
イリノテカン「タイホウ」の重篤な副作用症例一覧 
報告期間：2009年01月14日（承認日）～2020年11月30日 

 

 

No. 性別 年齢 副作用名 発現時期 転帰 原疾患 合併症 

1 男 60歳代 白血球数減少 7日目 回復 再発胃癌 自己免疫性肝炎 

   好中球数減少 7日目 回復  原発性胆汁性胆管炎 

   血小板数減少 7日目 回復   

2 男 70歳代 急性腎障害 7日目 軽快 虫垂癌 慢性腎臓病 

   汎血球減少症 8日目 回復  ２型糖尿病 

       心房細動 

       慢性心不全 

       高血圧 

       心臓弁膜疾患 

3 女 70歳代 間質性肺疾患 35日目 死亡 
遠隔転移を伴う結腸直

腸癌 
高血圧 

4 男 60歳代 肺臓炎 42日目 死亡 遠隔転移を伴う結腸癌  

5 女 70歳代 下痢 14日目 未回復 胆管細胞癌 高血圧 

   発熱性好中球減少症 18日目 死亡  高脂血症 

6 男 70歳代 下痢 7日目 回復 小細胞肺癌 胸水 

   白血球数減少 12日目 回復   

   好中球数減少 12日目 回復   

7 男 70歳代 口内炎 9日目 軽快 遠隔転移を伴う結腸癌 不整脈 

   咽頭炎 9日目 軽快   

8 男 70歳代 ブドウ球菌性肺炎 60日目 未回復 遠隔転移を伴う結腸癌 心房細動 

   間質性肺疾患 63日目 死亡  糖尿病 

       高脂血症 

       高血圧 

9 女 40歳代 発疹 9日目 軽快 
遠隔転移を伴う非小細

胞肺癌 
 

10 女 60歳代 間質性肺疾患 417日目 回復 遠隔転移を伴う肺癌 乳癌 

       高血圧 

       高脂血症 

       てんかん 

11 男 60歳代 食欲減退 72日目 軽快 胃癌  

12 男 70歳代 間質性肺疾患 29日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌  

13 男 60歳代 間質性肺疾患 36日目 軽快 遠隔転移を伴う直腸癌  

14 男 70歳代 間質性肺疾患 46日目 軽快 遠隔転移を伴う結腸癌 間質性肺疾患 
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15 男 60歳代 下痢 53日目 軽快 
遠隔転移を伴う結腸直

腸癌 
糖尿病 

   急性腎障害 57日目 軽快  高脂血症 

       高血圧 

16 男 50歳代 肺臓炎 22日目 軽快 遠隔転移を伴う胃癌  

17 不明 不明 間質性肺疾患 不明 不明   

18 男 70歳代 白血球数減少 不明 死亡 遠隔転移を伴う直腸癌 高血圧 

   下痢 不明 未回復  白内障 

19 男 60歳代 好中球数減少 15日目 回復 
遠隔転移を伴う結腸直

腸癌 
肺気腫 

   間質性肺疾患 16日目 回復   

20 男 70歳代 好中球数減少 49日目 軽快 
遠隔転移を伴う小細胞

肺癌 
 

   感染性腸炎 不明 不明   

21 男 70歳代 
血栓性血小板減少性紫

斑病 
52日目 死亡 直腸癌 胃癌 

22 男 80歳代 好中球減少症 20日目 回復 
遠隔転移を伴う小細胞

肺癌 
高血圧 

23 男 60歳代 好中球減少症 17日目 回復 
遠隔転移を伴う小細胞

肺癌 
高血圧 

24 男 60歳代 好中球減少症 7日目 回復 
遠隔転移を伴う小細胞

肺癌 
 

25 男 70歳代 好中球減少症 12日目 回復 
遠隔転移を伴う小細胞

肺癌 
高血圧 

       脂質異常症 

       慢性閉塞性肺疾患 

26 男 60歳代 間質性肺疾患 90日目 回復 小細胞肺癌 特発性間質性肺炎 

       糖尿病 

27 男 70歳代 下痢 2日目 回復 
遠隔転移を伴う結腸直

腸癌 
白血球数減少 

28 女 60歳代 腹膜炎 36日目 死亡 小腸癌  

   汎血球減少症 36日目 死亡   

29 女 70歳代 十二指腸潰瘍 11日目 軽快 卵巣癌  

30 女 40歳代 器質化肺炎 77日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌  

31 女 50歳代 間質性肺疾患 66日目 軽快 遠隔転移を伴う小腸癌  
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32 男 70歳代 間質性肺疾患 58日目 死亡 遠隔転移を伴う直腸癌 高血圧 

