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効能・効果、用法・用量及び使用上の注意改訂のお知らせ
－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

2019年12月
ユーシービージャパン株式会社

アステラス製薬株式会社

このたび、上記の弊社製品につきまして、添付文書の「効能又は効果」、「用法及び用量」及び「使用
上の注意」の一部を改訂致しましたので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、新しい添付文書をご参照くださいますようお願い申し上げます。

Ⅰ.「効能又は効果」の追加
【改訂の概要】
「4. 効能又は効果」の項に「既存治療で効果不十分な下記疾患　尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、
乾癬性紅皮症」が追加されました。

【改訂内容】

改 訂 後（下線部改訂） 改 訂 前

4. 効能又は効果
〇関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）
〇既存治療で効果不十分な下記疾患

尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬
性紅皮症

4. 効能又は効果
関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）

【改訂理由】
慢性乾癬患者を対象に臨床試験を実施し、本剤の有効性及び安全性が確認され、医薬品製造販売承認
事項一部変更承認を取得したことに伴い、添付文書を改訂しました。

劇薬、処方箋医薬品
TNFα阻害薬

（ペグヒト化抗ヒトTNFαモノクローナル抗体Fab’断片製剤）

（一般名：セルトリズマブ　ペゴル（遺伝子組換え））
注意－医師等の処方箋により使用すること
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Ⅱ.「用法及び用量」の追加
【改訂の概要】
「6. 用法及び用量」の項に、乾癬に対する用法・用量の記載を追加しました。

【改訂内容】

改 訂 後（下線部改訂） 改 訂 前

6. 用法及び用量
〈関節リウマチ〉

通常、成人にはセルトリズマブ ペゴル（遺伝
子組換え）として、1回400mgを初回、2週後、
4週後に皮下注射し、以後1回200mgを2週間の
間隔で皮下注射する。
なお、症状安定後には、1回400mgを4週間の間
隔で皮下注射できる。

〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬
性紅皮症〉
通常、成人にはセルトリズマブ ペゴル（遺伝
子組換え）として、1回400mgを2週間の間隔で
皮下注射する。症状安定後には、1回200mgを
2週間の間隔、又は1回400mgを4週間の間隔で
皮下注射できる。

6. 用法及び用量
通常、成人にはセルトリズマブ ペゴル（遺伝子
組換え）として、1回400mgを初回、2週後、4週
後に皮下注射し、以後1回200mgを2週間の間隔
で皮下注射する。
なお、症状安定後には、1回400mgを4週間の間
隔で皮下注射できる。

【改訂理由】
慢性乾癬患者を対象に臨床試験を実施し、本剤の有効性及び安全性が確認され、医薬品製造販売承認
事項一部変更承認を取得したことに伴い、添付文書を改訂しました。
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Ⅲ.「使用上の注意」の改訂
【改訂の概要】（自主改訂）

1.「1. 警告」の項に乾癬に対する本剤治療前の留意事項を追記しました。
2.「5. 効能又は効果に関連する注意」の項に本剤の乾癬に関する適応患者に関する注意を追記しま

した。
3.「7. 用法及び用量に関連する注意」の項に〈効能共通〉として生物製剤の併用についての注意、お

よび乾癬に対する本剤の治療計画の継続についての注意を追加しました。
4.「9.1 合併症・既往歴等のある患者」の項の「感染症」に関する記載に「重篤な感染症を除く」を

追記しました。
5.「11.1 重大な副作用」の項の「肺炎」と「間質性肺炎」の発現頻度を変更しました。
6.「11.2 その他の副作用」の項に記載されている「皮膚剥脱・落屑」、「多形紅斑」、「関節炎」、「注射

部位反応」、「浮腫（末梢及び顔面を含む）」、「サルコイドーシス」、「悪寒」の発現頻度を変更しま
した。

7.「14.2 薬剤投与時の注意」の項に本剤投与部位に関する注意を追記しました。
8.「15. その他の注意」の項に乾癬に対する国内臨床試験の抗体発現、および海外における臨床試験

の悪性腫瘍の発生率について追記しました。また、乾癬患者において、免疫抑制剤又は光線療法
と併用した場合の安全性及び有効性は確立していない旨を追記しました。

【改訂内容】

改 訂 後（下線部改訂、波線部頻度変更） 改 訂 前（点線部削除）

1. 警告
〈効能共通〉
1.1（省略：現行のとおり）
［1.2.1、1.2.2、1.3、2.1、2.2、2.4、8.1、8.2、8.3、
8.5、9.1.1、9.1.2、9.1.3、11.1.1、11.1.2、
11.1.4、15.1.5参照］

