
ボシュリフの副作用マネジメント
発疹、中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑

記載されている薬剤の使用にあたっては、最新の添付文書をご確認ください。

1. 警告
本剤は、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
のみ投与すること。また、本剤による治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び
危険性を十分に説明し、同意を得てから投与を開始すること。

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2.2 妊婦又は妊娠している可能性のある女性［9.5参照］ 

＊21. 承認条件

医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

22. 包装

50錠［10錠（PTP）×5］

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意
PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、
硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発すること
がある。

11. 副作用

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 肝炎（0.5%）、肝機能障害（32.2%）
肝炎、AST、ALT、γ-GTP、ビリルビン等の上昇を伴う肝機能障害等があらわれることがある。
［8.1参照］

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 ショック、アナフィラキシー（頻度不明）
アナフィラキシーを含む過敏症があらわれることがある。

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（0.1%）、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%）
11.1.11 腎不全（0.3%）
［8.4参照］

11.1.12 肺高血圧症（0.2%）
異常が認められた場合には投与を中止するとともに、他の病因（胸水、肺水腫等）との鑑別診断を実
施した上で、適切な処置を行うこと。

11.1.13 腫瘍崩壊症候群（0.3%）
異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置（生理食塩液、高尿酸血症治療剤の投与、
透析等）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すること。［8.8参照］

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%）
注）グレード3以上の副作用

11.2 その他の副作用10. 相互作用

本剤は主にCYP3A4で代謝される。［16.4参照］
10.2 併用注意（併用に注意すること）

臨床症状・措置方法 機序・危険因子薬剤名等

CYP3A阻害剤
アゾール系抗真菌剤（イトラコナゾール、
ケトコナゾール、フルコナゾール、ボリコ
ナゾール等）
マクロライド系抗生物質（クラリスロマイ
シン、エリスロマイシン等）
HIVプロテアーゼ阻害剤（リトナビル等）
カルシウム拮抗薬（ジルチアゼム塩酸塩、
ベラパミル塩酸塩等）
抗がん剤（イマチニブメシル酸塩等）
アプレピタント、トフィソパム、シプロフロ
キサシン等
グレープフルーツ含有食品
［16.7.1、16.7.2参照］

本剤の血中濃度が上昇し、
副作用の発現頻度及び重
症度が増加するおそれが
あるので、CYP3A阻害作
用のない又は弱い薬剤へ
の代替を考慮すること。や
むを得ず併用する際には
本剤の減量を考慮するとと
もに、患者の状態を慎重に
観察し、副作用発現に十
分注意すること。

これらの薬剤等が
CYP3Aの代謝活性
を阻害するため、本
剤の血中濃度が上昇
する可能性がある。

CYP3A誘導剤
フェニトイン、カルバマゼピン、リファンピ
シン、リファブチン、フェノバルビタール、
ボセンタン、エファビレンツ、モダフィニ
ル、エトラビリン等
セイヨウオトギリソウ含有食品
［16.7.3参照］

本剤の血中濃度が低下
し、本剤の有効性が減弱
するおそれがあるので、
CYP3A誘導作用のない
又は弱い薬剤への代替を
考慮すること。

これらの薬剤等が
CYP3Aの代謝活性
を誘導するため、本
剤の血中濃度が低下
する可能性がある。

胃内pHに影響を及ぼす薬剤
プロトンポンプ阻害剤（ランソプラゾール
等）

［16.7.4参照］

本剤の血中濃度が低下
し、本剤の有効性が減弱
するおそれがあるので、プ
ロトンポンプ阻害剤との
併用は可能な限り避ける
こと。

これらの薬剤等が胃
内pHをあげるため、
本剤の吸収が低下
し、血中濃度が低下
する可能性がある。

＊2020年6月改訂（第1版、効能変更、用量変更）

●詳細は添付文書をご参照ください。
●警告・禁忌を含む使用上の注意の改訂に十分ご注意ください。

皮膚

精神
神経系

循環器
感染症

感覚器

呼吸器

心血管系

発 疹（25.5%）、
そう痒症（7.0%）

頭痛（8.7%）

丘疹、皮膚乾燥、ざ瘡、
紅斑、脱毛症、蕁麻疹、
皮膚病変

浮動性めまい、味覚異常、
不眠症

浮腫、高血圧

呼吸器感染、毛包炎

眼部腫脹

呼吸困難、咳嗽

リンパ球減少

便秘、消化不良、腹部膨
満、腹部不快感、鼓腸、
胃炎、口内炎

低リン酸血症、カリウム減
少、カルシウム減少

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

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

気管支炎、感染、帯状疱疹、膀胱炎、
百日咳、癜風

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

口腔咽頭痛、発声障害、呼吸不全、
鼻閉、鼻漏

心膜炎、心拡大、心室性期外収縮、
僧帽弁閉鎖不全症

消化器 下痢（77.1%）、
悪心（37.3%）、
嘔吐（28.0%）、
腹痛（22.8%）

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

末梢冷感

代謝

膵臓

腎臓

筋骨格系

その他

食欲減退
（9.6%）

リパーゼ増加
（8.5%）

疲労（13.4%）、
発熱（6 .2%）、
無力症（5.3%）

アミラーゼ増加

クレアチニン増加、尿酸
増加

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

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

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

腎機能障害、BUN増加、尿中蛋白
陽性、尿中糖陽性、尿比重異常

アミラーゼ減少

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

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

5%以上 1～5%未満 1%未満

血液 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
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製造販売（輸入）

文献請求先及び問い合わせ先：製品情報センター
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　　はじめに

本資材は、ボシュリフの適正な投与の推進と投与患者における安全性確保

の一助としていただくために、第1部では日常診療において比較的遭遇

する発疹について、第2部ではまれに遭遇する中毒性表皮壊死融解症、

皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑について、マネジメント方法を紹介して

います。

ボシュリフの使用に際しましては、最新の添付文書を熟読の上、適正な

ご使用をお願いいたします。

「効能又は効果」、「効能又は効果に関連する注意」、「用法及び用量」、「用法
及び用量に関連する注意」、「警告・禁忌を含む使用上の注意」は、最新の添
付文書でご確認ください。
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第1部
発疹
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副作用名

