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この冊子は、ビジンプロ（一般名：ダコミチニブ水和物）を服用
される患者さんに、服用時の注意事項や主な副作用について
知っていただくためのものです。

ビジンプロはEGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺がんの患者さん※

のうち、手術ができない方、または再発した方のための治療薬です。
服用する前に本冊子をよく読んで、ビジンプロの特徴や使い方
を正しく理解し、治療を適切に進めていきましょう。

ビジンプロ服用中には、「間質性肺疾患」という重大な副作用が
あらわれるおそれがあり、十分な注意が必要です。息切れ、息苦
しさ、から咳（痰のないせき）や発熱などの症状があらわれたり、
ひどくなったりした場合には、速やかに担当医にご連絡ください。

治療中は必要に応じて本冊子をいつでも読み返すことができる
よう、保管しておいてください。また、薬の服用方法や副作用に
ついて、わからないことや不安なことがある場合、体調の変化など
に気付いた場合には、担当医や看護師、薬剤師にご連絡ください。
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ビジンプロによる治療サポートツール
ビジンプロによる治療をサポートするツールをご紹介します。

● 服薬日誌「私の治療日誌 ビジンプロ錠を服用される方へ」

日々の体調の変化や担当医に相談したいことなどを記録していた
だくための日誌です。通院時にはこの日誌を持参して、担当医や
看護師、薬剤師にみてもらうようにしてください。

● ウェブサイト「ビジンプロ.jp」

ビジンプロを服用する患者さんに、服用方法や副作用とその対策、
服用の際の注意点などの情報を掲載しています。

https://vizimpro.jp/
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次のような方はビジンプロを服用することができませんので、治療
を開始する前に担当医にお申し出ください。

ビジンプロによる治療をはじめる前に

以前にビジンプロに含まれる成分に対し、
アレルギー症状が出た方
→ 再度服用することにより、アレルギー症状があらわれる可能性が
　 高いと考えられます。

ビジンプロを服用することができない方

また、下記の項目に該当する方は、ビジンプロの服用にあたって注意
が必要ですので、治療を開始する前に担当医にお申し出ください。

市販されているものも含め、現在何らかの薬を使用中の方
→ 薬の飲み合わせによっては、副作用の原因となったり、
　 効果が出なくなったりすることがあります。

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

間質性肺疾患、肺臓炎にかかっている方、
または以前にかかったことがある方
→ 間質性肺疾患、肺臓炎が発現、あるいは悪化するおそれがあります。

ビジンプロを服用するにあたって注意が必要な方

ビジンプロによる治療の対象となるのは、以下のような患者さん※です。

ビジンプロによる治療の対象となる方

※正式な適応症：EGFR遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌

かんしつせいはいしっかん はいぞうえん

肝機能障害のある方

ビジンプロを服用することができる方

手術でがんを完全に取り除くことが難しい
非小細胞肺がん

EGFR遺伝子変異をもっていることが検査
で確かめられている

イージーエフアール

ひ し ょう さ い ぼ う は い

→ 授乳を中止する必要があります（33ページ参照）。

妊娠中または妊娠している可能性のある方

授乳中の方
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肺がんは、大きく「小細胞肺がん」と「非小細胞肺がん」の2種類に
分けられ、そのうち非小細胞肺がんは、がん細胞の形や性質など
から、さらに「扁平上皮がん」と「非扁平上皮がん」に分けられます。
非扁平上皮がんには「腺がん」、「大細胞がん」が含まれます。
がんの種類によって、発生しやすい場所や広がりの早さ、主な原因、
治療法などが異なります。

肺がんとは

しょうさいぼうはい

へんぺいじょうひ ひへんぺいじょうひ

だいさいぼうせん

ひしょうさいぼうはい

肺がん 小細胞肺がん

非小細胞肺がん 扁平上皮がん

非扁平上皮がん 腺がん

大細胞がん

肺がんの種類 肺がんの治療

肺がんの治療方法には「外科療法（手術）」、「放射線療法」、「薬物
療法」があります。また、肺がんと診断されたその日から、不安や
痛みといったさまざまな苦痛をやわらげるための「緩和ケア」が、
がん治療と並行して行われます。
原則として外科療法や放射線療法はがん細胞が肺の中にとどまって
いる場合に、その部分に的を絞って行われます（局所療法）。
これに対し、薬物療法は広い範囲のがん細胞を攻撃する治療です
（全身療法）。従来の抗がん剤を用いた化学療法は、がん細胞だけ
でなく、正常な細胞も含めた活発に増殖する細胞に作用します。
近年では、がん細胞で特定の遺伝子変異が確認された場合、それに
関連する分子（タンパク質など）に狙いを定めた「分子標的治療薬」
による治療が行われています。
例えば、遺伝子検査でEGFR遺伝子変異をもっていることが確認
された場合には、EGFRチロシンキナーゼ阻害剤という分子標的
治療薬を使います。

