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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.'20-33

効能又は効果、用法及び用量、並びに

使用上の注意改訂のお知らせ

2020 年 6 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）

標記製品の「効能又は効果」及び「用法及び用量」に係わる製造販売承認事項一部変更承

認を取得し、これに伴い「使用上の注意」を次のとおり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。

なお、今回の改訂に併せ、「医療用医薬品の添付文書等の記載要領について」（平成 29 年 6

月 8 日付薬生発 0608 第 1 号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）及び「医療用医薬品の添

付文書等の記載要領の留意事項について」（同日付薬生安発 0608 第 1 号 厚生労働省医薬・

生活衛生局安全対策課長通知）に則り、新記載要領に基づく添付文書への改訂を行いました。

【改訂内容】

改訂後(下線部は改訂箇所) 改訂前(波線部は削除箇所)

4. 効能又は効果

慢性骨髄性白血病

【効能・効果】

前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血病

5. 効能又は効果に関連する注意

5.1省略

5.2「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効

性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の

選択を行うこと。

［効能・効果に関連する使用上の注意］

1. 未治療の慢性骨髄性白血病に対する本剤の有効

性は確立していない。

2. 省略

3. 臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等に

ついて、「臨床成績」の項の内容を熟知し、最新

のガイドライン等を参考にして、本剤の有効性

及び安全性を十分に理解した上で、本剤以外の

治療の実施についても慎重に検討し、適応患者

の選択を行うこと。

4. 省略

MED27K035



-2-

改訂後(下線部は改訂箇所) 改訂前(波線部は削除箇所)

