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【禁忌（次の患者には投与しないこと）】
本剤の成分又は他のトラスツズマブ製剤に対し過敏症の既往歴のある患者

【原則禁忌（次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）】
次の患者については、本剤投与による有益性と危険性を慎重に評価すること。
重篤な心障害のある患者［「警告」、「慎重投与」、「重要な基本的注意」、「副作用」の項参照］

§：「先行バイオ医薬品」は、トラスツズマブ（遺伝子組換え）製剤を指す。
なお、「本剤」はトラスツズマブ（遺伝子組換え）［トラスツズマブ後続3］製剤を指す。

【警　告】
1.	本剤を含むがん化学療法は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持
つ医師のもとで、本剤が適切と判断される症例についてのみ実施すること。適応患者の選択にあたっては、本剤及
び各併用薬剤の添付文書を参照して十分注意すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び
危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。

2.	心不全等の重篤な心障害があらわれ、死亡に至った例も先行バイオ医薬品§において報告されているので、必ず本
剤投与開始前には、患者の心機能を確認すること。また、本剤投与中は適宜心機能検査（心エコー等）を行い患者
の状態（左室駆出率（LVEF）の変動を含む）を十分に観察すること。特に以下の患者については、心機能検査（心
エコー等）を頻回に行うこと。［「原則禁忌」、「慎重投与」、「重要な基本的注意」、「副作用」の項参照］
（1）	アントラサイクリン系薬剤を投与中の患者又はその前治療歴のある患者
（2）	胸部へ放射線を照射中の患者
（3）	心不全症状のある患者
（4）	冠動脈疾患（心筋梗塞、狭心症等）の患者又はその既往歴のある患者
（5）	高血圧症の患者又はその既往歴のある患者

3.	投与中又は投与開始後24時間以内に多くあらわれるInfusion	 reactionのうち、アナフィラキシー、肺障害等の
重篤な副作用（気管支痙攣、重度の血圧低下、急性呼吸促迫症候群等）が発現し死亡に至った例が先行バイオ医薬
品§において報告されている。これらの副作用は、特に安静時呼吸困難（肺転移、循環器疾患等による）のある患者
又はその既往歴のある患者において重篤化しやすいので、患者の状態を十分に観察しながら慎重に投与すること。
［「慎重投与」、「重要な基本的注意」、「重大な副作用」の項参照］

適正使用ガイド
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トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」及びトラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」（以下、
本剤）の使用に際しては、最新の電子添文、医薬品リスク管理計画書及び本適正使用ガイドを熟読の上、適正な
使用をお願いいたします。この適正使用ガイドでは、適正使用の一助となるよう、対象患者の選択、投与時の注意
事項、注意が必要な副作用とその対策について紹介します。

本剤は、先行バイオ医薬品§が有する適応症のうち、「HER2過剰発現が確認された乳癌」、「HER2過剰発現が
確認された治癒切除不能な進行・再発の胃癌」のみが承認されています。また、本適応症は、先行バイオ医薬品§と
一部異なります。（2021年11月現在）

先行バイオ医薬品§のハーセプチン®が有する下記の効能又は効果については承認されておりません。

・HER2陽性の根治切除不能な進行・再発の唾液腺癌
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1. 適正使用に関するお願いCONTENTS

§：「先行バイオ医薬品」は、トラスツズマブ（遺伝子組換え）製剤を指す。
なお、「本剤」はトラスツズマブ（遺伝子組換え）［トラスツズマブ後続3］製剤を指す。
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2. 効能・効果、用法・用量

効能・効果
HER2過剰発現が確認された乳癌
HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・再発の胃癌

［効能・効果に関連する使用上の注意］
1. HER2過剰発現の検査は、十分な経験を有する病理医又は検査施設において実施すること。
2. HER2過剰発現が確認された胃癌の場合

（1） 本剤による術後補助化学療法の有効性及び安全性は確立していない。
（2） 接合部領域における原発部位、組織型等に関して「臨床成績」の項の内容を熟知し、適応患者の選択