肺がんの原因としては、喫煙やアスベストなどの外因性によるもの
が知られています。
一方、肺がんの中でも非小細胞肺がんでは、遺伝子変異が原因と
なることが明らかになっています。この遺伝子変異は、喫煙やアス
ベストの曝露があったかどうかにかかわらず、発現することが
わかっています。
非小細胞肺がんの原因となる遺伝子変異は複数の種類が明らかに
なっており、その1つとしてEGFR遺伝子があります。

ばくろ

イージーエフアール

肺がんの原因

放射線療法 薬物療法外科療法（手術）

緩和ケア

［出典］
竹中 文良：がん治療の前と後 納得できる治療を受けて、前向きに過ごすための手引き 1 法研：16, 2010
日本肺癌学会：患者さんのための肺がんガイドブック2021年版 悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む2 金原

出版：70, 2021
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EGFR（上皮成長因子受容体）
は、細胞が増殖するのに必要な
シグナル（信号）を細胞内に伝
える役割を担うタンパク質です
（図1）。

ビジンプロのはたらき

EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺がんでは、細胞上にあるEGFR
のチロシンキナーゼ部位に変異が生じます。すると、細胞増殖の
シグナルが細胞内に常に送られるようになり、がん細胞が増殖し
続けます（図2）。

EGFR とは
イージーエフアール

非小細胞肺がん患者さんのEGFR

がんの生存・増殖にかかわる遺伝子やタンパク質を阻害する薬物
療法を分子標的療法といいます。EGFRチロシンキナーゼ阻害剤は
EGFRのチロシンキナーゼのはたらきを阻害することで、がん細胞の
増殖を抑える薬です。
EGFRのチロシンキナーゼには複数のタイプがあります。ビジンプロはこ
れら複数のチロシンキナーゼのはたらきを阻害することによってシグナ
ル伝達を抑え、がん細胞の増殖を抑える効果が報告されています（図3）。

EGFRチロシンキナーゼ阻害剤とは

ひしょうさいぼうはい

図2 ： EGFR遺伝子変異によるがん細胞の増殖

図3 ： ビジンプロのはたらき

図1 ： EGFR
正常正常正常正常

チロシンキナーゼを阻害 がん細胞の増殖を
抑える

ビジンプロ ビジンプロ

シグナル伝達を
抑制

変異 がん細胞が増殖

シグナル伝達
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ビジンプロは、1日1回45mg錠を
1錠、毎日同じ時間に服用します。
状態によって担当医の判断で30mg
（15mg錠を2錠）または15mg（15 
mg錠を1錠）に減量することがあり
ます。

1 日 1回服用

ビジンプロの服用方法

●ビジンプロは、直射日光や湿気を避け、室温で保管してください。

●小さなお子さんの手の届かないところに保管してください。

●ほかの人に薬を譲ったり、飲ませたりしないでください。

ビジンプロの保管方法など毎日同じ時間に服用することで、
血液中のビジンプロの濃度が安定
します。
また、服用するタイミングを決めて
おけば、飲み忘れの防止にもつなが
ります。

毎日同じ時間に服用

対応がわからない場合は、自己判断で飲む量や回数を変更せず、担当医や
看護師、薬剤師に相談してください。
副作用があらわれた場合などには、薬の量を減らしたり、服用を中断（休薬）
したり、ビジンプロによる治療自体を中止することがあります。

飲み忘れに気が付いた場合、ビジンプロを無理に服用せず、翌日の
決められた時間に、処方通りの用量を服用してください。
決して、2日分を1度に服用しないでください。

飲み忘れた場合！

！

！

副作用が強くあらわれるおそれがあります。
気が付いたときに、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