6. 用法及び用量

通常、成人にはボスチニブとして 1 日 1 回 500mg を

食後経口投与する。ただし、初発の慢性期の慢性骨

髄性白血病の場合には、1 回投与量は 400mg とする。

なお、患者の状態により適宜増減するが、1 日 1 回

600mg まで増量できる。

【用法・用量】

通常、成人にはボスチニブとして 1 日 1 回 500mg を食

後経口投与する。なお、患者の状態により適宜増減す

るが、1日 1回 600mg まで増量できる。

7. 用法及び用量に関連する注意

7.1 本剤の用法及び用量は、「17.臨床成績」の項の内

容を熟知した上で、患者の状態や前治療歴に応じ

て選択すること。

7.2省略

7.3 重篤な（グレード注）3 以上）副作用がなく、十分

な血液学的効果、細胞遺伝学的効果又は分子遺伝

学的効果がみられない場合は、100mg ずつ 1 日 1

回 600mg まで本剤を増量することができる。

7.4 本剤投与により副作用が発現した場合には、以下

の基準を参考に、本剤を休薬、減量又は中止する

こと。

血液系の副作用に対する本剤の減量・休薬・

中止基準

副作用 処置

好中球数が 1,000/mm3

未満又は血小板数が

50,000/mm3 未満

好中球数が 1,000/mm3 以上及び血小板数が

50,000/mm3 以上に回復するまで休薬する。

休薬後 2 週間以内に回復した場合は、回復後

は休薬前と同一投与量で投与を再開する。2

週間以降に回復した場合は、1 回量を 100mg

減量した上で再開する。

これらの血球減少症が再発した場合、回復後

1 回量を 100mg 減量した上で再開する。

非血液系の副作用に対する本剤の減量・休薬・

中止基準

副作用 処置

省略

肝トランスアミナーゼが施設正常

値上限 3 倍以上、ビリルビン値が

施設正常値上限 2 倍超及び ALP

が施設正常値上限 2 倍未満

投与を中止する。

省略

上記以外の非血液系中等度又は重

度の副作用

回復するまで休薬する。回復後は、

1回量を 100mg減量した上で投与を

再開する。必要に応じて開始用量へ

増量する。

注）グレードは NCI-CTCAE ver4.0 による。

［用法・用量に関連する使用上の注意］

1～3. 省略

4. 本剤の増量は、重篤な（グレード注）3 以上）副

作用がなく、下記のいずれかに該当する場合に

限る。

(1)本剤を 8 週間投与しても、十分な血液学的効

果がみられない場合

(2)本剤を 12 週間投与しても、十分な細胞遺伝学

的効果がみられない場合

5. 本剤投与により副作用が発現した場合には、以

下の基準を参考に、本剤を休薬、減量又は中止

すること。

(1)血液系の副作用に対する本剤の減量・休薬・

中止基準

副作用 処置

好中球数が 1,000/mm
3

未満又は血小板数が

50,000/mm3 未満

好中球数が 1,000/mm
3
以上及び血小板数が

50,000/mm
3
以上に回復するまで休薬する。

休薬後 2 週間以内に回復した場合は、回復後

は休薬前と同一投与量で投与を再開する。2

週間以降に回復した場合は、1 回量を 100mg

減量した上で再開する。

これらの血球減少症が再発した場合、回復後 1

回量を 100mg 減量した上で再開する＊。

＊1日 1回 300 mg より低い用量を投与した場合の有効性及び安全性は検討さ

れていない。

(2)非血液系の副作用に対する本剤の減量・休薬・

中止基準

副作用 処置

省略

肝トランスアミナーゼが施設正常

値上限 3 倍以上、

ビリルビン値が施設正常値上限 2

倍以上及びALPが施設正常値上限2

倍未満

投与を中止する。

省略

上記以外の非血液系中等度又は重

度の副作用

回復するまで休薬する。回復後は、

400mg1 日 1 回で投与を再開する。

必要に応じて 500mg1 日 1 回へ増量

する。

注：グレードは NCI-CTCAE ver3.0 による。
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改訂後(下線部は改訂箇所) 改訂前(波線部は削除箇所)

