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<アダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］製剤>
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皮下注40mg
シリンジ0.8mL「FKB」

アダリムマブBS 皮下注40mg
ペン0.8mL「FKB」

ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤

アダリムマブBS 皮下注20mg
シリンジ0.4mL「FKB」

アダリムマブBS

警告、禁忌、用法及び用量、効能又は効果、効能又は効果に関連する注意等につきましては、最新の添付文書をご参照ください。

1.警告
〈効能共通〉
1.1 本剤投与により、結核、肺炎、敗血症を含む重篤な感染症
及び脱髄疾患の新たな発生もしくは悪化等が報告されてお
り、本剤との関連性は明らかではないが、悪性腫瘍の発現も
報告されている。本剤が疾病を完治させる薬剤でないこと
も含め、これらの情報を患者に十分説明し、患者が理解した
ことを確認した上で、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。また、本剤の投与にお
いて、重篤な副作用により、致命的な経過をたどることがあ
るので、緊急時の対応が十分可能な医療施設及び医師の管
理指導のもとで使用し、本剤投与後に副作用が発現した場
合には、主治医に連絡するよう患者に注意を与えること。
［1.2、1.3、2.1、2.2、2.4、8.1-8.3、9.1.1、9.1.2、
9.1.4、11.1.1、11.1.2、11.1.4、15.1.5参照]
1.2 感染症
1.2.1 重篤な感染症
敗血症、肺炎、真菌感染症を含む日和見感染症等の致命的
な感染症が報告されているため、十分な観察を行うなど感
染症の発症に注意すること。［1.1、2.1、8.1、9.1.1、
11.1.1参照]
1.2.2 結核
播種性結核（粟粒結核）及び肺外結核（胸膜、リンパ節等）を
含む結核が発症し、死亡例も認められている。結核の既感染
者では症状の顕在化及び悪化のおそれがあるため、本剤投
与に先立って結核に関する十分な問診及び胸部X線検査に

生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品注）

注） 注意─医師等の処方箋により使用すること

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。また、結核の既感染者には、抗結核薬
の投与をした上で、本剤を投与すること。ツベルクリン反応
等の検査が陰性の患者において、投与後活動性結核が認め
られた例も報告されている。［1.1、2.2、8.3、9.1.2、
11.1.2参照］
1.3 脱髄疾患（多発性硬化症等）の臨床症状・画像診断上の
新たな発生もしくは悪化が、本剤を含む抗TNF製剤でみら
れたとの報告がある。脱髄疾患（多発性硬化症等）及びその
既往歴のある患者には投与しないこととし、脱髄疾患を疑う
患者や家族歴を有する患者に投与する場合には、適宜画像
診断等の検査を実施するなど、十分な観察を行うこと。
［1.1、2.4、9.1.4、11.1.4参照］
1.4 本剤についての十分な知識と適応疾患の治療の知識・経
験をもつ医師が使用すること。［5.1、5.2、5.4-5.8 参照］

〈関節リウマチを除く効能〉
1.5 本剤の治療を行う前に、適応疾患の既存治療を十分勘案
すること。［5.2、5.4-5.8 参照］

〈関節リウマチ〉
1.6 本剤の治療を行う前に、少なくとも1剤の抗リウマチ薬等
の使用を十分勘案すること。［5.1参照］

〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬〉
1.7 本剤の副作用への対応について十分な知識を有する医
師との連携のもと使用すること。［5.2参照］

2.禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1 重篤な感染症（敗血症等）の患者［症状を悪化させるおそれがある。］［1.1、1.2.1、8.1、9.1.1、11.1.1参照］
2.2 活動性結核の患者［症状を悪化させるおそれがある。］［1.1、1.2.2、8.3、9.1.2、11.1.2参照］
2.3 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者［11.1.5参照］
2.4 脱髄疾患（多発性硬化症等）及びその既往歴のある患者［症状の再燃及び悪化のおそれがある。］
［1.1、1.3、9.1.4、11.1.4参照］

2.5 うっ血性心不全の患者［15.1.4参照］

日本標準商品分類番号  873999

監修：埼玉医科大学病院 リウマチ膠原病科 教授 三村 俊英 先生
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アダリムマブBS皮下注 治療スケジュール

適合

本冊子中では、先行バイオ医薬品（生物学的製剤）は、アダリムマブ（遺伝子組換え）製剤を指します。…
なお、日本国内で承認されたアダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1]製剤の名称を有する…
医薬品を「本剤」と記載いたします。

【投与前の確認事項】

【投与中の確認事項】

【投与にあたっての注意事項】

p4～8参照

p9参照

p10～17参照

p18参照

p19～28参照

患者の選択

インフォームド・コンセント

アダリムマブBS皮下注の投与

患者への注意喚起

副作用のモニタリング
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■ アダリムマブBS 皮下注20mgシリンジ0.4mL「FKB」
■ アダリムマブBS 皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」
■ アダリムマブBS 皮下注40mgペン0.8mL「FKB」

　既存治療で効果不十分な下記疾患
　　●多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎

■ アダリムマブBS 皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」
■ アダリムマブBS 皮下注40mgペン0.8mL「FKB」
　●関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）

　既存治療で効果不十分な下記疾患
　　●尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬
　　●強直性脊椎炎
　　●腸管型ベーチェット病
　　●�中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法（既存治療で効果不十分な場

合に限る）
　　●中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）

（参考）

アダリムマブBS 皮下注20mg
シリンジ0.4mL「FKB」

アダリムマブBS 皮下注40mg
シリンジ0.8mL「FKB」

アダリムマブBS 皮下注40mg
ペン0.8mL「FKB」

関節リウマチ ─ ●

尋常性乾癬、関節症性乾癬、
膿疱性乾癬 ─ ●

強直性脊椎炎 ─ ●

多関節に活動性を有する
若年性特発性関節炎 ● ●

腸管型ベーチェット病 ─ ●

クローン病 ─ ●

潰瘍性大腸炎 ─ ●

効能又は効果

【投与前の確認事項】
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＜効能又は効果に関連する注意＞

●関節リウマチ
本剤の適用は、原則として既存治療で効果不十分な関節リウマチ患者に限定すること。ただし、
関節の構造的損傷の進展が早いと予想される患者に対しては、抗リウマチ薬による治療歴が…
ない場合でも使用できるが、最新のガイドライン等を参照した上で、患者の状態を評価し、本剤の
使用の必要性を慎重に判断すること。

●尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬
（1）…少なくとも1種類の既存の全身療法（紫外線療法を含む）で十分な効果が得られず、皮疹が体表面

積（BSA）の10%以上に及ぶ場合に投与すること。
（2）…難治性の皮疹、関節症状又は膿疱を有する場合に投与すること。

●強直性脊椎炎
過去の治療において、既存治療薬（非ステロイド性抗炎症薬等）による適切な治療を行っても、疾
患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること。

●多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎
過去の治療において、少なくとも1剤の抗リウマチ薬（生物製剤を除く）等による適切な治療を行っ
ても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること。全身型若年性特発性関節炎
については、全身症状に対する有効性及び安全性が確立していないため、全身症状が安定し、多
関節炎が主症状の場合に投与すること。

●腸管型ベーチェット病
過去の治療において、既存治療薬（ステロイド又は免疫調節剤等）による適切な治療を行っても、
疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること。

●クローン病
過去の治療において、栄養療法、他の薬物療法（5-アミノサリチル酸製剤、ステロイド、アザチオプ
リン等）等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与す
ること。なお、寛解維持投与は漫然と行わず経過を観察しながら行うこと。

●潰瘍性大腸炎
（1）…過去の治療において、他の薬物療法（ステロイド、アザチオプリン等）等による適切な治療を行って

も、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること。ただし、本剤よりも先に他の抗
TNF製剤による治療を考慮すること。国内臨床試験において主要評価項目の1つである投与8週
時の寛解率ではプラセボ群との差は認められていない。

（2）寛解維持効果は確認されていないため、漫然と投与しないこと。

【投与前の確認事項】



6

禁忌（次の患者には投与しないでください）

禁　忌 解　説

重篤な感染症（敗血症等）の患者 重篤な感染症の症状を悪化させるおそれがあります。

活動性結核の患者
活動性結核の症状を悪化させるおそれがあります。
※結核につきましては…20ページ…をご確認ください。

本剤の成分に対し過敏症の
既往歴のある患者 重篤なアレルギー反応を発現するおそれがあります（一般的な留意事項として記載）。

脱髄疾患（多発性硬化症等）
及びその既往歴のある患者 脱髄疾患の症状の再燃及び悪化のおそれがあります。

うっ血性心不全の患者 うっ血性心不全の症状を悪化させるおそれがあります
（本剤投与下でうっ血性心不全の悪化の恐れがあります）。

重要な基本的注意

対　象 解　説

感染症

本剤は、細胞性免疫反応を調節するTNFα（腫瘍壊死因子α）の生理活性を抑制す
るので、感染症に対する宿主免疫能に影響を及ぼす可能性があります。そのため
本剤の投与に際しては、十分な観察を行い、感染症の発現や増悪に注意してくだ
さい。他の生物製剤との切替えの際も注意してください。また、患者に対しても、発
熱、倦怠感等があらわれた場合には、速やかに主治医に相談するよう指導してくだ
さい。

悪性腫瘍

本剤を含む抗TNF製剤の臨床試験で、悪性リンパ腫等の悪性腫瘍の発現頻度が
対照群に比し、高かったとの報告があります。また、関節リウマチのような慢性炎症
性疾患のある患者に免疫抑制剤を長期間投与した場合、感染症や悪性リンパ腫等
のリスクが高まることが報告されています。また、抗TNF製剤を使用した小児や若
年成人においても、悪性リンパ腫等の悪性腫瘍が報告されています。本剤との因
果関係は明確ではありませんが、悪性腫瘍等の発現には注意してください。本剤
投与に先立って全ての患者（特に、免疫抑制剤の長期間投与経験がある患者又は
PUVA療法を行った経験のある乾癬患者）において、非黒色腫皮膚癌の有無を検
査し、投与中も監視を継続してください。

結核

結核の既感染者では症状の顕在化及び悪化のおそれがあるため、本剤の投与に
先立って結核に関する十分な問診及び胸部X線検査に加え、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してください。特に、重篤な疾患もしくは易感染状態の患
者においては、ツベルクリン反応で偽陰性となる可能性があるので注意してくださ
い。また、本剤の適用にあたっては本剤投与のリスクベネフィットを慎重に検討して
ください。本剤投与前にツベルクリン反応等の検査が陰性の患者においても、投
与後活動性結核があらわれることがあるため、本剤投与中は胸部X線検査等の適
切な検査を定期的に行うなど結核の発現に十分注意してください。患者に対し、結
核の症状が疑われる場合（持続する咳、体重減少、発熱等）は速やかに主治医に連
絡するよう説明してください。

B型肝炎ウイルスの再活性化 本剤を含む抗TNF製剤によるB型肝炎ウイルスの再活性化が認められているの
で、本剤投与に先立って、B型肝炎ウイルス感染の有無を確認してください。�

生ワクチンの接種

本剤の先行バイオ医薬品（生物学的製剤）投与において、生ワクチンの接種に起因
する感染症を発現したとの報告はありませんが、感染症発現のリスクを否定できな
いので、本剤の投与を受けた患者からの出生児に生ワクチン接種は行わないでく
ださい。

注射部位
注射部位において紅斑、発赤、疼痛、腫脹、そう痒、出血等が多数認められている
ので、本剤を慎重に投与するとともに、発現に注意し、必要に応じて適切な処置を
行ってください。

自己抗体（抗核抗体） 本剤を含む抗TNF療法において、新たな自己抗体（抗核抗体）の発現が報告されて
います。
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【投与前の確認事項】

既存の乾癬の悪化もしくは新規発現

本剤を含む抗TNF療法において、既存の乾癬の悪化もしくは新規発現（膿疱性乾
癬を含む）が報告されています。これらの多くは、他の免疫抑制作用を有する薬剤
を併用した患者において報告されています。多くの症例は抗TNF製剤の投与中止
によって回復しましたが、他の抗TNF製剤の再投与によって再度発現した例もあり
ます。症状が重度の場合及び局所療法により改善しない場合は本剤の中止を考慮
してください。

サルコイドーシスの悪化

本剤の先行バイオ医薬品（生物学的製剤）において、サルコイドーシスの悪化（皮
膚、肺又は眼症状）が報告されています。サルコイドーシス患者に本剤を投与する
場合には、十分な観察を行い、サルコイドーシスの悪化に注意してください。サルコ
イドーシス症状が悪化した場合には、適切な処置を行ってください。

本剤に対する抗体産生

本剤の投与により、本剤に対する抗体が産生されることがあります。
本剤の先行バイオ医薬品（生物学的製剤）において、先行バイオ医薬品に対する抗
体が産生されることが報告されています。また、抗体の産生が確認された患者にお
いては、先行バイオ医薬品の血中濃度が低下する傾向が見られたとの報告があり
ます。
血中濃度が低下した患者では効果減弱のおそれがあります。

自己投与の適用

本剤の投与開始にあたっては、医療施設において、必ず医師によるか、医師の直接
の監督のもとで投与を行ってください。
自己投与の適用については、医師がその妥当性を慎重に検討し、十分な教育訓練
を実施したのち、本剤投与による危険性と対処法について患者が理解し、患者自
ら確実に投与できることを確認した上で、医師の管理指導のもとで実施してくださ
い。また、適用後、感染症等本剤による副作用が疑われる場合や、自己投与の継続
が困難な状況となる可能性がある場合には、直ちに自己投与を中止させ、医師の
管理下で慎重に観察するなど適切な処置を行ってください。
シリンジ又はペンの安全な廃棄方法に関する指導を行うと同時に、使用済みのシ
リンジ又はペンを廃棄する容器を提供してください。
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特定の背景を有する患者に関する注意

対　象 解　説 有無のチェック

感染症（重篤な感染症を除く）の患者又は
感染症が疑われる患者

本剤は免疫反応を減弱する作用を有し、正常な免疫応答に影響を
与える可能性があります。感染症がコントロールできるようになる
までは投与をしないでください。また、本剤の投与に際しては、適切
な処置と十分な観察が必要です。