パート1 パート2 パート1
パート2 パート2

合計

（N=63）

2次治療 2次治療 2次治療 3次治療

ボシュリフ
400mg/日群
（N=7）

ボシュリフ
500mg/日群
（N=7）

ボシュリフ
600mg/日群
（N=3）

慢性期CML
ボシュリフ

500mg/日群
（N=28）

移行期・急性
転化期CML
ボシュリフ

500mg/日群
（N=7）

合計
（N=52）

CML
ボシュリフ

500mg/日群
（N=11）

皮膚および
皮下組織障害 4（57.1） 5（71.4） 3（100） 24（85.7） 3（42.9） 39（75.0） 6（54.5） 45（71.4）

　ざ瘡 1（14.3） 0 0 3（10.7） 0 4（7.7） 0 4（6.3）

　脱毛症 0 0 0 2（7.1） 0 2（3.8） 0 2（3.2）

　薬疹 0 0 0 2（7.1） 0 2（3.8） 0 2（3.2）

　皮膚乾燥 1（14.3） 0 0 0 1（14.3） 2（3.8） 1（9.1） 3（4.8）

　湿疹 1（14.3） 1（14.3） 0 2（7.1） 0 4（7.7） 0 4（6.3）

　皮脂欠乏性湿疹 0 0 1（33.3） 1（3.6） 0 2（3.8） 0 2（3.2）

　紅斑 0 1（14.3） 0 1（3.6） 0 2（3.8） 0 2（3.2）

　結節性紅斑　 0 0 0 0 0 0 1（9.1） 1（1.6）

　全身紅斑 0 0 0 0 0 0 1（9.1） 1（1.6）

　皮下出血 0 0 0 1（3.6） 0 1（1.9） 0 1（1.6）

　過角化 0 0 0 1（3.6） 0 1（1.9） 1（9.1） 2（3.2）

　白斑 1（14.3） 1（14.3） 0 1（3.6） 0 3（5.8） 0 3（4.8）

　汗疹 0 0 0 1（3.6） 0 1（1.9） 0 1（1.6）

　寝汗 1（14.3） 0 0 0 0 1（1.9） 0 1（1.6）

　爪破損 0 0 0 1（3.6） 0 1（1.9） 0 1（1.6）

　手掌・足底発赤知覚不全症候群 0 0 0 0 1（14.3） 1（1.9） 0 1（1.6）

　丘疹 0 0 0 1（3.6） 0 1（1.9） 0 1（1.6）

　光線過敏性反応 1（14.3） 0 0 0 0 1（1.9） 2（18.2） 3（4.8）

　色素沈着障害 0 0 0 2（7.1） 0 2（3.8） 0 2（3.2）

　そう痒症 1（14.3） 1（14.3） 0 4（14.3） 0 6（11.5） 0 6（9.5）

　発疹 1（14.3） 4（57.1） 3（100） 16（57.1） 2（28.6） 26（50.0） 4（36.4） 30（47.6）

　脂漏性皮膚炎 1（14.3） 0 0 4（14.3） 0 5（9.6） 0 5（7.9）

　皮膚色素過剰 0 0 0 1（3.6） 0 1（1.9） 0 1（1.6）

　皮膚色素減少 0 0 0 1（3.6） 0 1（1.9） 0 1（1.6）

　蕁麻疹 1（14.3） 0 0 0 0 1（1.9） 0 1（1.6）

　乾皮症 1（14.3） 0 0 0 0 1（1.9） 0 1（1.6）

データカットオフ：2015年8月12日　MedDRA/J ver. 18.0 器官別大分類および基本語にて集計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発現例数（%）
CML：慢性骨髄性白血病

国内第Ⅰ/Ⅱ相試験（B1871007試験）において0.5％以上に認められた
因果関係を否定できない皮膚障害関連副作用発現状況

表1

ボシュリフの国内第Ⅰ/Ⅱ相試験における安全性評価対象症例63例において報告された因果関係を否定できな
い皮膚障害関連の副作用発現状況を表1、2に示します。また、海外第Ⅰ/Ⅱ相試験の安全性評価対象症例570例
における因果関係を否定できない皮膚障害関連の副作用発現状況を表3、4に、発現時期を表5に示します。

臨床試験における皮膚障害の発現状況1）1
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表2 国内第Ⅰ/Ⅱ相試験（B1871007試験）において0.5％以上に認められた
因果関係を否定できない皮膚障害関連副作用発現状況（グレード3/4）

表3 海外第Ⅰ/Ⅱ相試験（B1871006試験）において0.5％以上に認められた
因果関係を否定できない皮膚障害関連副作用発現状況

副作用名

パート1 パート2 パート1
パート2 パート2

合計

（N=63）

2次治療 2次治療 2次治療 3次治療

ボシュリフ
400mg/日群
（N=7）

ボシュリフ
500mg/日群
（N=7）

ボシュリフ
600mg/日群
（N=3）

慢性期CML
ボシュリフ

500mg/日群
（N=28）

移行期・急性
転化期CML
ボシュリフ

500mg/日群
（N=7）

合計
（N=52）

CML
ボシュリフ

500mg/日群
（N=11）

皮膚および
皮下組織障害 0 0 0 8（28.6） 0 8（15.4） 0 8（12.7）

　薬疹 0 0 0 1（3.6） 0 1（1.9） 0 1（1.6）

　発疹 0 0 0 7（25.0） 0 7（13.5） 0 7（11.1）

慢性期CML
2次治療

（N=284）

慢性期CML
3次治療
（N=119）

移行期・急性転化期CML
Ph（+）ALL
（N=167）

合計
（N=570）

皮膚および
皮下組織障害 130（48.9） 48（40.3） 53（31.7） 240（42.1）

　発疹 90（31.7） 26（21.8） 42（25.1） 158（27.7）

　そう痒症 21（7.4） 12（10.1） 5（3.0） 38（6.7）

　皮膚乾燥 13（4.6） 4（3.4） 3（1.8） 20（3.5）

　紅斑 7（2.5） 2（1.7） 4（2.4） 13（2.3）

　皮膚病変 8（2.8） 2（1.7） 2（1.2） 12（2.1）

　ざ瘡 8（2.8） 1（0.8） 2（1.2） 11（1.9）

　脱毛症 7（2.5） 3（2.5） 0 10（1.8）

　蕁麻疹 5（1.8） 3（2.5） 1（0.6） 9（1.6）

　そう痒性皮疹 3（1.1） 0 2（1.2） 5（0.9）

　皮膚炎 2（0.7） 2（1.7） 0 4（0.7）

　アレルギー性皮膚炎 2（0.7） 2（1.7） 0 4（0.7）

　剥脱性発疹 3（1.1） 0 1（0.6） 4（0.7）

　多汗症 2（0.7） 1（0.8） 1（0.6） 4（0.7）

　丘疹 4（1.4） 0 0 4（0.7）

　紅斑性皮疹 3（1.1） 1（0.8） 0 4（0.7）

　全身性皮疹 1（0.4） 2（1.7） 1（0.6） 4（0.7）

　皮膚色素過剰 2（0.7） 2（1.7） 0 4（0.7）

　寝汗 1（0.4） 2（1.7） 0 3（0.5）

　点状出血 2（0.7） 1（0.8） 0 3（0.5）

　斑状皮疹 1（0.4） 1（0.8） 1（0.6） 3（0.5）

　皮膚変色 2（0.7） 0 1（0.6） 3（0.5）

　皮膚剥脱 3（1.1） 0 0 3（0.5）

　皮膚色素減少 2（0.7） 0 1（0.6） 3（0.5）

データカットオフ：2015年8月12日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発現例数（%）
MedDRA/J ver. 18.0 器官別大分類および基本語にて集計