33 女 60歳代 横紋筋融解症 66日目 回復 子宮頚部腺癌  

34 男 50歳代 肛門膿瘍 174日目 不明 結腸直腸癌 高血圧 

   突然死 184日目 死亡  高尿酸血症 

35 男 60歳代 腸炎 5日目 死亡 小細胞肺癌 肺機能検査値低下 

   好中球減少症 11日目 死亡  高血圧 

   血小板減少症 12日目 死亡   

36 男 70歳代 腸炎 5日目 死亡 再発直腸癌  

   汎血球減少症 8日目 死亡   

37 男 60歳代 うっ血性心筋症 981日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌 糖尿病 

38 男 60歳代 気胸 不明 回復 肺扁平上皮癌  

39 女 70歳代 下痢 10日目 回復 遠隔転移を伴う卵巣癌 ラクナ梗塞 

   虚血性大腸炎 20日目 軽快  高血圧 

       糖尿病 

40 男 70歳代 医療機器位置異常 不明 回復 直腸癌  

41 女 30歳代 発熱性好中球減少症 149日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌  

42 女 60歳代 下痢 15日目 回復 遠隔転移を伴う胃癌  

43 男 60歳代 
血栓性血小板減少性紫

斑病 
108日目 死亡 遠隔転移を伴う直腸癌 高血圧 

44 不明 不明 下痢 不明 不明   

45 男 60歳代 心筋症 不明 軽快 直腸癌  

46 不明 不明 発熱性好中球減少症 不明 死亡 小細胞肺癌  

   敗血症性ショック 不明 死亡   

47 不明 不明 間質性肺疾患 不明 死亡 小細胞肺癌  

48 男 60歳代 間質性肺疾患 不明 不明 遠隔転移を伴う直腸癌  

49 男 60歳代 腫瘍崩壊症候群 4日目 未回復 
遠隔転移を伴う小細胞

肺癌 
高血圧 

       高尿酸血症 

       高脂血症 

       骨粗鬆症 

50 男 50歳代 発熱性好中球減少症 16日目 軽快 遠隔転移を伴う結腸癌  

   高アンモニア血症 15日目 軽快   

51 男 50歳代 穿孔性吻合部潰瘍 不明 不明 遠隔転移を伴う膵癌  
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52 男 70歳代 肺臓炎 不明 死亡 
原発巣不明の悪性新生

物 
 

   肺膿瘍 不明 死亡   

53 男 50歳代 発熱性好中球減少症 64日目 軽快 遠隔転移を伴う膵癌  

   
ニューモシスチス・イ

ロベチイ肺炎 
67日目 回復   

54 女 60歳代 下痢 不明 回復 小細胞肺癌  

55 男 60歳代 大腸穿孔 80日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌 高血圧 

56 女 60歳代 間質性肺疾患 64日目 死亡 遠隔転移を伴う胃癌  

57 男 60歳代 消化管穿孔 26日目 軽快 遠隔転移を伴う直腸癌 高血圧 

       高脂血症 

58 女 80歳代 腫瘍崩壊症候群 394日目 軽快 遠隔転移を伴う結腸癌 高血圧 

59 女 70歳代 間質性肺疾患 91日目 不明 遠隔転移を伴う結腸癌  

60 男 70歳代 大腸菌性敗血症 不明 不明 小細胞肺癌 糖尿病 

       低ナトリウム血症 

61 男 60歳代 間質性肺疾患 117日目 死亡 遠隔転移を伴う結腸癌  

62 男 70歳代 大腸穿孔 55日目 軽快 再発直腸癌  

63 男 70歳代 間質性肺疾患 98日目 軽快 
遠隔転移を伴う結腸直

腸癌 
 

64 男 60歳代 間質性肺疾患 不明 不明 遠隔転移を伴う結腸癌  

65 男 60歳代 好酸球数増加 15日目 軽快 遠隔転移を伴う膵癌  

   好中球数減少 21日目 回復   

66 男 70歳代 発熱性好中球減少症 8日目 軽快 遠隔転移を伴う直腸癌  

67 男 60歳代 間質性肺疾患 49日目 回復 結腸癌第４期  

68 男 60歳代 Ｂ型肝炎再活性化 不明 軽快 肺の悪性新生物 
肝炎ウイルスキャリア

ー 

69 男 60歳代 発熱性好中球減少症 10日目 回復 結腸癌  

   下痢 11日目 回復   

70 男 70歳代 間質性肺疾患 20日目 死亡 虫垂癌 遠隔転移を伴う胃癌 

       肺気腫 

71 女 70歳代 下痢 21日目 回復 卵管癌 高血圧 

72 不明 不明 膵炎 不明 不明   

73 男 70歳代 特発性肺線維症 不明 不明 遠隔転移を伴う直腸癌  

      膵癌  

74 不明 不明 肝機能異常 不明 不明 膵癌  
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75 男 60歳代 発熱性好中球減少症 不明 不明 遠隔転移を伴う膵癌  

