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―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。― No.'18-43

再審査結果、使用上の注意改訂及び

承認条件解除のお知らせ

2018 年 10 月

ファイザー株式会社

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）

注射用メソトレキセート 50mg につきまして、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）」第 14 条の 4 第 3 項の規定による再

審査が終了し、厚生労働省発薬生 0329 第 1 号（平成 30 年 3 月 29 日付）により再審査結果

が通知されましたのでお知らせいたします。

また、これに伴い標記製品の添付文書の「使用上の注意」を自主改訂いたしましたので、

ご案内申し上げます。

今後のご使用に際しましては、以下の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1．再審査結果
メトトレキサート・フルオロウラシル交代療法に係る再審査結果に伴う「効能・効果」及び「用

法・用量」の変更はございません。

＜注射用メソトレキセート 50mg＞

再審査結果 承認内容

効能・効果 変更なし ◇メトトレキサート通常療法

下記疾患の自覚的並びに他覚的症状の緩解

急性白血病

慢性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病

絨毛性疾患（絨毛癌、破壊胞状奇胎、胞状奇胎）

◇CMF 療法

乳癌

◇メトトレキサート・ロイコボリン救援療法

肉腫（骨肉腫、軟部肉腫等）

急性白血病の中枢神経系及び睾丸への浸潤に対する寛解

悪性リンパ腫の中枢神経系への浸潤に対する寛解

◇メトトレキサート・フルオロウラシル交代療法

MED27I047



-2-

再審査結果 承認内容

胃癌に対するフルオロウラシルの抗腫瘍効果の増強

◇M-VAC 療法

尿路上皮癌

用法・用量 変更なし ◇メトトレキサート通常療法

本剤は静脈内、髄腔内又は筋肉内に注射する。

また、必要に応じて動脈内又は腫瘍内に注射する。

・急性白血病、慢性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病

メトトレキサートとして、通常、次の量を 1 日量として、1 週間

に 3～6 回注射する。

幼児 1.25～2.5mg

小児 2.5～5mg

成人 5～10mg

白血病の髄膜浸潤による髄膜症状（髄膜白血病）には、1 回の注

射量を体重 1kg 当たり 0.2～0.4mg として、髄腔内に 2～7 日ごと

に 1 回注射する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

・絨毛性疾患

1 クールを 5 日間とし、メトトレキサートとして、通常、成人 1

日 10～30mg を注射する。休薬期間は通常、7～12 日間であるが、

前回の投与によって副作用があらわれた場合は、副作用が消失す

るまで休薬する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

◇CMF 療法

・乳癌

シクロホスファミド及びフルオロウラシルとの併用において、メ

トトレキサートとして、通常、成人 1 回 40mg/m2を静脈内注射す

る。前回の投与によって副作用があらわれた場合は、減量するか

又は副作用が消失するまで休薬する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

標準的な投与量及び投与方法は、シクロホスファミドを 1 日量と

して 65mg/m2を 14 日間連日経口投与、メトトレキサートを 1 日量

として 40mg/m2を第 1 日目と第 8 日目に静脈内投与、及びフルオ

ロウラシルを 1日量として 500mg/m2を第 1日目と第 8日目に静脈

内投与する。これを 1 クールとして 4 週ごとに繰り返す。

◇メトトレキサート・ロイコボリン救援療法

・肉腫

メトトレキサートとして、通常、1 週間に 1 回 100～300mg/kg を

約 6 時間で点滴静脈内注射する。その後、ロイコボリンの投与を

行う注 1）。メトトレキサートの投与間隔は、1～4 週間とする。なお、

年齢、症状により適宜増減する。

・急性白血病、悪性リンパ腫

メトトレキサートとして、通常、1 週間に 1 回 30～100mg/kg（有

効なメトトレキサート脳脊髄液濃度を得るには、1 回メトトレキ

サートとして 30mg/kg 以上の静脈内注射が必要）を約 6 時間で点

滴静脈内注射する。

その後、ロイコボリンの投与を行う注 1）。メトトレキサートの投与

間隔は、1～4 週間とする。なお、年齢、症状により適宜増減する。
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再審査結果 承認内容

注 1：ロイコボリンの投与は、通常、メトトレキサート投与終了 3 時間目

よりロイコボリンとして 1回 15mgを 3時間間隔で 9回静脈内注射、

以後 6 時間間隔で 8 回静脈内又は筋肉内注射する。

メトトレキサートによると思われる重篤な副作用があらわれた場

合には、用量を増加し、投与期間を延長する。なお、年齢、症状に

より適宜増減する。

◇メトトレキサート・フルオロウラシル交代療法

通常、成人にはメトトレキサートとして 1 回 100mg/m2（3mg/kg）を

静脈内注射した後、1～3 時間後にフルオロウラシルとして 1 回

600mg/m2（18mg/kg）を静脈内注射又は点滴静脈内注射する。その

後、ロイコボリンの投与を行う注 2）。本療法の間隔は、1 週間とする。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

