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使用上の注意
1 .慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

1） 腎障害のある患者〔副作用が重症化又は発現率が上昇するおそれがある（「重要な基本
的注意」の項参照）。〕

2） 肝障害のある患者
3） 冠動脈疾患の既往歴のある患者〔心障害があらわれるおそれがある。〕
4） 骨髄抑制のある患者〔骨髄抑制が増強するおそれがある（「重要な基本的注意」の項参

照）。〕
5） 消化管潰瘍又は出血のある患者〔症状が悪化するおそれがある。〕
6） 高齢者（「高齢者への投与」の項参照）

2 .重要な基本的注意
1） テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤投与中止後、本剤の投与を行

う場合は、少なくとも7日以上の間隔をあけること（「相互作用」の項参照）。
2） 本剤投与中は定期的（特に投与初期は頻回）に臨床検査（血液検査、肝機能・腎機能検

査等）を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。異常が認められた場合には、
休薬等の適切な処置を行うこと。

3） 感染症・出血傾向の発現又は悪化に十分注意すること。
4） 生殖可能な年齢の患者に投与する必要がある場合には、性腺に対する影響を考慮す

ること。
5） 治癒切除不能な進行・再発の胃癌、直腸癌における補助化学療法に本剤を使用する

際には、関連文献（「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議　公知申請
への該当性に係る報告書」等）を熟読すること。

3 .相互作用
本剤が肝チトクロームP450（CYP2C9）の酵素蛋白合成系に影響し、酵素活性が低下す
る可能性があるので、CYP2C9で代謝を受ける薬剤と併用する場合に併用薬剤の血中
濃度が上昇するおそれがある。
1）併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
テガフール・ギメ
ラシル・オテラシ
ルカリウム配合剤

（ティーエスワン）

早期に重篤な血液障害や下痢、口
内炎等の消化管障害等が発現する
おそれがあるので、テガフール・
ギメラシル・オテラシルカリウム
配合剤投与中及び投与中止後7日
以内は本剤を投与しないこと。

ギメラシルがフルオロウラ
シルの異化代謝を阻害し、
血中フルオロウラシル濃度
が著しく上昇する。

2）併用注意（併用に注意すること）
薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ワルファリンカリ
ウム

併用開始数日後から本剤投与中止
後1 ヶ月以内の期間に血液凝固能
検査値異常、出血の発現が報告さ
れている。定期的に血液凝固能検
査（プロトロンビン時間、INR等）
を行い、必要に応じて適切な処置
を行うこと。

本剤が肝チトクロームP450
（CYP2C9）の酵素蛋白合成
系に影響し、酵素活性が低
下している可能性が考えら
れている。

フェニトイン フェニトインの血中濃度が上昇し
たとの報告があるので、フェニト
インの血中濃度の変化に注意する
こと。

本剤が肝チトクロームP450
（CYP2C9）の酵素蛋白合成
系に影響し、酵素活性が低
下している可能性が考えら
れている。

トリフルリジン・
チピラシル塩酸塩
配合剤

副作用が増強するおそれがある。 フッ化ピリミジン系抗悪性
腫瘍剤の代謝に影響を及ぼ
す可能性がある。

4 .副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
1）重大な副作用（頻度不明）

⑴ 脱水症状：激しい下痢（初期症状：腹痛、頻回の軟便等）があらわれ脱水症状まで
至ることがあるので観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には、
投与を中止し補液、電解質投与等の適切な処置を行うこと。

⑵ 手足症候群（Hand-foot syndrome）：手掌及び足底に湿性落屑、皮膚潰瘍、水疱、
疼痛、知覚不全、有痛性紅斑、腫脹等の手足症候群があらわれることがあるので
観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行う
こと。

⑶ 心障害：心筋梗塞、狭心症、律動異常、心停止、心不全、突然死、心電図異常（心
房性不整脈、心房細動、心室性期外収縮等）等の心障害があらわれることがあるの
で観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行
うこと。

⑷ 肝障害、黄疸：肝機能検査値異常、黄疸を伴う肝障害があらわれ、肝不全に至っ
た症例も報告されているので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常
が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。なお、肝機
能検査値異常を伴わない黄疸があらわれることが報告されている。

⑸ 腎障害：腎機能検査値異常を伴う腎障害があらわれることがあるので、定期的に
検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止する
など適切な処置を行うこと。

⑹ 骨髄抑制：汎血球減少、顆粒球減少等の骨髄抑制が、また、骨髄抑制の持続によ
り易感染症、敗血症等があらわれることがあるので定期的に血液検査を行うなど
観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行う
こと。

⑺ 口内炎：口内炎（粘膜炎、粘膜潰瘍、口腔内潰瘍等）があらわれることがあるので
観察を十分に行い、有痛性の紅斑、口内潰瘍、舌潰瘍等が認められた場合には、
投与を中止し適切な処置を行うこと。

⑻ 間質性肺炎：間質性肺炎（初期症状：咳嗽、息切れ、呼吸困難、発熱等）があらわ
れることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、
胸部X線等の検査を行い、副腎皮質ホルモン剤を投与するなど適切な処置を行う
こと。

⑼ 重篤な腸炎：出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎等があらわれることがあるの
で観察を十分に行い、激しい腹痛・下痢・血便等の症状があらわれた場合には投
与を中止し、適切な処置を行うこと。

⑽ 重篤な精神神経系障害（白質脳症等）：歩行障害、麻痺、錐体外路症状、失調、協
調運動障害、平衡障害、構音障害、意識障害、嗜眠、錯乱、健忘、指南力低下、
知覚障害、尿失禁等があらわれることがある。また、このような症状が白質脳症
等の初期症状としてあらわれることがあるので観察を十分に行い、このような症
状があらわれた場合には投与を中止すること。

⑾ 血栓塞栓症：深部静脈血栓症、脳梗塞、肺塞栓症等があらわれることがあるので、
観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置
を行うこと。

⑿ 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）：皮膚粘膜眼症候群があらわれる
ことがあるので観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適
切な処置を行うこと。

2）重大な副作用（類薬）
類似化合物（ドキシフルリジン等）で次のような副作用が報告されている。
溶血性貧血：溶血性貧血があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観
察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなどの適切な処置を行
うこと。

3）その他の副作用
次のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて休薬等の適切な処置を行う
こと。
⑴単剤療法における報告

頻度不明
精神神経系 不眠症、うつ病、錯感覚、味覚異常、頭痛、浮動性めまい
消 化 器 消化不良、鼓腸、食道炎、十二指腸炎、胃腸出血、胃炎、口内乾燥、軟便、

口渇、胃不快感、悪心、食欲不振、嘔吐、便秘、腹痛、上腹部痛、口唇炎
循 環 器 胸痛、下肢浮腫、心筋症、心筋虚血、頻脈
呼 吸 器 呼吸困難、咳嗽
血 液 貧血、赤血球数減少、白血球数減少、リンパ球数減少、ヘモグロビン減少、

ヘマトクリット減少、血小板数減少、単球数増加、プロトロンビン時
間延長、好中球数減少

皮 膚 爪の異常（爪甲離床症、脆弱爪、爪変色、爪ジストロフィー等）、紅斑性
皮疹、皮膚亀裂、光線過敏、放射線照射リコール症候群、皮膚乾燥、剥
脱性皮膚炎、皮膚落屑、瘙痒症、皮膚炎、色素沈着障害、発疹、脱毛症

眼 眼障害（結膜炎、角膜炎、眼刺激等）、流涙増加
肝臓・腎臓 肝機能異常、血中クレアチニン増加、血中ビリルビン増加、AST（GOT）

増加、LDH増加、ALT（GPT）増加、Al-P増加、尿沈渣陽性、蛋白尿、
BUN増加、尿中ブドウ糖陽性

そ の 他 無力症、脱力、四肢痛、電解質異常、胸痛、筋痛、高トリグリセリド血症、
倦怠感、体重減少、発熱、血中ブドウ糖増加、鼻咽頭炎、体重増加、疲労、
背部痛、血中アルブミン減少、関節痛、血圧上昇

⑵他の抗悪性腫瘍剤との併用投与時における報告
頻度不明

精神神経系 錯感覚、異常感覚、感覚鈍麻、神経毒性（末梢性感覚ニューロパシー、
末梢性運動ニューロパシー等）、味覚異常、神経痛、浮動性めまい、頭
痛、不眠症

消 化 器 消化不良、口内乾燥、悪心、食欲不振、嘔吐、便秘、腹痛、口唇炎、胃
不快感、下腹部痛、歯周病、歯痛、歯肉出血、上腹部痛、齲歯、歯肉炎

呼 吸 器 呼吸困難、鼻出血、鼻漏、発声障害、鼻粘膜障害、咽喉痛、しゃっくり
血 液 発熱性好中球減少症、好中球数減少、血小板数減少、白血球数減少、

ヘモグロビン減少、貧血、リンパ球数減少
皮 膚 色素沈着障害、発疹、爪の障害、脱毛症、爪囲炎、蕁麻疹、皮膚乾燥、

瘙痒症
眼 流涙増加、霧視

肝臓・腎臓 蛋白尿、AST（GOT）増加、肝機能異常、血尿、ALT（GPT）増加、血
中ビリルビン増加、Al-P増加、γ-GTP増加、血中アルブミン減少

そ の 他 無力症、温度変化不耐症、低カリウム血症、顎痛、低ナトリウム血症、
悪寒、粘膜の炎症、口腔カンジダ症、疼痛、高トリグリセリド血症、疲労、
注射部位反応（疼痛、血管炎、紅斑、腫脹等）、過敏症、倦怠感、体重減少、
背部痛、胸部不快感、潮紅、膀胱炎、高血圧、発熱、上気道感染（鼻咽
頭炎等）、四肢痛、浮腫、関節痛、筋骨格痛、起立性低血圧、血中リン
減少、CRP増加、頻脈

5 .高齢者への投与
一般に高齢者では生理機能が低下しているので、患者の状態を観察しながら慎重に投
与すること。〔特に80歳以上の高齢者において、重症の下痢、嘔気、嘔吐等の発現率が
上昇したとの報告がある。〕

6 .妊婦、産婦、授乳婦等への投与
1） 動物実験で胚致死作用及び催奇形作用が報告されているので、妊婦又は妊娠してい

る可能性のある婦人には投与しないこと。〔マウスにおいて、早期胚死亡、脳室拡張、
骨格変異の増加、化骨遅延（198mg/kg/日以上　反復投与）、サルにおいて、流産、
胚死亡（90mg/kg/日以上　反復投与）が報告されている。〕

2） 授乳婦に投与する場合には、授乳を避けさせること。〔動物実験（マウス）において、
乳汁への移行（198mg/kg単回投与）が報告されている。〕

7 .小児等への投与
低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない。

8 .過量投与
本剤の過量投与により、嘔気、嘔吐、下痢、粘膜炎、消化管刺激・出血、骨髄抑制等
があらわれることがある。このような場合には、症状に応じて一般的な対症療法を行
うこと。

9 .適用上の注意
薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導するこ
と。（PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこし
て縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている）

10.その他の注意
フルオロウラシルの異化代謝酵素であるジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ（DPD）
欠損等の患者がごくまれに存在し、このような患者にフルオロウラシル系薬剤を投与
した場合、投与初期に重篤な副作用（口内炎、下痢、血液障害、神経障害等）が発現す
るとの報告がある。

取扱い上の注意等
［貯　　法］　室温保存
［有効期間］　3年

包装
PTP：56錠（14錠×4）、140錠（14錠×10）
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 カペシタビンと腎機能評価の重要性
乳癌、結腸・直腸癌、胃癌に使用される代表的なフッ

化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤カペシタビンは、経口投
与されて体内に吸収された後、数回の薬物代謝を受け
て活性体の5-FUに変換されます（図1）。5-FUができる
最終段階の薬物代謝にはチミジンホスホリラーゼ

（TP）等の薬物代謝酵素が関与しており、腫瘍細胞内に
高レベルのTPが存在することでカペシタビンの抗腫
瘍効果が高まるとされています。

適正使用の目安は、適切な全身状態（Performance 
Status）にある患者、主要臓器機能が十分保持されてい
る患者、感染症またはその疑いのない患者とされてい
ます。主要臓器機能として、骨髄機能や肝機能、腎機能
が挙げられますが、なかでも腎機能評価は用量調節に
関わり特に重要です。腎機能が低下すると、カペシタ
ビン代謝物の血中濃度が腎排泄の遅延によって上昇
し、それに伴って5-FUの血中濃度も上昇すると考えら
れるため、高度腎機能障害（クレアチニンクリアランス
[Ccr] 30mL/min 未満）の場合は投与禁忌、中等度腎機
能障害（Ccr 30~50mL/min）の場合は75%用量で開始
することとされています。

 腎機能の指標の見方と注意点
腎臓からの薬物の排泄は、①糸球体からの濾過、②尿

細管からの分泌、③尿細管からの再吸収を経て行われ
ます（図2）。このうち、①の糸球体からの濾過量は、糸
球体濾過量（GFR）と呼ばれます。GFRは糸球体のみで
選択的に濾過されるイヌリンのクリアランス実測値に 
一致しますが、イヌリンクリアランスの測定は煩雑な
ため、一般にはクレアチニンクリアランス（Ccr）が腎機
能評価に汎用されています。しかし、クレアチニンは
イヌリンとは異なり、糸球体濾過だけでなく尿細管か
らも分泌されるため、尿細管からの分泌量を加えた分
だけCcrはGFRより大きくなることに注意が必要です。

CcrはCockcroft-Gault式を用いて算出されます（図
3-A）。Cockcroft-Gault式が作られ た1970年代には、
血清クレアチニン値の測定にはJaffé法が用いられてい
ました。Jaffé法では、非特異発色物質の影響により血
清クレアチニン値が真の値よりも高めに測定され、そ
の結果Ccrは実際よりも低く算出されていました。当
時はこの誤差により、本来はGFRより大きいはずの
CcrはGFRに近似していました。しかし、現在の日本
では血清クレアチニン値をより正確に測定できる酵素

法が普及しているため、先述のようにCcrがGFRより
大きく算出されるのです。

腎機能のもうひとつの指標に推算糸球体濾過量
（eGFR）があります。eGFRは推算式によりGFRを推算
したものです（図3-B）。推算式で求められるeGFRが、
体表面積を1.73m2に標準化した値である点に注意が必
要です。したがって、抗がん剤投与時の活用に際して
は、 その患者さんの体表面積に換算する、すなわち推
算 式 か ら 得 ら れ たeGFRに[患 者 さ ん の 体 表 面 積
/1.73m2]を掛けることが必要になります。

