
InDesign ケブザラ皮下注シリンジ解説【004】20181030（4）O

生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品注）

ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体

医薬品の適正使用に欠かせない情報です｡使用前に必ずお読み下さい｡

新医薬品の｢使用上の注意｣の解説

【 禁忌（次の患者には投与しないこと） 】
1．重篤な感染症を合併している患者［感染症が悪化するおそれがある。］
2．活動性結核の患者［症状を悪化させるおそれがある。］
3．本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

注）注意－医師等の処方箋により使用すること 2018年12月改訂

【 警　告 】
1．感染症
本剤投与により、敗血症、肺炎等の重篤な感染症があらわれ、致命
的な経過をたどることがある。本剤はIL-6の作用を抑制し治療効果を
得る薬剤である。IL-6は急性期反応（発熱、CRP増加等）を誘引す
るサイトカインであり、本剤投与によりこれらの反応は抑制される
ため、感染症に伴う症状が抑制される。そのため感染症の発見が遅
れ、重篤化することがあるので、本剤投与中は患者の状態を十分に
観察し問診を行うこと。症状が軽微であり急性期反応が認められな
いときでも、白血球数、好中球数の変動に注意し、感染症が疑われ
る場合には、胸部X線、CT等の検査を実施し、適切な処置を行うこと。
［「2．重要な基本的注意」及び「⑴重大な副作用」の項参照］
2．�治療開始に際しては、重篤な感染症等の副作用があらわれることが
あること及び本剤が疾病を完治させる薬剤でないことも含めて患者
に十分説明し、理解したことを確認した上で、治療上の有益性が危
険性を上回ると判断される場合にのみ本剤を投与すること。
3．�本剤の治療を行う前に、関節リウマチの既存治療薬の使用を十分勘
案すること。［〈効能又は効果に関連する使用上の注意〉の項参照］
4．�本剤についての十分な知識と関節リウマチ治療の知識・経験をもつ
医師が使用すること。

サリルマブ（遺伝子組換え）製剤
薬価基準収載

製造販売元： 発売元：
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ケブザラ®皮下注（一般名：サリルマブ（遺伝子組換え）、以下「ケブザラ」）は、関
節リウマチ患者に対する治療を目的としてSanofi社及びRegeneron Pharmaceuticals， 
Inc.により共同開発されたヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体で、可溶性及
び膜結合型IL-6受容体αサブユニット（IL-6Rα）に特異的に結合し、IL-6を介するシ
グナル伝達を阻害します。
関節リウマチの患者ではIL-6濃度がみられ、関節リウマチの特徴である病的炎症及び
関節破壊の両方に重要な役割を果たしていると考えられています。IL-6は、関節リウ
マチ患者の全身性炎症、滑膜炎、及び骨びらんにつながるT細胞、B細胞、単核細胞、
及び破骨細胞の遊走や活性化などの多様な生理的プロセスに関与しています。ケブザ
ラは、IL-6シグナル伝達を阻害することによりその薬効を示すことが期待され、RA
に対する治療薬として開発が進められ、海外では2017年 1 月にカナダで世界で初めて
承認され、同年 5月には米国で、同年 6月には欧州で承認を取得しました。
本邦では、海外の非臨床及び臨床情報に基づき日本人関節リウマチ 患者を対象とし
た臨床試験を実施し、海外臨床試験成績も活用した上で、2016年10月に新薬承認申請
を行い、2017年 9 月に「既存治療で効果不十分な関節リウマチ」の効能又は効果でケ
ブザラ皮下注150mgシリンジ・200mgシリンジ・150mgオートインジェクター・
200mgオートインジェクターの製造販売承認を取得しました。

本冊子では、本剤のご使用に際しての注意事項を各項ごとに解説いたしました。
本剤の適正使用の一助となれば幸甚に存じます。

は じ め に
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通常、成人にはサリルマブ（遺伝子組換え）として 1回200mgを 2 週間隔で皮下投与
する。なお、患者の状態により 1回150mgに減量すること。

用法及び用量

既存治療で効果不十分な関節リウマチ

効能又は効果
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【 警告 】 〈警告〉

1．感染症
本剤投与により、敗血症、肺炎等の重篤な感染症があらわれ、致命的な経過をたどる
ことがある。本剤はIL-6の作用を抑制し治療効果を得る薬剤である。IL-6は急性期反
応（発熱、CRP増加等）を誘引するサイトカインであり、本剤投与によりこれらの
反応は抑制されるため、感染症に伴う症状が抑制される。そのため感染症の発見が遅
れ、重篤化することがあるので、本剤投与中は患者の状態を十分に観察し問診を行う
こと。症状が軽微であり急性期反応が認められないときでも、白血球数、好中球数の
変動に注意し、感染症が疑われる場合には、胸部X線、CT等の検査を実施し、適切
な処置を行うこと。［「2．重要な基本的注意」及び「⑴重大な副作用」の項参照］

⇨1． IL-6は種々の免疫応答に関与していることから、本剤の投与により免疫機能が低下する
可能性があります。また、発熱のコントロールにも関与していることから、急性期反応
（発熱、CRP増加等）を誘引するIL-6の作用が抑制されるため、感染症の発見が遅れる
可能性があり、そのため感染症が重篤化するおそれがあります。
国内外臨床試験において、本剤投与後、敗血症や肺炎などの重篤な感染症の発現がみら
れ、海外臨床試験においては致死的な感染症も報告されていることから、設定しました。

2．�治療開始に際しては、重篤な感染症等の副作用があらわれることがあること及び本剤
が疾病を完治させる薬剤でないことも含めて患者に十分説明し、理解したことを確認
した上で、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ本剤を投与する
こと。

⇨2． 本剤の投与により重篤な感染症等の副作用が発現することがあるので、本剤による治療
を開始する際には本剤の危険性及び本剤が疾病を完治させる薬剤でないことを患者に十
分に説明し、理解が得られた場合、且つ治療上の有益性が危険性を上回ると判断される
場合にのみ投与してください。

3．�本剤の治療を行う前に、関節リウマチの既存治療薬の使用を十分勘案すること。［〈効
能又は効果に関連する使用上の注意〉の項参照］

4．�本剤についての十分な知識と関節リウマチ治療の知識・経験をもつ医師が使用するこ
と。

⇨3．、4． 本剤は既存治療で効果不十分な関節リウマチ患者に適用されます（〈効能又は効果
に関連する使用上の注意〉の項参照）。そのため、本剤による治療を開始する前に、
既承認の関節リウマチ治療薬を使用することを検討してください。また、本剤は関
節リウマチの診断と治療に十分な知識と経験を有する医師が使用してください。
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【 警告 】 〈警告〉

1．感染症
本剤投与により、敗血症、肺炎等の重篤な感染症があらわれ、致命的な経過をたどる
ことがある。本剤はIL-6の作用を抑制し治療効果を得る薬剤である。IL-6は急性期反
応（発熱、CRP増加等）を誘引するサイトカインであり、本剤投与によりこれらの
反応は抑制されるため、感染症に伴う症状が抑制される。そのため感染症の発見が遅
れ、重篤化することがあるので、本剤投与中は患者の状態を十分に観察し問診を行う
こと。症状が軽微であり急性期反応が認められないときでも、白血球数、好中球数の
変動に注意し、感染症が疑われる場合には、胸部X線、CT等の検査を実施し、適切
な処置を行うこと。［「2．重要な基本的注意」及び「⑴重大な副作用」の項参照］

⇨1． IL-6は種々の免疫応答に関与していることから、本剤の投与により免疫機能が低下する
可能性があります。また、発熱のコントロールにも関与していることから、急性期反応
（発熱、CRP増加等）を誘引するIL-6の作用が抑制されるため、感染症の発見が遅れる
可能性があり、そのため感染症が重篤化するおそれがあります。
国内外臨床試験において、本剤投与後、敗血症や肺炎などの重篤な感染症の発現がみら
れ、海外臨床試験においては致死的な感染症も報告されていることから、設定しました。

2．�治療開始に際しては、重篤な感染症等の副作用があらわれることがあること及び本剤
が疾病を完治させる薬剤でないことも含めて患者に十分説明し、理解したことを確認
した上で、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ本剤を投与する
こと。

⇨2． 本剤の投与により重篤な感染症等の副作用が発現することがあるので、本剤による治療
を開始する際には本剤の危険性及び本剤が疾病を完治させる薬剤でないことを患者に十
分に説明し、理解が得られた場合、且つ治療上の有益性が危険性を上回ると判断される
場合にのみ投与してください。

3．�本剤の治療を行う前に、関節リウマチの既存治療薬の使用を十分勘案すること。［〈効
能又は効果に関連する使用上の注意〉の項参照］

4．�本剤についての十分な知識と関節リウマチ治療の知識・経験をもつ医師が使用するこ
と。

⇨3．、4． 本剤は既存治療で効果不十分な関節リウマチ患者に適用されます（〈効能又は効果
に関連する使用上の注意〉の項参照）。そのため、本剤による治療を開始する前に、
既承認の関節リウマチ治療薬を使用することを検討してください。また、本剤は関
節リウマチの診断と治療に十分な知識と経験を有する医師が使用してください。
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【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 〈禁忌〉

1． 重篤な感染症を合併している患者［感染症が悪化するおそれがある。］ ⇨1． 本剤の薬理作用であるIL-6シグナル伝達阻害作用により、感染症を合併している患者で
は感染症による炎症反応を抑制し、感染症の発見が遅れる可能性があります。また免疫
機能の抑制により感染症の重篤化や日和見感染発現のおそれがあることから、設定しま
した。

2． 活動性結核の患者［症状を悪化させるおそれがある。］ ⇨2． 本剤の投与による免疫機能の抑制により、結核が重症化するおそれがあることから、設
定しました。

3．本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 ⇨3． 医薬品全般における一般的な注意事項です。
本剤の成分に対し過敏症の既往のある患者では、本剤の投与により再び同様の過敏症が
あらわれるおそれがあります。本剤には以下の成分が含まれていますので、投与に際し
ては問診等を行い、これらの成分に対して過敏症の既往歴がある場合には投与しないで
ください。

