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Ⅰ. 本冊子のまとめ
　ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤「スマイラフ®錠50mg・
100mg （一般名：ペフィシチニブ臭化水素酸塩）」は2019年
3月26日に製造販売承認を取得し2019年7月10日より
販売を開始いたしました。
　現在、スマイラフ®錠50mg・100mgを投与される関節
リウマチの全症例を対象に、安全性及び有効性を確認する
目的で、目標症例数3,000例、１例あたりの観察期間を3年
間とした特定使用成績調査（全例調査）を実施しております。
第3回安全性定期報告の当該調査単位期間の満了日である
2020年9月25日時点で、765例が登録され、70例の調査票

（24週）を収集いたしました。
　本冊子は、当該調査単位期間に登録された765例における
症例登録時の情報をまとめてお知らせするものです。本剤の
適正使用にお役立ていただければ幸甚です。
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Ⅱ. 特定使用成績調査（全例調査）の中間結果報告

1. 特定使用成績調査（全例調査）においてご注意いただきたいこと

●対象患者の確認をお願いいたします

高齢者への投与について
当該調査期間中に登録された765例において、65歳以上は498例（65.1％）でした。
本剤では、高齢者への投与は慎重投与に設定されています。本剤を含む国内外の臨床試験や過去の
JAK阻害剤を使用した高齢者において、重篤な感染症の発現率の上昇が認められています。一般に、
高齢者では生理機能が低下しているので、用量に留意して患者の状態を観察しながら慎重に投与して
ください1）。本剤の用法・用量は、「通常、成人にはペフィシチニブとして150mgを1日1回食後に
経口投与する。なお、患者の状態に応じて100mgを1日1回投与できる。」とされています2）。

適切な患者選択について
日本リウマチ学会作成のガイドでは、本剤の対象患者として「過去の治療において、メトトレキサート

（MTX）8mg/週を超える用量を3ヵ月以上継続投与してもコントロール不良の関節リウマチ患者」
が設定されています3）。
当該調査期間中に登録された765例において、ガイドに設定された本剤の対象患者に適合する症例
は366例47.8％でした。
現時点において安全性の観点からMTXを投与できない患者（感染症リスクの高い患者、腎機能
障害・間質性肺炎のため MTXを投与できない患者など）は原則として対象としないことが望ましいと
されています3）。
（⇒p17�参考資料1：全例市販後調査のためのペフィシチニブ適正使用ガイド）

●結核発症予防のために結核スクリーニングの実施をお願いいたします
当該調査期間中に登録された765例において、結核の投与前検査を実施したのは704例（92.0％）
でした。国内外の臨床試験や過去のJAK阻害薬使用例で、種々の抗酸菌感染や播種性結核（粟粒
結核）が報告されており、結核・非結核性抗酸菌症に注意が必要です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撮影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2）。

①当該調査単位期間の満了時点で765例が全例調査に登録されました。引き続き、本剤を開始
されます全症例に関して速やかな症例登録をお願いいたします。

②本剤の使用に際しては、日本リウマチ学会作成の「全例市販後調査のためのペフィシチニブ
適正使用ガイド」（以下、ガイド）に準拠した適切な患者様へご使用いただきますとともに、
本剤の添付文書及び適正使用ガイドをご確認いただき、適正使用へのご理解とご協力をお
願いいたします。
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●肝炎のスクリーニングの実施をお願いいたします
当該調査期間中に登録された765例において、B型肝炎の投与前検査を実施したのは721例

（94.2％）、C型肝炎では613例（80.1％）でした。
生物学的製剤やJAK阻害剤を投与された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報告されて
います。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1）。
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1）。本剤投与時には、日本リウマチ学会による「B型肝炎ウイルス感染リウマチ性疾患
患者への免疫抑制療法に関する提言」4）及び日本肝臓学会による「B型肝炎治療ガイドライン」5）を
参考のうえ、適切にご対応ください。
（⇒p22�参考資料2：免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドライン）

C型肝炎ウイルス感染者（キャリア）への本剤の投与例は少なく、一定の見解は得られていません。
したがって、現時点ではキャリアへの投与は避けるのが望ましいとされています3）。