76 女 70歳代 発熱性好中球減少症 不明 回復 結腸直腸癌  

77 女 60歳代 下腹部痛 257日目 軽快 子宮癌  

78 男 80歳代 細菌性肺炎 14日目 不明 結腸癌  

79 女 60歳代 発熱性好中球減少症 不明 回復 膵癌 高血圧 

       子宮平滑筋腫 

80 男 80歳代 虫垂炎 1079日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌  

   白血球減少症 1080日目 回復   

81 男 60歳代 肺障害 49日目 回復 
遠隔転移を伴う結腸直

腸癌 
 

82 女 40歳代 過敏症 1日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌  

83 男 70歳代 急性骨髄性白血病 不明 不明 小細胞肺癌  

84 男 70歳代 急性赤白血病 不明 不明 小細胞肺癌  

85 男 70歳代 間質性肺疾患 29日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌 糖尿病 

       高血圧 

86 男 70歳代 ブドウ球菌性膿痂疹 不明 軽快 遠隔転移を伴う結腸癌  

87 女 70歳代 ストーマ部潰瘍 不明 軽快 遠隔転移を伴う直腸癌  

88 女 70歳代 偽膜性大腸炎 不明 軽快 腟癌  

89 男 50歳代 腹痛 1日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌  

90 男 70歳代 腸間膜静脈血栓症 不明 不明 遠隔転移を伴う結腸癌 胃癌 

   食道静脈瘤 不明 不明   

91 女 60歳代 肺臓炎 316日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌 腹膜転移 

       肝転移 

92 女 50歳代 発熱性好中球減少症 不明 軽快 
遠隔転移を伴う結腸直

腸癌 
 

93 女 80歳代 間質性肺疾患 13日目 軽快 
遠隔転移を伴う結腸直

腸癌 
高血圧 

   胸水 13日目 軽快  深部静脈血栓症 

       便秘 

       胃潰瘍 

       末梢性ニューロパチー 
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94 男 70歳代 好中球減少症 57日目 回復 
遠隔転移を伴う結腸直

腸癌 
高血圧 

   発熱性好中球減少症 58日目 回復  肝転移 

       リンパ節転移 

       肺転移 

95 女 70歳代 運動性低下 9日目 未回復 遠隔転移を伴う結腸癌 肝転移 

   発熱性好中球減少症 9日目 軽快  腹膜転移 

   下痢 9日目 軽快  高血圧 

   過小食 9日目 軽快  貧血 

96 男 70歳代 発熱性好中球減少症 不明 不明 結腸直腸癌  

97 不明 不明 
血中クレアチンホスホ

キナーゼ増加 
不明 不明   

98 女 80歳代 発熱性好中球減少症 9日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌 肺転移 

99 女 60歳代 浮動性めまい 不明 未回復   

100 男 不明 骨髄異形成症候群 不明 死亡 遠隔転移を伴う精巣癌 肺転移 

101 男 不明 骨髄異形成症候群 不明 死亡 遠隔転移を伴う精巣癌 後腹膜転移 

       肺転移 

102 男 不明 急性骨髄性白血病 不明 軽快 精巣癌  

103 男 不明 急性骨髄性白血病 不明 軽快 遠隔転移を伴う精巣癌 後腹膜転移 

104 男 70歳代 間質性肺疾患 不明 死亡 遠隔転移を伴う結腸癌 腹膜転移 

      消化器癌  

105 女 40歳代 
可逆性後白質脳症症候

群 
不明 軽快 遠隔転移を伴う結腸癌 肝転移 

106 不明 不明 発熱性好中球減少症 不明 不明 乳癌  

107 男 80歳代 発熱性好中球減少症 11日目 死亡 結腸癌 糖尿病 

   播種性血管内凝固 12日目 死亡  高血圧 

   間質性肺疾患 12日目 死亡  心房細動 

       高尿酸血症 

108 男 40歳代 発熱性好中球減少症 34日目 回復 膵癌 肝機能異常 

109 男 70歳代 食欲減退 不明 回復 遠隔転移を伴う結腸癌 肝転移 

   脱水 不明 未回復  リンパ節転移 

   間質性肺疾患 不明 回復   

110 男 70歳代 食道静脈瘤出血 740日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌 肝転移 

       肺転移 

       高血圧 

       糖尿病 
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111 男 70歳代 発熱性好中球減少症 83日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌 肝転移 

