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基調講演１

「appearance care」 とか「アピアランス支援センター」

• 出現、現われること、登場、出演
• 外観、外見、見掛け、容姿、風貌、風采
• 見てくれ、うわべだけの様子、体裁
• 状況、様子
• みばえ（見栄え、見映え）

appearanceという外来語を適切な日本語に訳す必要がある

辞書をひくと：

国立がん研究センター中央病院
アピアランス支援センター

がんやがん治療により、脱毛、肌色の変化、皮疹、爪の変化、手術跡、部分欠損
などで、外見に変化がおこることがあります。（みばえ障害）

外見が変化すること（みばえ障害）で、他人との関わりを避けたくなったり、外
出をしたくなくなったりと、今まで通りの生活が送りにくくなる人がいます。

アピアランス支援センターは、「がんやがん治療による外見の変化（みばえ障
害）がつらい、不安だ」と感じている患者さんの相談に応じる部門です。医師や
看護師、薬剤師、臨床心理士、美容専門家などが連携し、治療中も安心して過ご
せるようサポートします。

がん薬物療法により皮膚、爪、毛髪、汗腺などが障害されると

脱毛〔頭髪、まつげ、眉毛）や色素沈着といった「みばえ障害」を
起こし、それはそれで問題ではある。

しかし、もっと重要なことは・・・

身体防御機能が失われ感染、出血などがおきること

疼痛、腫脹、発熱、などの炎症症状に悩まされること

さらに敗血症、血流障害などから生命の危機に至ること

内分泌療法剤

1. 抗女性ホルモン剤

2. 抗男性ホルモン剤

3. アロマターゼ阻害剤

4. LH・RHアゴニスト

5. 黄体ホルモン剤

 細胞毒性抗がん剤
(1) アルキル化剤

(2) プラチナ化合物

(3) 植物由来物質

(4) 抗腫瘍性抗生物質

(5) 代謝拮抗剤

 分子標的薬剤
1. モノクローナル抗体

2. 小分子化合物

がん治療薬の分類

 細胞毒性抗がん剤
(1) アルキル化剤

(2) プラチナ化合物

(3) 植物由来物質

(4) 抗腫瘍性抗生物質

(5) 代謝拮抗剤

がん治療薬の分類
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細胞毒性抗がん剤
細胞毒性抗がん剤 ①