　CcrとeGFRの特徴
GFRと比較して、CcrとeGFRは実際にどの程度の

違いがあるのでしょうか。名古屋大学で行った研究に
よると、イヌリンクリアランスで正確に測定したGFR
に対し、Ccrは約12%高値でした。一方、eGFRの体表

面積補正を外して実測値に換算すると、GFRより約
5%高値となりましたが、Ccrより誤差が少ないことも
わかりました（表1）1。

また、Ccrは、高齢者において腎機能を過小評価しや
すいという特徴があります。図4は年齢または体重別
にCcrとeGFRの関係を示したグラフです。血清クレ
アチニン値は酵素法で測定しています。図4-Aを見ま
すと、体表面積補正を外したeGFR（青のライン）と比 
較して、Cockcroft-Gault式に基づくCcr（赤のライン）
は若年者の腎機能を高く、高齢者の腎機能を低く評価
していることがわかります。先ほど、酵素法で測定し
た血清クレアチニン値を用いてCcrを算出するとGFR
より大きくなるとお話ししましたが、高齢者の場合は
相殺されるか、あるいは場合によっては過小評価する
可能性があることを示唆しています。また、図4-Bを
見ますと、体表面積補正を外したeGFRと比較して、

50mL/min未満に該当することになり、75%に減量す
べきであるということになります。実際の対応として
は減量してもいいですし、添付文書通りに減量せず通
常量を投与してもどちらも正しいと言えます。

また、腎機能評価に体表面積補正（1.73m2あたり）が
行われていないCcrを用いる点については、カペシタ
ビンの投与量の決定において体重を二重に評価してい
ることになります。例えば小柄な高齢女性の場合、体
表面積を理由に通常の体格の人より投与量が少なく設 
定され、さらに軽い体重と女性を理由にCcrが低めに
計算されて、もう一段階減量される可能性があるわけ
です。添付文書や適正使用ガイドを順守するにしても、
こういった背景を熟知しておくことが重要です。

結局のところ、日常診療でカペシタビンの投与量を
決めるときはどうすればよいでしょうか。酵素法で測
定した血清クレアチニン値に+0.2を足してCcrを計算
すればよいのでしょうか。その答えは、+0.2で補正す
ることが望ましいものの、投与量の変更が必要になる 
という点では、補正するとCcr 50mL/min未満や30
mL/min未満になるような患者さんで問題になるので
あって、他の場合は特に気にしなくてよい、というこ
とになるでしょう。名古屋大学で行ったレトロスペク
ティブな調査（論文投稿中）によると、+0.2で補正する
とCcr 50 mL/min未満になる患者さん（見かけ上の腎
機能正常群）の場合、カペシタビンの減量を行わないと
治療中に減量や延期を要する割合が高く、また血小板
減少と貧血の頻度も高いという結果でした。したがっ
て、これら「見かけ上の腎機能正常群」を腎機能低下群
とみなして治療開始時から減量することは医学的に適
切であると言えます。

 高齢患者のカペシタビン治療
加齢に伴って、身体には薬物動態に関わる様々な変

化が生じます。特に腎排泄は加齢の影響を受けやすい
ため、高齢になると腎機能の低下により薬物が体内に
蓄積しやすくなります。高齢者ではカペシタビンによ
る消化器系の副作用が強く発現することが知られてお
り、恐らくこの理由は、加齢に伴う腎機能低下に関係
すると考えられますが、実際はどうなのでしょうか。

高齢者とカペシタビンの薬物動態について検討した
研究によると、高齢者では消化管での吸収率が低いこ
とが示されていますが、腎機能は薬物動態に影響を与

Ccrでは肥満者の腎機能を過大評価する可能性がある
ことがわかります。このように、一般に考えられてい
るほどCockcroft-Gault式は正確ではないと言えます。

 日常診療での対処法
それでは、日常診療では腎機能をどのように評価す

ればよいでしょうか。
2016年に発刊された『がん薬物療法時の腎障害診療

ガイドライン2016』のClinical Question1「抗がん薬投与
における用量調節のための腎機能評価にeGFRは推奨
さ れ る か?」に お い て、「Cockcroft-Gault式 に よるCcr

（mL/min）はJaffé法で測定された血清クレアチニン値
を用いて計算されたものである。わが国で一般的な、
酵素法で測定された血清クレアチニン値を用いる際に
は、実測クレアチニン値に0.2を加える」と記載されて
います。 すなわち日本では、正確な現在の方法（酵素
法）で測定された血清クレアチニン値に0.2を加える
ことでCockcroft-Gault式が使用可能とされているの
です。

さらにガイドラインでは、「体格に応じ、体表面積あ
たりで用量が定められている薬剤では、体表面積補正

（1.73m2あたり）を行ったCcrあるいはeGFR（mL/min/ 
1.73m2）を用いることが合理的である」とされています。
殺細胞性抗がん剤は体表面積あたり（/m2）の投与量が
設定されており、ほとんどがこれに該当することにな
ります。これは、薬物代謝や排泄にかかわる腎臓や肝
臓の大きさ（機能）が体格に比例するという前提がある
ためです。しかし、実際には多くの添付文書や適正使
用ガイドで、体表面積で補正していないCcrを用いて
います。

 カペシタビン投与における留意点 
カペシタビンは、体表面積に応じて投与量が決定さ

れます。一方、適正使用ガイドでは、古い時代の測定法
で測定された血清クレアチニン値を用いて算出され、
か つ 体 表 面 積 で 補 正 さ れ て い な いCcrに 基 づ き、
30mL/min未満で投与禁忌、50mL/min未満で75%に
減量とされています。

測定法の違いについては、現在の測定法で測定した
血清クレアチニン値をもとに算出したCcrは以前の
Ccrより高値になるため、例えばCcrが50mL/minギリ
ギ リ で あ る な ら、添 付 文 書 が 本 来 意 図 し て い る

える有意な因子ではありませんでした2。一方、高齢者
において薬物の吸収が低下する理由の1つに胃酸分泌 
低下に伴う薬物の分解と吸収の障害が挙げられること
から、カペシタビンにプロトンポンプ阻害薬を併用す
ると治療効果が減弱するのではないか、という仮説に
基づき実施された研究があります。その結果によると、
プロトンポンプ阻害薬の併用によるカペシタビンの薬
物動態に影響は認められず、それ以上に薬物の吸収に
関する個体差の方が大きいことが示されています3。
さらに、大腸癌の2つの臨床試験の統合解析によると、
高齢者で副作用が増強する原因として加齢そのものは
有意な因子ではなく、加齢に伴う腎機能低下が原因で 
あると考察しています4。しかし注意しなければならな
いのは、この研究における腎機能がCockcroft-Gault式
を用いて評価されたものであり、前述のように腎機能
を過小評価している可能性がある点です。いずれにし
ても、副作用の増強が腎機能低下による影響なのか、
それとも腎機能低下とは別の因子の影響なのかは明ら
かになっていません。

従来、高齢者を対象としたがん薬物療法の研究では、
高齢者と非高齢者を年齢のみで2つの集団に分け、そ
れらを比較する手法がとられてきました。しかし、年
齢だけでは薬効の差異を説明できないことがわかって
きました。そこで、現在では高齢者の多様性を前提と
した治療の最適化を重視するようになっています。日
本臨床腫瘍学会と日本癌治療学会は2019年に『高齢者
のがん薬物療法ガイドライン』を作成しました。その中
で、高齢者のがん薬物療法の新しい考え方として、高
齢者を多面的に評価する高齢者機能評価を推奨してい
ます。ぜひ日常診療の参考にしてみてください。

体内で数回の薬物代謝を受け活性体の5-FUに変換される
カルボキシルエステラーゼ（CE）
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72 × 血清クレアチニン値（mg/dL）
（女性の場合は得られた値を 0.85 倍にする）

eGFR＝194 × 血清クレアチニン値 -1.094 × 年齢 -0.287
（女性の場合は得られた値を 0.739 倍にする）（mL/min/1.73m2）（mL/min）

Shimokata T, et al. Cancer Sci 2010; 101: 2601‒2605.

Method
Cockcroft-Gault 式による推算 Ccr
日本人推算式による eGFR（実測値に換算）
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5.2±4.8
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MPE±SE（％） RMSE（％）

MPE：mean prediction error, RMSE：root mean square error N＝28

平田純生ら . 日腎薬誌 .2016；5：3-18.
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図 1　カペシタビンの薬物代謝経路 図 2　腎機能の指標の見方

図 3　腎機能指標の計算式

表 1　日本人がん患者における腎機能測定法の比較

図 4　年齢・体重と Ccr および eGFR の関係

TPは腫瘍組織に高レベルに
存在する

CG式による推算Ccr（mL/min） eGFR（mL/min/1.73m2） eGFR（mL/min）
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高齢患者のカペシタビン治療について
名古屋大学医学部附属病院 化学療法部 教授 安藤雄一 先生



 カペシタビンと腎機能評価の重要性
乳癌、結腸・直腸癌、胃癌に使用される代表的なフッ

化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤カペシタビンは、経口投
与されて体内に吸収された後、数回の薬物代謝を受け
て活性体の5-FUに変換されます（図1）。5-FUができる
最終段階の薬物代謝にはチミジンホスホリラーゼ

（TP）等の薬物代謝酵素が関与しており、腫瘍細胞内に
高レベルのTPが存在することでカペシタビンの抗腫
瘍効果が高まるとされています。

適正使用の目安は、適切な全身状態（Performance 
Status）にある患者、主要臓器機能が十分保持されてい
る患者、感染症またはその疑いのない患者とされてい
ます。主要臓器機能として、骨髄機能や肝機能、腎機能
が挙げられますが、なかでも腎機能評価は用量調節に
関わり特に重要です。腎機能が低下すると、カペシタ
ビン代謝物の血中濃度が腎排泄の遅延によって上昇
し、それに伴って5-FUの血中濃度も上昇すると考えら
れるため、高度腎機能障害（クレアチニンクリアランス
[Ccr] 30mL/min 未満）の場合は投与禁忌、中等度腎機
能障害（Ccr 30~50mL/min）の場合は75%用量で開始
することとされています。

 腎機能の指標の見方と注意点
腎臓からの薬物の排泄は、①糸球体からの濾過、②尿

細管からの分泌、③尿細管からの再吸収を経て行われ
ます（図2）。このうち、①の糸球体からの濾過量は、糸
球体濾過量（GFR）と呼ばれます。GFRは糸球体のみで
選択的に濾過されるイヌリンのクリアランス実測値に 
一致しますが、イヌリンクリアランスの測定は煩雑な
ため、一般にはクレアチニンクリアランス（Ccr）が腎機
能評価に汎用されています。しかし、クレアチニンは
イヌリンとは異なり、糸球体濾過だけでなく尿細管か
らも分泌されるため、尿細管からの分泌量を加えた分
だけCcrはGFRより大きくなることに注意が必要です。

CcrはCockcroft-Gault式を用いて算出されます（図
3-A）。Cockcroft-Gault式が作られ た1970年代には、
血清クレアチニン値の測定にはJaffé法が用いられてい
ました。Jaffé法では、非特異発色物質の影響により血
清クレアチニン値が真の値よりも高めに測定され、そ
の結果Ccrは実際よりも低く算出されていました。当
時はこの誤差により、本来はGFRより大きいはずの
CcrはGFRに近似していました。しかし、現在の日本
では血清クレアチニン値をより正確に測定できる酵素

法が普及しているため、先述のようにCcrがGFRより
大きく算出されるのです。

腎機能のもうひとつの指標に推算糸球体濾過量
（eGFR）があります。eGFRは推算式によりGFRを推算
したものです（図3-B）。推算式で求められるeGFRが、
体表面積を1.73m2に標準化した値である点に注意が必
要です。したがって、抗がん剤投与時の活用に際して
は、 その患者さんの体表面積に換算する、すなわち推
算 式 か ら 得 ら れ たeGFRに[患 者 さ ん の 体 表 面 積
/1.73m2]を掛けることが必要になります。

　CcrとeGFRの特徴
GFRと比較して、CcrとeGFRは実際にどの程度の

違いがあるのでしょうか。名古屋大学で行った研究に
よると、イヌリンクリアランスで正確に測定したGFR
に対し、Ccrは約12%高値でした。一方、eGFRの体表

面積補正を外して実測値に換算すると、GFRより約
5%高値となりましたが、Ccrより誤差が少ないことも
わかりました（表1）1。

また、Ccrは、高齢者において腎機能を過小評価しや
すいという特徴があります。図4は年齢または体重別
にCcrとeGFRの関係を示したグラフです。血清クレ
アチニン値は酵素法で測定しています。図4-Aを見ま
すと、体表面積補正を外したeGFR（青のライン）と比 
較して、Cockcroft-Gault式に基づくCcr（赤のライン）
は若年者の腎機能を高く、高齢者の腎機能を低く評価
していることがわかります。先ほど、酵素法で測定し
た血清クレアチニン値を用いてCcrを算出するとGFR
より大きくなるとお話ししましたが、高齢者の場合は
相殺されるか、あるいは場合によっては過小評価する
可能性があることを示唆しています。また、図4-Bを
見ますと、体表面積補正を外したeGFRと比較して、

50mL/min未満に該当することになり、75%に減量す
べきであるということになります。実際の対応として
は減量してもいいですし、添付文書通りに減量せず通
常量を投与してもどちらも正しいと言えます。

また、腎機能評価に体表面積補正（1.73m2あたり）が
行われていないCcrを用いる点については、カペシタ
ビンの投与量の決定において体重を二重に評価してい
ることになります。例えば小柄な高齢女性の場合、体
表面積を理由に通常の体格の人より投与量が少なく設 
定され、さらに軽い体重と女性を理由にCcrが低めに
計算されて、もう一段階減量される可能性があるわけ
です。添付文書や適正使用ガイドを順守するにしても、
こういった背景を熟知しておくことが重要です。

結局のところ、日常診療でカペシタビンの投与量を
決めるときはどうすればよいでしょうか。酵素法で測
定した血清クレアチニン値に+0.2を足してCcrを計算
すればよいのでしょうか。その答えは、+0.2で補正す
ることが望ましいものの、投与量の変更が必要になる 
という点では、補正するとCcr 50mL/min未満や30
mL/min未満になるような患者さんで問題になるので
あって、他の場合は特に気にしなくてよい、というこ
とになるでしょう。名古屋大学で行ったレトロスペク
ティブな調査（論文投稿中）によると、+0.2で補正する
とCcr 50 mL/min未満になる患者さん（見かけ上の腎
機能正常群）の場合、カペシタビンの減量を行わないと
治療中に減量や延期を要する割合が高く、また血小板
減少と貧血の頻度も高いという結果でした。したがっ
て、これら「見かけ上の腎機能正常群」を腎機能低下群
とみなして治療開始時から減量することは医学的に適
切であると言えます。