本剤の投与前にB型/C型肝炎ウイルス感染スクリーニングを実施されなかった患者では、本剤の
投与時期にかかわらず適切なB型/C型肝炎ウイルス感染の確認をお願いいたします。

＜引用資料＞
1）アステラス製薬株式会社：スマイラフ®錠適正使用ガイド
2）スマイラフ®錠製品添付文書（第4版）2020年4月改訂
3）日本リウマチ学会：全例市販後調査のためのペフィシチニブ適正使用ガイド（2020年2月１日改訂版）

https://www.ryumachi-jp.com/publish/guide/guideline_peficitinib/（最終アクセス日：2021年3月1日）
4）日本リウマチ学会：B 型肝炎ウイルス感染リウマチ性疾患患者への免疫抑制療法に関する提言

https://www.ryumachi-jp.com/info/news140423.pdf （最終アクセス日：2021年3月1日）
5）日本肝臓学会 肝炎診療ガイドライン作成委員会 編「B型肝炎治療ガイドライン（第3.3版）」2021年1月, P78-80

http://www.jsh.or.jp/medical/guidelines/jsh_guidlines/hepatitis_b（2021年3月参照）
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2. スマイラフ®錠50mg、100mg特定使用成績調査（全例調査）概要

調 査 の 目 的

本剤が投与される関節リウマチ患者全例を対象として、以下の点を含め、本剤の日常診療下での使用
実態下における安全性及び有効性を確認する。
・3年（156週）間における重篤な感染症、悪性腫瘍及び死亡に至った事象等の発現状況を確認する。
・1年（52週）間における有効性を確認する。

安 全 性
検 討 事 項

好中球減少、リンパ球減少、ヘモグロビン減少、重篤な感染症（結核、肺炎、ニューモシスチス肺炎、
敗血症、日和見感染症を含む）、帯状疱疹、消化管穿孔、間質性肺炎、B型肝炎ウイルスの再活性
化、肝機能障害、悪性腫瘍、心血管系事象、横紋筋融解症及びミオパチー

対 象 患 者 本剤が投与される全ての関節リウマチ（Rheumatoid arthritis：RA）患者

医 療 機 関
お よ び 
医 師 要 件

【医療機関の要件】
重篤な副作用発現等、緊急時の対応が十分可能な医療機関

【医師の要件】
以下のa及びbの要件を満たす医師
a. 以下のいずれかに該当する医師

（1）日本リウマチ学会専門医
（2）日本整形外科学会認定リウマチ医
（3）本剤の治験に参加した医師
（4）過去に抗リウマチ薬の全例調査に参加した医師
（5）その他、上記に準ずる医師要件を満たす医師＊

＊：（1）〜（4）のいずれかに該当することを前提とする。
（1）〜（4）のいずれにも該当しない場合は、個別に専門性を判断する。

b. メトトレキサート（MTX）及び生物学的製剤やヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤を日常的に使用して
いる医師

登 録 期 間

販売開始から3年間
＊登録症例数が目標症例数に到達した後も、必要に応じて適切な情報が入手できるよう症例登録を

継続する。登録症例数が目標症例数に到達する見込みが立った時点で、調査票の記入を要さない
症例登録への移行の可否について、登録状況、調査票回収状況等の情報を踏まえ、独立行政法人
医薬品医療機器総合機構に相談し、判断する。

調 査 期 間 販売開始から6年6ヵ月間
＊登録期間3年間、観察期間3年及び調査票回収期限6カ月を含む

目 標 症 例 数 3,000例

症 例 登 録

販売開始後に本剤が投与される全てのRA患者を対象とする全例調査方式（中央登録方式）にて実施
する。
本剤の投与を予定した時点で、登録に必要な情報を記入し、送付する。投与開始後となる場合は、
速やか（投与開始日から14日以内（投与開始日を含む）を目安）に、登録に必要な情報を記入し、送付
する。本調査に対する医療機関との契約が本剤投与開始後となる場合は、レトロスペクティブに情報
収集を行う。

観 察 期 間

本剤投与開始日より3年（156週）間（1症例あたり）
【本剤投与開始から本剤投与開始後1年（52週）間】全ての有害事象、副作用及び有効性
【本剤投与開始後1年から本剤投与開始後3年（156週）間】重篤な感染症及び特別な有害事象＊