分類 代表的薬剤 作用機序 主な副作用

アルキル化剤

シクロフォスファミド

イフォスファミド

ブスルファン

ダカルバジン

カルムスチン

DNA架橋形成

好中球減少

脱毛

出血性膀胱炎

プラチナ製剤

シスプラチン

カルボプラチン

オキザリプラチン

DNA架橋形成

腎障害

悪心･嘔吐

血小板減少

抗がん抗生物質

ダウノルビシン

アドリアマイシン

ダクチノマイシン

エピルビシン

DNA架橋形成
DNA修復阻害
DNA転写阻害

悪心･嘔吐

好中球減少

脱毛

心筋障害

細胞毒性抗がん剤 ②

分類 代表的薬剤 作用機序 主な副作用

代謝拮抗薬

葉酸拮抗薬

メソトレキセート

FH2→FH4を阻害し

DNA,RNA,ﾀﾝﾊﾟｸ合成阻害

骨髄抑制

口内炎

プリン類似体

フルダラビン

メルカプトプリン

核酸になりすましDNA合成・
修復を阻害する

骨髄抑制

口内炎

ピリミジン類似体

フルオロウラシル

シタラビン

ゲムシタビン

核酸になりすましDNA,RNA合
成を阻害する

骨髄抑制

口内炎

下痢

皮膚色素沈着

1型トポイソメラーゼ

阻害剤

イリノテカン

トポテカン

DNA-DNA topoisomerase

複合体を阻害する

下痢

悪心・嘔吐

脱毛

細胞毒性抗がん剤 ③

分類 代表的薬剤 作用機序 主な副作用

ビンカアルカロイド

ビンブラスチン

ビンクリスチン

ビンデシン

ビノレルビン

チュブリンの重合を抑制し
紡錘糸の合成を阻害

知覚神経障害

血管炎

骨髄抑制

脱毛

タキサン
ドセタキセル

パクリタキセル

チュブリンの脱重合を抑制し

紡錘糸の機能を阻害

知覚神経障害

脱毛

骨髄抑制

その他 エリブリン

チュブリンの重合を阻害、
チュブリン単量体を微小管形
成に関与しない線量体に変化
させる。

知覚神経障害

脱毛

骨髄抑制

 分子標的薬剤
1. モノクローナル抗体

2. 小分子化合物

がん治療薬の分類 分子標的薬剤
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分類 薬剤名 商品名

適応疾患

標的分子 胃がん
大腸

膵がん 肝がん 乳がん
甲状腺 頭頸部 非小細胞 卵巣 子宮頸

腎がん
悪性 慢性骨髄性 多発性 慢性リンパ性

その他 1 その他 2
がん がん がん 肺がん がん がん 黒色腫 白血病 骨髄腫 白血病

抗体

セツキシマブ アービタックス EGFR ○

パニツムマブ ベクティビックス EGFR ○

トラスツズマブ ハーセプチン HER2 ○ ○

ペルツズマブ パージェタ HER2 ○

トラスツズマブ-エムタンシン カドサイラ HER2 ○

ベバシズマブ アバスチン VEGF ○ ○ ○ ○ ○ 悪性神経膠腫

ラムシルマブ サイラムザ VEGFR-2 ○ ○ ○

リツキシマブ リツキサン CD20

オファツムマブ アーゼラ CD20 ○

アレムツズマブ マブキャンパス CD52 ○

ゲムツズマブ マイロターグ CD33 急性骨髄性白血病

モガムリズマブ ポテリジオ CCR4 成人T細胞白血病 成人T細胞リンパ腫

ブレンツキシマブ アドセトリス CD30 ホジキンリンパ腫

ニボルマブ オプジーボ PD-1 ○ ○ ○ ○ ○ ホジキンリンパ腫

ペムブロリズマブ キイトルーダ PD-1 ○ ○

イビリブマブ ヤーボイ CTLA-4 ○

イビリツモマブ-チウキセタン ゼヴァリンイットリウム CD20 非ホジキンリンパ腫 マントル細胞リンパ腫

エロツズマブ エムプリシティ SLAMF７ ○

小分子

ゲフィチニブ イレッサ EGFR ○

エルロチニブ タルセバ EGFR ○ ○

アファチニブ ジオトリフ EGFR ○

オシメルチニブ タグリッソ EGFR ○

ラパチニブ タイケルブ HER2 ○

イマチニブ グリベック BCR/ABL ○ 消化管間質腫瘍

ニロチニブ タシグナ BCR/ABL ○

ダサチニブ スプリセル BCR/ABL ○

ボスチニブ ボシュリフ BCR/ABL ○

ソラフェニブ ネクサバール 多キナーゼ ○ ○ ○

スニチニブ スーテント 多キナーゼ ○

アキシチニブ インライタ 多キナーゼ ○

パゾパニブ ヴォトリエント 多キナーゼ ○ 悪性軟部腫瘍

レゴラフェニブ スチバーガ 多キナーゼ ○ ○ 消化管間質腫瘍

バンデタニブ カプレルサ 多キナーゼ ○

レンバチニブ レンビマ 多キナーゼ ○

ボルテゾミブ ベルケイド プロテアソーム ○ マントル細胞リンパ腫

カルフィルゾミブ カイプロリス プロテアゾーム ○

クリゾチニブ ザーコリ ALK ○

アレクチニブ アレセンサ ALK ○

セリチニブ ジカディア ALK ○

イブルチニブ イムブルビカ BTK ○ マントル細胞リンパ腫

ルキソリチニブ ジャカビ JAK 骨髄線維症 真性多血症

ベムラフェニブ ゼルボラフ BRAF ○

ダブラフェニブ タフィンラー BRAF ○

トラメチニブ メキニスト MEK ○

エベロリムス アフィニトール mTOR ○ ○ 神経内分泌腫瘍

テムシロリムス トーリセル mTOR ○

分子標的薬剤の適応症一覧 2017年11月1日現在

渡辺亨が調査致しました。

［名前の最後につく文字］

●マブ（mab）＝モノクローナル抗体（Monoclonal Antibody)

●イブ（ib）＝インヒビター（Inhibitor)（阻害薬）

トラスツズマブ
（HER2タンパクに対する抗体）

モノクローナル抗体命名ルール
• マウス抗体 - omab

• Ibritumomab- RI（ゼヴァリン）

• キメラ抗体 - ximab
• Cetuximab  (アービタックス）
• Retuximab （リツキサン）

• ヒト化抗体 -zumab
• Trastuzumab （ハーセプチン）
• Pertuzumab （パージェタ）
• Gemutuzumab-CCT（マイロターグ）
• Mogamulizumab（ポテリジオ）
• Bevacizumab（アバスチン）

