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このたび、標記製品の「添付文書」の記載内容の一部を改訂しましたのでお知らせいたします。
今後のご使用に際しましては、新しい「添付文書」をご参照くださいますようお願い申し上げます。

改訂の概要（詳細については 2ページ以降をご参照ください。）

◆ 使用上の注意の改訂
1. 重要な基本的注意
インターフェロンγ応答測定（クォンティフェロン）をインターフェロンγ遊離試験に記載整
備しました。
2. 副作用
1）副作用の概要
国内使用成績調査（全例調査）の結果を記載しました。
2） 重大な副作用及びその他の副作用の発現頻度
本剤及び皮下注製剤の国内臨床試験並びに本剤の全例調査の結果により算出しました。

3. その他の注意
本剤の長期投与試験の結果を反映しました。

自主改訂

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報 
No.233」に掲載されます。

流通在庫の関係から改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまで若干の日数が必要ですので、既
にお手元にある製品のご使用に際しましては、この「お知らせ」の内容をご参照いただきますようお願
い申し上げます。

2014年 9 月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。

「使用上の注意」改訂のお知らせ

T細胞選択的共刺激調節剤

アバタセプト（遺伝子組換え）製剤

ブリストル・マイヤーズ株式会社
小野薬品工業株式会社
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使用上の注意の改訂（新旧対比表）

改 訂 後（下線　　　部：改訂箇所） 改 訂 前（　　　部：削除箇所）
2.重要な基本的注意
⑴～⑵　略
⑶　本剤を含む免疫系に影響を及ぼす薬剤におい
て，感染症及び悪性腫瘍に対する宿主の感染防
御機構やワクチン接種に対する応答に影響を及
ぼす可能性があるので，下記の点に注意するこ
と。
1） 感染症
①　略
②　本剤投与に先立って結核に関する十分な問
診及び胸部レントゲン検査に加え，イン
ターフェロンγ遊離試験又はツベルクリン
反応検査を行い，適宜胸部CT検査等を行
うことにより，結核感染の有無を確認する
こと。結核の既往歴を有する場合及び結核
感染が疑われる場合には，結核の診療経験
がある医師に相談すること。以下のいずれ
かの患者には，原則として抗結核薬を投与
した上で，本剤を投与すること。

⑴～⑵　略
⑶　インターフェロンγ遊離試験やツベル
クリン反応検査などの検査により，既
感染が強く疑われる患者

⑷　以下略

2.重要な基本的注意
⑴～⑵　略
⑶　本剤を含む免疫系に影響を及ぼす薬剤におい
て，感染症及び悪性腫瘍に対する宿主の感染防
御機構やワクチン接種に対する応答に影響を及
ぼす可能性があるので，下記の点に注意するこ
と。
1） 感染症
①　略
②　本剤投与に先立って結核に関する十分な問
診，胸部レントゲン検査及びツベルクリン
反応検査を行い，適宜胸部CT検査，イン
ターフェロンγ応答測定（クォンティフェ
ロン）等を行うことにより，結核感染の有
無を確認すること。結核の既往歴を有する
場合及び結核感染が疑われる場合には，結
核の診療経験がある医師に相談すること。
以下のいずれかの患者には，原則として抗
結核薬を投与した上で，本剤を投与するこ
と。
⑴～⑵　略
⑶　ツベルクリン反応検査やインターフェ
ロンγ応答測定（クォンティフェロン）
などの検査により，既感染が強く疑わ
れる患者

⑷　以下略

3.副作用
副作用の概要
＜国内臨床試験＞　略
＜国内使用成績調査（全例調査）＞
市販後に実施した使用成績調査（全例調査）にお
いて，安全性解析対象症例3,985例中614例（15.4％）
に副作用が認められた。主な副作用は，上気道の炎
症47例（1.2％），帯状疱疹39例（1.0％），気管支炎
35例（0.9％），口内炎35例（0.9％），鼻咽頭炎34例
（0.9％）等であった。（2013年 3 月集計時）
＜海外臨床試験＞　略
副作用の発現頻度は，本剤及び皮下注製剤の国内臨
床試験並びに本剤の全例調査の結果により算出し
た。

3.副作用
副作用の概要
＜国内臨床試験＞　略
⇦　追記

＜海外臨床試験＞　略
⇦　追記

【改訂理由】
・重要な基本的注意
近年、インターフェロンγ遊離試験の普及状況及び実臨床の実態に鑑み、本剤投与前に結核検査に
関する記載について「インターフェロンγ応答測定」の記載を「インターフェロンγ遊離試験」に
改訂し、「インターフェロンγ遊離試験」または「ツベルクリン反応検査」を胸部レントゲン検査に
加えて実施していただきますよう記載順を変更しました。

