
静脈閉塞性肝疾患（VOD）/
類洞閉塞症候群（SOS）及び
肝毒性のマネジメント

1. 警告
1.1 本剤の投与は、緊急時に十分対応できる医療施設において、造血器悪性腫瘍の治療に対し

て十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例についてのみ
行うこと。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を開始すること。

1.2 静脈閉塞性肝疾患（VOD）/類洞閉塞症候群（SOS）を含む肝障害があらわれることがあり、
死亡に至った例も報告されているので、定期的に肝機能検査を行うとともに、患者の状態
を十分に観察し、VOD/SOSを含む肝障害の徴候や症状の発現に注意すること。［7.2.1、
8.1、9.1.1、9.3.1、9.8、11.1.1参照］

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
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適正使用のお願い

静脈閉塞性肝疾患（VOD）/類洞閉塞症候群（SOS）

1 発現状況［国際共同第Ⅲ相試験（1022試験）］4）

国際共同第Ⅲ相試験（1022試験）における本剤群［164例（日本人13例を含む）］では、VOD/SOS※の発現率は
13.4%（22例）、このうちグレード3以上の発現率は11.0%（18例）、死亡に至ったVOD/SOSは3.0%（5例）
に認められました。同試験の日本人集団（13例）では、38.5%（5例）に発現し、このうちグレード3以上の発現
率は30.8%（4例）、死亡に至ったVOD/SOSは15.4%（2例）に認められました。
※治療薬との因果関係を問わない、無作為割り付け後2年間に発現したすべてのVOD/SOSを含む。

■ 本剤群のVOD/SOSの発現状況

本剤群
全集団（164例）

全グレード グレード3以上

例（%） 22（13.4） 18（11.0）

� （データカットオフ日：2016年3月8日）

■ 本剤群のVOD/SOSの重症度別発現状況 （1022試験における重症度分類は6頁参照）

重症度 グレード1 グレード2 グレード3 グレード4 グレード5 合計

例（%） 1/164（0.6） 3/164（1.8） 7/164（4.3） 6/164（3.7） 5/164（3.0） 22/164（13.4）

� （データカットオフ日：2016年3月8日）

■ HSCT施行前後におけるVOD/SOSの発現状況
本剤投与期間中又は本剤投与終了後HSCT施行（前処置開始）前までに、本剤群164例中5例（3.0％）に
VOD/SOSの発現が認められました。5例中3例は本試験前にHSCTの施行歴がなく、2例はHSCTの施行
歴がありました。
また、本試験期間中に164例中77例にHSCTが施行され、HSCTが施行された77例中17例（22.1％）に
VOD/SOSの発現が認められました。17例中12例は本試験前にHSCTの施行歴がなく、5例はHSCTの施
行歴がありました。

本剤群（164例） 本試験前の
HSCT施行歴 例（%）

すべての発現、例（%） � 22/164（13.4）
なし � 15/135（11.1）

あり � � 7/29（24.1）

　　HSCT施行までに発現 a）、
　　例（%） � 5/164（3.0）

なし � � 3/135（2.2）

あり � � 2/29（6.9）

　　HSCT施行例における発現b）、
　　例（%） � 17/77（22.1）

なし � 12/66（18.2）

あり � � 5/11（45.5）

a）本剤の投与開始からHSCT施行（前処置開始）までに発現。
b）本剤投与後にHSCTを施行した患者77例における発現。

� （データカットオフ日：2016年3月8日）

再発の成人急性リンパ性白血病（ALL）は予後不良で、再寛解導入後の同種造血幹細胞移
植（以下、HSCT）が長期生存を望める治療法のひとつとされてきました。しかし再寛解
導入療法の標準治療は確立されておらず、また再完全寛解達成率は50%未満と報告さ
れています1-3）。

2018年4月に新発売となったベスポンサ®点滴静注用1mg（以下、本剤）は、「再発又は
難治性のCD22陽性の急性リンパ性白血病（ALL）」を適応症としています。本剤は、再
発・難治性のCD22陽性のALL患者を対象とした国際共同第Ⅲ相試験（1022試験）にお
いて、標準化学療法に対して有意に高い完全寛解達成率が証明され、より多くのALL
患者をHSCTに移行させ得る薬剤として期待されています4）。その一方で、本剤投与後
に静脈閉塞性肝疾患（VOD）/類洞閉塞症候群（SOS）a）を含む肝毒性の発現が報告されて
います4、5）。

1022試験4）では、本剤との因果関係を問わないVOD/SOSを含む肝毒性は50.6%�
（日本人13例を含む164例中83例）に認められ、このうちグレード3b）以上の発現率は
29.3%（同164例中48例）でした。主なものはAST増加、GGT増加、高ビリルビン血症、
ALT増加、血中ALP増加、VOD/SOS、低アルブミン血症等でした。肝毒性による死
亡は5例に生じましたが、いずれもVOD/SOSによるもので、本剤投与終了後HSCTを
施行した後に発現しました。1例は試験開始前にHSCT施行歴が1回、1例は試験開始
前にHSCT施行歴が2回、残り3例は試験開始前のHSCT施行歴がなく全身性の感染症
を併発している状態での死亡でした（データカットオフ日：2016年3月8日）。

本冊子では、本剤をより安全に投与していただくために、本剤投与時におけるVOD/
SOSを含む肝毒性の状況と、国内外でのVOD/SOSを含む肝毒性の管理に関する情報
をご紹介します。

［VOD/SOSを含む肝障害の定義］
MedDRA（日本語ver18.1）の標準検索式（SMQ）を用いて検索される基本語をグループ化し、VOD/SOSを含む肝障害を以下のように定義し集計した。
◦�「肝臓に起因する胆汁うっ滞及び黄疸（狭域）」、「肝不全、肝線維症、肝硬変及びその他の肝障害（狭域）」、「非感染性肝炎（狭域）」、「肝臓関連臨床検査（検査値異常等）、徴候及
び症状（狭域及び広域）」に該当する基本語並びに、その他の基本語として「VOD」、「静脈閉塞性疾患」、「肝静脈閉塞」、「肝静脈血栓症」、「門脈血栓症」、「バッドキアリ症候群」、
「慢性肝移植片対宿主病（GVHD）」、「急性肝GVHD」。

a）治療薬との因果関係を問わない、無作為割り付け後2年間に発現したすべてのVOD/SOSを含む。
b）重症度のグレードはCTCAE�version�3.0に準じる。

ALL：acute�lymphoblastic�leukemia（急性リンパ性白血病）、ALP：alkaline�phosphatase（アルカリホスファターゼ）、ALT：alanine�aminotransferase
（アラニンアミノトランスフェラーゼ）、AST：aspartate�aminotransferase（アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ）、CI：confidence�interval（信頼区間）、
CTCAE：Common�Terminology�Criteria�for�Adverse�Events（有害事象共通用語規準）、ECOG�PS：Eastern�Cooperative�Oncology�Group�Performance�
Status、GGT：gamma�glutamyl�transferase（ガンマグルタミルトランスフェラーゼ）、GOT：glutamic�oxaloacetic�transaminase（グルタミン酸オキ
サロ酢酸トランスアミナーゼ）、NCI：National�Cancer� Institute（米国立がん研究所）、SOS：sinusoidal�obstruction�syndrome（類洞閉塞症候群）、
VOD：veno-occlusive�liver�disease（静脈閉塞性肝疾患）
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■ HSCT施行の有無とVOD/SOS発現までの期間5、6）

本試験期間中又は本剤投与終了後からHSCT施行（前処置開始）前までにVOD/SOSを発現した5例における、
本剤初回投与日からVOD/SOS発現までの期間の中央値（範囲）は30.0日（14～238日）、最終投与日から
の中央値（範囲）は16.0日（14～57日）でした。
また、本剤投与終了後にHSCTが施行されVOD/SOSを発現した17例におけるHSCT施行からVOD/SOS
の発現までの期間の中央値（範囲）は、15.0日（3～57日）でした。

