治療を安全に行うために、スーテントⓇ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、あらかじめ

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。

スーテントⓇによる治療を
慎重に検討する必要のある患者さん

●�骨髄抑制（貧血、白血球減少、血小板減少）のある患者さん
●高血圧の患者さん
●QT間隔延長又はその既往歴のある患者さん
●�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さん
●�心臓に障害のある患者さんまたは過去に　　　
心臓に障害があった患者さん
●�脳血管障害のある患者さんまたは過去に　　　
脳血管障害のあった患者さん
●�肺塞栓症の患者さんまたは過去に肺塞栓症に
かかったことがある患者さん
●肺に腫瘍のある患者さん
●脳に転移がある患者さん
●甲状腺機能障害のある患者さん
●肝臓に重い障害がある患者さん
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スーテントⓇは12.5mgのカプセル状の飲み薬で、水と一緒に1日1回

4カプセルを服用します。カプセルのまま飲むようにしてください。

次のように飲み方が決められています。

スーテントⓇの
投与スケジュールと投与方法

■まず6週間（42日間）を1コースと考えます。

■１コースのうち、最初の4週間（1日目～28日目）は、毎日1回服用し、
次の2週間（29日目～42日目）は服用をお休みします。

■1コース目が終了したら、2コース目というように繰り返していきます。

■ 副作用がみられた場合、担当医の指示により、症状や副作用の重症
度に応じて、1カプセルずつ減量します。次のコース開始前に副作用
が回復した場合は2カプセル以上の服用から再開します。

スーテント®

服用

※服用期間は
　延長しないこと

※服用期間は
　延長しないこと

休薬 ……スーテント®

服用

1日 29日 43日 71日 85日

6週（42日）おき（1コース）

……

投与スケジュール例

休薬

（28日間） （28日間）（14日間） （14日間）

※ 29日間以上の服用はしないようにしてください。

「スーテント®」による治療方法

すでにほかの病気にかかっていて、ほかのお薬を服用している場合は、事前

に担当医または薬剤師に相談してください。

●以下の薬剤などと併用する場合は注意してください。

上記以外の薬剤などと併用する場合も注意が必要なときがありますので、担当医または薬剤師に相談
してください。

薬剤名簿 影響

・ アゾール系抗真菌剤
（イトラコナゾール等）

これらの薬剤などと併用する
と、スーテント®の作用が強く
あらわれることがあります。

・ マクロライド系抗生物質
（クラリスロマイシン等）

・ HIVプロテアーゼ阻害剤
（リトナビル等）

・ グレープフルーツジュース

・ 副腎皮質ステロイド
（デキサメタゾン等）

これらの薬剤などと併用する
と、スーテント® の作用を弱
めることがあります。

・ 抗てんかん薬
（フェニトイン、カルバマゼピン、フェノバルビタール等）

・ 抗結核薬
（リファンピシン等）

・ 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

・ 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） これらの薬剤と併用すると

QT間隔延長、不整脈の副
作用があらわれやすくなる
可能性があります。・ 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）
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スーテント®による治療中に
気をつけること

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
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。

規則正しい生活を
送りましょう
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。

血圧を測定しましょう
スーテントⓇは、血圧に影響する可能性
もある薬なので、家庭で血圧を毎日欠か
さず測定する習慣を身につけてくださ
い。

出血に気をつけましょう
患者さんによっては少し出血しやすくなったり、出血が止まりにくく
なったりします。歯の治療や痔の治療、そのほかの手術が予定され
ている場合は、スーテントⓇの服用開始前に治療を行ってください。
服用中はけがをしないように注意してください。

バランスの良い食事を
心がけましょう
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。
グレープフルーツジュースは薬の効き目を
強める可能性があるため、治療中は避けてください。

スーテントⓇによる治療中は、上記以外に
も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。

そのほかにも気になる症状があれば
医療スタッフに相談しましょう

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。
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特に注意を要する副作用

・発熱→間質性肺炎 （P16）、骨髄抑制 （P17）、甲状腺機能障害 （P17）、
副腎機能不全 （P18）、消化管穿孔 （P19）、感染症 （P19）、
深部静脈血栓症 （P20）、皮膚粘膜眼症候群・多形紅斑 （P23）、
急性胆嚢炎 （P24）

・寒気→骨髄抑制 （P17）、甲状腺機能障害 （P17）、消化管穿孔 （P19）、
感染症 （P19）、急性胆嚢炎 （P24）

・血が止まりにくい→骨髄抑制 （P17）
・からだがだるい→高血圧 （P15）、副腎機能不全 （P18）、感染症 （P19）、

肝機能障害 （P22）、急性腎障害 （P22）、ネフローゼ症候群 （P22）
・出血・血が出やすくなる→出血 （P16）、血栓性微小血管症 （P21）
・疲れやすい→心不全・左室駆出率低下 （P14）、甲状腺機能障害 （P17）、肝機能障害 （P22）
・むくみ→心不全・左室駆出率低下 （P14）、急性腎障害 （P22）、

