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本日の内容 

Bcr-abl阻害薬の特徴、副作用とその対策 

イマチニブ（グリベック®） 

ダサチニブ（スプリセル®） 

ニロチニブ（タシグナ®） 

マルチキナーゼ阻害薬の特徴、副作用とその対策 

スニチニブ（スーテント®） 

ソラフェニブ（ネクサバール®） 



Bcr-abl阻害薬の作用機序 

Savage:NEJM 346:683, 2002 



Bcr-abl阻害薬の種類 

イマチニブ（グリベック®） 

第1世代（2005年6月薬価収載） 
【薬価】 2,749円/錠（100mg） 

[慢性期] 

[移行期または急性期] 
1日1回400mgを食後に経口投与。1日600mgまで増量可能 

1日1回600mgを食後に経口投与。1日800mg（400mgを1日2回）まで増量可能 

【適応、用法・用量】 
1.慢性骨髄性白血病 

2.KIT(CD117)陽性消化管間質腫瘍 
1日1回400mgを食後に経口投与 

3.フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病 
1日1回600mgを食後に経口投与 

【特徴】 BCR-ABL以外に、KIT チロシンキナーゼを選択的に阻害 



ニロチニブ（タシグナ®） 

第2世代（2009年3月薬価収載） 
【薬価】150mg：3516.5円、200mg：4607.2円 

【適応】 慢性または移行期の慢性骨髄性白血病 

Bcr-Ablに対する親和性の向上を目的として分子設計され、 
高い選択性と強い阻害活性を有する 

【用法・用量】 

1回400mgを食事の1時間以上前、または食後2時間以降に 
1日2回12時間ごとを目安に経口投与 
（初発の場合は、1回量300mgとする。） 

※食事により、血中濃度が上昇するため、副作用の出現リスクが増大する！！ 
     食前1時間、食後2時間の服用は避ける。 

食後30分に投与した時のCmax、AUCは、空腹時の1.55倍、1.33倍 
高脂肪食摂取30分後に投与した時のCmax、AUCは、空腹時の2.12倍、1.82倍 

【特徴】 



1. 慢性骨髄性白血病  
 [慢性期] 
  1日1回100mgを経口投与（1日1回140mgまで増量可能） 
 [移行期又は急性期] 
  1回70mgを1日2回経口投与（1回90mgを1日2回まで増量可能） 
 
2. 再発又は難治性のフィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病 
  1回70mgを1日2回経口投与（1回90mgを1日2回まで増量可能） 

ダサチニブ（スプリセル®） 

第2世代（2009年3月薬価収載） 
【薬価】50mg錠：9214.2円、20mg錠：3897.3円 

【適応、用法・用量】 

➢BCR-ABLのみならず、SRCファミリーキナーゼ（SRC, LCK, YES,FYN）、 
 c-KIT、EPH（エフリン）A2受容体及びPDGF（血小板由来増殖因子）β 
 受容体を阻害する 
➢イマチニブ耐性ABLキナーゼドメイン変異のうち、T315I以外の18種類 
 の変異に対し、細胞障害作用を有している 

【特徴】 



Bcr-abl阻害薬の阻害活性の違い 
Ba/F3細胞増殖におけるIC50値（nM) 

イマチニブ ニロチニブ ダサチニブ 

野生型BCR-ABL  260  13 0.8 

244M＞V  2000  38 1.3 

250G＞E  1350  48 1.8 

252Q＞H  1325  70 3.4 

253Y＞F  3475  125 1.4 

253Y＞H  ＞6400  450 1.3 

255E＞K  5200  200 5.6 

255E＞V  ＞6400  430 11 

299V＞L  540† データなし 18† 

311F＞L  480  23 1.3 

315T＞A  971  61 125† 

315T＞I  ＞6400  ＞2000 ＞200 

317F＞L  1050  50 7.4 

317F＞V  350† データなし 53† 

315M＞T  880  15 1.1 

355E＞G  2300‡ データなし 1.8§ 

359F＞V  1825  175 2.2 

379V＞I  1630  51 0.8 

387L＞M  1000  49 2 

396H＞P  850  41 0.6 

396H＞R  1750  41 1.3 

†Burgess MR, et al. Proc Natl Acad Sci USA 2005;102:3395  ‡Shah NP, et al.Cancer Cell 2002;2:117  §Shah NP, et al.Science 2004;305:399 O’Hare, et al. Blood 2007;110:2242 