本剤群（164例）におけるVOD/SOSの全発現（22例） 中央値、日（範囲）

HSCT施行前に発現 a）（5例）
初回投与日から発現まで 30.0（14～238）

最終投与日から発現まで 16.0（14～57）

HSCT施行後に発現b）（17例） HSCT施行日から発現まで 15.0（3～57）
a）本試験期間中又は本剤投与終了後からHSCT施行（前処置開始）前までに発現。
b）本剤投与後にHSCTを施行した患者77例における発現。

� （データカットオフ日：2016年3月8日）

■ VOD/SOS発現の有無と、本剤最終投与からHSCT施行までの期間7）

本剤群（164例）におけるHSCT施行例77例 本剤最終投与からHSCT施行までの期間（日）の中央値（四分位範囲）

VOD/SOS発現あり（17例） 37.0（29–58）

VOD/SOS発現なし（60例） 35.5（24–51）

� （データカットオフ日：2016年3月8日）

2 転　帰4）

国際共同第Ⅲ相試験（1022試験）の本剤群においてVOD/SOSが発現した22例の転帰は、回復7例、VOD/
SOSによる死亡5例、その他の理由による死亡（VOD/SOS未回復）10例でした。

■ VOD/SOSの転帰

VOD/SOSが発現した22例における転帰 例

回復 7

VOD/SOSによる死亡 5

その他の理由による死亡（VOD/SOS未回復）

10

［10例の死因の内訳］
・好中球減少性敗血症
・疾患進行
・肺炎に続く呼吸不全
・移植片対宿主病（GVHD）
・敗血症性ショックによる多臓器不全
・急性呼吸窮迫症候群及び多臓器不全
・多臓器不全及び肺水腫に引き続く心肺停止
・進行性白血病及び緑膿菌性菌血症ショック
・敗血症による多臓器不全
・心筋梗塞及び虚血性心疾患

� （データカットオフ日：2016年3月8日）

3 投与時の注意と対処5、6）

VOD/SOSへの注意
◦�本剤の投与によりVOD/SOSを含む肝障害があらわれることがあり、VOD/SOSによる死亡例も報告
されています。

◦�本剤の投与に際しては、VOD/SOSの発現リスク因子を評価し、特に造血幹細胞移植（HSCT）の施行を
予定している患者に対する本剤の投与は慎重に判断してください。

◦�HSCTの施行を予定している患者では、本剤の投与サイクル数の増加はVOD/SOSの発現リスク因子で
あるため、投与サイクル数は効果が得られる最小限としてください。治療上やむを得ないと判断される
場合を除き、3サイクル終了までに投与を中止してください。

◦�HSCT施行施設が本剤の投与施設と異なる場合には、本剤を投与する前にHSCT施行予定施設と治療ス
ケジュール調整を行い、連絡を密に取りながら治療をすすめてください。

◦�本剤投与後のHSCTの施行及びその前処置の選択は、VOD/SOSの発現リスク因子を考慮したうえで慎
重に判断してください。

◦�HSCT施行後のVOD/SOSの発現リスク因子として、HSCT施行前に2種類のアルキル化剤による前処
置を行っていること、HSCT施行前の総ビリルビン値が施設基準値上限以上であることが認められてい
ます。

◦�本剤の投与前後、HSCT施行前後に、必要に応じ、肝臓及び肝静脈・門脈血流を腹部超音波検査（カラー
ドプラ法を含む）で評価し、VOD/SOSの徴候を確認してください※。また、2種類のアルキル化剤によ
る前処置を避け、HSCT施行後は頻回に肝機能検査を行ってください。
※�国際共同第Ⅲ相試験（1022試験）では、VOD/SOSの鑑別診断として、カラードプラ法（肝動脈血流に対する血管抵抗指標と肝静脈の流出量の評価
を含む）による右上腹部超音波検査、胆嚢壁の肥厚度（mm単位）測定、腹水量のなるべく正確な推定（少量で限局、中等度で全域、又は大量で全域）
を行った。その他、重度又は重篤な肝障害が発現した場合は、肝臓専門医による診察と、体重測定、感染性肝炎検査（A型、B型、C型）、腹部腫
瘍の確認、アルコール摂取歴（過去、現在）、肝炎の既往又は関連のある病歴（感染性、非感染性、非アルコール性脂肪性肝炎、アルコール性脂肪
性肝炎）、肝機能検査値、プロトロンビン時間又はその国際標準比、アルブミン、アンモニア等の臨床検査、ときにより肝生検又は剖検を実施した。

◦�国際共同第Ⅲ相試験（1022試験）では、慢性肝疾患（肝硬変等）又はアルコール乱用の疑いの既往のある
患者は除外されていました。

VOD/SOSへの対処
◦�VOD/SOSが発現した場合は、本剤の投与を中止し、適切な処置を行ってください。
◦�VOD/SOSへの対処は、造血細胞移植ガイドライン�SOS/TA-TMA8）、European�Society� for�Blood�
and�Marrow�Transplantation（EBMT）ガイドライン9）、ステートメント等を参考にしてください。

◦�本剤の投与によるVOD/SOSの発現に対する予防法は確立していません。一般的なVOD/SOSの発現
予防としては、ウルソデオキシコール酸※※が有効であるとの報告があります8）が、VOD/SOSに対する
予防投与は日本国内では承認されていません。

◦�国際共同第Ⅲ相試験（1022試験）の本剤群164例（日本人13例を含む）では、VOD/SOSの発現予防とし
て、本剤投与終了後にHSCTを施行した79例中53例にウルソデオキシコール酸※※が投与されていました。

◦�VOD/SOSが疑われる場合は、肝臓専門医にご相談ください。
※※�本邦ではウルソデオキシコール酸にVOD/SOS予防の適応はない。
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4 診断およびグレード分類
診断基準
■ 国際共同第Ⅲ相試験（1022試験）における診断基準4）

■ 欧州造血細胞移植学会（EBMT）による診断基準8）

　 Seattle基準およびEBMTによる成人VOD/SOSの診断基準

修正Seattle診断基準10）

EBMTによるBaltimore診断基準11）

classical SOS12）
（21日以内の発症）

遅発性SOS
（21日を超えて発症）

移植後20日以内に下記3項目のう
ち少なくとも2項目を満たす

移植後21日以内に総ビリルビン
≧2mg/dLを認め、下記3項目の
うち少なくとも2項目を満たす

以下の3つのいずれかに該当

①��黄疸（総ビリルビン＞2mg/dL）
②�右上腹部痛を伴う肝腫大
③��腹水または原因不明の体重増加
（＞2%）

①�有痛性肝腫大
②�体重増加（＞5%）
③�腹水

①��＞21日にclassical�SOSの診断基準を
満たす

②�組織学的にSOSの診断が確定
③��以下の4項目のうち少なくとも2項目
を満たし、頸静脈カテーテル検査や腹
部エコーの所見がSOSに合致する�

同種造血細胞移植でのSOS発症頻度は修正Seattle基準では14%、Baltimore基準では8％であり、Baltimore基準を用いた方が重症度も死亡率も高い
と報告されている13）。

重症度分類
■ 国際共同第Ⅲ相試験（1022試験）4）

グレード1：軽度 臨床上VOD/SOSが認められるが、無治療にて完全に回復した場合

グレード2：中等度 利尿薬や鎮痛剤等による治療を要する徴候および症状が認められるが、完全に回復した場合

グレード3：重度 治療を要し、発現から100日より前または死亡前に回復しなかった場合

グレード4 生命を脅かす;�緊急処置を要する

グレード5 有害事象による死亡

A）以下の3つの基準のうち2つ以上に合致する場合
　◦総ビリルビン値＞34μmol/L（2.0mg/dL）
　◦ 肝臓の大きさがベースラインから増大、又は肝
臓由来の右上腹部痛が発現

　◦ 試験薬を点滴静注した週もしくはHSCT前処置
を実施した週における、体液貯留による体重の
2.5％を超えた急激な増加（例えば72時間以内）

B）�総ビリルビン増加、体重増加、肝腫大かつ肝腺
房の第3ゾーンにおける肝細胞壊死（肝生検）、類
洞線維化、小葉中心部の出血（肝細静脈末端の線
維化の有無を問わない）が発現した場合。