誤って多く服用してしまった場合

嘔吐した日は、ビジンプロを再び飲むことはしないでください。
翌日の決められた時間に、処方通りの用量を服用してください。

ビジンプロを飲んだ後に嘔吐してしまった場合

45mg45mg45mg45mg
（原寸大）

15mg

製品写真

1日
1回

おうと
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下痢（94名）

注意が必要な副作用
ビジンプロによる治療中に、次のような副作用があらわれる場合が
あります。副作用は早期に発見し、適切に対応することが重要です。
気になる症状や、体調の変化などがあらわれた場合には、すぐに
担当医や看護師、薬剤師にご連絡ください。

● 間質性肺疾患

● 重度の下痢

● 重度の皮膚障害
　（ざ瘡様皮膚炎、爪囲炎など）

● 肝機能障害

重大な副作用

● 低カリウム血症

● 口内炎

● 眼の異常

その他の副作用

どの時期にどの副作用が出るかは個人差があるので、ビジンプロの
服用を開始した後は、体調の変化に十分注意してください。
なお、下の図のうち　時点は、ビジンプロ治療中にあらわれやすい
副作用が初めて発現する時期の目安ですので参考にしてください。
　時点よりも早くもしくは遅く発現することもありますので、体調
に変化が起きたときには、すぐに担当医や看護師、薬剤師にご連絡
ください。

0 50

9日

29日
最大690日まで
発現することがある

9日

100

治療開始からの日数
（日）

臨床試験で、副作用が起きた日を小さい順から並べたときに中央に来る日

150 200

爪囲炎（74名）

ざ瘡様皮膚炎
（75名）

口内炎（69名）

最小値：臨床試験で、副作用が起きた日のうち、最も早い日
最大値：臨床試験で、副作用が起きた日のうち、最も遅い日

かんしつせいはいしっかん

そういえんそ うようひ ふ え ん

各副作用の詳細は、14～ 30ページをご覧ください。 ※臨床試験にてビジンプロ45mg1日1回を投与した日本人患者101名を対象とした。

6日
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間質性肺疾患

息切れ、息苦しさ、
から咳（痰のないせき）、発熱

主な症状

対 策

●主な症状に記載されている症
状に注意しましょう。

●担当医の指示に従って、定期的
に胸部X線検査や胸部CT検査
を受けましょう。

間質性肺疾患とは

● から咳など間質性肺疾患と疑われる症状が出たとき。
● 少しの運動で、以前より息切れしやすくなったとき。
※間質性肺疾患は早期に発見し、対処することが重要です。疑わしい症状が出た
　場合はすぐに担当医に連絡してください。

こんなときは担当医にすぐ連絡を

かんしつせいはいしっかん

間質性肺疾患は、肺の中の肺胞と呼ばれる小さな袋の壁やその周辺
（間質）に炎症が起きる病気です。肺胞は、血液から二酸化炭素を
取り込み、血液中に酸素を送り出す役割を担っています。そのため、
炎症により肺胞が正常なはたらきができなくなると、血液中の酸素
が少なくなってしまいます。
最初は息切れやせきなど、風邪のような症状があらわれます。病気
が進行すると、階段の昇り降りなどの軽い運動でも息苦しくなり
ます。さらに進行すると、命にかかわるおそれがあるため、早期発見
が大切です。

正常な肺 間質性肺疾患

肺が収縮して、
膨らみにくい。

炎症で細胞の壁（間質）が、
あつくかたくなり、血管に酸素が
入りにくい。

肺が収縮して、
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入りにくい。
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下痢

