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劇薬、処方箋医薬品
抗悪性腫瘍剤（FLT3阻害剤）

注意－医師等の処方箋により使用すること  
（一般名：ギルテリチニブフマル酸塩）

−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。−

使用上の注意改訂のお知らせ

2019年 8 月
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「使用上の注意」の一部を改訂いたしましたの
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。

【改訂概要】（自主改訂）
　 1 ． 「副作用」の項の副作用発生状況の概要に、再発又は難治性のFLT3遺伝子変異陽性の急性骨髄

性白血病患者を対象とした国際共同第Ⅲ相試験の最終解析結果を記載しました。
　 2 ． 「その他の副作用」の項に、「肝機能異常」、「高ビリルビン血症」、「高トリグリセリド血症」及び

「アルドラーゼ増加」を追記しました。また、「重大な副作用」及び「その他の副作用」の項の
発現頻度を変更しました。

【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）

4.副作用
　 再発又は難治性のFLT3遺伝子変異陽性の急性

骨髄性白血病患者を対象とした国際共同第Ⅲ相
試験で本剤を投与された246例（日本人33例を含
む）中206例（83.7％）に副作用が認められた。
主な副作用はALT（GPT）増加（29.7％）、AST

（GOT）増加（28.0％）、貧血（23.2％）及び発熱
性好中球減少症（15.9％）等であった。

（データカットオフ：2018年 9 月17日）
　 以下の副作用の頻度は、国際共同第Ⅲ相試験

において本剤 1 日 1 回120mgが投与された患者
（246例）の集計に基づく。
　⑴重大な副作用
　　1) 骨髄抑制：血小板減少（27.2％）、貧血（23.2％）、

好中球減少（18.7％）、発熱性好中球減少症
（15.9％）、白血球減少（12.6％）等の骨髄抑制
があらわれることがあるので、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
剤の休薬、減量又は投与中止等の適切な処置
を行うこと。（「重要な基本的注意」の項参照）

4.副作用
　 再発又は難治性のFLT3遺伝子変異陽性の急性

骨髄性白血病患者を対象とした国際共同第Ⅲ相
試験で本剤を投与された168例（日本人24例を含
む）中139例（82.7％）に副作用が認められた。
主な副作用はALT（GPT）増加（27.4％）、AST

（GOT）増加（24.4％）、貧血（17.9％）及び発熱
性好中球減少症（15.5％）等であった。

（承認時：2018年 9 月）
　 以下の副作用の頻度は、国際共同第Ⅲ相試験

において本剤 1 日 1 回120mgが投与された患者
（168例）の集計に基づく。
　⑴重大な副作用
　　1) 骨髄抑制：血小板減少（26.8％）、貧血（17.9％）、

好中球減少（16.1％）、発熱性好中球減少症
（15.5％）、白血球減少（12.5％）等の骨髄抑制
があらわれることがあるので、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
剤の休薬、減量又は投与中止等の適切な処置
を行うこと。（「重要な基本的注意」の項参照）
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改訂後（波線部頻度変更） 改訂前

　　2) 感染症：肺炎（3.3％）、肺感染（0.8％）、敗
血症（1.2％）等の重度の感染症があらわれ
ることがあるので、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
休薬、減量又は投与中止等の適切な処置を
行うこと。（「重要な基本的注意」の項参照）

　　3) 出血：脳出血（0.4％）、硬膜下血腫（0.4％）
等の出血があらわれることがあるので、患
者の状態を十分に観察し、異常が認められ
た場合には、本剤の休薬、減量又は投与中
止等の適切な処置を行うこと。（「重要な基本
的注意」の項参照）

　　4) QT間隔延長：QT間隔延長（5.7％）があら
われることがあるので、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
剤の休薬、減量又は投与中止等の適切な処
置を行うこと。（〈用法・用量に関連する使用
上の注意〉、「慎重投与」及び「重要な基本
的注意」の項参照）

　　5) 心膜炎、心不全、心嚢液貯留：心膜炎（1.2％）、
心不全（0.8％）、心嚢液貯留（1.2％）があら
われることがあるので、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
剤の休薬、減量又は投与中止等の適切な処
置を行うこと。