□

結核の既感染者
（特に結核の既往歴のある患者及び
胸部X線上結核治癒所見のある患者）

結核を活動化させるおそれがあるので、胸部X線検査等を定期的に
行うなど、結核症状の発現に十分注意してください。
※結核につきましては…20ページ…をご確認ください。

□

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）

本剤の先行バイオ医薬品（生物学的製剤）を含む抗TNF製剤を投
与されたB型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者におい
て、B型肝炎ウイルスの再活性化が認められ、致命的な例も報告さ
れています。
B型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者に本剤を投与する
場合は、肝機能検査値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し
てください。
※B型肝炎につきましては…24ページ…をご確認ください。

□

脱髄疾患が疑われる徴候を有する
患者及び家族歴のある患者

脱髄疾患発現のおそれがあるため、神経学的評価や画像診断等の
検査を行い、慎重に危険性と有益性を評価した上で本剤適用の妥
当性を検討し、投与後は十分に観察を行ってください。

□
重篤な血液疾患（汎血球減少、再生不良性
貧血等）の患者又はその既往歴のある患者 血液疾患が悪化するおそれがあります。 □
間質性肺炎の既往歴のある患者 間質性肺炎が増悪又は再発することがあります。定期的に問診を

行うなど、注意してください。 □

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないため、使用上の有
益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与してください。
本剤の先行バイオ医薬品（生物学的製剤）は、胎盤通過性があると
の報告があります。
本剤の投与を受けた患者からの出生児においては、感染のリスク
が高まる可能性があるため、出生児に生ワクチンを投与する際は、
十分注意してください。

□

授乳婦

授乳中の投与に関する安全性は確立していません。授乳中の婦
人には授乳を中止させてください。なお、本剤の先行バイオ医薬品
（生物学的製剤）を授乳婦に投与した場合、ヒト母乳中へ移行する
ことが報告されています。

□

小児等 小児等に対する安全性は確立していません（使用経験がない）。 □

高齢者

先行バイオ医薬品（生物学的製剤）で高齢者において重篤な有害
事象の発現率の上昇が認められています。また、一般に高齢者では
生理機能（免疫機能等）が低下しているので、十分な観察を行い、感
染症等の副作用の発現に留意してください。

□
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【投与前の確認事項】

本剤の投与にあたっては、患者またはその家族に対して、本剤の効果及びリスクを十分説明し、同意を得てか
ら投与を開始してください。
本剤の投与によって発現する可能性のある副作用については、具体的に説明を行うとともに、本剤の投与中
に異変を感じた場合には、速やかに主治医に相談するよう指導してください。

インフォームド・コンセント

●患者向け冊子

※表紙デザインは変更になることがあります。
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■ アダリムマブBS 皮下注20mgシリンジ0.4mL「FKB」
■ アダリムマブBS 皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」
■ アダリムマブBS 皮下注40mgペン0.8mL「FKB」
●多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎
　………通常、アダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として、体重15kg以上30kg未満の場合は20mg
を、体重30kg以上の場合は40mgを2週に1回、皮下注射する。

■ アダリムマブBS 皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」
■ アダリムマブBS 皮下注40mgペン0.8mL「FKB」
●関節リウマチ
　………通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として40mgを2週に1回、皮下注射す
る。なお、効果不十分な場合、1回80mgまで増量できる。
●尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬
　………通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として初回に80mgを皮下注射し、以後
2週に1回、40mgを皮下注射する。なお、効果不十分な場合には1回80mgまで増量できる。
●強直性脊椎炎
　………通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として40mgを2週に1回、皮下注射す
る。なお、効果不十分な場合、1回80mgまで増量できる。
●腸管型ベーチェット病
　………通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として初回に160mgを、初回投与2週間
後に80mgを皮下注射する。初回投与4週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注射する。
●クローン病
　………通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として初回に160mgを、初回投与2週間
後に80mgを皮下注射する。初回投与4週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注射する。なお、効果が減
弱した場合には1回80mgに増量できる。
●潰瘍性大腸炎
　………通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として初回に160mgを、初回投与2週間
後に80mgを皮下注射する。初回投与4週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注射する。

用法及び用量

【投与にあたっての注意事項】



11

【投与にあたっての注意事項】

用法及び用量に関連する注意

注意事項 解　説

効能共通
（1）�メトトレキサート等の抗リウマチ薬と併用する場合は、80mg隔週投与への増量

はしないでください。
（2）�本剤と他の生物製剤の併用について、有効性及び安全性が確立していないの

で併用を避けてください。

関節リウマチ、多関節に活動性を有する
若年性特発性関節炎

本剤とアバタセプト（遺伝子組換え）の併用は行わないでください。本剤の先行バ
イオ医薬品（生物学的製剤）の海外で実施したプラセボを対照とした臨床試験にお
いて、本剤の先行バイオ医薬品（生物学的製剤）を含む抗TNF製剤とアバタセプト
（遺伝子組換え）の併用療法を受けた患者では併用による効果の増強は示されて
おらず、感染症及び重篤な感染症の発現率が本剤の先行バイオ医薬品（生物学的
製剤）を含む抗TNF製剤のみによる治療を受けた患者での発現率と比べて高いこ
とが報告されています。

関節リウマチ

本剤による治療反応は、通常投与開始から12週以内に得られます。12週以内に治
療反応が得られない場合は、現在の治療計画の継続を慎重に再考してください。�
また、増量を行っても効果が得られない場合、現在の治療計画の継続を慎重に�
再考してください。

強直性脊椎炎

本剤による治療反応は、通常投与開始から12週以内に得られます。12週以内に治
療反応が得られない場合は、現在の治療計画の継続を慎重に再考してください。�
また、増量を行っても効果が得られない場合、現在の治療計画の継続を慎重に�
再考してください。

尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬

本剤による治療反応は、通常投与開始から16週以内に得られます。16週以内に治
療反応が得られない場合は、現在の治療計画の継続を慎重に再考してください。�
また、増量を行っても効果が得られない場合、現在の治療計画の継続を慎重に�
再考してください。

多関節に活動性を有する
若年性特発性関節炎

本剤による治療反応は、通常投与開始から12週以内に得られます。12週以内に治
療反応が得られない場合は、現在の治療計画の継続を慎重に再考してください。

腸管型ベーチェット病 12週以内に臨床症状や内視鏡所見等による治療反応が得られない場合は、本剤
の継続投与の必要性を慎重に再考してください。

クローン病

本剤による治療反応は、通常投与開始から4週以内に得られます。4週時点で臨床
症状や内視鏡所見等による治療反応が得られない場合は、本剤の継続投与の必
要性を検討し、他の治療法への切替えを考慮してください。また、80mgへの増量
は、40mgによる治療で効果は認められたものの、維持療法中に効果が減弱した
患者に対して行ってください。80mgに増量しても効果が得られない場合、本剤の
継続投与の必要性を慎重に再考してください。

潰瘍性大腸炎
本剤による治療反応は、通常投与開始から8週以内に得られます。8週時点で臨床
症状や内視鏡所見等による明らかな改善効果が得られない場合は、本剤の投与を
中止してください。
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■ シリンジタイプ
本剤のシリンジは、以下のように含量の異なる2種類の剤型があります。
本剤を投与される際は、医師の処方をご確認のうえ、ご使用ください。

剤型の取り間違いに関する注意
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【投与にあたっての注意事項】

■ ペンタイプ
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■ 注射部位
●皮下にのみ投与してください。
●…注射部位は大腿部、腹部又は上腕部を選び、順番に場所を変更し、短期間に同一部位へ繰り返し注射は
行わないでください。…新たな注射部位は、前回の注射部位から少なくとも3cm離してください。

●…乾癬の部位又は皮膚が敏感な部位、皮膚に異常のある部位（傷、発疹、発赤、硬結等の部位）には注射し
ないでください。

■ 投与準備にあたって
●他の薬剤とは混合しないでください。

■ 投与にあたって
●本剤は1回使用の製剤のため、再使用しないでください。
　…＊貯法・保存条件　遮光し、凍結を避け2～8℃で保存

薬剤投与時の注意
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注射針の角度

約30～
　60度

皮フから注射針を抜いて、
親指を内筒から離すと
針がかくれます。

【投与にあたっての注意事項】

注射針を横に向け、針キャップをまっすぐ外
します。針キャップは外したら捨てます。

消毒した場所の周囲の皮フを軽くつまみます。
皮フに対して注射針を斜めに、30～60度の
角度にしてください。針が全部見えなくなる
まで注射針を刺します。

※�針が全部見
えなくなるま
では、内筒
を押さない
ようにしてく
ださい。

針を刺したまま、シリンジをしっかり持ち、…
時間をかけてゆっくりと内筒を最後まで押し
こみます。

シリンジの中の薬液
がなくなったことを
確認します。
その後、内筒を親指
で押し込んだままの
状態で注射針を抜き
ます。注射針の角度
は刺したときと同様
に30～60度のまま
です。

シリンジの投与方法

針キャップをはずす

注射針を斜めに刺す

注射をする

注射針を抜く

1

2

3

4
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ペンの投与方法

注入中 注入終了後

確認窓

開始
1098765431 20

90°

カチッ

（1回目）

針カバー

開始から10秒後
1098765431 20

カチッ

（2回目）

ペンを横に向け、半透明キャップをまっすぐ外します。
半透明キャップは外したら捨てます。

●薬液の窓が見えるように本剤を持ちます。
●注射部位の皮フを軽くつまみます。
●針カバーを注射部位に垂直に当てます。

※�確認窓に少量の気泡が見えることがありますが、
皮下注射なので問題ありません。そのまま注射を
してください。

●…ペンを注射部位に対して垂直に押しあててくださ
い。オレンジの針カバーを押しあてると針が出ます。
針カバーが押し付けられている間に薬液が注入され
ます。
●１回目の「カチッ」という音が注射開始の合図です。
●…ペンを押し当てた後は、ペンを皮フに押し当てた状
態を保ち、皮フから離さないようにしてください。

●薬液は10秒ほどで注入が完了します。
●「カチッ」という音が再度鳴ると、注入完了です。
●…注入完了は確認窓の色
によっても確認できま
す。確認窓がすべてオレ
ンジ色に変化したら注入
完了です。

●…注射終了後、ゆっくりと皮フからペンを離し、針が刺
さっていた場所をアルコール消毒綿で10秒間ほど静
かに押さえてください。

●…皮フからペンを離すと、注射針はオレンジ色の針刺し
防止キャップに隠れます。

●…その後、アルコール消毒綿を離して血が止まっている
ことを確認してください。

キャップをはずす

ペンを握り、注射部位に当てる

注射をする

ペンを押し当てたまま注入終了を確認

ペンを離す

1

2

3

4

5
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自己投与について

自己投与の適用については、その妥当性を慎重に検討した上で、以下の項目に従い行ってく
ださい。

適用後、以下の場合には直ちに自己投与を中止させ、医師の管理下で慎重に観察するなど適
切な処置を行ってください。

●十分な教育訓練を実施する。
●本剤投与による危険性と対処法について患者が理解し、患者自ら確実に投与できることを確認する。
●医師の管理指導のもとで実施する。

●感染症等本剤による副作用が疑われる場合。
●自己投与の継続が困難な状況となる可能性がある場合。
　
……また、シリンジあるいはペンの安全な廃棄方法に関する指導を行うと同時に、廃棄袋を提供してください。

自己投与に際しては、以下の資材をご活用ください。
●患者向け冊子

※表紙デザインは変更になることがあります。

【投与にあたっての注意事項】

Mylan is a Viatris group company

埼玉医科大学病院 リウマチ膠原病科 教授　三村 俊英 先生監修

自己注射のための
ガイドブック

アダリムマブBS 皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」

アダリムマブBS 皮下注20mgシリンジ0.4mL「FKB」

アダリムマブBS 皮下注40mgペン0.8mL「FKB」
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投与中の体調管理については、以下の資材をご活用ください。

●体調管理ノート

患者への注意事項

【投与中の確認事項】

【投与中の確認事項】

※疾患ごと作成しております。
　また、デザインが変更になることがあります。
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背景
本剤は、細胞性免疫反応を調節するTNFα（腫瘍壊死因子α）の生理活性を抑制するので、感染症に対
する宿主免疫能に影響を及ぼす可能性があります。
本剤の海外第Ⅲ相臨床試験（関節リウマチ患者対象）における因果関係が否定できない重篤な感染症
は、3.0％（20/664例）に認められました。

対処方法
投与中に重篤な感染症を発現した場合は、速やかに適切な処置を行い、感染症がコントロールできるよ
うになるまでは本剤の投与を中止してください。

重篤な感染症に関する注意事項
敗血症、肺炎等の重篤な感染症（細菌、真菌（ニューモシスティス等）、ウイルス等の日和見感染によるも
の）があらわれることがあります。また、感染症により死亡に至った症例も報告されています。
本剤の投与に際しては、十分な観察を行い、感染症の発現や増悪に注意してください。
患者に対しても、発熱、倦怠感等があらわれた場合には、速やかに主治医に相談するよう指導してくださ
い。

代表的な症状
発熱、咳、呼吸困難、倦怠感等

特に注意を要する副作用

【副作用とその対策】

重篤な感染症

【副作用とその対策】
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背景
本剤は、細胞性免疫反応を調節するTNFαの生理活性を抑制するので、感染症に対する宿主免疫能に
影響を及ぼす可能性があります。
また、既感染者のTNFαを阻害した場合、肉芽の維持作用が破断し、肉芽によって閉じ込められていた結
核菌が再増殖し、再燃発症する可能性があります。
本剤の海外第Ⅲ相臨床試験（関節リウマチ患者対象）における因果関係が否定できない結核として、播
種性結核0.2％（1/664例）が認められました。

対処方法
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してください。
なお、活動性結核と診断された場合は、本剤を投与しないでください。