を行うこと。

用法・用量
HER2過剰発現が確認された乳癌にはA法又はB法を使用する。HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な
進行・再発の胃癌には他の抗悪性腫瘍剤との併用でB法を使用する。
A法： 通常、成人に対して1日1回、トラスツズマブ（遺伝子組換え）［トラスツズマブ後続3］として初回投与時には

4mg/kg（体重）を、2回目以降は2mg/kgを90分以上かけて1週間間隔で点滴静注する。
B法： 通常、成人に対して1日1回、トラスツズマブ（遺伝子組換え）［トラスツズマブ後続3］として初回投与時には

8mg/kg（体重）を、2回目以降は6mg/kgを90分以上かけて3週間間隔で点滴静注する。
なお、初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

［用法・用量に関連する使用上の注意］
1. HER2過剰発現が確認された乳癌における術後補助化学療法においては、以下の点に注意すること。

（1）1年を超える投与の有効性及び安全性は確立していない。
（2）本剤は「臨床成績」の項を熟知した上で投与すること。

2. HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・再発の胃癌においては、以下の点に注意すること。
（1） 本剤は、他の抗悪性腫瘍剤との併用により開始すること。［「臨床成績」の項参照］本剤と併用する

抗悪性腫瘍剤は、「臨床成績」の項の内容を熟知した上で、選択すること。
（2）併用する抗悪性腫瘍剤の添付文書を熟読すること。

3. 本剤を投与する場合に、何らかの理由により予定された投与が遅れた際には、以下のとおり投与すること
が望ましい。

（1）投与予定日より1週間以内の遅れで投与する際は、A法では2mg/kgを、B法では6mg/kgを投与する。
（2） 投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量（A法では4mg/kg、B法では

8mg/kg）で投与を行う。なお、次回以降はA法では2mg/kgを１週間間隔で、B法では6mg/kgを
3週間間隔で投与する。

4. 本剤の投与時には、日局注射用水（点滴静注用60mg：3.0mL、点滴静注用150mg：7.2mL）により溶解
してトラスツズマブ［トラスツズマブ後続3］21mg/mLの濃度とした後、必要量を注射筒で抜き取り、直ちに
日局生理食塩液250mLに希釈し、点滴静注する。［ブドウ糖溶液と混合した場合、蛋白凝集が起こるおそれ
がある。（「適用上の注意」の項参照）］

本剤は先行バイオ医薬品§が有する適応症のうち、「HER2過剰発現が確認された乳癌」、「HER2過剰発現が
確認された治癒切除不能な進行・再発の胃癌」のみが承認されています。また、本適応症は、先行バイオ医薬品§と
一部異なります。（2021年11月現在）

＊下線部は、本剤とは異なる「効能又は効果」「用法及び用量」を示しています。

本剤 先行バイオ医薬品§

効能又は
効果

・HER2過剰発現が確認された乳癌
・ HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・

再発の胃癌

・HER2過剰発現が確認された乳癌
・ HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・

再発の胃癌
・ HER2陽性の根治切除不能な進行・再発の唾液腺癌

用法及び
用量

HER2過剰発現が確認された乳癌にはA法又はB法を
使用する。
HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・
再発の胃癌には他の抗悪 性腫瘍剤との併用でB法を
使用する。

A法：通常、成人に対して1日1回、トラスツズマブ
（遺伝子組換え）［トラスツズマブ後続3］として初回
投与時には4mg/kg（体重）を、2回目以降は2mg/kg
を90分以上かけて1週間間隔で点滴静注する。

B法：通常、成人に対して1日1回、トラスツズマブ
（遺伝子組換え）［トラスツズマブ後続3］として初回
投与時には8mg/kg（体重）を、2回目以降は6mg/kg
を90分以上かけて3週間間隔で点滴静注する。

なお、初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降
の投与時間は30分間まで短縮できる。

HER2過剰発現が確認された乳癌にはA法又はB法を
使用する。
HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・
再発の胃癌には他の抗悪性腫瘍剤との併用でB法を
使用する。
HER2陽性の根治切除不能な進行・再発の唾液腺癌
にはドセタキセル製剤との併用でB法を使用する。