　　6)�肝機能障害：ALT（GPT）上昇（29.7％）、AST
（GOT）上昇（28.0％）、ビリルビン上昇（3.7％）、
γ-GTP上昇（0.8％）等を伴う肝機能障害が
あらわれることがあるので、患者の状態を
十分に観察し、異常が認められた場合には、
本剤の休薬、減量又は投与中止等の適切な
処置を行うこと。（「慎重投与」及び「重要な
基本的注意」の項参照）

　　7) 腎障害：急性腎障害（1.2％）等の腎障害が
あらわれることがあるので、患者の状態を
十分に観察し、異常が認められた場合には、
本剤の休薬、減量又は投与中止等の適切な
処置を行うこと。（「重要な基本的注意」の項
参照）

　　8)�消化管穿孔：消化管穿孔（0.8％）があらわ
れることがあるので、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
の休薬、減量又は投与中止等の適切な処置
を行うこと。

　　2) 感染症：肺炎（4.2％）、肺感染（0.6％）、敗
血症（0.6％）等の重度の感染症があらわれ
ることがあるので、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
休薬、減量又は投与中止等の適切な処置を
行うこと。（「重要な基本的注意」の項参照）

　　3) 出血：脳出血（0.6％）、硬膜下血腫（0.6％）
等の出血があらわれることがあるので、患
者の状態を十分に観察し、異常が認められ
た場合には、本剤の休薬、減量又は投与中
止等の適切な処置を行うこと。（「重要な基本
的注意」の項参照）

　　4) QT間隔延長：QT間隔延長（6.0％）があら
われることがあるので、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
剤の休薬、減量又は投与中止等の適切な処
置を行うこと。（〈用法・用量に関連する使用
上の注意〉、「慎重投与」及び「重要な基本
的注意」の項参照）

　　5) 心膜炎、心不全、心嚢液貯留：心膜炎（1.8％）、
心不全（1.2％）、心嚢液貯留（頻度不明）が
あらわれることがあるので、患者の状態を
十分に観察し、異常が認められた場合には、
本剤の休薬、減量又は投与中止等の適切な
処置を行うこと。

　　6)�肝機能障害：ALT（GPT）上昇（27.4％）、AST
（GOT）上昇（24.4％）、ビリルビン上昇（4.8％）、
γ-GTP上昇（0.6％）等を伴う肝機能障害が
あらわれることがあるので、患者の状態を
十分に観察し、異常が認められた場合には、
本剤の休薬、減量又は投与中止等の適切な
処置を行うこと。（「慎重投与」及び「重要な
基本的注意」の項参照）

　　7) 腎障害：急性腎障害（1.8％）等の腎障害が
あらわれることがあるので、患者の状態を
十分に観察し、異常が認められた場合には、
本剤の休薬、減量又は投与中止等の適切な
処置を行うこと。（「重要な基本的注意」の項
参照）

　　8)�消化管穿孔：消化管穿孔（1.2％）があらわ
れることがあるので、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
の休薬、減量又は投与中止等の適切な処置
を行うこと。
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改訂後（下線部改訂、波線部頻度変更） 改訂前

　　9)�間質性肺疾患：間質性肺疾患（0.4％）があ
らわれることがあるので、咳嗽、呼吸困難、
発熱等の臨床症状を十分に観察し、異常が
認められた場合には、胸部X線、胸部CT等
の検査を実施すること。間質性肺疾患が疑
われた場合には、本剤の投与を中止し、副
腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を
行うこと。

　　10) 過敏症：アナフィラキシー（0.4％）等の重
度の過敏症があらわれることがあるので、
患者の状態を十分に観察し、異常が認めら
れた場合には、直ちに本剤の投与を中止し、
適切な処置を行うこと。

　　11)  （省略：現行のとおり）
　⑵その他の副作用

10%
以上

5～10%
未満 5 %未満 頻度

不明
眼障害 霧視、結膜出血、網

膜出血、眼乾燥、眼
窩周囲浮腫、羞明、
視力低下

一般・全
身障害及
び投与部
位の状態

疲労、発
熱

末梢性浮腫、無力
症、倦󠄀怠感、粘膜の
炎症、顔面浮腫、疼
痛、末梢腫脹

肝胆道系
障害

肝機能異常、高ビリ
ルビン血症

呼吸器、
胸郭及び
縦隔障害

咳嗽、呼吸困難、鼻
出血、労作性呼吸困
難、しゃっくり、胸
水

低酸素症、
急性前骨
髄球性白
血病分化
症候群

筋骨格系
及び結合
組織障害

筋肉痛 関節痛、四肢痛、筋
力低下、筋痙縮

代謝及び
栄養障害

食欲減退 低リン酸血症、低カ
リウム血症、低ナト
リウム血症、低カル
シウム血症、高尿酸
血症、低マグネシウ
ム血症、高血糖、脱
水、高トリグリセリ
ド血症、低アルブミ
ン血症、高リン酸塩
血症