結核に関する注意事項
結核（肺結核の他に、肺外結核として結核性胸膜炎、リンパ節結核、播種性結核等）があらわれることが
あります。また、結核により死亡に至った症例も報告されています。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が陰性の患者において、投与後活動性結核があらわれることもあります。
本剤投与中は、胸部X線検査等の適切な検査を定期的に行うことにより、結核症状の発現に十分注意し
てください。また、肺外結核もあらわれることがあるため、その可能性も十分考慮した観察を行ってくだ
さい。
患者に対しても、結核の症状が疑われる場合（持続する咳、体重減少、発熱等）は、速やかに主治医に相
談するよう説明してください。

代表的な症状
持続する咳、体重減少、発熱等

結核予防
本剤の投与に先立って、十分な問診及び検査を行い、結核感染の有無を確認してください。
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し、本
剤の開始前に適切な抗結核薬を投与してください。
なお、活動性結核と診断された場合は、本剤を投与しないでください。

結  核
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【副作用とその対策】

結核予防対策

出典…：…生物学的製剤と呼吸器疾患・診療の手引き作成委員会,…生物学的製剤と呼吸器疾患・診療の手引き,…克誠堂出版;…2014.…p56.
結核Vol.88…No.5…pp.…497-512,…2013…潜在性結核感染症治療指針

＊A：推奨、B：代替方法として選択可、C：AおよびBを投与できないときに選択。
＊＊Ⅰ：無作為割付臨床試験、Ⅱ：無作為割付でない、もしくは、ほかの集団で実施された臨床試験、Ⅲ：専門家の意見。
注）…格付け、エビデンスは、CDC.…Targeted… tuberculin… testing…and… treatment…of… latent… tuberculosisinfection.…American…
Thoracic…Society.…MMWR…Recomm…Rep…2000…;…49…:…1-54…に拠る。

＊…TNF阻害薬投与に先立つ3週間、抗結核薬…
（イソニアジド等）の投与を行い、以後も計6～
9カ月間並行して投与。

LTBI（潜在性結核感染）の治療法

十分な問診、胸部X線検査、胸部CT検査、IGRA�and/or�ツベルクリン反応検査

薬剤名 標準量
mg/kg/日

最大量
mg/body/日

投与期間
（月）

格付け＊（エビデンス)＊＊

HIV（−） HIV（＋）
イソニアジド 5 300 9 A(Ⅱ) A(Ⅱ)

イソニアジド 5 300 6 B(Ⅰ) C(Ⅰ)

リファンピシン 10 600 4 B(Ⅱ) B(Ⅲ)

疑わしいもしくは不明

呼吸器/放射線専門医の評価

評価可能

診断結果

結核に関する総合的評価

抗結核薬＊
予防投与開始

結核既感染
（疑いを含む）

TNF阻害薬投与開始

結核の既往歴は
認められない。
あるいは、
結核の確実な
治療歴あり

活動性結核

活動性結核に対する
治療開始
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背景
先行バイオ医薬品（生物学的製剤）を含む抗TNF療法において、ループス様症候群の発現が報告されて
います。

対処方法
抗核抗体陽性のループス様症候群を発現した場合は、本剤の投与を中止してください。

代表的な症状
発熱、倦怠感、関節炎、広範な関節痛・筋痛、漿膜炎、発疹等

背景
先行バイオ医薬品（生物学的製剤）を含む抗TNF療法において、中枢神経系（多発性硬化症、視神経炎、横
断性脊髄炎等）及び末梢神経系（ギラン・バレー症候群等）の脱髄疾患の発現や悪化が報告されています。

対処方法
異常が認められた場合には、投与を中止する等の適切な処置を行ってください。

脱髄疾患に関する注意事項
脱髄疾患及びその既往歴のある患者へは本剤を投与しないでください。
脱髄疾患が疑われる患者及び家族歴のある患者については、神経学的評価や画像診断等の検査を行
い、慎重に危険性と有益性を評価した上で本剤適用の妥当性を検討し、投与後は十分に観察を行ってく
ださい。

代表的な症状
筋力低下、四肢遠位部のしびれ感・痛み、視力低下等

ループス様症候群

脱髄疾患
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【副作用とその対策】

背景
先行バイオ医薬品（生物学的製剤）においてアナフィラキシーを含む重篤なアレルギー反応が報告されて
います。

対処方法
アレルギー反応が発現した場合は、速やかに投与を中止し適切な処置を行ってください。

重篤なアレルギー反応に関する注意事項
アナフィラキシー等の重篤なアレルギー反応があらわれることがあるため、十分に観察を行ってくださ
い。

代表的な症状
蕁麻疹、腹痛、嘔吐、息苦しさ等

背景
先行バイオ医薬品（生物学的製剤）を含む抗TNF療法において、再生不良性貧血を含む汎血球減少症、
血球減少症（血小板減少症、白血球減少症、顆粒球減少症等）が報告されています。
本剤の海外第Ⅲ相臨床試験（関節リウマチ患者対象）における因果関係が否定できない重篤な血液障害
として、好中球減少症0.8％（5/664例）、白血球減少症0.3％（2/664例）等が認められました。

対処方法
異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行ってください。

重篤な血液障害に関する注意事項
重篤な血液疾患（汎血球減少、再生不良性貧血等）の患者又はその既往歴のある患者には、慎重に投与
を行ってください。

代表的な症状
出血傾向、疲労感、動悸、息切れ等

重篤なアレルギー反応

重篤な血液障害（汎血球減少症、血小板減少症、白血球減少症、顆粒球減少症）
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背景
先行バイオ医薬品において、劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、肝不全が報告されています。なお、これらの
中にはB型肝炎ウイルスの再活性化によるものが含まれていました。

対処方法
異常が認められた場合には投与を中止する等の適切な処置を行ってください。
※B型肝炎ウイルスの再活性化が疑われる場合は、直ちに投与を中止せず、対応を肝臓専門医と相談してください。

劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、肝不全に関する注意事項
劇症肝炎、著しいAST（GOT）、ALT（GPT）等の上昇を伴う肝機能障害、黄疸、肝不全があらわれること
があるので、十分に観察を行ってください。
B型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者に本剤を投与する場合は、肝機能検査値や肝炎ウイル
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してくだ
さい。なお、これらの報告の多くは、他の免疫抑制作用を持つ薬剤を併用投与した患者に起きています。

代表的な症状
倦怠感、発熱、黄疸、発疹、嘔気・嘔吐、かゆみ等

劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、肝不全

背景
本剤及び先行バイオ医薬品の臨床試験において、間質性肺炎（間質性肺疾患）が報告されています。
本剤の海外第Ⅲ相臨床試験（関節リウマチ患者対象）における因果関係が否定できない間質性肺疾患と
して0.2％（1/664例）、胞隔炎0.2％（1/664例）が認められました。

対処方法
異常が認められた場合には、速やかに胸部X線検査、胸部CT検査及び血液ガス検査等を実施し、本剤投
与を中止するとともにニューモシスティス肺炎との鑑別診断（β-D-グルカンの測定等）を考慮に入れ適切
な処置を行ってください。

間質性肺炎に関する注意事項
肺線維症を含む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
注意してください。
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し、慎重に投与を行ってください。

代表的な症状
発熱、空咳、呼吸困難等

間質性肺炎

B型肝炎スクリーニング
本剤を含む抗TNF製剤を投与された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）において、B型肝炎ウイルスの再活性化が認められ、致命的な例も報告され
ています。
本剤の投与に先立って、B型肝炎ウイルス感染の有無を確認してください。
なお、B型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者に本剤を投与する場合は、肝機能検査値や肝炎ウイル
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してください。
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スクリーニング（全例）HBs抗原
注1）

注2）

注3）

注4）

注5）a.b.c.

注2）,８）,９）,10）

注7）

注6）

HBs抗原（+） HBs抗原（－）

HBc抗体、HBs抗体

HBe抗原、HBe抗体、
HBV DNA定量

核酸アナログ投与

通常の対応HBV DNA定量

モニタリング
HBV DNA定量　1回/1～3か月
AST/ALT　1回/1～3か月

（治療内容を考慮して間隔・期間を検討する）

20IU/mL
（1.3 LogIU/mL）未満

20IU/mL
（1.3 LogIU/mL）未満

20IU/mL
（1.3 LogIU/mL）以上

20IU/mL
（1.3 LogIU/mL）以上

HBc抗体（+）または
HBs抗体（+）

HBc抗体（－）かつ
HBs抗体（－）

【副作用とその対策】

B型肝炎スクリーニング
（HBs抗原、HBs抗体、HBc抗体検査）

補足�：�血液悪性疾患に対する強力な化学療法中あるいは終了後に、HBs抗原陽性あるいはHBs抗原陰性例の
一部においてHBV再活性化によりB型肝炎が発症し、その中には劇症化する症例があり、注意が必要である。
また、血液悪性疾患または固形癌に対する通常の化学療法およびリウマチ性疾患・膠原病などの自己免疫疾患
に対する免疫抑制療法においてもHBV再活性化のリスクを考慮して対応する必要がある。通常の化学療法お
よび免疫抑制療法においては、HBV再活性化、肝炎の発症、劇症化の頻度は明らかでなく、ガイドラインに関す
るエビデンスは十分ではない。また、核酸アナログ投与による劇症化予防効果を完全に保証するものではない。…
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出典…：…日本肝臓学会…肝炎診療ガイドラン作成委員会…編「B型肝炎治療ガイドラン（第3.2版）」2020年7月,P78-80
https://www.jsh.or.jp/medical/guidelines/jsh_guidlines/hepatitis_b（2020年10月参照）

……注1）…………免疫抑制・化学療法前に、HBVキャリアおよび既往感染者をスクリーニングする。HBs抗原、HBc抗体およびHBs抗体を測定し、
HBs抗原が陽性のキャリアか、HBs抗原が陰性でHBs抗体、HBc抗体のいずれか、あるいは両者が陽性の既往感染かを判断する。
HBs抗原・HBc抗体およびHBs抗体の測定は、高感度の測定法を用いて検査することが望ましい。また、HBs抗体単独陽性（HBs
抗原陰性かつHBc抗体陰性）例においても、HBV再活性化は報告されており、ワクチン接種歴が明らかである場合を除き、ガイド
ラインに従った対応が望ましい。

……注2）…………HBs抗原陽性例は肝臓専門医にコンサルトすること。また、すべての症例において核酸アナログの投与開始ならびに終了にあたっ
て肝臓専門医にコンサルトするのが望ましい。

……注3）…………初回化学療法開始時にHBc抗体、HBs抗体未測定の再治療例および既に免疫抑制療法が開始されている例では、抗体価が低下
している場合があり、HBV…DNA定量検査などによる精査が望ましい。

……注4）…………既往感染者の場合は、リアルタイムPCR法によりHBV…DNAをスクリーニングする。
……注5）…………

a.………リツキシマブ・オビヌツズマブ（±ステロイド）、フルダラビンを用いる化学療法および造血幹細胞移植…：…既往感染者からのHBV
再活性化の高リスクであり、注意が必要である。治療中および治療終了後少なくとも12か月の間、HBV…DNAを月1回モニタリ
ングする。造血幹細胞移植例は、移植後長期間のモニタリングが必要である。

b.………通常の化学療法および免疫作用を有する分子標的治療薬を併用する場合…：…頻度は少ないながら、HBV再活性化のリスクがあ
る。…HBV…DNA量のモニタリングは1～3か月ごとを目安とし、治療内容を考慮して間隔および期間を検討する。血液悪性疾患
においては慎重な対応が望ましい。

c.………副腎皮質ステロイド薬、免疫抑制薬、免疫抑制作用あるいは免疫修飾作用を有する分子標的治療薬による免疫抑制療法…：…
HBV再活性化のリスクがある。免疫抑制療法では、治療開始後および治療内容の変更後（中止を含む）少なくとも6か月間は、
月1回のHBV…DNA量のモニタリングが望ましい。なお、6か月以降は3か月ごとのHBV…DNA量測定を推奨するが、治療内容
に応じて高感度HBs抗原測定（感度0.005IU/mL）で代用することを考慮する。

……注6）…………免疫抑制・化学療法を開始する前、できるだけ早期に核酸アナログ投与を開始する。ことに、ウイルス量が多いHBs抗原陽性例に
おいては、核酸アナログ予防投与中であっても劇症肝炎による死亡例が報告されており、免疫抑制・化学療法を開始する前にウイ
ルス量を低下させておくことが望ましい。

……注7）…………免疫抑制・化学療法中あるいは治療終了後に、HBV…DNA量が20IU/mL（1.3LogIU/mL）以上になった時点で直ちに核酸アナ
ログ投与を開始する（20IU/mL未満陽性の場合は、別のポイントでの再検査を推奨する）。また、高感度HBs抗原モニタリングに
おいて1IU/mL未満陽性（低値陽性）の場合は、HBV…DNAを追加測定して20IU/mL以上であることを確認した上で核酸アナロ
グ投与を開始する。免疫抑制・化学療法中の場合、免疫抑制薬や免疫抑制作用のある抗腫瘍薬は直ちに投与を中止するのではな
く、対応を肝臓専門医と相談する。

……注8）…………核酸アナログは薬剤耐性の少ないETV、TDF、TAFの使用を推奨する。
……注9）…………下記の①か②の条件を満たす場合には核酸アナログ投与の終了が可能であるが、その決定については肝臓専門医と相談した上

で行う。
①スクリーニング時にHBs抗原陽性だった症例では、B型慢性肝炎における核酸アナログ投与終了基準を満たしていること。
②…スクリーニング時にHBc抗体陽性またはHBs抗体陽性だった症例では、(1)免疫抑制・化学療法終了後、少なくとも12か月間は
投与を継続すること。(2)この継続期間中にALT(GPT)が正常化していること（ただしHBV以外にALT異常の原因がある場合は
除く）。(3)この継続期間中にHBV…DNAが持続陰性化していること。(4)HBs抗原およびHBコア関連抗原も持続陰性化するこ
とが望ましい。