排便回数の増加、泥や水のような便、
発熱、めまい、けいれん

主な症状

治 療

●ビジンプロによる治療中は、処方され
た下痢止めを常に携帯しましょう。

●下痢がみられたら、担当医の指示に
従って、下痢止めを飲んでください。

●下痢が生じると脱水気味になりますの
で、水、白湯、お茶、スポーツドリンク
などで、こまめに水分をとりましょう。

日常生活での対策

水分補給

●温水洗浄便座を利用したり、お尻を
拭くウェットティッシュなどを使って
お尻を清潔に保ちましょう。

お尻のケア

●食事は消化をよくするために、煮る、
蒸すなど油分を少なくする調理法を
選択しましょう。

●バランスのよい食事（炭水化物、野菜、
タンパク質、果物）をとるよう心がけ
ましょう。

控えた方がよいもの
乳製品、繊維が多いもの（海藻類、イモ、ゴボウ、玄米）、脂っぽい
もの、刺激物（香辛料、コーヒー、アルコールなど）

食 事

● 下痢止めを飲んでも症状が改善しない。
● 1日4～6回以上の下痢がみられる。
● 血便、強い口渇、発熱、めまい、頭がぼんやりする、動悸
がみられる。

下痢が続いたら、下記の点を担当医に伝えましょう。
● 24時間以内の下痢、尿の回数
● 最後に排便した時間、便の状態（量、硬さ、色）
●めまい、極端な眠気、けいれん、腹痛、吐き気、嘔吐、
発熱、排便時の出血などの症状

● 24時間以内に食べたもの、とった水分（量）
● 体重減少の有無
● 服用した薬
● 旅行をしたかどうか
● 家族が下痢をしていないかどうか

こんなときは担当医にすぐ連絡を

おうと

こうかつけつべん

1日の排便回数が通常より増えたり、泥や水のような便が出たり
します。重度の下痢では、脱水症状を引き起こし、急性腎障害を
招くこともあるので注意が必要です。
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写真のようにニキビのような吹き出物（ざ瘡様皮疹）ができたり、
ビジンプロに対するアレルギー症状として、広範囲の皮膚が赤く腫
れる、まぶたが開けづらいなどの症状とともに、高熱が出ることも
あります。

皮膚症状

ざ瘡様皮疹、ぶつぶつが出る（発疹）、皮膚が赤くなる（紅斑）、
皮膚がはがれる（剥離）、皮膚の乾燥、かゆみ・痛みがある

主な症状

治 療

●飲み薬と塗り薬があります。担当医の指示に従って、使用して
ください。

ステロイド剤・抗菌薬・かゆみ止め

保 湿
 使用する保湿剤 
● 担当医から処方された保湿剤を使用してください。
● 自分で購入する場合は香料やアルコールが入っていない、
低刺激のものを使用してください。

● ビジンプロによる治療中は皮膚の保湿機能が弱まり、刺激に
敏感な状態になっています。低刺激の保湿剤をからだ全体に
塗りましょう。

● 部位や時間帯、季節によって軟膏、クリーム、ローションを
使い分けましょう。

保湿剤の塗り方
● 乾燥する部分や指先は1日に数回、
こまめにお手入れしましょう。

● 入浴、洗顔、手洗い後は、すぐに保湿
剤を塗りましょう。

● 清潔な指や手のひらに取ってから、
患部に塗りましょう。

→詳細は次ページを参照ください。

ほっしん

はくり

こうはん

がん研究会有明病院 皮膚腫瘍科・皮膚科
医長（本冊子作成時点）　西澤 綾 先生 ご提供

そうようひしん

ざ瘡様皮疹
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● 入浴、洗顔、手洗い後は、すぐに保湿
剤を塗りましょう。