高感受性 

中程度感受性 

低感受性 

感受性程度の定義 
（IC50のレベルで 
      定義される） 

ダサチニブ 高：≦3nM  
       中：≦60nM  
       低：＞60nM 
イマチニブ 高：≦1000nM  
       中：≦3000nM  
       低：＞3000nM 
ニロチニブ 高：≦50nM  
       中：≦500nM  
       低：＞500nM 



代謝：CYP3A4 
CYP3A4阻害・誘導作用がある薬剤、 
CYP3A4で代謝される薬剤との併用に注意 

制酸剤、H2ブロッカー、PPI 
AUCが約60%低下（ニロチニブ、ダサチニブ）→併用は控える 

Bcr-abl阻害薬の相互作用 

グレープフルーツジュースとの相互作用 
グレープフルーツ（ジュース）に含まれるフラノクマリン類が相互作用に関与 
小腸上皮細胞に存在するCYP3A4を阻害することにより、薬物の吸収が増大 

※フラノクマリン類が含まれる食物 
 グレープフルーツ、スウィーティー、ダイダイ、ザボン（ぶんたん、バンペイユ）、 
 サワーオレンジ、 

バレンシアオレンジ、温州みかん、かぼす、レモン、オレンジジュース、柚子、はっさく 
はフラノクマリン系を含まないため影響を受けない。 



血液毒性 

Bcr-abl阻害薬の副作用 

【患者指導】 

➢手洗い、うがい、マスクの着用、人込みを避けるなど感染予防に努める 
 感染：38℃以上の発熱、悪寒、せき、のどの痛み、など 
 →感染の兆候があれば、すぐに病院へ連絡！ 
➢けがや打撲に注意する 

イマチニブ ニロチニブ ダサチニブ 

血小板減少(%) 40.2 18.2 75.3 

好中球減少(%) 42.9 12.6 74 

白血球減少(%) 40 7.7 64.7 

【発現頻度】 



消化器症状 

皮膚症状 
かゆみ、痛みを伴う皮疹の出現 

【対応】 

イマチニブ ニロチニブ ダサチニブ 

悪心[%] 45.7 16.0 7.8 

催吐リスク分類 中等度 軽度 最小度 

下痢[%] 54.1 7.2 17.4 

➢吐き気→吐き気止め（ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ等）の内服 
➢下痢→ロペラミド、整腸剤（ミヤBM等）の内服 

【対応】 

抗ヒスタミン剤投与、 
局所ステロイド塗布又は全身性のステロイド投与 
本剤の減量、休薬又は投与中止 

【発現頻度】 

【特徴】 



体液貯留 
①胸水貯留 

ダサチニブに特徴的 
免疫系の影響で、胸水貯留みられる症例では治療効果あり 
                （LGL増加例で胸水貯留） 
    →胸水をうまくコントロールしながら治療を継続 

②眼瞼浮腫 

イマチ二ブに特徴的 

その他の副作用 

軽度の胸水の場合：本剤の投与を継続し、慎重に経過を観察 
中等度の胸水の場合：休薬と利尿剤の投与。休薬と短期ステロイド（プレドニゾン20mg/日×3日間） 

肝障害 

急性膵炎 



ソラフェニブ（ネクサバール®） 

マルチキナーゼ阻害薬の種類 

根治切除不能又は転移性の 
              腎細胞癌， 
切除不能な肝細胞癌 

1 回400mg を1 日2 回経口投与 

【適応】 

【用法・用量】 

ネクサバール ホームページより 

2008年4月薬価収載 
【薬価】5426.2円（200mg/錠） 
     患者負担1ヵ月195,343円 



スニチニブ（スーテント®） 

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 

1日1回50mgを4週間連日経口投与し、その後2週間休薬 
これを1コースとして投与を繰り返す。 

【適応】 

【用法・用量】 

2008年6月薬価収載 
【薬価】8546.3円（12.5mg/ｶﾌﾟｾﾙ） 
     《患者負担》1コースあたり、287,280円 

血小板由来増殖因子受容体（PDGFR-α及びPDGFR-β）、 
血管内皮増殖因子受容体（VEGFR-1、VEGFR-2及びVEGFR-3）、 
幹細胞因子受容体（KIT）、 
fms様チロシンキナーゼ3（FLT3）、 
コロニー刺激因子-1受容体（CSF-1R）、 
グリア細胞由来神経栄養因子受容体（RET） 
の受容体型チロシンキナーゼ活性を阻害 