• 完全ヒト型抗体 - umab
• panitumumab （ベクティビックス）

-momab

-ximab

-zumab

-mumab

分類 薬剤名 商品名 標的分子 添付文書に記載されている皮膚障害の種類と頻度

抗体

セツキシマブ アービタックス EGFR 
ざ瘡（87.2％）発疹（61.5％）、皮膚乾燥（51.3％）、爪囲炎（51.3％）、そう痒症（43.6％）

パニツムマブ ベクティビックス EGFR ざ瘡様皮膚炎（53％），そう痒（53％），紅斑5（53％）、発疹（36％）

トラスツズマブ ハーセプチン HER2 発疹、痒症、脱毛症、爪の障害（2-10％）、ざ瘡、蕁麻疹、皮膚乾燥、斑状丘疹状皮疹（2％未満）

ペルツズマブ パージェタ HER2
脱毛症（57.0％）、爪の異常（爪周囲炎等）（35.6％）、発疹（30.7％）、瘙痒症（10%以上） 皮膚乾燥、手掌・足底発赤知覚
不全症候群、皮膚炎、紅斑、皮膚色素過剰（2-10％）

トラスツズマブ-エム
タンシン

カドサイラ HER2 発疹（5% 以上）、瘙痒症、爪の異常、皮膚乾燥、皮下出血、脱毛症、紅斑（1-5％）、皮膚炎、多汗症、蕁麻疹（1%未満）

ベバシズマブ アバスチン VEGF
脱毛症（10.9％）、色素沈着、爪の障害、手足症候群、瘙痒症（1-5％）、紅斑、蕁麻疹、皮膚乾燥、皮膚剥脱、皮膚炎、爪囲炎、
爪色素沈着、過角化（1%未満）

ラムシルマブ サイラムザ VEGFR-2 発疹、皮膚乾燥、手掌・足底発赤知覚不全症候群（5-20％）、潮紅、ざ瘡様皮膚炎（5%未満）

リツキシマブ リツキサン CD20
皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、中毒性表皮壊死融解症（Toxic EpidermalNecrolysis：TEN）、天疱瘡様症状、
苔癬状皮膚炎、小水疱性皮膚炎等（報告あり）

オファツムマブ アーゼラ CD20 発疹、そう痒症、ほてり（2%未満）

アレムツズマブ マブキャンパス CD52 そう痒症、蕁麻疹、発疹（10%以上）、多汗症、寝汗（1-10％）、皮膚障害、紅斑性皮疹、皮下出血、紅斑（1%未満）

ゲムツズマブ マイロターグ CD33 発疹、皮下出血、そう痒、毛包炎、爪囲炎（5%未満）

モガムリズマブ ポテリジオ CCR4 そう痒症（10%以上）、多汗症、湿疹（5％未満）

ブレンツキシマブ アドセトリス CD30
脱毛症、そう痒症（10%以上）、発疹（5-10％）、皮膚乾燥、紅斑、紅斑性皮疹、斑状丘疹状皮疹、そう痒性皮疹、蕁麻疹、皮膚
炎、アレルギー性皮膚炎、斑状皮疹（1-5％）

ニボルマブ オプジーボ PD-1
そう痒症、発疹（5% 以上）、皮膚乾燥、皮膚病変、紅斑、ざ瘡様皮膚炎、丘疹性皮疹（1-5％）、蕁麻疹、中毒性皮疹、乾癬、
紫斑、多汗症、寝汗、苔癬様角化症、爪の障害、手足症候群、皮膚色素過剰、毛髪変色、脱毛症、湿疹、皮膚色素減少、皮膚腫瘤、
皮膚炎、白斑（1%未満）

ペムブロリズマブ キイトルーダ PD-1
そう痒症、発疹（5% 以上）、尋常性白斑、皮膚乾燥、斑状丘疹状皮疹、紅斑、湿疹、皮膚色素減少、そう痒性皮疹（1-5％）、
脱毛症、寝汗、皮膚病変、皮膚炎、ざ瘡様皮膚
炎、多汗症、乾癬、毛髪変色、丘疹、全身性そう痒症（1%未満）

イビリブマブ ヤーボイ CTLA-4
そう痒症，発疹（5% 以上）、そう痒性皮疹，全身性皮疹，斑状丘疹状皮疹，紅斑，全身性そう痒症，尋常性白斑，脱毛症，寝汗
（1-5％）