注 2：ロイコボリンの投与は、通常、メトトレキサート投与後 24 時間目よ

りロイコボリンとして 1 回 15mg を 6 時間間隔で 2～6 回（メトトレキ

サート投与後 24、30、36、42、48、54 時間目）静脈内又は筋肉内注

射あるいは経口投与する。

メトトレキサートによると思われる重篤な副作用があらわれた場合

には、用量を増加し、投与期間を延長する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

◇M-VAC 療法

ビンブラスチン硫酸塩、ドキソルビシン塩酸塩及びシスプラチンと

の併用において、メトトレキサートとして、通常、成人 1 回 30mg/m2

を静脈内注射する。前回の投与によって副作用があらわれた場合は、

減量するか又は副作用が消失するまで休薬する。なお、年齢、症状

により適宜減量する。

標準的な投与量及び投与方法は、治療 1、15 及び 22 日目にメトトレ

キサート 30mg/m2、治療 2、15 及び 22 日目にビンブラスチン硫酸塩

3mg/m2、治療 2 日目にドキソルビシン塩酸塩 30mg（力価）/m2及び

シスプラチン 70mg/m2を静脈内投与する。これを 1 クールとして 4

週ごとに繰り返す。

下線部：今回の再審査対象である「メトトレキサート・フルオロウラシル交代療法」に係る

「効能・効果」及び「用法・用量」です。

2．使用上の注意等の改訂
【改訂内容】
＜注射用メソトレキセート 50mg＞

改訂後(下線部は改訂箇所) 改訂前(波線部は削除箇所)

【使用上の注意】

4. 副作用

省略

メトトレキサート・フルオロウラシル交代療法におい

て副作用集計対象となった 1,854 例中、1,077 例

（58.1％）に臨床検査値異常を含む副作用が認められ

た。その主なものは嘔気・嘔吐（27.6％）、白血球減少

（24.7％）、食欲不振（20.0％）、貧血（11.2％）等であっ

た。（再審査終了時の集計）

なお、本項には自発報告等副作用発現頻度が算出でき

ない副作用報告を含む。

【使用上の注意】

4. 副作用

省略

メトトレキサート・フルオロウラシル交代療法におい

て副作用集計対象となった 1,854 例中、1,077 例

（58.1％）に臨床検査値異常を含む副作用が認められ

た。その主なものは嘔気・嘔吐（27.6％）、白血球減少

（24.7％）、食欲不振（20.0％）、貧血（11.2％）等であっ

た。（再審査申請時の集計）

なお、本項には自発報告等副作用発現頻度が算出でき

ない副作用報告を含む。



-4-

＜注射用メソトレキセート 5mg/50mg＞

改訂後 改訂前(波線部は削除箇所)

（削除） 【承認条件】

◇CMF療法

本剤の臨床的有用性を確認するため、市販後調査

として、進行・再発乳癌に対する CMF 療法及び乳

癌の術後補助療法における CMF療法と他の適当な

癌化学療法との比較臨床試験を行い、その結果を

報告すること。

【改訂理由】
自主改訂

1.「副作用」の項

再審査終了に伴い、「副作用の項の概要」におけるメトトレキサート・フルオロウラシル交

代療法の記載に関し、「再審査申請時」を「再審査終了時」に改訂いたしました。メトトレ

キサート・フルオロウラシル交代療法に係る「副作用の項の概要」に記載されている主な副

作用の頻度、「重大な副作用」及び「その他の副作用」の頻度に変更はございません。

2.「承認条件」の項

CMF 療法に関し、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課から承認条件を解除する旨

の事務連絡 （平成 30 年 3 月 15 日付）を受けたため、承認条件の項を削除いたしました。

なお、本改訂内容と併せて「重大な副作用」の項に記載している「急性腎不全」を「急性腎障

害」に記載整備いたしました。

≪改訂内容につきましては医薬品安全対策情報（DSU）No.274（2018 年 11 月）に掲載される予定です。≫

お問い合わせ先：ファイザー株式会社 製品情報センター 学術情報ダイヤル：0120-664-467

〒151-8589 東京都渋谷区代々木 3-22-7 新宿文化クイントビル

医薬品添付文書改訂情報は PMDA ウェブサイト「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医薬品安全対策情報（DSU）が掲載されます。

また、ファイザー株式会社の医療関係者向けウェブサイト「PfizerPRO」（http://pfizerpro.jp/）に製品情報を

掲載しております。