データカットオフ：2015年11月23日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発現例数（%）
MedDRA/J ver. 18.0 器官別大分類および基本語にて集計
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表4 海外第Ⅰ/Ⅱ相試験（B1871006試験）において0.5％以上に認められた
因果関係を否定できない皮膚障害関連副作用発現状況（グレード3/4）

慢性期CML
2次治療

（N=284）

慢性期CML
3次治療
（N=119）

移行期・急性転化期CML
Ph（+）ALL
（N=167）

合計
（N=570）

皮膚および
皮下組織障害 29（10.2） 7（5.9） 7（4.2） 43（7.5）

　発疹 24（8.5） 3（2.5） 4（2.4） 31（5.4）

　そう痒症 2（0.7） 1（0.8） 0 3（0.5）

　全身性皮疹 0 2（1.7） 1（0.6） 3（0.5）

慢性期CML
2次治療

（N=284）

慢性期CML
3次治療
（N=119）

移行期・急性転化期CML
Ph（+）ALL
（N=167）

合計
（N=570）

発現までの期間（日）※2

発現例数 125 37 55 217

中央値
（範囲）

22.0
（1～1786）

22.0
（3～1324）

24.0
（1～776）

22.0
（1～1786）

累積持続期間（日）※3

消失例数 123 35 52 210

中央値
（範囲）

32.0
（1～1622）

30.0
（1～1634）

20.5
（1～770）

29.0
（1～1634）

データカットオフ：2015年11月23日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発現例数（%）
MedDRA/J ver. 18.0 器官別大分類および基本語にて集計

データカットオフ：2015年10月2日
※1 以下の「皮膚および皮下組織障害」を対象に解析を実施：発疹、紅斑、ざ瘡、皮膚炎、斑状皮疹、アレルギー性皮膚炎、全身性皮疹、紅斑性皮疹、斑状丘疹状皮疹、皮膚刺激、

ざ瘡様皮膚炎、湿疹、皮脂欠乏性湿疹、全身紅斑、間擦疹、手掌紅斑、痒疹、うっ滞性皮膚炎
※2 発現までの期間（日）＝最初の有害事象発現日－ボシュリフ投与開始日＋1日として算出
※3 累積持続期間（日）＝有害事象消失日－有害事象発現日＋1日として算出（他の有害事象を発現した場合は重複した日数を補正）

表5 海外第Ⅰ/Ⅱ相試験（B1871006試験）において報告された発疹※1の発現時期

● 第Ⅰ相、第Ⅱ相、および第Ⅲ相試験でボシュリフを投与した患者において、発疹、斑状丘疹状皮疹、斑状皮疹、丘疹性
皮疹、そう痒性皮疹、全身性皮疹を含む発疹の発現が認められました。

● 臨床試験で報告された発疹の多くは、軽度から中等度でした。
● 国内第Ⅰ/Ⅱ相試験（B1871007試験）における安全性評価対象症例63例および海外第Ⅰ/Ⅱ相試験（B1871006
試験）の安全性評価対象症例570例における、0.5％以上に認められた因果関係を否定できない皮膚障害関連の
副作用発現状況は、全体でそれぞれ71.4％および42.1％でした。また、グレード3/4 については、全体でそれぞれ
12.7%および7.5%でした。

図1 ボシュリフ投与による発疹例（外国人症例）

提供：Carlo Gambacorti-Passerini先生（イタリア）
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（1） 重症度の分類
「Common Terminology Criteria for Adverse Events （CTCAE） ver.4.0」2）では、斑状丘疹状皮疹の
重症度を表6のように分類しています。

表6 重症度分類（CTCAE v4.0 - JCOG）

対策

グレード1 グレード2 グレード3 グレード4

斑状丘疹状皮疹a）

症状（例：そう痒、熱感、
ひきつれ）の有無は
問わない、体表面積の
＜10％を占める斑状
疹/丘疹

症状（例：そう痒、熱
感、ひきつれ）の有無は
問わない、体表面積の
10～30％を占める
斑状疹/丘疹；身の回
り以外の日常生活動
作の制限

症状の有無は問わな
い、体表面積 の ＞
30％を占める斑状疹
/丘疹；身の回りの日
常生活動作の制限

―

2

a） 斑状疹（平坦な）および丘疹（隆起した）がある。麻疹状の発疹としても知られている、最もよくみられる皮膚の有害事象で、体幹上部に求心的に広がり、そう痒を伴う。

JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ）：有害事象共通用語規準v4.0日本語訳JCOG版（CTCAE v4.0 - JCOG） 2017年3月10日版より作成 
http://www.jcog.jp/doctor/tool/CTCAEv4J_20170310.pdf　2017/7/25 参照
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（2） 対策
1）患者への説明
● 健康な皮膚の状態を維持するために、バランスのよい食事と十分な水分補給（可能であれば1日あたり2～3L以上※）
を行うよう指導してください3）。

● 皮膚の乾燥を避けるため、保湿剤（例：尿素クリーム・ローション、ヘパリン類似物質製剤、ハンドクリームなど）を
使用するなどのケアを推奨してください。

● 基本的な皮膚のケアを推奨するとともに、脱水や軟膏（例：石油や鉱物油を原料とするもの）、界面活性剤を含む
石鹸、気泡剤、消臭芳香剤・制汗剤、香水・香り付きクリームなど皮膚を刺激するような物質を極力避けるよう注意
を促してください。

● 中性石鹸の使用や、肌を締めつけない軽い綿素材の衣服の着用を勧めてください4）。
● 日焼けを避けるため、日陰を選んで歩く、日傘をさす、服装に注意するなど、日光への曝露に注意を促してください。
　 ※ 必要な水分摂取量は、飲料水またはその他飲料に含まれる水分、および食事に含まれる水分の総摂取量

2）対処
● BCR-ABLチロシンキナーゼ阻害により誘発される発疹の多くは、抗ヒスタミン薬や外用療法（皮膚軟化剤や
ステロイド外用薬など）により対応が可能です5、6）。