注10）…………核酸アナログ投与終了後少なくとも12か月間は、HBV…DNAモニタリングを含めて厳重に経過観察する。経過観察方法は各核酸
アナログの使用上の注意に基づく。経過観察中にHBV…DNA量が20IU/mL（1.3LogIU/mL）以上になった時点で直ちに投与を
再開する。
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注意を要するその他の副作用

背景
先行バイオ医薬品（生物学的製剤）を含む抗TNF製剤の臨床試験で、悪性リンパ腫等の悪性腫瘍の発
現頻度が対照群に比し、高かったとの報告があります。
関節リウマチのような慢性炎症性疾患のある患者に免疫抑制剤を長期間投与した場合、感染症や悪性
リンパ腫等のリスクが高まることが報告されています。また、抗TNF製剤を使用した小児や若年成人に
おいても、悪性リンパ腫等の悪性腫瘍が報告されています。
本剤の海外第Ⅲ相臨床試験（関節リウマチ患者対象）における悪性腫瘍及びリンパ増殖性疾患の有害事
象として0.9％（6/664例）が認められました。

悪性腫瘍に関する注意事項
本剤及び先行バイオ医薬品（生物学的製剤）との因果関係は明確ではありませんが、悪性腫瘍等の発現
には注意してください。本剤投与に先立って全ての患者（特に、免疫抑制剤の長期間投与経験がある患
者又はPUVA療法を行った経験のある乾癬患者）において、非黒色腫皮膚癌の有無を検査し、投与中も
十分注意してください。

背景
先行バイオ医薬品（生物学的製剤）を含む抗TNF療法において、既存の乾癬の悪化もしくは新規発現
（膿疱性乾癬を含む）が報告されています。これらの多くは、他の免疫抑制作用を有する薬剤を併用した
患者において報告されています。多くの症例は抗TNF製剤の投与中止によって回復しましたが、他の抗
TNF製剤の再投与によって再度発現した例もあります。

対処方法
症状が重度の場合及び局所療法により改善しない場合は、本剤の中止を考慮してください。

背景
先行バイオ医薬品（生物学的製剤）において、サルコイドーシスの悪化（皮膚、肺又は眼症状）が報告され
ています。

対処方法
サルコイドーシス患者に本剤を投与する場合には、十分に観察を行い、サルコイドーシスの悪化に注意し
てください。
サルコイドーシス症状の悪化が認められた場合には、適切な処置を実施してください。

悪性腫瘍

既存の乾癬の悪化もしくは新規発現

サルコイドーシスの悪化

【副作用とその対策】
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【副作用とその対策】

背景
本剤及び先行バイオ医薬品（生物学的製剤）の投与により、抗体（抗アダリムマブ抗体）が産生されるこ
とが報告されています。
本剤の海外第Ⅲ相臨床試験（関節リウマチ患者対象）における抗体産生率は62.5％でした。

その他の注意事項
本剤に対する抗体の産生が確認された患者においては、本剤の血中濃度が低下する傾向がみられてい
ます。血中濃度が低下した患者では効果減弱のおそれがあります。

背景
先行バイオ医薬品（生物学的製剤）において、因果関係が否定できない腸管狭窄（イレウス、腸閉塞等を
含む）が報告されています。

対処方法
腸管狭窄の症状が認められた場合には、適切な処置を実施してください。

代表的な症状
腹部膨満、腹痛、嘔気・嘔吐

背景
本剤及び先行バイオ医薬品（生物学的製剤）において、因果関係が否定できない注射部位反応（紅斑、そ
う痒感、発疹、出血、腫脹、硬結等）が認められています。
本剤の海外第Ⅲ相臨床試験（関節リウマチ患者対象）における注射部位反応の有害事象として2.3％
（15/664例）が認められました。

注射部位反応に関する注意事項
本剤を慎重に投与するとともに、発現に注意し、必要に応じて適切な処置を行ってください。
なお、注射部位反応は投与開始から1カ月の間に高頻度で発現し、その後減少しています。

免疫原性（抗アダリムマブ抗体産生）

腸管狭窄（クローン病）

注射部位反応
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【第Ⅲ相臨床試験の概要】

【第Ⅲ相臨床試験の概要】

試験番号
試験の種類
国内外

目�的
試験デザイン
及び

対照の種類
対�象 薬剤、用法及び用量

投与被験者数 評価項目

FKB327-002
第Ⅲ相二重盲検
比較試験
海外
（DB）

FKB327と
ヒュミラの
有効性・安全性
の同等性／
同質性評価

実薬対照
（ヒュミラ�US品）、
ランダム化、
二重盲検、
並行群間比較、
多施設共同

中等度・重度
の関節リウマ
チ患者

FKB327：40mg�eow、24週間SC投与：
366名

ヒュミラ：40mg�eow、24週間SC投与：
362名

合計：728名

主要評価項目
ACR20（24�週）
重要な副次評価
DAS28-CRP
（24�週）

FKB327-003
第Ⅲ相継続投与
試験
海外
（OLE）

FKB327と
ヒュミラの
長期安全性、
免疫原性、
有効性、
薬物動態の評価

ランダム化期
実薬対照
（ヒュミラ�US品）、
ランダム化、
非盲検、
並行群間比較、
多施設共同

002�
試験を完了し
継続投与の
選択基準を
満たした
関節リウマチ
患者

FKB327又はヒュミラ40mg�Q2W、
30週間SC投与
002試験–003試験ランダム化期の投与群
FKB327–FKB327（F-F）：216名
FKB327–ヒュミラ（F-H）�：108名
ヒュミラ–ヒュミラ（H-H）���：213名
ヒュミラ–FKB327（H-F）�：108名

合計：645名

主要評価項目
安全性
副次評価項目
ACR20/50/70、�
DAS28-CRP�
スコア変化量
（その他の評価項目）
免疫原性、PK

継続投与期
非対照、
多施設共同

上記
ランダム化期
から継続

FKB327（PFS又はAI）40mg�Q2W、
50週間SC投与
合計：572名が継続投与期に移行

上記と同じ

FKB327-002
二重盲検比較試験（DB）

002DB試験開始からの週数

使用した治験薬製剤 FKB327バイアル／ヒュミラPFS FKB327 PFS／ヒュミラPFS FKB327 AI／PFS

w80

第Ⅰ期：ランダム化期 第Ⅱ期：継続投与期
FKB327-003継続投与試験（OLE）

FKB327-ヒュミラ切替え群（F-H）

003OLE試験開始からの週数

FKB327
N=366

N=108

FKB327継続群（F-F）

N=216 FKB327単一治療群

N=572ヒュミラ継続群（H-H）

ヒュミラ
N=362

N=213

ヒュミラ-FKB327切替え群（H-F）

N=108

R
1：1

ランダム化二重盲検 ランダム化非盲検 FKB327単一群

R
2：1

R
2：1

w24 w54 w100 w104

w0 w30 w76

：ランダム化　F：FKB327（アダリムマブBS）　H：ヒュミラ（US品）　PFS：プレフィルドシリンジ　AI：オートインジェクター
DB：Double-Blind study　OLE：Open-Label Extension study
R

FKB327-002
二重盲検比較試験（DBT）

002DBT試験開始からの週数

使用した治験薬製剤

（第Ⅰ期：F-F vs H-H、治療切替え時
 F-F vs F-H、H-H vs H-F）

（第Ⅱ期：2回治療切替え時評価含む）

FKB327バイアル／ヒュミラPFS FKB327 PFS／ヒュミラPFS FKB327 AI／PFS

w80
（w104）

第Ⅰ期：ランダム化期 第Ⅱ期：継続投与期
FKB327-003継続投与試験（OLE）

FKB327-ヒュミラ切替え群（F-H）

003OLE試験開始からの週数

FKB327
N=366

N=108

FKB327継続群（F-F）

N=216 FKB327単一治療群

N=572ヒュミラ継続群（H-H）

ヒュミラ
N=362

N=213

ヒュミラ-FKB327切替え群（H-F）

N=108

R
1：1

ランダム化二重盲検 ランダム化非盲検 FKB327単一群

002試験：（主要評価） 有効性の同等性／同質性評価（FKB327 vs ヒュミラ）

（副次評価） 安全性・免疫原性の同等性／同質性評価

003試験：長期有効性・安全性の同等性／同質性評価

併合解析：1年間、長期安全性・免疫原性の同等性／同質性評価

併合解析：全期間の有効性、安全性・免疫原性評価

R
2：1

R
2：1

w24

W0
（w24）

w30
（w54）

w76
（w100）

：ランダム化　F：FKB327　H：ヒュミラ　PFS：プレフィルドシリンジ　AI：オートインジェクターR

臨床試験の一覧表
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関節リウマチ患者を対象とした海外第Ⅲ相臨床試験

【臨床試験の成績（安全性）】

関節リウマチ患者を対象とした臨床試験から収集された副作用を以下に示します。

SOC（器官別大分類） 本剤（FKB327）

PT（基本語） N=664
n（%）

副作用を1件以上発現した被験者 207…（31.2）

血液およびリンパ系障害 12…（1.8）

貧血 5…（0.8）

好中球減少症 5…（0.8）

白血球減少症 2…（0.3）

リンパ節症 2…（0.3）

リンパ球減少症 0

低色素性貧血 0

白血球増加症 0

心臓障害 4…（0.6）

動悸 2…（0.3）

急性心筋梗塞 1…（0.2）

狭心症 0

心筋梗塞 1…（0.2）

耳および迷路障害 1…（0.2）

回転性めまい 1…（0.2）

内分泌障害 1…（0.2）

甲状腺機能低下症 1…（0.2）

眼障害 3…（0.5）

眼瞼浮腫 1…（0.2）

眼瞼炎 0

眼乾燥 0

上強膜炎 1…（0.2）

眼瞼紅斑 1…（0.2）

眼の炎症 1…（0.2）

胃腸障害 7…（1.1）

下痢 0

消化不良 1…（0.2）

（　）内の数値は発現頻度（％）を示しています。
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【臨床試験の成績（安全性）】

SOC（器官別大分類） 本剤（FKB327）

PT（基本語） N=664
n（%）

口腔内潰瘍形成 2…（0.3）

悪心 2…（0.3）

口内炎 1…（0.2）

腹痛 1…（0.2）

上腹部痛 0

胃炎 0

胃十二指腸炎 1…（0.2）

一般・全身障害および投与部位の状態 22…（3.3）

注射部位紅斑 10…（1.5）

注射部位反応 4…（0.6）

発熱 3…（0.5）

注射部位そう痒感 2…（0.3）

軟部組織の炎症 2…（0.3）

投与部位反応 1…（0.2）

不快感 1…（0.2）

顔面浮腫 1…（0.2）

注射部位浮腫 0

倦怠感 1…（0.2）

突然死 1…（0.2）

注射部位腫脹 0

小結節 0

注射部位裂傷 1…（0.2）

投与部位発疹 0

肝胆道系障害 1…（0.2）

慢性胆嚢炎 1…（0.2）

胆石症 1…（0.2）

肝毒性 1…（0.2）

免疫系障害 3…（0.5）

薬物過敏症 2…（0.3）

過敏症 1…（0.2）

感染症および寄生虫症 120…（18.1）

気管支炎 20…（3.0）

上咽頭炎 18…（2.7）

尿路感染 19…（2.9）
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SOC（器官別大分類） 本剤（FKB327）

PT（基本語） N=664
n（%）

上気道感染 13…（2.0）

潜伏結核 14…（2.1）

咽頭炎 9…（1.4）

肺炎 9…（1.4）

帯状疱疹 6…（0.9）

口腔ヘルペス 3…（0.5）

副鼻腔炎 7…（1.1）

胃腸炎 2…（0.3）

単純ヘルペス 3…（0.5）

喉頭炎 4…（0.6）

腟感染 3…（0.5）

蜂巣炎 3…（0.5）

膀胱炎 2…（0.3）

急性腎盂腎炎 2…（0.3）

扁桃炎 2…（0.3）

気管炎 2…（0.3）

ウイルス性上気道感染 3…（0.5）

播種性結核 1…（0.2）

丹毒 2…（0.3）

歯肉炎 2…（0.3）

インフルエンザ 2…（0.3）

限局性感染 2…（0.3）

口腔カンジダ症 0

肺結核 0

敗血症 2…（0.3）

歯膿瘍 2…（0.3）

外陰腟炎 2…（0.3）

急性副鼻腔炎 1…（0.2）

憩室炎 1…（0.2）

真菌感染 1…（0.2）

ウイルス性胃腸炎 0

消化管感染 1…（0.2）

膿痂疹 1…（0.2）

乳腺炎 1…（0.2）
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【臨床試験の成績（安全性）】

SOC（器官別大分類） 本剤（FKB327）

PT（基本語） N=664
n（%）

髄膜炎 1…（0.2）

爪真菌症 0

中耳炎 1…（0.2）

爪囲炎 1…（0.2）

肺真菌症 0

腎盂腎炎 1…（0.2）

外陰部炎 1…（0.2）

赤痢 1…（0.2）

白癬感染 1…（0.2）

細菌性肺炎 1…（0.2）

ウイルス性気道感染 1…（0.2）

気道感染 1…（0.2）

ヘルペス性皮膚炎 1…（0.2）

外陰腟真菌感染 0

カンジダ感染 0

鼻ヘルペス 1…（0.2）

毛嚢虫症 1…（0.2）

真菌性舌感染 1…（0.2）

傷害、中毒および処置合併症 1…（0.2）

腰椎骨折 0

処置後血腫 1…（0.2）

臨床検査 37…（5.6）

結核菌群検査陽性 9…（1.4）

アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 8…（1.2）

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 6…（0.9）

γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加 4…（0.6）

肝酵素上昇 2…（0.3）

Ｃ－反応性蛋白増加 3…（0.5）

好中球数減少 2…（0.3）

体重増加 2…（0.3）

白血球数減少 1…（0.2）

トランスアミナーゼ上昇 2…（0.3）

血中コレステロール増加 1…（0.2）

血中クレアチニン増加 1…（0.2）
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SOC（器官別大分類） 本剤（FKB327）