又は

（1）ビリルビン≧2mg/dL�
（2）有痛性肝腫大�
（3）体重増加（＞5%）�
（4）腹水

■ 『造血細胞移植ガイドラインSOS/TA-TMA』におけるVOD/SOSの重症度分類（引用）8）11）

6項目中2項目を満たせばその重症度に該当する。2つ以上の重症度に当てはまる場合は最も高い重症度を
採用する。

Grade 1

Milda

Grade 2

Moderatea

Grade 3

Severe

Grade 4
Very severe–
MOD/MOFb

Grade 5

Death

症状出現から
診断までの時間 ＞7日 5～7日 ≦4日 問わない

ビリルビン値
（mg/dL） ≧2�and�3＜ ≧3�and�<5 ≧5�and�<8 ≧8

ビリルビン値の変動 48時間以内に
倍増

トランスアミナーゼ ≦2×正常 >2�and�≦5×
正常値

>5�and�≦8×
正常値 ＞8×正常

体重増加 ＜5% ≧5%�and�<10% ≧5%�and�<10% ≧10%

腎機能
（クレアチニン）

＜1.2
×移植前の値

≧1.2�and�<1.5
×移植前の値

≧1.5�and�<2
×移植前の値

≧2
×移植前の値
もしくは
MOD/MOF

aSOSのリスク因子が2つ以上ある場合は重症度を1つあげる。bMOD/MOFがあればvery�severeとする。MOD/MOF,�multi-organ�dysfunction/
multi-organ�failure.

5 一般的な予防
『造血細胞移植ガイドラインSOS/TA-TMA』におけるVOD/SOSの予防（引用）8）

SOSには確立された治療法がないため、その予防を行うことが大切である14）。移植前に患者のSOS発症リス
ク因子を評価し、ハイリスク症例についてはできるだけリスク因子を回避することを検討する。例えば、化
学療法に用いられる薬剤の肝障害が最低限になるような投与方法の検討（肝毒性のあるCYa）を使用しない、あ
るいはフルダラビンb）に変更する、ブスルファン至適投与量を血中濃度モニタリングによって決定するなど）、
あるいは骨髄破壊的前処置を回避する等の移植手技の工夫を考慮すべきである15、16）。
a）CY：シクロホスファミド、b）フルダラビンは、本邦ではALLの造血細胞移植前処置の適応はない（2018年10月現在）

参考  
国際共同第Ⅲ相試験（1022試験）では、HSCT前処置の開始前に、標準治療に従った最も適切な予防療法について
臨床的に判断することとされ、予防薬としてウルソデオキシコール酸※を1日12～15�mg/kgの用量で移植の前処
置開始の2週間前から投与を開始することが許容されていました。
※本邦ではウルソデオキシコール酸にVOD/SOS予防の適応はない。
注）これらの結果は事実のみを記載したものであり、ウルソデオキシコール酸の有効性を述べたものではない。
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■ HSCT施行群のベースライン時の患者背景7）

ベスポンサ群（77例） 標準化学療法群（33例）

年齢（歳） 37.0（27-53） 42.0（29-48）

年齢層（歳）
＜55 60（78%） 27（82%）

≧55 17（22%） ��6（18%）

性別
男性 41（53%） 16（48%）

女性 36（47%） 17（52%）

人種

白人 57（74%） 28（85%）

黒人 0 0

アジア人 15（19%） 3（9%）

その他　 5（6%） 2（6%）

移植の種類

同種骨髄移植 ��77（100%） 30（91%）

自家移植 0 1（3%）

不明 0 2（6%）

移植前処置のレジメン

骨髄破壊的前処置 51（66%） 21（64%）

強度軽減前処置 26（34%） ��9（27%）

不明 0 3（9%）

ドナーの種類

完全一致する血縁者 21（27%） 11（33%）

完全一致する非血縁者 36（47%） 11（33%）

完全一致しない血縁者 6（8%） 3（9%）

完全一致しない非血縁者 14（18%） ��4（12%）

不明 0 ��4（12%）
データは例数（％）または中央値（四分位範囲）。
標準化学療法とは以下の3レジメンのいずれかとする。
フルダラビン＋シタラビン＋顆粒球コロニー刺激因子、ミトキサントロン＋シタラビン、大量シタラビン

� （データカットオフ日：2016年3月8日）

6 リスク因子
VOD/SOSの発現リスクに関連する因子4）

本剤群164例（日本人13例を含む）のうち本剤投与後にHSCTを施行した79例において、HSCT施行時をベー
スラインとした患者特性とHSCT施行後のVOD/SOS発現との関連性について、各部分集団での発現率、ロ
ジスティック回帰分析モデルによる単変量解析及び多変量解析を用いて検討しました。
その結果、HSCT施行前に2種類のアルキル化剤による前処置又はブスルファンを含む前処置をした患者、総
ビリルビン値が施設基準値上限以上の患者、本試験前にHSCT施行歴のある患者、高齢（55歳以上）の患者、
肝疾患又は肝炎の既往がある患者、複数のサルベージ療法歴のある患者、本剤の投与サイクル数（連続）が多
い患者等が、HSCT後のVOD/SOSの発現リスクに関連する因子と考えられました。

■ HSCT施行時の患者特性とHSCT施行後のVOD/SOS発現との関連
本剤群（164例）

部分集団（例） オッズ比 a）

（95％CI） p値

単変量解析（79例）
期間（連続）b） 75 1.0（1.0、1.0） 0.478
アルキル化剤による前処置 2種類（11）�vs 1種類（52） 6.6（1.6、26.9） 0.009
ブスルファンを含む前処置 あり（13）vs なし（66） 3.9（1.1、13.6） 0.035
HSCT前処置の種類 骨髄破壊的（52）vs 骨髄非破壊的（27） 0.8（0.3、2.3） 0.632
HSCT用ドナー 代替（59）vs 適合血縁（20） 1.9（0.5、7.5） 0.343
本試験前のHSCT施行歴 あり（11）vs なし（68） 3.5（0.9、13.4） 0.064
本剤の投与サイクル数（連続） 79 1.6（1.0、2.4） 0.048
サルベージ療法 2次以上（20）vs 1次（58） 2.3（0.7、7.1） 0.148
ベースラインのALT、AST
または総ビリルビン増加 あり（37）�vs なし（42） 1.6（0.5、4.5） 0.401

HSCT施行前直近の血小板数
（100,000/µL） 未満（44）vs 以上（35） 2.5（0.8、7.9） 0.115

HSCT施行前直近の
総ビリルビン値（施設基準値） 上限以上（12）vs 上限未満（67） 7.1（1.9、26.6） 0.003

HSCT施行前直近のAST値
またはALT値（施設基準値）

上限の1.5倍超
　　　（14） vs 上限の1.5倍未満　　　（65） 0.9（0.2、3.7） 0.894

年齢 55歳以上（17）vs 55歳未満（62） 3.2（1.0、10.4） 0.048
肝疾患又は肝炎の既往 あり（21）vs なし（58） 3.0（1.0、9.0） 0.057
ベースラインのECOG PS 2（9）vs 1以下（70） 1.0（0.2、5.1） 0.966

多変量解析（62例）c、d）

アルキル化剤による前処置 2種類（11）vs 1種類（51） 8.6（1.5、48.9） 0.015
HSCT施行前直近の
総ビリルビン値（施設基準値） 上限以上（11）vs 上限未満（51） 15.3（2.0、120.2） 0.009

HSCT施行前直近の
AST又はALT値（施設基準値）

上限の1.5倍超
　　　（11） vs 上限の1.5倍以下（51） 0.03（0.0、0.8） 0.039

肝疾患／肝炎の既往 あり（15）、なし（47） 5.1（0.9、29.1） 0.064
a）��分類変数のオッズ比は、1より大きいと基準水準（2番目に記載した水準）より発現リスクが高いことを意味する。連続変数のオッズ比は、1大きくな
るごとのリスクの増加を意味する。

b）�治験薬最終投与日から前処置開始日までの期間。
c）�すべての共変量に欠測値のない患者のみを対象にしたため、17例が多変量解析から除外となった。
d）�ステップワイズ法を用い、p値に基づき、組入基準＝0.3、維持基準＝0.1として変数を選択した。