● 発疹が軽度で、さらに内臓疾患の併存がない場合には、上述の対応を行い、ボシュリフを減量・休薬して、注意
深く経過を観察してください。

● 中等度から重度の発疹が認められた場合には、ボシュリフの投与を中止するとともに1）、短時間作用型の全身
性ステロイド薬による治療を考慮してください5、6）。

● 薬物療法（外用薬または全身性）の投与を実施する際には、皮膚科専門医へ相談することを考慮してください。
● 発疹が回復した場合は、ボシュリフの再投与が可能です。再投与する際は減量から開始することを考慮し、患者の
状態を観察しながら再増量を検討してください。　
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提供：秋田大学大学院医学系研究科 血液・腎臓・膠原病内科学講座 教授 髙橋 直人 先生

図2 臨床経過

図3 ボシュリフ投与開始後9ヵ月目に出現した発疹

 
 

発疹 

抗アレルギー薬

ステロイド外用薬

非ステロイド抗炎症薬

グレード1  

9 10 （月）

 

 

フェキソフェナジン120mg/日

 

 

ウフェナマート（頓用）

  

 

デプロドンプロピオン（頓用）

クロベタゾン（頓用）

ボシュリフ
400mg/日

ボシュリフ 200mg/日

手甲部や頸部など露出部位での発疹が認められた。

 国内症例1 　（図2）

50代女性、慢性期CML。合併症なし。
ボシュリフの用量400mg/日にて治療中、投与開始後9ヵ月目にグレード1の発疹の発現を認めた（図3）。ボシュリフ
を一時休薬し、抗アレルギー薬（フェキソフェナジン120mg/日）による治療を行った。発疹は軽快したがそう痒感が
残り、近隣の皮膚科を受診した。処方されたステロイド外用薬（デプロドンプロピオン、クロベタゾン）および非ステロイ
ド抗炎症薬（ウフェナマート）の塗布により、そう痒感も消失した。休薬2週間後、ボシュリフの用量200mg/日にて投
与を再開した。抗アレルギー薬の併用により発疹はほぼ消失した。

「効能又は効果」、「用法及び用量」、「警告・禁忌を含む使用上の注意」、「用法及び用量に関連する使用上の注意」
および「副作用」の詳細は、D.I.頁をご参照ください。
本剤の承認された用法及び用量は「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。」です。
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 国内症例2 　（図4）

30代女性、慢性期CML。
ボシュリフ500mg/日にて治療中、投与開始後12ヵ月目にグレード1の発疹の発現を認めた。環状で白色の丘疹状発
疹で（図5）、そう痒感などの自覚症状もなかったことから、ボシュリフの投与を継続し経過を観察した。皮膚の色素沈着
に対するビタミンC（アスコルビン酸）製剤600mg/日の内服と、ベタメタゾン製剤の塗布を行った。発疹は完全には
消失していないものの、ごく軽度のまま落ち着いているため、ボシュリフの用量500mg/日にて治療継続中である。

図4 臨床経過

図5 ボシュリフ投与開始後12ヵ月目に出現した発疹

発疹
 

ビタミンC製剤 
 

ステロイド外用薬 

1312

ベタメタゾン製剤（頓用）

アスコルビン酸600mg/日

            

（月）

グレード1

ボシュリフ 500mg/日

ボシュリフをはじめとするTKI治療中に重篤な発疹が出現した際には、背景に肝機能低下や粘膜障害が潜んでいる
可能性があるため、注意が必要である。このような内臓障害がなく、グレード1あるいは2の軽度の発疹のみを認める場
合には、抗アレルギー薬やステロイド外用薬による治療を行いながら、ボシュリフは減量・休薬のみで継続することが可
能であった。また、他の皮膚疾患との鑑別が困難な場合、できるだけ皮膚科専門医を受診するのが望ましい。ボシュリフ
の減量・休薬により発疹が軽快するようであれば、薬疹と確定できるため、その後の再投与は患者のリスク・ベネフィッ
トを考慮して判断する。ボシュリフによる発疹は発現時期により異なる特徴がみられ、国内症例1、2のように、投与開始
後半年以降に発現する症例では、軽度かつ限局的な発現パターンを呈することが多い。こうした症例では、腕や首な
ど日光に当たる部位に出現することが多く、ざらざらとした皮膚乾燥様の症状を呈することから、日光への曝露に注意す
るよう指導することも必要と考える。一方、ボシュリフ投与開始後3ヵ月以内の早期に発現する症例では、グレード3以
上の中等度から重度の全身性発疹を認める症例もある。ボシュリフの減量・休薬でもコントロールできない場合は投
与を中止し、他の薬剤への切り替えを検討する必要がある。当科においては、多くの症例は軽症の前者のパターンで、
ボシュリフ投与中止にまで至る症例は少ない。以上のように、ボシュリフの発疹には大きく2つのタイプが存在し、それ
ぞれが異なる発現機序であることが推察される。

秋田大学大学院医学系研究科 血液・腎臓・膠原病内科学講座 教授 髙橋 直人 先生

提供：秋田大学大学院医学系研究科 血液・腎臓・膠原病内科学講座 教授 髙橋 直人 先生

環状で白色の丘疹状発疹が認められた。そう痒感はなし。

発疹に対する考察
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ボシュリフの副作用マネジメント第2部 中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑

12

（1） 重症度の分類
「Common Terminology Criteria for Adverse Events （CTCAE） ver.4.0」2）では、TEN、SJS、多形
紅斑の重症度を表7のように分類しています。

表7 重症度分類（CTCAE v4.0 - JCOG）

対策

グレード1 グレード2 グレード3 グレード4

中毒性表皮壊死
融解症 a）

― ― ―

体表面積の≧30%を
覆う表皮壊死による
症状（例：紅斑、紫斑、
表皮の剥離）

スティーブンス・
ジョンソン症候群b）

― ―

体表面積の＜10%を
占める表皮壊死による
症状（例：紅斑、紫斑、
粘膜剥離）

体表面積の10～30%
を占める表皮壊死に
よる症状（例：紅斑、
紫斑、粘膜剥離）

多形紅斑c）

虹彩様皮疹が体表面
積の＜10%を占め、
皮膚の圧痛を伴わない

虹彩様皮疹が体表面
積の10～30%を占
め、皮膚の圧痛を伴う

虹彩様皮疹が体表面
積の＞30%を占め、
口腔内や陰部のびら
んを伴う

虹彩様皮疹が体表面
積の＞30%を占め、
水分バランスの異常
または電解質異常を
伴う；ICUや熱傷治療
ユニットでの処置を要
する

2

a） 体表面積の30%を超える体皮の真皮からの剥離。この症候群は皮膚と粘膜における複合的な過敏症と考えられている。
b） 通常は体表面積の10%未満の体皮の真皮からの剥離。この症候群は皮膚と粘膜における複合的な過敏症と考えられている。
c） 中心部は暗赤色で同心円状に辺縁は鮮紅色を呈する矢の的のような斑状病変。

JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ）：有害事象共通用語規準v4.0日本語訳JCOG版（CTCAE v4.0 - JCOG） 2017年3月10日版より作成
http://www.jcog.jp/doctor/tool/ CTCAEv4J_20170310.pdf　2017/6/26 参照

製造販売後、ボシュリフとの関連が疑われる中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）
1例、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群：SJS）4例、多形紅斑4例の重篤な症例が報告されています
（2017年4月6日時点）。

発現状況1



ボシュリフの副作用マネジメント第2部 中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑

13

表8 スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の重症度分類

1 粘膜疹

眼病変 結膜充血 1

偽膜形成 1

眼表面の上皮欠損（びらん） 1

視力障害 1
＊慢性期所見         

ドライアイ 1

口唇・口腔内病変 口腔内広範囲に血痂、出血を伴うびらん 1

口唇の血痂、出血を伴うびらん 1

広範囲に血痂、出血を伴わないびらん 1

陰部びらん 1

2 皮膚の水疱、びらん

30％以上 3

10～30％ 2

10%未満 1

3 38℃以上の発熱 1

4 呼吸器障害 1

5 表皮の全層性壊死性変化 1

6 肝機能障害（ALT＞100 IU/L） 1

　評価

6点未満　中等症

6点以上　重症　ただし、以下はスコアに関わらず重症と判断する
1） 眼表面（角膜・結膜）の上皮欠損（びらん）、あるいは偽膜形成が高度なもの
2） SJS/TEN に起因する呼吸障害のみられるもの
3） びまん性紅斑進展型TEN

＊ 慢性期の後遺症としての視力障害、ドライアイを指す。急性期所見としては選択しない。

「重症多形滲出性紅斑スティーヴンス・ジョンソン症候群・中毒性表皮壊死症診療ガイドライン」7）では、SJSとTEN
の重症度を表8のように分類しています。

｝

© 重症多形滲出性紅斑ガイドライン作成委員会 : 日皮会誌 126（9） ： 1637, 2016 ［L20170519001］
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表9 早期発見と早期対応のポイント8）

TEN SJS

主要な徴候

● 発熱（38℃以上）
● 粘膜症状（結膜充血、口唇びらん、咽頭痛）
● 多発する紅斑（進行すると水疱・びらんを形成）
を伴う皮疹

● 発熱（38℃以上）
● 粘膜症状（結膜充血、口唇びらん、咽頭痛、
陰部びらん、排尿排便時痛）；まれに粘膜症状
のみを呈することもある

● 多発する紅斑（進行すると水疱・びらんを形成）
を伴う皮疹

全身の発疹が増えるにつれて、眼の炎症も高度に
なり、偽膜形成、眼表面（角膜、結膜）の上皮障害を
伴うようになる。

早期対応の
ポイント

● 可能であれば皮膚生検により早急に確定診断
● 併せて肝・腎機能検査を含む血液検査、呼吸
機能検査等を実施し、全身管理を行う

● 単純ヘルペスやマイコプラズマ抗体価を測定

● 皮膚生検で早急に確定診断
● 併せて肝・腎機能検査を含む血液検査、呼吸
機能検査等を実施し、全身管理を行う

● 単純ヘルペスやマイコプラズマ抗体価を測定

早期発見に
必要な検査

● 血液検査（C反応性蛋白増加、白血球増加、
もしくは白血球減少を含む造血器障害、肝機
能障害、腎機能障害）

● 尿検査（尿蛋白、尿ケトン体、尿潜血、尿糖、
尿ウロビリノーゲン、尿ビリルビン）

● 胸部レントゲン撮影
● 皮膚の病理組織検査（可能であれば迅速病理
組織診断）

● 血液検査（C反応性蛋白増加、白血球増加、
もしくは白血球減少を含む造血器障害、肝機
能障害、腎機能障害）

● 尿検査（尿蛋白、尿潜血）
● 胸部レントゲン撮影
● 皮膚の病理組織検査（可能であれば迅速病
理組織診断）

（2） 早期発見と早期対応のポイント
厚生労働省「重篤副作用疾患別対応マニュアル」の皮膚疾患8）では、早期発見と早期対応のポイントを含め、以下のよ
うな検査を勧めています。

（3） 対策
1）患者への説明
● 発疹の他に以下のような初期症状を認めた場合は、すぐに医師、薬剤師に連絡するよう指導してください。

  初期症状：発熱（38℃以上）、眼の充血、眼分泌物、まぶたの腫れ、目が開けづらい、口唇・陰部のびらん、咽頭痛、　
　　　　　 紅斑など
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2）対処7、8）

● TEN、SJS、多形紅斑が疑われる徴候が認められた場合には、ボシュリフの投与を速やかに中止します。
● TENまたはSJSの診断がついた場合、直ちに患者を入院させ、眼科や呼吸器科などとのチーム医療を行います。

SJSでは、特に、重篤な後遺症を残しやすい眼病変を適切に管理することが重要です。
● 各疾患の治療における重要なポイントは以下のとおりです。

TEN ： 熱傷に準じた治療、補液・栄養管理、感染防止、厳重な眼科的管理
SJS ： 皮疹部および口唇・外陰部粘膜の局所処置、厳重な眼科的管理、補液・栄養管理、感染防止

● TEN、SJSでの炎症反応の抑制には、早期の副腎皮質ステロイド薬の全身療法が第一選択とされています。また、
症例に応じて、血漿交換療法やヒト免疫グロブリン製剤大量静注（IVIg）療法などのその他の治療法の併用が考えら
れており（表10）8）、診療ガイドラインでは図6のような治療アルゴリズムが提示されています7）。

● 治療効果や治療法の切り替えの判定には、5つのカテゴリーに分けられた12の症状を4～7段階のスコアで評価す
る継時的病勢評価スコア表（表11）が推奨されています7）。

表10 治療法8）

ステロイド全身投与
急性期にはプレドニゾロン換算で、中等症は0.5～1mg/kg/日、重症例は1～2mg/kg/日、
最重症例はメチルプレドニゾロン500mg～1g/日（3日間）から開始し、TENでは症状に
応じて適宜漸減、SJSでは効果がみられたら症状に応じて4～7日後に適宜漸減する。