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.6 授乳婦

授乳しないことが望ましい。動物実験（ラット）に

おいて、ボスチニブ又はその代謝物が乳汁中に移行

することが報告されている。また、動物実験（ラッ

ト）において、臨床曝露量の 2.5 倍以上の曝露量で

出生児への影響（授乳早期での全出生児死亡、出産

から生後 4 日までの生存率低下、出生児の体重及び

体重増加量の減少、離乳直後の出生児死亡等）が認

められた。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1)省略

(2)授乳中の婦人には、授乳を中止させること。［授乳

婦における使用経験はない。動物実験（ラット）

において、ボスチニブ又はその代謝物が乳汁中に

移行することが報告されている。］

11.副作用

11.1 重大な副作用

11.1.1 肝炎（0.5%）、肝機能障害（32.2%）

省略

11.1.2 重度の下痢（8.4%注））

11.1.3 骨髄抑制（43.2%）

血小板減少（33.9%）、貧血（17.1%）、白血球減少

（8.8%）、好中球減少（15.2%）、顆粒球減少（0.2%）

等があらわれることがある。［8.2 参照］

11.1.4 体液貯留（5.0%）

心嚢液貯留（1.6%）、胸水（4.1%）、肺水腫（0.1%）、

末梢性浮腫（頻度不明）等があらわれることがある。

急激な体重の増加、呼吸困難等の異常が認められた

場合には投与を中止し、利尿剤を投与する等、適切

な処置を行うこと。［8.3 参照］

11.1.5 省略

11.1.6 心障害（2.3%）

QT 間隔延長（0.5%）、不整脈（0.1%）、心筋梗塞（0.1%）、

心房細動（0.3%）等があらわれることがある。［8.5

参照］

11.1.7 感染症（9.7%）

鼻咽頭炎（2.1%）、胃腸炎（1.4%）、肺炎（1.0%）、

尿路感染（0.5%）、敗血症（0.2%）等の感染症があ

らわれることがある。［8.6 参照］

11.1.8 出血（2.7%）

脳出血（頻度不明）、胃腸出血（1.0%）、膣出血（頻

度不明）、眼出血（0.1%）、口腔内出血（0.5%）等が

あらわれることがある。［8.6 参照］

11.1.9 膵炎（0.4%）

11.1.10 間質性肺疾患（0.1%）

4. 副作用

(1)重大な副作用

1）肝炎（頻度不明注1））、肝機能障害（60.3％）

省略

2）重度の下痢（12.7％注 2））

省略

3）骨髄抑制（57.1％）：血小板減少（33.3％）、貧

血（31.7％）、白血球減少（27.0％）、好中球減

少（27.0％）、顆粒球減少（頻度不明注 1））等が

あらわれることがあるので、観察を十分に行

い、異常が認められた場合には、休薬、減量又

は投与を中止する等、適切な処置を行うこと。

4）体液貯留（9.5％）：心嚢液貯留（3.2％）、胸水

（7.9％）、肺水腫（頻度不明注 1））、末梢性浮腫（頻

度不明注 1））等があらわれることがあるので、

観察を十分に行い、異常が認められた場合に

は、投与を中止する等、適切な処置を行うこと。

5）省略

6）心障害（6.3％）：QT 間隔延長（1.6％）、不整脈

（頻度不明注1））、心筋梗塞（頻度不明注1））、心房

細動（頻度不明注1））等があらわれることがある

ので、心電図検査や心機能検査を行う等、観察

を十分に行い、異常が認められた場合には、投

与を中止する等、適切な処置を行うこと。

7）感染症（36.5％）：鼻咽頭炎（23.8％）、胃腸炎

（4.8％）、肺炎（頻度不明注1））、尿路感染（1.6％）、

敗血症（頻度不明注1））等の感染症があらわれる

ことがあるので、定期的に血液検査を実施する

等、観察を十分に行い、異常が認められた場合

には、休薬、減量又は投与を中止する等、適切

な処置を行うこと。

8）出血（15.9％）：脳出血（頻度不明注 1））、胃腸

出血（頻度不明注 1））、膣出血（頻度不明注 1））、

眼出血（頻度不明注1））、口腔内出血（頻度不明
注1））等があらわれることがあるので、定期的に

血液検査を実施する等、観察を十分に行い、異

常が認められた場合には、休薬、減量又は投与

を中止する等、適切な処置を行うこと。

9）膵炎（3.2％）

省略

10）間質性肺疾患（頻度不明注1））

省略
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改訂後(下線部は改訂箇所) 改訂前(波線部は削除箇所)

11.1.11 腎不全（0.3%）

省略

11.1.12 肺高血圧症（0.2%）

省略

11.1.13 腫瘍崩壊症候群（0.3%）

省略

11.1.14 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal 

Necrolysis：TEN）（頻度不明）、皮膚粘膜眼症候群

（Stevens-Johnson 症候群）（頻度不明）、多形紅斑

（0.4%）

11）腎不全（頻度不明注1））

省略

12）肺高血圧症（頻度不明注1））

省略

13）腫瘍崩壊症候群（頻度不明注1））

省略

14）中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal 

Necrolysis：TEN）（頻度不明注 1））、皮膚粘膜眼

症候群（Stevens-Johnson 症候群）（頻度不明注

1））、多形紅斑（頻度不明注1））

省略
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改訂後(下線部は改訂箇所) 改訂前(波線部は削除箇所)