イビリツモマブ-チウ
キセタン

ゼヴァリンイット
リウム

CD20 帯状疱疹，毛包炎(5%未満）

エロツズマブ エムプリシティ SLAMF７ 寝汗(5%未満）

分子標的薬剤（抗体）の皮膚副作用 2017年11月1日現在

渡辺亨が調査致しました。

分類 薬剤名 商品名 標的分子 添付文書に記載されている皮膚障害の種類と頻度

小分子

エルロチニブ タルセバ EGFR 
ざ瘡様皮疹(62％)、皮膚乾燥・亀裂(9.3％)、爪囲炎等の爪障害(8.7％)、そう痒症（１-5％）、皮膚剥脱、紅斑、脱毛、皮膚潰瘍、皮下出血、皮膚色素沈着、皮

膚血管炎、光線過敏症（1%未満）

アファチニブ ジオトリフ EGFR 
全身性発疹・斑状丘疹性及び紅斑性皮疹（88.3％）、爪囲炎（74.2％）、皮膚乾燥（38.3％）、ざ瘡（19.5％）、そう痒症（10.9％）、爪の障害、手掌・足底

発赤、知覚不全症候群、皮膚剥脱、皮膚亀裂、ざ瘡様皮膚炎、ひびあかぎれ、過角化、嵌入爪、色素沈着障害、皮膚色素過剰、皮膚潰瘍、脱毛症、多毛症(1-
10%)、膿痂疹、脂漏性皮膚炎、紅斑、後天性魚鱗癬（1%未満）

オシメルチニ

ブ
タグリッソ EGFR 

発疹・ざ瘡等（37.7%）、皮膚乾燥・湿疹（28.5%）、爪の障害（爪囲炎を含む）（23.4%）、脱毛、手掌・足底発赤知覚不全症候群、皮膚剥脱（1-10％）、

皮膚潰瘍、毛髪障害、毛質異常、多毛症、爪毒性、爪痛、皮膚疼痛、皮膚変色、皮膚感染、皮膚反応、皮膚嚢腫、蕁麻疹、黄色板腫、皮脂欠乏性湿疹、過角化、
斑、類天疱瘡、光線過敏性反応、毛細血管拡張症、蜂巣炎、裂傷、皮膚擦過傷、メラノサイト性母斑

ラパチニブ タイケルブ HER2
発疹、皮膚 乾 燥、そう痒症、爪の障害、脂漏性皮膚炎、皮膚剥脱（10％以上）、ざ瘡、湿疹、皮膚反応、ざ瘡様皮膚炎、ひび・あかぎれ、紅斑、接触性皮膚

炎、脱毛症、剥脱性発疹、嵌入爪、色素沈着障害（2-10％）、過角化、丘疹、紅色汗疹、水疱、多形紅斑、爪痛、皮脂欠乏性湿疹、皮膚炎（2%未満）

イマチニブ グリベック BCR/ABL
発疹(5% 以上）、紅斑、脱毛、湿疹、そう痒（1-5％）、角化症、頭皮痛、疣贅、口唇炎、口唇ヘルペス、蕁麻疹、帯状疱疹、爪の障害、色素沈着障害、皮膚

乾燥、紫斑、皮膚色素脱失、光過敏性反応

ニロチニブ タシグナ BCR/ABL
発疹（41.7％）、そう痒症（16.8％）、脱毛症（11.5％）、皮膚乾燥（10.3％）、紅斑、皮膚炎、湿疹、皮膚疼痛、皮膚色素過剰、多汗症、寝汗、皮膚剥脱、

ざ瘡(1%以上）、蕁麻疹、挫傷、皮膚乳頭腫、過角化（1％未満）

ダサチニブ スプリセル BCR/ABL
発疹（10％以上）、紅斑，ざ瘡，脱毛症，湿疹，そう痒症，紫斑，皮膚乾燥，多汗症，爪の障害，丘疹，皮膚剥脱，皮膚肥厚，全身性そう痒症，蕁麻疹，皮膚

色素脱失，皮膚嚢腫，皮膚炎，皮脂欠乏性湿疹，結節性紅斑，毛髪変色，脂漏性皮膚炎，皮膚潰瘍，皮下結節，手掌・足底発赤知覚不全症候群（10％未満〕

ボスチニブ ボシュリフ BCR/ABL
発疹（49.2％）、そう痒症、脂漏性皮膚炎、ざ瘡（5-10％）、湿疹、皮脂欠乏性湿疹、白斑、光線過敏性反応、脱毛症、薬疹、皮膚乾燥、紅斑、過角化、色素