IVIg療法
重篤な感染症の併発が危惧され十分なステロイドが投与されない場合、または重症例でス
テロイド療法との併用療法として、ヒト免疫グロブリン製剤400mg/kg/日を5日間連続
投与する。原則として1 コースのみ施行する。

血漿交換療法

単純血漿交換法と二重膜濾過血漿交換法がある。ステロイド療法で症状の進行がくい止めら
れない重症例、または重篤な感染症がある場合に用いる。週2～3回、連日または隔日で施行
する。2回施行して回復傾向がみられない場合はさらに追加して、合計2週間施行することも
ある。

眼科的局所療法
急性期の眼病変に対しては､眼表面の炎症、瞼球癒着を抑えて眼表面上皮を温存し､眼表面
の二次感染を防止する｡ TENでは特に連日の眼科的局所療法が重要である。

眼表面の消炎

ステロイドの大量全身投与に加えて、眼局所にもステロイドを投与する。0.1％ベタメタゾン
の点眼（1日4回程度）が有効であり、炎症が高度な場合には眼科的後遺症を生ずるリスクが
高いため、0.1％ベタメタゾンの点眼（1日6～8回）に加えて、ベタメタゾン眼軟膏（1日2～4
回程度）を併用する。

感染症予防

初診時に結膜嚢培養あるいは分泌物の塗沫および培養検査を行い、予防的に抗菌点眼薬や
眼軟膏を投与する。菌を検出すれば薬剤感受性を考慮して抗菌薬を変更する。TENまたは
SJSの発症後にはしばしばメシチリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）を検出することに留意
する。

偽膜除去
清潔な綿棒に絡めとるなどの方法で、生じた偽膜を丁寧に除去する（ただし、偽膜は除去する
のが好ましいという意見が現時点では多数をしめるが、その効果については一定の見解がな
いため、完全に除去する必要はない）。

癒着解除 点眼麻酔下に硝子棒を用いて機械的に瞼球癒着を剥離する。

眼圧チェック ステロイドを大量に使用する可能性があるため、手指法で眼圧を適宜チェックする。
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表11 SJSおよびTENの継時的病勢評価スコア表

臨床症状 スコア0 スコア1 スコア2 スコア3 スコア4 スコア5 スコア6

皮膚病変

紅斑の面積 0％ 10％未満 10％以上
20％未満

20％以上
30％未満

30％以上
40％未満

40％以上
50％未満 50％以上

皮膚剥離面積 0％ 5％未満 5％以上
10％未満

10％以上
15％未満

15％以上
20％未満

20％以上
30％未満 30％以上

びらん/
潰瘍部の滲出液 停止/なし 微量 少量 多量 ― ― ―

びらん/
潰瘍部の出血 停止/なし 軽度 中等度 重度 ― ― ―

皮膚/
粘膜の疼痛 なし 少しの痛み かなりの痛み

耐えられない
ほどの痛み

（セデーションを
要す）

― ― ―

口唇/
口腔内病変

血痂/出血/
口腔びらん なし 血痂/出血を

伴わないびらん
口唇のみに血痂/
出血を伴うびらん

口唇・口腔内広
範囲に血痂/出
血を伴うびらん

― ― ―

全身症状

経口摂取
（摂取量のめやす）

問題なし
（80％以上）

食事に手をつ
けるが、少し残す
（50～80%）

食事に手をつける
が半分以上残す
（20～50%）

食事に手を
つけない

（絶食中を含む）
（20%未満）

― ― ―

重症感・倦怠感 なし 軽度 中等度 高度 ― ― ―

発熱 37℃未満 37.0～
37.5℃未満

37.5～
38.5℃未満 38.5℃以上 ― ― ―

眼症状
偽膜形成 なし わずかにあり 存在するが

開瞼可能 開瞼困難 ― ― ―

結膜充血 なし 軽度 中等度 高度 ― ― ―

眼科医診察による
眼科的所見 所見なし 充血のみ 偽膜形成または

眼表面上皮欠損

偽膜形成
および眼表面
上皮欠損

― ― ―

SJS/TENの診断
重症度の評価・基礎疾患の評価

緩徐な進行・中等症
反応不良

進行性・重症 急速進行性・最重症
（重篤な眼障害#）

反応不良
ステロイド増量不可

ステロイド
PSL 0.5～1mg/kg/日

ステロイド
PSL 1.0～1.5mg/kg/日

IVIg療法＊

血漿交換療法＊＊＊

IVIg療法＊

ステロイドパルス療法ステロイドパルス療法

＊＊
＊＊

図6 SJS/TEN治療のアルゴリズム

備考
　＊　   IVIgは原則としてステロイド薬に追加して用いる。
　＊＊    IVIg療法の直後に血漿交換療法は施行しない。
　＊＊＊ 血漿交換療法を施行する場合は、中等量以上のステロイド薬を併用する。
　#      眼障害とは重症度分類 眼病変スコア2以上を指し、眼後遺症回避のために迅速なステロイドパルス療法が推奨される。

© 重症多形滲出性紅斑ガイドライン作成委員会 ： 日皮会誌 126（9） ： 1637, 2016 ［L20170519001］

© 重症多形滲出性紅斑ガイドライン作成委員会 ： 日皮会誌 126（9） ： 1637, 2016 ［L20170519001］



17

ボシュリフの副作用マネジメント第2部 中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑

 国内症例3 　（表12）

ボシュリフの製造販売後に、SJSと報告された症例の経過を以下に示します。

［患者背景］
概要：60代、女性、CML
既往歴：体重増加、浮腫、呼吸困難、不眠症
合併症：狭心症、脂質異常症、高血圧
併用薬：アムロジピン、ジピリダモール、ロスバスタチン、エチゾラム
CMLに対する前治療薬：ニロチニブ、ダサチニブ

投与開始
28日前

投与11日目
（投与中止日）

中止
2日後

中止
23日後

体温（℃） ― 39 ― ―

ALT（IU/L） 15 ― 95 20

AST（IU/L） 21 ― 82 12

WBC（cells/mm3） 6,500 ― 8,100 2,700

BUN（mg/dL） 17.5 ― 52.4 15.0

Cr（mg/dL） 0.97 ― 2.82 0.87

CRP（mg/dL） 0.30 ― 10.20 ＜0.03

日付 経過

投与開始日 ボシュリフ300mg/日の投与を開始。
下痢に対して、ロペラミド1mg（頓服）の投与。

投与2日目 水様便（グレード2）が発現。以降、1回/日程度、水様便が発現。

投与10日目 発疹が出現。

投与11日目
（投与中止日）

発疹が全身に拡大。発熱（39℃）を認めた。
患者自己判断でボシュリフの投与を中止。

中止2日後
入院。顔面を含む全身に紫斑を混ずる紅斑を認めた。
口唇炎を伴い、皮膚科において、「SJS」と診断。皮膚生検は実施せず。
メチルプレドニゾロン1gの投与を開始。