 高齢患者のカペシタビン治療
加齢に伴って、身体には薬物動態に関わる様々な変

化が生じます。特に腎排泄は加齢の影響を受けやすい
ため、高齢になると腎機能の低下により薬物が体内に
蓄積しやすくなります。高齢者ではカペシタビンによ
る消化器系の副作用が強く発現することが知られてお
り、恐らくこの理由は、加齢に伴う腎機能低下に関係
すると考えられますが、実際はどうなのでしょうか。

高齢者とカペシタビンの薬物動態について検討した
研究によると、高齢者では消化管での吸収率が低いこ
とが示されていますが、腎機能は薬物動態に影響を与

Ccrでは肥満者の腎機能を過大評価する可能性がある
ことがわかります。このように、一般に考えられてい
るほどCockcroft-Gault式は正確ではないと言えます。

 日常診療での対処法
それでは、日常診療では腎機能をどのように評価す

ればよいでしょうか。
2016年に発刊された『がん薬物療法時の腎障害診療

ガイドライン2016』のClinical Question1「抗がん薬投与
における用量調節のための腎機能評価にeGFRは推奨
さ れ る か?」に お い て、「Cockcroft-Gault式 に よるCcr

（mL/min）はJaffé法で測定された血清クレアチニン値
を用いて計算されたものである。わが国で一般的な、
酵素法で測定された血清クレアチニン値を用いる際に
は、実測クレアチニン値に0.2を加える」と記載されて
います。 すなわち日本では、正確な現在の方法（酵素
法）で測定された血清クレアチニン値に0.2を加える
ことでCockcroft-Gault式が使用可能とされているの
です。

さらにガイドラインでは、「体格に応じ、体表面積あ
たりで用量が定められている薬剤では、体表面積補正

（1.73m2あたり）を行ったCcrあるいはeGFR（mL/min/ 
1.73m2）を用いることが合理的である」とされています。
殺細胞性抗がん剤は体表面積あたり（/m2）の投与量が
設定されており、ほとんどがこれに該当することにな
ります。これは、薬物代謝や排泄にかかわる腎臓や肝
臓の大きさ（機能）が体格に比例するという前提がある
ためです。しかし、実際には多くの添付文書や適正使
用ガイドで、体表面積で補正していないCcrを用いて
います。

 カペシタビン投与における留意点 
カペシタビンは、体表面積に応じて投与量が決定さ

れます。一方、適正使用ガイドでは、古い時代の測定法
で測定された血清クレアチニン値を用いて算出され、
か つ 体 表 面 積 で 補 正 さ れ て い な いCcrに 基 づ き、
30mL/min未満で投与禁忌、50mL/min未満で75%に
減量とされています。

測定法の違いについては、現在の測定法で測定した
血清クレアチニン値をもとに算出したCcrは以前の
Ccrより高値になるため、例えばCcrが50mL/minギリ
ギ リ で あ る な ら、添 付 文 書 が 本 来 意 図 し て い る

える有意な因子ではありませんでした2。一方、高齢者
において薬物の吸収が低下する理由の1つに胃酸分泌 
低下に伴う薬物の分解と吸収の障害が挙げられること
から、カペシタビンにプロトンポンプ阻害薬を併用す
ると治療効果が減弱するのではないか、という仮説に
基づき実施された研究があります。その結果によると、
プロトンポンプ阻害薬の併用によるカペシタビンの薬
物動態に影響は認められず、それ以上に薬物の吸収に
関する個体差の方が大きいことが示されています3。
さらに、大腸癌の2つの臨床試験の統合解析によると、
高齢者で副作用が増強する原因として加齢そのものは
有意な因子ではなく、加齢に伴う腎機能低下が原因で 
あると考察しています4。しかし注意しなければならな
いのは、この研究における腎機能がCockcroft-Gault式
を用いて評価されたものであり、前述のように腎機能
を過小評価している可能性がある点です。いずれにし
ても、副作用の増強が腎機能低下による影響なのか、
それとも腎機能低下とは別の因子の影響なのかは明ら
かになっていません。

従来、高齢者を対象としたがん薬物療法の研究では、
高齢者と非高齢者を年齢のみで2つの集団に分け、そ
れらを比較する手法がとられてきました。しかし、年
齢だけでは薬効の差異を説明できないことがわかって
きました。そこで、現在では高齢者の多様性を前提と
した治療の最適化を重視するようになっています。日
本臨床腫瘍学会と日本癌治療学会は2019年に『高齢者
のがん薬物療法ガイドライン』を作成しました。その中
で、高齢者のがん薬物療法の新しい考え方として、高
齢者を多面的に評価する高齢者機能評価を推奨してい
ます。ぜひ日常診療の参考にしてみてください。

体内で数回の薬物代謝を受け活性体の5-FUに変換される
カルボキシルエステラーゼ（CE）
5’-deoxy-5-fluorocytidine（5’-DFCR）
シチジンデアミナーゼ（CD）
5’-deoxy-5-fluorouridine（5’-DFUR）
チミジンホスホリラーゼ（TP）

カペシタビン錠 300mg「サワイ」適正使用ポケットガイドより
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　・蓄尿による実測（24時間）
　・推算式（Cockcroft-Gault式）
● 糸球体濾過量（GFR）
　・イヌリンクリアランス実測（ゴールドスタンダード）
　・推算式（eGFR）
● CcrはGFRより尿細管分泌分だけ大きい
● 推算式の値は実測値ではない

提供：名古屋大学医学部附属病院 化学療法部 教授　安藤雄一先生

①糸球体濾過　
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②尿細管分泌
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　に再吸収
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 B eGFR 計算式A Cockcroft-Gault 式

クレアチニンクリアランス推定値＝
（140－年齢）× 体重（kg）

72 × 血清クレアチニン値（mg/dL）
（女性の場合は得られた値を 0.85 倍にする）

eGFR＝194 × 血清クレアチニン値 -1.094 × 年齢 -0.287
（女性の場合は得られた値を 0.739 倍にする）（mL/min/1.73m2）（mL/min）

Shimokata T, et al. Cancer Sci 2010; 101: 2601‒2605.

Method
Cockcroft-Gault 式による推算 Ccr
日本人推算式による eGFR（実測値に換算）

12.5±5.8
5.2±4.8

32.7
25.7

MPE±SE（％） RMSE（％）

MPE：mean prediction error, RMSE：root mean square error N＝28

平田純生ら . 日腎薬誌 .2016；5：3-18.
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図 1　カペシタビンの薬物代謝経路 図 2　腎機能の指標の見方

図 3　腎機能指標の計算式

表 1　日本人がん患者における腎機能測定法の比較

図 4　年齢・体重と Ccr および eGFR の関係

TPは腫瘍組織に高レベルに
存在する

CG式による推算Ccr（mL/min） eGFR（mL/min/1.73m2） eGFR（mL/min）
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高齢患者のカペシタビン治療について
名古屋大学医学部附属病院 化学療法部 教授 安藤雄一 先生



 カペシタビンと腎機能評価の重要性
乳癌、結腸・直腸癌、胃癌に使用される代表的なフッ

化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤カペシタビンは、経口投
与されて体内に吸収された後、数回の薬物代謝を受け
て活性体の5-FUに変換されます（図1）。5-FUができる
最終段階の薬物代謝にはチミジンホスホリラーゼ

（TP）等の薬物代謝酵素が関与しており、腫瘍細胞内に
高レベルのTPが存在することでカペシタビンの抗腫
瘍効果が高まるとされています。

適正使用の目安は、適切な全身状態（Performance 
Status）にある患者、主要臓器機能が十分保持されてい
る患者、感染症またはその疑いのない患者とされてい
ます。主要臓器機能として、骨髄機能や肝機能、腎機能
が挙げられますが、なかでも腎機能評価は用量調節に
関わり特に重要です。腎機能が低下すると、カペシタ
ビン代謝物の血中濃度が腎排泄の遅延によって上昇
し、それに伴って5-FUの血中濃度も上昇すると考えら
れるため、高度腎機能障害（クレアチニンクリアランス
[Ccr] 30mL/min 未満）の場合は投与禁忌、中等度腎機
能障害（Ccr 30~50mL/min）の場合は75%用量で開始
することとされています。

 腎機能の指標の見方と注意点
腎臓からの薬物の排泄は、①糸球体からの濾過、②尿

細管からの分泌、③尿細管からの再吸収を経て行われ
ます（図2）。このうち、①の糸球体からの濾過量は、糸
球体濾過量（GFR）と呼ばれます。GFRは糸球体のみで
選択的に濾過されるイヌリンのクリアランス実測値に 
一致しますが、イヌリンクリアランスの測定は煩雑な
ため、一般にはクレアチニンクリアランス（Ccr）が腎機
能評価に汎用されています。しかし、クレアチニンは
イヌリンとは異なり、糸球体濾過だけでなく尿細管か
らも分泌されるため、尿細管からの分泌量を加えた分
だけCcrはGFRより大きくなることに注意が必要です。

CcrはCockcroft-Gault式を用いて算出されます（図
3-A）。Cockcroft-Gault式が作られ た1970年代には、
血清クレアチニン値の測定にはJaffé法が用いられてい
ました。Jaffé法では、非特異発色物質の影響により血
清クレアチニン値が真の値よりも高めに測定され、そ
の結果Ccrは実際よりも低く算出されていました。当
時はこの誤差により、本来はGFRより大きいはずの
CcrはGFRに近似していました。しかし、現在の日本
では血清クレアチニン値をより正確に測定できる酵素

法が普及しているため、先述のようにCcrがGFRより
大きく算出されるのです。

腎機能のもうひとつの指標に推算糸球体濾過量
（eGFR）があります。eGFRは推算式によりGFRを推算
したものです（図3-B）。推算式で求められるeGFRが、
体表面積を1.73m2に標準化した値である点に注意が必
要です。したがって、抗がん剤投与時の活用に際して
は、 その患者さんの体表面積に換算する、すなわち推
算 式 か ら 得 ら れ たeGFRに[患 者 さ ん の 体 表 面 積
/1.73m2]を掛けることが必要になります。

　CcrとeGFRの特徴
GFRと比較して、CcrとeGFRは実際にどの程度の

違いがあるのでしょうか。名古屋大学で行った研究に
よると、イヌリンクリアランスで正確に測定したGFR
に対し、Ccrは約12%高値でした。一方、eGFRの体表

面積補正を外して実測値に換算すると、GFRより約
5%高値となりましたが、Ccrより誤差が少ないことも
わかりました（表1）1。

また、Ccrは、高齢者において腎機能を過小評価しや
すいという特徴があります。図4は年齢または体重別
にCcrとeGFRの関係を示したグラフです。血清クレ
アチニン値は酵素法で測定しています。図4-Aを見ま
すと、体表面積補正を外したeGFR（青のライン）と比 
較して、Cockcroft-Gault式に基づくCcr（赤のライン）
は若年者の腎機能を高く、高齢者の腎機能を低く評価
していることがわかります。先ほど、酵素法で測定し
た血清クレアチニン値を用いてCcrを算出するとGFR
より大きくなるとお話ししましたが、高齢者の場合は
相殺されるか、あるいは場合によっては過小評価する
可能性があることを示唆しています。また、図4-Bを
見ますと、体表面積補正を外したeGFRと比較して、

50mL/min未満に該当することになり、75%に減量す
べきであるということになります。実際の対応として
は減量してもいいですし、添付文書通りに減量せず通
常量を投与してもどちらも正しいと言えます。

また、腎機能評価に体表面積補正（1.73m2あたり）が
行われていないCcrを用いる点については、カペシタ
ビンの投与量の決定において体重を二重に評価してい
ることになります。例えば小柄な高齢女性の場合、体
表面積を理由に通常の体格の人より投与量が少なく設 
定され、さらに軽い体重と女性を理由にCcrが低めに
計算されて、もう一段階減量される可能性があるわけ
です。添付文書や適正使用ガイドを順守するにしても、
こういった背景を熟知しておくことが重要です。

結局のところ、日常診療でカペシタビンの投与量を
決めるときはどうすればよいでしょうか。酵素法で測
定した血清クレアチニン値に+0.2を足してCcrを計算
すればよいのでしょうか。その答えは、+0.2で補正す
ることが望ましいものの、投与量の変更が必要になる 
という点では、補正するとCcr 50mL/min未満や30
mL/min未満になるような患者さんで問題になるので
あって、他の場合は特に気にしなくてよい、というこ
とになるでしょう。名古屋大学で行ったレトロスペク
ティブな調査（論文投稿中）によると、+0.2で補正する
とCcr 50 mL/min未満になる患者さん（見かけ上の腎
機能正常群）の場合、カペシタビンの減量を行わないと
治療中に減量や延期を要する割合が高く、また血小板
減少と貧血の頻度も高いという結果でした。したがっ
て、これら「見かけ上の腎機能正常群」を腎機能低下群
とみなして治療開始時から減量することは医学的に適
切であると言えます。

 高齢患者のカペシタビン治療
加齢に伴って、身体には薬物動態に関わる様々な変

化が生じます。特に腎排泄は加齢の影響を受けやすい
ため、高齢になると腎機能の低下により薬物が体内に
蓄積しやすくなります。高齢者ではカペシタビンによ
る消化器系の副作用が強く発現することが知られてお
り、恐らくこの理由は、加齢に伴う腎機能低下に関係
すると考えられますが、実際はどうなのでしょうか。

高齢者とカペシタビンの薬物動態について検討した
研究によると、高齢者では消化管での吸収率が低いこ
とが示されていますが、腎機能は薬物動態に影響を与

Ccrでは肥満者の腎機能を過大評価する可能性がある
ことがわかります。このように、一般に考えられてい
るほどCockcroft-Gault式は正確ではないと言えます。

 日常診療での対処法
それでは、日常診療では腎機能をどのように評価す

ればよいでしょうか。
2016年に発刊された『がん薬物療法時の腎障害診療

ガイドライン2016』のClinical Question1「抗がん薬投与
における用量調節のための腎機能評価にeGFRは推奨
さ れ る か?」に お い て、「Cockcroft-Gault式 に よるCcr