   胆管炎 125日目 回復  肺転移 

       高血圧 

       痔核 

112 女 70歳代 骨髄抑制 不明 回復 再発結腸直腸癌  

113 男 60歳代 肺胞出血 不明 軽快 遠隔転移を伴う膵癌 肝転移 

   肺炎 不明 軽快  リンパ節転移 

   発熱性好中球減少症 不明 軽快   

   敗血症性ショック 不明 軽快   

   播種性血管内凝固 不明 軽快   

114 男 40歳代 発熱性好中球減少症 不明 不明 遠隔転移を伴う直腸癌 肝転移 

       慢性腎臓病 

115 男 50歳代 敗血症性ショック 不明 不明 遠隔転移を伴う直腸癌 中枢神経系転移 

   播種性血管内凝固 不明 不明  肺転移 

   急性腎障害 不明 不明   

   好中球減少症 不明 不明   

   大腸炎 不明 不明   

116 女 60歳代 肺障害 不明 軽快   

117 男 20歳代 被嚢性腹膜硬化症 不明 不明 胎児性横紋筋肉腫 腹膜転移 

       骨転移 

       肺転移 

118 女 60歳代 
ニューモシスチス・イ

ロベチイ肺炎 
不明 死亡 遠隔転移を伴う結腸癌 リンパ節転移 

       中枢神経系転移 

       十二指腸潰瘍 

119 男 50歳代 発熱性好中球減少症 不明 回復 結腸直腸癌 肝機能異常 

120 男 60歳代 間質性肺疾患 43日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌 糖尿病 

       癌疼痛 

121 男 60歳代 筋痙縮 1日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌 肺転移 

   血圧上昇 36日目 軽快  高血圧 

       慢性胃炎 

       十二指腸潰瘍 

       胃食道逆流性疾患 

122 男 60歳代 発熱性好中球減少症 不明 不明 遠隔転移を伴う結腸癌 肝転移 

       慢性腎臓病 
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123 男 60歳代 発熱性好中球減少症 12日目 回復 
遠隔転移を伴う小細胞

肺癌 
肝転移 

       リンパ節転移 

124 男 40歳代 好酸球数増加 15日目 回復 遠隔転移を伴う胃癌 骨転移 

       肺気腫 

125 不明 不明 発熱性好中球減少症 不明 回復 小細胞肺癌  

126 女 50歳代 骨髄異形成症候群 不明 不明 卵巣漿液性嚢胞腺癌 腹膜転移 

127 女 60歳代 間質性肺疾患 106日目 軽快 直腸癌  

128 男 60歳代 肺臓炎 57日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌 肝転移 

       副腎転移 

       肺転移 

       リンパ節転移 

       イレウス 

       鎖骨下静脈血栓症 

       高ビリルビン血症 

       末梢性ニューロパチー 

       高血圧 

129 男 50歳代 発熱性好中球減少症 不明 軽快 結腸直腸癌 胃潰瘍 

   腸炎 114日目 軽快  肝障害 

130 男 70歳代 死亡 235日目 死亡 遠隔転移を伴う結腸癌 肝転移 

131 男 70歳代 急性骨髄性白血病 268日目 死亡 遠隔転移を伴う結腸癌 肝転移 

132 男 30歳代 腫瘍崩壊症候群 4日目 回復 
遠隔転移を伴う結腸直

腸癌 
肝転移 

   発熱性好中球減少症 13日目 回復   

133 男 70歳代 肺結核 不明 回復 遠隔転移を伴う直腸癌 肺転移 

       肝転移 

       骨転移 

       自己免疫性肝炎 

134 女 50歳代 痔瘻 11日目 軽快 結腸癌 リンパ節転移 

135 女 50歳代 血小板数減少 29日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌 肺転移 

   発熱 29日目 回復  リンパ節転移 
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136 女 40歳代 発熱性好中球減少症 不明 軽快 胃癌  

   脱水 10日目 回復   

   下痢 10日目 回復   

   血小板数減少 12日目 回復   

   貧血 13日目 回復   

137 女 40歳代 呼吸困難 1日目 軽快 遠隔転移を伴う乳癌 骨転移 

       リンパ節転移 

       胸膜転移 

138 男 不明 発熱性好中球減少症 不明 不明 遠隔転移を伴う結腸癌 肝転移 

139 男 50歳代 水痘 62日目 

回復 

したが 

後遺症 

あり 

遠隔転移を伴う膵癌 筋転移 

   
血球貪食性リンパ組織

球症 
不明 不明   

   ウイルス性髄膜炎 不明 

回復 

したが 

後遺症 

あり 

  