中止5日後 メチルプレドニゾロンからプレドニゾロン（60mg）に変更。発疹の軽減。

中止9日後 プレドニゾロンを40mgに減量。

中止13日後 プレドニゾロンを30mgに減量。

中止24日後 SJSおよび下痢は回復。

不明 退院

表13 臨床検査値

表12 臨床経過

「効能又は効果」、「用法及び用量」、「警告・禁忌を含む使用上の注意」、「用法及び用量に関連する使用上の注意」
および「副作用」の詳細は、D.I.頁をご参照ください。
本剤の承認された用法及び用量は「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。」です。



18

文献

1）ファイザー株式会社 社内資料
2）JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ） ：有害事象共通用語規準v4.0日本語訳JCOG版（CTCAE v4.0 - JCOG） 2017年3月10日版

http://www.jcog.jp/doctor/tool/ CTCAEv4J_20170310.pdf　2017/8/31 参照
3）Sawka, M. N. et al. : Nutr Rev 63 （6 Pt 2） ： S30, 2005 ［L20161031018］
4）National Cancer Institute：Pruritus（PDQ®）-Health professional version.

http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/skin-nail-changes/pruritus-hp-pdq　2017/8/31 参照
5）Marin, D. et al. : Clin Leuk 1（4） ： 229, 2007 ［L20161031016］
6）Robert, C. et al. : Semin Oncol 39（2） ： 227, 2012 ［L20161031017］
7）重症多形滲出性紅斑ガイドライン作成委員会 ： 日皮会誌 126（9） ： 1637, 2016 ［L20170519001］
8）厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル 皮膚（平成29年6月改定）医療関係者の皆様へ
中毒性表皮壊死融解症（中毒性表皮壊死症）
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1a27.pdf　2017/8/31参照
スティーヴンス・ジョンソン症候群
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1a23.pdf　2017/8/31参照

監修

秋田大学大学院医学系研究科 血液・腎臓・膠原病内科学講座 教授  

髙橋 直人  先生



監修

秋田大学大学院医学系研究科 血液・腎臓・膠原病内科学講座 教授  

髙橋 直人  先生

8. 重要な基本的注意

8.1 肝機能障害があらわれることがあるので、投与開始後、最初の2 ヵ月間は2週間毎、3 ヵ月目は
1回、また、患者の状態に応じて肝機能検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。［11.1.1参照］

8.2 骨髄抑制があらわれることがあるので、本剤投与開始前及び本剤投与中は定期的に（投与開始後
最初の1ヵ月間は1週間毎、その後は1ヵ月毎）、また、患者の状態に応じて血液検査（血球数算定等）
を行い、患者の状態を十分に観察すること。［11.1.3参照］

8.3 体液貯留があらわれることがあるので、本剤投与中は体重を定期的に測定する等、患者の状態を
十分に観察すること。［11.1.4参照］

8.4 経時的に腎機能が低下することがあるので、本剤投与開始前及び本剤投与中は腎機能検査を行う
など患者の状態を十分に観察すること。［11.1.11参照］

8.5 心障害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、観察を十分に行うこと。
［11.1.6参照］

8.6 感染症、出血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、観察を十分に行うこ
と。［11.1.7、11.1.8参照］

8.7 Bcr-Ablチロシンキナーゼ阻害剤の投与によりB型肝炎ウイルスの再活性化があらわれること
があるので、本剤投与に先立って肝炎ウイルス感染の有無を確認し、本剤投与前に適切な処置を
行うこと。［9.1.4参照］

8.8 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を行う等、観察
を十分に行うこと。［11.1.13参照］

8.9 浮動性めまい、疲労、視力障害等があらわれることがあるので、このような場合には自動車の運転
等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意させること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 心疾患又はその既往歴のある患者

心疾患が悪化することがある。
9.1.2 QT間隔延長のおそれ又はその既往歴のある患者

QT間隔延長が起こるおそれがある。
9.1.3 他のチロシンキナーゼ阻害剤に不耐容の慢性骨髄性白血病患者

前治療薬の副作用の内容を確認してから投与すること。本剤を投与する際には、慎重に経過観察を
行い、副作用発現に注意すること。前治療薬の投与中止の原因となった副作用と同様の副作用が
起こるおそれがある。

9.1.4 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）
本剤の投与開始後は継続して肝機能検査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。Bcr-Ablチロシンキナーゼ阻害剤の
投与によりB型肝炎ウイルスの再活性化があらわれることがある。［8.7参照］

9.2 腎機能障害患者
9.2.1 中等度又は重度の腎機能障害のある患者

減量を考慮するとともに、患者の状態をより慎重に観察し、有害事象の発現に十分注意すること。
本剤の血中濃度が上昇することがある。［16.6.1参照］

9.3 肝機能障害患者
減量を考慮するとともに、患者の状態をより慎重に観察し、有害事象の発現に十分注意すること。
本剤の血中濃度が上昇することがある。［16.6.2参照］

9.4 生殖能を有する者
妊娠可能な女性に対しては、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投与しないこと。動物試験（ラット、ウサギ）におい
て臨床曝露量と同等以下の曝露量で生存胎児数の減少、催奇形性等が認められた。［2.2、9.4
参照］

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。

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
患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。一般に生理機能が低下していることが多い。

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 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。
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。

＊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。

＊4. 効能又は効果

5. 効能又は効果に関連する注意

1. 警告
本剤は、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投与すること。また、本剤による治療開
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に説明し、同
意を得てから投与を開始すること。

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1  本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2.2  妊婦又は妊娠している可能性のある女性［9.5参照］

和名：ボシュリフ®錠 100mg

洋名：BOSULIF® Tablets

和名：ボスチニブ水和物　　洋名：Bosutinib Hydrate

慢性骨髄性白血病

5.1 染色体検査又は遺伝子検査により慢性骨髄性白血病と診断された患者に使用すること。
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。