（mL/min）はJaffé法で測定された血清クレアチニン値
を用いて計算されたものである。わが国で一般的な、
酵素法で測定された血清クレアチニン値を用いる際に
は、実測クレアチニン値に0.2を加える」と記載されて
います。 すなわち日本では、正確な現在の方法（酵素
法）で測定された血清クレアチニン値に0.2を加える
ことでCockcroft-Gault式が使用可能とされているの
です。

さらにガイドラインでは、「体格に応じ、体表面積あ
たりで用量が定められている薬剤では、体表面積補正

（1.73m2あたり）を行ったCcrあるいはeGFR（mL/min/ 
1.73m2）を用いることが合理的である」とされています。
殺細胞性抗がん剤は体表面積あたり（/m2）の投与量が
設定されており、ほとんどがこれに該当することにな
ります。これは、薬物代謝や排泄にかかわる腎臓や肝
臓の大きさ（機能）が体格に比例するという前提がある
ためです。しかし、実際には多くの添付文書や適正使
用ガイドで、体表面積で補正していないCcrを用いて
います。

 カペシタビン投与における留意点 
カペシタビンは、体表面積に応じて投与量が決定さ

れます。一方、適正使用ガイドでは、古い時代の測定法
で測定された血清クレアチニン値を用いて算出され、
か つ 体 表 面 積 で 補 正 さ れ て い な いCcrに 基 づ き、
30mL/min未満で投与禁忌、50mL/min未満で75%に
減量とされています。

測定法の違いについては、現在の測定法で測定した
血清クレアチニン値をもとに算出したCcrは以前の
Ccrより高値になるため、例えばCcrが50mL/minギリ
ギ リ で あ る な ら、添 付 文 書 が 本 来 意 図 し て い る

える有意な因子ではありませんでした2。一方、高齢者
において薬物の吸収が低下する理由の1つに胃酸分泌 
低下に伴う薬物の分解と吸収の障害が挙げられること
から、カペシタビンにプロトンポンプ阻害薬を併用す
ると治療効果が減弱するのではないか、という仮説に
基づき実施された研究があります。その結果によると、
プロトンポンプ阻害薬の併用によるカペシタビンの薬
物動態に影響は認められず、それ以上に薬物の吸収に
関する個体差の方が大きいことが示されています3。
さらに、大腸癌の2つの臨床試験の統合解析によると、
高齢者で副作用が増強する原因として加齢そのものは
有意な因子ではなく、加齢に伴う腎機能低下が原因で 
あると考察しています4。しかし注意しなければならな
いのは、この研究における腎機能がCockcroft-Gault式
を用いて評価されたものであり、前述のように腎機能
を過小評価している可能性がある点です。いずれにし
ても、副作用の増強が腎機能低下による影響なのか、
それとも腎機能低下とは別の因子の影響なのかは明ら
かになっていません。

従来、高齢者を対象としたがん薬物療法の研究では、
高齢者と非高齢者を年齢のみで2つの集団に分け、そ
れらを比較する手法がとられてきました。しかし、年
齢だけでは薬効の差異を説明できないことがわかって
きました。そこで、現在では高齢者の多様性を前提と
した治療の最適化を重視するようになっています。日
本臨床腫瘍学会と日本癌治療学会は2019年に『高齢者
のがん薬物療法ガイドライン』を作成しました。その中
で、高齢者のがん薬物療法の新しい考え方として、高
齢者を多面的に評価する高齢者機能評価を推奨してい
ます。ぜひ日常診療の参考にしてみてください。

カペシタビン錠 300mg「サワイ」適正使用ポケットガイドより

『カペシタビン錠300mg「サワイ」適正使用ポケットガイド』に掲載されている計算表（P61～64）を用いると、推定
Ccr値が簡単に得られます。上は男性用、下は女性用で、表右上のCockcroft-Gault式に基づいた数値が得られます。
例えば、70歳で体重50kg、血清クレアチニン値0.9の場合、表中の年齢70歳、体重50kgがクロスした箇所の数
値48.6を、血清クレアチニン値0.9で割り、54.0というCcr推定値が得られます。女性の場合はCockcroft-Gault
式に「×0.85」が追加されています。70歳で体重45kg、血清クレアチニン値0.9の場合、数値37.2を0.9で割り、
41.3というCcr推定値が得られます。

Ccr 計算表を用いた Ccr 推定値算出法

30.0
32.5
35.0
37.5
40.0
42.5
45.0
47.5
50.0
52.5
55.0
57.5
60.0
62.5

42.5
46.0
49.6
53.1
56.7
60.2
63.8
67.3
70.8
74.4
77.9
81.5
85.0
88.5

40.7
44.1
47.5
50.9
54.3
57.7
61.1
64.5
67.9
71.3
74.7
78.1
81.5
84.9

39.0
42.2
45.5
48.7
51.9
55.2
58.4
61.7
64.9
68.2
71.4
74.7
77.9
81.2

37.2
40.3
43.4
46.5
49.6
52.7
55.8
58.9
62.0
65.1
68.2
71.3
74.4
77.5

35.4
38.4
41.3
44.3
47.2
50.2
53.1
56.1
59.0
62.0
64.9
67.9
70.8
73.8

33.6
36.4
39.3
42.1
44.9
47.7
50.5
53.3
56.1
58.9
61.7
64.5
67.3
70.1

31.9
34.5
37.2
39.8
42.5
45.2
47.8
50.5
53.1
55.8
58.4
61.1
63.8
66.4

30.1
32.6
35.1
37.6
40.1
42.6
45.2
47.7
50.2
52.7
55.2
57.7
60.2
62.7

28.3
30.7
33.1
35.4
37.8
40.1
42.5
44.9
47.2
49.6
51.9
54.3
56.7
59.0

26.6
28.8
31.0
33.2
35.4
37.6
39.8
42.1
44.3
46.5
48.7
50.9
53.1
55.3

24.8
26.9
28.9
31.0
33.1
35.1
37.2
39.3
41.3
43.4
45.5
47.5
49.6
51.6

23.0
24.9
26.9
28.8
30.7
32.6
34.5
36.4
38.4
40.3
42.2
44.1
46.0
48.0

21.3
23.0
24.8
26.6
28.3
30.1
31.9
33.6
35.4
37.2
39.0
40.7
42.5
44.3

19.5
21.1
22.7
24.3
26.0
27.6
29.2
30.8
32.5
34.1
35.7
37.3
39.0
40.6

17.7
19.2
20.7
22.1
23.6
25.1
26.6
28.0
29.5
31.0
32.5
33.9
35.4
36.9

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90年齢
体重

クレアチニンクリアランス推定値（女性）（Cockcroft-Gault式）

例）女性、70歳、体重：45kg、血清クレアチニン値：0.9mg/dL
　　Ccr推定値→37.2/0.9＝41.3mL/min

女性Ccr推定値（mL/min）＝ ×0.85
（140－年齢）×体重（kg）

72×血清クレアチニン値（mg/dL）
※血清クレアチニン値の測定法に注意すること。

30.0
32.5
35.0
37.5
40.0
42.5
45.0
47.5
50.0
52.5
55.0
57.5
60.0
62.5

50.0
54.2
58.3
62.5
66.7
70.8
75.0
79.2
83.3
87.5
91.7
95.8
100.0
104.2

47.9
51.9
55.9
59.9
63.9
67.9
71.9
75.9
79.9
83.9
87.8
91.8
95.8
99.8

45.8
49.7
53.5
57.3
61.1
64.9
68.8
72.6
76.4
80.2
84.0
87.8
91.7
95.5

43.8
47.4
51.0
54.7
58.3
62.0
65.6
69.3
72.9
76.6
80.2
83.9
87.5
91.1

41.7
45.1
48.6
52.1
55.6
59.0
62.5
66.0
69.4
72.9
76.4
79.9
83.3
86.8

39.6
42.9
46.2
49.5
52.8
56.1
59.4
62.7
66.0
69.3
72.6
75.9
79.2
82.5

37.5
40.6
43.8
46.9
50.0
53.1
56.3
59.4
62.5
65.6
68.8
71.9
75.0
78.1

35.4
38.4
41.3
44.3
47.2
50.2
53.1
56.1
59.0
62.0
64.9
67.9
70.8
73.8

33.3
36.1
38.9
41.7
44.4
47.2
50.0
52.8
55.6
58.3
61.1
63.9
66.7
69.4

31.3
33.9
36.5
39.1
41.7
44.3
46.9
49.5
52.1
54.7
57.3
59.9
62.5
65.1

29.2
31.6
34.0
36.5
38.9
41.3
43.8
46.2
48.6
51.0
53.5
55.9
58.3
60.8

27.1
29.3
31.6
33.9
36.1
38.4
40.6
42.9
45.1
47.4
49.7
51.9
54.2
56.4

25.0
27.1
29.2
31.3
33.3
35.4
37.5
39.6
41.7
43.8
45.8
47.9
50.0
52.1

22.9
24.8
26.7
28.6
30.6
32.5
34.4
36.3
38.2
40.1
42.0
43.9
45.8
47.7

20.8
22.6
24.3
26.0
27.8
29.5
31.3
33.0
34.7
36.5
38.2
39.9
41.7
43.4

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90年齢
体重

体重、年齢が交わる部分の数値を、血清クレアチニン値（mg/dL）で割ってください。なお、クレアチニンクリアランス推定値には
血清クレアチニン値測定法によるバイアスが知られているため、推定値を用いる際の注意点については、「がん薬物療法時の腎障
害診療ガイドライン2016」を参照してください。

例）男性、70歳、体重：50kg、血清クレアチニン値：0.9mg/dL
　　Ccr推定値→48.6/0.9＝54.0mL/min

男性Ccr推定値（mL/min）＝
（140－年齢）×体重（kg）

72×血清クレアチニン値（mg/dL）

※血清クレアチニン値の測定法に注意すること。

クレアチニンクリアランス推定値

クレアチニンクリアランス推定値（男性）（Cockcroft-Gault式）

43



 カペシタビンと腎機能評価の重要性
乳癌、結腸・直腸癌、胃癌に使用される代表的なフッ

化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤カペシタビンは、経口投
与されて体内に吸収された後、数回の薬物代謝を受け
て活性体の5-FUに変換されます（図1）。5-FUができる
最終段階の薬物代謝にはチミジンホスホリラーゼ

（TP）等の薬物代謝酵素が関与しており、腫瘍細胞内に
高レベルのTPが存在することでカペシタビンの抗腫
瘍効果が高まるとされています。

適正使用の目安は、適切な全身状態（Performance 
Status）にある患者、主要臓器機能が十分保持されてい
る患者、感染症またはその疑いのない患者とされてい
ます。主要臓器機能として、骨髄機能や肝機能、腎機能
が挙げられますが、なかでも腎機能評価は用量調節に
関わり特に重要です。腎機能が低下すると、カペシタ
ビン代謝物の血中濃度が腎排泄の遅延によって上昇
し、それに伴って5-FUの血中濃度も上昇すると考えら
れるため、高度腎機能障害（クレアチニンクリアランス
[Ccr] 30mL/min 未満）の場合は投与禁忌、中等度腎機
能障害（Ccr 30~50mL/min）の場合は75%用量で開始
することとされています。

 腎機能の指標の見方と注意点
腎臓からの薬物の排泄は、①糸球体からの濾過、②尿

細管からの分泌、③尿細管からの再吸収を経て行われ
ます（図2）。このうち、①の糸球体からの濾過量は、糸
球体濾過量（GFR）と呼ばれます。GFRは糸球体のみで
選択的に濾過されるイヌリンのクリアランス実測値に 
一致しますが、イヌリンクリアランスの測定は煩雑な
ため、一般にはクレアチニンクリアランス（Ccr）が腎機
能評価に汎用されています。しかし、クレアチニンは
イヌリンとは異なり、糸球体濾過だけでなく尿細管か
らも分泌されるため、尿細管からの分泌量を加えた分
だけCcrはGFRより大きくなることに注意が必要です。

CcrはCockcroft-Gault式を用いて算出されます（図
3-A）。Cockcroft-Gault式が作られ た1970年代には、
血清クレアチニン値の測定にはJaffé法が用いられてい
ました。Jaffé法では、非特異発色物質の影響により血
清クレアチニン値が真の値よりも高めに測定され、そ
の結果Ccrは実際よりも低く算出されていました。当
時はこの誤差により、本来はGFRより大きいはずの
CcrはGFRに近似していました。しかし、現在の日本
では血清クレアチニン値をより正確に測定できる酵素

法が普及しているため、先述のようにCcrがGFRより
大きく算出されるのです。

腎機能のもうひとつの指標に推算糸球体濾過量
（eGFR）があります。eGFRは推算式によりGFRを推算
したものです（図3-B）。推算式で求められるeGFRが、
体表面積を1.73m2に標準化した値である点に注意が必
要です。したがって、抗がん剤投与時の活用に際して
は、 その患者さんの体表面積に換算する、すなわち推
算 式 か ら 得 ら れ たeGFRに[患 者 さ ん の 体 表 面 積
/1.73m2]を掛けることが必要になります。

　CcrとeGFRの特徴
GFRと比較して、CcrとeGFRは実際にどの程度の

違いがあるのでしょうか。名古屋大学で行った研究に
よると、イヌリンクリアランスで正確に測定したGFR
に対し、Ccrは約12%高値でした。一方、eGFRの体表

面積補正を外して実測値に換算すると、GFRより約
5%高値となりましたが、Ccrより誤差が少ないことも
わかりました（表1）1。

また、Ccrは、高齢者において腎機能を過小評価しや
すいという特徴があります。図4は年齢または体重別
にCcrとeGFRの関係を示したグラフです。血清クレ
アチニン値は酵素法で測定しています。図4-Aを見ま
すと、体表面積補正を外したeGFR（青のライン）と比 
較して、Cockcroft-Gault式に基づくCcr（赤のライン）
は若年者の腎機能を高く、高齢者の腎機能を低く評価
していることがわかります。先ほど、酵素法で測定し
た血清クレアチニン値を用いてCcrを算出するとGFR
より大きくなるとお話ししましたが、高齢者の場合は
相殺されるか、あるいは場合によっては過小評価する
可能性があることを示唆しています。また、図4-Bを
見ますと、体表面積補正を外したeGFRと比較して、

50mL/min未満に該当することになり、75%に減量す
べきであるということになります。実際の対応として
は減量してもいいですし、添付文書通りに減量せず通
常量を投与してもどちらも正しいと言えます。