＊特別な有害事象：重篤な感染症、悪性腫瘍、死亡に至った事象、B型肝炎ウイルスの再活性化、
間質性肺炎、心血管系事象、消化管穿孔、帯状疱疹、肝機能障害、横紋筋融解症、
ミオパチー及び静脈血栓塞栓症

本剤を中止した場合、中止日を観察期間終了日とする。ただし、中止した場合であっても、悪性腫瘍
及び死亡に至った事象の発現状況は、本剤投与中止又は継続に関わらず、本剤投与開始から3年

（156週）間を観察期間とする。
なお、観察期間中に死亡した場合はその時点までを観察期間とする。
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有 効 性 評 価 DAS28-CRP、DAS28-ESR、SDAI、CDAI

安 全 性 評 価

【投与開始から投与1年（52週）までに発現した有害事象】
有害事象の有無、有害事象名、発現日、重篤性、重篤の詳細、本剤の処置、有害事象に対する治療
の有無、有害事象に対する治療の詳細、転帰、転帰日、本剤との因果関係、本剤以外の要因を調査
する。

【投与1年（52週）から投与3年（156週）までに発現した重篤な有害事象及び特別な有害事象】
上記と同様の内容を調査する。

1）：本剤の投与を予定した時点で登録すること。投与開始後となる場合は、速やか（本剤投与開始日から14日以内（投与開始日を含む）を目安）に登録すること。
本調査の契約締結前に本剤の投与が開始された患者がいる場合は、契約締結後速やかに、契約締結前に本剤が投与された全ての患者を登録する。

2）：悪性腫瘍及び死亡に至った事象の発現状況は、本剤投与中止又は継続に関わらず、本剤投与開始から3年（156週）間を観察期間とする。なお、 観察
期間中に死亡した場合はその時点までを観察期間とする。

3）：本剤投与開始から投与1年（52週）（又は52週以内の中止時）までに発現した全ての有害事象の発現状況を調査する。ただし、悪性腫瘍及び死亡に至った
事象の発現状況については、本剤投与中止又は継続に関わらず投与3年（156週）まで調査する。

4）：本剤投与開始1年（52週）から投与3年（156週）（又は156週以内の中止時）までに発現した重篤な有害事象及び特別な有害事象（重篤な感染症、悪性
腫瘍、死亡に至った事象、B型肝炎ウイルスの再活性化、間質性肺炎、心血管系事象、消化管穿孔、帯状疱疹、肝機能障害、横紋筋融解症、ミオパチー
及び静脈血栓塞栓症）の発現状況を確認する。ただし、悪性腫瘍及び死亡に至った事象の発現状況については、本剤投与中止又は継続に関わらず投与
3年（156週）まで調査する。

査票名 登録票

登録時1） 投与
開始時

投与4、12、24週時
（又は24週以内の中止時2））

投与52週時（又は24週
以降52週以内の中止時2））

投与
104週時2)

投与
１56週時2)

調査票1 調査票2 調査票3 調査票4

①登録時における
患者背景

②投与開始時の
患者背景

③本剤の投与状況

④帯状疱疹ワクチンの
接種状況（本剤投与
開始前を含む）

⑤関節リウマチ治療薬
の投与状況（前治療
を含む）

⑥関節リウマチに対する
併用療法の実施状況
（前治療を含む）

⑦併用薬（関節リウマチ
治療薬を除く）

⑧投与前検査

⑨有効性評価

⑩臨床検査

⑪有害事象3）

⑫重篤な有害事象及び
特別な有害事象4）

◯

─

─

◯

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

─

◯

◯

◯

─

─

◯

◯

─

─

◯

◯

─

─

─

─

─

─

─

─

─

【観察スケジュール】
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3. 特定使用成績調査（全例調査）の登録患者背景について（中間報告）
2020年9月25日時点で本剤の特定使用成績調査（全例調査）に登録された765例の患者背景について
集計した結果を以下に報告いたします。