A法：通常、成人に対して1日1回、トラスツズマブ
（遺伝子組換え）として初回投与時には4mg/kg（体重）
を、2回目以降は2mg/kgを90分以上かけて1週間
間隔で点滴静注する。 

B法：通常、成人に対して1日1回、トラスツズマブ
（遺伝子組換え）として初回投与時には8mg/kg（体重）
を、2回目以降は6mg/kgを90分以上かけて3週間
間隔で点滴静注する。 

なお、初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降
の投与時間は30分間まで短縮できる。

§：「先行バイオ医薬品」は、トラスツズマブ（遺伝子組換え）製剤を指す。
なお、「本剤」はトラスツズマブ（遺伝子組換え）［トラスツズマブ後続3］製剤を指す。
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Wolff, A. C. et al.：Archives of Pathology & Laboratory Medicine 138（2）：241, 2014［L20180827001］より改変

Reprinted from Wolff AC, et al. Recommendations for human epidermal growth factor receptor 2 testing in breast 
cancer: American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists clinical practice guideline update.
Archives of Pathology & Laboratory Medicine 2014;138（2）:241–256 with permission from Archives of Pathology & 

Laboratory Medicine. Copyright 2014 College of American Pathologists

ISH法
陽性

ISH法
陽性※

ISH法
陽性

ISH法
equivocal

ISH法
陰性

ISH法
陽性

ISH法
equivocal

ISH法
陰性

＊低倍率の対物レンズで容易に評価でき、均一及び近接する浸潤細胞集団　＊＊病理医が主治医の判断を得ることなく行うテスト

HER2遺伝子コピー数の
平均が1細胞＊あたり≧4.0

HER2遺伝子コピー数の
平均が1細胞＊あたり＜4.0

HER2遺伝子コピー数の
平均が1細胞＊あたり≧6.0

HER2遺伝子コピー数の平均
が1細胞＊あたり≧4.0～＜6.0

HER2遺伝子コピー数の
平均が1細胞あたり＜4.0

HER2遺伝子コピー数の平均が
1細胞＊あたり≧6.0

HER2遺伝子コピー数の平均が
1細胞＊あたり≧4.0～＜6.0

HER2遺伝子コピー数の平均が
1細胞＊あたり＜4.0

※本検査ガイドにおけるHER2検査フローチャートは、本邦で承認された体外診断用医薬品の判定方法と異なる。

＞10%の腫瘍細胞＊に不完全
及び/又は弱/中程度の全周性の
膜染色が認められる

又は
≦10%の腫瘍細胞＊に強い完全
な全周性の膜染色が認められる

＞10%の腫瘍細胞＊に強い完全
な全周性の膜染色が認められる

＞10%の腫瘍細胞＊にかすかな/
かろうじて部分的な膜染色が
認められる

染色像が認められない
又は

≦10%の腫瘍細胞＊に不完全で、
かすかな/かろうじて膜染色が認
められる

リフレックステスト＊＊（ISH法を用いて同じ検体で）、又は新たな検査（IHC又はISH法を用いて可能なら新たな検体で）を実施しなければならない。

IHC　3＋
陽性

＊均一及び近接する浸潤細胞集団　＊＊病理医が主治医の判断を得ることなく行うテスト
※この場合、Ch17モノソミーの可能性がある

リフレックステスト＊＊（IHC法を用いて同じ検体で）、代替えCh17プローブを用いたISH法、又は新たな検査（IHC又はISH法を用いて可能なら新た
な検体で）を実施しなければならない。

＊均一及び近接する浸潤細胞集団　＊＊病理医が主治医の判断を得ることなく行うテスト

リフレックステスト＊＊（デュアルプローブISH法又はIHC法を用いて同じ検体で）、又は新たな検査（IHC又はISH法を用いて可能なら新たな検体で）
を実施しなければならない。