11.2 その他の副作用

5%以上 1～5%未満 1%未満

皮膚 発疹（25.5%）、

そう痒症（7.0%）

丘疹、皮膚乾燥、

ざ瘡、紅斑、脱毛

症、蕁麻疹、皮膚

病変

湿疹、光線過敏性反応、

皮膚色素過剰、脂漏性

皮膚炎、皮膚炎、皮膚

剥脱、薬疹、剥脱性発

疹、皮脂欠乏性湿疹、

皮膚色素減少、色素沈

着障害、白斑、過角化、

手足症候群、全身紅斑、

爪破損

精神神経系 頭痛（8.7%） 浮動性めまい、味

覚異常、不眠症

錯感覚、傾眠、嗜眠、

記 憶 障 害 、 末 梢 性

ニューロパチー、不安、

末梢性感覚ニューロパ

チー、可逆性後白質脳

症症候群、肋間神経痛

循環器 浮腫、高血圧 末梢冷感

感染症 呼吸器感染、毛包

炎

気管支炎、感染、帯状

疱疹、膀胱炎、百日咳、

癜風

感覚器 眼部腫脹 眼乾燥、回転性めまい、

結膜炎、結膜充血、メ

ニエール病、視神経乳

頭浮腫、耳鳴、難聴、

網膜色素沈着

呼吸器 呼吸困難、咳嗽 口腔咽頭痛、発声障害、

呼吸不全、鼻閉、鼻漏

心血管系 心膜炎、心拡大、心室

性期外収縮、僧帽弁閉

鎖不全症

血液 リンパ球減少 好酸球増加症、フィブ

リノゲン増加、発熱性

好中球減少症、プロト

ロンビン時間延長、白

血球増加、INR 減少、

INR 増加、プロトロン

ビン時間短縮

消化器 下痢（77.1%）、

悪心（37.3%）、

嘔吐（28.0%）、

腹痛（22.8%）

便 秘 、 消 化 不

良、腹部膨満、

腹部不快感、鼓

腸、胃炎、口内

炎

消化器痛、食道炎、口

内乾燥、肛門周囲痛、

歯痛、歯肉炎、口唇炎、

歯周炎、裂肛、口腔内

白斑症、消化管びらん、

舌炎、便潜血

代謝 食欲減退（9.6%） 低リン酸血症、カ

リウム減少、カル

シウム減少

脱水、アルブミン減少、

高カリウム血症、ナト

リウム減少、マグネシ

ウム減少、ナトリウム

増加、高血糖、高脂血

症、カルシウム増加、

クロール減少、総蛋白

減少、アルブミン増加、

コリンエステラーゼ減

少、抗利尿ホルモン不

適合分泌

膵臓 リ パ ー ゼ 増 加

（8.5%）

アミラーゼ増加 アミラーゼ減少

腎臓 クレアチニン増

加、尿酸増加

腎機能障害、BUN 増加、

尿中蛋白陽性、尿中糖

陽性、尿比重異常

筋骨格系 関節痛、筋肉痛、

クレアチンホス

ホキナーゼ増加、

四肢痛、骨痛、筋

痙縮、背部痛、筋

骨格痛

筋力低下、クレアチン

ホスホキナーゼ減少、

骨壊死、変形性関節症

その他 疲労(13.4%)、発

熱(6.2%)、無力

症(5.3%)