� （データカットオフ日：2016年9月1日）
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■ HSCT前処置別のVOD/SOS発現状況
（VOD/SOSを発現した患者数/それぞれの前処置を施行された全患者数）7）
（国際共同試験のため国内では承認外の使用となるレジメンによる成績も含まれる）

前処置レジメン、n/N（％） ベスポンサ群 標準化学療法群

シクロホスファミド＋

　全身放射線照射＞12GY 0/8 0/2

　全身放射線照射＝12GY 3/14（21.4） 0/3

全身放射線照射12GY±フルダラビンまたはsuloctidil（本邦未承認）
またはエトポシドまたはシタラビン 3/16（18.8） 1/4（25.0）

　全身放射線照射8－10GY 0/2 処置例なし

　全身放射線照射2－6GY±フルダラビンまたはシタラビンまたは
　エトポシド 0/5 0/1

　ブスルファン±フルダラビン 1/2（50.0） 0/2

　thiotepaa）±フルダラビン 処置例なし 0/1

フルダラビン＋

　全身放射線照射12GY 0/1 処置例なし

　全身放射線照射6－8GY 2/3（66.7） 0/2

　メルファラン±全身放射線照射≧4GY 2/2（100） 0/1

　メルファラン±シタラビン 2/8（25.0） 0/5

　メルファラン＋カルムスチンまたはラニムスチン 1/2（50.0） 処置例なし

　メルファラン＋thiotepaa） 0/1 処置例なし

　thiotepaa）＋全身放射線照射8GY 処置例なし 0/1

　ブスルファン＋thiotepaa）±リツキシマブ 4/5（80.0） 0/3

　ブスルファン±ボルテゾミブ 1/6（16.7） 0/2

クロファラビン＋

　メルファラン±フルダラビン 0/2 処置例なし

　ブスルファン 処置例なし 0/1

　シタラビン＋全身放射線照射3GY 0/1 処置例なし

ペントスタチン＋全身放射線照射6GY 1/1（100） 処置例なし

エトポシド＋全身放射線照射6GY 処置例なし 処置例なし

thiotepaa）を含む治療レジメン 4/7（57.1） 0/5

ブスルファンを含む治療レジメン 6/13（46.2） 0/9

アルキル化剤2剤を含む治療レジメン 6/11（54.5） 0/7

シクロホスファミドを含む治療レジメン＋全身放射線照射≧12GY 3/25（12.0） 1/7（14.3）
GY：グレイ　n：HSCT後にVOD/SOSを発現した患者数　N：各レジメンの患者数
標準化学療法群の中に、非血縁ドナーHSCT施行前に再導入療法としてブリナツモマブを投与された2例（前処置は報告なし）、代替ドナーHSCT施行前
に再導入療法としてクロファラビン、シクロホスファミド、リツキシマブを投与された1例（前処置は導入療法）が含まれていた。HSCTのために非試験
施設に転院した1例では前処置の報告がなく、また1例でフォローアップ「骨盤中心線」放射線治療が全身放射線照射に含まれていた。
a）thiotepaは、本邦では販売中止（2018年10月現在）

� （データカットオフ日：2016年3月8日）

■ 本剤群における患者背景別VOD/SOS発現状況7）

VOD/SOS発現率 グレード3～5の
VOD/SOS発現率

グレード5の
VOD/SOS発現率

年齢（歳）

＜65 14/71（20%） 12/71（17%） 4/71（6%）

≧65 ����3/6（50%） ����2/6（33%） ����1/6（17%）

＜55 10/60（17%） ��9/60（15%） 4/60（7%）

≧55 ��7/17（41%） ��5/17（29%） 1/17（6%）

＜40 ��6/42（14%） ��5/42（12%） 2/42（5%）

≧40 11/35（31%） ��9/35（26%） 3/35（9%）

HSCT歴

あり ��5/11（45%） ��5/11（45%） ��2/11（18%）

なし 12/66（18%） ��9/66（14%） 3/66（5%）

肝疾患歴

あり ��7/20（35%） ��6/20（30%） 1/20（5%）

なし 10/57（18%） ��8/57（14%） 4/57（7%）

HSCT施行前直近のビリルビン濃度

≧ULN ��7/12（58%） ��7/12（58%） ��3/12（25%）

＜ULN 10/65（15%） ��7/65（11%） 2/65（3%）

HSCT施行前直近のASTまたはALT濃度

＞1.5×ULN ��3/14（21%） ��3/14（21%） 1/14（7%）

≦1.5×ULN 14/63（22%） 11/63（17%） 4/63（6%）

HSCT施行前直近の血小板数（個/L）

≧100×109 ��5/35（14%） ��4/35（11%） 1/35（3%）

＜100×109 12/42（29%） 10/42（24%） ��4/42（10%）

ベスポンサの治療サイクル数

1 1/12（8%） 1/12（8%） 0/12

2 ��5/27（19%） ��4/27（15%） 2/27（7%）

＞2 11/38（29%） ��9/38（24%） 3/38（8%）

　3 ��6/26（23%） ��5/26（19%） 2/26（8%）

　4-6 ��5/12（42%） ��4/12（33%） 1/12（8%）

アルキル化剤による前処置レジメン

アルキル化剤単剤 ��8/52（15%） ��5/52（10%） 2/52（4%）

アルキル化剤2剤併用 ��6/11（55%） ��6/11（55%） ��2/11（18%）
データは、SOS発現例数/各項目の患者数（%）
HSCT：造血幹細胞移植、ULN：施設基準値上限

� （データカットオフ日：2016年3月8日）
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1 発現状況［国際共同第Ⅲ相試験（1022試験）］4）

■ 本剤群で2例以上に認められたVOD/SOSを含む肝毒性の発現状況［例数（%）］

全集団（164例） 日本人集団（13例）

全グレード グレード3以上 全グレード グレード3以上

全有害事象 a） 83（50.6） 48（29.3） 9（69.2） 5（35.8）

AST増加 37（22.6） 7（4.3） 4（30.8） 1（7.7）

GGT増加 35（21.3） 18（11.0） 3（23.1） 1（7.7）

高ビリルビン血症 35（21.3） 10（6.1） 3（23.1） 1（7.7）

ALT増加 25（15.2） 6（3.7） 4（30.8） 1（7.7）

血中ALP増加 22（13.4） 3（1.8） 3（23.1） 0

VOD/SOS 22（13.4） 18（11.0） 5（38.5） 4（30.8）

低アルブミン血症 10（6.1） 2（1.2） 0 0

腹水 8（4.9） 3（1.8） 1（7.7） 0

肝腫大 3（1.8） 0 0 0

胆汁うっ滞 2（1.2） 1（0.6） 0 0
a)�本剤との因果関係を問わない

� （データカットオフ日：2016年3月8日）

■ 総ビリルビン値の推移
国際共同第Ⅲ相試験（1022試験）では、本剤群の総ビリルビン値の中央値は、ベースラインで0.47mg/dL、
1～6サイクルでそれぞれ、0.65mg/dL、0.60mg/dL、0.70mg/dL、0.90mg/dL、1.23mg/dL及び
1.50mg/dLでした（データカットオフ日：2016年3月8日）。

追跡期間（例）

EOT
（123）

3ヵ月
（16）

6ヵ月
（5）

9ヵ月
（2）

総
ビ
リ
ル
ビ
ン
値

（mg/dL）

サイクル数（例）

BL
（164）

1
（156）

2
（127）

3
（87）

4
（45）

6
（15）

5
（28）

3

2

1

0

3

2

1

0

総
ビ
リ
ル
ビ
ン
値

（mg/dL）
中央値
75%
25%

BL：ベースライン　EOT：最終投与時

■ VOD/SOSの発現リスク因子17）

リスク因子 低リスク＜高リスク

移植の種類 同系又は自家移植＜同種異系移植
ドナー型 兄弟＜その他の血縁者＜非血縁者
ヒト白血球型抗原適合性 適合＜不適合
幹細胞の起源 末梢血＜骨髄
T細胞除去 する＜しない
診断 非悪性疾患＜悪性疾患
ALLの状態 寛解＜再発