（1）登録患者背景

●性別
登録患者765例の性別は、女性627例（82.0%）、男性138例（18.0％）でした。

●年齢構成（図1、2）
登録患者765例の平均年齢は、患者全体では68.1歳（中央値71.0歳）、150mg投与開始予定
患者では64.5歳（中央値67.0歳）、100mg投与開始予定患者では72.5歳（中央値75.0歳）、
50mg投与開始予定患者では69.8歳（中央値70.5歳）でした。最高年齢は95歳、最低年齢は
26歳でした。

図1  年齢構成（全体） 

登録時の年齢分布をみると、765例のうち高齢者（65歳以上）の患者が65.1％を占めていました。
高齢者での重篤な有害事象の発現にご注意ください。また、本剤は尿中及び糞便中に排泄され
ますが、一般に高齢者では生理機能が低下している場合が多いため、用量に留意して、患者の
状態を観察しながら慎重に投与してください。

図2  年齢構成（65歳未満/以上） 

■ 30歳未満　　　　　　 ■ 30歳以上40歳未満　　■ 40歳以上50歳未満　　■ 50歳以上60歳未満　　
■ 60歳以上70歳未満　　■ 70歳以上80歳未満　　■ 80歳以上90歳未満　　■ 90歳以上

（N=765）

5例（0.7%）
13例（1.7%） 12例

（1.6%）

全体

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800（例）

70例
（9.2%）

98例
（12.8%）

181例
（23.7%）

245例
（32.0%）

141例
（18.4%）

■ 65歳未満　　■ 65歳以上

（N=765）

267例
（34.9%）

498例
（65.1%）
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●本剤投与開始時の肝機能、腎機能※（図3）
登録患者765例の本剤投与開始時の肝機能は、正常717例（93.7％）、軽度障害46例（6.0％）、
中等度障害1例（0.1％）、不明1例（0.1％）でした。
本剤投与開始時の腎機能は、正常544例（71.1％）、軽度障害113例（14.8％）、中等度障害79例

（10.3％）、高度障害28例（3.7％）、不明1例（0.1％）でした。

図3  本剤投与開始時の肝機能、腎機能※ 

※肝・腎機能障害の程度は、グレード分類（下記、〈参考〉）を目安に、他の臨床検査値や臨床症状等を考慮し、担当医師に
より総合的に判断されたものです。

1例（0.1%）46例（6.0%） 1例（0.1%）

肝機能

28例（3.7%）

腎機能

79例（10.3%）

（N=765） （N=765）

■ 正常　　■ 軽度障害　　■ 中等度障害
■ 不明  

■ 正常　　　   ■ 軽度障害　　■ 中等度障害
■ 高度障害　　■ 不明   

1例（0.1%）

544例（71.1%）

113例
（14.8%）

717例（93.7%）

スマイラフ®錠製品添付文書には、腎機能障害の程度による用法・用量ならびに関連する使用上の注意の
記載はありませんが、臨床投与経験は限られているため、腎機能障害患者への投与にはご注意ください。

［用法・用量］通常、成人にはペフィシチニブとして150mgを1日1回食後に経口投与する。なお、患者の状態に応じて100mgを1日1回投与できる。
＜用法・用量に関連する使用上の注意＞（一部抜粋）

（1）中等度の肝機能障害を有する患者に投与する場合には、血中濃度が高くなり、副作用が強くあらわれるおそれがある。これらの患者に投与する場合は、本剤の有効性及び安全性を
十分に理解し、本剤投与の必要性を慎重に検討した上で、本剤50mg1日1回投与とすること。なお、十分な治療反応が得られない場合は、本剤の投与継続の必要性を検討する
こと。（「慎重投与」、「薬物動態」及び「臨床成績」の項参照）

【使用上の注意】（一部抜粋）
4．高齢者への投与

一般に、高齢者では生理機能が低下しているので用量に留意して、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。［重篤な感染症の発現率の上昇が認められている。］

総ビリルビンが軽度、AST（GOT）が高度障害など（or血清クレアチニンが軽度障害、eGFRが高度障害
など）、同一障害で検査項目によってグレードが異なる場合は、総合的にご判断下さい。 