・国内使用成績調査（全例調査）
全例調査の副作用の概要を記載しました。

ブリストル・マイヤーズ株式会社 オレンシア点滴静注用 250mg 改訂のお知らせ 2 ﾍﾟｰｼ（゙14/08/05）
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使用上の注意の改訂（新旧対比表）

改 訂 後（下線　　　部：改訂箇所） 改 訂 前（　　　部：削除箇所）
3.副作用
⑴ 重大な副作用
1） 重篤な感染症：敗血症（0.1％），肺炎（1.0％），
蜂巣炎（0.4％），局所感染（0.1％未満），尿
路感染（0.3％），気管支炎（1.2％），憩室炎
（0.1％未満），急性腎盂腎炎（0.1％未満）等の
重篤な感染症があらわれることがあるので，
患者の状態を十分に観察し，異常が認められ
た場合には，投与中止等の適切な処置を行う
こと。

2） 重篤な過敏症：ショック，アナフィラキシー
様症状（0.1％未満）及び低血圧，蕁麻疹，呼
吸困難等の重篤な過敏症があらわれることが
あるので，観察を十分に行い，このような反
応が認められた場合には速やかに投与を中止
し，適切な処置を行うこと。

3） 間質性肺炎（0.4％）：間質性肺炎があらわれ
ることがあるので，発熱，咳嗽，呼吸困難等
の呼吸器症状に十分注意し，異常が認められ
た場合には，速やかに胸部レントゲン検査，
胸部CT検査及び血液ガス検査等を実施し，
本剤の投与を中止するとともに適切な処置を
行うこと。なお，間質性肺炎の既往歴のある
患者には，定期的に問診を行うなど，注意す
ること。

3.副作用
⑴ 重大な副作用
1）  重篤な感染症：敗血症（0.4％），肺炎（0.9％），
蜂巣炎（0.4％），局所感染（0.2％），尿路感染
（0.1％），気管支炎（0.1％），憩室炎（0.1％），
急性腎盂腎炎（0.1％）等の重篤な感染症があ
らわれることがあるので，患者の状態を十分
に観察し，異常が認められた場合には，投与
中止等の適切な処置を行うこと。

2） 重篤な過敏症（頻度不明）：ショック，アナ
フィラキシー様症状及び低血圧，蕁麻疹，呼
吸困難等の重篤な過敏症があらわれることが
あるので，観察を十分に行い，このような反
応が認められた場合には速やかに投与を中止
し，適切な処置を行うこと。

3） 間質性肺炎（1.7％）：間質性肺炎があらわれ
ることがあるので，発熱，咳嗽，呼吸困難等
の呼吸器症状に十分注意し，異常が認められ
た場合には，速やかに胸部レントゲン検査，
胸部CT検査及び血液ガス検査等を実施し，
本剤の投与を中止するとともに適切な処置を
行うこと。なお，間質性肺炎の既往歴のある
患者には，定期的に問診を行うなど，注意す
ること。

3.副作用
⑵ その他の副作用
次のような副作用があらわれた場合には，症状
に応じて適切な処置を行うこと。

種類＼頻度 1％以上 0.1～ 1％未満 0.1％未満 頻度不明注）

血液・リ
ンパ系

白 血 球 増
加，リンパ
球減少，白
血球減少，
血 小 板 減
少，好中球
減少，好酸
球増加，貧
血，鉄欠乏
性貧血

赤芽球癆

精神・神
経系

頭 痛， 浮
動 性 め ま
い， 睡 眠
障 害（ 不
眠 症 を 含
む），末梢
性 ニ ュ ー
ロパチー

錯 感 覚，
う つ 病，
味覚異常，
片 頭 痛，
脳 梗 塞，
脳炎

不安

眼

結膜炎，眼
乾燥，角膜
炎

麦粒腫，
眼瞼炎，
結膜出血，
眼痛，細
菌性結膜
炎

視力低下

3.副作用
⑵ その他の副作用
次のような副作用があらわれた場合には，症状
に応じて適切な処置を行うこと。（発現頻度は
本剤又は皮下注製剤の海外臨床試験又は国内臨
床試験の結果により算出した。）
種類＼頻度 5％以上 5％未満

血液・リ
ンパ系

白血球増加，リン
パ球減少

白血球減少，血小板減少，
赤芽球癆，好中球減少，好
酸球増加，貧血，鉄欠乏性
貧血

精神・神
経系

頭痛 浮動性めまい，錯感覚，う
つ病，不安，味覚異常，片
頭痛，睡眠障害（不眠症を
含む），脳梗塞，脳炎，末
梢性ニューロパチー

眼

結膜炎，視力低下，眼乾燥，
麦粒腫，眼瞼炎，結膜出血，
眼痛，角膜炎，細菌性結膜
炎

ブリストル・マイヤーズ株式会社 オレンシア点滴静注用 250mg 改訂のお知らせ 3 ﾍﾟｰｼ（゙14/08/05）
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改 訂 後（下線　　　部：改訂箇所） 改 訂 前（　　　部：削除箇所）