IHC　2＋
equivocal

IHC　1＋
陰性

IHC　0
陰性

IHC法（浸潤部）

デュアルプローブによるISH法（浸潤部）

シングルプローブによるISH法（浸潤部）

HER2/CEP17比≧2.0 HER2/CEP17比＜2.0

3. 対象患者の選択

3.1対象患者

• 本剤を含むがん化学療法は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を
持つ医師のもとで、本剤が適切と判断される症例についてのみ実施してください。

• 適応患者の選択にあたっては、本剤及び各併用薬剤の電子添文を参照して十分注意してください。
• HER2過剰発現が確認された乳癌における術前補助化学療法（A法、B法）、術後補助化学療法のA法及び転移性乳癌
のB法に本剤を使用する際には、関連文献（「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 公知申請へ
の該当性に係る報告書」1）～3）等）を熟読してください。

•	HER2過剰発現が確認された乳癌

•	HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・再発の胃癌
HER2過剰発現の検査は、十分な経験を有する病理医又は検査施設において実施してください。

3.2 対象患者選択のための必要検査
トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」の対象患者を選択する際は必ず事前に以下の検査を実施してください。

HER2検査 4）

•	HER2過剰発現が確認された乳癌
HER2検査は原則として浸潤癌を対象としてください。IHC法2+の場合は、ISH法（同じ検体）又は新たな検査

（IHC又はISH法）を実施し、再判定を行ってください。

•	HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・再発の胃癌
胃癌では乳癌に比較し同一腫瘍内でのHER2発現の不均一性の頻度が高いことが知られています。HER2過剰
発現をより確実に検出するために、ISH法に比べ全体像が把握しやすいIHC法を先行して実施することが推奨
されます。
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§：「先行バイオ医薬品」は、トラスツズマブ（遺伝子組換え）製剤を指す。
なお、「本剤」はトラスツズマブ（遺伝子組換え）［トラスツズマブ後続3］製剤を指す。

4. 患者およびご家族への説明

なお、これらの副作用の情報については、13ページの「7. 特に注意を要する副作用とその対策」も参照の上、十分
に説明してください。

治療開始に先立ち患者及びご家族に対し、本剤の有効性、副作用とその対策など、治療上の有益性と危険性を
十分に説明し同意を得てください。

〈説明のポイント〉
■特に注意を要する副作用
本剤の投与により、次のような副作用が発現する場合があります。

「乳癌患者さん用冊子」「胃癌患者さん用冊子」を参考に、次のような症状があらわれた場合には、速やかに主治医
に連絡するよう患者に注意喚起してください。

・心障害：動悸・息切れ・頻脈などの症状が認められることがあります。適宜心機能検査（心エコー等）を行い
ます。
・Infusion	reaction：発熱・悪寒などの症状が認められることがあります。症状に応じた処置（薬剤の投与

や酸素吸入など）を行うことが大切であるため、点滴の最中に具合が悪いと感じたら、速やかに主治医に
連絡してください。
・間質性肺炎、肺障害：息切れ・空咳・発熱などの症状が認められることがあります。適宜血液検査や画像

検査を行います。

■治療中に行う検査
心臓の機能が徐々に低下することが報告されているため、本剤投与中は心症状の発現について適宜心機能検
査（心エコー等）を行う必要があることを説明してください。

■妊婦又は妊娠している可能性のある婦人への注意
本剤投与により胎児に影響を及ぼす可能性があることを十分説明してください。

（治療上の有益性が危険性を上回ると判断した場合のみ投与）

■妊娠する可能性のある婦人への注意
本剤投与中及び投与終了後7ヵ月間は、適切な避妊法を用いるよう指導してください。

■授乳婦への注意
授乳婦には、本剤投与中は授乳を避けるよう指導してください。

心機能検査 5）、6）

• 先行バイオ医薬品§において、心不全等の重篤な心障害があらわれ、死亡に至った例も報告されています。本剤
投与開始前に必ず患者の心機能評価を行ってください。なお、本剤投与前に化学療法を施行する場合は、化学
療法完了後に心機能評価を行ってください。