前
処
置

強度 シクロホスファミド
単　独

シクロホスファミド
＋

全身放射線照射

カルムスチン＊
＋

エトポシド＊
＋

シクロホスファミド

＜ ＜

全身放射線照射
分割照射＜単回照射
12GY未満＜12GY超
低線量率＜高線量率

ブスルファン 静脈注射＜用量調整経口投与＜経口投与

間隔 シクロホスファミド投与と全身放射線照射との間隔
36時間＜12時間

年齢 若年＜老年
性別 男性＜女性
カルノフスキー指数 100～90＜90未満
HSCT施行前のAST又はALT 正常値＜高値
移植回数 初回＜2回目
肝照射治療歴 なし＜あり
ゲムツズマブオゾガマイシン治療歴 なし＜ありa）

肝臓の状態 正常＜肝線維化＜肝硬変又は肝浸潤
サイトメガロウイルス血清状態 陰性＜陽性
前処置での発熱 なし＜あり

肝毒性のある薬剤 プロゲステロン、ケトコナゾール、シクロスポリン、メトトレキサート、ア
ムホテリシンB、バンコマイシン、アシクロビル、免疫グロブリン静脈注射b）

遺伝性素因 グルタチオン-S-転移酵素Mu1陽性＜null型20）

最も重要なリスク因子は、移植の種類、前処置、HSCT施行前のAST又はALT、肝臓の状態、肝毒性のある薬剤とされている。
a）�VOD/SOSの発現リスクが64％までに高まる18）。
b）�高用量免疫グロブリン静脈注射はVOD/SOSの発現リスクを高くする19）。
＊：本邦ではHSCT前処置の適応はない。
（This�table�was�provided�under�license�by�the�European�Society�for�Blood�and�Marrow�Transplantation�and�may�not�be�reproduced�for�

any�other�Pfizer�purpose�or�by�any�third�party.）

参考  一般的な対処法
現時点では水分バランスの管理や血行動態の維持などの支持療法が治療の主体となり、推奨される治療薬は存在
しない。約7割のSOS患者は支持療法のみで軽快するとされる。SOS発症後、急峻にビリルビンや体重の増加を
認める症例や多臓器不全を伴う症例は予後不良であり、何らかの治療介入をすべきと考える。これまでに抗凝固
作用を有する幾つかの薬剤が試験的に使用されてきた。ヘパリンや組織型プラスミノゲン・アクティベータ（tissue�
plasminogen�activator� :� t-PA）が使用される場合もあるが、これらの薬剤は血小板が減少している移植患者では
致命的な出血のリスクが高く薦められない。
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■ VOD/SOSを含む肝毒性の累積発現率

治療開始からの期間（例）

0 1ヵ月
（164）

2ヵ月
（120）

3ヵ月
（83）

4ヵ月
（40）

6ヵ月
（12）

5ヵ月
（22）
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3 リスク因子4）

国際共同第Ⅲ相試験（1022試験）において、本剤群のグレード3以上の肝毒性に関する有害事象の発現とベー
スライン因子について、ロジスティック回帰による単変量解析及び多変量解析を実施した結果、単変量解析
ではHSCT施行歴のある患者、2次以上のサルベージ療法の患者、肝疾患や肝炎の既往のある患者、肝障害�
（軽度／中等度／重度）がある患者、末梢血中の総芽球数が1,000/µL以下、多変量解析ではHSCT施行歴の�
ある患者、肝疾患や肝炎の既往のある患者、末梢血中の総芽球数が1,000/µL以下が統計的に有意な肝毒性の
リスク因子として認められました（データカットオフ日：2016年3月8日）。

■ ロジスティック回帰により同定された、グレード3以上の肝毒性発現のベースライン因子（159例）

単変量解析 オッズ比 a） 95％CI p値
年齢（55歳以上、55歳未満） 1.2 0.6、2.4 　0.608
性別（女性、男性） 0.8 0.4、1.5 　0.415
HSCT施行歴（あり、なし） 2.8 1.2、6.3 　0.015
サルベージ療法（2次以上、1次） 2.3 1.1、4.7 　0.022
肝疾患／肝炎の既往（あり、なし） 5.8 2.8、12.2 <0.0001
アスパラギナーゼ使用歴（あり、なし） 0.8 0.4、1.5 　0.468
肝障害（軽度／中等度／重度、正常）b） 2.2 1.1、4.5 　0.037
骨髄芽球（50%以上、50%未満） 0.7 0.4、1.5 　0.400
末梢血の芽球数（1,000/µL超、1,000/µL以下） 0.4 0.2、0.9 　0.027
ECOG PS（2、1以下） 2.0 0.8、5.1 　0.148
投与期間（連続） 1.1 0.8、1.5 　0.566

多変量解析 c） オッズ比 95％CI p値
HSCT施行歴（あり、なし） 3.2 1.3、8.1 　0.014
肝疾患／肝炎の既往（あり、なし） 7.3 3.2、16.8 ＜0.0001
末梢血中の総芽球数（1,000/µL超、1,000/µL以下） 0.3 0.1、0.7 　0.005
a）�分類変数のオッズ比は、1より大きいと基準水準（2番目に記載した水準）より発現リスクが高いことを意味する。
b）�米国国立がん研究所（NCI）の臓器機能障害ワーキンググループ（ODWG）の基準に則った。
c）�ステップワイズ法を用い、p値に基づき、組入基準＝0.3、維持基準＝0.1として変数を選択した。

� （データカットオフ日：2016年3月8日）

■ AST値の推移
国際共同第Ⅲ相試験（1022試験）では、本剤群のASTの中央値は、ベースラインで24.0IU/L、1～6サイク
ルでそれぞれ、28.0IU/L、32.0IU/L、39.0IU/L、46.0IU/L、55.5IU/L及び61.0IU/Lでした（データカット
オフ日：2016年3月8日）。
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■ ALT値の推移
国際共同第Ⅲ相試験（1022試験）では、本剤群のALTの中央値は、ベースラインで31.0IU/L、1～6サイク
ルでそれぞれ、34.0IU/L、29.0IU/L、26.0IU/L、28.0IU/L、35.0IU/L及び40.0IU/Lでした（データカット
オフ日：2016年3月8日）。
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2 発現時期
国際共同第Ⅲ相試験（1022試験）の本剤群（164例）において、本剤投与後のVOD/SOSを含む肝毒性の累積
発現率は、1ヵ月時点で30%、投与期間の中央値である5ヵ月時点までに、1ヵ月ごとに1％～5％ずつ上昇し、
5ヵ月時点では45％に達しました。5ヵ月時点と6ヵ月時点では変化はみられませんでした（データカットオフ日：
2016年3月8日）。
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参考  一般的な対処法
本剤投与による肝毒性の対処法は確立していません。本項では、厚生労働省重篤副作用疾患別対応マニュアル22）「薬物性肝障害」
における一般的な薬物性肝障害の対処法を紹介します。

薬物性肝障害が疑われた場合、治療の基本は被疑薬の中止です。それでも肝機能検査値の改善がみられない場合は、他の原因を検
索するとともに、ウルソデオキシコール酸、タウリンの経口投与、グリチルリチン製剤の経静脈的投与が行われますが、その科学
的エビデンスは乏しいです。免疫抑制・化学療法を実施する際は、HBV再活性化による重症肝炎を予防するために、日本肝臓学会
のガイドラインに準拠した対応が必要です。
◦病型別の治療法
◦�肝細胞障害型で、黄疸が出現し、プロトロンビン時間が延長して急性肝不全が疑われる場合には、ICU管理下での厳重な経過観
察が必要です。薬物治療としては経験的に副腎皮質ステロイドが投与されています。投与量はプレドニン換算で0.5～1mg/Kg/日
が一般的ですが、急性肝不全と診断された場合は500～1,000mg/日の大量静脈内投与（パルス療法）が実施されています。
◦�昏睡Ⅱ度以上の肝性脳症が出現した場合は、血漿交換、血液濾過透析を組み合わせた人工肝補助を開始し、肝移植実施施設に
連絡して、その適応を検討します。肝移植の適応を評価する際は、厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班
が作成したスコアリング法を用い�、同研究班のデータマイニング法を補完的に利用します。
◦�胆汁うっ滞型で、黄疸が遷延する場合には、ビタミンKなどの脂溶性ビタミンを補充する必要があります。
◦�胆汁うっ滞に対しては、ウルソデオキシコール酸（300～600mg/日）、茵蔯蒿湯、フェノバルビタール、コレスチミド、副腎
皮質ステロイドなどが選択肢となりますが、これらの効果が不十分の場合は、肝移植が必要となる場合もあります。