140 男 50歳代 ショック 不明 回復   

141 女 70歳代 骨髄抑制 8日目 軽快 遠隔転移を伴う膀胱癌 後腹膜転移 

       腰筋膿瘍 

142 男 80歳代 虚血性大腸炎 不明 軽快 遠隔転移を伴う直腸癌 肝転移 

143 男 70歳代 過敏症 1日目 回復 膵癌 心筋虚血 

       高脂血症 

       糖尿病 

144 男 70歳代 間質性肺疾患 不明 回復 膵癌  

145 男 70歳代 肺臓炎 81日目 軽快 結腸癌  

146 女 60歳代 緑色腫 不明 軽快 卵巣癌  

147 女 60歳代 発熱性好中球減少症 10日目 軽快 直腸癌  
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148 男 60歳代 腫瘍崩壊症候群 3日目 

回復 

したが 

後遺症 

あり 

遠隔転移を伴う膵神経

内分泌腫瘍 
肝転移 

       リンパ節転移 

       Ｃ型肝炎 

       高血圧 

       高脂血症 

149 不明 
10歳未

満 
好中球数減少 不明 不明   

150 男 70歳代 発熱性好中球減少症 10日目 死亡 結腸直腸癌  

151 女 60歳代 下痢 13日目 回復 
遠隔転移を伴う直腸Ｓ

状結腸癌 
リンパ節転移 

   好中球数減少 16日目 回復  肝転移 

   発熱性好中球減少症 不明 回復   

152 男 60歳代 
ニューモシスチス・イ

ロベチイ肺炎 
不明 死亡 肺の悪性新生物  

153 不明 70歳代 発熱性好中球減少症 不明 回復 直腸癌  

154 不明 60歳代 発熱性好中球減少症 不明 回復 直腸癌  

155 男 60歳代 発熱性好中球減少症 不明 軽快 神経内分泌癌  

   出血性腸炎 不明 軽快   

156 女 60歳代 肝機能異常 不明 不明 遠隔転移を伴う直腸癌 皮膚転移 

       皮膚転移 

157 女 50歳代 十二指腸潰瘍 4日目 軽快 遠隔転移を伴う卵巣癌 腹膜転移 

158 男 70歳代 下痢 134日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌 肺転移 

   脱水 138日目 回復   

   急性腎障害 138日目 回復   

159 男 70歳代 敗血症 不明 死亡 悪性新生物  

   好中球減少症 不明 死亡   

160 男 70歳代 間質性肺疾患 143日目 死亡 結腸癌 慢性心不全 

       肺気腫 

161 男 30歳代 間質性肺疾患 不明 軽快 
性腺外原発性胚細胞腫

瘍 
肝転移 

162 女 70歳代 好中球減少症 35日目 軽快 結腸癌  

163 男 50歳代 間質性肺疾患 不明 回復 結腸直腸癌  

164 女 70歳代 皮膚びらん 300日目 軽快 結腸癌  
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165 男 40歳代 発熱性好中球減少症 不明 不明   

166 男 70歳代 低ナトリウム血症 7日目 軽快 再発小細胞肺癌  

167 女 60歳代 悪心 1日目 軽快 再発肝癌  

   倦怠感 1日目 軽快   

168 女 60歳代 コリン作動性症候群 362日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌 肝転移 

       肺転移 

       骨転移 

169 男 70歳代 好中球数減少 8日目 回復 遠隔転移を伴う胃癌 リンパ節転移 

   食欲減退 30日目 不明   

170 男 60歳代 間質性肺疾患 不明 軽快 遠隔転移を伴う結腸癌 肝転移 

       肺転移 

171 男 70歳代 上腹部痛 不明 不明 遠隔転移を伴う結腸癌 腹膜転移 

   食欲減退 不明 不明   

172 男 70歳代 口腔膿瘍 不明 不明 
遠隔転移を伴う小細胞

肺癌 
肝転移 

173 男 50歳代 肝性脳症 不明 回復 遠隔転移を伴う膵癌 肝転移 

   高アンモニア血症 不明 回復  腹膜転移 

174 女 70歳代 間質性肺疾患 51日目 軽快 遠隔転移を伴う結腸癌 肝転移 

       大脳動脈閉塞 

175 女 40歳代 発熱性好中球減少症 不明 不明 
遠隔転移を伴う結腸直

腸癌 
肺転移 

       腹膜転移 

176 女 50歳代 下痢 12日目 回復 再発結腸直腸癌  

177 女 70歳代 食欲減退 不明 不明 
遠隔転移を伴う直腸Ｓ

状結腸癌 
肝転移 

   倦怠感 不明 不明  肺転移 

178 男 70歳代 肝機能異常 6日目 軽快 遠隔転移を伴う胃癌  

179 女 60歳代 下痢 16日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌 高血圧 

   食欲減退 16日目 回復  高脂血症 

   白血球数減少 18日目 回復  背部痛 

180 男 60歳代 白血球数減少 15日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌  

   血小板数減少 15日目 回復   

181 男 70歳代 好中球数減少 8日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌 高血圧 

   口内炎 15日目 回復   
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182 女 70歳代 下痢 10日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌 背部痛 