〈参考〉
本剤に含まれる成分は以下のとおりです。
有効成分 サリルマブ（遺伝子組換え）注1）

添 加 物
L-ヒスチジン、L-ヒスチジン塩酸塩水和物、L-アルギニン塩酸塩、ポリ
ソルベート20、精製白糖

注1）本剤は遺伝子組換え技術によりチャイニーズハムスター卵巣細胞を用いて製造される。

〈効能又は効果に関連する使用上の注意〉 〈効能又は効果に関連する使用上の注意〉

過去の治療において、少なくとも 1剤の抗リウマチ薬による適切な治療を行っても、効
果不十分な場合に投与すること。

⇨ 本剤の臨床試験では、メトトレキサート（MTX）あるいはMTX以外のDMARDsに効果不
十分な中等度～重度の関節リウマチ患者を対象とし、MTX併用下あるいはDMARDs併用
下又は単剤投与下における本剤の有効性及び安全性を評価しました。本剤の適用に際して
は、他の抗リウマチ薬での治療歴を確認し、既存治療で効果不十分な患者に投与してくだ
さい。 
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【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 〈禁忌〉

1． 重篤な感染症を合併している患者［感染症が悪化するおそれがある。］ ⇨1． 本剤の薬理作用であるIL-6シグナル伝達阻害作用により、感染症を合併している患者で
は感染症による炎症反応を抑制し、感染症の発見が遅れる可能性があります。また免疫
機能の抑制により感染症の重篤化や日和見感染発現のおそれがあることから、設定しま
した。

2． 活動性結核の患者［症状を悪化させるおそれがある。］ ⇨2． 本剤の投与による免疫機能の抑制により、結核が重症化するおそれがあることから、設
定しました。

3．本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 ⇨3． 医薬品全般における一般的な注意事項です。
本剤の成分に対し過敏症の既往のある患者では、本剤の投与により再び同様の過敏症が
あらわれるおそれがあります。本剤には以下の成分が含まれていますので、投与に際し
ては問診等を行い、これらの成分に対して過敏症の既往歴がある場合には投与しないで
ください。

〈参考〉
本剤に含まれる成分は以下のとおりです。
有効成分 サリルマブ（遺伝子組換え）注1）

添 加 物
L-ヒスチジン、L-ヒスチジン塩酸塩水和物、L-アルギニン塩酸塩、ポリ
ソルベート20、精製白糖

注1）本剤は遺伝子組換え技術によりチャイニーズハムスター卵巣細胞を用いて製造される。

〈効能又は効果に関連する使用上の注意〉 〈効能又は効果に関連する使用上の注意〉

過去の治療において、少なくとも 1剤の抗リウマチ薬による適切な治療を行っても、効
果不十分な場合に投与すること。

⇨ 本剤の臨床試験では、メトトレキサート（MTX）あるいはMTX以外のDMARDsに効果不
十分な中等度～重度の関節リウマチ患者を対象とし、MTX併用下あるいはDMARDs併用
下又は単剤投与下における本剤の有効性及び安全性を評価しました。本剤の適用に際して
は、他の抗リウマチ薬での治療歴を確認し、既存治療で効果不十分な患者に投与してくだ
さい。 
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〈用法及び用量に関連する使用上の注意〉 〈用法及び用量に関連する使用上の注意〉

1． 本剤の投与開始にあたっては、医療施設において、必ず医師によるか、医師の直接の
監督のもとで投与を行うこと。また、本剤による治療開始後、医師により適用が妥当
と判断された患者については、自己投与も可能である。［「2．重要な基本的注意」の項
参照］

⇨1．本剤は自己投与が可能な製剤であることから設定しました。

2． 注射部位反応が報告されているので、投与毎に注射部位を変えること。［「8．適用上の
注意」の項参照］

⇨ 2． 本剤の臨床試験において、比較的発現率の高い副作用として注射部位紅斑や注射部位瘙
痒感等の注射部位反応が報告されています。
本剤投与に際しては、紅斑、瘙痒感、血腫、腫脹、出血、疼痛等の注射部位反応の発現
に注意し、同一部位に繰り返し投与することは避けてください。
「重要な基本的注意⑶」及び「適用上の注意⑶」の項を参照してください。

3． 好中球数、血小板数又は肝機能検査値に異常が認められた場合は、減量を考慮するこ
と。［「1．慎重投与」、「2．重要な基本的注意」及び「⑴重大な副作用」の項参照］

⇨3． 本剤の臨床試験において、好中球数減少、血小板数減少、及びALT上昇が報告されてい
ます。
既存のIL-6阻害剤における安全性情報によりこれら臨床検査値の異常変動が予想された
ことから、本剤の臨床試験においては、異常変動のグレードに基づく基準により本剤の
休薬・減量を可能としました。
「重要な基本的注意⑼」、「重大な副作用2）、6）」の項も参照してください。

〈参考〉
海外長期投与試験において、治験実施計画書に従って、臨床検査値の異常（ANC≥0.5
～1.0Giga/Lで感染症の併発なし、血小板数≥50～100Giga/Lで出血性事象の併発なし、
又はALT≥ 3 ～ 5 ×ULN）により、治験責任医師がサリルマブの用法・用量を150mg 
q2wに減量した患者では、検査値異常が改善する傾向が認められた。
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「重要な基本的注意⑶」及び「適用上の注意⑶」の項を参照してください。

3． 好中球数、血小板数又は肝機能検査値に異常が認められた場合は、減量を考慮するこ
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⇨3． 本剤の臨床試験において、好中球数減少、血小板数減少、及びALT上昇が報告されてい
ます。
既存のIL-6阻害剤における安全性情報によりこれら臨床検査値の異常変動が予想された
ことから、本剤の臨床試験においては、異常変動のグレードに基づく基準により本剤の
休薬・減量を可能としました。
「重要な基本的注意⑼」、「重大な副作用2）、6）」の項も参照してください。

〈参考〉
海外長期投与試験において、治験実施計画書に従って、臨床検査値の異常（ANC≥0.5
～1.0Giga/Lで感染症の併発なし、血小板数≥50～100Giga/Lで出血性事象の併発なし、
又はALT≥ 3 ～ 5 ×ULN）により、治験責任医師がサリルマブの用法・用量を150mg 
q2wに減量した患者では、検査値異常が改善する傾向が認められた。
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4． 本剤による治療反応は、通常投与開始から12週までには得られる。12週までに治療反
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。

⇨4． 一般に抗リウマチ薬の多くは効果発現まで 2～ 3ヵ月を要し、関節リウマチ管理に関す
るガイドラインでは、関節リウマチの不可逆的な関節破壊の進行を抑制するために、速
やかに臨床的寛解又は暫定的に低疾患活動性の状態に到達させる事を治療目標に、 3ヵ
月単位を目処とした治療サイクルが推奨されています。
本剤の効果は投与開始から12週までには得られています。12週までに治療効果が得られ
ない場合、現行治療の継続について再考してください。

〈参考〉
国内第Ⅱ相/第Ⅲ相臨床試験において、ACR20改善率は本剤投与開始後 2週～12週にか
けて急速に上昇し、治験期間を通して効果が持続しました（図 1）。
海外第Ⅲ相臨床試験においても本剤の治療効果は 2週目から認められ、この効果は52週
目まで持続しました（図 2）。

△：プラセボ群、●：150mg群、〇：200mg群
図 1　各評価時点でのACR20改善率（国内プラセボ対照試験：MTX併用）

△：プラセボ群、●：150mg群、〇：200mg群
図 2　各評価時点でのACR20改善率（海外プラセボ対照試験）
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1．慎重投与（次の患者には慎重に投与すること） 〈慎重投与〉

⑴ 感染症を合併している患者又は感染症が疑われる患者［感染症が悪化するおそれがある。
「2．重要な基本的注意」の項参照］

⇨⑴ 本剤の薬理作用であるIL-6シグナル伝達阻害作用により、感染症を合併している患者で
は感染症による炎症反応を抑制し、感染症の発見が遅れる可能性があります。また免疫
機能の抑制により感染症の重篤化や日和見感染発現のおそれがあることから、設定しま
した。

⑵ 結核の既感染者（特に結核の既往歴のある患者及び胸部X線上結核治癒所見のある患者）
［結核を活動化させる可能性が否定できないので、胸部X線検査等を定期的に行うなど、
結核症状の発現に十分注意すること。「2．重要な基本的注意」の項参照］

⇨⑵ 本剤の投与により結核感染の発見が遅れたり、免疫機能の抑制により結核が重症化する
おそれがあります。このため、結核の既感染者に対しては結核を活動化させる可能性が
否定できないことから、設定しました。

⑶ 易感染性の状態にある患者［感染症を誘発するおそれがある。］ ⇨⑶ 易感染性の状態にある患者では本剤の投与による免疫機能の抑制により感染症を誘発す
る可能性があることから、設定しました。

⑷ 間質性肺炎の既往歴のある患者［間質性肺炎が増悪又は再発することがある。「⑴重大
な副作用」の項参照］

⇨⑷ 本剤の投与による免疫機能の抑制により間質性肺炎が増悪又は再発する可能性があるこ
とから、設定しました。「重大な副作用 5）」の項の解説も参照してください。

⑸腸管憩室のある患者［「⑴重大な副作用」の項参照］ ⇨⑸ 本剤の臨床試験において、消化管穿孔が報告されていることから、設定しました。「重
大な副作用 3）」の項の解説も参照してください。

⑹ 白血球減少、好中球数減少又は血小板減少のある患者［白血球減少、好中球数減少、血
小板減少が更に悪化するおそれがある。「⑴重大な副作用」の項参照］

⇨⑹ 本剤の臨床試験において、白血球減少、好中球数減少、血小板減少が報告されているこ
とから、設定しました。「重大な副作用 3）」の項の解説も参照してください。

⑺高齢者［「5．高齢者への投与」の項参照］ ⇨⑺ 一般に高齢者では生理機能（免疫機能等）が低下しており、重篤な有害事象が発現しや
すく、本剤のような免疫機能を低下させる薬剤を投与した場合には感染症の発現率が高
くなることから、設定しました。

使用上の注意
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1．慎重投与（次の患者には慎重に投与すること） 〈慎重投与〉
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る可能性があることから、設定しました。

⑷ 間質性肺炎の既往歴のある患者［間質性肺炎が増悪又は再発することがある。「⑴重大
な副作用」の項参照］

⇨⑷ 本剤の投与による免疫機能の抑制により間質性肺炎が増悪又は再発する可能性があるこ
とから、設定しました。「重大な副作用 5）」の項の解説も参照してください。

⑸腸管憩室のある患者［「⑴重大な副作用」の項参照］ ⇨⑸ 本剤の臨床試験において、消化管穿孔が報告されていることから、設定しました。「重
大な副作用 3）」の項の解説も参照してください。