神経系障
害

頭痛、味
覚異常

浮動性めまい、錯感
覚、末梢性ニューロ
パチー、異常感覚、
末梢性感覚ニュー
ロパチー、知覚過
敏、感覚鈍麻、神経
痛、痙攣発作、傾眠

　　9)�間質性肺疾患：間質性肺疾患（0.6％）があ
らわれることがあるので、咳嗽、呼吸困難、
発熱等の臨床症状を十分に観察し、異常が
認められた場合には、胸部X線、胸部CT等
の検査を実施すること。間質性肺疾患が疑
われた場合には、本剤の投与を中止し、副
腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を
行うこと。

　　10) 過敏症：アナフィラキシー（0.6％）等の重
度の過敏症があらわれることがあるので、
患者の状態を十分に観察し、異常が認めら
れた場合には、直ちに本剤の投与を中止し、
適切な処置を行うこと。

　　11)  （省略）
　⑵その他の副作用

10%
以上

5～10%
未満 5 %未満 頻度

不明
眼障害 霧視、羞明、眼乾燥、 

視力低下、結膜出血、 
網膜出血

眼窩周囲
浮腫

一般・全
身障害及
び投与部
位の状態

疲労、発
熱

末梢性浮腫、無力症、 
倦󠄀怠感、粘膜の炎症、
末梢腫脹、疼痛

顔面浮腫

呼吸器、
胸郭及び
縦隔障害

呼吸困難、咳嗽、鼻
出血、労作性呼吸困
難、しゃっくり

低酸素症、
急性前骨
髄球性白
血病分化
症候群、
胸水

筋骨格系
及び結合
組織障害

筋肉痛、関節痛、四
肢痛、筋力低下、筋
痙縮

代謝及び
栄養障害

食欲減退、低ナトリ
ウム血症、低カリウ
ム血症、低カルシウ
ム血症、低マグネシ
ウム血症、低リン酸
血症、低アルブミン
血症、高血糖、高尿
酸血症、脱水、高リ
ン酸塩血症

神経系障
害

頭痛 味覚異常、浮動性め
まい、錯感覚、異常
感覚、末梢性ニュー 
ロパチー、知覚過敏、
末梢性感覚ニューロ
パチー、感覚鈍麻、 
神経痛、傾眠、痙攣
発作
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改訂後（下線部改訂、波線部頻度変更） 改訂前

10%
以上

5～10%
未満 5 %未満 頻度

不明
臨床検査 ALP増 

加、CK
（CPK）
増加

LDH増加、血中ク
レアチニン増加、ト
ランスアミナーゼ
上昇、アルドラーゼ
増加、体重減少、ア
ミラーゼ増加、リン
パ球数減少、体重増
加、血中リン減少、
駆出率減少

国際標準
比 増 加、
肝機能検
査値上昇

（他の項　省略：現行のとおり）

10%
以上

5～10%
未満 5 %未満 頻度

不明
臨床検査 ALP増

加
CK（CPK）
増加

LDH増加、血中ク
レアチニン増加、ト
ランスアミナーゼ
上昇、リンパ球数減
少、体重減少、アミ
ラーゼ増加、駆出
率減少、体重増加、
血中リン減少

国際標準
比 増 加、
肝機能検
査値上昇

（他の項　省略）

【改訂理由】
　 1 ．�「副作用」の項の副作用発生状況の概要に、再発又は難治性のFLT3遺伝子変異陽性の急性骨髄性

白血病患者を対象とした国際共同第Ⅲ相試験の最終解析結果を記載
　　 これまで副作用の発生状況の概要は、再発又は難治性のFLT3遺伝子変異陽性の急性骨髄性白血

病患者を対象とした国際共同第Ⅲ相試験の中間解析の結果（168例）に基づき記載しておりまし
た。このたび、国際共同第Ⅲ相試験の最終解析結果（246例）が得られたことから、記載を変更
しました。