   白血球数減少 13日目 回復   

   好中球数減少 13日目 回復   

183 男 70歳代 下痢 8日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌  

184 男 60歳代 食欲減退 65日目 回復 直腸癌 ２型糖尿病 

       高血圧 

185 男 70歳代 下痢 16日目 回復 再発直腸癌  

   下痢 31日目 軽快   

186 男 70歳代 下痢 12日目 未回復 遠隔転移を伴う結腸癌 糖尿病 

   発熱 14日目 未回復  高血圧 

   白血球数減少 14日目 回復  高脂血症 

187 男 70歳代 メレナ 201日目 回復 遠隔転移を伴う胃癌 高血圧 

   貧血 201日目 回復   

   血小板数減少 203日目 未回復   

188 男 50歳代 間質性肺疾患 28日目 軽快 遠隔転移を伴う直腸癌 先端巨大症 

189 男 70歳代 白血球数減少 9日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌 脳梗塞 

   発熱性好中球減少症 9日目 回復  糖尿病 

   好中球数減少 58日目 回復  高血圧 

190 男 70歳代 下痢 43日目 軽快 遠隔転移を伴う結腸癌  

191 男 80歳代 下痢 9日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌 高血圧 

   貧血 10日目 軽快   

192 男 60歳代 間質性肺疾患 106日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌 糖尿病 

       高血圧 

       高脂血症 

       便秘 

193 男 60歳代 直腸穿孔 31日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌  

194 女 40歳代 好中球数減少 15日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌  

195 男 60歳代 白血球数減少 15日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌  

   好中球数減少 15日目 回復   

196 女 60歳代 虫垂炎 13日目 回復 遠隔転移を伴う胃癌  

197 女 60歳代 過小食 64日目 回復 遠隔転移を伴う胃癌  

   下痢 64日目 回復   

198 男 50歳代 肺塞栓症 16日目 軽快 胃癌 痛風 

   四肢静脈血栓症 16日目 軽快   

199 女 70歳代 悪心 1日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌 高血圧 
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200 男 50歳代 下痢 95日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌  

201 女 60歳代 白血球数減少 43日目 軽快 遠隔転移を伴う結腸癌 末梢性ニューロパチー 

   好中球数減少 43日目 軽快  倦怠感 

       脱毛症 

       爪の障害 

       末梢性浮腫 

202 女 70歳代 口内炎 不明 不明 胃癌  

203 女 70歳代 低カリウム血症 29日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌 バセドウ病 

       高血圧 

       味覚障害 

204 男 60歳代 食欲減退 9日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌 高血圧 

   白血球数減少 11日目 回復  ２型糖尿病 

   好中球数減少 11日目 回復  慢性Ｂ型肝炎 

   血小板数減少 11日目 軽快  ビタミンＢ６欠乏 

205 男 60歳代 末梢動脈閉塞性疾患 53日目 未回復 遠隔転移を伴う結腸癌 糖尿病 

       高血圧 

206 女 80歳代 下痢 18日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌  

   脱水 18日目 回復   

207 女 60歳代 下痢 20日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌  

208 男 60歳代 下痢 17日目 軽快 肛門癌 心筋梗塞 

209 男 70歳代 白血球数減少 8日目 軽快 結腸癌  

210 男 70歳代 糖尿病 63日目 回復 
遠隔転移を伴う結腸直

腸癌 
糖尿病 

   間質性肺疾患 126日目 死亡  高血圧 

       狭心症 

       末梢動脈閉塞性疾患 

       脳梗塞 

211 女 50歳代 下痢 21日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌 
手掌・足底発赤知覚不

全症候群 

       末梢性ニューロパチー 

212 男 70歳代 下痢 23日目 回復 結腸癌 遠隔転移を伴う肝癌 

   帯状疱疹 203日目 回復  高血圧 

       肝機能異常 

       蕁麻疹 

213 女 50歳代 下痢 22日目 軽快 遠隔転移を伴う直腸癌 ギラン・バレー症候群 
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214 男 80歳代 口内炎 19日目 軽快 遠隔転移を伴う結腸癌  