• 本剤投与中は心症状の発現状況・重篤度等に応じて適宜心機能検査（心エコー等）を行い、患者の状態［左室
駆出率（left ventricular ejection fraction：LVEF）の変動を含む］を十分に観察し、休薬、投与再開、
あるいは中止を判断してください。

〈心機能評価の指標〉
LVEFが最も重要な指標となります。
本剤投与開始前に必ず心エコー等によりLVEFが十分であることを確認してください。

①LVEF（心エコー又はMUGAスキャン）
LVEFの算出にあたっては、心エコー又はMUGAスキャン（multi-gated acquisition scan）を実施して
ください。経時的に検討できるよう、一貫して同じ方法で測定してください。

●本剤投与中の心機能モニタリング頻度の目安＊

＊：SmPC（Summary of Product Characteristics：欧州電子添文）より引用

②心エコー、心電図、胸部X線画像の所見
③心不全症状等に関連する可能性のある自他覚所見（心筋壁の動き、心筋の収縮具合、動悸、息切れ、頻脈）、既
往歴等

〈心機能評価の指標〉
LVEFに加え、心電図や胸部X線画像の所見や患者の訴え等を確認の上、本剤の治療対象とすべきかを総合的に
判断してください。
①LVEF：	ベースラインのLVEFが低値の場合は、基礎疾患として心疾患を有する可能性があり、心障害発現リスク

が高くなると考えられるため、循環器専門医に相談の上、投与可否を検討してください。
②心電図：	ST-Tの変化・T波の陰転/平坦化・著しい徐脈・房室ブロック・期外収縮等の異常所見がある場合は、

循環器専門医に相談の上、投与可否を検討してください。
③心疾患の既往：心不全・冠動脈疾患（心筋梗塞、狭心症等）の既往歴がないことを確認してください。

〈心障害のリスク因子〉
国内外の電子添文にて、下記のリスク因子が記載されています。該当する場合は心機能検査（心エコー等）を頻回
に行う必要があります。
• アントラサイクリン系薬剤の併用又は治療歴
• 胸部放射線療法の併用
• 心不全症状
• 冠動脈疾患（心筋梗塞、狭心症等）の既往又は合併
• 高血圧の既往又は合併

対象患者 頻度
通常 12週毎
無症候性心機能障害患者 6～8週毎

§：「先行バイオ医薬品」は、トラスツズマブ（遺伝子組換え）製剤を指す。
なお、「本剤」はトラスツズマブ（遺伝子組換え）［トラスツズマブ後続3］製剤を指す。

3. 対象患者の選択
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5. 調製時の注意

• 調製時に、日局注射用水（点滴静注用60mg：3.0mL、点滴静注用150mg：7.2mL）により溶解して［トラ
スツズマブ後続3］21mg/mL濃度とした後、必要量を注射筒で抜き取り、日局生理食塩液250mLに希釈
して点滴静注してください。［日局注射用水、日局生理食塩液以外は使用しないでください。］

• 本剤には溶解用の日局注射用水は添付されておりません。

• 溶解時は静かに転倒混和し、ほぼ泡が消えるまで数分間放置してください。［本剤はポリソルベートを含有して
いるため、泡立ちやすいです。］

• 用時調製し、調製後は速やかに使用してください。また、残液は廃棄してください。

調製手順

■トラスツズマブBS点滴静注用の保存
トラスツズマブBS点滴静注用は2℃～8℃の冷所に遮光保存してください。

■投与時の注意
他剤との混注やブドウ糖溶液との混合は避けてください。
11ページの［6. トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」の投与について］を参照してください。

