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間質性肺疾患のある患者又はその既往歴のある患者では、
間質性肺疾患が発現又は増悪する可能性があるので、慎重に投与してください。
1.  初期症状（息切れ、呼吸困難、咳嗽、発熱等）の確認及び胸部X線検査の実施等、患者の状態を十分に観察して

ください。

2.  患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合には、本剤の投与を中止し、必要に応じて、胸部CT、血清
マーカー等の検査を実施するとともに、適切な処置を行ってください。

3.  患者に副作用について説明するとともに、間質性肺疾患の初期症状が発現した場合には、速やかに医療機関を
受診するよう説明してください。

イクスタンジを処方する前に
ご確認ください

間質性肺疾患の発現について

1）副作用発現状況
本剤の臨床試験及び市販後で報告されている間質性肺疾患の副作用発現状況は下記のとおりです。

【臨床試験における発現状況】
本剤の臨床試験※において2例/3270例報告されました。
※ 国内第Ⅰ/Ⅱ相試験［CL-0111］、海外第Ⅲ相試験［CRPC2］、国際共同第Ⅲ相試験［CL-0231］、海外第Ⅲ相試験［MDV3100-14］及び国際

共同第Ⅲ相試験［CL-0335］ 

【市販後の発現状況】
本剤で29例報告されており、そのうち因果関係が否定できない症例は6例でした。（2019年10月31日）

2）間質性肺疾患症例の一覧

No. 年齢
（歳代） 原疾患・合併症

本剤
一日投与量
（mg）

投与開始から
事象発現までの

期間（日目）
転帰 本剤に対して

取られた処置 処置 併用薬

1 90 ホルモン不応性前
立腺癌、関節リウマ
チ、高血圧、硬膜下
血腫、便秘、浮動性
めまい

160 28 回復 中止 セフジトレン ピボキシル、アン
ピシリンナトリウム・スルバクタ
ムナトリウム、ステロイドパルス
療法（メチルプレドニゾロンコ
ハク酸エステルナトリウム）、プ
レドニゾロン

酸化マグネシウム、ジピリダモール、トコフェ
ロールニコチン酸エステル、シロスタゾール、
センノシド、ジフェニドール塩酸塩、ベタヒスチ
ンメシル酸塩、プレドニゾロン、カルボシステイ
ン、アビラテロン酢酸エステル、リュープロレリ
ン酢酸塩

2 60 前立腺癌、ホルモン
不応性前立腺癌、
転移

160 8 軽快 投与継続 デキサメタゾンリン酸エステル
ナトリウム、デキサメタゾン

デガレリクス酢酸塩、デキサメタゾン、ビカル
タミド

3 70 ホルモン不応性前
立腺癌、骨髄異形
成症候群、ぶどう膜
炎

160 29 回復 中止 レボフロキサシン水和物、フロ
モキセフナトリウム、タゾバクタ
ムナトリウム・ピペラシリンナト
リウム、スルファメトキサゾー
ル・トリメトプリム

ウルソデオキシコール酸、セレコキシブ、デキ
サメタゾン、カリジノゲナーゼ、メコバラミン、ニ
プラジロール、プラノプロフェン、フルオロメト
ロン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、
リュープロレリン酢酸塩

4 60 前立腺癌、ホルモン
不応性前立腺癌

160 15 回復 中止 プレドニゾロン、スルファメトキ
サゾール・トリメトプリム、酸素
療法

ミルタザピン、プレガバリン、オキシコドン塩酸
塩水和物、Ｌ-アスパラギン酸カルシウム水和
物、ブロチゾラム、グリチルリチン酸-アンモニ
ウム・グリシン・ＤＬ-メチオニン配合剤、エル
デカルシトール、デキサメタゾン、酸化マグネ
シウム、デガレリクス酢酸塩、デノスマブ（遺
伝子組換え）

5 70 前立腺癌 160 36 回復 なし（中止後に
発現）

セフトリアキソンナトリウム水
和物、アジスロマイシン水和
物、メチルプレドニゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム

アビラテロン酢酸エステル、ゴセレリン酢酸
塩、プレドニゾロン、ピレノキシン、シアノコバ
ラミン、ニフェジピン、エソメプラゾールマグネ
シウム水和物、インダパミド、リュープロレリン
酢酸塩