PT（基本語） N=664
n（%）

血圧上昇 1…（0.2）

血中尿素増加 0

体温上昇 0

ヘモグロビン異常 0

平均赤血球容積異常 1…（0.2）

体重減少 1…（0.2）

血中アルカリホスファターゼ増加 0

尿検査異常 1…（0.2）

結核菌群検査 1…（0.2）

代謝および栄養障害 13…（2.0）

高コレステロール血症 10…（1.5）

脂質異常症 3…（0.5）

糖尿病 1…（0.2）

高尿酸血症 0

低ナトリウム血症 1…（0.2）

食欲減退 0

筋骨格系および結合組織障害 16…（2.4）

関節リウマチ 7…（1.1）

関節炎 1…（0.2）

関節痛 2…（0.3）

背部痛 2…（0.3）

関節腫脹 2…（0.3）

筋痙縮 1…（0.2）

滑液包炎 1…（0.2）

頚部痛 1…（0.2）

リウマトイド結節 0

良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む） 3…（0.5）

基底細胞癌 1…（0.2）

乳癌 1…（0.2）

子宮頚部癌 1…（0.2）

扁平上皮癌 0

神経系障害 9…（1.4）

頭痛 4…（0.6）

味覚異常 1…（0.2）
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【臨床試験の成績（安全性）】

SOC（器官別大分類） 本剤（FKB327）

PT（基本語） N=664
n（%）

浮動性めまい 2…（0.3）

灼熱感 1…（0.2）

感覚鈍麻 1…（0.2）

錯感覚 1…（0.2）

末梢性感覚ニューロパチー 0

腎および尿路障害 5…（0.8）

血尿 2…（0.3）

排尿困難 1…（0.2）

水腎症 1…（0.2）

ネフローゼ症候群 0

蛋白尿 1…（0.2）

腎仙痛 0

白血球尿 1…（0.2）

慢性腎臓病 0

生殖系および乳房障害 2…（0.3）

萎縮性外陰腟炎 1…（0.2）

子宮頚部上皮異形成 1…（0.2）

腟出血 1…（0.2）

呼吸器、胸郭および縦隔障害 13…（2.0）

咳嗽 1…（0.2）

鼻漏 0

胞隔炎 1…（0.2）

喘息 1…（0.2）

慢性閉塞性肺疾患 1…（0.2）

間質性肺疾患 1…（0.2）

肺硬化 1…（0.2）

肺障害 1…（0.2）

肺浸潤 0

胸膜炎 1…（0.2）

湿性咳嗽 1…（0.2）

咽喉刺激感 0

扁桃肥大 1…（0.2）

上気道の炎症 1…（0.2）

肺腫瘤 1…（0.2）
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【臨床試験の成績（安全性）】

SOC（器官別大分類） 本剤（FKB327）

PT（基本語） N=664
n（%）

気管支反応性亢進 1…（0.2）

皮膚および皮下組織障害 22…（3.3）

発疹 4…（0.6）

アレルギー性皮膚炎 2…（0.3）

紅斑 2…（0.3）

そう痒症 1…（0.2）

蕁麻疹 2…（0.3）

脱毛症 1…（0.2）

斑状出血 1…（0.2）

湿疹 1…（0.2）

紅斑性皮疹 1…（0.2）

斑状丘疹状皮疹 1…（0.2）

皮膚剥脱 0

全身性そう痒症 2…（0.3）

水疱 1…（0.2）

皮膚炎 0

貨幣状湿疹 0

結節性紅斑 1…（0.2）

扁平苔癬 0

粃糠疹 0

全身性皮疹 1…（0.2）

斑状皮疹 1…（0.2）

麻疹様発疹 1…（0.2）

中毒性皮疹 1…（0.2）

血管障害 5…（0.8）

高血圧 2…（0.3）

血栓性静脈炎 1…（0.2）

血管炎 0

リンパうっ滞 1…（0.2）

ほてり 1…（0.2）

・副作用名は、MedDRA/J（基本語）Ver.21.0を使用して集計しています。
MedDRAとは、日欧米医薬品規制ハーモナイゼーション国際会議（ICH）で開発された医学用語集で、この日本語版が「ICH国際医薬用語
集日本語版（MedDRA/J）」となります。



1.警告
〈効能共通〉

1.1本剤投与により、結核、肺炎、敗血症を含む重篤な感染症
及び脱髄疾患の新たな発生もしくは悪化等が報告され
ており、本剤との関連性は明らかではないが、悪性腫瘍
の発現も報告されている。本剤が疾病を完治させる
薬剤でないことも含め、これらの情報を患者に十分
説明し、患者が理解したことを確認した上で、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。また、本剤の投与において、重篤な副作用に
より、致命的な経過をたどることがあるので、緊急時の
対応が十分可能な医療施設及び医師の管理指導のもと
で使用し、本剤投与後に副作用が発現した場合には、
主治医に連絡するよう患者に注意を与えること。
［1.2、1.3、2.1、2.2、2.4、8.1-8.3、9.1.1、9.1.2、
9.1.4、11.1.1、11.1.2、11.1.4、15.1.5参照］

1.2感染症
1.2.1重篤な感染症

敗血症、肺炎、真菌感染症を含む日和見感染症等の
致命的な感染症が報告されているため、十分な観察
を行うなど感染症の発症に注意すること。［1.1、
2.1、8.1、9.1.1、11.1.1参照］

1.2.2結核
播種性結核（粟粒結核）及び肺外結核（胸膜、リンパ節
等）を含む結核が発症し、死亡例も認められている。
結核の既感染者では症状の顕在化及び悪化のおそ
れがあるため、本剤投与に先立って結核に関する
十分な問診及び胸部X線検査に加え、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。また、結核の既感染者には、
抗結核薬の投与をした上で、本剤を投与すること。
ツベルクリン反応等の検査が陰性の患者において、
投与後活動性結核が認められた例も報告されて
いる。［1.1、2.2、8.3、9.1.2、11.1.2参照］

1.3脱髄疾患（多発性硬化症等）の臨床症状・画像診断上の
新たな発生もしくは悪化が、本剤を含む抗TNF製剤で
みられたとの報告がある。脱髄疾患（多発性硬化症等）
及びその既往歴のある患者には投与しないこととし、
脱髄疾患を疑う患者や家族歴を有する患者に投与する
場合には、適宜画像診断等の検査を実施するなど、
十分な観察を行うこと。［1.1、2.4、9.1.4、11.1.4参照］

1.4本剤についての十分な知識と適応疾患の治療の知識・
経験をもつ医師が使用すること。［5.1、5.2、5.4-5.8
参照］

〈関節リウマチを除く効能〉
1.5本剤の治療を行う前に、適応疾患の既存治療を十分
勘案すること。［5.2、5.4-5.8参照］

〈関節リウマチ〉
1.6本剤の治療を行う前に、少なくとも1剤の抗リウマチ
薬等の使用を十分勘案すること。［5.1参照］

〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬〉
1.7本剤の副作用への対応について十分な知識を有する
医師との連携のもと使用すること。［5.2参照］

2.禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1重篤な感染症（敗血症等）の患者［症状を悪化させる
おそれがある。］［1.1、1.2.1、8.1、9.1.1、11.1.1参照］

2.2活動性結核の患者［症状を悪化させるおそれがある。］
［1.1、1.2.2、8.3、9.1.2、11.1.2参照］

2.3本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者［11.1.5
参照］

2.4脱髄疾患（多発性硬化症等）及びその既往歴のある患者
［症状の再燃及び悪化のおそれがある。］［1.1、1.3、
9.1.4、11.1.4参照］

2.5うっ血性心不全の患者［15.1.4参照］

4.効能又は効果
アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「FKB」
アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」
　既存治療で効果不十分な下記疾患
　　○多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎
アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」
　○関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）
　既存治療で効果不十分な下記疾患
　　○尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬
　　○強直性脊椎炎
　　○腸管型ベーチェット病
○中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法（既存治療で効果不十分な
場合に限る）

　○中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）

20mgシリンジ0.4mL

30200AMX00468000

40mgシリンジ0.8mL

30200AMX00466000

40mgペン0.8mL

873999

2～8℃で保存

36ヵ月

2020年6月

30200AMX00467000

2021年2月

日本標準商品分類番号

貯 法

有 効 期 間

承 認 年 月

承 認 番 号

販 売 開 始 年 月

3.組成・性状
3.1組成

5.効能又は効果に関連する注意
〈関節リウマチ〉

5.1本剤の適用は、原則として既存治療で効果不十分な関節リウマチ患者に限定すること。ただし、
関節の構造的損傷の進展が早いと予想される患者に対しては、抗リウマチ薬による治療歴がない
場合でも使用できるが、最新のガイドライン等を参照した上で、患者の状態を評価し、本剤の使用の
必要性を慎重に判断すること。［1.4、1.6参照］

有効成分※

添加剤※
19.1mg

20mg

販売名

0.75mg

0.30mg
0.40mg
適量

38.2mg

40mg

1.50mg

0.60mg
0.80mg
適量

アダリムマブBS皮下注20mg
シリンジ0.4mL「FKB」

アダリムマブBS皮下注40mg
シリンジ0.8mL「FKB」

アダリムマブBS皮下注40mg
ペン0.8mL「FKB」

アダリムマブ（遺伝子組換え）
［アダリムマブ後続1］

L-グルタミン酸ナトリウム
水和物

D-ソルビトール

L-メチオニン

ポリソルベート80

希塩酸

3.2製剤の性状
販売名

剤形

性状

pH

浸透圧比

※シリンジ又はペン1本中

（参考）

－

－

－

○

－

－

－

○

○

○

○

○

○

○

アダリムマブBS皮下注20mg
シリンジ0.4mL「FKB」

アダリムマブBS皮下注40mg
シリンジ0.8mL「FKB」

アダリムマブBS皮下注40mg
ペン0.8mL「FKB」

関節リウマチ

尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬

強直性脊椎炎

多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎

腸管型ベーチェット病

クローン病

潰瘍性大腸炎

アダリムマブBS皮下注「FKB」〈全製品共通〉

注射剤（プレフィルドシリンジ又はペン）

無色～微黄褐色の澄明又は僅かに白濁した液

4.9～5.5

0.9～1.2

本剤はチャイニーズハムスター卵巣細胞を用いて製造される。

＊

＊

＊
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6.用法及び用量
〈関節リウマチ〉
通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として40mgを2週に1回、皮下注射
する。なお、効果不十分な場合、1回80mgまで増量できる。
〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬〉
通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として初回に80mgを皮下注射し、
以後2週に1回、40mgを皮下注射する。なお、効果不十分な場合には1回80mgまで増量できる。
〈強直性脊椎炎〉
通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として40mgを2週に1回、皮下注射
する。なお、効果不十分な場合、1回80mgまで増量できる。
〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉
通常、アダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として、体重15kg以上30kg未満の場合は
20mgを、体重30kg以上の場合は40mgを2週に1回、皮下注射する。
〈腸管型ベーチェット病〉
通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として初回に160mgを、初回投与
2週間後に80mgを皮下注射する。初回投与4週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注射する。
〈クローン病〉
通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として初回に160mgを、初回投与
2週間後に80mgを皮下注射する。初回投与4週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注射する。なお、
効果が減弱した場合には1回80mgに増量できる。
〈潰瘍性大腸炎〉
通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として初回に160mgを、初回投与
2週間後に80mgを皮下注射する。初回投与4週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注射する。

7.用法及び用量に関連する注意
〈効能共通〉

7.1メトトレキサート等の抗リウマチ薬と併用する場合は、80mg隔週投与への増量はしないこと。
7.2本剤と他の生物製剤の併用について、有効性及び安全性が確立していないので併用を避けること。
〈関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉

7.3本剤とアバタセプト（遺伝子組換え）の併用は行わないこと。海外で実施したプラセボを対照とした
臨床試験において、本剤を含む抗TNF製剤とアバタセプト（遺伝子組換え）の併用療法を受けた
患者では併用による効果の増強は示されておらず、感染症及び重篤な感染症の発現率が本剤を
含む抗TNF製剤のみによる治療を受けた患者での発現率と比べて高かった。
〈関節リウマチ〉

7.4本剤による治療反応は、通常投与開始から12週以内に得られる。12週以内に治療反応が得られない
場合は、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。また、増量を行っても効果が得られない場合、
現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。
〈強直性脊椎炎〉

7.5本剤による治療反応は、通常投与開始から12週以内に得られる。12週以内に治療反応が得られない
場合は、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。また、増量を行っても効果が得られない場合、
現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。
〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬〉

7.6本剤による治療反応は、通常投与開始から16週以内に得られる。16週以内に治療反応が得られない
場合は、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。また、増量を行っても効果が得られない場合、
現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。
〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉

7.7本剤による治療反応は、通常投与開始から12週以内に得られる。12週以内に治療反応が得られない
場合は、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。
〈腸管型ベーチェット病〉

7.8 12週以内に臨床症状や内視鏡所見等による治療反応が得られない場合は、本剤の継続投与の
必要性を慎重に再考すること。
〈クローン病〉

7.9本剤による治療反応は、通常投与開始から4週以内に得られる。4週時点で臨床症状や内視鏡所見等
による治療反応が得られない場合は、本剤の継続投与の必要性を検討し、他の治療法への切替えを
考慮すること。また、80mgへの増量は、40mgによる治療で効果は認められたものの、維持療法中に
効果が減弱した患者に対して行うこと。80mgに増量しても効果が得られない場合、本剤の継続
投与の必要性を慎重に再考すること。
〈潰瘍性大腸炎〉

＊7.10本剤による治療反応は、通常投与開始から8週以内に得られる。8週時点で臨床症状や内視鏡
所見等による明らかな改善効果が得られない場合は、本剤の投与を中止すること。

8.重要な基本的注意
8.1本剤は、細胞性免疫反応を調節するTNFα（腫瘍壊死因子α）の生理活性を抑制するので、感染症に
対する宿主免疫能に影響を及ぼす可能性がある。そのため本剤の投与に際しては、十分な観察を
行い、感染症の発現や増悪に注意すること。他の生物製剤との切替えの際も注意すること。また、
患者に対しても、発熱、倦怠感等があらわれた場合には、速やかに主治医に相談するよう指導する
こと。［1.1、1.2.1、2.1、9.1.1、11.1.1参照］