ほぼ泡が消えるまで数分間放置してくだ
さい。

必要量を抜き取ります。（換算式参照）

溶解する際、強く振らないようにし、静か
に転倒混和します。

日局生理食塩液250mLに注入し、希釈
します。

2バイアル以上使用の場合でも、250mL
の日局生理食塩液に注入してください。

トラスツズマブBS点滴静注用
60mg「ファイザー」又は
150mg「ファイザー」※

トラスツズマブBS点滴静注用60mg又は
150mg「ファイザー」を冷蔵庫から取り
出し、数分間室温に放置します。

※ 本剤には溶解用の日局注射用水は添付
されておりませんので、予めご了承くだ
さい。

日局注射用水（点滴静注用60mgの場合
は3.0mL、点滴静注用150mgの場合は
7.2mL）を抜き取り、バイアル壁を伝うよ
うに注入し、トラスツズマブ21mg/mLと
します。

1

4

2

5

3

6

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

抜き取り量の算出
本剤の調製時には、下記の換算式により投与に必要な抜き取り量を算出してください。

［参考］溶解後バイアルからの抜き取り量（mL）の目安

体重（kg） 初回（mL） 2回目以降（mL）

35 6.7 3.3

40 7.6 3.8

45 8.6 4.3

50 9.5 4.8

55 10.5 5.2

60 11.4 5.7

65 12.4 6.2

70 13.3 6.7

75 14.3 7.1

初　回

抜き取り量（mL）＝
 体重（kg）×4（mg/kg）

 21（mg/mL）

２回目以降

抜き取り量（mL）＝
 体重（kg）×2（mg/kg）

 21（mg/mL）

●A法：1週間間隔で点滴静注

［参考］溶解後バイアルからの抜き取り量（mL）の目安

体重（kg） 初回（mL） 2回目以降（mL）

35 13.3 10.0

40 15.2 11.4

45 17.1 12.9

50 19.0 14.3

55 21.0 15.7

60 22.9 17.1

65 24.8 18.6

70 26.7 20.0

75 28.6 21.4

初　回

抜き取り量（mL）＝
 体重（kg）×8（mg/kg）

 21（mg/mL）

２回目以降

抜き取り量（mL）＝
 体重（kg）×6（mg/kg）

 21（mg/mL）

●B法：3週間間隔で点滴静注
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6.	トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」の投与について

• 心不全等の重篤な心障害があらわれることがあるので、必ず本剤投与開始前には、患者の心機能を確認してく
ださい。

• 胸部への放射線照射との併用時には、放射線の適切な治療計画を設定した上で、心障害の発現に留意してく
ださい。

• 初回投与時にはInfusion reactionが発現する可能性が高いため、緊急時に速やかな対応ができる体制を
整えてください。

• Infusion reactionの発現回避等を目的とした前投薬（抗ヒスタミン剤、副腎皮質ホルモン剤等）に関する有用性
は確認されていません。

• 本剤の使用にあたっては、本剤と一般名が類似しているトラスツズマブ エムタンシン及びトラスツズマブ デルクス
テカンとの取り違えに注意してください。

投与時
1） 他剤との混注をしないでください。
2） ブドウ糖溶液との混合を避け、本剤とブドウ糖溶液の同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないでください。

［本剤と5％ブドウ糖溶液を混合した場合、蛋白凝集が起こるおそれがあります。］
3） 点滴静注のみとし、静脈内大量投与、急速静注をしないでください。

トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」の投与スケジュール

A法 1週間間隔（初回投与時4mg/kg、2回目以降は2mg/kg）で90分以上かけて点滴静注

6.1 初回投与時の注意

2mg/kg4mg/kg

0 1 2 3 4 5 6 7 （週）

B法 3週間間隔（初回投与時8mg/kg、2回目以降は6mg/kg）で90分以上かけて点滴静注

6mg/kg8mg/kg

0 3 6 9 12 15 18 21 （週）

投与中
• 投与中又は投与開始後24時間以内に多くあらわれるInfusion reaction（症状：発熱、悪寒、悪心、嘔吐、
疼痛、頭痛、咳嗽、めまい、発疹、無力症等）が約40％の患者において報告されています（先行バイオ医薬品§の
HER2過剰発現が確認された転移性乳癌の承認時）。  
これらの症状は、通常軽度～中等度で主に本剤の初回投与時にあらわれやすいです。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（解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤の投与等）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してください。