肝機能障害のグレード分類
障害の程度 軽度障害 中等度障害 高度障害

総ビリルビン　（mg/dL）
AST(GOT）・ALT（GPT）　（IU/L）

１.６以上～３.０未満
５０以上～１００未満

３.０以上～１０未満
１００以上～５００未満

１０以上
５００以上

腎機能障害のグレード分類 
障害の程度 軽度障害 中等度障害 高度障害

血清クレアチニン　（mg/dL）
eGFR　（mL/min/1.73m2）

１×Nを超え２未満
45以上～60未満

２以上～４未満
30以上～45未満

４以上
30未満

〈参考〉 投与開始時の肝機能障害・腎機能障害のグレード分類

N：施設正常値上限

Child-Pugh 分類 1 点 2 点 3 点
脳症
腹水
血清ビリルビン値(mg/dL)
血清アルブミン値（g/dL)
プロトロンビン活性値(％)

ない
ない
2.0未満
3.5超
70超

軽度(Ⅰ、Ⅱ)
少量(1～3L)
2.0～3.0
2.8～3.5
40～70

時々昏睡(Ⅲ～)
中等量(3L～)
3.0超
2.8未満
40未満

合計（点）
中等度 高度軽度

5～ 6 7～ 9 10～ 15



10

●罹病期間（図4）
登録患者765例のうち本剤の使用理由が「その他」である4例を除く761例で集計を行いました。
なお、罹病期間につき情報の入手が可能であった650例における罹病期間は平均11年6ヵ月

（中央値9年）でした。

図4  関節リウマチの罹病期間注） 

注）使用理由が「その他」の症例は集計対象から除外している。

●関節リウマチ機能障害度分類/病期・進行度分類（図5）
登録患者765例のうち本剤の使用理由がその他である4例を除く761例で集計を行ったところ、
関節リウマチの機能障害度分類（1991年改訂基準）では、ClassⅠが92例（12.1％）、ClassⅡが
479例（62.9％）、ClassⅢが158例（20.8％）、ClassⅣは32例（4.2％）でした。また、関節リウマチ
の病期・進行度分類では、StageⅠが118例（15.5％）、StageⅡが252例（33.1％）、StageⅢが
217例（28.5％）、StageⅣが174例（22.9％）でした。

図5  関節リウマチ機能障害度分類/病期・進行度分類＊1

＊1：割合は使用理由（診断名）が関節リウマチ(RA)の例数を分母として算出する。

0

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

（例）

（N=761）

6ヵ月未満 6ヵ月以上
2年未満

2年以上
5年未満

5年以上
10年未満

10年以上
20年未満 20年以上 不明

25例
（3.3%）

62例
（8.1%）

110例
（14.5%）

154例
（20.2%）

183例
（24.0%）

116例
（15.2%） 111例

（14.6%）

■ StageⅠ　　■ StageⅡ
■ StageⅢ　　■ StageⅣ

■ ClassⅠ　　■ ClassⅡ
■ ClassⅢ　　■ ClassⅣ

病期・進行度分類機能障害度分類

118例（15.5%）92例（12.1%）32例（4.2%）

158例（20.8%）

（N=761）（N=761）

479例
（62.9%）

174例
（22.9%）

252例
（33.1%）217例

（28.5%）
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（2）本剤投与開始時の処方用量

●本剤投与開始時の処方用量（図6）
登録患者765例の本剤投与開始時の処方用量（1日投与量）は、150mgは399例（52.2％）、
100mgは298例（39.0％）、50mgは68例（8.9％）でした。

図6  本剤投与開始時の処方用量（1日投与量）

68例（8.9%）

■ 150mg　　■ 100mg　　■ 50mg

（N=765）

298例
（39.0%）

399例
（52.2%）

［用法・用量］通常、成人にはペフィシチニブとして150mgを1日1回食後に経口投与する。なお、患者の状態に応じて100mgを1日1回投与できる。
＜用法・用量に関連する使用上の注意＞（一部抜粋）