◦アセトアミノフェンによる肝障害への対応
N-アセチルシステインが有効です。N-アセチルシステインはグルタチオンの前駆体で、アセトアミノフェンの代謝のために枯渇
するグルタチオンを補充する働きがあります。ただし、わが国には静脈注射製剤がなく、内服薬のみであり、経口ないし経胃管
での投与となります。N-アセチルシステインの投与にもかかわらず、肝障害が重症化する場合は、人口肝補助など急性肝不全に
準じた治療が必要となります。

◦HBV再活性化に対する対応
日本肝臓学会のガイドラインに準拠して、HBs抗原陽性例では予防的に核酸アナログを投与し、HBs抗原陰性、HBc抗体ないし
HBs抗体陽性の既往感染例では、1～3ヵ月ごとにHBV-DNAのモニタリングを実施し、HBV-DNA量が20�IU/mL以上に上昇
した場合は核酸アナログを投与します。

◦薬物性の脂肪肝への対応
タモキシフェンなどの投与により、脂肪肝が生じた場合には、薬剤継続により得られるメリットと肝障害によるデメリットを勘
案して、薬剤を中止するかどうかを判断します。栄養指導、運動療法による減量や、禁酒が推奨されます。血小板数低下ないし
エラストグラフィによって、肝線維化の進行が推定される場合は薬剤を中止します。脂肪肝に対する確立した薬物療法はありま
せんが、ベザフィブラートがタモキシフェンによる脂肪性肝炎の抑制に有効との報告があります。

◦類洞閉塞症候群（SOS）への対応
SOSの治療薬としてデフィブロチドが承認されています。本薬剤はブタ腸粘膜から精製された一本鎖デオキシリボ核酸で、血管
内皮の保護、血液の凝固及び線溶系のバランスを正常化させることで効果を発揮するとされています。その他の治療としては経
験的にステロイドや抗凝固薬が投与されることも多いです。保険適応外ですが、遺伝子組換えトロンボモジュリンが有効であっ
たとする報告もみられます。

◦免疫チェックポイント阻害薬（ICI）による肝障害への対応
Grade�2の場合はICIを休薬し、改善ない場合は副腎皮質ステロイドを投与することが推奨されています。Grade�3以上ではICI
を中止して、副腎皮質ステロイドを投与することが推奨されています。副腎皮質ステロイドに反応しない場合は、保険適応外で
すが、ミコフェノール酸モフェチルなどの免疫抑制剤が有効とされていますが、わが国の症例に関しては今後の検討が必要です。
また、ICIによる硬化性胆管炎に対しては、ウルソデオキシコール酸が投与されることが多いです。本疾患におけるステロイド
の有効性は確立していませんが、有効であったとする報告があります。

4 対処法5）

肝障害（VOD/SOSを除く）への対処
◦�重篤な肝障害が発現した場合は、本剤の投与を中止し、適切な処置を行ってください。
◦�総ビリルビン値が施設基準値上限の1.5倍超又はAST（GOT）/ALT（GPT）が施設基準値上限の2.5倍超で
ある場合、それぞれ1.5倍以下、2.5倍以下に回復するまで本剤を休薬してください。回復しない場合は、
投与を中止し、適切な処置を行ってください。

総ビリルビン値＞1.5×施設基準値上限
又は

AST（GOT）/ALT（GPT）＞2.5×施設基準値上限
休薬

回復a） 

回復せず

投与再開

投与中止
※ジルベール症候群又は溶血による場合は除く。

a）総ビリルビン値≦1.5×施設基準値上限、AST（GOT）/ALT（GPT）≦2.5×施設基準値上限の達成。

5 診断およびグレード分類
■ CTCAE v4.0-JCOGの該当有害事象21）

CTCAE v4.0 Term
日本語 グレード1 グレード2 グレード3 グレード4

アスパラギン酸アミノト
ランスフェラーゼ増加 ＞ULN-3.0×ULN ＞3.0-5.0×ULN ＞5.0-20.0×ULN ＞20.0×ULN

GGT増加 ＞ULN-2.5×ULN ＞2.5-5.0×ULN ＞5.0-20.0×ULN ＞20.0×ULN

血中ビリルビン増加 ＞ULN-1.5×ULN ＞1.5-3.0×ULN ＞3.0-10.0×ULN ＞10.0×ULN

アラニンアミノトランス
フェラーゼ増加 ＞ULN-3.0×ULN ＞3.0-5.0×ULN ＞5.0-20.0×ULN ＞20.0×ULN

アルカリホスファターゼ
増加 ＞ULN-2.5×ULN ＞2.5-5.0×ULN ＞5.0-20.0×ULN ＞20.0×ULN

低アルブミン血症 ＜LLN-3g/dL�;
＜LLN-30g/L

＜3-2g/dL�;�
＜30-20g/L

＜2g/dL�;�
＜20g/L

生命を脅かす、緊急
処置を要する

腹水
症状がない、臨床所
見または検査所見の
み、治療を要さない

症状がある、内科的
治療を要する

高度の症状がある、
侵襲的処置を要する

生命を脅かす、緊急の
外科的処置を要する

臨床検査、
その他（具体的に記載　）

症状がない、または
軽度の症状がある；
臨床所見または検査
所見のみ、治療を要
さない

中等症；最小限/局
所的/非侵襲的治療
を要する；年齢相応
の身の回り以外の日
常生活動作の制限

重症または医学的に
重大であるが、ただ
ちに生命を脅かすもの
ではない；入院または
入院期間の延長を要
する；活動不能/動
作不能；身の回りの
日常生活動作の制限

生命を脅かす、緊急
処置を要する

ULN：施設基準値上限　　LLN：施設基準値下限
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7.　用法及び用量に関連する注意

6.　用法及び用量

5.　効能又は効果に関連する注意

4.　効能又は効果

8.　重要な基本的注意

3.　組成・性状

日本標準商品分類番号 874239

販 売 名
和名：ベスポンサ®点滴静注用1mg
洋名：BESPONSA® Injection 1mg
和名：イノツズマブ オゾガマイシン（遺伝子組換え）
洋名：Inotuzumab Ozogamicin （Genetical Recombination）

1. 警告
1.1 本剤の投与は、緊急時に十分対応できる医療施設において、造血

器悪性腫瘍の治療に対して十分な知識・経験を持つ医師のもとで、
本剤の投与が適切と判断される症例についてのみ行うこと。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を開始すること。

1.2 静脈閉塞性肝疾患（VOD）/類洞閉塞症候群（SOS）を含む肝障
害があらわれることがあり、死亡に至った例も報告されているので、
定期的に肝機能検査を行うとともに、患者の状態を十分に観察し、
VOD/SOSを含む肝障害の徴候や症状の発現に注意すること。

［7.2.1、8.1、9.1.1、9.3.1、9.8、11.1.1参照］ 

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3.1 組成 

8.1 VOD/SOS等の重篤な肝障害があらわれることがあるので、本剤の投与前及び投与開
始後は、定期的に肝機能検査を実施し、VOD/SOSを含む肝障害の徴候及び症状を十分
に観察すること。本剤投与後に総ビリルビン値が施設基準値上限以上の場合は、HSCT
の施行について慎重に判断すること。また、本剤投与後のHSCTにおいて、前処置とし
て2種類のアルキル化剤は避け、HSCT施行後は頻回に肝機能検査を行うこと。［1.2、
5.3、7.2.1、9.1.1、9.3.1、9.8、11.1.1、15.1.1参照］