• Infusion reactionのうち、アナフィラキシー、肺障害等の重篤な副作用（気管支痙攣、重度の血圧低下、急性
呼吸促迫症候群等）が発現し死亡に至った例が先行バイオ医薬品§において報告されています。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（酸素吸入、β-アゴニスト・副腎皮質ホルモン剤の投与等）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してください。また、本剤投与中にこれらの異常が
認められた場合には直ちに投与を中止してください。なお、このような症状があらわれた患者において再投与
の可否を判断する基準は確立していません。

• 2回目以降は、A法では2mg/kgを90分以上かけて1週間間隔で、B法では6mg/kgを90分以上かけて3週間
間隔で点滴静注します。

• 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮することができます。

• 投与予定日より1週間以内の遅れで投与する際は、A法では2mg/kg、B法では6mg/kgを投与します。

• 投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて初回投与量（A法では4mg/kg、B法では8mg/kg）
で投与を行ってください。なお、次回以降は、A法では2mg/kgを1週間間隔で、B法では6mg/kgを3週間間
隔で投与してください。

6.2 2回目以降投与時の注意

§：「先行バイオ医薬品」は、トラスツズマブ（遺伝子組換え）製剤を指す。
なお、「本剤」はトラスツズマブ（遺伝子組換え）［トラスツズマブ後続3］製剤を指す。
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7. 特に注意を要する副作用とその対策

発現状況 HER2過剰発現が確認された遠隔転移を有する乳癌患者を対象とした国際共同第3相臨床試験の本剤＋パク
リタキセル併用群（349例）における発現頻度：
心障害＊　75例（21.5%）
このうち41例（11.7%）は本剤との関連ありと評価されました。また、2例（0.6%）に因果関係を問わない
重篤な心障害に該当する事象が認められ、1例（0.3%）は本剤との関連ありと評価されました。
＊心障害の定義：MedDRA/日本語（ver19.0）の標準検索式（SMQ）の心不全（広域）に含まれる基本語（PT）に該当する

有害事象

発現時期 先行バイオ医薬品§における海外臨床試験（HER2過剰発現が確認された転移性乳癌の承認時）では、ハーセ
プチン＋パクリタキセル併用群の心障害発現時期の中央値は30週（範囲：13～72週）でした。なお、国内製
造販売後調査では、投与初期にやや発現率が高いものの、投与期間1年、2年以上においても発現が認められ
ることから、投与中は継続的な注意が必要です。

症状 心不全
　症候：呼吸困難、起座呼吸、咳嗽等
　症状・異常：S3ギャロップ、駆出率低下、末梢性浮腫等
その他
　心原性ショック、肺浮腫、心嚢液貯留、心筋症、心膜炎、不整脈、徐脈等

注意を要する患者 ・アントラサイクリン系薬剤を投与中の患者又はその前治療歴のある患者
・胸部へ放射線を照射中の患者
・心不全症状のある患者又はその既往歴のある患者
・左室駆出率（LVEF）が低下している患者、コントロール不能な不整脈のある患者、臨床上重大な心臓弁膜症

のある患者
・冠動脈疾患（心筋梗塞、狭心症等）の患者又はその既往歴のある患者
・高血圧症の患者又はその既往歴のある患者

対処法 ・ 本剤投与中は心症状の発現状況・重篤度等に応じて適宜心機能検査（心エコー等）を行い、左室駆出率
（LVEF）の変動を含め、患者の状態を十分に観察し、休薬、投与再開、あるいは中止を判断してください。
明らかな心不全症状がある場合は、本剤の投与を中断し、必ず循環器専門医にご相談ください。

・異常が認められた場合には、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継続を検討し、
適切な処置を行ってください。ただし、症状が重篤な場合には投与を中止し、適切な処置を行ってください。