ネフローゼ症候群 （P22）
・体重が増える→心不全・左室駆出率低下 （P14）、肝不全 （P22）、ネフローゼ症候群 （P22）
・けいれん→可逆性後白質脳症症候群 （P18）
・体重が減る・汗をかきやすい→甲状腺機能障害 （P17）
・かゆみ→肝不全・黄疸 （P22）
・しびれ→一過性脳虚血性発作（TIA）・脳梗塞 （P21）、横紋筋融解症・ミオパシー （P23）
・筋肉の痛み→横紋筋融解症・ミオパシー （P23）
・あざができる→骨髄抑制 （P17）、播種性血管内凝固症候群（ＤＩＣ）（P20）、

血栓性微小血管症 （P21）

全身

・動悸→ＱＴ間隔延長・心室性不整脈 （P14）、高血圧 （P15）、骨髄抑制 （P17）、
甲状腺機能障害 （P17）、播種性血管内凝固症候群（DIC）（P20）

・息切れ・息苦しい→心不全・左室駆出率低下 （P14）、高血圧 （P15）、
間質性肺炎 （P16）、骨髄抑制 （P17）、消化管穿孔 （P19）、
肺塞栓症 （P20）、播種性血管内凝固症候群（DIC）（P20）、
ネフローゼ症候群 （P22）、腫瘍崩壊症候群 （P23）

・胸の不快感→心室性不整脈 （P14）
・胸の痛み→肺塞栓症 （P20）

胸部

・爪が青紫～暗紫色になる→深部静脈血栓症 （P20）
・脈が速くなる・手指のふるえ→甲状腺機能障害 （P17）
・手足のこわばり→横紋筋融解症・ミオパシー （P23）
・関節の痛み→多形紅斑 （P23）
・手足のまひ→一過性脳虚血性発作（TIA）・脳梗塞 （P21）

手・足

・激しい腹痛→消化管穿孔 （P19）
・腹痛→急性膵炎 （P19）、急性胆嚢炎 （P24）
・お腹が張る→急性膵炎 （P19）、肝不全 （P22）
・食欲不振→副腎機能不全 （P18）、肝機能障害 （P22）
・背中の痛み→急性膵炎 （P19）

腹部
背中

・頭が重い→骨髄抑制 （P17）
・頭痛→高血圧 （P15）、てんかん様発作・可逆性後白質脳症症候群 （P18）
・めまい→ＱＴ間隔延長・心室性不整脈 （P14）、高血圧 （P15）、

一過性脳虚血発作（TIA）・脳梗塞 （P21）
・意識がうすれる・意識がもうろうとする→副腎機能不全 （P18）、

てんかん様発作・可逆性後白質脳症症候群 （P18）、
播種性血管内凝固症候群（DIC）（P20）、腫瘍崩壊症候群 （P23）

・不眠→甲状腺機能障害 （P17）

・歯ぐきの出血・鼻血→骨髄抑制  （P17）、播種性血管内凝固症候群（ＤＩＣ）（P20）、
血栓性微小血管症 （P21）

・のどの痛み→多形紅斑 （P23）
・吐き気・嘔吐→副腎機能不全 （P18）、消化管穿孔 （P19）、急性膵炎 （P19）、

一過性脳虚血発作（TIA）・脳梗塞 （P21）、肝機能障害 （P22）、
急性胆嚢炎 （P24）

・唇が青紫色になる→深部静脈血栓症 （P20）
・突然言葉が出にくくなる・しゃべりにくい→一過性脳虚血発作（TIA）・脳梗塞 （P21）
・かすれ声→甲状腺機能障害 （P17）
・血を吐く→肝不全 （P22）
・咳→心不全・左室駆出率低下 （P14）、間質性肺炎 （P16）
・唇や口内のただれ→皮膚粘膜眼症候群 （P23）

口
のど

・皮膚が青紫色～暗紫色になる→深部静脈血栓症 （P20）
・皮膚が黄色くなる→播種性血管内凝固症候群（ＤＩＣ）（P20）、肝不全・黄疸 （P22）
・斑点ができる→皮膚粘膜眼症候群・多形紅斑 （P23）

皮膚

・便に血がまじる→播種性血管内凝固症候群（ＤＩＣ）（P20）、肝不全 （P22）
・便秘→甲状腺機能障害 （P17）

・血尿・尿の色が濃くなる・尿が赤みを帯びる→播種性血管内凝固症候群（DIC）（P20）、
血栓性微小血管症 （P21）、肝不全・黄疸 （P22）、
ネフローゼ症候群 （P22）、横紋筋融解症 （P23）