8.2 骨髄抑制があらわれることがあるので、本剤投与前及び投与中は定期的に血液検査
を行い、患者の状態を十分に観察すること。［9.1.2、11.1.2参照］

8.3 QT間隔延長があらわれることがあるので、本剤投与前及び投与中は定期的に心電図
検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。

8.4 腫瘍崩壊症候群があらわれることがあるので、血清中電解質濃度及び腎機能検査等
を行うなど、腫瘍崩壊症候群の徴候及び症状を十分に観察すること。［11.1.6参照］

8.5 膵炎があらわれることがあるので、本剤投与前及び投与中は定期的な膵酵素に関す
る血液検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。［11.1.7参照］

ベスポンサ点滴静注用1mg
イノツズマブ オゾガマイシン（遺伝子組換え）　1mg

トロメタモール
精製白糖
ポリソルベート80
塩化ナトリウム
塩酸

10mg
201mg
0.4mg
2.3mg

適量

販売名
有効成分

添加剤

3.2 製剤の性状
本剤は白色～類白色の粉末又は塊（凍結乾燥製剤）である。

165～245mOsm/kg［0.25mg/mL注射用水］
7.4～8.6［0.25mg/mL注射用水］pH

浸透圧

処置

好中球絶対数
1,000/μL以上

血小板数
50,000/μL注）以上

好中球絶対数
1,000/μL未満
又は血小板数
50,000/μL注）未満

本剤による治療開始前

注）次サイクル開始の判断に用いる血小板数は、輸血の影響を受けない値を用いること。

通常、成人にはイノツズマブ オゾガマイシン（遺伝子組換え）として1日目は0.8mg/m2

（体表面積）、8及び15日目は0.5mg/m2（体表面積）を1日1回、1時間以上かけて点滴静
脈内投与した後、休薬する。1サイクル目は21～28日間、2サイクル目以降は28日間を
1サイクルとし、投与を繰り返す。投与サイクル数は造血幹細胞移植の施行予定を考慮
して決定する。なお、患者の状態により適宜減量する。

5.1 フローサイトメトリー法等の検査によって、CD22抗原が陽性であることが確認され
た患者に使用すること。

5.2 臨床試験に組み入れられた患者の前治療歴等について、「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、適応となる患者の選択を行う
こと。

5.3 本剤投与による造血幹細胞移植（HSCT）施行後の全生存期間への影響は、既存の化学
療法と同程度ではない可能性が示唆されていることから、HSCTの施行を予定している
患者に対する本剤の投与については、本剤以外の治療の実施を十分検討した上で、慎重
に判断すること。［7.2.1、8.1、9.1.1、9.8、15.1.1参照］

再発又は難治性のCD22陽性の急性リンパ性白血病

貯　　法：2～8℃で保存
有効期間：5年

本剤は製造工程で、チャイニーズハムスター卵巣細胞を使用している。

2サイクル目以降のサイクル開始時に好中球絶対数又は血小
板数の減少が認められた場合は、以下のいずれかになるまで
休薬する。なお、直近の骨髄検査に基づき病態の安定又は改
善が認められ、かつ好中球絶対数及び血小板数の減少が、本
剤による副作用ではなく、原疾患によるものであると判断で
きる場合には、以下によらず本剤の投与を開始できる。
・好中球絶対数及び血小板数がいずれも本剤による治療開

始前の値以上 
・好中球絶対数が1,000/μL以上、かつ血小板数が50,000/μL

以上 

注1）ジルベール症候群又は溶血による場合は除く。
注2）グレードはCTCAE version 3.0に準じる。

非血液毒性

血液毒性

用量調節基準

処置副作用
投与を中止する。VOD/SOS又は

他の重篤な肝障害
投与前の総ビリルビン値が施設基準値上限の1.5倍以下又
はAST/ALTが施設基準値上限の2.5倍以下に回復するまで
休薬する。

2サイクル目以降のサイクル開始時に好中球絶対数の減少
が認められた場合は、好中球絶対数が1,000/μL以上になる
まで休薬する。
2サイクル目以降のサイクル開始時に血小板数の減少が認
められた場合は、血小板数が50,000/μL以上になるまで休
薬する。

総ビリルビン値が施設
基準値上限の1.5倍超
又はAST/ALTが施設
基準値上限の2.5倍超注1）

点滴投与を中断し、副腎皮質ステロイド、抗ヒスタミン剤の
投与等の適切な処置を行う。
重症度に応じ、投与を再開できる。
重篤なinfusion reactionの場合は、投与を中止する。

infusion reaction

投与前に、グレード1又は本剤による治療開始前のグレード
になるまで休薬する。

グレード2注2）以上の
非血液毒性

用量調節副作用による休薬期間
同一サイクル内で、次回の投与を延期する。（投与間隔は6日
間以上あけること）
同一サイクル内で、次回の投与を行わない。
初回発現：次サイクルの各投与量を25%減量する。
1サイクルの各投与量を25%減量した後の発現：次の1サイク
ルあたりの投与回数を2回にする。
1サイクルの投与回数を2回とした後の発現：投与を中止する。
投与中止を考慮する。

7日以上

14日以上

28日超 

7日未満

一 般

承 認 番 号
承 認 年 月
薬 価 基 準 収 載 年 月
販 売 開 始 年 月
国 際 誕 生 年 月
再 審 査 期 間

23000AMX00021

2018年1月

2018年4月

2018年4月

2017年6月

10年（2028年1月満了）

7.1 1サイクル目の期間は原則21日間とするが、寛解（血球数の回復の有無を問わない）が
得られた場合は、28日間まで延長できる。また、寛解（血球数の回復の有無を問わない）
が得られた場合、2サイクル目以降の1日目の投与量は、イノツズマブ オゾガマイシン

（遺伝子組換え）として0.5mg/m2（体表面積）とすること。なお、骨髄中の芽球が5％未
満で、末梢血中の白血病芽球及び髄外病変が消失した場合に、寛解（血球数の回復の有
無を問わない）が得られたと判断すること。

7.2 本剤の投与サイクル数は、以下のとおりとする。
7.2.1 HSCTの施行を予定している場合

投与サイクル数の増加に応じてHSCT施行後のVOD/SOSの発現リスクが高まるおそ
れがあるので、本剤の効果が得られる最小限のサイクル数とすること。治療上やむを得
ないと判断される場合を除き、3サイクル終了までに投与を中止すること。［1.2、5.3、
8.1、9.1.1、9.3.1、9.8、11.1.1、15.1.1参照］

7.2.2 HSCTの施行を予定していない場合
6サイクルまで投与を繰り返すことができる。ただし、3サイクル終了までに本剤の効果
が得られない場合には、投与を中止すること。

7.3 本剤を7サイクル以上投与した際の有効性及び安全性は確立していない。
7.4 副作用により本剤を休薬、減量、中止する場合には、以下の基準を考慮すること。なお、

減量を行った場合は、再度増量しないこと。

7.5 infusion reactionを軽減させるために、副腎皮質ステロイド、解熱鎮痛剤又は抗ヒス
タミン剤の前投与を考慮すること。［11.1.5参照］

7.6 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。

21.　承認条件

15.　その他の注意

14.　適用上の注意9.　特定の背景を有する患者に関する注意

11.　副作用

22.　包装

21.1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。 
21.2 国内での治験症例が極めて限られていることから、製造販売後、一定数の症例に係

るデータが集積されるまでの間は、全症例を対象に使用成績調査を実施することによ
り、本剤使用患者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性に関する
データを早期に収集し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。

14.1 薬剤調製時の注意 
14.1.1 本剤は光の影響を受けやすいため、調製時は光（紫外線）を避けること。
14.1.2 本剤は、無菌的に調製を行うこと。
14.1.3 溶解方法

（1） 1バイアルに日局注射用水4mLを加え、ゆっくりと回転させながら混和する。振とう
は避けること。

（2） 溶解後に粒子や変色がないことを目視により確認すること。溶解後の液（調製後溶液：
濃度0.25mg/mL）は無色澄明～わずかに濁っており、変色や異物が認められる場合は使
用しないこと。