体重減少、胸痛、

疼痛、インフルエ

ンザ、悪寒、LDH

増加、挫傷、顔面

浮腫

血尿、薬物過敏症、粘

膜の炎症、感覚消失、

体重増加、多汗症、鼻

出血、結膜出血、寝汗、

喀血、関節リウマチ、

胸膜炎、耳新生物、皮

下出血、膀胱癌

(2)その他の副作用

10％以上
5％～10％

未満
5％未満 頻度不明注）

皮膚 発疹（49.2％） そう痒症、

脂漏性皮膚

炎、ざ瘡

湿疹、皮脂欠乏性湿

疹、白斑、光線過敏

性反応、脱毛症、薬

疹、皮膚乾燥、紅斑、

過角化、色素沈着障

害、全身紅斑、手足

症候群、爪破損、丘

疹、皮膚色素過剰、

皮膚色素減少、蕁麻

疹

剥脱性発疹

精神神経

系

頭痛 傾眠、不安、浮動性

めまい、味覚異常、

不眠症、肋間神経

痛、末梢性ニューロ

パチー、錯感覚、末

梢性感覚ニューロ

パチー、可逆性後白

質脳症症候群

循環器 高血圧、浮腫、末梢

冷感

感染症 気管支炎 毛包炎、膀胱炎、感

染、帯状疱疹、癜風、

百日咳、呼吸器感染

感覚器 結膜炎、眼乾燥、結

膜充血、難聴、メニ

エール病、視神経乳

頭浮腫、網膜色素沈

着、回転性めまい

耳鳴

呼吸器 咳嗽、発声障害、鼻

閉、口腔咽頭痛、鼻

漏

呼吸困難、

呼吸不全

心血管系 心拡大、僧帽弁閉鎖

不全症、心室性期外

収縮

心膜炎

血液 リンパ球減少

（31.7％）

好酸球増加

症

フィブリノゲン増

加、INR 減少、INR

増加、プロトロンビ

ン時間延長、プロト

ロンビン時間短縮、

白血球増加

発熱性好中

球減少症

消化器 下痢（93.7％）、

悪心（36.5％）、

嘔吐（36.5％）、

腹痛、口内炎、

胃炎

便秘、消化

不良、歯肉

炎

腹部膨満、肛門周囲

痛、口内乾燥、食道

炎、歯周炎、腹部不

快感、裂肛、口唇炎、

消化管びらん、舌

炎、口腔内白斑症、

便潜血、歯痛

鼓腸

代謝 食 欲 減 退

（22.2％）、低

リン酸血症

アルブミン

減少、カル

シウム減少

カリウム減少、ナト

リウム減少、高脂血

症、総蛋白減少、ア

ルブミン増加、カル

シウム増加、クロー

ル減少、コリンエス

テラーゼ減少、脱

水、高血糖、抗利尿

ホルモン不適合分

泌

高カリウム

血症

膵臓 リパーゼ増加

（20.6％）

アミラーゼ

増加

アミラーゼ減少

腎臓 クレアチニン

増加

腎機能障害 BUN 増加、尿中糖陽

性、尿中蛋白陽性、

尿比重異常、尿酸増

加

筋骨格系 クレアチン

ホ ス ホ キ

ナーゼ増加

クレアチンホスホ

キナーゼ減少、背部

痛、筋肉痛、関節痛、

筋力低下、変形性関

節症、骨壊死

骨痛

その他 疲労、発熱、

体重減少

LDH 増加、胸

痛、血尿

インフルエンザ、感

覚消失、膀胱癌、悪

寒、薬物過敏症、耳

新生物、寝汗、胸膜

炎、関節リウマチ、

結膜出血、鼻出血、

喀血、皮下出血

無力症、疼痛
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【改訂理由】

製造販売承認事項一部変更承認（以下、一部変更承認）に伴う改訂

1.「効能又は効果」及び「用法及び用量」の項

従来、本剤の「効能又は効果」は「前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血病」に限

られておりました。

この度、初発の慢性期の慢性骨髄性白血病患者を対象とした海外第Ⅲ相試験

（B1871053/AV001 試験）及び国内第Ⅱ相試験（B1871048 試験）の結果等により「初発の慢

性期の慢性骨髄性白血病患者」に対する本剤の有効性及び安全性が示されたことから、「効能

又は効果」より「前治療薬に抵抗性又は不耐容の」を削除し、「用法及び用量」に「初発の慢

性期の慢性骨髄性白血病」に係る記述を追加する一部変更承認を取得したため、改訂いたし

ました。

2.「効能又は効果に関連する注意」及び「用法及び用量に関連する注意」の項

上記の一部変更承認に係る注意喚起及び記載整備を行うことにいたしました。

3.「授乳婦」の項

本剤の 2014 年 9 月の製造販売承認後に実施した動物実験（ラットの出生前及び出生後の発生

並びに母体の機能に関する試験）の結果に基づき、追記いたしました。

4.「重大な副作用」及び「その他の副作用」の項

「臨床成績」の項に記載されている 4 つの臨床試験〔B1871053/AV001 試験及び B1871048 試

験、並びに他のチロシンキナーゼ阻害薬に抵抗性又は不耐容の慢性期/移行期/急性転化期慢

性骨髄性白血病患者を対象とした国内第Ⅰ/Ⅱ相試験（B1871007 試験）及び海外第Ⅰ/Ⅱ相試

験（B1871006 試験）〕の併合解析結果に基づき、「重大な副作用」及び「その他の副作用」の

頻度・頻度区分を更新いたしました。

また、上述の併合解析結果に基づき、「その他の副作用」として「皮膚病変」「皮膚炎」「皮膚

剥脱」「嗜眠」「記憶障害」「眼部腫脹」「消化器痛」「マグネシウム減少」「ナトリウム増加」

「四肢痛」「筋痙縮」「筋骨格痛」「挫傷」「顔面浮腫」「粘膜の炎症」「体重増加」「多汗症」を

新たに追記し、注意喚起を行うことにいたしました。

また、本使用上の注意の改訂とあわせて、B1871053/AV001 試験及び B1871048 試験結果を「臨

床成績」の項に追記する等の改訂及び記載整備を行いました。

≪改訂内容につきましては医薬品安全対策情報（DSU）No.291（2020 年 8 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」（https://www.pmda.go.jp/safety/info-

services/drugs/0001.html）に最新添付文書及び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」（https://pfizerpro.jp/）に製品情報を

掲載しております。