尿

便

・白目が黄色くなる→播種性血管内凝固症候群（DIC）（P20）、肝不全・黄疸 （P22）、
急性胆嚢炎 （P24）

・視力障害→可逆性後白質脳症症候群 （P18）
・目の充血やただれ→皮膚粘膜眼症候群 （P23）

目

頭部

スーテントⓇの投与によりみられる副作用の主な症状
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特に注意を要する副作用

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。

高血圧
スーテント®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。
スーテント®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。

めまい、頭痛

主な症状

スーテント®による治療中にあらわれることがある副作用と、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。

副作用と主な症状について

心不全、左室駆出率低下

スーテント®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。

息切れ、動悸、疲れやすい、咳、足の
むくみ、体重が増える

主な症状

スーテント®の投与により、脈に異常がみられ、めまい、
動悸などの症状があらわれることがあります。

QT間隔延長、心室性不整脈

めまい、動悸、胸の不快感

主な症状
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特に注意を要する副作用

骨髄抑制
スーテント®による治療中に、血液の成分
を作る骨髄の働きが弱くなることがあり
ます。熱が出る、青あざができる、血が
止まりにくい、動悸、息切れなどの症状が
みられます。

出血
スーテント®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、転んだりからだ
をぶつけたりしないようにしましょう。

あざができる、歯ぐきの出血、鼻血、出血が止まらない、
傷ができやすい

主な症状

発熱、寒気、鼻血、歯ぐきの出血、あざができる、血が
止まりにくい、頭が重い、動悸、息切れ

主な症状

スーテント®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
性肺炎という副作用です。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。

間質性肺炎

発熱、咳（たんが絡まない咳）、息切れ、息苦しい、から
だがだるい

主な症状

甲状腺機能障害
ホルモンなどを分泌する臓器である甲状腺の機能に
変化が起こり、血液中の甲状腺ホルモンが少なくなった
り多くなったりすることがあります。治療中は定期的に
甲状腺機能検査を行います。

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、胸がドキドキする、手の
ふるえ、不眠

主な症状

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。
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副腎機能不全

副腎の機能に変化が起こり、血液中の副
腎皮質ホルモンの分泌が適切に行われ
ないことがあります。治療中は定期的に
副腎機能検査を行います。

てんかん様発作、
可逆性後白質脳症症候群

からだがだるい、意識がうすれる、吐き気、食欲不振、
血圧低下

主な症状

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
症候群とよばれる副作用です。

頭痛、けいれん、意識がもうろうとする、目が見えにく
い、血圧上昇、ふらつき、言葉が出しづらい、物忘れ

主な症状

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。

吐き気や嘔吐、腹痛などの症状が激しい場合には、
胃や腸に穴があいている可能性があります。

吐き気、嘔吐、激しい腹痛

主な症状

急性膵炎
膵臓に炎症が起こり、腹痛、発熱、吐き気、嘔吐などの
症状がみられることがあります。

吐き気、嘔吐、胃のあたりがひどく痛む、背中の痛み、
お腹が張る

主な症状

感染症
抵抗力が低下し、風邪をひきやすくなり、熱が出るなど
感染症にかかりやすくなります。外出、人ごみはなるべく
避け、外出するときはマスクをつけましょう。

発熱、寒気、からだがだるい

主な症状

特に注意を要する副作用
消
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特に注意を要する副作用

胸の違和感や痛み、発熱があると、肺に
酸素や栄養を送る動脈が血のかたまりで
つまる肺塞栓症が起こっていることがあ
ります。足にはれや痛みがある場合、動脈
や静脈で血のかたまりができたり手足の
血管がつまる深部静脈血栓症が起こって
いることがあります。

肺塞栓症、深部静脈血栓症

胸の痛み、突然の息切れ、発熱、皮膚や手足の爪が
青紫～暗紫色になる、唇が青紫色になる、足のむくみ・
痛み

主な症状

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。

血栓性微小血管症

鼻血、歯ぐきの出血、尿に血がまじるなど
血が出やすくなっている場合、細い血管
に血のかたまりができて、血液の成分に
異常がみられる病気が起こっている可能
性があるため、注意が必要です。

血が出やすくなる、鼻血、歯ぐきの出血、あざができる、
血尿

主な症状

青あざができる、鼻血、便や尿に血がまじるなどの出血
症状や、めまい、頭痛、意識の低下などがみられる場合、
血が著しくかたまりやすくなっているために臓器に異常
がみられる播種性血管内凝固症候群（DIC）が起こって
いることがあります。