8.2本剤を含む抗TNF製剤の臨床試験で、悪性リンパ腫等の悪性腫瘍の発現頻度が対照群に比し、
高かったとの報告がある。また、関節リウマチのような慢性炎症性疾患のある患者に免疫抑制剤を
長期間投与した場合、感染症や悪性リンパ腫等のリスクが高まることが報告されている。また、
抗TNF製剤を使用した小児や若年成人においても、悪性リンパ腫等の悪性腫瘍が報告されている。
本剤との因果関係は明確ではないが、悪性腫瘍等の発現には注意すること。本剤投与に先立って
全ての患者（特に、免疫抑制剤の長期間投与経験がある患者又はPUVA療法を行った経験のある
乾癬患者）において、非黒色腫皮膚癌の有無を検査し、投与中も監視を継続すること。［1.1、
15.1.5参照］

8.3結核の既感染者では症状の顕在化及び悪化のおそれがあるため、本剤の投与に先立って結核に
関する十分な問診及び胸部X線検査に加え、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。特に、重篤な
疾患もしくは易感染状態の患者においては、ツベルクリン反応で偽陰性となる可能性があるので
注意すること。また、本剤の適用にあたっては本剤投与のリスクベネフィットを慎重に検討すること。
本剤投与前にツベルクリン反応等の検査が陰性の患者においても、投与後活動性結核があらわれる
ことがあるため、本剤投与中は胸部X線検査等の適切な検査を定期的に行うなど結核の発現に
十分注意すること。患者に対し、結核の症状が疑われる場合（持続する咳、体重減少、発熱等）は
速やかに主治医に連絡するよう説明すること。［1.1、1.2.2、2.2、9.1.2、11.1.2参照］

〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬〉
5.2少なくとも1種類の既存の全身療法（紫外線療法を含む）で十分な効果が得られず、皮疹が体表面積
（BSA）の10％以上に及ぶ場合に投与すること。［1.4、1.5、1.7参照］

5.3難治性の皮疹、関節症状又は膿疱を有する場合に投与すること。
〈強直性脊椎炎〉

5.4過去の治療において、既存治療薬（非ステロイド性抗炎症薬等）による適切な治療を行っても、
疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること。［1.4、1.5参照］
〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉

5.5過去の治療において、少なくとも1剤の抗リウマチ薬（生物製剤を除く）等による適切な治療を
行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること。全身型若年性特発性
関節炎については、全身症状に対する有効性及び安全性が確立していないため、全身症状が安定し、
多関節炎が主症状の場合に投与すること。［1.4、1.5参照］
〈腸管型ベーチェット病〉

5.6過去の治療において、既存治療薬（ステロイド又は免疫調節剤等）による適切な治療を行っても、
疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること。［1.4、1.5参照］
〈クローン病〉

5.7過去の治療において、栄養療法、他の薬物療法（5-アミノサリチル酸製剤、ステロイド、アザチオプ
リン等）等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与する
こと。なお、寛解維持投与は漫然と行わず経過を観察しながら行うこと。［1.4、1.5参照］
〈潰瘍性大腸炎〉

＊5.8過去の治療において、他の薬物療法（ステロイド、アザチオプリン等）等による適切な治療を行っても、
疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること。ただし、本剤よりも先に他の抗TNF
製剤による治療を考慮すること。国内臨床試験において主要評価項目の1つである投与8週時の
寛解率ではプラセボ群との差は認められていない。［1.4、1.5、17.1.8参照］

＊5.9寛解維持効果は確認されていないため、漫然と投与しないこと。

10.相互作用
10.2併用注意（併用に注意すること）

8.4本剤を含む抗TNF製剤によるB型肝炎ウイルスの再活性化が認められているので、本剤投与に
先立って、B型肝炎ウイルス感染の有無を確認すること。［9.1.3、11.1.8参照］

8.5本剤投与において、生ワクチンの接種に起因する感染症を発現したとの報告はないが、感染症
発現のリスクを否定できないので、生ワクチン接種は行わないこと。［9.5.2、9.7.1参照］

8.6注射部位において紅斑、発赤、疼痛、腫脹、そう痒、出血等が多数認められているので、本剤を慎重に
投与するとともに、発現に注意し、必要に応じて適切な処置を行うこと。

8.7本剤を含む抗TNF療法において、新たな自己抗体（抗核抗体）の発現が報告されている。［11.1.3、
15.1.3参照］

8.8本剤を含む抗TNF療法において、既存の乾癬の悪化もしくは新規発現（膿疱性乾癬を含む）が報告
されている。これらの多くは、他の免疫抑制作用を有する薬剤を併用した患者において報告されて
いる。多くの症例は抗TNF製剤の投与中止によって回復したが、他の抗TNF製剤の再投与によって
再度発現した例もある。症状が重度の場合及び局所療法により改善しない場合は本剤の中止を
考慮すること。

8.9本剤において、サルコイドーシスの悪化（皮膚、肺又は眼症状）が報告されている。サルコイドーシス
患者に本剤を投与する場合には、十分な観察を行い、サルコイドーシスの悪化に注意すること。
サルコイドーシス症状が悪化した場合には、適切な処置を行うこと。

＊8.10本剤の投与により、本剤に対する抗体が産生されることがある。臨床試験における日本人での産生
率は、関節リウマチ44.0％（メトトレキサート併用下では19.3％）、尋常性乾癬11.6％、膿疱性乾癬
30.0％、強直性脊椎炎16.0％、若年性特発性関節炎20.0％（メトトレキサート併用下では15.0％）、
腸管型ベーチェット病5.0％、クローン病6.1％及び潰瘍性大腸炎7.8％であった。臨床試験において
本剤に対する抗体の産生が確認された患者においては、本剤の血中濃度が低下する傾向がみられた。
血中濃度が低下した患者では効果減弱のおそれがある。

8.11本剤の投与開始にあたっては、医療施設において、必ず医師によるか、医師の直接の監督のもとで
投与を行うこと。自己投与の適用については、医師がその妥当性を慎重に検討し、十分な教育訓練を
実施したのち、本剤投与による危険性と対処法について患者が理解し、患者自ら確実に投与できる
ことを確認した上で、医師の管理指導のもとで実施すること。また、適用後、感染症等本剤による
副作用が疑われる場合や、自己投与の継続が困難な状況となる可能性がある場合には、直ちに
自己投与を中止させ、医師の管理下で慎重に観察するなど適切な処置を行うこと。シリンジ又は
ペンの安全な廃棄方法に関する指導を行うと同時に、使用済みのシリンジ又はペンを廃棄する
容器を提供すること。

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感染症（重篤な感染症を除く）の患者又は感染症が疑われる患者［1.1、1.2.1、2.1、8.1、11.1.1

参照］
9.1.2結核の既感染者（特に結核の既往歴のある患者及び胸部X線上結核治癒所見のある患者）又は

結核感染が疑われる患者
（1）結核の既感染者では、結核を活動化させ、症状が顕在化するおそれがある。［1.1、1.2.2、

2.2、8.3、11.1.2参照］
（2）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、原則として本剤の

開始前に適切な抗結核薬を投与すること。［1.1、1.2.2、2.2、8.3、11.1.2参照］
・胸部画像検査で陳旧性結核に合致するか推定される陰影を有する患者
・結核の治療歴（肺外結核を含む）を有する患者
・インターフェロン-γ遊離試験やツベルクリン反応検査等の検査により、既感染が強く疑わ
れる患者
・結核患者との濃厚接触歴を有する患者

9.1.3 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）
肝機能検査値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。本剤を含む抗TNF製剤を投与されたB型肝炎ウイルス
キャリアの患者又は既往感染者において、B型肝炎ウイルスの再活性化が認められ、致命的な
例も報告されている。なお、これらの報告の多くは、他の免疫抑制作用をもつ薬剤を併用投与した
患者に起きている。［8.4、11.1.8参照］

9.1.4脱髄疾患が疑われる徴候を有する患者及び家族歴のある患者
（1）脱髄疾患が疑われる徴候を有する患者については、神経学的評価や画像診断等の検査を行い、

慎重に危険性と有益性を評価した上で本剤適用の妥当性を検討し、投与後は十分に観察を
行うこと。脱髄疾患発現のおそれがある。［1.1、1.3、2.4、11.1.4参照］

（2）脱髄疾患の家族歴のある患者は、適宜画像診断等の検査を実施し、十分注意すること。脱髄
疾患発現のおそれがある。

9.1.5重篤な血液疾患（汎血球減少、再生不良性貧血等）の患者又はその既往歴のある患者
血液疾患が悪化するおそれがある。［11.1.6参照］

9.1.6間質性肺炎の既往歴のある患者
定期的に問診を行うなど注意すること。間質性肺炎が増悪又は再発することがある。［11.1.7参照］

9.5妊婦
9.5.1妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、使用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。
9.5.2本剤の投与を受けた患者からの出生児に対して生ワクチンを投与する際には注意すること。

本剤は胎盤通過性があるとの報告があるため、感染のリスクが高まるおそれがある。［8.5参照］
9.6授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。アダリム
マブはヒト母乳中へ移行することが報告されている。［16.8.1参照］

9.7小児等
9.7.1本剤投与前に必要なワクチンを接種しておくことが望ましい。［8.5参照］
9.7.2 4歳未満の幼児を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。
9.8高齢者
十分な観察を行い、感染症等の副作用の発現に留意すること。重篤な有害事象の発現率の上昇が
認められている。また、一般に高齢者では生理機能（免疫機能等）が低下している。

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重篤な感染症

敗血症（0.3％）、肺炎（2.7％）等の重篤な感染症（細菌、真菌（ニューモシスティス等）、ウイルス
等の日和見感染によるもの）があらわれることがある。なお、感染症により死亡に至った症例が
報告されている。投与中に重篤な感染症を発現した場合は、感染症がコントロールできるように
なるまでは投与を中止すること。［1.1、1.2.1、2.1、8.1、9.1.1参照］

11.1.2結核（0.3％）
結核（肺外結核（胸膜、リンパ節等）、播種性結核を含む）があらわれることがある。ツベルクリン
反応等の検査が陰性の患者において、投与後活動性結核があらわれることもある。また、肺外
結核（胸膜、リンパ節等）もあらわれることがあることから、その可能性も十分考慮した観察を
行うこと。［1.1、1.2.2、2.2、8.3、9.1.2参照］

11.1.3ループス様症候群（0.1％）
［8.7、15.1.3参照］

11.1.4脱髄疾患（頻度不明）
脱髄疾患（多発性硬化症、視神経炎、横断性脊髄炎、ギラン・バレー症候群等）の新たな発生
もしくは悪化があらわれることがある。［1.1、1.3、2.4、9.1.4参照］

11.1.5重篤なアレルギー反応（頻度不明）
アナフィラキシー等の重篤なアレルギー反応があらわれることがある。［2.3参照］

11.1.6重篤な血液障害（頻度不明）
再生不良性貧血を含む汎血球減少症、血球減少症（血小板減少症、白血球減少症、顆粒球減少
症等）があらわれることがある。［9.1.5参照］

臨床症状・措置方法

本剤のクリアランスが低下するおそれがある。

機序・危険因子

機序不明

薬剤名等

メトトレキサート

＊
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6.用法及び用量
〈関節リウマチ〉
通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として40mgを2週に1回、皮下注射
する。なお、効果不十分な場合、1回80mgまで増量できる。
〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬〉
通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として初回に80mgを皮下注射し、
以後2週に1回、40mgを皮下注射する。なお、効果不十分な場合には1回80mgまで増量できる。
〈強直性脊椎炎〉
通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として40mgを2週に1回、皮下注射
する。なお、効果不十分な場合、1回80mgまで増量できる。
〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉
通常、アダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として、体重15kg以上30kg未満の場合は
20mgを、体重30kg以上の場合は40mgを2週に1回、皮下注射する。
〈腸管型ベーチェット病〉
通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として初回に160mgを、初回投与
2週間後に80mgを皮下注射する。初回投与4週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注射する。
〈クローン病〉
通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として初回に160mgを、初回投与
2週間後に80mgを皮下注射する。初回投与4週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注射する。なお、
効果が減弱した場合には1回80mgに増量できる。
〈潰瘍性大腸炎〉
通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）［アダリムマブ後続1］として初回に160mgを、初回投与
2週間後に80mgを皮下注射する。初回投与4週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注射する。

7.用法及び用量に関連する注意
〈効能共通〉

7.1メトトレキサート等の抗リウマチ薬と併用する場合は、80mg隔週投与への増量はしないこと。
7.2本剤と他の生物製剤の併用について、有効性及び安全性が確立していないので併用を避けること。
〈関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉

7.3本剤とアバタセプト（遺伝子組換え）の併用は行わないこと。海外で実施したプラセボを対照とした
臨床試験において、本剤を含む抗TNF製剤とアバタセプト（遺伝子組換え）の併用療法を受けた
患者では併用による効果の増強は示されておらず、感染症及び重篤な感染症の発現率が本剤を
含む抗TNF製剤のみによる治療を受けた患者での発現率と比べて高かった。
〈関節リウマチ〉

7.4本剤による治療反応は、通常投与開始から12週以内に得られる。12週以内に治療反応が得られない
場合は、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。また、増量を行っても効果が得られない場合、
現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。
〈強直性脊椎炎〉

7.5本剤による治療反応は、通常投与開始から12週以内に得られる。12週以内に治療反応が得られない
場合は、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。また、増量を行っても効果が得られない場合、
現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。
〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬〉

7.6本剤による治療反応は、通常投与開始から16週以内に得られる。16週以内に治療反応が得られない
場合は、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。また、増量を行っても効果が得られない場合、
現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。
〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉

7.7本剤による治療反応は、通常投与開始から12週以内に得られる。12週以内に治療反応が得られない
場合は、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。
〈腸管型ベーチェット病〉