（1）中等度の肝機能障害を有する患者に投与する場合には、血中濃度が高くなり、副作用が強くあらわれるおそれがある。これらの患者に投与する場合は、本剤の有効性及び安全性を
十分に理解し、本剤投与の必要性を慎重に検討した上で、本剤50mg1日1回投与とすること。なお、十分な治療反応が得られない場合は、本剤の投与継続の必要性を検討する
こと。（「慎重投与」、「薬物動態」及び「臨床成績」の項参照）
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●肝機能別の本剤投与開始時の処方用量（図7）
登録患者765例のうち肝機能が不明である1例を除く764例で集計を行いました。肝機能別
の本剤投与開始時の処方用量（1日投与量）は以下の通りでした。肝機能正常患者717例におけ
る1日投与量は、150mgは367例（51.2％）、100mgは287例（40.0％）、50mgは63例（8.8％）
でした。軽度障害患者46例における1日投与量は、150mgは31例（67.4％）、100mgは11例

（23.9％）、50mgは4例（8.7％）でした。中等度障害患者は1例で1日投与量は50mgでした。

図7  肝機能別の本剤投与開始時の処方用量

●腎機能別の本剤投与開始時の処方用量（図8）
登録患者765例のうち腎機能が不明である1例を除く764例で集計を行いました。腎機能別の
本剤投与開始時の処方用量（1日投与量）は以下の通りでした。腎機能正常患者544例における1
日投与量は、150mgは320例（58.8％）、100mgは174例（32.0％）、50mgは50例（9.2％）でし
た。軽度障害患者113例における1日投与量は、150mgは42例（37.2％）、100mgは63例

（55.8％）、50mgは8例（7.1％）でした。中等度障害患者79例における1日投与量150mgは27例
（34.2％）、100mgは45例（57.0％）、50mgは7例（8.9％）でした。高度障害患者28例における
1日投与量は、150mgは9例（32.1％）、100mgは16例（57.1％）、50mgは3例（10.7％）でした。

図8  腎機能別の本剤投与開始時の処方用量

■ 150mg　　■ 100mg　　■ 50mg
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（%）
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（51.2%）

正常
（N=717）

4例
（8.7%）

11例
（23.9%）

31例
（67.4%）

軽度障害
（N=46）

1例

中等度障害
（N=1）

63例
（8.8%）

100

80

60

40

20

（%）

0
中等度障害
（N=79）

50例
（9.2%）

174例
（32.0%）

320例
（58.8%）

8例
（7.1%）

63例
（55.8%）

42例
（37.2%）

7例
（8.9%）

45例
（57.0%）

27例
（34.2%）

3例
（10.7%）

16例
（57.1%）

9例
（32.1%）

正常
（N=544）

軽度障害
（N=113）

高度障害
（N=28）

■ 150mg　　■ 100mg　　■ 50mg
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●年代別の本剤投与開始時の処方用量（図9）
登録患者765例中の年代別の本剤投与開始時の処方用量の分布は以下の通りでした。
70歳以上80歳未満は、150mg123例（50.2％）、100mg103例（42.0％）、50mg19例（7.8％）、
80歳以上90歳未満は、150mg36例（25.5％）、100mg90例（63.8％）、50mg15例（10.6％）、
90歳以上は、150mg1例（8.3％）、100mg9例（75.0％）、50mg2例（16.7％）でした。

図9  年代別の本剤投与開始時の処方用量

■ 150mg（N=399）　　■ 100mg（N=298）　　■ 50mg（N=68）

0
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（%）

30歳以上
40歳未満
（N＝13）

40歳以上
50歳未満
（N＝70）

50歳以上
60歳未満
（N＝98）

60歳以上
70歳未満
（N＝181）

70歳以上
80歳未満
（N＝245）

80歳以上
90歳未満
（N＝141）

90歳以上

（N＝12）

2例
（15.4%）

2例
（15.4%）

9例
（69.2%）

47例
（67.1%）

36例
（25.5%）

90例
（63.8%）

65例
（66.3%） 113例

（62.4%） 123例
（50.2%）

103例
（42.0%）

48例
（26.5%）

25例
（25.5%）

21例
（30.0%）

8例
（8.2%）

15例
（10.6%）

19例
（7.8%）

20例
（11.0%）

9例
（75.0%）

1例
（8.3%）

30歳未満

（N＝5）

5例

2例
（2.9%）

2例
（16.7%）

［用法・用量］通常、成人にはペフィシチニブとして150mgを1日1回食後に経口投与する。なお、患者の状態に応じて100mgを1日1回投与できる。
＜用法・用量に関連する使用上の注意＞（一部抜粋）