あざができる、鼻血、歯ぐきの出血、血尿、便に血が
まじる、意識がうすれる、息切れ、動悸、尿の量が減る、
皮膚が黄色くなる、白目が黄色くなる

主な症状

一過性脳虚血発作(TIA)、
脳梗塞

突然の手足のまひやしびれ、しゃべりに
くい、めまい、ろれつがまわらなくなる、
などは、一過性脳虚血発作、脳梗塞の
症状としてみられることがあります。

手足のまひ、しびれ、しゃべりにくい、めまい、頭痛、嘔吐

主な症状

播
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特に注意を要する副作用

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。

急性腎障害
腎臓の働きが低下することがあります。食欲がなくな
る、嘔吐、からだがだるい、むくみなどの症状がみられる
ことがあります。

尿の量が減る、むくみ、からだがだるい

主な症状

ネフローゼ症候群
急性腎障害が進行すると、血液中のたんぱく質や脂質の値
が高くなり、ネフローゼ症候群と呼ばれる疾患になります。

尿の量が減る、息苦しい、尿が赤くなる、むくみ、からだ
がだるい、体重が増える

主な症状

肝臓が障害を受けて、機能が低下する
ことがあります。疲れやすい、からだが
だるい、白目や肌の色が黄色くなる、か
らだがかゆいなどの症状がみられることがあります。

肝不全、肝機能障害、黄疸

白目や肌が黄色くなる、かゆみ、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
まじる、疲れやすい、からだがだるい、吐き気、食欲不振

主な症状

スーテント®の投与により、がんが急速に小さくなると
からだの中の電解質のバランスがくずれ、尿の量が減る
などの症状がみられることがあります。

腫瘍崩壊症候群

意識がうすれる、尿の量が減る、息苦しい、息切れ

主な症状

スーテント®の投与により、筋肉の細胞に異常
がみられる横紋筋融解症やミオパシーがみら
れることがあります。

手足のこわばり、しびれ、脱力感、筋肉の痛み、尿が
赤褐色になる、筋力の低下

主な症状

皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑
38℃以上の高熱、全身の皮膚が赤くなる、目が開けづら
い、のどが痛むなどの症状がみられた場合は、皮膚粘膜
眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑が起
こっている可能性があります。

発熱、目の充血やただれ、唇や口内のただれ、斑点が
できる、関節やのどの痛み

主な症状
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特に注意を要する副作用 その他の副作用

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。

下痢、悪心、嘔吐等の消化器症状
治療中に下痢や吐き気、お腹の痛みが起こ
ることがあります。脱水にならないように、
水分を補給するようにしましょう。

軟らかい便、水のような便、吐き気、むかつき、腹痛

主な症状

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。無理のない範囲で仕事や
家事を行い、十分な休養をとりましょう。

疲労

からだがだるい、力が入らない、疲れがとれない

主な症状

毛髪・皮膚の色素脱失・変色、脱毛等

髪の毛が白くなる、薄くなる、肌の色が黄色くなるなど

がみられることがあります。気になる症状がみられた

ら、シャンプーやせっけんは刺激が弱いものを使用し

ましょう。

髪の毛が白くなる・抜ける、肌の色が黄色くなる

主な症状

口内炎、歯肉炎等

口の中がざらざらと焼けた感じがして痛くなることや、

粘膜が赤くなってはれや白い斑点ができることがありま

す。日頃から口の中を清潔に保ち、うすめたうがい薬な

どで、こまめに口の中をすすぐようにしましょう。

口の中がざらざらする、食べ物や飲み物がしみる、粘膜
が赤くなる、口の中がただれて痛くなる、出血が起こる

主な症状

急性胆嚢炎
腹痛、吐き気・嘔吐、熱が出るなどの症状が
あるとき、胆嚢という臓器に炎症が起こっ
ている可能性があります。

発熱、寒気、白目が黄色くなる、腹痛、吐き気、嘔吐

主な症状

その他の副作用
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手足症候群
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。

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

主な症状

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。

傷口がなおりにくくなる場合があります。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、薬剤師などに伝え
てください。

めまい、意識がなくなるなどの症状がみられることが
あります。

めまい、傾眠、意識消失等の神経系
障害

大切なのは、副作用をがまんしようと思わないこと

です。

からだの変調があればどんなに軽い症状でも、

担当医に必ず伝えてください。

スーテント®は、海外の多くのガイドライン、国内の

ガイドラインでがんの治療薬として推奨されてい

ます。

しかし、スーテント®を服用してつらいと感じたら、

担当医にすぐに相談してみてください。

病気と上手に向き合うために、納得のいくよりよい

治療を一緒に探していきましょう。

いちばん大切なことは？

スーテント®の服用が難しいと思ったら？

その他の副作用
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