⑹ 白血球減少、好中球数減少又は血小板減少のある患者［白血球減少、好中球数減少、血
小板減少が更に悪化するおそれがある。「⑴重大な副作用」の項参照］

⇨⑹ 本剤の臨床試験において、白血球減少、好中球数減少、血小板減少が報告されているこ
とから、設定しました。「重大な副作用 3）」の項の解説も参照してください。

⑺高齢者［「5．高齢者への投与」の項参照］ ⇨⑺ 一般に高齢者では生理機能（免疫機能等）が低下しており、重篤な有害事象が発現しや
すく、本剤のような免疫機能を低下させる薬剤を投与した場合には感染症の発現率が高
くなることから、設定しました。
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2．重要な基本的注意 〈重要な基本的注意〉

⑴ アナフィラキシーショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、適切な薬
物治療（アドレナリン、副腎皮質ステロイド薬、抗ヒスタミン薬等）や緊急処置を直ち
に実施できるようにしておくこと。異常が認められた場合には直ちに投与を中止するこ
と。

⇨⑴ IL-6阻害剤や関節リウマチ治療薬に限らず、本剤を含む生物学的製剤で注意すべき有害
事象として過敏症、特にアナフィラキシーショック、アナフィラキシー発現の可能性が
あります。
承認時までの国内外臨床試験においてアナフィラキシーは報告されていませんが、本剤
の投与に際しては、問診を十分に行い、抗体製剤に対する過敏症の既往歴がないか確認
し、アナフィラキシーショック等の発現時に対する適切な薬物治療や緊急処置を直ちに
実施できるように準備した後、投与を開始してください。また、投与中、異常が認めら
れたら速やかに投与を中止してください。

⑵ 本剤投与により、投与時反応（発熱、悪寒、嘔気、嘔吐、頭痛、発疹等）が発現する可
能性があるため、患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合は、適切な処置を
行うこと。

⇨⑵ 本剤の臨床試験では投与時反応は報告されていませんが、類薬の皮下注製剤において投
与時反応が認められています。このため、本剤でも投与時反応があらわれる可能性があ
りますので、患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合には適切な処置を行っ
てください。

⑶ 本剤投与後、注射部位反応（紅斑、瘙痒感、血腫、腫脹、出血、疼痛等）が発現するこ
とが報告されていることから、投与にあたっては、注射部位反応の発現に注意し、必要
に応じて適切な処置を行うこと。

⇨⑶ 本剤の臨床試験において、発現率の高い副作用として注射部位紅斑や注射部位瘙痒感な
どの注射部位反応が報告されています。このため、本剤の投与に際しては、患者の状態
を注意深く観察し、注射部位反応が認められた場合は適切な処置を行ってください。

⑷ 感染症を合併している患者に本剤を投与することにより、感染症が重篤化するおそれが
あるため、下記の点に留意すること。
1） 投与開始に際しては、肺炎等の感染症の有無を確認すること。なお、関節リウマチの
臨床症状（発熱、倦怠感、リンパ節腫脹等）は感染症の症状と類似しているため、鑑
別を十分に行うこと。
2） 易感染性の状態では、日和見感染が顕在化するおそれがあることから、投与を避ける
ことが望ましい。なお、リンパ球数減少が遷延化した場合（目安として500/μL）は、
投与を開始しないこと。
3） 感染症を合併している場合は感染症の治療を優先すること。

⑸ 本剤投与により、急性期反応（発熱、CRP増加等）、感染症状が抑制され、感染症発見
が遅れる可能性があるため、急性期反応が認められないときでも、白血球数、好中球数
を定期的に測定し、これらの変動及び喘鳴、咳嗽、咽頭痛等の症状から感染症が疑われ
る場合には、胸部X線、CT等の検査を実施し適切な処置を行うこと。また、呼吸器感
染のみならず皮膚感染や尿路感染等の自他覚症状についても注意し、異常がみられる場
合には、速やかに担当医師に相談するよう患者を指導すること。

⇨⑷⑸ 本剤のIL-6シグナル伝達阻害作用により、感染症を合併している患者では発熱、CRP
増加等の急性期炎症反応を抑制し、感染症の発見が遅れる可能性があります。また、
免疫機能の抑制により感染症の重篤化や日和見感染発現のおそれがあります。
このため、本剤の投与開始に際しては、感染症の有無について十分確認してください。
特に関節リウマチの臨床症状は感染症の症状と類似しているため、鑑別診断が重要で
す。感染症の合併が疑われる場合はその治療を優先し、投与後も感染症発現や悪化の
徴候に注意してください。
また、易感染性の状態にある患者では、投与を避けてください。
急性期反応が認められないときでも、定期的に白血球数、好中球数の変動を確認し、
これら検査値の異常変動や臨床症状により感染症の疑いがある場合は適切な処置を
行ってください。さらに、感染の自他覚症状に注意し、異常がみられた場合は速やか
に担当医師に相談するよう十分な説明と指導を行ってください。
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2．重要な基本的注意 〈重要な基本的注意〉

⑴ アナフィラキシーショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、適切な薬
物治療（アドレナリン、副腎皮質ステロイド薬、抗ヒスタミン薬等）や緊急処置を直ち
に実施できるようにしておくこと。異常が認められた場合には直ちに投与を中止するこ
と。

⇨⑴ IL-6阻害剤や関節リウマチ治療薬に限らず、本剤を含む生物学的製剤で注意すべき有害
事象として過敏症、特にアナフィラキシーショック、アナフィラキシー発現の可能性が
あります。
承認時までの国内外臨床試験においてアナフィラキシーは報告されていませんが、本剤
の投与に際しては、問診を十分に行い、抗体製剤に対する過敏症の既往歴がないか確認
し、アナフィラキシーショック等の発現時に対する適切な薬物治療や緊急処置を直ちに
実施できるように準備した後、投与を開始してください。また、投与中、異常が認めら
れたら速やかに投与を中止してください。

⑵ 本剤投与により、投与時反応（発熱、悪寒、嘔気、嘔吐、頭痛、発疹等）が発現する可
能性があるため、患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合は、適切な処置を
行うこと。

⇨⑵ 本剤の臨床試験では投与時反応は報告されていませんが、類薬の皮下注製剤において投
与時反応が認められています。このため、本剤でも投与時反応があらわれる可能性があ
りますので、患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合には適切な処置を行っ
てください。

⑶ 本剤投与後、注射部位反応（紅斑、瘙痒感、血腫、腫脹、出血、疼痛等）が発現するこ
とが報告されていることから、投与にあたっては、注射部位反応の発現に注意し、必要
に応じて適切な処置を行うこと。

⇨⑶ 本剤の臨床試験において、発現率の高い副作用として注射部位紅斑や注射部位瘙痒感な
どの注射部位反応が報告されています。このため、本剤の投与に際しては、患者の状態
を注意深く観察し、注射部位反応が認められた場合は適切な処置を行ってください。

⑷ 感染症を合併している患者に本剤を投与することにより、感染症が重篤化するおそれが
あるため、下記の点に留意すること。
1） 投与開始に際しては、肺炎等の感染症の有無を確認すること。なお、関節リウマチの
臨床症状（発熱、倦怠感、リンパ節腫脹等）は感染症の症状と類似しているため、鑑
別を十分に行うこと。
2） 易感染性の状態では、日和見感染が顕在化するおそれがあることから、投与を避ける
ことが望ましい。なお、リンパ球数減少が遷延化した場合（目安として500/μL）は、
投与を開始しないこと。
3） 感染症を合併している場合は感染症の治療を優先すること。

⑸ 本剤投与により、急性期反応（発熱、CRP増加等）、感染症状が抑制され、感染症発見
が遅れる可能性があるため、急性期反応が認められないときでも、白血球数、好中球数
を定期的に測定し、これらの変動及び喘鳴、咳嗽、咽頭痛等の症状から感染症が疑われ
る場合には、胸部X線、CT等の検査を実施し適切な処置を行うこと。また、呼吸器感
染のみならず皮膚感染や尿路感染等の自他覚症状についても注意し、異常がみられる場
合には、速やかに担当医師に相談するよう患者を指導すること。

⇨⑷⑸ 本剤のIL-6シグナル伝達阻害作用により、感染症を合併している患者では発熱、CRP
増加等の急性期炎症反応を抑制し、感染症の発見が遅れる可能性があります。また、
免疫機能の抑制により感染症の重篤化や日和見感染発現のおそれがあります。
このため、本剤の投与開始に際しては、感染症の有無について十分確認してください。
特に関節リウマチの臨床症状は感染症の症状と類似しているため、鑑別診断が重要で
す。感染症の合併が疑われる場合はその治療を優先し、投与後も感染症発現や悪化の
徴候に注意してください。
また、易感染性の状態にある患者では、投与を避けてください。
急性期反応が認められないときでも、定期的に白血球数、好中球数の変動を確認し、
これら検査値の異常変動や臨床症状により感染症の疑いがある場合は適切な処置を
行ってください。さらに、感染の自他覚症状に注意し、異常がみられた場合は速やか
に担当医師に相談するよう十分な説明と指導を行ってください。
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⑹ 抗リウマチ生物製剤を投与されたB型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者
（HBs抗原陰性、かつHBc抗体又はHBs抗体陽性）において、B型肝炎ウイルスの再活
性化が報告されている。本剤投与に先立って、B型肝炎ウイルス感染の有無を確認する
こと。B型肝炎ウイルスキャリアの患者及び既往感染者に本剤を投与する場合は、最新
のB型肝炎治療ガイドラインを参考に肝機能検査値や肝炎ウイルスマーカーのモニタリ
ングを行うなど、B型肝炎ウイルスの再活性化の徴候や症状の発現に注意すること。

⇨⑹ 抗リウマチ生物製剤を投与されたB型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者
（HBs抗原陰性、かつHBc抗体又はHBs抗体陽性）において、B型肝炎ウイルスの再活
性化が報告されていることから、本剤の投与開始前にB型肝炎ウイルス感染の有無を確
認してください。
B型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者への使用に際しては、最新のB型肝炎
治療ガイドラインを参照の上、肝機能検査値や肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを
行うなど、B型肝炎ウイルスの再活性化の徴候や症状の発現に注意してください。