沈着障害、全身紅斑、手足症候群、爪破損、丘疹、皮膚色素過剰、皮膚色素減少、蕁麻疹(5%未満）

ソラフェニブ
ネクサバー

ル
多キナーゼ 脱毛，発疹・皮膚落屑，瘙痒，皮膚乾燥，紅斑（10％以上）、潮紅，痤瘡，過角化（1-10％）、湿疹（1％未満）

スニチニブ スーテント 多キナーゼ
皮膚変色（73.1％）、手足症候群（68.8％）、発疹（46.2％）、顔面浮腫（35.5％）、脱毛症、そう痒症、紅斑、皮膚乾燥、皮膚炎、紫斑、皮膚剥脱、爪の異

常、湿疹、毛髪色素脱失、毛髪変色、ざ瘡、爪変色、蕁麻疹、皮膚びらん〔2-20％）、過角化、硬結、水疱、多汗症、皮膚障害、皮膚色素脱失、皮膚疼痛、皮
下結節、被角血管腫、爪甲脱落症（2％未満）

アキシチニブ インライタ 多キナーゼ
手足症候群（27.0％）、発疹（12.6％）、皮膚乾燥（10.1％）、そう痒症、脱毛症、皮膚障害、紅斑、過角化、皮膚剥脱、皮膚炎、擦過傷、水疱、爪の障害

（1-10％）、ざ瘡、多汗症、毛髪変色、湿疹、皮膚刺激、爪囲炎、爪破損、爪色素沈着(1%未満）

パゾパニブ
ヴォトリエ

ント
多キナーゼ

毛髪変色(30％以上),手掌足底発赤知覚不全症候群、発疹、脱毛症、皮膚色素減少, 皮膚乾燥（5-30％）、剥脱性発疹、そう痒症、皮膚障害、爪の障害、ざ瘡、

皮膚潰瘍、毛髪成長異常（5％未満）

レゴラフェニ

ブ
スチバーガ 多キナーゼ

発疹(10%以上）、脱毛，皮膚乾燥，瘙痒，紅斑，痤瘡，皮膚剝脱，過角化（1-10％）、多汗症，蕁麻疹，爪の障害，剝脱性発疹，皮膚亀裂，皮膚毒性，皮膚

肥厚（１％未満）

バンデタニブ カプレルサ 多キナーゼ
皮膚症状（発疹、ざ瘡、皮膚乾燥、皮膚炎、そう痒症等）（10％以上）、手掌・足底発赤知覚不全症候群、脱毛症、爪の障害（1-10％）、長睫毛症、擦過傷、

メラノサイト性母斑、毛髪成長異常、毛質異常、多汗症、寝汗（1％未満）

レンバチニブ レンビマ 多キナーゼ 皮膚乾燥、発疹、脱毛症(10～30％)、過角化、皮膚炎、皮膚病変(5 ～10％)

ボルテゾミブ ベルケイド プロテアソーム
発疹（10%以上）、紅斑、そう痒症、多形紅斑、蕁麻疹、紫斑、脱毛症、薬疹、多汗症、紅色汗疹、丘疹、顔面腫脹、水疱性皮膚炎、点状出血、皮膚出血

（5％未満）

カルフィルゾ

ミブ

カイプロリ

ス
プロテアゾーム

発疹、紅斑、そう痒症、多汗症、斑状丘疹状皮疹（1-5％）、皮膚炎、日光角化症、急性熱性好中球性皮膚症、脱毛症、多毛症、間擦疹、寝汗、冷汗、ざ瘡、

脂肪織炎、手掌・足底発赤知覚不全症候群、全身性皮疹、皮膚変色、皮膚剥脱、皮膚乾燥、顔面腫脹、蕁麻疹、紫斑、爪の障害、紅色症、毛髪成長異常（1％
未満）

クリゾチニブ ザーコリ ALK 発疹（11.1％）、そう痒症、紅斑（1-10％）、光線過敏症（1％未満）

アレクチニブ アレセンサ ALK 発疹（23. 0％）、皮膚乾燥、ざ瘡様皮膚炎、爪の障害、爪囲炎、手掌・足底発赤知覚不全症候群、そう痒症、湿疹、光線過敏症（5％未満）