【作用機序】 



手足症候群（NEX：55.0%、SUT：65.4%） 

発現のピークは1～2週間、服用開始から2ヵ月注意が必要 

症状：手掌や足底のチクチク感、ヒリヒリ感、ほてり感、紅斑、角質の増殖 
    水泡、亀裂、激しい痛みを伴うこともある 

Grade 1 Grade 2 Grade 3 

例 

マルチキナーゼ阻害薬の副作用 

【特徴】 

※副作用頻度(%)は全grade、 
 ネクサバール(以下、NEX)：国内第Ⅱ相試験（131例） 
 スーテント(以下、SUT)：GISTに対する国内第Ⅰ/Ⅱ相試験（30例)と腎細胞癌に対する国内第Ⅱ相 
               試験(51例)の合計（計81例） 

ネクサバールHPより 

機序は不明（EGFR阻害により生じるといわれている） 



ステロイド外用剤（strong以上推奨）、NSAIDs、抗ヒスタミン薬の使用 
保湿クリームの使用、低刺激性石けんの使用を推奨 
患部に圧力、摩擦、刺激を与えないようにする 
冷水浴による疼痛緩和 
二次感染を防ぐために、清潔に保つ 

必要に応じて、休薬・減量を行う（Grade2以上では休薬） 

【対策】 

【予防法】 

物理的な刺激を避ける 

➢広めの靴、厚めの靴下をはく。木綿の手袋を着用する。 
➢水仕事の際はゴム手袋をして行う。 
➢長時間の歩行、立ち仕事、圧のかかる手作業は控える。 
➢熱いお風呂に入らない(40℃まで)。長時間の入浴は避ける(10分程度)。 
➢直射日光に当たらない。 

保湿 

➢手洗い後、入浴後はすみやかに保湿剤を塗布する 
➢就寝時には保湿剤塗布後、木綿の手袋、靴下を着用する 

手足症候群（NEX：55.0%、SUT：65.4%） 



高血圧（NEX：27.5%、SUT：49.4%） 

降圧薬の内服を考慮（Ca拮抗薬、ARB、ACE阻害薬、利尿薬など） 

患者には、毎日同じ時間帯に、血圧を測定するよう指導する 

発疹（NEX：37.4%、SUT： 49.4%） 

服用早期に顔、頭皮、体幹に痛み、かゆみを伴う 
発赤が現れる。 

刺激を避ける、保湿を行う、清潔に保つ 

【特徴】 

【対策】 

【対策】 

【原因】 VEGFR阻害作用、PDGFR阻害作用による 



出血（NEX：5.3%、SUT：（鼻出血）19.8%） 

骨髄抑制 

ソラフェニブ スニチニブ 

血小板減少[%] 2.3 91.4 

白血球減少[%] 1.5 85.2 

好中球減少[%] 1.5 82.7 

リンパ球減少[%] 5.3 61.7 

【発現頻度】 

血便、血痰、鼻出血、爪の中の出血 

ワルファリンなどの抗凝固剤との併用に注意 

【特徴】 

VEGFR阻害作用、血小板減少による 

【対策】 けがをしないよう気を付ける 
歯磨きの際、歯茎から出血しないようゆっくり磨く 

【原因】 



ソラフェニブ スニチニブ 

口内炎[%] 5.3 54.3 

下痢[%] 35.2 50.6 

悪心[%] 4.6 44.4 

嗄声[%] 11.0 ― 

その他の副作用 

特に注意が必要な副作用 

心筋虚血・心筋梗塞 
肝機能障害 

ネクサバール 

スーテント 

心不全、EF低下 
QT延長、心室不整脈 
甲状腺機能障害 

急性膵炎 
感染症 
肝不全、肝機能障害 

急性腎不全 
ネフローゼ症候群 
横紋筋融解症 



まとめ 

 CML治療薬として、Bcr-ablチロシンキナーゼ阻害薬である 

  グリベック、さらに、より阻害活性の強いタシグナ、スプリセ   

  ルが登場した。 

 Bcr-abl阻害薬の副作用として、骨髄抑制、皮膚症状、消化器

症状、体液貯留があげられる。 

 マルチキナーゼ阻害薬は、種々のチロシンキナーゼを阻害し、

シグナル伝達を阻害することで、細胞増殖を抑制する。 

 多種のチロシンキナーゼを阻害するため、副作用は様々であ

り、よく発現する副作用として、手足症候群、発疹、高血圧、

骨髄抑制、消化器症状などがあげられる。 

 薬剤を継続して服用することが最も重要であるため、副作用

のマネジメントと患者の理解を得ることが非常に大切である。  