　 2 ．�「その他の副作用」の項に、「肝機能異常」、「高ビリルビン血症」、「高トリグリセリド血症」及び
「アルドラーゼ増加」を追記し、「重大な副作用」及び「その他の副作用」の項の発現頻度を変更

　　 国際共同第Ⅲ相試験の最終解析結果が得られたことから、副作用の発現状況を見直し、「その他
の副作用」の項に「肝機能異常」、「高ビリルビン血症」、「高トリグリセリド血症」及び「アル
ドラーゼ増加」を追記しました。また、副作用の発現頻度も変更しました。

　 国際共同第Ⅲ相試験（246例）で認められた副作用（ 2 例以上を記載）については 5 ～ 8 ページの
副作用一覧をご参照ください。

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.282（2019年 9 月発行予定）」に掲載されます。
PMDAホームページ「医薬品に関する情報」（http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html）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。なお、最新添付文
書は「アステラス製薬ホームページ ─Astellas Medical Net」（https://amn.astellas.jp/）にてご覧いただけます。
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副作用一覧

日本人 日本人以外 全体

安全性解析対象例数 33 213 246
副作用発現例数（%） 29(87.9%） 177(83.1%） 206(83.7%）

副作用の種類
発現例数（発現率％）

日本人（33例） 日本人以外（213例） 全体（246例）
血液およびリンパ系障害 19（57.6％） 83（39.0％） 102（41.5％）

貧血 10（30.3％) 47（22.1％) 57（23.2％)
発熱性好中球減少症 12（36.4％) 27（12.7％) 39（15.9％)
血小板減少症 3（9.1％) 32（15.0％) 35（14.2％)
好中球減少症 4（12.1％) 17（8.0％) 21（8.5％)
汎血球減少症 1（3.0％) 5（2.3％) 6（2.4％)
白血球減少症 1（3.0％) 1（0.5％) 2（0.8％)
内出血発生の増加傾向 ― 2（0.9％) 2（0.8％)

心臓障害 4（12.1％） 13（6.1％） 17（6.9％）

心嚢液貯留 1（3.0％) 2（0.9％) 3（1.2％)
心膜炎 ― 3（1.4％) 3（1.2％)
動悸 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
頻脈 1（3.0％) 1（0.5％) 2（0.8％)
心不全 1（3.0％) 1（0.5％) 2（0.8％)
心筋炎 ― 2（0.9％) 2（0.8％)

眼障害 3（9.1％） 22（10.3％） 25（10.2％）

霧視 ― 6（2.8％) 6（2.4％)
結膜出血 1（3.0％) 2（0.9％) 3（1.2％)
網膜出血 ― 3（1.4％) 3（1.2％)
眼乾燥 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
網膜症 ― 2（0.9％) 2（0.8％)

胃腸障害 15（45.5％） 59（27.7％） 74（30.1％）

悪心 7（21.2％) 26（12.2％) 33（13.4％)
下痢 6（18.2％) 22（10.3％) 28（11.4％)
便秘 4（12.1％) 15（7.0％) 19（7.7％)
嘔吐 3（9.1％) 11（5.2％) 14（5.7％)
腹痛 1（3.0％) 8（3.8％) 9（3.7％)
口内炎 2（6.1％) 6（2.8％) 8（3.3％)
胃食道逆流性疾患 ― 4（1.9％) 4（1.6％)
口内乾燥 1（3.0％) 3（1.4％) 4（1.6％)
口腔内出血 ― 3（1.4％) 3（1.2％)
消化不良 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
腹部膨満 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
大腸穿孔 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
口腔内潰瘍形成 ― 2（0.9％) 2（0.8％)

一般・全身障害および投与部位の状態 13（39.4％） 48（22.5％） 61（24.8％）

疲労 3（9.1％） 20（9.4％) 23（9.3％)
発熱 5（15.2％) 11（5.2％） 16（6.5％)
末梢性浮腫 ― 7（3.3％) 7（2.8％)
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副作用の種類
発現例数（発現率％）