種類＼頻度 1％以上 0.1～ 1％未満 0.1％未満 頻度不明注）

耳 回転性めま
い，中耳炎

耳鳴，耳
不快感

循環器

血圧上昇，
血圧低下，
高血圧，動
悸

徐 脈，潮
紅，頻脈，
低 血 圧，
ほてり，上
室性期外
収縮

呼吸器

上気道感
染（鼻咽
頭炎を含
む），上気
道の炎症，
下気道感
染（気管
支炎を含
む）

咳 嗽， 鼻
炎，副鼻腔
炎，鼻漏，
口 腔 咽 頭
痛，アレル
ギ ー 性 鼻
炎

気管支痙
攣，咽頭
膿瘍，高
炭酸ガス
血症，鼻
閉

咽頭絞扼
感

消化器

口内炎 悪心，下痢，
胃 炎， 腹
痛，便 秘，
嘔吐，胃腸
炎，齲 歯，
歯周炎，胃
潰瘍，胃ポ
リープ，腹
部不快感，
腸炎，感染
性腸炎，歯
肉炎 

消化不良，
アフタ性
口内炎，
歯感染，
歯周病，
舌炎，口
唇炎，逆
流性食道
炎，胃腸
出血，歯
痛

口腔内潰
瘍形成

皮膚

発疹（湿
疹，痒疹，
紅斑を含
む）

爪真菌症，
白癬感染，
爪囲炎，蕁
麻疹，乾癬

脱 毛 症，
ざ 瘡，皮
膚 嚢 腫，
毛 包 炎，
膿 皮 症，
皮下組織
膿 瘍，発
汗障害，白
血球破砕
性血管炎，
爪の障害

感染性皮
膚潰瘍，
皮膚乾燥，
挫傷発生
の増加傾
向，多汗
症

筋・骨格
系

筋痙縮，背
部痛

関節痛，
骨髄炎，
細菌性関
節炎

四肢痛

生殖器 無月経，
月経過多

泌尿器

尿 中 白 血
球陽性，膀
胱 炎， 尿
中 赤 血 球
陽 性， 尿
中血陽性，
BUN増加，
尿 中 ブ ド
ウ糖陽性，
血 中 ク レ
ア チ ニ ン
増加，尿中
蛋白陽性

膿尿，頻
尿，血尿，
腎盂腎炎，
排尿困難

種類＼頻度 5％以上 5％未満

耳 回転性めまい，中耳炎，耳
鳴，耳不快感

循環器
血圧上昇，血圧低
下，高血圧

徐脈，潮紅，動悸，頻脈，
低血圧，ほてり，上室性期
外収縮

呼吸器

上気道感染（鼻咽
頭炎を含む），上
気道の炎症

下気道感染（気管支炎を含
む），咳嗽，鼻炎，副鼻腔
炎，肺炎，鼻漏，気管支痙
攣，咽頭絞扼感，口腔咽頭
痛，咽頭膿瘍，高炭酸ガス
血症，鼻閉，アレルギー性
鼻炎

消化器

悪心，口内炎 下痢，胃炎，腹痛，消化不
良，便秘，嘔吐，胃腸炎，
憩室炎，アフタ性口内炎，
歯感染，齲歯，歯周炎，歯
周病，口腔内潰瘍形成，舌
炎，胃潰瘍，口唇炎，胃ポ
リープ，腹部不快感，腸炎，
逆流性食道炎，感染性腸
炎，胃腸出血，歯肉炎，歯
痛

皮膚

発疹（湿疹，痒疹，
紅斑を含む）

爪真菌症，感染性皮膚潰
瘍，皮膚乾燥，挫傷発生の
増加傾向，脱毛症，白癬感
染，爪囲炎，蜂巣炎，ざ瘡，
皮膚嚢腫，蕁麻疹，乾癬，
毛包炎，膿皮症，皮下組織
膿瘍，発汗障害，白血球破
砕性血管炎，爪の障害，多
汗症

筋・骨格
系

関節痛，四肢痛，筋痙縮，
骨髄炎，細菌性関節炎，背
部痛

生殖器 無月経，月経過多

泌尿器

尿中白血球陽性 膀胱炎，膿尿，頻尿，尿中
赤血球陽性，血尿，尿中血
陽性，BUN増加，尿中ブ
ドウ糖陽性，腎盂腎炎，血
中クレアチニン増加，尿中
蛋白陽性，排尿困難