1.2～1.3（省略：現行のとおり）
〈関節リウマチ〉
1. 4 本剤の治療を行う前に、少なくとも1剤の抗

リウマチ薬等の使用を十分勘案すること。ま
た、本剤についての十分な知識と関節リウマチ
治療の経験をもつ医師が使用すること。

〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬
性紅皮症〉

1. 5 本剤の治療を行う前に、光線療法を含む既存
の全身療法（生物製剤を除く）の適用を十分に
勘案すること。また、本剤についての十分な知
識と乾癬の治療に十分な知識・経験をもつ医師
が使用すること。

1. 警告
1.1（省略）
［1.2.1、1.2.2、1.3、2.1、2.2、2.4、8.1、8.2、8.3、
8.5、9.1.1、9.1.2、9.1.3、11.1.1、11.1.2、
11.1.4、15.1.4参照］

1.2～1.3（省略）
1.4  関節リウマチ患者では、本剤の治療を行う前

に、少なくとも1剤の抗リウマチ薬等の使用
を十分勘案すること。
また、本剤についての十分な知識と関節リウ
マチ治療の経験をもつ医師が使用すること。
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改 訂 後（下線部改訂、波線部頻度変更） 改 訂 前（点線部削除）

5. 効能又は効果に関連する注意
〈関節リウマチ〉
5.1（省略：現行のとおり）
〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬
性紅皮症〉

5.2  以下のいずれかを満たす患者に投与すること。
・ 光線療法を含む既存の全身療法（生物製剤を

除く）で十分な効果が得られず、皮疹が体表
面積の10%以上に及ぶ患者。

・ 難治性の皮疹、関節症状又は膿疱を有する患
者。

5. 効能又は効果に関連する注意
5.1（省略）

7. 用法及び用量に関連する注意
〈効能共通〉
7. 1 本剤と他の生物製剤の併用について安全性及

び有効性は確立していないので併用を避けるこ
と。

〈関節リウマチ〉
7.2（省略：現行の7.1のとおり）
7.3（省略：現行の7.2のとおり）
7.  4 本剤とアバタセプト（遺伝子組換え）の併用

は行わないこと。海外で実施したプラセボを対
照とした臨床試験において、抗TNF製剤とアバ
タセプト（遺伝子組換え）の併用療法を受けた
患者では併用による効果の増強は示されておら
ず、感染症及び重篤な感染症の発現率が抗TNF
製剤のみによる治療を受けた患者での発現率と
比べて高かった。

〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬
性紅皮症〉

7. 5 本剤による治療反応は、通常投与開始から16
週以内に得られる。16週以内に治療反応が得ら
れない場合は本剤の治療計画の継続を慎重に
再考すること。

7. 用法及び用量に関連する注意
7. 1 本剤による治療反応は、通常投与開始から12

週以内に得られる。12週以内に治療反応が得ら
れない場合は現在の治療計画の継続を慎重に再
考すること。

7.2（省略）
7.  3 本剤とアバタセプト（遺伝子組換え）の併用

は行わないこと。海外で実施したプラセボを対
照とした臨床試験において、抗TNF製剤とアバ
タセプト（遺伝子組換え）の併用療法を受けた
患者では併用による効果の増強は示されておら
ず、感染症及び重篤な感染症の発現率が抗TNF
製剤のみによる治療を受けた患者での発現率と
比べて高かった。また、本剤と他の生物製剤の
併用について安全性及び有効性は確立していな
いので併用を避けること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1  合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 感染症 （重篤な感染症を除く） の患者又
は感染症が疑われる患者［1.1、8.1、8.5参照］

9.1.2～9.1.6、9.2～9.8（省略：現行のとおり）

9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1～9.8（省略）

11.1  重大な副作用
11.1.1  重篤な感染症

敗血症（頻度不明）、肺炎（1.4%）等の重篤
な感染症（省略：現行のとおり）

11.1.2～11.1.6 （省略：現行のとおり）
11.1.7  間質性肺炎（0.8%）  （省略：現行のとおり）

11.1  重大な副作用
11.1.1  重篤な感染症

敗血症（頻度不明）、肺炎（1.2%）等の重篤
な感染症（省略）

11.1.2 ～11.1.6（省略）
11.1.7  間質性肺炎（0.9%）  （省略）
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改 訂 後（下線部改訂、波線部頻度変更） 改 訂 前（点線部削除）