セリチニブ ジカディア ALK 発疹（10-20％）

イブルチニブ
イムブルビ

カ
BTK 発疹、挫傷（10%以上）、点状出血（5-10％）、そう痒症、紅斑、蕁麻疹、爪破損（5％未満）

ルキソリチニ

ブ
ジャカビ JAK 寝汗、挫傷（1-5％）、発疹（1％未満）

ベムラフェニ

ブ
ゼルボラフ BRAF

発疹(54.0％), 光線過敏症(46.0％)、脱毛症(46.0％)、過角化(25.9％)、瘙痒症(21.8％)、皮膚乾燥、紅斑、日光性角化症、脂漏性角化症、手足症候群、毛孔性角

化症、皮膚病変、毛包炎(5%以上）、ざ瘡様皮膚炎、皮膚剥脱、ざ瘡、メラノサイト性母斑、稗粒腫、皮膚嚢腫、全身性皮疹、結節性紅斑、掌蹠角皮症、色素
沈着障害、皮膚炎、皮膚肥厚、毛質異常、蕁麻疹、日光皮膚炎、毛髪成長異常、アレルギー性皮膚炎、寝汗、多汗症、皮膚腫瘤、皮膚変色(1-5%), せつ、顔面

腫脹、休止期脱毛、苔癬様角化症、熱傷、皮膚刺激、皮膚毒性、皮膚疼痛、脂肪織炎(1%未満）

ダブラフェニ

ブ

タフィン

ラー
BRAF 発疹、過角化、脱毛症、手掌・足底発赤知覚不全症候群（10％以上）、そう痒症、皮膚乾燥、日光角化症、皮膚病変、紅斑（1-10％）

トラメチニブ メキニスト MEK
発疹（10%以上）、皮膚乾燥、そう痒症、ざ瘡様皮膚炎、紅斑、日光角化症、寝汗、過角化、脱毛症、手掌・足底発赤知覚不全症候群、皮膚病変、多汗症、脂

肪織炎（1-10％）、皮膚亀裂

エベロリムス
アフィニ

トール
mTOR

発疹（紅斑、丘 疹、 斑状丘疹状皮 疹、 全身性皮疹、斑状皮疹）、そう痒症（10%以上）、皮膚乾燥、手足症候群、ざ瘡、爪の障害、ざ瘡様皮膚炎（1-

10％）、血管浮腫

テムシロリム

ス
トーリセル mTOR 発疹（そう痒性皮疹、斑状丘疹状皮疹、膿疱性皮疹、湿疹を含む）（50％以上）、爪の障害、そう痒症、ざ瘡（5% 以上）、皮膚乾燥（1-5％）

分子標的薬剤（小分子）の皮膚副作用 2017年11月1日現在

渡辺亨が調査致しました。
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エルロチニブ治療による皮疹と生存率

皮疹が強い患者の方が
生存期間が長い

皮疹は治療しては
いけない？？

だから

がん薬物療法剤による脱毛の程度
脱毛グレード 一般名 商品名

2

シクロホスファミド エンドキサン

イホスファミド イホマイド

ドキソルビシン アドリアシン ドキシル

アムルビシン カルセド

パクリタキセル タキソール

ナブパクリタキセル アブラキサン

ドセタキセル タキソテール

イリノテカン トポテシン・カンプト

エピルビシン ファルモルビシン

エトポシド ベプシド・ラステット

ハラヴェン エリブリン

マイトマイシン マイトマイシン

ミトキサントロン ノバントロン

1

ビンクリスチン オンコビン

ビノレルビン ナベルビン・ロゼウス

メトトレキサート メソトレキセート

アナストロゾール アリミデックス

エキセメスタン アロマシン

レトロゾール フェマーラ

0

カルボプラチン パラプラチン・カルボプラチン

シスプラチン シスプラチン・ブリプラチン・ランダ

メルファラン アルケラン

フルオロウラシル 5-FU

ゲムシタビン ジェムザール

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム エスワン

カペシタビン ゼローダ

その通常の毛髪の50％未満が脱落するが，遠くからでは
分からず，注意深い診察でのみ確認される；毛髪脱落を
カバーするため髪型を変える必要があることもあるが，
カモフラージュ用のウィッグやヘアピースは要さない

その通常の毛髪の50％以上が脱落し，他者に容易にわか
る；患者が望めば毛髪脱落のカモフラージュにウィッグ
やヘアピースを要する；心理社会的影響を伴う

ご清聴、どうもありがとうございました。