本剤又は先行バイオ医薬品§において、下記の重大な副作用が報告されています。
本剤の投与にあたっては、これらの副作用に特に注意してください。

7.1 心障害

§：「先行バイオ医薬品」は、トラスツズマブ（遺伝子組換え）製剤を指す。
なお、「本剤」はトラスツズマブ（遺伝子組換え）［トラスツズマブ後続3］製剤を指す。

11ページの「6.1	初回投与時の注意」もご参照ください。

発現状況 HER2過剰発現が確認された遠隔転移を有する乳癌患者を対象とした国際共同第3相臨床試験の本剤＋パク
リタキセル併用群（349例）における発現頻度：
Infusion	reaction＊　122例（35.0%）
このうち43例（12.3%）は本剤との関連ありと評価されました。また、6例（1.7%）に因果関係を問わない
重篤なinfusion reaction関連事象が認められ、1例（0.3%）は本剤との関連ありと評価されました。
＊Infusion reactionの定義：MedDRA/日本語（ver19.0）の標準検索式（SMQ）のアナフィラキシー反応（広域）に含ま

れる基本語（PT）に該当する有害事象、基本語の悪寒、薬物過敏症、固定薬疹、過敏症、注入に伴う反応、注入部位過敏
反応、発熱に該当する有害事象

発現時期 ・先行バイオ医薬品§における海外臨床試験（HER2過剰発現が確認された転移性乳癌の承認時）では、投与中
又は投与開始後24時間以内に多くあらわれるinfusion reactionが約40%の患者に報告されています。

・主に初回投与時に発現することが多いですが、2回目以降投与時も発現することがあります。

症状 〈主な症状〉
（通常、軽度～中等度）：発熱、悪寒
〈その他の症状〉
（通常、軽度～中等度）：嘔気、嘔吐、疼痛、頭痛、咳、めまい、発疹、無力症等
〈重篤な症状〉
アナフィラキシー様症状：低血圧、頻脈、顔面浮腫、眩暈、耳鳴、呼吸困難、喘息、喘鳴、血管浮腫、咽頭浮腫、
気管支痙攣、呼吸不全、非心原性肺浮腫、胸水、低酸素症等
肺障害：気管支痙攣、重度の血圧低下、急性呼吸促迫症候群等
※Infusion reactionのうち、アナフィラキシー、肺障害等の重篤な副作用（気管支痙攣、重度の血圧低下、

急性呼吸促迫症候群等）が発現し死亡に至った例が先行バイオ医薬品§において報告されています。

注意を要する患者 ・安静時呼吸困難（肺転移、循環器疾患等による）のある患者又はその既往歴のある患者

対処法 〈主な症状〉
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（解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤の投与等）
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してください。
〈重篤な症状〉
・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（酸素吸入、β-アゴニスト・副腎皮質

ホルモン剤の投与等）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してください。
・本剤投与中にこれらの異常が認められた場合には直ちに投与を中止してください。
・なお、このような症状があらわれた患者において再投与の可否を判断する基準は確立していません。
※Infusion reactionの発現回避等を目的とした前投薬（抗ヒスタミン剤、副腎皮質ホルモン剤等）に関する

有用性は確認されていません。

発現状況 HER2過剰発現が確認された遠隔転移を有する乳癌患者を対象とした国際共同第3相臨床試験の本剤＋パク
リタキセル併用群（349例）における発現頻度：
間質性肺炎・肺障害＊　4例（1.1%）
そのうち1例（0.3%）は本剤との関連ありと評価されました。また、2例（0.6%）に重篤な「間質性肺炎・肺障害」
に該当する事象が認められましたが、本剤との関連なしと評価されました。
＊間質性肺炎・肺障害の定義：MedDRA/日本語（ver19.0）の標準検索式（SMQ）の間質性肺疾患（広域）に含まれる

基本語（PT）に該当する有害事象

症状 〈主な症状〉
咳嗽、息切れ、呼吸困難、発熱など

対処法 ・本剤投与中にこれらの異常が認められた場合には直ちに投与を中止してください。
・間質性肺炎をはじめとする呼吸器障害の発現が疑われた場合には、迅速に呼吸器専門医に相談してください。

7.3 間質性肺炎・肺障害

7.2 Infusion reaction
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