ブリストル・マイヤーズ株式会社 オレンシア点滴静注用 250mg 改訂のお知らせ 4 ﾍﾟｰｼ（゙14/08/05）
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改 訂 後（下線　　　部：改訂箇所） 改 訂 前（　　　部：削除箇所）

種類＼頻度 1％以上 0.1～ 1％未満 0.1％未満 頻度不明注）

代謝

血中カリウ
ム減少，血
中ブドウ糖
増加，高コ
レステロー
ル血症

高脂血症，
血中コレ
ステロー
ル増加，
糖尿病，
血中カリ
ウム増加

肝臓

ALT（GPT）
増加，AST
（GOT） 増
加，γ-GTP
増加，脂肪
肝，血中ア
ルカリホス
ファターゼ
増加

胆石症，
胆 嚢 ポ
リープ，
血中ビリ
ルビン増
加，胆管
炎

投与部位

注射部位
反応（そ
う痒感，
紅斑，疼
痛，丘疹，
発疹等）

抵抗機構

帯状疱疹 ヘ ル ペ ス
ウイルス感
染，口腔ヘ
ルペス，真
菌感染，イ
ンフルエン
ザ

単純ヘル
ペス，創
傷感染，
水痘

インフル
エンザ様
疾患，パ
ルボウイ
ルス感染

その他

異常感，倦
怠 感， 発
熱， 季 節
性 ア レ ル
ギー，末梢
性浮腫

無力症，
体重増加，
胸痛，体
重 減 少，
総蛋白減
少，低体
温，胸部
不快感，
食欲不振

疲労

注）海外のみで認められた副作用のため頻度不明

種類＼頻度 5％以上 5％未満

代謝

高脂血症，血中カリウム減
少，血中ブドウ糖増加，血
中コレステロール増加，高
コレステロール血症，糖尿
病，血中カリウム増加

肝臓

ALT（GPT）増加 AST（GOT）増加，γ-GTP
増加，脂肪肝，胆石症，胆
嚢ポリープ，血中アルカリ
ホスファターゼ増加，血中
ビリルビン増加，胆管炎

投与部位 注射部位反応（そう痒感，
紅斑，疼痛，丘疹，発疹等）

抵抗機構

インフルエンザ様疾患，単
純ヘルペス，ヘルペスウイ
ルス感染，創傷感染，パル
ボウイルス感染，帯状疱
疹，口腔ヘルペス，真菌感
染，インフルエンザ，水痘

その他

無力症，疲労，体重増加，
異常感，胸痛，倦怠感，発
熱，体重減少，総蛋白減
少，低体温，季節性アレル
ギー，胸部不快感，末梢性
浮腫，食欲不振

【改訂理由】
「重大な副作用」及び「その他の副作用」の発現頻度は、本剤及び皮下注製剤の国内臨床試験並びに
本剤の全例調査の結果により算出し、海外のみで認められた副作用は、頻度不明としました。
なお、その他の副作用に記載していた呼吸器の肺炎、消化器の憩室炎、皮膚の蜂巣炎は、「重大な副
作用」の重篤な感染症に統合いたしました。
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使用上の注意の改訂（新旧対比表）

改 訂 後（下線　　　部：変更箇所） 改 訂 前（　　　部：削除箇所）
9.その他の注意
⑴　本剤の臨床試験は，国内では37.7ヵ月（長期
試験の投与期間1.0～45.1ヵ月の中央値）まで，
海外では42.9ヵ月（長期試験の投与期間1.9～
71.9ヵ月の中央値）までの期間で実施されてお
り，これらの期間を超えた本剤の長期投与時の
安全性は確立していない。

⑵～⑹　略

9.その他の注意
⑴　本剤の臨床試験は，国内では12.0ヵ月（長期
試験の投与期間1.0～12.2ヵ月の中央値）まで，
海外では42.9ヵ月（長期試験の投与期間1.9～
71.9ヵ月の中央値）までの期間で実施されてお
り，これらの期間を超えた本剤の長期投与時の
安全性は確立していない。

⑵～⑹　略

【改訂理由】
国内長期（継続）投与試験（IM101-129）成績により、更新いたしました。

医薬品添付文書改訂情報は独立行政法人医薬品医療機器総合機構のインターネット情報提供ホーム
ページ（http：//www. info. pmda. go. jp/）にも掲載されています。あわせてご利用ください。

小野薬品工業株式会社
大阪市中央区久太郎町1丁目8番2号

ブリストル・マイヤーズ株式会社
東京都新宿区西新宿6-5-1
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