6 80 ホルモン不応性前
立腺癌、前立腺癌、
良 性 前 立 腺 肥 大
症、骨転移

120 68 回復 中止 ステロイドパルス療法（メチル
プレドニゾロン、プレドニゾロ
ン）

アビラテロン酢酸エステル、リュープロレリン
酢酸塩、セフカペン ピボキシル塩酸塩水和
物、プロプラノロール塩酸塩、クロチアゼパ
ム、ドンペリドン、アスピリン、ラフチジン、レバ
ミピド、ロキソプロフェンナトリウム水和物



3）間質性肺疾患を発現した症例の概要

患　者
1日投与量
投与期間

副　作　用

転帰
性・年齢 使用理由

（合併症） 経過及び処置

男
・

80代

ホルモン不応
性 前 立 腺 癌

（前立腺癌、
骨転移、良性
前 立 腺 肥 大
症）

120mg
92日間

間質性肺炎
投与56日前  本剤服用前はアビラテロン酢酸エステル（経口、1000mg/日）

を使用。ドセタキセルの治療歴は無し。
投与開始日  PSA値改善しないため本剤へ変更。本剤（経口、120mg/日）

投与開始。
  米国東海岸がん臨床研究グループパフォーマンスステータス

（ECOG-PS）：0-1。
 間質性肺炎を引き起こす因子：不明。
 肺病変の有無：無。
投与15日目 PSA値低下。薬による便秘や倦怠感などの症状なし。
投与68日目 間質性肺炎を発症。
 間質性肺炎発現時の全身状態：呼吸困難あり。
  Hugh-Jonesの分類：Ⅱ度（同年齢健常者と変わりなく歩行が

できるが、坂道や階段の昇降は健常者と同等に行うことができ
ない。）

 呼吸音所見：問題なし。
 SpO2低下：なし（96%）。
  ガラクトマンナン抗原、ペア血清、DLST検査、気管支鏡検査：

実施無し。
日付不明  息苦しさを感じ近くのA病院を受診。レントゲンで肺野が白くなっ

ていた。
投与80日目  B病院へ入院。間質性肺炎に対しステロイドパルス療法として

メチルプレドニゾロン40mg漸減で使用。
  pH 7.494、pCO2 32.6、pO2 31.8、CT検査：両肺野に間質

性肺炎像あり。
 喀痰培養検査　検鏡：酵母様真菌、菌糸あり。
投与81日目  LDH 327、CRP 8.94、KL-6 734U/mL、SP-D 263ng/mL、

SP-A 192.3ng/mL。X線所見：両肺野にスリガラス陰影あ
り。間質性肺炎像あり。

投与84日目 メチルプレドニゾロン30mgへ減量。
投与86日目 退院。
投与92日目 本剤投与中止（再投与：無）。
 
中止後  引き続きプレドニゾロン経口薬による漸減療法を継続。
  プレドニゾロン（経口、20mg/日）→プレドニゾロン（経口、

10mg/日）→プレドニゾロン（経口、5mg/日）→プレドニゾロン
（経口、1mg/日）と1週間ごとに漸減。

中止3日後 メチルプレドニゾロン30mg投与終了。肺転移は無し。
中止21日後 間質性肺炎の転帰は軽快。プレドニゾロン漸減継続。
中止45日後 肺炎の薬物治療終了。
中止104日後 胸部CTで間質性肺炎回復。
中止125日後  本剤中止後PSA値安定しているため、化学療法は行わず経過

観察。

回復 

臨床検査値

投与
43日目

投与
71日目

投与
80日目

投与
81日目

中止
2日後

中止
21日後

中止
104日後

白血球数（/µL） 7870 11000 9160 6370 − 6580 −

CRP（mg/dL） 0.30 14.19 9.38 8.94 1.04 0.35 1.04

LD（LDH）（IU/L） 176 469 310 327 234 163 −

SP-A（ng/mL） − − − 192.3 − − −

SP-D（ng/mL） − − − 263 − − −

KL-6（U/mL） − − − 734 − 385 −

併用薬： リュープロレリン酢酸塩、セフカペンピボキシル塩酸塩水和物、プロプラノロール塩酸塩、クロチアゼパム、ドンペリドン、アスピリン、
ラフチジン、レバミピド、ロキソプロフェンナトリウム水和物