● 清潔な指や手のひらに取ってから、
患部に塗りましょう。

→詳細は次ページを参照ください。

ほっしん

はくり

こうはん

 担当医から処方された保湿剤を使用してください。
自分で購入する場合は香料やアルコールが入っていない、
刺激のものを使用してください。

 ビジンプロによる治療中は皮膚の保湿機能が弱まり、刺激に
敏感な状態になっています。低刺激の保湿剤をからだ全体に

部位や時間帯、季節によって軟膏、クリーム、ローションを

がん研究会有明病院 皮膚腫瘍科・皮膚科
医長（本冊子作成時点）　西澤 綾 先生 ご提供

そうようひしん

ざ瘡様皮疹
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① 適量を手に出します。

③ 保湿剤が浸透しやすいように、皮膚のしわに沿って塗ります。

乾燥しやすい場所は、スキンケアを特に丁寧に行いましょう。

前 後

腕～肩

わき腹

背中

腰

太もも

すね

乾燥しやすい場所

● 自分で背中に塗る方法

保湿剤の塗り方

大人の指の
第一関節まで出す。

皮膚のしわの走行方向

一円玉大の
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日常生活での対策

清潔にしておく

刺激を避ける

 外出時の注意点
● 外出時は長袖の衣服、帽子、手袋、日傘
などで紫外線対策をしましょう。

● 肌が出ている部分には、低刺激性の日
焼け止め（SPF30以上、PA＋＋以上、
紫外線吸収剤フリー、ケミカルフリー）
を塗りましょう。

● 衣服は締め付けるものや刺激のある
素材を避け、綿素材などでゆったりと
したものを身につけましょう。

● 靴はハイヒールや革靴などは避けま
しょう。底に凹凸のあるサンダルも
おすすめできません。

 ムダ毛の処理
● 毛をそるときは、カミソリではなく、
電気シェーバーを使ってください。

● ひげをそるときは、温かいタオルを
事前にあてて、やわらかくしておく
ことも有効です。

 入浴時 
● 入浴のときは、37～ 39℃のぬるめのお湯にしましょう。
● ナイロンタオルは角質層を傷つけるので、手のひらややわらかい
タオルの使用がおすすめです。

● 水分を拭き取るときには、こすらず、やわらかいタオルで押さ
えましょう。

ムダ毛の処理

家事

入浴時

外出時の注意点

● 治療を行っても、症状が改善しない。
● 皮膚の症状によって、生活に支障が出ている。

こんなときは担当医にすぐ連絡を

● 入浴（シャワー）は毎日しましょう。

● 赤く腫れた部位も、よく洗ってくだ
さい。清潔を保つとともに、冷やす
ことで痛みも軽減します。

石鹸の泡立て 

洗浄時 

● 洗い物や拭き掃除を行うときはゴム手袋をつけましょう。

● 患部の清潔を保つことが重要です。
十分に泡立てた石鹸でやさしく洗浄
し、よく洗い流してください。

● 泡立て用のネットを使用したり、
泡タイプの石鹸を使用したりすると、
便利です。

皮膚症状
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ビジンプロの治療により、爪囲炎という症状があらわれることが
あります。

爪囲炎
そ う い え ん

爪の周囲の赤み、腫れ、痛み
主な症状

治 療

●飲み薬と塗り薬があります。担当医の指示に従って、使用して
ください。

ステロイド剤・抗菌薬・かゆみ止め

● 爪の周りが腫れているときはテーピングをしましょう。
● テーピングは、患部をよく洗ってから、伸縮性のあるテープを
用いて、爪から患部を離すように、テープを引っ張りながら、
らせん状に巻きます。

● 腫れている部分を避けてテープを貼りましょう。
指先を強く締め付けないように、引っ張りすぎに注意しましょう。

● ステロイド剤を処方されている場合は、テーピング後に塗り
ましょう。

テーピング

● 治療を行っても、症状が改善しない。
● 爪の症状によって、生活に支障が出ている。

こんなときは担当医にすぐ連絡を

日常生活での対策

患部の刺激や圧力を和らげるために行います。

角を残し、端から一直線に
切る。その後ヤスリなどで
角を丸める。

角を残し、端から一直線に切る。その後ヤスリなどで角を丸める。

爪や周囲の皮膚に負担をかけない爪の切り方をしてください。

ここに隙間を
作るように

引っ張る
↓

↓

テーピングの方法

正しい爪の切り方

❶ ❷ ❸

がん研究会有明病院 皮膚腫瘍科・皮膚科
医長（本冊子作成時点）
西澤 綾 先生 ご提供
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肝臓に負担がかかり、うまく機能しなくなることがあります。肝機能
障害になると、黄疸、脱力感、消化器症状が起こり、致死的な経過
をたどる場合もあります。症状があらわれず、血液検査で異常値が
出ることも多いです。

肝機能障害

黄疸（白目や皮膚が黄色くなる）、
尿が褐色になる、からだがだるい、
吐き気、食欲不振、かゆみ

主な症状

対 策
●主な症状に記載されている症状に
注意しましょう。

● 担当医の指示に従って、定期的に血
液検査を受けましょう。

● からだがだるい、尿の色が濃い。
● 皮膚や白目が黄色い（黄疸が出ている）。

こんなときは担当医にすぐ連絡を

おうだん

低カリウム血症

下痢によって胃腸からカリウムが失われ、低カリウム血症という
症状があらわれることがあります。

手足のだるさ、こわばり、力が抜け
る感じ、筋肉痛、呼吸困難感

主な症状

対 策

● 下痢の副作用がある場合は、特に
注意してください。

● 手足の力が抜けたり弱くなったりする。
● 体を動かすと息苦しくなる。

こんなときは担当医にすぐ連絡を

● 症状があらわれたら、すぐに対処す
ることが重要です。
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口腔内の保湿機能が弱まり、刺激に敏感な状態になっています。
口の中が腫れたり、しみて痛んだりすることがあります。