⑺ 本剤投与に先立って結核に関する十分な問診（結核の既往歴、結核患者との濃厚接触歴
等）及び胸部X線検査に加え、インターフェロン-γ遊離試験又はツベルクリン反応検査
を行い、適宜胸部CT検査等を行うことにより、結核感染の有無を確認すること。結核
の既往歴を有する場合及び結核感染が疑われる場合には、結核の診療経験がある医師に
相談すること。以下のいずれかの患者には、原則として本剤の投与開始前に適切に抗結
核薬を投与すること。
1） 胸部画像検査で陳旧性結核に合致するか推定される陰影を有する患者
2） 結核の治療歴（肺外結核を含む）を有する患者
3） インターフェロン- γ遊離試験やツベルクリン反応検査等の検査により、既感染が強
く疑われる患者
4） 結核患者との濃厚接触歴を有する患者
本剤投与中は、胸部X線検査等の適切な検査を定期的に行うなど結核症の発現には十分
に注意し、患者に対し、結核を疑う症状が発現した場合（持続する咳、発熱等）には速
やかに担当医師に連絡するよう説明すること。なお、結核の活動性が確認された場合は
本剤を投与せず、結核の治療を優先すること。

⇨⑺ 本剤のIL-6シグナル伝達阻害作用による免疫機能の低下により、結核が顕在化、あるい
は重篤化するおそれがあります。本剤の海外臨床試験において日和見感染症として結核
感染がみられましたが、いずれも結核が流行している地域で発症したものでした。
本剤の投与開始前に、結核に関する十分な問診及び胸部X線検査に加え、インターフェ
ロン- γ遊離試験又はツベルクリン反応検査、胸部CT検査等により、結核感染の有無を
確認してください。結核の既往歴を有する場合及び結核感染が疑われる場合には、結核
の診療経験がある医師に相談し、原則として適切な抗結核薬を投与してください。
また、本剤投与中も胸部X線検査等の適切な検査を定期的に行うなど結核の発現には十
分に注意し、患者に対し、結核を疑う症状が発現した場合（持続する咳、発熱等）には
速やかに担当医師に連絡するよう説明してください。なお、結核の活動性が確認された
場合は本剤の投与を中止し、結核の治療を優先してください。

⑻ 本剤投与中は、生ワクチン接種により感染するおそれがあるので、生ワクチン接種は行
わないこと。

⇨⑻ 生ワクチン接種による感染のおそれがあります。このため、本剤投与中に生ワクチンの
接種は行わないでください。

⑼ 肝障害を起こす可能性のある薬剤と併用する場合や活動性肝疾患又は肝障害の患者に投
与する場合には、トランスアミナーゼ値上昇に注意する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。

⇨⑼ 肝障害を起こす可能性のある薬剤と併用する場合や、肝トランスアミナーゼ値の異常値
を示す患者への本剤の投与に際しては十分注意し、異常が認められた場合は投与を中止
するなど適切な処置を行ってください。

〈参考〉
国内外臨床試験の結果、本剤の投与によりALT及びAST上昇が認められたものの、抱合
型ビリルビンでは臨床的に意味のある上昇はみられず、肝炎及び肝機能不全を示唆する
臨床所見はみられませんでした。
なお、他のIL-6シグナル伝達阻害剤による臨床試験において肝障害を伴わないトランス
アミナーゼ上昇が認められています。また、生物学的製剤のDMARDsとともに併用さ
れることが多いMTXなどでもトランスアミナーゼ上昇がみられています。
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⑹ 抗リウマチ生物製剤を投与されたB型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者
（HBs抗原陰性、かつHBc抗体又はHBs抗体陽性）において、B型肝炎ウイルスの再活
性化が報告されている。本剤投与に先立って、B型肝炎ウイルス感染の有無を確認する
こと。B型肝炎ウイルスキャリアの患者及び既往感染者に本剤を投与する場合は、最新
のB型肝炎治療ガイドラインを参考に肝機能検査値や肝炎ウイルスマーカーのモニタリ
ングを行うなど、B型肝炎ウイルスの再活性化の徴候や症状の発現に注意すること。

⇨⑹ 抗リウマチ生物製剤を投与されたB型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者
（HBs抗原陰性、かつHBc抗体又はHBs抗体陽性）において、B型肝炎ウイルスの再活
性化が報告されていることから、本剤の投与開始前にB型肝炎ウイルス感染の有無を確
認してください。
B型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者への使用に際しては、最新のB型肝炎
治療ガイドラインを参照の上、肝機能検査値や肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを
行うなど、B型肝炎ウイルスの再活性化の徴候や症状の発現に注意してください。

⑺ 本剤投与に先立って結核に関する十分な問診（結核の既往歴、結核患者との濃厚接触歴
等）及び胸部X線検査に加え、インターフェロン-γ遊離試験又はツベルクリン反応検査
を行い、適宜胸部CT検査等を行うことにより、結核感染の有無を確認すること。結核
の既往歴を有する場合及び結核感染が疑われる場合には、結核の診療経験がある医師に
相談すること。以下のいずれかの患者には、原則として本剤の投与開始前に適切に抗結
核薬を投与すること。
1） 胸部画像検査で陳旧性結核に合致するか推定される陰影を有する患者
2） 結核の治療歴（肺外結核を含む）を有する患者
3） インターフェロン- γ遊離試験やツベルクリン反応検査等の検査により、既感染が強
く疑われる患者
4） 結核患者との濃厚接触歴を有する患者
本剤投与中は、胸部X線検査等の適切な検査を定期的に行うなど結核症の発現には十分
に注意し、患者に対し、結核を疑う症状が発現した場合（持続する咳、発熱等）には速
やかに担当医師に連絡するよう説明すること。なお、結核の活動性が確認された場合は
本剤を投与せず、結核の治療を優先すること。

⇨⑺ 本剤のIL-6シグナル伝達阻害作用による免疫機能の低下により、結核が顕在化、あるい
は重篤化するおそれがあります。本剤の海外臨床試験において日和見感染症として結核
感染がみられましたが、いずれも結核が流行している地域で発症したものでした。
本剤の投与開始前に、結核に関する十分な問診及び胸部X線検査に加え、インターフェ
ロン- γ遊離試験又はツベルクリン反応検査、胸部CT検査等により、結核感染の有無を
確認してください。結核の既往歴を有する場合及び結核感染が疑われる場合には、結核
の診療経験がある医師に相談し、原則として適切な抗結核薬を投与してください。
また、本剤投与中も胸部X線検査等の適切な検査を定期的に行うなど結核の発現には十
分に注意し、患者に対し、結核を疑う症状が発現した場合（持続する咳、発熱等）には
速やかに担当医師に連絡するよう説明してください。なお、結核の活動性が確認された
場合は本剤の投与を中止し、結核の治療を優先してください。

⑻ 本剤投与中は、生ワクチン接種により感染するおそれがあるので、生ワクチン接種は行
わないこと。

⇨⑻ 生ワクチン接種による感染のおそれがあります。このため、本剤投与中に生ワクチンの
接種は行わないでください。

⑼ 肝障害を起こす可能性のある薬剤と併用する場合や活動性肝疾患又は肝障害の患者に投
与する場合には、トランスアミナーゼ値上昇に注意する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。

⇨⑼ 肝障害を起こす可能性のある薬剤と併用する場合や、肝トランスアミナーゼ値の異常値
を示す患者への本剤の投与に際しては十分注意し、異常が認められた場合は投与を中止
するなど適切な処置を行ってください。

〈参考〉
国内外臨床試験の結果、本剤の投与によりALT及びAST上昇が認められたものの、抱合
型ビリルビンでは臨床的に意味のある上昇はみられず、肝炎及び肝機能不全を示唆する
臨床所見はみられませんでした。
なお、他のIL-6シグナル伝達阻害剤による臨床試験において肝障害を伴わないトランス
アミナーゼ上昇が認められています。また、生物学的製剤のDMARDsとともに併用さ
れることが多いMTXなどでもトランスアミナーゼ上昇がみられています。
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⑽ 総コレステロール値、トリグリセリド値、LDLコレステロール値の増加等の脂質検査値
異常があらわれることがあるので、投与開始 3ヵ月後を目安に、以後は必要に応じて脂
質検査を実施し、臨床上必要と認められた場合には、高脂血症治療薬の投与等の適切な
処置を考慮すること。

⇨⑽ 本剤投与中にこれら脂質検査値の異常が認められた場合は、高脂血症治療薬の投与等の
適切な処置を行い、引き続き検査値の経過を観察してください。

〈参考〉
国内第Ⅲ相臨床試験では、本剤投与後LDLコレステロール値の平均値は12週まで増加
し、その後安定しました。LDLコレステロール値の平均値は基準範囲内（2.28～5.21mmol/
L）で推移しました。脂質増加に関連する有害事象は200mg併用群の 4例（高脂血症 2例、
血中トリグリセリド増加 1例、低比重リポ蛋白増加 1例）に認められ、このうち 2例は
高脂血症治療薬の投与を受けていました。重篤及び治験薬の投与中止に至った有害事象
は認められませんでした。
海外臨床試験では投与後初回測定時点の 4週でLDLコレステロール値、トリグリセリ
ド、HDLコレステロール値の増加がみられ、 4週以降に新たに増加するものは認めら
れず、安定して推移しました。脂質増加に関連する有害事象は200mg併用群5.0％、
150mg併用群5.9％及びプラセボ群では2.0％に認められました。重篤有害事象として高
トリグリセリド血症 1例が報告されましたが、投与中止に至った有害事象は認められま
せんでした。
なお、他のIL-6シグナル伝達阻害剤の臨床試験で脂質パラメータの増加が認められてい
ます。

⑾ 本剤と他の抗リウマチ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。また、他の抗リウマチ生物製剤から本剤に切り替える際には、感染
症の徴候について患者の状態を十分に観察すること。

⇨⑾ 本剤承認時においてその他の抗リウマチ生物製剤との併用は検討されておらず、その有
効性及び安全性は確立されていないことから、他の抗リウマチ生物製剤との併用は避け
てください。
また、他の抗リウマチ生物製剤から切り替える場合も、感染症の発現について十分に注
意してください。