また、腎機能評価に体表面積補正（1.73m2あたり）が
行われていないCcrを用いる点については、カペシタ
ビンの投与量の決定において体重を二重に評価してい
ることになります。例えば小柄な高齢女性の場合、体
表面積を理由に通常の体格の人より投与量が少なく設 
定され、さらに軽い体重と女性を理由にCcrが低めに
計算されて、もう一段階減量される可能性があるわけ
です。添付文書や適正使用ガイドを順守するにしても、
こういった背景を熟知しておくことが重要です。

結局のところ、日常診療でカペシタビンの投与量を
決めるときはどうすればよいでしょうか。酵素法で測
定した血清クレアチニン値に+0.2を足してCcrを計算
すればよいのでしょうか。その答えは、+0.2で補正す
ることが望ましいものの、投与量の変更が必要になる 
という点では、補正するとCcr 50mL/min未満や30
mL/min未満になるような患者さんで問題になるので
あって、他の場合は特に気にしなくてよい、というこ
とになるでしょう。名古屋大学で行ったレトロスペク
ティブな調査（論文投稿中）によると、+0.2で補正する
とCcr 50 mL/min未満になる患者さん（見かけ上の腎
機能正常群）の場合、カペシタビンの減量を行わないと
治療中に減量や延期を要する割合が高く、また血小板
減少と貧血の頻度も高いという結果でした。したがっ
て、これら「見かけ上の腎機能正常群」を腎機能低下群
とみなして治療開始時から減量することは医学的に適
切であると言えます。

 高齢患者のカペシタビン治療
加齢に伴って、身体には薬物動態に関わる様々な変

化が生じます。特に腎排泄は加齢の影響を受けやすい
ため、高齢になると腎機能の低下により薬物が体内に
蓄積しやすくなります。高齢者ではカペシタビンによ
る消化器系の副作用が強く発現することが知られてお
り、恐らくこの理由は、加齢に伴う腎機能低下に関係
すると考えられますが、実際はどうなのでしょうか。

高齢者とカペシタビンの薬物動態について検討した
研究によると、高齢者では消化管での吸収率が低いこ
とが示されていますが、腎機能は薬物動態に影響を与

Ccrでは肥満者の腎機能を過大評価する可能性がある
ことがわかります。このように、一般に考えられてい
るほどCockcroft-Gault式は正確ではないと言えます。

 日常診療での対処法
それでは、日常診療では腎機能をどのように評価す

ればよいでしょうか。
2016年に発刊された『がん薬物療法時の腎障害診療

ガイドライン2016』のClinical Question1「抗がん薬投与
における用量調節のための腎機能評価にeGFRは推奨
さ れ る か?」に お い て、「Cockcroft-Gault式 に よるCcr

（mL/min）はJaffé法で測定された血清クレアチニン値
を用いて計算されたものである。わが国で一般的な、
酵素法で測定された血清クレアチニン値を用いる際に
は、実測クレアチニン値に0.2を加える」と記載されて
います。 すなわち日本では、正確な現在の方法（酵素
法）で測定された血清クレアチニン値に0.2を加える
ことでCockcroft-Gault式が使用可能とされているの
です。

さらにガイドラインでは、「体格に応じ、体表面積あ
たりで用量が定められている薬剤では、体表面積補正

（1.73m2あたり）を行ったCcrあるいはeGFR（mL/min/ 
1.73m2）を用いることが合理的である」とされています。
殺細胞性抗がん剤は体表面積あたり（/m2）の投与量が
設定されており、ほとんどがこれに該当することにな
ります。これは、薬物代謝や排泄にかかわる腎臓や肝
臓の大きさ（機能）が体格に比例するという前提がある
ためです。しかし、実際には多くの添付文書や適正使
用ガイドで、体表面積で補正していないCcrを用いて
います。

 カペシタビン投与における留意点 
カペシタビンは、体表面積に応じて投与量が決定さ

れます。一方、適正使用ガイドでは、古い時代の測定法
で測定された血清クレアチニン値を用いて算出され、
か つ 体 表 面 積 で 補 正 さ れ て い な いCcrに 基 づ き、
30mL/min未満で投与禁忌、50mL/min未満で75%に
減量とされています。

測定法の違いについては、現在の測定法で測定した
血清クレアチニン値をもとに算出したCcrは以前の
Ccrより高値になるため、例えばCcrが50mL/minギリ
ギ リ で あ る な ら、添 付 文 書 が 本 来 意 図 し て い る

える有意な因子ではありませんでした2。一方、高齢者
において薬物の吸収が低下する理由の1つに胃酸分泌 
低下に伴う薬物の分解と吸収の障害が挙げられること
から、カペシタビンにプロトンポンプ阻害薬を併用す
ると治療効果が減弱するのではないか、という仮説に
基づき実施された研究があります。その結果によると、
プロトンポンプ阻害薬の併用によるカペシタビンの薬
物動態に影響は認められず、それ以上に薬物の吸収に
関する個体差の方が大きいことが示されています3。
さらに、大腸癌の2つの臨床試験の統合解析によると、
高齢者で副作用が増強する原因として加齢そのものは
有意な因子ではなく、加齢に伴う腎機能低下が原因で 
あると考察しています4。しかし注意しなければならな
いのは、この研究における腎機能がCockcroft-Gault式
を用いて評価されたものであり、前述のように腎機能
を過小評価している可能性がある点です。いずれにし
ても、副作用の増強が腎機能低下による影響なのか、
それとも腎機能低下とは別の因子の影響なのかは明ら
かになっていません。

従来、高齢者を対象としたがん薬物療法の研究では、
高齢者と非高齢者を年齢のみで2つの集団に分け、そ
れらを比較する手法がとられてきました。しかし、年
齢だけでは薬効の差異を説明できないことがわかって
きました。そこで、現在では高齢者の多様性を前提と
した治療の最適化を重視するようになっています。日
本臨床腫瘍学会と日本癌治療学会は2019年に『高齢者
のがん薬物療法ガイドライン』を作成しました。その中
で、高齢者のがん薬物療法の新しい考え方として、高
齢者を多面的に評価する高齢者機能評価を推奨してい
ます。ぜひ日常診療の参考にしてみてください。

カペシタビン錠 300mg「サワイ」適正使用ポケットガイドより

『カペシタビン錠300mg「サワイ」適正使用ポケットガイド』に掲載されている計算表（P61～64）を用いると、推定
Ccr値が簡単に得られます。上は男性用、下は女性用で、表右上のCockcroft-Gault式に基づいた数値が得られます。
例えば、70歳で体重50kg、血清クレアチニン値0.9の場合、表中の年齢70歳、体重50kgがクロスした箇所の数
値48.6を、血清クレアチニン値0.9で割り、54.0というCcr推定値が得られます。女性の場合はCockcroft-Gault
式に「×0.85」が追加されています。70歳で体重45kg、血清クレアチニン値0.9の場合、数値37.2を0.9で割り、
41.3というCcr推定値が得られます。

Ccr 計算表を用いた Ccr 推定値算出法
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クレアチニンクリアランス推定値（女性）（Cockcroft-Gault式）

例）女性、70歳、体重：45kg、血清クレアチニン値：0.9mg/dL
　　Ccr推定値→37.2/0.9＝41.3mL/min

女性Ccr推定値（mL/min）＝ ×0.85
（140－年齢）×体重（kg）

72×血清クレアチニン値（mg/dL）
※血清クレアチニン値の測定法に注意すること。
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体重、年齢が交わる部分の数値を、血清クレアチニン値（mg/dL）で割ってください。なお、クレアチニンクリアランス推定値には
血清クレアチニン値測定法によるバイアスが知られているため、推定値を用いる際の注意点については、「がん薬物療法時の腎障
害診療ガイドライン2016」を参照してください。

例）男性、70歳、体重：50kg、血清クレアチニン値：0.9mg/dL
　　Ccr推定値→48.6/0.9＝54.0mL/min

男性Ccr推定値（mL/min）＝
（140－年齢）×体重（kg）

72×血清クレアチニン値（mg/dL）

※血清クレアチニン値の測定法に注意すること。

クレアチニンクリアランス推定値

クレアチニンクリアランス推定値（男性）（Cockcroft-Gault式）
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 カペシタビンと腎機能評価の重要性
乳癌、結腸・直腸癌、胃癌に使用される代表的なフッ

化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤カペシタビンは、経口投
与されて体内に吸収された後、数回の薬物代謝を受け
て活性体の5-FUに変換されます（図1）。5-FUができる
最終段階の薬物代謝にはチミジンホスホリラーゼ

（TP）等の薬物代謝酵素が関与しており、腫瘍細胞内に
高レベルのTPが存在することでカペシタビンの抗腫
瘍効果が高まるとされています。

適正使用の目安は、適切な全身状態（Performance 
Status）にある患者、主要臓器機能が十分保持されてい
る患者、感染症またはその疑いのない患者とされてい
ます。主要臓器機能として、骨髄機能や肝機能、腎機能
が挙げられますが、なかでも腎機能評価は用量調節に
関わり特に重要です。腎機能が低下すると、カペシタ
ビン代謝物の血中濃度が腎排泄の遅延によって上昇
し、それに伴って5-FUの血中濃度も上昇すると考えら
れるため、高度腎機能障害（クレアチニンクリアランス
[Ccr] 30mL/min 未満）の場合は投与禁忌、中等度腎機
能障害（Ccr 30~50mL/min）の場合は75%用量で開始
することとされています。

 腎機能の指標の見方と注意点
腎臓からの薬物の排泄は、①糸球体からの濾過、②尿

細管からの分泌、③尿細管からの再吸収を経て行われ
ます（図2）。このうち、①の糸球体からの濾過量は、糸
球体濾過量（GFR）と呼ばれます。GFRは糸球体のみで
選択的に濾過されるイヌリンのクリアランス実測値に 
一致しますが、イヌリンクリアランスの測定は煩雑な
ため、一般にはクレアチニンクリアランス（Ccr）が腎機
能評価に汎用されています。しかし、クレアチニンは
イヌリンとは異なり、糸球体濾過だけでなく尿細管か
らも分泌されるため、尿細管からの分泌量を加えた分
だけCcrはGFRより大きくなることに注意が必要です。

CcrはCockcroft-Gault式を用いて算出されます（図
3-A）。Cockcroft-Gault式が作られ た1970年代には、
血清クレアチニン値の測定にはJaffé法が用いられてい
ました。Jaffé法では、非特異発色物質の影響により血
清クレアチニン値が真の値よりも高めに測定され、そ
の結果Ccrは実際よりも低く算出されていました。当
時はこの誤差により、本来はGFRより大きいはずの
CcrはGFRに近似していました。しかし、現在の日本
では血清クレアチニン値をより正確に測定できる酵素

法が普及しているため、先述のようにCcrがGFRより
大きく算出されるのです。

腎機能のもうひとつの指標に推算糸球体濾過量
（eGFR）があります。eGFRは推算式によりGFRを推算
したものです（図3-B）。推算式で求められるeGFRが、
体表面積を1.73m2に標準化した値である点に注意が必
要です。したがって、抗がん剤投与時の活用に際して
は、 その患者さんの体表面積に換算する、すなわち推
算 式 か ら 得 ら れ たeGFRに[患 者 さ ん の 体 表 面 積
/1.73m2]を掛けることが必要になります。

　CcrとeGFRの特徴
GFRと比較して、CcrとeGFRは実際にどの程度の

違いがあるのでしょうか。名古屋大学で行った研究に
よると、イヌリンクリアランスで正確に測定したGFR
に対し、Ccrは約12%高値でした。一方、eGFRの体表

面積補正を外して実測値に換算すると、GFRより約
5%高値となりましたが、Ccrより誤差が少ないことも
わかりました（表1）1。

また、Ccrは、高齢者において腎機能を過小評価しや
すいという特徴があります。図4は年齢または体重別
にCcrとeGFRの関係を示したグラフです。血清クレ
アチニン値は酵素法で測定しています。図4-Aを見ま
すと、体表面積補正を外したeGFR（青のライン）と比 
較して、Cockcroft-Gault式に基づくCcr（赤のライン）
は若年者の腎機能を高く、高齢者の腎機能を低く評価
していることがわかります。先ほど、酵素法で測定し
た血清クレアチニン値を用いてCcrを算出するとGFR
より大きくなるとお話ししましたが、高齢者の場合は
相殺されるか、あるいは場合によっては過小評価する
可能性があることを示唆しています。また、図4-Bを
見ますと、体表面積補正を外したeGFRと比較して、

50mL/min未満に該当することになり、75%に減量す
べきであるということになります。実際の対応として
は減量してもいいですし、添付文書通りに減量せず通
常量を投与してもどちらも正しいと言えます。

また、腎機能評価に体表面積補正（1.73m2あたり）が
行われていないCcrを用いる点については、カペシタ
ビンの投与量の決定において体重を二重に評価してい
ることになります。例えば小柄な高齢女性の場合、体
表面積を理由に通常の体格の人より投与量が少なく設 
定され、さらに軽い体重と女性を理由にCcrが低めに
計算されて、もう一段階減量される可能性があるわけ
です。添付文書や適正使用ガイドを順守するにしても、
こういった背景を熟知しておくことが重要です。

結局のところ、日常診療でカペシタビンの投与量を
決めるときはどうすればよいでしょうか。酵素法で測
定した血清クレアチニン値に+0.2を足してCcrを計算
すればよいのでしょうか。その答えは、+0.2で補正す
ることが望ましいものの、投与量の変更が必要になる 
という点では、補正するとCcr 50mL/min未満や30
mL/min未満になるような患者さんで問題になるので
あって、他の場合は特に気にしなくてよい、というこ
とになるでしょう。名古屋大学で行ったレトロスペク
ティブな調査（論文投稿中）によると、+0.2で補正する
とCcr 50 mL/min未満になる患者さん（見かけ上の腎
機能正常群）の場合、カペシタビンの減量を行わないと
治療中に減量や延期を要する割合が高く、また血小板
減少と貧血の頻度も高いという結果でした。したがっ
て、これら「見かけ上の腎機能正常群」を腎機能低下群
とみなして治療開始時から減量することは医学的に適
切であると言えます。

 高齢患者のカペシタビン治療
加齢に伴って、身体には薬物動態に関わる様々な変

化が生じます。特に腎排泄は加齢の影響を受けやすい
ため、高齢になると腎機能の低下により薬物が体内に
蓄積しやすくなります。高齢者ではカペシタビンによ
る消化器系の副作用が強く発現することが知られてお
り、恐らくこの理由は、加齢に伴う腎機能低下に関係
すると考えられますが、実際はどうなのでしょうか。