口内炎

口の中の腫れ物、ただれ、痛み、のど
に違和感がある、飲み込むとき痛む

主な症状

治 療
痛み止め、ステロイド剤（塗り薬）など
があります。担当医の指示に従って、
使用してください。

● 治療を行っても、症状が改善しない。
● 口内炎によって、生活に支障が出ている。

こんなときは担当医にすぐ連絡を

ビジンプロによる治療中は、口腔内が刺激に敏感になるため、口腔
ケアが大切です。肺炎などの合併症予防にもつながります。
[歯磨き]
● 朝、昼、晩の食後、寝る前の1日4回歯みがきをしましょう。
● やわらかく、小さめの歯ブラシを使いましょう。
● 痛みがあるときは、スポンジブラシの使用がおすすめです。
● 義歯（入れ歯）は、食事のたびに洗い、清潔に保ちましょう。

日常生活での対策

口腔ケア

● 刺激の少ない食べ物を選び、やわ
らかく煮るなど食べやすくして食
べましょう。

●熱いものは、冷ますようにしましょう。

[うがい]
● 痛みが強いときはうがいをしましょう。
● 口腔内の乾燥がある場合は、こまめにうがいをし、低刺激の
保湿剤を使って、口の中を保湿しましょう。

食 事

● 口内炎の原因となる虫歯や歯周病
がある場合は、歯科で治療を行い
ましょう。

歯科の受診

歯みがき

うがい

こうくうない
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眼の異常にはさまざまな種類があります。自覚症状に気付かず、
進行してしまわないように、異変には十分注意しましょう。

眼の異常

角膜障害：
かすみがかった感じ、まぶしい、眼が痛む、
視力が低下する、涙が止まらない

結膜炎：
目が充血する、目やにが出る、異物感がある

主な症状

対 策

これら以外の副作用があらわれるおそれもありますので、気になる症状がある場合
には担当医や看護師、薬剤師にご連絡ください。
日々の体調管理には、服薬日誌をご活用いただき、通院の際に担当医や看護師、
薬剤師にみてもらいましょう。

●上記の主な症状が持続する場合、担当医
と相談のうえ、眼科専門医を受診しま
しょう。

● 角膜障害や結膜炎と疑われる症状が続くとき。
● ビジンプロによる治療開始後、見え方に変化がある。

こんなときは担当医にすぐ連絡を

けつまくえん

かくまくしょうがい
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治療が順調に行われているか確認するため、必ず定期的な診察を
受けてください。また、定期的に検査を受けることによって、ビジン
プロの副作用を早期に発見、対処することができます。

ビジンプロ服用中の注意点

ビジンプロの重大な副作用として、間質性
肺疾患、重度の下痢、重度の皮膚症害、
肝機能障害などがあります。それぞれの
詳細については、「注意が必要な副作用」
（14～30ページ）をご覧ください。症状
が軽い場合でも、副作用の初期症状の
可能性もあります。また、上記以外の副
作用があらわれるおそれもありますの
で、気になる症状がある場合には、担当
医や看護師、薬剤師にご連絡ください。

ビジンプロは胎児に影響を及ぼすおそれがあります。
※妊娠の可能性のある女性の方は服用中および服用終了後一定期間は、
　適切な避妊を行う必要があるため、医師にご相談ください。

日々の体調の変化にご注意ください。

妊娠しないように気を付けてください。必ず、定期的に受診してください。

かんしつせい

はいしっかん

他の医師による治療を受ける場合や
他の医療機関を受診する場合
ビジンプロの担当医以外の医師からの
治療を受ける場合や、他の医療機関を
受診する場合には、ビジンプロによる治療
を受けていることをお伝えください。

気になる症状や体調の変化は、副作用の
初期症状の可能性もありますので、症状
が軽い場合でも、速やかに担当医や看護
師、薬剤師にご連絡ください。

乳児への安全性が確立されていません。

授乳を中止してください。
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治療が順調に行われているか確認するため、必ず定期的な診察を
受けてください。また、定期的に検査を受けることによって、ビジン
プロの副作用を早期に発見、対処することができます。