日本人（33例） 日本人以外（213例） 全体（246例）
無力症 ― 7（3.3％) 7（2.8％)
倦󠄀怠感 4（12.1％) 3（1.4％) 7（2.8％)
粘膜の炎症 1（3.0％) 2（0.9％) 3（1.2％)
悪寒 ― 3（1.4％) 3（1.2％)
顔面浮腫 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
浮腫 1（3.0％） 1（0.5％) 2（0.8％)
疼痛 ― 2（0.9％) 2（0.8％)

肝胆道系障害 5（15.2％） 4（1.9％） 9（3.7％）

肝機能異常 4（12.1％) ― 4（1.6％)
高ビリルビン血症 ― 3（1.4％) 3（1.2％)

感染症および寄生虫症 4（12.1％） 29（13.6％） 33（13.4％）

肺炎 2（6.1％） 6（2.8％) 8（3.3％)
上気道感染 2（6.1％） 2（0.9％) 4（1.6％)
敗血症 1（3.0％） 2（0.9％) 3（1.2％)
蜂巣炎 ― 3（1.4％) 3（1.2％)
医療機器関連感染 ― 3（1.4％) 3（1.2％)
肺感染 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
尿路感染 ― 2（0.9％） 2（0.8％)
クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
口腔カンジダ症 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
敗血症性ショック ― 2（0.9％) 2（0.8％)

傷害、中毒および処置合併症 ― 7（3.3％） 7（2.8％）

挫傷 ― 3（1.4％) 3（1.2％)
転倒 ― 3（1.4％) 3（1.2％)

臨床検査 22（66.7％） 111（52.1％） 133（54.1％）

アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 12（36.4％) 61（28.6％） 73（29.7％)
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 14（42.4％) 55（25.8％） 69（28.0％)
血小板数減少 10（30.3％) 22（10.3％) 32（13.0％)
血中アルカリホスファターゼ増加 3（9.1％) 28（13.1％) 31（12.6％)
白血球数減少 7（21.2％) 22（10.3％) 29（11.8％)
血中クレアチンホスホキナーゼ増加 10（30.3％) 16（7.5％) 26（10.6％)
好中球数減少 6（18.2％) 19（8.9％） 25（10.2％)
心電図QT延長 ― 12（5.6％) 12（4.9％)
血中乳酸脱水素酵素増加 6（18.2％) 5（2.3％） 11（4.5％)
血中ビリルビン増加 ― 9（4.2％） 9（3.7％)
血中クレアチニン増加 ― 9（4.2％) 9（3.7％)
アルドラーゼ増加 ― 4（1.9％) 4（1.6％)
体重減少 ― 4（1.9％) 4（1.6％)
トランスアミナーゼ上昇 ― 4（1.9％) 4（1.6％)
リンパ球数減少 1（3.0％) 2（0.9％) 3（1.2％)
アミラーゼ増加 1（3.0％) 2（0.9％) 3（1.2％)
血中コレステロール増加 ― 3（1.4％) 3（1.2％)
C－反応性蛋白増加 1（3.0％) 2（0.9％) 3（1.2％)
体重増加 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
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副作用の種類
発現例数（発現率％）

日本人（33例） 日本人以外（213例） 全体（246例）
好酸球数増加 1（3.0％） 1（0.5％) 2（0.8％)
γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加 1（3.0％） 1（0.5％) 2（0.8％)

代謝および栄養障害 8（24.2％） 47（22.1％） 55（22.4％）

食欲減退 1（3.0％） 13（6.1％) 14（5.7％)
低カリウム血症 2（6.1％） 7（3.3％) 9（3.7％)
低リン酸血症 1（3.0％） 8（3.8％) 9（3.7％)
低ナトリウム血症 1（3.0％） 7（3.3％) 8（3.3％)
低カルシウム血症 ― 6（2.8％) 6（2.4％)
高尿酸血症 2（6.1％） 3（1.4％) 5（2.0％)
低マグネシウム血症 ― 4（1.9％) 4（1.6％)
脱水 ― 4（1.9％) 4（1.6％)
高血糖 1（3.0％） 3（1.4％) 4（1.6％)
高トリグリセリド血症 ― 4（1.9％) 4（1.6％)
低アルブミン血症 1（3.0％） 2（0.9％) 3（1.2％)
高カリウム血症 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
高リン酸塩血症 ― 2（0.9％) 2（0.8％)