215 男 60歳代 下痢 43日目 軽快 遠隔転移を伴う直腸癌 糖尿病 

216 女 60歳代 口内炎 4日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌  

217 女 50歳代 汎血球減少症 不明 回復 遠隔転移を伴う子宮癌 悪性腸腰筋症候群 

       腎後性腎不全 

218 男 60歳代 小腸出血 107日目 死亡 遠隔転移を伴う結腸癌 糖尿病 

219 女 60歳代 多形紅斑 不明 回復 遠隔転移を伴う乳癌  

220 男 60歳代 好中球数減少 43日目 軽快 遠隔転移を伴う結腸癌 肝障害 

       骨粗鬆症 

       便秘 

221 男 60歳代 白血球数減少 71日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌  

222 男 50歳代 下痢 10日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌  

223 男 60歳代 粘膜障害 17日目 軽快 遠隔転移を伴う直腸癌  

224 女 70歳代 白血球数減少 6日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌  

225 男 70歳代 白血球数減少 30日目 回復 直腸癌  

226 男 70歳代 下痢 18日目 回復 結腸癌  

227 女 60歳代 食欲減退 50日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌  

228 女 70歳代 汎血球減少症 155日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌  

      遠隔転移を伴う直腸癌  

229 女 70歳代 下痢 4日目 回復 
遠隔転移を伴う結腸直

腸癌 
 

   発熱性好中球減少症 13日目 軽快   

230 男 40歳代 門脈血栓症 135日目 軽快 
遠隔転移を伴う結腸直

腸癌 

肝炎ウイルスキャリア

ー 

231 男 50歳代 脱水 43日目 回復 結腸直腸癌  

   肺塞栓症 44日目 回復   

232 男 70歳代 下痢 20日目 不明 結腸癌  

   食欲減退 20日目 不明   

   好中球数減少 20日目 不明   

   間質性肺疾患 29日目 軽快   

   血小板数減少 44日目 不明   

   腫瘍出血 50日目 不明   
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233 男 60歳代 食欲減退 104日目 回復 結腸直腸癌 高血圧 

   脱水 不明 回復  慢性胃炎 

   急性腎障害 不明 回復   

   貧血 113日目 回復   

   胃潰瘍 不明 不明   

234 女 60歳代 肝機能異常 不明 軽快 遠隔転移を伴う直腸癌 糖尿病 

       裂孔ヘルニア 

235 男 60歳代 下痢 17日目 軽快 遠隔転移を伴う結腸癌  

   偽膜性大腸炎 21日目 回復   

   播種性血管内凝固 21日目 回復   

   敗血症 21日目 回復   

   脱水 21日目 軽快   

   腎不全 21日目 軽快   

   好中球数減少 21日目 軽快   

236 女 70歳代 下痢 15日目 回復 直腸癌  

   腹痛 19日目 軽快   

   食欲減退 19日目 軽快   

   敗血症性ショック 31日目 回復   

   好中球数減少 31日目 回復   

237 女 不明 口内炎 不明 不明   

238 女 60歳代 肺塞栓症 519日目 回復 結腸癌 高血圧 

239 男 60歳代 下痢 26日目 回復 直腸癌  

240 男 60歳代 動脈塞栓症 99日目 軽快 結腸癌 高血圧 

       高脂血症 

       皮脂欠乏性湿疹 

       ざ瘡 

       便秘 

241 女 70歳代 骨髄異形成症候群 不明 未回復 胃癌 腹膜転移 

      遠隔転移を伴う卵巣癌  

242 男 80歳代 間質性肺疾患 不明 回復 結腸癌第４期  

243 男 70歳代 間質性肺疾患 不明 回復 直腸癌 便秘 

   肺水腫 不明 回復  不眠症 

244 女 70歳代 発熱性好中球減少症 不明 回復 膵癌 糖尿病 

245 男 70歳代 発熱性好中球減少症 14日目 回復 消化器癌  

246 男 70歳代 下痢 8日目 回復 遠隔転移を伴う直腸癌  



イリノテカン「タイホウ」の重篤な副作用症例一覧 
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No. 性別 年齢 副作用名 発現時期 転帰 原疾患 合併症 