7.8 12週以内に臨床症状や内視鏡所見等による治療反応が得られない場合は、本剤の継続投与の
必要性を慎重に再考すること。
〈クローン病〉

7.9本剤による治療反応は、通常投与開始から4週以内に得られる。4週時点で臨床症状や内視鏡所見等
による治療反応が得られない場合は、本剤の継続投与の必要性を検討し、他の治療法への切替えを
考慮すること。また、80mgへの増量は、40mgによる治療で効果は認められたものの、維持療法中に
効果が減弱した患者に対して行うこと。80mgに増量しても効果が得られない場合、本剤の継続
投与の必要性を慎重に再考すること。
〈潰瘍性大腸炎〉

＊7.10本剤による治療反応は、通常投与開始から8週以内に得られる。8週時点で臨床症状や内視鏡
所見等による明らかな改善効果が得られない場合は、本剤の投与を中止すること。

8.重要な基本的注意
8.1本剤は、細胞性免疫反応を調節するTNFα（腫瘍壊死因子α）の生理活性を抑制するので、感染症に
対する宿主免疫能に影響を及ぼす可能性がある。そのため本剤の投与に際しては、十分な観察を
行い、感染症の発現や増悪に注意すること。他の生物製剤との切替えの際も注意すること。また、
患者に対しても、発熱、倦怠感等があらわれた場合には、速やかに主治医に相談するよう指導する
こと。［1.1、1.2.1、2.1、9.1.1、11.1.1参照］

8.2本剤を含む抗TNF製剤の臨床試験で、悪性リンパ腫等の悪性腫瘍の発現頻度が対照群に比し、
高かったとの報告がある。また、関節リウマチのような慢性炎症性疾患のある患者に免疫抑制剤を
長期間投与した場合、感染症や悪性リンパ腫等のリスクが高まることが報告されている。また、
抗TNF製剤を使用した小児や若年成人においても、悪性リンパ腫等の悪性腫瘍が報告されている。
本剤との因果関係は明確ではないが、悪性腫瘍等の発現には注意すること。本剤投与に先立って
全ての患者（特に、免疫抑制剤の長期間投与経験がある患者又はPUVA療法を行った経験のある
乾癬患者）において、非黒色腫皮膚癌の有無を検査し、投与中も監視を継続すること。［1.1、
15.1.5参照］

8.3結核の既感染者では症状の顕在化及び悪化のおそれがあるため、本剤の投与に先立って結核に
関する十分な問診及び胸部X線検査に加え、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。特に、重篤な
疾患もしくは易感染状態の患者においては、ツベルクリン反応で偽陰性となる可能性があるので
注意すること。また、本剤の適用にあたっては本剤投与のリスクベネフィットを慎重に検討すること。
本剤投与前にツベルクリン反応等の検査が陰性の患者においても、投与後活動性結核があらわれる
ことがあるため、本剤投与中は胸部X線検査等の適切な検査を定期的に行うなど結核の発現に
十分注意すること。患者に対し、結核の症状が疑われる場合（持続する咳、体重減少、発熱等）は
速やかに主治医に連絡するよう説明すること。［1.1、1.2.2、2.2、9.1.2、11.1.2参照］

〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬〉
5.2少なくとも1種類の既存の全身療法（紫外線療法を含む）で十分な効果が得られず、皮疹が体表面積
（BSA）の10％以上に及ぶ場合に投与すること。［1.4、1.5、1.7参照］

5.3難治性の皮疹、関節症状又は膿疱を有する場合に投与すること。
〈強直性脊椎炎〉

5.4過去の治療において、既存治療薬（非ステロイド性抗炎症薬等）による適切な治療を行っても、
疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること。［1.4、1.5参照］
〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉

5.5過去の治療において、少なくとも1剤の抗リウマチ薬（生物製剤を除く）等による適切な治療を
行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること。全身型若年性特発性
関節炎については、全身症状に対する有効性及び安全性が確立していないため、全身症状が安定し、
多関節炎が主症状の場合に投与すること。［1.4、1.5参照］
〈腸管型ベーチェット病〉

5.6過去の治療において、既存治療薬（ステロイド又は免疫調節剤等）による適切な治療を行っても、
疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること。［1.4、1.5参照］
〈クローン病〉

5.7過去の治療において、栄養療法、他の薬物療法（5-アミノサリチル酸製剤、ステロイド、アザチオプ
リン等）等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与する
こと。なお、寛解維持投与は漫然と行わず経過を観察しながら行うこと。［1.4、1.5参照］
〈潰瘍性大腸炎〉

＊5.8過去の治療において、他の薬物療法（ステロイド、アザチオプリン等）等による適切な治療を行っても、
疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること。ただし、本剤よりも先に他の抗TNF
製剤による治療を考慮すること。国内臨床試験において主要評価項目の1つである投与8週時の
寛解率ではプラセボ群との差は認められていない。［1.4、1.5、17.1.8参照］

＊5.9寛解維持効果は確認されていないため、漫然と投与しないこと。

10.相互作用
10.2併用注意（併用に注意すること）

8.4本剤を含む抗TNF製剤によるB型肝炎ウイルスの再活性化が認められているので、本剤投与に
先立って、B型肝炎ウイルス感染の有無を確認すること。［9.1.3、11.1.8参照］

8.5本剤投与において、生ワクチンの接種に起因する感染症を発現したとの報告はないが、感染症
発現のリスクを否定できないので、生ワクチン接種は行わないこと。［9.5.2、9.7.1参照］

8.6注射部位において紅斑、発赤、疼痛、腫脹、そう痒、出血等が多数認められているので、本剤を慎重に
投与するとともに、発現に注意し、必要に応じて適切な処置を行うこと。

8.7本剤を含む抗TNF療法において、新たな自己抗体（抗核抗体）の発現が報告されている。［11.1.3、
15.1.3参照］

8.8本剤を含む抗TNF療法において、既存の乾癬の悪化もしくは新規発現（膿疱性乾癬を含む）が報告
されている。これらの多くは、他の免疫抑制作用を有する薬剤を併用した患者において報告されて
いる。多くの症例は抗TNF製剤の投与中止によって回復したが、他の抗TNF製剤の再投与によって
再度発現した例もある。症状が重度の場合及び局所療法により改善しない場合は本剤の中止を
考慮すること。

8.9本剤において、サルコイドーシスの悪化（皮膚、肺又は眼症状）が報告されている。サルコイドーシス
患者に本剤を投与する場合には、十分な観察を行い、サルコイドーシスの悪化に注意すること。
サルコイドーシス症状が悪化した場合には、適切な処置を行うこと。

＊8.10本剤の投与により、本剤に対する抗体が産生されることがある。臨床試験における日本人での産生
率は、関節リウマチ44.0％（メトトレキサート併用下では19.3％）、尋常性乾癬11.6％、膿疱性乾癬
30.0％、強直性脊椎炎16.0％、若年性特発性関節炎20.0％（メトトレキサート併用下では15.0％）、
腸管型ベーチェット病5.0％、クローン病6.1％及び潰瘍性大腸炎7.8％であった。臨床試験において
本剤に対する抗体の産生が確認された患者においては、本剤の血中濃度が低下する傾向がみられた。
血中濃度が低下した患者では効果減弱のおそれがある。

8.11本剤の投与開始にあたっては、医療施設において、必ず医師によるか、医師の直接の監督のもとで
投与を行うこと。自己投与の適用については、医師がその妥当性を慎重に検討し、十分な教育訓練を
実施したのち、本剤投与による危険性と対処法について患者が理解し、患者自ら確実に投与できる
ことを確認した上で、医師の管理指導のもとで実施すること。また、適用後、感染症等本剤による
副作用が疑われる場合や、自己投与の継続が困難な状況となる可能性がある場合には、直ちに
自己投与を中止させ、医師の管理下で慎重に観察するなど適切な処置を行うこと。シリンジ又は
ペンの安全な廃棄方法に関する指導を行うと同時に、使用済みのシリンジ又はペンを廃棄する
容器を提供すること。

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感染症（重篤な感染症を除く）の患者又は感染症が疑われる患者［1.1、1.2.1、2.1、8.1、11.1.1

参照］
9.1.2結核の既感染者（特に結核の既往歴のある患者及び胸部X線上結核治癒所見のある患者）又は

結核感染が疑われる患者
（1）結核の既感染者では、結核を活動化させ、症状が顕在化するおそれがある。［1.1、1.2.2、

2.2、8.3、11.1.2参照］
（2）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、原則として本剤の

開始前に適切な抗結核薬を投与すること。［1.1、1.2.2、2.2、8.3、11.1.2参照］
・胸部画像検査で陳旧性結核に合致するか推定される陰影を有する患者
・結核の治療歴（肺外結核を含む）を有する患者
・インターフェロン-γ遊離試験やツベルクリン反応検査等の検査により、既感染が強く疑わ
れる患者
・結核患者との濃厚接触歴を有する患者

9.1.3 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）
肝機能検査値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。本剤を含む抗TNF製剤を投与されたB型肝炎ウイルス
キャリアの患者又は既往感染者において、B型肝炎ウイルスの再活性化が認められ、致命的な
例も報告されている。なお、これらの報告の多くは、他の免疫抑制作用をもつ薬剤を併用投与した
患者に起きている。［8.4、11.1.8参照］

9.1.4脱髄疾患が疑われる徴候を有する患者及び家族歴のある患者
（1）脱髄疾患が疑われる徴候を有する患者については、神経学的評価や画像診断等の検査を行い、

慎重に危険性と有益性を評価した上で本剤適用の妥当性を検討し、投与後は十分に観察を
行うこと。脱髄疾患発現のおそれがある。［1.1、1.3、2.4、11.1.4参照］

（2）脱髄疾患の家族歴のある患者は、適宜画像診断等の検査を実施し、十分注意すること。脱髄
疾患発現のおそれがある。

9.1.5重篤な血液疾患（汎血球減少、再生不良性貧血等）の患者又はその既往歴のある患者
血液疾患が悪化するおそれがある。［11.1.6参照］

9.1.6間質性肺炎の既往歴のある患者
定期的に問診を行うなど注意すること。間質性肺炎が増悪又は再発することがある。［11.1.7参照］

9.5妊婦
9.5.1妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、使用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。
9.5.2本剤の投与を受けた患者からの出生児に対して生ワクチンを投与する際には注意すること。

本剤は胎盤通過性があるとの報告があるため、感染のリスクが高まるおそれがある。［8.5参照］
9.6授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。アダリム
マブはヒト母乳中へ移行することが報告されている。［16.8.1参照］

9.7小児等
9.7.1本剤投与前に必要なワクチンを接種しておくことが望ましい。［8.5参照］
9.7.2 4歳未満の幼児を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。
9.8高齢者
十分な観察を行い、感染症等の副作用の発現に留意すること。重篤な有害事象の発現率の上昇が
認められている。また、一般に高齢者では生理機能（免疫機能等）が低下している。

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重篤な感染症

敗血症（0.3％）、肺炎（2.7％）等の重篤な感染症（細菌、真菌（ニューモシスティス等）、ウイルス
等の日和見感染によるもの）があらわれることがある。なお、感染症により死亡に至った症例が
報告されている。投与中に重篤な感染症を発現した場合は、感染症がコントロールできるように
なるまでは投与を中止すること。［1.1、1.2.1、2.1、8.1、9.1.1参照］

11.1.2結核（0.3％）
結核（肺外結核（胸膜、リンパ節等）、播種性結核を含む）があらわれることがある。ツベルクリン
反応等の検査が陰性の患者において、投与後活動性結核があらわれることもある。また、肺外
結核（胸膜、リンパ節等）もあらわれることがあることから、その可能性も十分考慮した観察を
行うこと。［1.1、1.2.2、2.2、8.3、9.1.2参照］

11.1.3ループス様症候群（0.1％）
［8.7、15.1.3参照］

11.1.4脱髄疾患（頻度不明）
脱髄疾患（多発性硬化症、視神経炎、横断性脊髄炎、ギラン・バレー症候群等）の新たな発生
もしくは悪化があらわれることがある。［1.1、1.3、2.4、9.1.4参照］

11.1.5重篤なアレルギー反応（頻度不明）
アナフィラキシー等の重篤なアレルギー反応があらわれることがある。［2.3参照］

11.1.6重篤な血液障害（頻度不明）
再生不良性貧血を含む汎血球減少症、血球減少症（血小板減少症、白血球減少症、顆粒球減少
症等）があらわれることがある。［9.1.5参照］

臨床症状・措置方法

本剤のクリアランスが低下するおそれがある。

機序・危険因子

機序不明

薬剤名等

メトトレキサート
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11.1.7間質性肺炎（0.8％）
肺線維症を含む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X線検査、胸部CT検査及び血液
ガス検査等を実施し、本剤投与を中止するとともにニューモシスティス肺炎と鑑別診断（β-D-
グルカンの測定等）を考慮に入れ適切な処置を行うこと。［9.1.6参照］

11.1.8劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、肝不全（頻度不明）
劇症肝炎、著しいAST、ALT等の上昇を伴う肝機能障害、黄疸、肝不全があらわれることがある。
なお、これらの中にはB型肝炎ウイルスの再活性化によるものが含まれていた。［8.4、9.1.3参照］

11.2その他の副作用

5％以上 1～5％未満 1％未満 頻度不明

精神
神経系

気分障害、神経
過敏、激越、落ち
着きのなさ、神
経感覚障害（錯
感覚を含む）、睡
眠障害

脳出血、脳梗塞、味覚異常、ラクナ梗塞、神
経痛、健忘、筋萎縮性側索硬化症、脳虚
血、頚髄症、頭蓋内動脈瘤、頭蓋内圧上昇、
片頭痛、腓骨神経麻痺、神経根障害、傾
眠、くも膜下出血、振戦、三叉神経痛、迷走
神経障害、不安障害、譫妄、摂食障害、神
経症、良性神経鞘腫、意識消失、脳炎、錯
覚、末梢性ニューロパチー、気分変化、体
位性めまい、うつ病、感情障害、構音障害