11.2 その他の副作用
5％以上 1～5％未満 1％未満 頻度不明

皮膚

発疹（湿疹、
皮膚炎、紅
斑等）

爪の障害 脱毛症、そ
う痒、ざ瘡、
光線過敏症、
皮膚剥脱・
落屑、多形
紅斑

汗腺障害、皮
膚乾燥、急性
熱性好中球性
皮膚症、水疱、
皮膚潰瘍、酒
さ、ばら色粃
糠疹、皮膚線
条、皮膚変色、
毛質障害、皮
膚損傷、苔癬
様皮膚反応

筋骨格
系

CK増加、関
節炎

筋障害、腱症

その他

K L - 6 増
加、注射部
位反応

疼痛、発熱、
脂 肪 織 炎 、
無力症、浮
腫（末梢及
び顔面を含
む）、サルコ
イドーシス、
悪寒

出血（鼻、消
化管、皮下等）、
自 己 抗 体 陽
性 、 血 清 病 、
自然流産、瘻
孔、温度感覚
の異常、寝汗、
潮紅、ALP増
加、血中尿酸
増加、治癒不
良、良性腫瘍
又は嚢胞（皮
膚乳頭腫を含
む ）、 前 癌 病
変（口腔内白
斑症、メラノ
サイト性母斑
を含む）

（他の項　省略：現行のとおり）

11.2 その他の副作用
5％以上 1～5％未満 1％未満 頻度不明

皮膚

発疹（湿疹、
皮膚炎、紅
斑等）

爪の障害 脱毛症、そ
う痒、ざ瘡、
光線過敏症

汗腺障害、皮
膚乾燥、急性
熱性好中球性
皮膚症、皮膚
剥 脱 ・ 落 屑 、
水疱、皮膚潰
瘍、酒さ、ば
ら 色 粃 糠 疹 、
皮膚線条、皮
膚変色、毛質
障害、皮膚損
傷、多形紅斑、
苔癬様皮膚反
応

筋骨格
系

関節炎 CK増加 筋障害、腱症

その他

注射部位反
応

KL-6増加 疼痛、発熱、
脂 肪 織 炎 、
無力症

出血（鼻、消
化管、皮下等）、
自 己 抗 体 陽
性、サルコイ
ドーシス、血
清 病 、 浮 腫

（ 末 梢 及 び 顔
面を含む）、自
然 流 産 、 瘻
孔、悪寒、温
度 感 覚 の 異
常、寝汗、潮
紅 、 A L P 増
加、血中尿酸
増加、治癒不
良、良性腫瘍
又は嚢胞（皮
膚乳頭腫を含
む ）、 前 癌 病
変（口腔内白
斑症、メラノ
サイト性母斑
を含む）

（他の項　省略）

14. 適用上の注意
14.1（省略：現行のとおり）
14.2  薬剤投与時の注意

14.2.1 注射部位は上腕部、腹部又は大腿部と
し、同一箇所への2本の注射は避け、投与毎
に注射部位を変えること。

14.2.2 皮膚が敏感な部位、皮膚に異常のある
部位（圧痛、挫傷、発赤、硬化等の部位）、
乾癬の部位には注射しないこと。

14. 適用上の注意
14.1（省略）
14.2  薬剤投与時の注意

14.2.1 注射部位は上腕部、腹部又は大腿部と
し、同一箇所への2本の注射は避けること。

14.2.2 皮膚の圧痛、挫傷、発赤、硬化がある
部位には注射しないこと。
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改 訂 後（下線部改訂、波線部頻度変更） 改 訂 前（点線部削除）

15. その他の注意
15.1  臨床使用に基づく情報

15.1.1 ～15.1.2（省略：現行のとおり）
15.1.3 関節リウマチ患者を対象とした国内臨

床試験において、二重盲検比較試験（24週）
及び継続長期試験（52週）を通じた抗体発現
率（ELISA法注））は、メトトレキサート併用
下では8.2%及びメトトレキサート非併用下で
は29.9%であった。また、52週の継続投与試
験において2週間隔投与及び4週間隔投与でそ
れぞれメトトレキサート併用下では2.4%及び
4.7%、メトトレキサート非併用下では11.4%
及び10.8%であった。臨床試験において本剤
に対する抗体が発現した患者においては、血
中濃度が低下する傾向が認められたが、有効
性及び安全性への影響は明らかでない。

［16.1. 2、16.1. 3参照］
15.1.4 尋常性乾癬患者を対象とした国内臨床

試験において、52週までの抗体発現率（酸解
離ECLIA法注））は、全症例で96.0%であった。
抗体価が顕著に高い患者においては、血中濃
度が低下する傾向が認められたが、有効性及
び安全性への影響は明らかでない。［16.1. 5参
照］
注）酸解離ECLIA法はELISA法に比べ感度
及び共存薬物耐性の高い測定法である。

15.1.5（省略：現行のとおり）
海外における乾癬を対象とした臨床試験で
は、悪性腫瘍（非黒色腫皮膚癌を除く）の発
生率（95%信頼区間）は、本剤投与群の患者
995例で100人年あたり0.45（0.22、0.82）であっ
た3）。 ［1.1、8.2参照］