247 不明 不明 下痢 不明 回復 膵癌  

248 女 50歳代 悪心 不明 回復 遠隔転移を伴う結腸癌 肺転移 

       肝転移 

249 男 60歳代 下痢 不明 回復 直腸癌 高血圧 

       糖尿病 

250 女 70歳代 発熱性好中球減少症 不明 軽快 結腸直腸癌 高血圧 

       糖尿病 

251 不明 不明 間質性肺疾患 不明 軽快   

252 男 60歳代 発熱性好中球減少症 不明 回復 
遠隔転移を伴う結腸直

腸癌 
 

253 男 50歳代 発熱性好中球減少症 24日目 回復 胃癌 Ｂ型肝炎 

254 男 70歳代 発熱性好中球減少症 13日目 軽快 遠隔転移を伴う直腸癌 肝転移 

   播種性血管内凝固 14日目 軽快  肺転移 

255 男 70歳代 下痢 不明 回復 再発結腸直腸癌  

256 男 70歳代 肺臓炎 41日目 軽快 肛門癌 高血圧 

       網膜血管瘤 

257 男 70歳代 間質性肺疾患 73日目 死亡 遠隔転移を伴う結腸癌 肝転移 

       糖尿病 

258 男 60歳代 口内炎 12日目 軽快 遠隔転移を伴う直腸癌 肺転移 

   下痢 13日目 未回復  中枢神経系転移 

   発熱性好中球減少症 15日目 死亡  腎転移 

   肺炎 20日目 死亡   

259 男 70歳代 汎血球減少症 15日目 軽快 結腸癌第４期 肝転移 

   間質性肺疾患 118日目 軽快  腹膜転移 

260 女 50歳代 食欲減退 78日目 回復 結腸直腸癌  

   発熱性好中球減少症 83日目 回復   

261 女 80歳代 発熱性好中球減少症 不明 不明 遠隔転移を伴う直腸癌 肝転移 

   粘膜障害 不明 不明   

262 男 70歳代 間質性肺疾患 不明 軽快 遠隔転移を伴う結腸癌 肺転移 

263 男 60歳代 間質性肺疾患 不明 軽快 遠隔転移を伴う直腸癌 肺転移 

264 男 80歳代 間質性肺疾患 78日目 死亡 
遠隔転移を伴う結腸直

腸癌 
肺転移 



イリノテカン「タイホウ」の重篤な副作用症例一覧 
報告期間：2009年01月14日（承認日）～2020年11月30日 

 

 

No. 性別 年齢 副作用名 発現時期 転帰 原疾患 合併症 

265 男 70歳代 食欲減退 6日目 死亡 遠隔転移を伴う直腸癌 肝転移 

   脱水 11日目 死亡  尿路感染 

   急性腎障害 11日目 死亡   

   骨髄抑制 11日目 死亡   

   尿路感染 11日目 死亡   

   敗血症 11日目 死亡   

   下痢 12日目 死亡   

   急性呼吸窮迫症候群 15日目 死亡   

266 女 60歳代 食欲減退 不明 不明 遠隔転移を伴う結腸癌 肺転移 

   倦怠感 不明 不明  ２型糖尿病 

   
高血糖性高浸透圧性非

ケトン性症候群 
不明 軽快   

   脱水 不明 軽快   

   急性腎障害 不明 軽快   

267 女 70歳代 間質性肺疾患 85日目 回復 遠隔転移を伴う結腸癌 肝転移 

       肺転移 

       高血圧 

268 男 50歳代 肝硬変 不明 不明 結腸癌 ２型糖尿病 

       脂質異常症 

       
非アルコール性脂肪性

肝疾患 

269 男 50歳代 胃腸出血 365日目 回復 直腸癌  

270 男 60歳代 発熱性好中球減少症 不明 回復 結腸直腸癌  

271 男 70歳代 下痢 16日目 軽快 結腸癌  

272 女 50歳代 坐骨孔直腸ヘルニア 不明 回復 直腸癌 糖尿病 

273 不明 不明 発熱性好中球減少症 不明 回復 結腸直腸癌  

274 男 70歳代 腸炎 87日目 回復 結腸癌  

275 男 70歳代 肺炎 94日目 軽快 結腸癌  

276 女 70歳代 間質性肺疾患 204日目 未回復 遠隔転移を伴う膵癌 肺転移 

       骨転移 
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277 女 70歳代 敗血症 不明 不明 遠隔転移を伴う結腸癌 中枢神経系転移 

   尿路感染 不明 不明  肺転移 

       肝転移 

       卵巣転移 

       脊椎転移 

       口腔転移 

       リンパ節症 

278 女 70歳代 下痢 不明 不明 結腸直腸癌  

   血圧低下 不明 不明   

   不整脈 不明 不明   

   脱水 不明 不明   

279 男 50歳代 間質性肺疾患 92日目 死亡 遠隔転移を伴う直腸癌 糖尿病 

       尿崩症 

280 男 60歳代 食道静脈瘤出血 不明 不明 遠隔転移を伴う直腸癌  

   肝硬変 不明 不明   

281 男 70歳代 血小板数減少 8日目 軽快 胃癌  

   発熱性好中球減少症 22日目 回復   

282 男 70歳代 血小板数減少 56日目 回復 胃癌  

283 男 70歳代 リンパ腫 不明 不明 遠隔転移を伴う結腸癌  

      肺の悪性新生物  

284 男 70歳代 
単系統の異形成を伴う

不応性血球減少症 
1787日目 未回復 遠隔転移を伴う結腸癌 胃癌 

       高血圧 

 
【表示条件】 

年齢：副作用発現時年齢 

副作用名、原疾患、合併症：MedDRA/J (ICH国際医薬用語集日本語版)Ver.23.1の基本語（PT） 

発現時期：初回投与開始日から発現日までの期間（投与開始日を1日目とする） 

転帰：症例転帰ではなく事象転帰を示している 

 