⑿自己投与における注意
1） 自己投与の適用については、医師がその妥当性を慎重に検討し、十分な教育訓練を実
施した後、本剤投与による危険性と対処法について患者が理解し、患者自ら確実に投
与できることを確認した上で、医師の管理指導の下で実施すること。
2） 自己投与の適用後、感染症等の本剤による副作用が疑われる場合や自己投与の継続が
困難な状況となる可能性がある場合には、直ちに自己投与を中止させ、医師の管理下
で慎重に観察するなど適切な処置を行うこと。また、本剤投与後に副作用の発現が疑
われる場合は、医療機関へ連絡するよう患者に指導を行うこと。
3） 使用済みの注射器を再使用しないように患者に注意を促し、すべての器具の安全な廃
棄方法に関する指導の徹底を行うと同時に、使用済みの注射器を廃棄する容器を提供
すること。

⇨⑿自己投与における一般的留意事項として設定しました。
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⑽ 総コレステロール値、トリグリセリド値、LDLコレステロール値の増加等の脂質検査値
異常があらわれることがあるので、投与開始 3ヵ月後を目安に、以後は必要に応じて脂
質検査を実施し、臨床上必要と認められた場合には、高脂血症治療薬の投与等の適切な
処置を考慮すること。

⇨⑽ 本剤投与中にこれら脂質検査値の異常が認められた場合は、高脂血症治療薬の投与等の
適切な処置を行い、引き続き検査値の経過を観察してください。

〈参考〉
国内第Ⅲ相臨床試験では、本剤投与後LDLコレステロール値の平均値は12週まで増加
し、その後安定しました。LDLコレステロール値の平均値は基準範囲内（2.28～5.21mmol/
L）で推移しました。脂質増加に関連する有害事象は200mg併用群の 4例（高脂血症 2例、
血中トリグリセリド増加 1例、低比重リポ蛋白増加 1例）に認められ、このうち 2例は
高脂血症治療薬の投与を受けていました。重篤及び治験薬の投与中止に至った有害事象
は認められませんでした。
海外臨床試験では投与後初回測定時点の 4週でLDLコレステロール値、トリグリセリ
ド、HDLコレステロール値の増加がみられ、 4週以降に新たに増加するものは認めら
れず、安定して推移しました。脂質増加に関連する有害事象は200mg併用群5.0％、
150mg併用群5.9％及びプラセボ群では2.0％に認められました。重篤有害事象として高
トリグリセリド血症 1例が報告されましたが、投与中止に至った有害事象は認められま
せんでした。
なお、他のIL-6シグナル伝達阻害剤の臨床試験で脂質パラメータの増加が認められてい
ます。

⑾ 本剤と他の抗リウマチ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。また、他の抗リウマチ生物製剤から本剤に切り替える際には、感染
症の徴候について患者の状態を十分に観察すること。

⇨⑾ 本剤承認時においてその他の抗リウマチ生物製剤との併用は検討されておらず、その有
効性及び安全性は確立されていないことから、他の抗リウマチ生物製剤との併用は避け
てください。
また、他の抗リウマチ生物製剤から切り替える場合も、感染症の発現について十分に注
意してください。

⑿自己投与における注意
1） 自己投与の適用については、医師がその妥当性を慎重に検討し、十分な教育訓練を実
施した後、本剤投与による危険性と対処法について患者が理解し、患者自ら確実に投
与できることを確認した上で、医師の管理指導の下で実施すること。
2） 自己投与の適用後、感染症等の本剤による副作用が疑われる場合や自己投与の継続が
困難な状況となる可能性がある場合には、直ちに自己投与を中止させ、医師の管理下
で慎重に観察するなど適切な処置を行うこと。また、本剤投与後に副作用の発現が疑
われる場合は、医療機関へ連絡するよう患者に指導を行うこと。
3） 使用済みの注射器を再使用しないように患者に注意を促し、すべての器具の安全な廃
棄方法に関する指導の徹底を行うと同時に、使用済みの注射器を廃棄する容器を提供
すること。

⇨⑿自己投与における一般的留意事項として設定しました。
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3．相互作用 〈相互作用〉

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
CYP3A4基質
経口避妊薬
シンバスタチン
ミダゾラム　等

CYP3A4基質の薬剤の血中濃
度が減少するおそれがある。

リウマチ患者ではIL-6値の上昇に
伴いCYP活性が下方制御を受け、
CYPにより代謝を受ける薬剤の血
中濃度が上昇する。本剤などの
IL-6Rα受容体阻害剤によりIL-6シ
グナル伝達が抑制されると、CYP
活性が非炎症状態のレベルに回復
し、その結果、CYPにより代謝を
受ける薬剤の血中濃度が減少する
可能性がある。

⇨ IL-6受容体阻害剤によってIL-6のシグナル伝達が抑制されると、CYP活性が非炎症状態の
レベルに回復し、その結果、CYPにより代謝を受ける薬剤の血中濃度が減少する可能性
があります1），2）。
関節リウマチ患者17例を対象とし、主なCYP3A4の基質であるシンバスタチンの薬物動態
に対する本剤の影響を検討した薬物相互作用試験において、本剤200mgの単回皮下投与 1
週間後にシンバスタチン40mgを単回経口投与したところ、シンバスタチンの曝露量は
45％減少しました。
このシンバスタチンに対する影響は他の抗IL-6作用を有する同効薬のCYP3A基質に対す
る作用と合致していました1），2），3）。本剤の投与により、CYP3A4基質となる薬剤の有効性
を低下させる曝露量減少が起こる可能性があるため、CYP3A4基質（経口避妊薬、シンバ
スタチン、ミダゾラムなど）と併用する場合については注意が必要です。

1） Dickmann LJ et al. Drug Metab Dispos 2011；39（8）：1415-22.
2） Schmitt C et al. Clin Pharmacol Ther 2011；89（5）：735-40.
3） Zhuang Y, et al. J Clin Pharmacol 2015；55（12）：1386-94.
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3．相互作用 〈相互作用〉

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
CYP3A4基質
経口避妊薬
シンバスタチン
ミダゾラム　等

CYP3A4基質の薬剤の血中濃
度が減少するおそれがある。

リウマチ患者ではIL-6値の上昇に
伴いCYP活性が下方制御を受け、
CYPにより代謝を受ける薬剤の血
中濃度が上昇する。本剤などの
IL-6Rα受容体阻害剤によりIL-6シ
グナル伝達が抑制されると、CYP
活性が非炎症状態のレベルに回復
し、その結果、CYPにより代謝を
受ける薬剤の血中濃度が減少する
可能性がある。

⇨ IL-6受容体阻害剤によってIL-6のシグナル伝達が抑制されると、CYP活性が非炎症状態の
レベルに回復し、その結果、CYPにより代謝を受ける薬剤の血中濃度が減少する可能性
があります1），2）。
関節リウマチ患者17例を対象とし、主なCYP3A4の基質であるシンバスタチンの薬物動態
に対する本剤の影響を検討した薬物相互作用試験において、本剤200mgの単回皮下投与 1
週間後にシンバスタチン40mgを単回経口投与したところ、シンバスタチンの曝露量は
45％減少しました。
このシンバスタチンに対する影響は他の抗IL-6作用を有する同効薬のCYP3A基質に対す
る作用と合致していました1），2），3）。本剤の投与により、CYP3A4基質となる薬剤の有効性
を低下させる曝露量減少が起こる可能性があるため、CYP3A4基質（経口避妊薬、シンバ
スタチン、ミダゾラムなど）と併用する場合については注意が必要です。

1） Dickmann LJ et al. Drug Metab Dispos 2011；39（8）：1415-22.
2） Schmitt C et al. Clin Pharmacol Ther 2011；89（5）：735-40.
3） Zhuang Y, et al. J Clin Pharmacol 2015；55（12）：1386-94.
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4．副作用

国内における関節リウマチ患者を対象とした臨床試験における安全性解析対象症例325例
中、副作用は217例（66.8％）に発現し、主な副作用は、鼻咽頭炎43例（13.2％）、好中球
減少症40例（12.3％）、注射部位紅斑28例（8.6％）、口内炎17例（5.2％）等であった。（承
認時）
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〈副作用〉

⇨ 日本人併合集団（日本人関節リウマチ患者を対象とした第Ⅱ/Ⅲ相試験（EFC14059試験）
および第Ⅲ相試験（LTS13618試験）を併合）における副作用発現状況を以下の一覧に示
します。

〈日本人併合集団における副作用発現状況一覧〉

副作用 発現例数（％）
（n＝325）

全副作用 217（66.8％）
感染症および寄生虫症 105（32.3％）
鼻咽頭炎 43（13.2％）
上気道感染 10（3.1％）
気管支炎 6（1.8％）
口腔ヘルペス 6（1.8％）
咽頭炎 6（1.8％）
帯状疱疹 5（1.5％）
蜂巣炎 4（1.2％）
胃腸炎 4（1.2％）
気管支肺炎 3（0.9％）
歯肉炎 3（0.9％）
急性副鼻腔炎 2（0.6％）
異型肺炎 2（0.6％）
結膜炎 2（0.6％）
膀胱炎 2（0.6％）
毛包炎 2（0.6％）
限局性感染 2（0.6％）
歯周炎 2（0.6％）
咽頭扁桃炎 2（0.6％）
ニューモシスチス・
イロベチイ肺炎 2（0.6％）

肺炎 2（0.6％）
腎盂腎炎 2（0.6％）
皮下組織膿瘍 2（0.6％）
足部白癬 2（0.6％）
四肢膿瘍 1（0.3％）
肛門膿瘍 1（0.3％）
慢性副鼻腔炎 1（0.3％）
感染性腸炎 1（0.3％）
ウイルス性腸炎 1（0.3％）
せつ 1（0.3％）
細菌性胃腸炎 1（0.3％）
ノロウイルス性胃腸炎 1（0.3％）
単純ヘルペス 1（0.3％）
耳帯状疱疹 1（0.3％）
麦粒腫 1（0.3％）
感染性筋炎 1（0.3％）