ビジンプロ服用中の注意点

ビジンプロの重大な副作用として、間質性
肺疾患、重度の下痢、重度の皮膚症害、
肝機能障害などがあります。それぞれの
詳細については、「注意が必要な副作用」
（14～30ページ）をご覧ください。症状
が軽い場合でも、副作用の初期症状の
可能性もあります。また、上記以外の副
作用があらわれるおそれもありますの
で、気になる症状がある場合には、担当
医や看護師、薬剤師にご連絡ください。

ビジンプロは胎児に影響を及ぼすおそれがあります。
※妊娠の可能性のある女性の方は服用中および服用終了後一定期間は、
　適切な避妊を行う必要があるため、医師にご相談ください。

日々の体調の変化にご注意ください。

妊娠しないように気を付けてください。必ず、定期的に受診してください。

かんしつせい

はいしっかん

他の医師による治療を受ける場合や
他の医療機関を受診する場合
ビジンプロの担当医以外の医師からの
治療を受ける場合や、他の医療機関を
受診する場合には、ビジンプロによる治療
を受けていることをお伝えください。

気になる症状や体調の変化は、副作用の
初期症状の可能性もありますので、症状
が軽い場合でも、速やかに担当医や看護
師、薬剤師にご連絡ください。

乳児への安全性が確立されていません。

授乳を中止してください。
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ビジンプロによる治療サポートツール
ビジンプロによる治療をサポートするツールをご紹介します。

● 服薬日誌「私の治療日誌 ビジンプロ錠を服用される方へ」

日々の体調の変化や担当医に相談したいことなどを記録していた
だくための日誌です。通院時にはこの日誌を持参して、担当医や
看護師、薬剤師にみてもらうようにしてください。

● ウェブサイト「ビジンプロ.jp」

ビジンプロを服用する患者さんに、服用方法や副作用とその対策、
服用の際の注意点などの情報を掲載しています。

https://vizimpro.jp/

QRコード
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監修

私の治療日誌
ビジンプロ錠を服用される方へ
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この冊子は、ビジンプロ（一般名：ダコミチニブ水和物）を服用
される患者さんに、服用時の注意事項や主な副作用について
知っていただくためのものです。

ビジンプロはEGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺がんの患者さん※

のうち、手術ができない方、または再発した方のための治療薬です。
服用する前に本冊子をよく読んで、ビジンプロの特徴や使い方
を正しく理解し、治療を適切に進めていきましょう。

ビジンプロ服用中には、「間質性肺疾患」という重大な副作用が
あらわれるおそれがあり、十分な注意が必要です。息切れ、息苦
しさ、から咳（痰のないせき）や発熱などの症状があらわれたり、
ひどくなったりした場合には、速やかに担当医にご連絡ください。

治療中は必要に応じて本冊子をいつでも読み返すことができる
よう、保管しておいてください。また、薬の服用方法や副作用に
ついて、わからないことや不安なことがある場合、体調の変化など
に気付いた場合には、担当医や看護師、薬剤師にご連絡ください。
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ビジンプロによる治療サポートツール
ビジンプロによる治療をサポートするツールをご紹介します。

● 服薬日誌「私の治療日誌 ビジンプロ錠を服用される方へ」

日々の体調の変化や担当医に相談したいことなどを記録していた
だくための日誌です。通院時にはこの日誌を持参して、担当医や
看護師、薬剤師にみてもらうようにしてください。

● ウェブサイト「ビジンプロ.jp」

ビジンプロを服用する患者さんに、服用方法や副作用とその対策、
服用の際の注意点などの情報を掲載しています。

https://vizimpro.jp/

QRコード
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私の治療日誌
ビジンプロ錠を服用される方へ
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担当医名/緊急連絡先

かかりつけ薬局名

薬剤師名/緊急連絡先
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ビジンプロ錠を服用される方へ
監修：がん研究会有明病院 院長補佐・呼吸器センター長・呼吸器内科部長

西尾 誠人 先生
気になる症状や体調の変化がみられた場合は、
速やかにビジンプロの担当医や看護師、薬剤師にご連絡ください。