高齢者とカペシタビンの薬物動態について検討した
研究によると、高齢者では消化管での吸収率が低いこ
とが示されていますが、腎機能は薬物動態に影響を与

Ccrでは肥満者の腎機能を過大評価する可能性がある
ことがわかります。このように、一般に考えられてい
るほどCockcroft-Gault式は正確ではないと言えます。

 日常診療での対処法
それでは、日常診療では腎機能をどのように評価す

ればよいでしょうか。
2016年に発刊された『がん薬物療法時の腎障害診療

ガイドライン2016』のClinical Question1「抗がん薬投与
における用量調節のための腎機能評価にeGFRは推奨
さ れ る か?」に お い て、「Cockcroft-Gault式 に よるCcr

（mL/min）はJaffé法で測定された血清クレアチニン値
を用いて計算されたものである。わが国で一般的な、
酵素法で測定された血清クレアチニン値を用いる際に
は、実測クレアチニン値に0.2を加える」と記載されて
います。 すなわち日本では、正確な現在の方法（酵素
法）で測定された血清クレアチニン値に0.2を加える
ことでCockcroft-Gault式が使用可能とされているの
です。

さらにガイドラインでは、「体格に応じ、体表面積あ
たりで用量が定められている薬剤では、体表面積補正

（1.73m2あたり）を行ったCcrあるいはeGFR（mL/min/ 
1.73m2）を用いることが合理的である」とされています。
殺細胞性抗がん剤は体表面積あたり（/m2）の投与量が
設定されており、ほとんどがこれに該当することにな
ります。これは、薬物代謝や排泄にかかわる腎臓や肝
臓の大きさ（機能）が体格に比例するという前提がある
ためです。しかし、実際には多くの添付文書や適正使
用ガイドで、体表面積で補正していないCcrを用いて
います。

 カペシタビン投与における留意点 
カペシタビンは、体表面積に応じて投与量が決定さ

れます。一方、適正使用ガイドでは、古い時代の測定法
で測定された血清クレアチニン値を用いて算出され、
か つ 体 表 面 積 で 補 正 さ れ て い な いCcrに 基 づ き、
30mL/min未満で投与禁忌、50mL/min未満で75%に
減量とされています。

測定法の違いについては、現在の測定法で測定した
血清クレアチニン値をもとに算出したCcrは以前の
Ccrより高値になるため、例えばCcrが50mL/minギリ
ギ リ で あ る な ら、添 付 文 書 が 本 来 意 図 し て い る

える有意な因子ではありませんでした2。一方、高齢者
において薬物の吸収が低下する理由の1つに胃酸分泌 
低下に伴う薬物の分解と吸収の障害が挙げられること
から、カペシタビンにプロトンポンプ阻害薬を併用す
ると治療効果が減弱するのではないか、という仮説に
基づき実施された研究があります。その結果によると、
プロトンポンプ阻害薬の併用によるカペシタビンの薬
物動態に影響は認められず、それ以上に薬物の吸収に
関する個体差の方が大きいことが示されています3。
さらに、大腸癌の2つの臨床試験の統合解析によると、
高齢者で副作用が増強する原因として加齢そのものは
有意な因子ではなく、加齢に伴う腎機能低下が原因で 
あると考察しています4。しかし注意しなければならな
いのは、この研究における腎機能がCockcroft-Gault式
を用いて評価されたものであり、前述のように腎機能
を過小評価している可能性がある点です。いずれにし
ても、副作用の増強が腎機能低下による影響なのか、
それとも腎機能低下とは別の因子の影響なのかは明ら
かになっていません。

従来、高齢者を対象としたがん薬物療法の研究では、
高齢者と非高齢者を年齢のみで2つの集団に分け、そ
れらを比較する手法がとられてきました。しかし、年
齢だけでは薬効の差異を説明できないことがわかって
きました。そこで、現在では高齢者の多様性を前提と
した治療の最適化を重視するようになっています。日
本臨床腫瘍学会と日本癌治療学会は2019年に『高齢者
のがん薬物療法ガイドライン』を作成しました。その中
で、高齢者のがん薬物療法の新しい考え方として、高
齢者を多面的に評価する高齢者機能評価を推奨してい
ます。ぜひ日常診療の参考にしてみてください。
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  まとめ
　カペシタビンは、Ccr30mL/min未満では投与禁忌、
　30~50mL/minでは75%用量に減量します。

　Ccr50~65mL/min（見かけ上の腎機能正常群）で
　は、血清クレアチニン値を+0.2補正してCcrを再計
　算するなどして慎重に判断します。

　高齢者の場合、Cockcroft-Gault式は腎機能の過小
　評価につながることがあります。

　eGFRを用いるときは体表面積補正を外して用い
　ます。

　高齢者機能評価は、治療適応の判断や服薬指導の参
　考になります。
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ついてのみ実施すること。適応患者の選択にあたっては、本剤及び各併用薬剤の
添付文書を参照して十分注意すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその
家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。

2） テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤との併用により、重篤な血
液障害等の副作用が発現するおそれがあるので、併用を行わないこと（「相互作用」
の項参照）。

3） 本剤とワルファリンカリウムとの併用により、血液凝固能検査値異常、出血が発
現し死亡に至った例も報告されている。これらの副作用は、本剤とワルファリン
カリウムの併用開始数日後から本剤投与中止後1 ヶ月以内の期間に発現している
ので、併用する場合には血液凝固能検査を定期的に行い、必要に応じて適切な処
置を行うこと（「相互作用」の項参照）。

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）
1） 本剤の成分又はフルオロウラシルに対し過敏症の既往歴のある患者
2） テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤投与中の患者及び投与中止

後７日以内の患者（「相互作用」の項参照）
3） 重篤な腎障害のある患者（「慎重投与」の項参照）
4） 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）

組成・性状
  ・組成
成分・含量
（1錠中） カペシタビン　300mg

添加物 カルナウバロウ、クロスカルメロースNa、結晶セルロース、酸化チタン、
ステアリン酸Mg、タルク、乳糖、ヒプロメロース

  ・製剤の性状

外　形

剤　形 フィルムコーティング錠
性　状 白　色

直径（mm） 13.4×7.1
厚さ（mm） 4.8
重量（mg） 約385
本体表示 カペシタビン 300 サワイ

効能・効果
○手術不能又は再発乳癌
○結腸・直腸癌
○胃癌
〈効能・効果に関連する使用上の注意〉
1）手術不能又は再発乳癌に対して

⑴ 本剤の術後補助化学療法における有効性及び安全性は確立していない。
⑵ 単剤投与を行う場合には、アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法の

増悪若しくは再発例に限る。
⑶ 併用療法に関して、初回化学療法における有効性及び安全性は確立していない。

2）結腸癌における術後補助化学療法に対して
Dukes C以外の結腸癌における術後補助化学療法での、本剤の有効性及び安全性は
確立していない。また、国内での術後補助化学療法に関する検討は行われていない

（「臨床成績」の項参照）。

用法・用量
手術不能又は再発乳癌にはA法又はB法を使用する。結腸・直腸癌における補助化学療
法にはB法を使用し、治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌には他の抗悪性腫瘍剤
との併用でC法を使用する。直腸癌における補助化学療法で放射線照射と併用する場合
にはD法を使用する。胃癌には白金製剤との併用でC法を使用する。
A法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、21日間連
日経口投与し、その後7日間休薬する。これを1コースとして投与を繰り返す。

体表面積 1回用量
1.31m2未満 900mg

1.31m2以上1.64m2未満 1,200mg
1.64m2以上 1,500mg

B法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、14日間連
日経口投与し、その後7日間休薬する。これを1コースとして投与を繰り返す。なお、
患者の状態により適宜減量する。

体表面積  1回用量
1.33m2未満 1,500mg

1.33m2以上1.57m2未満 1,800mg
1.57m2以上1.81m2未満 2,100mg

1.81m2以上 2,400mg
C法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、14日間連
日経口投与し、その後7日間休薬する。これを1コースとして投与を繰り返す。なお、
患者の状態により適宜減量する。

体表面積 1回用量
1.36m2未満 1,200mg

1.36m2以上1.66m2未満 1,500mg
1.66m2以上1.96m2未満 1,800mg

1.96m2以上 2,100mg
D法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、5日間連
日経口投与し、その後2日間休薬する。これを繰り返す。なお、患者の状態により適宜
減量する。

体表面積 1回用量
1.31m2未満 900mg

1.31m2以上1.64m2未満 1,200mg
1.64m2以上 1,500mg

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉
1）各用法の開始用量（1回用量）は以下の体表面積あたりの用量から算出している。

Ａ法：825mg/m2

Ｂ法：1,250mg/m2

Ｃ法：1,000mg/m2

Ｄ法：825mg/m2

2） 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌及び胃癌における術後補助化学療法にお
いて、本剤と併用する他の抗悪性腫瘍剤は、「臨床成績」の項の内容を熟知した上で、
患者の状態やがん化学療法歴に応じて選択すること。

3） 結腸癌における術後補助化学療法において、他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合には、
「臨床成績」の項の内容を熟知した上で、本剤を適宜減量すること。

4） 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合には、併用する他の抗悪性腫瘍剤の添付文書を熟
読すること。

5） 休薬・減量について
⑴ B法及びC法において副作用が発現した場合には、以下の規定を参考にして休薬・

減量を行うこと。なお、胃癌における術後補助化学療法においてGrade2の非血
液毒性が発現した場合には、以下のGrade3の休薬・減量規定を参考にして休薬・
減量を考慮すること。

休薬・減量の規定
NCIによる毒性の

Grade判定注） 治療期間中の処置 治療再開時
の投与量

Grade1 休薬・減量不要 減量不要
Grade2 初回発現
 2回目発現
 3回目発現
 4回目発現

Grade0-1に軽快するまで休薬
Grade0-1に軽快するまで休薬
Grade0-1に軽快するまで休薬
投与中止・再投与不可

減量不要
減量段階1
減量段階2

―
Grade3 初回発現
 2回目発現
 3回目発現

Grade0-1に軽快するまで休薬
Grade0-1に軽快するまで休薬
投与中止・再投与不可

減量段階1
減量段階2

―

Grade4 初回発現
投与中止・再投与不可
あるいは治療継続が患者にとって望ま
しいと判定された場合は、Grade0-1
に軽快するまで投与中断

減量段階2

上記の休薬・減量の規定に応じて減量を行う際、次の用量を参考にすること。
1,250mg/m2相当量で投与を開始した場合の減量時の投与量

体表面積 1回用量
減量段階1 減量段階2

1.13m2未満 900mg 600mg1.13m2以上1.21m2未満 1,200mg1.21m2以上1.45m2未満 900mg1.45m2以上1.69m2未満 1,500mg1.69m2以上1.77m2未満 1,200mg1.77m2以上 1,800mg
1,000mg/m2相当量で投与を開始した場合の減量時の投与量

体表面積 1回用量
減量段階1 減量段階2

1.41m2未満 900mg 600mg1.41m2以上1.51m2未満 1,200mg1.51m2以上1.81m2未満 900mg1.81m2以上2.11m2未満 1,500mg2.11m2以上 1,200mg
⑵一旦減量した後は増量は行わないこと。

注） B法による国内臨床試験においてはNCI-CTC（Ver.2.0）によりGradeを判定した。
手足症候群は以下の判定基準に従った。
また、C法による国内臨床試験においては手足症候群も含めてCTCAE v3.0又は
CTCAE v4.03によりGradeを判定した。

手足症候群の判定基準
Grade 臨床領域 機能領域

1
しびれ、皮膚知覚過敏、ヒリヒリ・
チクチク感、無痛性腫脹、無痛性
紅斑

日常生活に制限を受けることはな
い症状

2 腫脹を伴う有痛性皮膚紅斑 日常生活に制限を受ける症状
3 湿性落屑、潰瘍、水疱、強い痛み 日常生活を遂行できない症状

該当する症状のGradeが両基準（臨床領域、機能領域）で一致しない場合は、より適
切と判断できるGradeを採用する

6） 「結腸癌及び胃癌における術後補助化学療法」に関しては、投与期間が8コースを超
えた場合の有効性及び安全性は確立していない。

詳細は添付文書等をご参照ください。
添付文書の改訂にご留意ください。

（次頁に続く）



 カペシタビンと腎機能評価の重要性
乳癌、結腸・直腸癌、胃癌に使用される代表的なフッ

化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤カペシタビンは、経口投
与されて体内に吸収された後、数回の薬物代謝を受け
て活性体の5-FUに変換されます（図1）。5-FUができる
最終段階の薬物代謝にはチミジンホスホリラーゼ

（TP）等の薬物代謝酵素が関与しており、腫瘍細胞内に
高レベルのTPが存在することでカペシタビンの抗腫
瘍効果が高まるとされています。

適正使用の目安は、適切な全身状態（Performance 
Status）にある患者、主要臓器機能が十分保持されてい
る患者、感染症またはその疑いのない患者とされてい
ます。主要臓器機能として、骨髄機能や肝機能、腎機能
が挙げられますが、なかでも腎機能評価は用量調節に
関わり特に重要です。腎機能が低下すると、カペシタ
ビン代謝物の血中濃度が腎排泄の遅延によって上昇
し、それに伴って5-FUの血中濃度も上昇すると考えら
れるため、高度腎機能障害（クレアチニンクリアランス
[Ccr] 30mL/min 未満）の場合は投与禁忌、中等度腎機
能障害（Ccr 30~50mL/min）の場合は75%用量で開始
することとされています。

 腎機能の指標の見方と注意点
腎臓からの薬物の排泄は、①糸球体からの濾過、②尿

細管からの分泌、③尿細管からの再吸収を経て行われ
ます（図2）。このうち、①の糸球体からの濾過量は、糸
球体濾過量（GFR）と呼ばれます。GFRは糸球体のみで
選択的に濾過されるイヌリンのクリアランス実測値に 
一致しますが、イヌリンクリアランスの測定は煩雑な
ため、一般にはクレアチニンクリアランス（Ccr）が腎機
能評価に汎用されています。しかし、クレアチニンは
イヌリンとは異なり、糸球体濾過だけでなく尿細管か
らも分泌されるため、尿細管からの分泌量を加えた分
だけCcrはGFRより大きくなることに注意が必要です。