15.1.6 乾癬患者において、免疫抑制剤又は光
線療法と併用した場合の安全性及び有効性は
確立していない。

15. その他の注意
15.1.1～15.1.2（省略）
15.1.3 国内臨床試験において、二重盲検比較

試験（24週）及び継続長期試験（52週）を通
じた抗体発現率（全時点中抗体陽性が1回以
上）は、メトトレキサート併用下では8.2%及
びメトトレキサート非併用下では29.9%で
あった。また、52週の継続投与試験において
2週間隔投与及び4週間隔投与でそれぞれメト
トレキサート併用下では2.4%及び4.7%、メト
トレキサート非併用下では11.4%及び10.8%で
あった。臨床試験において本剤に対する抗体
が発現した患者においては、血中濃度が低下
する傾向が認められたが、有効性及び安全性
への影響は明らかでない。［16.1. 2、16.1. 3参
照］。

15.1.4 海外におけるクローン病及びその他の
疾患を対象とした比較対照試験及び非盲検試
験では、悪性腫瘍（非黒色腫皮膚癌を除く）
の発生率（95%信頼区間）は、本剤投与群の
患者4,650例で100人年あたり0.5（0.4、0.7）
に対し、プラセボ投与群の患者1,319例で100
人年あたり0.6（0.1、1.7）であった。関節リ
ウマチ患者では、2,367例で合計3例のリンパ
腫が認められた。これは母集団で予測される
値の約2倍に相当する。また、クローン病及
びその他の比較対照臨床試験で、本剤投与群
の患者2,657例でリンパ腫1例、プラセボ投与
群の患者1,319例でホジキンリンパ腫1例が発
現した2）。［1.1、8.2参照］

【改訂理由】
1.「1. 警告」の項に乾癬に対する本剤治療前の留意事項を追記

乾癬（尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症）に対する本剤治療前に光線療法を
含む既存の全身療法（生物製剤を除く）の適用を十分に勘案すること、及び本剤についての十分な
知識と乾癬の治療に十分な知識・経験をもつ医師が使用する必要があることから追記しました。

2.「5. 効能又は効果に関連する注意」の項に本剤の乾癬に関する適応患者に関する注意を追記
本剤の国内臨床試験に基づき、乾癬に対する既存治療で十分な効果が得られず、皮疹が体表面積
の10%以上に及ぶ患者、または難治性の皮疹、関節症又は膿疱を有する患者が適応となることか
ら追記しました。



―7―

3.「7. 用法及び用量に関連する注意」の項に〈効能共通〉として生物製剤の併用についての注意、お
よび乾癬に対する本剤の治療計画の継続についての注意を追加
本剤と他の生物製剤の併用について安全性及び有効性は確認されていないため、併用しないよう
追記しました。また、国内外臨床試験結果より、通常本剤投与開始から16週以内に治療反応が得
られると考えられることから、治療計画の継続について追記しました。

4.「9.1 合併症・既往歴等のある患者」の項の「感染症」に関する記載に「重篤な感染症を除く」を
追記

「重篤な感染症」のある患者は禁忌となるため、記載整備として「重篤な感染症を除く」を追記し
ました。

5.「11.1 重大な副作用」の項の「肺炎」と「間質性肺炎」の発現頻度を変更
慢性乾癬患者を対象とした臨床試験を実施し、本剤の有効性及び安全性が確認され、医薬品製造
販売承認事項一部変更承認を取得したため、発現頻度を変更しました。

6.「11.2 その他の副作用」の項の「皮膚剥脱・落屑」、「多形紅斑」、「関節炎」、「注射部位反応」、「浮
腫（末梢及び顔面を含む）」、「サルコイドーシス」、「悪寒」の発現頻度を変更
慢性乾癬患者を対象とした臨床試験を実施し、本剤の有効性及び安全性が確認され、医薬品製造
販売承認事項一部変更承認を取得したため、発現頻度を変更しました。

7.「14.2 薬剤投与時の注意」の項に本剤投与部位に関する注意を追記
乾癬は慢性的な皮膚炎を主症状とする疾患であり、本剤投与部位に関して詳細に記載をしました。

8.「15. その他の注意」の項に乾癬に対する国内臨床試験の抗体発現、および海外における臨床試験
の悪性腫瘍の発生率について追記、乾癬患者において、免疫抑制剤又は光線療法と併用した場合
の安全性及び有効性は確立していない旨の追記
国内臨床試験の抗体発現、および海外における臨床試験の悪性腫瘍の発生率について、既に承認
済みの関節リウマチに関する記載に合わせ、乾癬に関する情報を追加しました。また、乾癬患者
において、免疫抑制剤又は光線療法と併用した場合の安全性及び有効性は確立していないことか
ら追記しました。

この改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE（DSU）
医薬品安全対策情報　No.287（2020年3月発行予定）」に掲載されます。

「医薬品医療機器情報提供ホームページ」（http://www.pmda.go.jp/）に最新添付文書並びにDSUが掲載されます。

流通在庫の都合により、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには日数を要しますので、今後のご使用
に際しましては、ここにご案内します改訂内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。
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