（投与中止日）

（日付不明）



4）対処方法
●  本剤の投与にあたっては、間質性肺疾患の初期症状（息切れ、呼吸困難、咳嗽、発熱等）を確認し、SpO2、胸部聴

診、胸部X線検査等の実施等、患者の状態を十分に観察してください。

●  本剤の服用後、異常が認められた場合には、本剤の投与を中止し、必要に応じて胸部CT、血清マーカー（KL-6、
SP-Dなど）等の検査を実施するとともに、呼吸器専門医への相談、鑑別診断のための検査等を実施ください。

●  薬剤性間質性肺疾患が疑われる場合には適切な処置を行ってください。

■ 薬剤性肺障害の診断のためのフローチャート
投与前

身体所見
SpO2・胸部聴診
（副雑音の聴取）

胸部X線写真
胸部CT（HRCT）

KL-6（SP-A、SP-D）KL-6（SP-A、SP-D）

投与中 疑い時

胸部X線写真
胸部CT（HRCT）

臨床検査
血算、血液像、CRP、肝機能、
KL-6、SP-A、SP-D、DLST

胸部X線写真
胸部HRCT

BAL

心原性肺水腫

呼吸器感染症

薬剤性肺障害

既存の肺病変の
悪化

肺病理
組織所見鑑別診断（感染症など）

[血清]
β-Dグルカン

サイトメガロウイルス抗原
[喀痰]

細菌塗抹・培養・DNA検査
抗酸菌塗抹・培養・DNA検査
ニューモシスチスDNA検査

症状・身体所見
咳（特に乾性）
息切れ・呼吸困難・
発熱・SpO2の低下・
副雑音の聴取

症状・身体所見
咳（特に乾性）、息切れ・呼吸困難・
発熱・SpO2の低下・副雑音の聴取

SpO2：パルスオキシメータ表示動脈血酸素飽和度、HRCT：高分解能CT、KL-6：シアリル化糖鎖抗原KL-6（糖蛋白抗原）、
SP-A：肺サーファクタントプロテインA、SP-D：肺サーファクタントプロテインD、
CRP：C反応性蛋白、DLST：薬剤リンパ球刺激試験、BAL：気管支肺胞洗浄
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■ 重篤副作用疾患別対応マニュアル　間質性肺炎（令和元年９月改定）
治療としては、まず原因と推測される薬剤を中止することである。薬剤を中止しても改善しない場合、あるいは
呼吸不全を呈する症例では、副腎皮質ステロイド投与が考慮される。臨床病型、発症機序などから治療法を選択
する指針も提唱されているが、実際にはそれらを判別するのは困難なことも少なくない。一般的には、重症の呼吸
不全を呈する症例には、メチルプレドニゾロン（1g/日、3日間）のパルス療法などの大量ステロイド投与が行わ
れることが多い。これらの治療に抵抗性の症例では、免疫抑制薬や好中球エラスターゼ阻害薬の投与、ポリミキ
シンB 固定化繊維カラム（polymyxin B-immobilized fiber column: PMX）療法など行われることもあるが、
まだ、一定の見解は得られていない。
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■ 薬剤性肺障害の治療

急性間質性肺炎/
急性呼吸窮（促）迫症候群

びまん性肺胞傷害

臨床像 ステロイド薬投与 発症機序

パルス療法
mPSL 500～1,000mg/日

×3日間
細胞傷害性

非特異性間質性肺炎
器質化肺炎

好酸球性肺炎
過敏性肺炎

PSL 0.5～1.0
mg/kg

非細胞傷害性
（アレルギー性）

mPSL：メチルプレドニゾロン、PSL：プレドニゾロン
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5）患者への事前説明
患者に間質性肺疾患及びその初期症状（息切れ、呼吸困難、咳嗽、発熱等）について説明するとともに、以下のよう
な症状が見られた場合には、速やかに主治医、治療を受けている病院、薬局に連絡するよう指導してください。

●  空咳が出る

●  階段を登ったり、少しはやく歩いたりすると息が苦しくなる

●  発熱する　など

【患者向けリーフレット】
本剤を服用中、あるいは服用を予定されている患者又は家族に対して服薬指導する際に『イクスタンジを服用
される患者さんへ』をご活用ください。
リーフレットをご要望の場合は、弊社の医薬情報担当者にお申し付けください。