副作用 発現例数（％）
（n＝325）

爪真菌症 1（0.3％）
口腔カンジダ症 1（0.3％）
中耳炎 1（0.3％）
爪囲炎 1（0.3％）
耳下腺炎 1（0.3％）
眼窩周囲膿瘍 1（0.3％）
咽頭膿瘍 1（0.3％）
細菌性肺炎 1（0.3％）
肺炎球菌性肺炎 1（0.3％）
敗血症 1（0.3％）
副鼻腔気管支炎 1（0.3％）
副鼻腔炎 1（0.3％）
皮膚細菌感染 1（0.3％）
白癬感染 1（0.3％）
手白癬 1（0.3％）
扁桃炎 1（0.3％）
尿路感染 1（0.3％）
腟感染 1（0.3％）
ウイルス感染 1（0.3％）
良性、悪性および詳細
不明の新生物（嚢胞お
よびポリープを含む）

4（1.2％）

膵管内乳頭粘液性腫瘍 2（0.6％）
ボーエン病 1（0.3％）
皮膚乳頭腫 1（0.3％）

血液およびリンパ系障害 54（16.6％）
好中球減少症 40（12.3％）
血小板減少症 9（2.8％）
白血球減少症 6（1.8％）
好酸球増加症 1（0.3％）
鉄欠乏性貧血 1（0.3％）
代謝および栄養障害 11（3.4％）
高コレステロール血症 4（1.2％）
脂質異常症 3（0.9％）
高脂血症 2（0.6％）
食欲減退 1（0.3％）
高トリグリセリド血症 1（0.3％）
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副作用 発現例数（％）
（n＝325）

神経系障害 6（1.8％）
頭痛 4（1.2％）
構語障害 1（0.3％）
片頭痛 1（0.3％）
耳および迷路障害 1（0.3％）
回転性めまい 1（0.3％）
心臓障害 2（0.6％）
心房細動 1（0.3％）
動悸 1（0.3％）
血管障害 6（1.8％）
高血圧 6（1.8％）
呼吸器、胸郭および縦
隔障害 8（2.5％）

口腔咽頭痛 2（0.6％）
上気道の炎症 2（0.6％）
発声障害 1（0.3％）
器質化肺炎 1（0.3％）
肺線維症 1（0.3％）
上気道咳症候群 1（0.3％）
胃腸障害 26（8.0％）
口内炎 17（5.2％）
下痢 2（0.6％）
嘔吐 2（0.6％）
腹部不快感 1（0.3％）
上腹部痛 1（0.3％）
アフタ性口内炎 1（0.3％）
慢性胃炎 1（0.3％）
便秘 1（0.3％）
びらん性胃炎 1（0.3％）
舌炎 1（0.3％）
肝胆道系障害 23（7.1％）
肝機能異常 16（4.9％）
脂肪肝 4（1.2％）
薬物性肝障害 1（0.3％）
高ビリルビン血症 1（0.3％）
肝障害 1（0.3％）

皮膚および皮下組織障害 30（9.2％）
発疹 6（1.8％）
湿疹 4（1.2％）
脱毛症 2（0.6％）
接触性皮膚炎 2（0.6％）
瘙痒性皮疹 2（0.6％）
皮膚びらん 2（0.6％）
蕁麻疹 2（0.6％）
皮膚嚢腫 1（0.3％）
皮脂欠乏性湿疹 1（0.3％）

副作用 発現例数（％）
（n＝325）

貨幣状湿疹 1（0.3％）
全身紅斑 1（0.3％）
皮下出血 1（0.3％）
過角化 1（0.3％）
嵌入爪 1（0.3％）
爪郭の炎症 1（0.3％）
手掌紅斑 1（0.3％）
瘙痒症 1（0.3％）
全身性瘙痒症 1（0.3％）
紫斑 1（0.3％）
皮膚潰瘍 1（0.3％）
中毒性皮疹 1（0.3％）
筋骨格系および結合組
織障害 6（1.8％）

関節リウマチ 2（0.6％）
関節痛 1（0.3％）
背部痛 1（0.3％）
滑液包炎 1（0.3％）
関節腫脹 1（0.3％）
腰部脊柱管狭窄症 1（0.3％）
骨炎 1（0.3％）
一般・全身障害および
投与部位の状態 40（12.3％）

注射部位紅斑 28（8.6％）
注射部位瘙痒感 14（4.3％）
注射部位腫脹 5（1.5％）
注射部位硬結 3（0.9％）
注射部位発疹 3（0.9％）
注射部位熱感 3（0.9％）
注射部位疼痛 2（0.6％）
末梢性浮腫 2（0.6％）
投与部位紅斑 1（0.3％）
投与部位瘙痒感 1（0.3％）
投与部位発疹 1（0.3％）
疲労 1（0.3％）
注射部位出血 1（0.3％）
注射部位蕁麻疹 1（0.3％）
注射部位小水疱 1（0.3％）
発熱 1（0.3％）
軟部組織の炎症 1（0.3％）
臨床検査 46（14.2％）
アラニンアミノトラ
ンスフェラーゼ増加 11（3.4％）

好中球数減少 11（3.4％）
白血球数減少 10（3.1％）
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副作用 発現例数（％）
（n＝325）

アスパラギン酸アミ
ノトランスフェラー
ゼ増加

4（1.2％）

血小板数減少 4（1.2％）
肝機能検査異常 3（0.9％）
血圧上昇 2（0.6％）
体重増加 2（0.6％）
血中β-D-グルカン増加 1（0.3％）
血中乳酸脱水素酵素
増加 1（0.3％）

血中トリグリセリド
増加 1（0.3％）

肝酵素上昇 1（0.3％）
低比重リポ蛋白増加 1（0.3％）
リンパ球数減少 1（0.3％）
トランスアミナーゼ
上昇 1（0.3％）

膀胱超音波検査異常 1（0.3％）
傷害、中毒および処置
合併症 3（0.9％）

偶発的過量投与 1（0.3％）
瘢痕ヘルニア 1（0.3％）
注射に伴う反応 1（0.3％）

MedDRA/J17.1
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⑴重大な副作用 ⇨⑴重大な副作用

1）�感染症�…蜂巣炎（1.2％）、肺炎（0.6％）等の日和見感染を含む重篤な感染症があらわ
れ、致命的な経過をたどることがある。本剤投与後は、患者の状態を十分に観
察し、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。

1）�国内臨床試験において、蜂巣炎や肺炎等の日和見感染を含む重篤な感染症が報告され
ています。また、海外臨床試験では死亡に至った症例も報告されています。このため、
本剤投与後は発熱、嘔吐など感染症の初期症状に注意し、感染が疑われた場合あるい
は免疫反応の低下がみられた場合は、抗菌薬治療を開始するなど適切な処置を行って
ください。

2）�無顆粒球症（頻度不明）、白血球減少症（1.8％）、好中球減少症（12.3％）、血小板減
少症（�2.8％）…無顆粒球症、白血球減少、好中球減少、血小板減少があらわれること

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するなどの適切な処置を行うこと。

2）�国内臨床試験において、本剤による副作用として白血球減少症、好中球減少症及び血
小板減少症が報告されています。これまでの本剤の臨床試験においては無顆粒球症の
報告はありませんが、他のIL-6シグナル伝達阻害剤では報告されています。
これらのことから、本剤投与後は血液検査など患者の状態を注意深く観察し、異常が
認められた場合は休薬あるいは投与の中止など、適切な対応を行ってください。

3）�腸管穿�孔…消化管穿孔（頻度不明）が報告されている。本剤投与により、憩室炎等の
急性腹症の症状（腹痛、発熱等）が抑制され、発見が遅れて穿孔に至る可能性
があるため、異常が認められた場合には、腹部X線、CT等の検査を実施する
など十分に観察し、適切な処置を行うこと。

3）�国内臨床試験では腸管穿孔の副作用は報告されていませんが、海外プラセボ対照試験
において、本剤投与群 1例で消化管穿孔が認められています。また海外のDMARDs
併用長期投与における消化管穿孔の発現率は、副腎皮質ステロイドが投与された関節
リウマチ患者の発現率及びTNF-α阻害薬が投与された関節リウマチ患者の発現率か
ら予想される範囲内でした。消化管穿孔は、主に下部消化管穿孔及び膿瘍を含む憩室
炎の合併によるもので、消化管穿孔が認められた患者の大部分は、NSAIDs、副腎皮
質ステロイド又はMTXを併用していました。
本剤の作用により、憩室炎のような急性腹症にみられる腹痛、発熱等の炎症反応が抑
制されることにより発見が遅れ、穿孔に至る可能性が考えられるため、異常が認めら
れた場合には、腹部X線、CT等の検査を実施するなど、適切な処置を行ってください。

4） ショッ�ク、アナフィラキシー（いずれも頻度不明）…血圧低下、呼吸困難、意識消失、
めまい、嘔気、嘔吐、瘙痒感、潮紅等があらわれることがあるので、本剤投与
中は、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投与を中
止し、アドレナリン、副腎皮質ステロイド薬、抗ヒスタミン薬を投与するなど
適切な処置を行うとともに症状が回復するまで患者の状態を十分に観察するこ
と。また、投与終了後も症状のないことを確認すること。

4） 国内外の臨床試験で、過敏性反応としてのショック、あるいはアナフィラキシーの報
告はありませんでしたが、海外臨床試験において 4例（注射直後反応、血管浮腫、過
敏症、皮膚壊死）の重篤な過敏症が報告されています。
また、本剤投与により、アナフィラキシーショック、アナフィラキシーを起こす可能
性は否定できないことから、本剤投与によるアナフィラキシーの徴候（血圧低下、呼
吸困難、意識消失、めまい、嘔気、嘔吐、瘙痒感、潮紅等）について十分に注意し、
投与中、異常が認められた場合は速やかに投与を中止し、適切な処置を行ってくださ
い。
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⑴重大な副作用 ⇨⑴重大な副作用

1）�感染症�…蜂巣炎（1.2％）、肺炎（0.6％）等の日和見感染を含む重篤な感染症があらわ
れ、致命的な経過をたどることがある。本剤投与後は、患者の状態を十分に観
察し、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。

1）�国内臨床試験において、蜂巣炎や肺炎等の日和見感染を含む重篤な感染症が報告され
ています。また、海外臨床試験では死亡に至った症例も報告されています。このため、
本剤投与後は発熱、嘔吐など感染症の初期症状に注意し、感染が疑われた場合あるい
は免疫反応の低下がみられた場合は、抗菌薬治療を開始するなど適切な処置を行って
ください。

2）�無顆粒球症（頻度不明）、白血球減少症（1.8％）、好中球減少症（12.3％）、血小板減
少症（�2.8％）…無顆粒球症、白血球減少、好中球減少、血小板減少があらわれること