不眠症、回転性
めまい、浮動性
めまい、感覚減
退

頭痛

血液・
リンパ

特発性血小板
減少性紫斑病
（ITP）、APTT延
長

リンパ球形態異常、血小板数増加、リン
パ節症、リンパ節炎、脾臓出血、脾臓梗
塞、リンパ管炎、リウマトイド因子（RF）増
加、血中β-D-グルカン増加、リンパ球百
分率異常（百分率増加を含む）、単球数
異常（百分率増加及び減少を含む）、大
小不同赤血球陽性、赤血球連銭形成、赤
血球数増加、好中球数増加、血中免疫グ
ロブリンE増加、リンパ球数増加、トロン
ビン・アンチトロンビンⅢ複合体増加、血
中アミラーゼ増加、血中トリプシン増加

貧血、リンパ球
数減少、好酸球
数増加、白血球
百分率数異常
（白血球数増加
を含む）

自己抗体陽性
（抗DNA抗体陽
性、抗核抗体陽
性）（15.9％）

代謝・
栄養

－

血中リン減少、食欲不振、血中アルブミ
ン減少、総蛋白増加、血中カリウム減少、
血中カルシウム減少、血中カルシウム増
加、血中クロール減少、血中コレステ
ロール減少、血中ナトリウム減少、血中ト
リグリセリド減少、CK減少、総蛋白減少、
脱水、高カリウム血症、痛風、食欲亢進、
肥満、低血糖、血中マグネシウム増加、血
中リン増加、グリコヘモグロビン増加

血中トリグリセ
リド上昇、血中
尿酸増加、血中
コレステロール
上昇、乳酸脱水
素酵素（LDH）
上昇、体重増加、
高血糖、CK上
昇、CRP上昇、
体重減少、高脂
血症、糖尿病

－

感覚器 眼の刺激又は炎
症、視覚障害、眼
球感覚障害、全
眼球炎、虹彩炎、
耳介腫脹、耳そ
う痒症

難聴、中耳炎、耳鳴、眼瞼浮腫、外耳炎、
白内障、耳不快感、耳出血、結膜出血、眼
脂、乾性角結膜炎、乱視、眼瞼炎、霰粒
腫、複視、角膜炎、角膜症、高眼圧症、光
視症、網膜変性、網膜静脈閉塞、高血圧
性網膜症、強膜出血、強膜炎、真珠腫、緑
内障、耳痛、角膜損傷、耳垢栓塞、角膜び
らん、眼出血、硝子体浮遊物、耳感染、聴
覚刺激検査異常、流涙増加、霧視、一過
性視力低下、網膜出血、眼圧上昇

結膜炎、眼の異
常感、麦粒腫

－

循環器 心停止、冠動脈
不全、心嚢液貯
留、血腫、血管閉
塞、大動脈狭窄、
大動脈瘤

動悸、期外収縮、低血圧、心房細動、狭心
症、心弁膜疾患、不整脈、心房頻脈、心不
全、心タンポナーデ、心血管障害、冠動脈
疾患、心室拡張、左房拡張、フィブリンDダ
イマー増加、頻脈、血栓性静脈炎、動脈硬
化症、出血、ほてり、不安定血圧、末梢動脈
瘤、静脈炎、壊死性血管炎、血管拡張、急
性心筋梗塞、心電図異常、レイノー現象

高血圧

－

呼吸器 肺水腫、咽頭浮
腫

慢性気管支炎、喘息、気管支肺炎、喉頭気
管気管支炎、インフルエンザ性肺炎、鼻
出血、特発性器質化肺炎、発声障害、呼吸
困難、中葉症候群、咽頭紅斑、くしゃみ、気
管支狭窄、過換気、胸水、胸膜線維症、胸
膜炎、気胸、喘鳴、声帯ポリープ、百日咳、
喀血、下気道の炎症、肺塞栓症、扁桃肥大

インフルエンザ、
鼻炎、鼻漏、鼻閉

上 気 道 感 染
（鼻咽頭炎等）
（53.8％）、咳嗽

消化器 憩室炎、口腔内
潰瘍形成、直腸
出血、大腸炎、小
腸炎

胃不快感、ウイルス性胃腸炎、痔核、食
道炎、歯痛（歯知覚過敏を含む）、胃潰
瘍、口腔カンジダ症、口内乾燥、消化不
良、歯肉腫脹、腹部不快感、腹部腫瘤、痔
瘻、結腸ポリープ、腸憩室、十二指腸潰
瘍、十二指腸炎、心窩部不快感、胃ポリー
プ、消化管アミロイドーシス、胃腸出血、
歯肉形成不全、歯肉痛、舌痛、口の感覚
鈍麻、過敏性腸症候群、食道潰瘍、腹膜
炎、肛門周囲痛、顎下腺腫大、舌苔、歯の
脱落、食道静脈瘤、腹部膿瘍、胃腸感染、
ヘリコバクター感染、耳下腺炎、歯膿瘍、
歯感染、血便、便通不規則、歯不快感、口
唇乾燥、耳下腺腫大、舌腫脹、歯の障害、
カンピロバクター腸感染、肛門周囲膿
瘍、歯髄炎、膵臓の良性新生物、腸管穿
孔、肛門性器疣贅、肛門狭窄、横隔膜下
膿瘍、瘢痕ヘルニア、鼡径ヘルニア、胃
酸過多、膵腫大、急性膵炎、直腸腺腫、胃
腸異形成、口唇痛、唾液腺炎

腹痛、歯周病、便
秘、悪心、口内
炎、腸炎、齲歯、
嘔吐、胃炎、口唇
炎、腹部膨満、口
腔ヘルペス、イ
レウス

下痢

肝臓 肝壊死、肝炎、B
型肝炎の再燃

胆石症、アルコール性肝疾患、原発性胆汁
性肝硬変、胆嚢ポリープ、肝臓うっ血、肝機
能検査値異常、ALP減少、胆嚢炎、胆管炎

脂肪肝、血中ビ
リルビン増加

肝酵素上昇

皮膚 血管浮腫、斑状
出血、脂肪織
炎、血管神経性
浮腫、皮膚血管
炎、苔癬様皮膚
反応

皮下出血、脱毛症、皮膚潰瘍、皮膚乾燥、
過角化、皮下組織膿瘍、紫斑、感染性表皮
嚢胞、伝染性軟属腫、皮膚細菌感染、手足
口病、膿痂疹、膿皮症、挫傷、結核菌皮膚
テスト陽性、メラノサイト性母斑、脂漏性
角化症、脂肪腫、黄色腫、紅色汗疹、ヘノッ
ホ・シェンライン紫斑病、膿疱性乾癬、多
汗症、嵌入爪、乾癬、水疱、褥瘡性潰瘍、皮
膚嚢腫、発汗障害、皮膚疼痛、光線過敏性
反応、脂漏、皮膚びらん、皮膚剥脱、皮膚
硬結、顔面腫脹、乾皮症、黄色爪症候群、
せつ、冷汗、面皰、皮膚エリテマトーデス、
痂皮、皮膚小結節、肉芽腫、肥厚性瘢痕、
多形紅斑、爪の障害、口唇色素沈着、禿瘡

紅斑、蕁麻疹、毛
包炎、皮膚炎（接
触性皮膚炎、ア
レルギー性皮膚
炎を含む）、皮膚
真菌感染、皮膚
乳頭腫、帯状疱
疹、ざ瘡、爪囲炎

発疹、そう痒症、
湿疹、白癬感染

泌尿器・
生殖器

膀胱及び尿道症
状、腎臓痛、月経
周期障害

血中尿素増加、尿中白血球エステラーゼ
陽性、尿中ブドウ糖陽性、尿中ケトン体陽
性、尿中細菌検出、夜間頻尿、不正子宮
出血、腎・尿路結石、腎膿瘍、血中クレア
チニン増加、子宮平滑筋腫、腎機能障害、
頻尿、慢性腎不全、水腎症、腎梗塞、腺筋
症、性器出血、月経過多、前立腺炎、陰部
そう痒症、腟分泌物、尿pH上昇、陰嚢水
瘤、尖圭コンジローマ、淋疾、尿道炎、尿中
結晶陽性、排尿困難、尿意切迫、腎血管障
害、良性前立腺肥大症、精巣上体炎、腟腫
脹、前立腺特異性抗原増加、緊張性膀胱、
無月経、不規則月経、閉経期症状

血尿、膀胱炎、女
性生殖器系感
染、蛋白尿、尿沈
渣陽性

－

全身症状 インフルエンザ
様疾患、サルコ
イドーシス

異常感、胸部不快感、ウイルス感染、悪
寒、冷感、化膿、口渇、疲労、腫瘤、顔面浮
腫、熱感、低体温、治癒不良、異物感、潰
瘍、食物アレルギー、抗酸性桿菌感染、ク
リプトコッカス症、感染、転倒、背部損傷、
創腐敗、CT異常、胸部X線異常、免疫学
的検査異常、全身性エリテマトーデス、
線維腺腫、乳房の良性新生物、乳房痛、
乳頭痛、側腹部痛、真菌感染、腋窩痛、細
菌感染、疼痛、圧迫感、腫脹、金属アレル
ギー、大腸菌感染、無力症、成長遅延

倦怠感、浮腫、胸
痛、季節性アレ
ルギー、単純ヘ
ルペス感染

発熱

投与部位

－－－

注射部位反応注）

（紅斑、そう痒
感、発疹、出血、
腫脹、硬結等）
（24.8％）

内分泌系 甲状腺障害甲状腺腫、甲状腺機能亢進症、血中ヒト
絨毛性ゴナドトロピン増加、甲状腺機能
低下症、副腎腺腫、クッシング様症状

－－

注）注射部位反応は投与開始から1ヵ月の間に高頻度で発現し、その後減少している。

14.適用上の注意
14.1薬剤投与時の注意
14.1.1注射部位は大腿部、腹部又は上腕部を選び、順番に場所を変更し、短期間に同一部位へ繰り返し

注射は行わないこと。新たな注射部位は、前回の注射部位から少なくとも3cm離すこと。
＊14.1.2皮膚病変のある部位又は皮膚が敏感な部位、皮膚に異常のある部位（傷、発疹、発赤、硬結等の

部位）には注射しないこと。
14.1.3他の薬剤と混合しないこと。
14.1.4本剤は1回で全量を使用する製剤であり、再使用しないこと。

20.取扱い上の注意
外箱開封後は遮光して保存すること。

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。

24.文献請求先及び問い合わせ先
マイランEPD合同会社  くすり相談室  フリーダイヤル 0120-938-837

22.包装
〈アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「FKB」〉
シリンジ×1本（ゲージ：29G）
〈アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」〉
シリンジ×1本（ゲージ：29G）
〈アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」〉
ペン×1本（ゲージ：29G）

15.その他の注意
15.1臨床使用に基づく情報
15.1.1本剤の臨床試験は、国内で299週間まで、海外では13年間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されていない。
15.1.2尋常性乾癬、関節症性乾癬及び膿疱性乾癬患者において、本剤と紫外線療法又は既存の全身

療法との併用について、有効性及び安全性は確立されていない。
15.1.3海外の臨床試験において、抗核抗体（ANA）陽性化が認められた本剤投与患者の割合は、プラ

セボ群と比較して増加した。これらの患者においてまれに、新たにループス様症候群を示唆する
徴候が認められたが、投与中止後に改善した。［8.7、11.1.3参照］

15.1.4本剤はうっ血性心不全患者を対象とした臨床試験を実施していないが、本剤投与下でうっ血性
心不全の悪化が報告されている。また、他の抗TNF製剤におけるうっ血性心不全を対象とした
臨床試験では、心不全症状の悪化、死亡率の上昇が報告されている。［2.5参照］

15.1.5海外における関節リウマチ、関節症性乾癬、強直性脊椎炎、クローン病、潰瘍性大腸炎及び
尋常性乾癬を対象とした比較対照試験及びオープン試験（曝露期間中央値約0.6年、被験者数
23,036例、延べ投与34,000人年以上）において、リンパ腫の発現は、約0.11/100人年であった。
この発現率は、一般集団から推測される例数の3倍であった。関節リウマチ患者及び慢性炎症性
疾患の患者（特に活動性の高い患者、免疫抑制剤治療の慢性曝露の患者）では、リンパ腫の
リスクが高かった。非黒色腫皮膚癌については、約0.7/100人年であった。リンパ腫及び非黒色
腫皮膚癌以外の悪性腫瘍としては、乳癌、大腸癌、前立腺癌、肺癌、黒色腫皮膚癌が多く報告され
ている。これらの発現率と癌種は、一般人口から予想されるものと類似していた。［1.1、8.2参照］

15.2非臨床試験に基づく情報
15.2.1本剤は、マウス及びラット等げっ歯類に投与すると、中和抗体陽性化と薬理学的活性の消失が

認められ、十分な曝露量が得られない。このため、がん原性試験は実施されていない。

筋骨格系 横紋筋融解症骨折、四肢痛、筋痛、骨粗鬆症、滑液嚢腫、
腱断裂、骨密度減少、筋骨格硬直、変形性
脊椎炎、関節破壊、筋骨格系胸痛、筋骨格
痛、環軸椎不安定、鼡径部腫瘤、椎間板突
出、関節腫脹、四肢不快感、腰部脊柱管狭
窄、筋痙縮、筋力低下、頚部痛、骨関節炎、
肩回旋筋腱板症候群、筋肉減少症、関節
炎、関節障害、四肢の結節、脊椎すべり症、
臀部痛、椎間板変性症、関節周囲炎、肩痛、
椎間板炎、関節捻挫、頚部腫瘤、筋炎、手根
管症候群、滑液包炎、ミオパチー、骨壊死

背部痛、関節痛

－

5％以上 1～5％未満 1％未満 頻度不明

＊

＊

＊
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〈製造販売元〉

協和キリン富士フイルムバイオロジクス株式会社
東京都千代田区大手町一丁目6番1号（大手町ビル）

〈販売元〉

マイランEPD合同会社
東京都港区虎ノ門5-11-2　オランダヒルズ森タワー
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