CcrはCockcroft-Gault式を用いて算出されます（図
3-A）。Cockcroft-Gault式が作られ た1970年代には、
血清クレアチニン値の測定にはJaffé法が用いられてい
ました。Jaffé法では、非特異発色物質の影響により血
清クレアチニン値が真の値よりも高めに測定され、そ
の結果Ccrは実際よりも低く算出されていました。当
時はこの誤差により、本来はGFRより大きいはずの
CcrはGFRに近似していました。しかし、現在の日本
では血清クレアチニン値をより正確に測定できる酵素

法が普及しているため、先述のようにCcrがGFRより
大きく算出されるのです。

腎機能のもうひとつの指標に推算糸球体濾過量
（eGFR）があります。eGFRは推算式によりGFRを推算
したものです（図3-B）。推算式で求められるeGFRが、
体表面積を1.73m2に標準化した値である点に注意が必
要です。したがって、抗がん剤投与時の活用に際して
は、 その患者さんの体表面積に換算する、すなわち推
算 式 か ら 得 ら れ たeGFRに[患 者 さ ん の 体 表 面 積
/1.73m2]を掛けることが必要になります。

　CcrとeGFRの特徴
GFRと比較して、CcrとeGFRは実際にどの程度の

違いがあるのでしょうか。名古屋大学で行った研究に
よると、イヌリンクリアランスで正確に測定したGFR
に対し、Ccrは約12%高値でした。一方、eGFRの体表

面積補正を外して実測値に換算すると、GFRより約
5%高値となりましたが、Ccrより誤差が少ないことも
わかりました（表1）1。

また、Ccrは、高齢者において腎機能を過小評価しや
すいという特徴があります。図4は年齢または体重別
にCcrとeGFRの関係を示したグラフです。血清クレ
アチニン値は酵素法で測定しています。図4-Aを見ま
すと、体表面積補正を外したeGFR（青のライン）と比 
較して、Cockcroft-Gault式に基づくCcr（赤のライン）
は若年者の腎機能を高く、高齢者の腎機能を低く評価
していることがわかります。先ほど、酵素法で測定し
た血清クレアチニン値を用いてCcrを算出するとGFR
より大きくなるとお話ししましたが、高齢者の場合は
相殺されるか、あるいは場合によっては過小評価する
可能性があることを示唆しています。また、図4-Bを
見ますと、体表面積補正を外したeGFRと比較して、

50mL/min未満に該当することになり、75%に減量す
べきであるということになります。実際の対応として
は減量してもいいですし、添付文書通りに減量せず通
常量を投与してもどちらも正しいと言えます。

また、腎機能評価に体表面積補正（1.73m2あたり）が
行われていないCcrを用いる点については、カペシタ
ビンの投与量の決定において体重を二重に評価してい
ることになります。例えば小柄な高齢女性の場合、体
表面積を理由に通常の体格の人より投与量が少なく設 
定され、さらに軽い体重と女性を理由にCcrが低めに
計算されて、もう一段階減量される可能性があるわけ
です。添付文書や適正使用ガイドを順守するにしても、
こういった背景を熟知しておくことが重要です。

結局のところ、日常診療でカペシタビンの投与量を
決めるときはどうすればよいでしょうか。酵素法で測
定した血清クレアチニン値に+0.2を足してCcrを計算
すればよいのでしょうか。その答えは、+0.2で補正す
ることが望ましいものの、投与量の変更が必要になる 
という点では、補正するとCcr 50mL/min未満や30
mL/min未満になるような患者さんで問題になるので
あって、他の場合は特に気にしなくてよい、というこ
とになるでしょう。名古屋大学で行ったレトロスペク
ティブな調査（論文投稿中）によると、+0.2で補正する
とCcr 50 mL/min未満になる患者さん（見かけ上の腎
機能正常群）の場合、カペシタビンの減量を行わないと
治療中に減量や延期を要する割合が高く、また血小板
減少と貧血の頻度も高いという結果でした。したがっ
て、これら「見かけ上の腎機能正常群」を腎機能低下群
とみなして治療開始時から減量することは医学的に適
切であると言えます。

 高齢患者のカペシタビン治療
加齢に伴って、身体には薬物動態に関わる様々な変

化が生じます。特に腎排泄は加齢の影響を受けやすい
ため、高齢になると腎機能の低下により薬物が体内に
蓄積しやすくなります。高齢者ではカペシタビンによ
る消化器系の副作用が強く発現することが知られてお
り、恐らくこの理由は、加齢に伴う腎機能低下に関係
すると考えられますが、実際はどうなのでしょうか。

高齢者とカペシタビンの薬物動態について検討した
研究によると、高齢者では消化管での吸収率が低いこ
とが示されていますが、腎機能は薬物動態に影響を与

Ccrでは肥満者の腎機能を過大評価する可能性がある
ことがわかります。このように、一般に考えられてい
るほどCockcroft-Gault式は正確ではないと言えます。

 日常診療での対処法
それでは、日常診療では腎機能をどのように評価す

ればよいでしょうか。
2016年に発刊された『がん薬物療法時の腎障害診療

ガイドライン2016』のClinical Question1「抗がん薬投与
における用量調節のための腎機能評価にeGFRは推奨
さ れ る か?」に お い て、「Cockcroft-Gault式 に よるCcr

（mL/min）はJaffé法で測定された血清クレアチニン値
を用いて計算されたものである。わが国で一般的な、
酵素法で測定された血清クレアチニン値を用いる際に
は、実測クレアチニン値に0.2を加える」と記載されて
います。 すなわち日本では、正確な現在の方法（酵素
法）で測定された血清クレアチニン値に0.2を加える
ことでCockcroft-Gault式が使用可能とされているの
です。

さらにガイドラインでは、「体格に応じ、体表面積あ
たりで用量が定められている薬剤では、体表面積補正

（1.73m2あたり）を行ったCcrあるいはeGFR（mL/min/ 
1.73m2）を用いることが合理的である」とされています。
殺細胞性抗がん剤は体表面積あたり（/m2）の投与量が
設定されており、ほとんどがこれに該当することにな
ります。これは、薬物代謝や排泄にかかわる腎臓や肝
臓の大きさ（機能）が体格に比例するという前提がある
ためです。しかし、実際には多くの添付文書や適正使
用ガイドで、体表面積で補正していないCcrを用いて
います。

 カペシタビン投与における留意点 
カペシタビンは、体表面積に応じて投与量が決定さ

れます。一方、適正使用ガイドでは、古い時代の測定法
で測定された血清クレアチニン値を用いて算出され、
か つ 体 表 面 積 で 補 正 さ れ て い な いCcrに 基 づ き、
30mL/min未満で投与禁忌、50mL/min未満で75%に
減量とされています。

測定法の違いについては、現在の測定法で測定した
血清クレアチニン値をもとに算出したCcrは以前の
Ccrより高値になるため、例えばCcrが50mL/minギリ
ギ リ で あ る な ら、添 付 文 書 が 本 来 意 図 し て い る

える有意な因子ではありませんでした2。一方、高齢者
において薬物の吸収が低下する理由の1つに胃酸分泌 
低下に伴う薬物の分解と吸収の障害が挙げられること
から、カペシタビンにプロトンポンプ阻害薬を併用す
ると治療効果が減弱するのではないか、という仮説に
基づき実施された研究があります。その結果によると、
プロトンポンプ阻害薬の併用によるカペシタビンの薬
物動態に影響は認められず、それ以上に薬物の吸収に
関する個体差の方が大きいことが示されています3。
さらに、大腸癌の2つの臨床試験の統合解析によると、
高齢者で副作用が増強する原因として加齢そのものは
有意な因子ではなく、加齢に伴う腎機能低下が原因で 
あると考察しています4。しかし注意しなければならな
いのは、この研究における腎機能がCockcroft-Gault式
を用いて評価されたものであり、前述のように腎機能
を過小評価している可能性がある点です。いずれにし
ても、副作用の増強が腎機能低下による影響なのか、
それとも腎機能低下とは別の因子の影響なのかは明ら
かになっていません。

従来、高齢者を対象としたがん薬物療法の研究では、
高齢者と非高齢者を年齢のみで2つの集団に分け、そ
れらを比較する手法がとられてきました。しかし、年
齢だけでは薬効の差異を説明できないことがわかって
きました。そこで、現在では高齢者の多様性を前提と
した治療の最適化を重視するようになっています。日
本臨床腫瘍学会と日本癌治療学会は2019年に『高齢者
のがん薬物療法ガイドライン』を作成しました。その中
で、高齢者のがん薬物療法の新しい考え方として、高
齢者を多面的に評価する高齢者機能評価を推奨してい
ます。ぜひ日常診療の参考にしてみてください。

【参考文献】
1. Shimokata T, et al. Cancer Sci 2010; 101: 2601‒2605.
2. Abdi ZD, et al. Cancer Chemother Pharmacol 2014; 

73: 1285-1293.
3. Sekido M, et al. Cancer Chemother Pharmacol 

2019; 83: 1127-1135.
4. J Cassidy, et al. Ann Oncol 2002; 13: 566-575.

  まとめ
　カペシタビンは、Ccr30mL/min未満では投与禁忌、
　30~50mL/minでは75%用量に減量します。

　Ccr50~65mL/min（見かけ上の腎機能正常群）で
　は、血清クレアチニン値を+0.2補正してCcrを再計
　算するなどして慎重に判断します。

　高齢者の場合、Cockcroft-Gault式は腎機能の過小
　評価につながることがあります。

　eGFRを用いるときは体表面積補正を外して用い
　ます。

　高齢者機能評価は、治療適応の判断や服薬指導の参
　考になります。
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Drug Information
抗悪性腫瘍剤

製 　 品 　 名 カペシタビン錠300mg「サワイ」

一　般　名
和　名 カペシタビン錠

洋　名 Capecitabine

規 制 区 分 劇薬・処方箋医薬品
（注意－医師等の処方箋により使用すること）

日本標準商品分類番号 874223
承 認 番 号 23000AMX00645000
薬 価 収 載 2018年12月
販 売 開 始 2019年 1 月
製 造 販 売 元 沢井製薬株式会社

【警告】
1） 本剤を含むがん化学療法は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化

学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤が適切と判断される症例に
ついてのみ実施すること。適応患者の選択にあたっては、本剤及び各併用薬剤の
添付文書を参照して十分注意すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその
家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。

2） テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤との併用により、重篤な血
液障害等の副作用が発現するおそれがあるので、併用を行わないこと（「相互作用」
の項参照）。

3） 本剤とワルファリンカリウムとの併用により、血液凝固能検査値異常、出血が発
現し死亡に至った例も報告されている。これらの副作用は、本剤とワルファリン
カリウムの併用開始数日後から本剤投与中止後1 ヶ月以内の期間に発現している
ので、併用する場合には血液凝固能検査を定期的に行い、必要に応じて適切な処
置を行うこと（「相互作用」の項参照）。

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）
1） 本剤の成分又はフルオロウラシルに対し過敏症の既往歴のある患者
2） テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤投与中の患者及び投与中止

後７日以内の患者（「相互作用」の項参照）
3） 重篤な腎障害のある患者（「慎重投与」の項参照）
4） 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）

組成・性状
  ・組成
成分・含量
（1錠中） カペシタビン　300mg

添加物 カルナウバロウ、クロスカルメロースNa、結晶セルロース、酸化チタン、
ステアリン酸Mg、タルク、乳糖、ヒプロメロース

  ・製剤の性状

外　形

剤　形 フィルムコーティング錠
性　状 白　色

直径（mm） 13.4×7.1
厚さ（mm） 4.8
重量（mg） 約385
本体表示 カペシタビン 300 サワイ

効能・効果
○手術不能又は再発乳癌
○結腸・直腸癌
○胃癌
〈効能・効果に関連する使用上の注意〉
1）手術不能又は再発乳癌に対して

⑴ 本剤の術後補助化学療法における有効性及び安全性は確立していない。
⑵ 単剤投与を行う場合には、アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法の

増悪若しくは再発例に限る。
⑶ 併用療法に関して、初回化学療法における有効性及び安全性は確立していない。

2）結腸癌における術後補助化学療法に対して
Dukes C以外の結腸癌における術後補助化学療法での、本剤の有効性及び安全性は
確立していない。また、国内での術後補助化学療法に関する検討は行われていない

（「臨床成績」の項参照）。

用法・用量
手術不能又は再発乳癌にはA法又はB法を使用する。結腸・直腸癌における補助化学療
法にはB法を使用し、治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌には他の抗悪性腫瘍剤
との併用でC法を使用する。直腸癌における補助化学療法で放射線照射と併用する場合
にはD法を使用する。胃癌には白金製剤との併用でC法を使用する。
A法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、21日間連
日経口投与し、その後7日間休薬する。これを1コースとして投与を繰り返す。

体表面積 1回用量
1.31m2未満 900mg

1.31m2以上1.64m2未満 1,200mg
1.64m2以上 1,500mg

B法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、14日間連
日経口投与し、その後7日間休薬する。これを1コースとして投与を繰り返す。なお、
患者の状態により適宜減量する。

体表面積  1回用量
1.33m2未満 1,500mg

1.33m2以上1.57m2未満 1,800mg
1.57m2以上1.81m2未満 2,100mg

1.81m2以上 2,400mg
C法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、14日間連
日経口投与し、その後7日間休薬する。これを1コースとして投与を繰り返す。なお、
患者の状態により適宜減量する。

体表面積 1回用量
1.36m2未満 1,200mg

1.36m2以上1.66m2未満 1,500mg
1.66m2以上1.96m2未満 1,800mg

1.96m2以上 2,100mg
D法：体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、5日間連
日経口投与し、その後2日間休薬する。これを繰り返す。なお、患者の状態により適宜
減量する。

体表面積 1回用量
1.31m2未満 900mg

1.31m2以上1.64m2未満 1,200mg
1.64m2以上 1,500mg

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉
1）各用法の開始用量（1回用量）は以下の体表面積あたりの用量から算出している。

Ａ法：825mg/m2

Ｂ法：1,250mg/m2

Ｃ法：1,000mg/m2

Ｄ法：825mg/m2

2） 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌及び胃癌における術後補助化学療法にお
いて、本剤と併用する他の抗悪性腫瘍剤は、「臨床成績」の項の内容を熟知した上で、
患者の状態やがん化学療法歴に応じて選択すること。

3） 結腸癌における術後補助化学療法において、他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合には、
「臨床成績」の項の内容を熟知した上で、本剤を適宜減量すること。

4） 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合には、併用する他の抗悪性腫瘍剤の添付文書を熟
読すること。