日 本 標 準 商 品 分 類 番 号
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

3. 組成・性状

販 売 名

一 般 名

貯法：室温保存　有効期間：4年

血液系の副作用に対する本剤の減量・休薬・中止基準
処置副作用

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

処置副作用

肝トランスアミナーゼが施設正常
値上限5倍超

施設正常値上限の2.5倍以下に回復するまで休薬する。回復
後は1日1回400mgで投与を再開する。
休薬後4週間以内に回復しない場合は投与を中止する。

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。

グレード注）3又は4の下痢 グレード注）1以下に回復するまで休薬する。回復後は、1日1回
400mgで投与を再開する。

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。

874291

22600AMX01314

2014年9月

2014年11月

2014年12月

2012年9月

10年（2024年9月満了）

厚さ
約3.1mm

側面
識別

コード 色調等

有 効 成 分

添 加 剤

1錠中
ボスチニブ水和物103.40mg（ボスチニブとして100mg）

販 売 名

販 売 名

ボシュリフ
錠 100mg

ボシュリフ錠100mg

結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、ポリオキシエチレン（160）
ポリオキシプロピレン（30）グリコール、ポビドン、ステアリン酸マグネシウム、
ポリビニルアルコール（部分けん化物）、酸化チタン、マクロゴール4000、
タルク、黄色三二酸化鉄

黄色のフィルム
コーティング錠

100
Pfizer

外形（ｍｍ）

短径
約5.5mm

下面

長径
約10.6mm

上面

3.1 組成

3.2 製剤の性状

＊

＊

＊

＊

＊



ボシュリフの副作用マネジメント
発疹、中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑

記載されている薬剤の使用にあたっては、最新の添付文書をご確認ください。

1. 警告
本剤は、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
のみ投与すること。また、本剤による治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び
危険性を十分に説明し、同意を得てから投与を開始すること。

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2.2 妊婦又は妊娠している可能性のある女性［9.5参照］ 
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＊21. 承認条件

医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

22. 包装

50錠［10錠（PTP）×5］

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意
PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、
硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発すること
がある。

11. 副作用

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 肝炎（0.5%）、肝機能障害（32.2%）
肝炎、AST、ALT、γ-GTP、ビリルビン等の上昇を伴う肝機能障害等があらわれることがある。
［8.1参照］

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 ショック、アナフィラキシー（頻度不明）
アナフィラキシーを含む過敏症があらわれることがある。

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（0.1%）、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%）
11.1.11 腎不全（0.3%）
［8.4参照］

11.1.12 肺高血圧症（0.2%）
異常が認められた場合には投与を中止するとともに、他の病因（胸水、肺水腫等）との鑑別診断を実
施した上で、適切な処置を行うこと。

11.1.13 腫瘍崩壊症候群（0.3%）
異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置（生理食塩液、高尿酸血症治療剤の投与、
透析等）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すること。［8.8参照］

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%）
注）グレード3以上の副作用

11.2 その他の副作用10. 相互作用

本剤は主にCYP3A4で代謝される。［16.4参照］
10.2 併用注意（併用に注意すること）

臨床症状・措置方法 機序・危険因子薬剤名等

CYP3A阻害剤
アゾール系抗真菌剤（イトラコナゾール、
ケトコナゾール、フルコナゾール、ボリコ
ナゾール等）
マクロライド系抗生物質（クラリスロマイ
シン、エリスロマイシン等）
HIVプロテアーゼ阻害剤（リトナビル等）
カルシウム拮抗薬（ジルチアゼム塩酸塩、
ベラパミル塩酸塩等）
抗がん剤（イマチニブメシル酸塩等）
アプレピタント、トフィソパム、シプロフロ
キサシン等
グレープフルーツ含有食品
［16.7.1、16.7.2参照］

本剤の血中濃度が上昇し、
副作用の発現頻度及び重
症度が増加するおそれが
あるので、CYP3A阻害作
用のない又は弱い薬剤へ
の代替を考慮すること。や
むを得ず併用する際には
本剤の減量を考慮するとと
もに、患者の状態を慎重に
観察し、副作用発現に十
分注意すること。

これらの薬剤等が
CYP3Aの代謝活性
を阻害するため、本
剤の血中濃度が上昇
する可能性がある。

CYP3A誘導剤
フェニトイン、カルバマゼピン、リファンピ
シン、リファブチン、フェノバルビタール、
ボセンタン、エファビレンツ、モダフィニ
ル、エトラビリン等
セイヨウオトギリソウ含有食品
［16.7.3参照］

本剤の血中濃度が低下
し、本剤の有効性が減弱
するおそれがあるので、
CYP3A誘導作用のない
又は弱い薬剤への代替を
考慮すること。

これらの薬剤等が
CYP3Aの代謝活性
を誘導するため、本
剤の血中濃度が低下
する可能性がある。

胃内pHに影響を及ぼす薬剤
プロトンポンプ阻害剤（ランソプラゾール
等）

［16.7.4参照］

本剤の血中濃度が低下
し、本剤の有効性が減弱
するおそれがあるので、プ
ロトンポンプ阻害剤との
併用は可能な限り避ける
こと。

これらの薬剤等が胃
内pHをあげるため、
本剤の吸収が低下
し、血中濃度が低下
する可能性がある。

＊2020年6月改訂（第1版、効能変更、用量変更）

●詳細は添付文書をご参照ください。
●警告・禁忌を含む使用上の注意の改訂に十分ご注意ください。

皮膚

精神
神経系

循環器
感染症

感覚器

呼吸器

心血管系

発 疹（25.5%）、
そう痒症（7.0%）

頭痛（8.7%）

丘疹、皮膚乾燥、ざ瘡、
紅斑、脱毛症、蕁麻疹、
皮膚病変

浮動性めまい、味覚異常、
不眠症

浮腫、高血圧

呼吸器感染、毛包炎

眼部腫脹

呼吸困難、咳嗽

リンパ球減少

便秘、消化不良、腹部膨
満、腹部不快感、鼓腸、
胃炎、口内炎

低リン酸血症、カリウム減
少、カルシウム減少

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

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

気管支炎、感染、帯状疱疹、膀胱炎、
百日咳、癜風

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

口腔咽頭痛、発声障害、呼吸不全、
鼻閉、鼻漏

心膜炎、心拡大、心室性期外収縮、
僧帽弁閉鎖不全症

消化器 下痢（77.1%）、
悪心（37.3%）、
嘔吐（28.0%）、
腹痛（22.8%）

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

末梢冷感

代謝

膵臓

腎臓

筋骨格系

その他

食欲減退
（9.6%）

リパーゼ増加
（8.5%）

疲労（13.4%）、
発熱（6 .2%）、
無力症（5.3%）

アミラーゼ増加

クレアチニン増加、尿酸
増加

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

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

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

腎機能障害、BUN増加、尿中蛋白
陽性、尿中糖陽性、尿比重異常

アミラーゼ減少

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

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

5%以上 1～5%未満 1%未満

血液 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

＊

＊
＊

＊

＊

＊

＊

＊
＊
＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

製造販売（輸入）

文献請求先及び問い合わせ先：製品情報センター