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するなどの適切な処置を行うこと。

2）�国内臨床試験において、本剤による副作用として白血球減少症、好中球減少症及び血
小板減少症が報告されています。これまでの本剤の臨床試験においては無顆粒球症の
報告はありませんが、他のIL-6シグナル伝達阻害剤では報告されています。
これらのことから、本剤投与後は血液検査など患者の状態を注意深く観察し、異常が
認められた場合は休薬あるいは投与の中止など、適切な対応を行ってください。

3）�腸管穿�孔…消化管穿孔（頻度不明）が報告されている。本剤投与により、憩室炎等の
急性腹症の症状（腹痛、発熱等）が抑制され、発見が遅れて穿孔に至る可能性
があるため、異常が認められた場合には、腹部X線、CT等の検査を実施する
など十分に観察し、適切な処置を行うこと。

3）�国内臨床試験では腸管穿孔の副作用は報告されていませんが、海外プラセボ対照試験
において、本剤投与群 1例で消化管穿孔が認められています。また海外のDMARDs
併用長期投与における消化管穿孔の発現率は、副腎皮質ステロイドが投与された関節
リウマチ患者の発現率及びTNF-α阻害薬が投与された関節リウマチ患者の発現率か
ら予想される範囲内でした。消化管穿孔は、主に下部消化管穿孔及び膿瘍を含む憩室
炎の合併によるもので、消化管穿孔が認められた患者の大部分は、NSAIDs、副腎皮
質ステロイド又はMTXを併用していました。
本剤の作用により、憩室炎のような急性腹症にみられる腹痛、発熱等の炎症反応が抑
制されることにより発見が遅れ、穿孔に至る可能性が考えられるため、異常が認めら
れた場合には、腹部X線、CT等の検査を実施するなど、適切な処置を行ってください。

4） ショッ�ク、アナフィラキシー（いずれも頻度不明）…血圧低下、呼吸困難、意識消失、
めまい、嘔気、嘔吐、瘙痒感、潮紅等があらわれることがあるので、本剤投与
中は、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投与を中
止し、アドレナリン、副腎皮質ステロイド薬、抗ヒスタミン薬を投与するなど
適切な処置を行うとともに症状が回復するまで患者の状態を十分に観察するこ
と。また、投与終了後も症状のないことを確認すること。

4） 国内外の臨床試験で、過敏性反応としてのショック、あるいはアナフィラキシーの報
告はありませんでしたが、海外臨床試験において 4例（注射直後反応、血管浮腫、過
敏症、皮膚壊死）の重篤な過敏症が報告されています。
また、本剤投与により、アナフィラキシーショック、アナフィラキシーを起こす可能
性は否定できないことから、本剤投与によるアナフィラキシーの徴候（血圧低下、呼
吸困難、意識消失、めまい、嘔気、嘔吐、瘙痒感、潮紅等）について十分に注意し、
投与中、異常が認められた場合は速やかに投与を中止し、適切な処置を行ってくださ
い。
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5） 間質性�肺炎（頻度不明）…間質性肺炎があらわれることがあるので、発熱、咳嗽、呼
吸困難等の呼吸器症状に十分に注意し、異常が認められた場合には、速やかに
胸部X線、CT及び血液ガス検査等を実施し、本剤の投与を中止するとともに
ニューモシスチス肺炎との鑑別診断（β-D-グルカンの測定等）を考慮に入れ
適切な処置を行うこと。なお、間質性肺炎の既往歴のある患者には、定期的に
問診を行うなど、注意すること。

5） 関節リウマチは、関節破壊を特徴とする呼吸器系を含む全身性疾患であり、関節リウマ
チ患者では間質性肺疾患の合併が多くみられます。また、他の抗リウマチ薬で間質性肺
炎が報告されていることから、本剤においても間質性肺炎があらわれる可能性がありま
す。本剤投与中は発熱、咳嗽、呼吸困難等の呼吸器症状に十分に注意し、異常が認めら
れた場合には、速やかに胸部X線検査、胸部CT検査及び血液ガス検査等を実施し、本
剤の投与を中止するとともにニューモシスチス肺炎との鑑別診断を考慮に入れ適切な処
置を行ってください。
また、間質性肺炎の既往歴のある患者に本剤を投与した場合、間質性肺炎が増悪又は再
発するおそれがあるため、投与に際しては、発熱、咳嗽、呼吸困難等の呼吸器症状に十
分に注意するとともに、定期的に問診を行うなど、十分に注意してください。

6） 肝機能�障害…AST（GOT）（1.2％）、ALT（GPT）（3.4％）の上昇等の肝機能障害が
あらわれることがあるので、定期的に肝機能検査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投与を中止するなどの適切な処置
を行うこと。

6） 国内外臨床試験において、本剤の投与によりALT及びASTの上昇が認められたことか
ら、本剤投与後は、定期的に肝機能検査を行うなど患者の状態を十分に観察し、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ってください。なお、ALT及び
ASTの上昇は認められたものの、抱合型ビリルビンでは臨床的に意味のある上昇はみら
れず、肝炎及び肝機能不全を示唆する臨床所見はみられませんでした。また、トランス
アミナーゼ上昇は投与後初回測定時点 2週以降で認められ、国内臨床試験では、ALT上
昇の多くは基準値上限の 3倍以下でした。これら検査値の上昇は全般的に一過性で、投
与期間中又は中止後に正常値又はベースライン値に回復する傾向を示しました。海外臨
床試験では、DMARDs併用長期投与により12例に重篤な肝障害に関連する有害事象が
認められましたが、このうち薬剤誘発性の肝機能不全が示唆された患者はいませんでし
た。

⑵その他の副作用
次のような副作用が認められた場合には、休薬・中止など適切な処置を行うこと。

5％以上 1～ 5％未満 1％未満
感 染 症 鼻咽頭炎 上気道感染、口腔ヘルペス 尿路感染
代 謝 高コレステロール血症 高トリグリセリド血症
肝 臓 肝機能異常、ALT増加
循 環 器 高血圧
消 化 器 口内炎
そ の 他 注射部位紅斑 注射部位瘙痒感

⇨⑵その他の副作用
発現頻度は日本人併合集団（日本人関節リウマチ患者を対象とした第Ⅱ/Ⅲ相試験
（EFC14059試験）および第Ⅲ相試験（LTS13618試験）を併合）で認められた副作用の
集計に基づいています。
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5） 間質性�肺炎（頻度不明）…間質性肺炎があらわれることがあるので、発熱、咳嗽、呼
吸困難等の呼吸器症状に十分に注意し、異常が認められた場合には、速やかに
胸部X線、CT及び血液ガス検査等を実施し、本剤の投与を中止するとともに
ニューモシスチス肺炎との鑑別診断（β-D-グルカンの測定等）を考慮に入れ
適切な処置を行うこと。なお、間質性肺炎の既往歴のある患者には、定期的に
問診を行うなど、注意すること。

5） 関節リウマチは、関節破壊を特徴とする呼吸器系を含む全身性疾患であり、関節リウマ
チ患者では間質性肺疾患の合併が多くみられます。また、他の抗リウマチ薬で間質性肺
炎が報告されていることから、本剤においても間質性肺炎があらわれる可能性がありま
す。本剤投与中は発熱、咳嗽、呼吸困難等の呼吸器症状に十分に注意し、異常が認めら
れた場合には、速やかに胸部X線検査、胸部CT検査及び血液ガス検査等を実施し、本
剤の投与を中止するとともにニューモシスチス肺炎との鑑別診断を考慮に入れ適切な処
置を行ってください。
また、間質性肺炎の既往歴のある患者に本剤を投与した場合、間質性肺炎が増悪又は再
発するおそれがあるため、投与に際しては、発熱、咳嗽、呼吸困難等の呼吸器症状に十
分に注意するとともに、定期的に問診を行うなど、十分に注意してください。

6） 肝機能�障害…AST（GOT）（1.2％）、ALT（GPT）（3.4％）の上昇等の肝機能障害が
あらわれることがあるので、定期的に肝機能検査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投与を中止するなどの適切な処置
を行うこと。

6） 国内外臨床試験において、本剤の投与によりALT及びASTの上昇が認められたことか
ら、本剤投与後は、定期的に肝機能検査を行うなど患者の状態を十分に観察し、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ってください。なお、ALT及び
ASTの上昇は認められたものの、抱合型ビリルビンでは臨床的に意味のある上昇はみら
れず、肝炎及び肝機能不全を示唆する臨床所見はみられませんでした。また、トランス
アミナーゼ上昇は投与後初回測定時点 2週以降で認められ、国内臨床試験では、ALT上
昇の多くは基準値上限の 3倍以下でした。これら検査値の上昇は全般的に一過性で、投
与期間中又は中止後に正常値又はベースライン値に回復する傾向を示しました。海外臨
床試験では、DMARDs併用長期投与により12例に重篤な肝障害に関連する有害事象が
認められましたが、このうち薬剤誘発性の肝機能不全が示唆された患者はいませんでし
た。

⑵その他の副作用
次のような副作用が認められた場合には、休薬・中止など適切な処置を行うこと。

5％以上 1～ 5％未満 1％未満
感 染 症 鼻咽頭炎 上気道感染、口腔ヘルペス 尿路感染
代 謝 高コレステロール血症 高トリグリセリド血症
肝 臓 肝機能異常、ALT増加
循 環 器 高血圧
消 化 器 口内炎
そ の 他 注射部位紅斑 注射部位瘙痒感

⇨⑵その他の副作用
発現頻度は日本人併合集団（日本人関節リウマチ患者を対象とした第Ⅱ/Ⅲ相試験
（EFC14059試験）および第Ⅲ相試験（LTS13618試験）を併合）で認められた副作用の
集計に基づいています。
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5．高齢者への投与 〈高齢者への投与〉

高齢者において重篤な有害事象の発現率の上昇が認められている。また、一般に高齢者で
は生理機能（免疫機能等）が低下しているので、十分な観察を行い、感染症等の副作用の
発現に留意すること。

⇨ 一般に高齢者では生理機能（免疫機能等）が低下しており、本剤のような免疫機能を低下
させる薬剤を投与した場合には感染症などの副作用が発現しやすくなることから、患者の
状態を観察しながら慎重に投与してください。

6．妊婦、産婦、授乳婦等への投与 〈妊婦、産婦、授乳婦等への投与〉

⑴ 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断
される場合にのみ投与すること。［本剤の妊娠中の投与に関する安全性は確立していな
い。本剤はIgG1モノクローナル抗体であり、ヒトIgGは胎盤関門を通過することが知ら
れている。］

⇨⑴ 一般的に、本剤のようなIgG抗体は胎盤を通過し、その移行量は妊娠後期において最も
高いとされており4）、サルを用いた生殖発生毒性試験において本剤の胎盤通過が認めら
れています。また、妊婦に対する安全性は検討されておりません。このため、妊婦又は
妊娠している可能性のある婦人に本剤を投与する場合には、治療上の有益性と危険性を
十分に考慮の上、有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与してください。

⑵ 授乳中の婦人に投与することを避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止させるこ
と。［本剤のヒト乳汁への移行は不明であるが、ヒトIgGは乳汁中に移行することが知
られている。］

⇨⑵ 本剤のヒト乳汁中への移行については不明ですが、少量ではあるもののヒトIgGは乳汁
中に移行することが知られています5）。このため、授乳中の婦人への投与は避け、やむ
を得ず投与する場合は授乳を中止してください。
4） Simister NE. Placental transport of immunoglobulin G. Vaccine. 2003；21（24）：3365-9.
5） Van de Perre P. Transfer of antibody via mother’s milk. Vaccine. 2003；21（24）：3374-6.