（3） 本剤は保存剤を含有していないため、溶解後は速やかに使用すること。速やかに使用
できない場合は、凍結を避け、2～8℃で遮光保存し、4時間以内に使用すること。

14.1.4 希釈方法
（1） 溶解から希釈は4時間以内に行うこと。
（2） 患者の体表面積より計算した必要量をバイアル（調製後溶液：濃度0.25mg/mL）から

抜きとり、総液量約50mLとなるように点滴容器（日局生理食塩液）に加える。ゆっくりと
転倒混和し、振とうは避けること。

（3） 点滴容器は、ポリ塩化ビニル（PVC）製、ポリオレフィン製又はエチレン酢酸ビニル
（EVA）製が望ましい。

（4） 希釈後は速やかに使用すること。速やかに使用できない場合は、室温又は、凍結を避け、
2～8℃で遮光保存すること。

14.2 薬剤投与前の注意
14.2.1 希釈液が2～8℃で保存されている場合は、投与約1時間前に室温に戻しておくこと。
14.2.2 ろ過する場合は、ポリエーテルスルホン（PES）製、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）

製又は親水性ポリスルホン（HPS）製のフィルターが望ましい。ナイロン製又は合成繊維
素エステル（MCE）製のフィルターは使用しないこと。

14.3 薬剤投与時の注意
14.3.1 本剤は光の影響を受けやすいため、投与時は光（紫外線）を避けること。
14.3.2 点滴ラインは、ポリ塩化ビニル（PVC）製、ポリオレフィン製又はポリブタジエン製が

望ましい。他剤との混注はしないこと。
14.3.3 溶解から投与終了迄は8時間以内とすること。未使用の調製後溶液及び投与後の

残液等は適切に廃棄すること。

2021年4月改訂（第1版）●警告・禁忌を含む使用上の注意の改訂に十分ご留意ください。
●詳細は添付文書をご覧ください。

1バイアル
5%以上 2～5%未満

消化器 便秘悪心、嘔吐、下痢、腹痛

精神・神経 不眠症、味覚異常
皮膚 そう痒症
その他 無力症疲労、頭痛、発熱

代謝 低カリウム血症、低アルブミン血症、
高尿酸血症

食欲減退

9.1 合併症・既往歴等のある患者 
9.1.1 HSCT施行歴のある患者

VOD/SOSの発現リスクが高くなるおそれがある。［1.2、5.3、7.2.1、8.1、9.3.1、9.8、
11.1.1、15.1.1参照］

9.1.2 感染症を合併している患者
骨髄抑制により感染症が増悪するおそれがある。［8.2、11.1.2、11.1.3参照］

9.1.3 末梢血芽球数が10,000/μLを超える患者
本剤による治療前に、ヒドロキシカルバミド、副腎皮質ステロイド、ビンクリスチン等
を投与し、末梢血芽球数を10,000/μL以下にすることが望ましい。

9.3 肝機能障害患者
9.3.1 肝疾患のある又はVOD/SOSの既往歴のある患者

肝疾患が増悪する又はVOD/SOSの発現リスクが高くなるおそれがある。［1.2、7.2.1、
8.1、9.1.1、9.8、11.1.1参照］

9.4 生殖能を有する者
妊娠可能な女性及びパートナーが妊娠する可能性のある男性は、本剤投与中及び最終投
与後一定期間は、適切な避妊を行うよう指導すること。［9.5参照］

9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、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。動物試験（ラット）において、臨床曝露量の1.0倍の曝
露量で胚・胎児毒性（胚・胎児の死亡、上腕骨肥厚、肩甲骨奇形及び尺骨奇形）が認められ、
1.4倍の曝露量で胚吸収率の高値が認められている。また、マウスにおいて遺伝毒性が
認められている。［9.4参照］

9.6 授乳婦
授乳しないことが望ましい。本剤又はその代謝物の母乳中への移行は不明である。なお、
ヒトIgGは母乳中へ移行することが知られている。

9.7 小児等
小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者
患者の状態を確認しながら慎重に投与すること。高齢者ではHSCT施行後のVOD/SOSの
発現リスクが高くなるおそれがある。［1.2、5.3、7.2.1、8.1、9.1.1、9.3.1、11.1.1、
15.1.1参照］

次の副作用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
は投与を中止するなど適切な処置を行うこと。 

11.1 重大な副作用
11.1.1 肝障害

VOD/SOS（2.4％）、γ-GTP増加（12.8％）、AST増加（10.4％）、高ビリルビン血症（10.4％）、
ALT増加（8.5％）、血中アルカリホスファターゼ増加（5.5％）等があらわれることがある。

［1.2、7.2.1、8.1、9.1.1、9.3.1、9.8参照］
11.1.2 骨髄抑制

好中球減少（39.0％）、血小板減少（34.8％）、白血球減少（24.4％）、貧血（22.6％）、発熱
性好中球減少症（14.0％）、リンパ球減少（12.8％）、汎血球減少症（0.6％）等があらわれ
ることがある。［8.2、9.1.2参照］

11.1.3 感染症
肺炎（2.4％）、敗血症（1.8％）、敗血症性ショック（1.2％）等があらわれることがある。

［9.1.2参照］
11.1.4 出血

鼻出血（3.7％）、消化管出血（1.2％）等があらわれることがある。
11.1.5 infusion reaction 

発熱、発疹、悪寒、低血圧等を含むinfusion reaction（17.1％）があらわれることがある。
多くの場合は、初回投与時に発現が認められたが、2回目以降の投与時にも認められてい
る。異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置（副腎皮質ステロイド、
抗ヒスタミン剤の投与等）を行うこと。［7.5参照］

11.1.6 腫瘍崩壊症候群（1.8％）
［8.4参照］

11.1.7 膵炎
膵炎（頻度不明）、リパーゼ増加（6.1％）、アミラーゼ増加（2.4％）等があらわれることが
ある。［8.5参照］

11.2 その他の副作用

15.1 臨床使用に基づく情報 
15.1.1 再発又は難治性のCD22陽性の急性リンパ性白血病患者を対象とした非盲検無作

為化比較試験において、全生存期間の部分集団解析の結果、HSCTが施行された患者集
団において、対照（化学療法）群（n＝33）に対する本剤群（n＝77）のハザード比は1.376

［97.5％信頼区間：0.729, 2.596］）であった。また、HSCT施行100日後までの死亡は、
本剤群で20/77例（26.0％）、対照群で2/33例（6.1％）であった。［5.3、7.2.1、8.1、9.1.1、
9.8参照］

15.1.2 臨床試験において、本剤に対する抗体の産生が報告されている。
15.2 非臨床試験に基づく情報
15.2.1 ラットを用いた反復投与毒性試験において、臨床曝露量の0.2倍以上の曝露量で

精子減少ならびに前立腺及び精嚢の萎縮を伴う精巣変性が認められた。また、ラット及
びサルを用いた反復投与毒性試験において卵巣、子宮、腟又は乳腺の萎縮が認められた。

15.2.2 マウスを用いた小核試験において本剤は染色体異常を誘発した。また、本剤から
遊離する細胞毒性物質であるN-Ac-γ-カリケアマイシン　ジメチルヒドラジド（DMH）
は細菌を用いる復帰突然変異試験において変異原性を示した。

15.2.3 本剤のがん原性試験は実施していないが、ラットを用いた反復投与毒性試験にお
いて、臨床曝露量の0.2倍以上の曝露量で肝臓にオーバル細胞の過形成、変異細胞巣及
び肝細胞腺腫が認められた。また、サルを用いた反復投与毒性試験において、臨床曝露
量の2.9倍の曝露量で1例に変異肝細胞巣が認められた。

製造販売

文献請求先及び製品の問い合わせ先：
製品情報センター　学術情報ダイヤル　0120-664-467
https://pfizerpro.jp/（PfizerPro）にも製品関連情報を掲載

販売情報提供活動に関するご意見：
0120-407-947
https://www.pfizer.co.jp/pfizer/contact/index.html