5） 休薬・減量について
⑴ B法及びC法において副作用が発現した場合には、以下の規定を参考にして休薬・

減量を行うこと。なお、胃癌における術後補助化学療法においてGrade2の非血
液毒性が発現した場合には、以下のGrade3の休薬・減量規定を参考にして休薬・
減量を考慮すること。

休薬・減量の規定
NCIによる毒性の

Grade判定注） 治療期間中の処置 治療再開時
の投与量

Grade1 休薬・減量不要 減量不要
Grade2 初回発現
 2回目発現
 3回目発現
 4回目発現

Grade0-1に軽快するまで休薬
Grade0-1に軽快するまで休薬
Grade0-1に軽快するまで休薬
投与中止・再投与不可

減量不要
減量段階1
減量段階2

―
Grade3 初回発現
 2回目発現
 3回目発現

Grade0-1に軽快するまで休薬
Grade0-1に軽快するまで休薬
投与中止・再投与不可

減量段階1
減量段階2

―

Grade4 初回発現
投与中止・再投与不可
あるいは治療継続が患者にとって望ま
しいと判定された場合は、Grade0-1
に軽快するまで投与中断

減量段階2

上記の休薬・減量の規定に応じて減量を行う際、次の用量を参考にすること。
1,250mg/m2相当量で投与を開始した場合の減量時の投与量

体表面積 1回用量
減量段階1 減量段階2

1.13m2未満 900mg 600mg1.13m2以上1.21m2未満 1,200mg1.21m2以上1.45m2未満 900mg1.45m2以上1.69m2未満 1,500mg1.69m2以上1.77m2未満 1,200mg1.77m2以上 1,800mg
1,000mg/m2相当量で投与を開始した場合の減量時の投与量

体表面積 1回用量
減量段階1 減量段階2

1.41m2未満 900mg 600mg1.41m2以上1.51m2未満 1,200mg1.51m2以上1.81m2未満 900mg1.81m2以上2.11m2未満 1,500mg2.11m2以上 1,200mg
⑵一旦減量した後は増量は行わないこと。

注） B法による国内臨床試験においてはNCI-CTC（Ver.2.0）によりGradeを判定した。
手足症候群は以下の判定基準に従った。
また、C法による国内臨床試験においては手足症候群も含めてCTCAE v3.0又は
CTCAE v4.03によりGradeを判定した。

手足症候群の判定基準
Grade 臨床領域 機能領域

1
しびれ、皮膚知覚過敏、ヒリヒリ・
チクチク感、無痛性腫脹、無痛性
紅斑

日常生活に制限を受けることはな
い症状

2 腫脹を伴う有痛性皮膚紅斑 日常生活に制限を受ける症状
3 湿性落屑、潰瘍、水疱、強い痛み 日常生活を遂行できない症状

該当する症状のGradeが両基準（臨床領域、機能領域）で一致しない場合は、より適
切と判断できるGradeを採用する

6） 「結腸癌及び胃癌における術後補助化学療法」に関しては、投与期間が8コースを超
えた場合の有効性及び安全性は確立していない。

詳細は添付文書等をご参照ください。
添付文書の改訂にご留意ください。

（次頁に続く）
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Drug Information

〈2020年5月改訂　添付文書より〉

使用上の注意
1 .慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

1） 腎障害のある患者〔副作用が重症化又は発現率が上昇するおそれがある（「重要な基本
的注意」の項参照）。〕

2） 肝障害のある患者
3） 冠動脈疾患の既往歴のある患者〔心障害があらわれるおそれがある。〕
4） 骨髄抑制のある患者〔骨髄抑制が増強するおそれがある（「重要な基本的注意」の項参

照）。〕
5） 消化管潰瘍又は出血のある患者〔症状が悪化するおそれがある。〕
6） 高齢者（「高齢者への投与」の項参照）

2 .重要な基本的注意
1） テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤投与中止後、本剤の投与を行

う場合は、少なくとも7日以上の間隔をあけること（「相互作用」の項参照）。
2） 本剤投与中は定期的（特に投与初期は頻回）に臨床検査（血液検査、肝機能・腎機能検

査等）を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。異常が認められた場合には、
休薬等の適切な処置を行うこと。

3） 感染症・出血傾向の発現又は悪化に十分注意すること。
4） 生殖可能な年齢の患者に投与する必要がある場合には、性腺に対する影響を考慮す

ること。
5） 治癒切除不能な進行・再発の胃癌、直腸癌における補助化学療法に本剤を使用する

際には、関連文献（「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議　公知申請
への該当性に係る報告書」等）を熟読すること。

3 .相互作用
本剤が肝チトクロームP450（CYP2C9）の酵素蛋白合成系に影響し、酵素活性が低下す
る可能性があるので、CYP2C9で代謝を受ける薬剤と併用する場合に併用薬剤の血中
濃度が上昇するおそれがある。
1）併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
テガフール・ギメ
ラシル・オテラシ
ルカリウム配合剤

（ティーエスワン）

早期に重篤な血液障害や下痢、口
内炎等の消化管障害等が発現する
おそれがあるので、テガフール・
ギメラシル・オテラシルカリウム
配合剤投与中及び投与中止後7日
以内は本剤を投与しないこと。

ギメラシルがフルオロウラ
シルの異化代謝を阻害し、
血中フルオロウラシル濃度
が著しく上昇する。

2）併用注意（併用に注意すること）
薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

ワルファリンカリ
ウム

併用開始数日後から本剤投与中止
後1 ヶ月以内の期間に血液凝固能
検査値異常、出血の発現が報告さ
れている。定期的に血液凝固能検
査（プロトロンビン時間、INR等）
を行い、必要に応じて適切な処置
を行うこと。

本剤が肝チトクロームP450
（CYP2C9）の酵素蛋白合成
系に影響し、酵素活性が低
下している可能性が考えら
れている。

フェニトイン フェニトインの血中濃度が上昇し
たとの報告があるので、フェニト
インの血中濃度の変化に注意する
こと。

本剤が肝チトクロームP450
（CYP2C9）の酵素蛋白合成
系に影響し、酵素活性が低
下している可能性が考えら
れている。

トリフルリジン・
チピラシル塩酸塩
配合剤

副作用が増強するおそれがある。 フッ化ピリミジン系抗悪性
腫瘍剤の代謝に影響を及ぼ
す可能性がある。

4 .副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
1）重大な副作用（頻度不明）

⑴ 脱水症状：激しい下痢（初期症状：腹痛、頻回の軟便等）があらわれ脱水症状まで
至ることがあるので観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には、
投与を中止し補液、電解質投与等の適切な処置を行うこと。

⑵ 手足症候群（Hand-foot syndrome）：手掌及び足底に湿性落屑、皮膚潰瘍、水疱、
疼痛、知覚不全、有痛性紅斑、腫脹等の手足症候群があらわれることがあるので
観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行う
こと。

⑶ 心障害：心筋梗塞、狭心症、律動異常、心停止、心不全、突然死、心電図異常（心
房性不整脈、心房細動、心室性期外収縮等）等の心障害があらわれることがあるの
で観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行
うこと。

⑷ 肝障害、黄疸：肝機能検査値異常、黄疸を伴う肝障害があらわれ、肝不全に至っ
た症例も報告されているので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行い、異常
が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。なお、肝機
能検査値異常を伴わない黄疸があらわれることが報告されている。

⑸ 腎障害：腎機能検査値異常を伴う腎障害があらわれることがあるので、定期的に
検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止する
など適切な処置を行うこと。

⑹ 骨髄抑制：汎血球減少、顆粒球減少等の骨髄抑制が、また、骨髄抑制の持続によ
り易感染症、敗血症等があらわれることがあるので定期的に血液検査を行うなど
観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行う
こと。

⑺ 口内炎：口内炎（粘膜炎、粘膜潰瘍、口腔内潰瘍等）があらわれることがあるので
観察を十分に行い、有痛性の紅斑、口内潰瘍、舌潰瘍等が認められた場合には、
投与を中止し適切な処置を行うこと。

⑻ 間質性肺炎：間質性肺炎（初期症状：咳嗽、息切れ、呼吸困難、発熱等）があらわ
れることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、
胸部X線等の検査を行い、副腎皮質ホルモン剤を投与するなど適切な処置を行う
こと。

⑼ 重篤な腸炎：出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎等があらわれることがあるの
で観察を十分に行い、激しい腹痛・下痢・血便等の症状があらわれた場合には投
与を中止し、適切な処置を行うこと。

⑽ 重篤な精神神経系障害（白質脳症等）：歩行障害、麻痺、錐体外路症状、失調、協
調運動障害、平衡障害、構音障害、意識障害、嗜眠、錯乱、健忘、指南力低下、
知覚障害、尿失禁等があらわれることがある。また、このような症状が白質脳症
等の初期症状としてあらわれることがあるので観察を十分に行い、このような症
状があらわれた場合には投与を中止すること。

⑾ 血栓塞栓症：深部静脈血栓症、脳梗塞、肺塞栓症等があらわれることがあるので、
観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置
を行うこと。

⑿ 皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）：皮膚粘膜眼症候群があらわれる
ことがあるので観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適
切な処置を行うこと。

2）重大な副作用（類薬）
類似化合物（ドキシフルリジン等）で次のような副作用が報告されている。
溶血性貧血：溶血性貧血があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観
察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなどの適切な処置を行
うこと。

3）その他の副作用
次のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて休薬等の適切な処置を行う
こと。
⑴単剤療法における報告

頻度不明
精神神経系 不眠症、うつ病、錯感覚、味覚異常、頭痛、浮動性めまい
消 化 器 消化不良、鼓腸、食道炎、十二指腸炎、胃腸出血、胃炎、口内乾燥、軟便、

口渇、胃不快感、悪心、食欲不振、嘔吐、便秘、腹痛、上腹部痛、口唇炎
循 環 器 胸痛、下肢浮腫、心筋症、心筋虚血、頻脈
呼 吸 器 呼吸困難、咳嗽
血 液 貧血、赤血球数減少、白血球数減少、リンパ球数減少、ヘモグロビン減少、

ヘマトクリット減少、血小板数減少、単球数増加、プロトロンビン時
間延長、好中球数減少

皮 膚 爪の異常（爪甲離床症、脆弱爪、爪変色、爪ジストロフィー等）、紅斑性
皮疹、皮膚亀裂、光線過敏、放射線照射リコール症候群、皮膚乾燥、剥
脱性皮膚炎、皮膚落屑、瘙痒症、皮膚炎、色素沈着障害、発疹、脱毛症

眼 眼障害（結膜炎、角膜炎、眼刺激等）、流涙増加
肝臓・腎臓 肝機能異常、血中クレアチニン増加、血中ビリルビン増加、AST（GOT）

増加、LDH増加、ALT（GPT）増加、Al-P増加、尿沈渣陽性、蛋白尿、
BUN増加、尿中ブドウ糖陽性

そ の 他 無力症、脱力、四肢痛、電解質異常、胸痛、筋痛、高トリグリセリド血症、
倦怠感、体重減少、発熱、血中ブドウ糖増加、鼻咽頭炎、体重増加、疲労、
背部痛、血中アルブミン減少、関節痛、血圧上昇

⑵他の抗悪性腫瘍剤との併用投与時における報告
頻度不明

精神神経系 錯感覚、異常感覚、感覚鈍麻、神経毒性（末梢性感覚ニューロパシー、
末梢性運動ニューロパシー等）、味覚異常、神経痛、浮動性めまい、頭
痛、不眠症

消 化 器 消化不良、口内乾燥、悪心、食欲不振、嘔吐、便秘、腹痛、口唇炎、胃
不快感、下腹部痛、歯周病、歯痛、歯肉出血、上腹部痛、齲歯、歯肉炎

呼 吸 器 呼吸困難、鼻出血、鼻漏、発声障害、鼻粘膜障害、咽喉痛、しゃっくり
血 液 発熱性好中球減少症、好中球数減少、血小板数減少、白血球数減少、

ヘモグロビン減少、貧血、リンパ球数減少
皮 膚 色素沈着障害、発疹、爪の障害、脱毛症、爪囲炎、蕁麻疹、皮膚乾燥、

瘙痒症
眼 流涙増加、霧視

肝臓・腎臓 蛋白尿、AST（GOT）増加、肝機能異常、血尿、ALT（GPT）増加、血
中ビリルビン増加、Al-P増加、γ-GTP増加、血中アルブミン減少

そ の 他 無力症、温度変化不耐症、低カリウム血症、顎痛、低ナトリウム血症、
悪寒、粘膜の炎症、口腔カンジダ症、疼痛、高トリグリセリド血症、疲労、
注射部位反応（疼痛、血管炎、紅斑、腫脹等）、過敏症、倦怠感、体重減少、
背部痛、胸部不快感、潮紅、膀胱炎、高血圧、発熱、上気道感染（鼻咽
頭炎等）、四肢痛、浮腫、関節痛、筋骨格痛、起立性低血圧、血中リン
減少、CRP増加、頻脈

5 .高齢者への投与
一般に高齢者では生理機能が低下しているので、患者の状態を観察しながら慎重に投
与すること。〔特に80歳以上の高齢者において、重症の下痢、嘔気、嘔吐等の発現率が
上昇したとの報告がある。〕

6 .妊婦、産婦、授乳婦等への投与
1） 動物実験で胚致死作用及び催奇形作用が報告されているので、妊婦又は妊娠してい

る可能性のある婦人には投与しないこと。〔マウスにおいて、早期胚死亡、脳室拡張、
骨格変異の増加、化骨遅延（198mg/kg/日以上　反復投与）、サルにおいて、流産、
胚死亡（90mg/kg/日以上　反復投与）が報告されている。〕

2） 授乳婦に投与する場合には、授乳を避けさせること。〔動物実験（マウス）において、
乳汁への移行（198mg/kg単回投与）が報告されている。〕

7 .小児等への投与
低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない。

8 .過量投与
本剤の過量投与により、嘔気、嘔吐、下痢、粘膜炎、消化管刺激・出血、骨髄抑制等
があらわれることがある。このような場合には、症状に応じて一般的な対症療法を行
うこと。

9 .適用上の注意
薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導するこ
と。（PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこし
て縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている）

10.その他の注意
フルオロウラシルの異化代謝酵素であるジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ（DPD）
欠損等の患者がごくまれに存在し、このような患者にフルオロウラシル系薬剤を投与
した場合、投与初期に重篤な副作用（口内炎、下痢、血液障害、神経障害等）が発現す
るとの報告がある。

取扱い上の注意等
［貯　　法］　室温保存
［有効期間］　3年

包装
PTP：56錠（14錠×4）、140錠（14錠×10）
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