筋骨格系および結合組織障害 5（15.2％） 29（13.6％） 34（13.8％）

筋肉痛 1（3.0％) 14（6.6％) 15（6.1％)
関節痛 1（3.0％) 4（1.9％) 5（2.0％)
四肢痛 1（3.0％) 3（1.4％) 4（1.6％)
筋力低下 ― 4（1.9％) 4（1.6％)
筋痙縮 1（3.0％) 2（0.9％) 3（1.2％)
背部痛 1（3.0％) 1（0.5％) 2（0.8％)
筋炎 ― 2（0.9％) 2（0.8％)

神経系障害 8（24.2％） 50（23.5％） 58（23.6％）

頭痛 2（6.1％） 16（7.5％) 18（7.3％)
味覚異常 3（9.1％） 13（6.1％) 16（6.5％)
浮動性めまい 2（6.1％) 8（3.8％) 10（4.1％)
錯感覚 ― 8（3.8％) 8（3.3％)
末梢性ニューロパチー 1（3.0％) 4（1.9％) 5（2.0％)
異常感覚 ― 4（1.9％) 4（1.6％)
末梢性感覚ニューロパチー ― 4（1.9％) 4（1.6％)
知覚過敏 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
感覚鈍麻 1（3.0％） 1（0.5％) 2（0.8％)
神経痛 1（3.0％） 1（0.5％) 2（0.8％)
失神寸前の状態 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
失神 ― 2（0.9％) 2（0.8％)

精神障害 ― 6（2.8％） 6（2.4％）

不眠症 ― 5（2.3％) 5（2.0％)
腎および尿路障害 ― 9（4.2％） 9（3.7％）

急性腎障害 ― 3（1.4％) 3（1.2％)
多尿 ― 2（0.9％） 2（0.8％)

生殖系および乳房障害 ― 5（2.3％） 5（2.0％）

腟出血 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
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製造販売

XSP36001A01

お問い合わせ先：
アステラス製薬株式会社　メディカルインフォメーションセンター
医療関係者様用　フリーダイヤル　0120－189－371

副作用の種類
発現例数（発現率％）

日本人（33例） 日本人以外（213例） 全体（246例）
呼吸器、胸郭および縦隔障害 5（15.2％） 25（11.7％） 30（12.2％）

咳嗽 2（6.1％) 8（3.8％) 10（4.1％)
呼吸困難 ― 6（2.8％) 6（2.4％)
鼻出血 ― 4（1.9％) 4（1.6％)
口腔咽頭痛 ― 3（1.4％) 3（1.2％)
呼吸不全 ― 3（1.4％) 3（1.2％)
労作性呼吸困難 1（3.0％） 2（0.9％) 3（1.2％)
しゃっくり 1（3.0％） 1（0.5％) 2（0.8％)
鼻閉 ― 2（0.9％) 2（0.8％)

皮膚および皮下組織障害 9（27.3％） 37（17.4％） 46（18.7％）

発疹 2（6.1％） 9（4.2％) 11（4.5％)
そう痒症 1（3.0％） 4（1.9％) 5（2.0％)
急性熱性好中球性皮膚症 ― 4（1.9％） 4（1.6％)
薬疹 2（6.1％） 1（0.5％) 3（1.2％)
皮膚疼痛 ― 3（1.4％) 3（1.2％)
点状出血 ― 3（1.4％) 3（1.2％)
丘疹性皮疹 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
蕁麻疹 1（3.0％） 1（0.5％) 2（0.8％)
皮膚炎 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
ざ瘡様皮膚炎 1（3.0％) 1（0.5％) 2（0.8％)
皮膚乾燥 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
爪破損 1（3.0％） 1（0.5％) 2（0.8％)
紫斑 2（6.1％） ― 2（0.8％)
紅斑性皮疹 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
皮膚色素過剰 1（3.0％） 1（0.5％) 2（0.8％)
顔面腫脹 ― 2（0.9％) 2（0.8％)

血管障害 1（3.0％） 12（5.6％） 13（5.3％）

低血圧 ― 4（1.9％) 4（1.6％)
高血圧 1（3.0％) 2（0.9％) 3（1.2％)
血腫 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
塞栓症 ― 2（0.9％) 2（0.8％)
起立性低血圧 ― 2（0.9％) 2（0.8％)

（注） MedDRA/J（ICH国際医薬用語集日本語版）Ver.19.1で作成。各副作用名はPT（基本語）で示した。