7．小児等への投与 〈小児等への投与〉

小児等に対する安全性は確立していない。［使用経験がない。］ ⇨ 承認時までに国内外で小児における使用経験がないことから設定しました。
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5．高齢者への投与 〈高齢者への投与〉

高齢者において重篤な有害事象の発現率の上昇が認められている。また、一般に高齢者で
は生理機能（免疫機能等）が低下しているので、十分な観察を行い、感染症等の副作用の
発現に留意すること。

⇨ 一般に高齢者では生理機能（免疫機能等）が低下しており、本剤のような免疫機能を低下
させる薬剤を投与した場合には感染症などの副作用が発現しやすくなることから、患者の
状態を観察しながら慎重に投与してください。

6．妊婦、産婦、授乳婦等への投与 〈妊婦、産婦、授乳婦等への投与〉

⑴ 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断
される場合にのみ投与すること。［本剤の妊娠中の投与に関する安全性は確立していな
い。本剤はIgG1モノクローナル抗体であり、ヒトIgGは胎盤関門を通過することが知ら
れている。］

⇨⑴ 一般的に、本剤のようなIgG抗体は胎盤を通過し、その移行量は妊娠後期において最も
高いとされており4）、サルを用いた生殖発生毒性試験において本剤の胎盤通過が認めら
れています。また、妊婦に対する安全性は検討されておりません。このため、妊婦又は
妊娠している可能性のある婦人に本剤を投与する場合には、治療上の有益性と危険性を
十分に考慮の上、有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与してください。

⑵ 授乳中の婦人に投与することを避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止させるこ
と。［本剤のヒト乳汁への移行は不明であるが、ヒトIgGは乳汁中に移行することが知
られている。］

⇨⑵ 本剤のヒト乳汁中への移行については不明ですが、少量ではあるもののヒトIgGは乳汁
中に移行することが知られています5）。このため、授乳中の婦人への投与は避け、やむ
を得ず投与する場合は授乳を中止してください。
4） Simister NE. Placental transport of immunoglobulin G. Vaccine. 2003；21（24）：3365-9.
5） Van de Perre P. Transfer of antibody via mother’s milk. Vaccine. 2003；21（24）：3374-6.

7．小児等への投与 〈小児等への投与〉

小児等に対する安全性は確立していない。［使用経験がない。］ ⇨ 承認時までに国内外で小児における使用経験がないことから設定しました。
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8．適用上の注意 〈適用上の注意〉

⑴�投与経路
皮下にのみ投与すること。

本剤を適用する際の一般的な注意事項を記載しました。
⇨⑴本剤は皮下投与製剤です。皮下以外には投与しないでください。

⑵投与前
1） 投与に先立ち、室温に戻しておくこと。
2） 溶液が白濁したり、着色したり、微粒子がみられた場合及びシリンジに損傷がみられ
た場合には本剤は使用しないこと。
3） 投与直前まで本剤の注射針のキャップを外さないこと。キャップを外したら直ちに投
与すること。

⇨⑵
1） 投与時の不快感を軽減するため、室温に戻してから投与してください。
2） 本剤は無色～微黄色澄明の液剤です。投与前に液中に異物や変色がないか確認してく
ださい。
3） 使用時の安全及び汚染防止のため、キャップは投与するまで外さず、キャップを外し
たら直ちに投与してください。キャップが外れていた場合は使用しないでください。

⑶投与時
1） 注射部位は、腹部、大腿部又は上腕部を選ぶこと。同一箇所へ繰り返し注射すること
は避け、新たな注射部位は前回の注射部位から少なくとも 3 cm離すこと。

2） 皮膚が敏感な部位、皮膚に異常のある部位（傷、発疹、発赤、硬結等）には注射しな
いこと。
3） 他の薬剤と混合しないこと。

⇨⑶
1） 本剤は腹部、大腿部、あるいは上腕部に投与してください。その他の部位には投与し
ないでください。また、同一箇所へ繰り返し注射することは避けて、少なくとも前回
の注射箇所から 3 cm以上離れた箇所に投与してください。
2） 本剤の投与により注射部位反応の副作用がみられています。投与に際しては紅斑や瘙
痒感などの注射部位反応に注意し、皮膚の敏感な部位や異常のある部位への投与はし
ないでください。
3） 他剤と混和した際の配合変化については検討を行っていないことから設定しました。

⑷本剤は 1回使用の製剤であり、再使用しないこと。 ⇨⑷本剤は 1回使い切りの製剤ですので、再使用しないで廃棄してください。

9．その他の注意 〈その他の注意〉

国内のプラセボ対照第Ⅱ/Ⅲ相臨床試験では、投与開始後24週までに抗サリルマブ抗体は
本剤200mg＋メトトレキサート投与群、本剤150mg＋メトトレキサート投与群及びプラセ
ボ＋メトトレキサート投与群でそれぞれ1.3％（ 1 /80）、1.2％（ 1 /81）、1.2％（ 1 /81）
で持続的に認められ、そのうち中和抗体は本剤200mg＋メトトレキサート投与群1.3％（ 1
/80）に認められた。海外試験併合安全性集団では、抗サリルマブ抗体は本剤200mg＋
DMARDs投与群、本剤150mg＋DMARDs投与群及びプラセボ＋DMARDs投与群でそれぞ
れ4.0％（24/607）、5.6％（34/607）、2.0％（12/608）で持続的に認められ、そのうち中和
抗体はそれぞれ1.0％（ 6 /607）、1.6％（10/607）、0.2％（ 1 /608）に認められた。抗サリ
ルマブ抗体形成は本剤の薬物動態に影響を及ぼす可能性が示唆された。

⇨国内外で実施した臨床試験成績から得られた抗サリルマブ抗体の情報を記載しました。
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8．適用上の注意 〈適用上の注意〉

⑴�投与経路
皮下にのみ投与すること。

本剤を適用する際の一般的な注意事項を記載しました。
⇨⑴本剤は皮下投与製剤です。皮下以外には投与しないでください。

⑵投与前
1） 投与に先立ち、室温に戻しておくこと。
2） 溶液が白濁したり、着色したり、微粒子がみられた場合及びシリンジに損傷がみられ
た場合には本剤は使用しないこと。
3） 投与直前まで本剤の注射針のキャップを外さないこと。キャップを外したら直ちに投
与すること。

⇨⑵
1） 投与時の不快感を軽減するため、室温に戻してから投与してください。
2） 本剤は無色～微黄色澄明の液剤です。投与前に液中に異物や変色がないか確認してく
ださい。
3） 使用時の安全及び汚染防止のため、キャップは投与するまで外さず、キャップを外し
たら直ちに投与してください。キャップが外れていた場合は使用しないでください。

⑶投与時
1） 注射部位は、腹部、大腿部又は上腕部を選ぶこと。同一箇所へ繰り返し注射すること
は避け、新たな注射部位は前回の注射部位から少なくとも 3 cm離すこと。
2） 皮膚が敏感な部位、皮膚に異常のある部位（傷、発疹、発赤、硬結等）には注射しな
いこと。
3） 他の薬剤と混合しないこと。

⇨⑶
1） 本剤は腹部、大腿部、あるいは上腕部に投与してください。その他の部位には投与し
ないでください。また、同一箇所へ繰り返し注射することは避けて、少なくとも前回
の注射箇所から 3 cm以上離れた箇所に投与してください。
2） 本剤の投与により注射部位反応の副作用がみられています。投与に際しては紅斑や瘙
痒感などの注射部位反応に注意し、皮膚の敏感な部位や異常のある部位への投与はし
ないでください。
3） 他剤と混和した際の配合変化については検討を行っていないことから設定しました。

⑷本剤は 1回使用の製剤であり、再使用しないこと。 ⇨⑷本剤は 1回使い切りの製剤ですので、再使用しないで廃棄してください。

9．その他の注意 〈その他の注意〉

国内のプラセボ対照第Ⅱ/Ⅲ相臨床試験では、投与開始後24週までに抗サリルマブ抗体は
本剤200mg＋メトトレキサート投与群、本剤150mg＋メトトレキサート投与群及びプラセ
ボ＋メトトレキサート投与群でそれぞれ1.3％（ 1 /80）、1.2％（ 1 /81）、1.2％（ 1 /81）
で持続的に認められ、そのうち中和抗体は本剤200mg＋メトトレキサート投与群1.3％（ 1
/80）に認められた。海外試験併合安全性集団では、抗サリルマブ抗体は本剤200mg＋
DMARDs投与群、本剤150mg＋DMARDs投与群及びプラセボ＋DMARDs投与群でそれぞ
れ4.0％（24/607）、5.6％（34/607）、2.0％（12/608）で持続的に認められ、そのうち中和
抗体はそれぞれ1.0％（ 6 /607）、1.6％（10/607）、0.2％（ 1 /608）に認められた。抗サリ
ルマブ抗体形成は本剤の薬物動態に影響を及ぼす可能性が示唆された。

⇨国内外で実施した臨床試験成績から得られた抗サリルマブ抗体の情報を記載しました。
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