（1）中等度の肝機能障害を有する患者に投与する場合には、血中濃度が高くなり、副作用が強くあらわれるおそれがある。これらの患者に投与する場合は、本剤の有効性及び安全性を
十分に理解し、本剤投与の必要性を慎重に検討した上で、本剤50mg1日1回投与とすること。なお、十分な治療反応が得られない場合は、本剤の投与継続の必要性を検討する
こと。（「慎重投与」、「薬物動態」及び「臨床成績」の項参照）

スマイラフ®錠製品添付文書には、腎機能障害の程度による用法・用量ならびに関連する使用上の注意の
記載はありませんが、臨床投与経験は限られているため、腎機能障害患者への投与にはご注意ください。
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（3）本剤以外のDMARD治療状況
登録患者765例におけるメトトレキサート（MTX）、生物学的製剤、ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤の
使用状況は以下の通りでした。引き続き、「全例市販後調査のためのペフィシチニブ適正使用ガイド」
に準拠した患者様へご使用いただきますようご理解とご協力をお願いいたします。

●本剤投与開始時のメトトレキサート（MTX）投与量（図10）
登録患者765例中、本剤投与開始時にMTXの投与有が297例（38.8%)、無が464例（60.7%)、
不明が4例（0.5％）でした。また、本剤投与開始時におけるMTX投与量は8mg/週88例（29.6％）と
最も多く、次いで6mg/週56例（18.9％）、10mg/週53例（17.8％）でした。

図10  本剤投与開始時のMTX投与量

●過去にメトトレキサート（MTX）8mg/週を超える用量を3ヵ月以上継続投与した経験の有無（図11）
日本リウマチ学会作成のガイドにおける「過去にMTX8mg/週を超える用量を3ヵ月以上継続
投与した経験有り」について、経験有が366例（47.8%)、無が352例（46.0%）でした。

図11  過去にMTX8mg/週を超える用量を3ヵ月以上継続投与した経験の有無

6例（2.0%） 4例（1.3%）

1例
（0.3%）

7例（2.4%）

MTX投与有

0 50 100 150 200 250 300（例）

42例
（14.1%）

56例
（18.9%）

89例
（30.0%）

53例
（17.8%）

39例
（13.1%）

■ 0mg/週超、2mg/週以下　         ■ 2mg/週超、4mg/週以下　      ■ 4mg/週超、6mg/週以下　  
■ 6mg/週超、8mg/週以下　  　    ■ ８mg/週超、10mg/週以下　     ■ 10mg/週超、12mg/週以下　 
■ 12mg/週超、14mg/週以下　     ■ 14mg/週超、16mg/週以下　  ■ 投与量不明

（N=297）

47例（6.1%）

■ 有　　■ 無　　■ 不明

（N=765）

366例
（47.8%）352例

（46.0%）
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●生物学的製剤及びヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤の投与歴の有無（図12）
登録患者765例において、生物学的製剤の投与歴有が535例（69.9%)、無が224例（29.3%)
でした。
また、JAK阻害剤（本剤を除く）の投与歴有が248例（32.4％）、無が514例（67.2%）でした。

図12  生物学的製剤及びJAK阻害剤の投与歴の有無

生物学的製剤 JAK阻害剤

6例（0.8%） 3例（0.4%）

■ 有　　■ 無　　■ 不明

（N=765）

■ 有　　■ 無　　■ 不明

（N=765）

535例
（69.9%）

224例
（29.3%）

248例
（32.4%）

514例
（67.2%）
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（4）感染症スクリーニング検査実施状況（図13、14）
登録患者765例中、投与前に感染症スクリーニング検査を実施した症例は、結核では704例

（92.0％）、B型肝炎では721例（94.2％）、C型肝炎では613例（80.1%)でした。
本剤の投与前には、確実な検査の実施、又は検査結果の確認をお願いいたします。
（⇒詳しくは、p4�1.特定使用成績調査（全例調査）においてご注意いただきたいこと、p17�参考
資料1：全例市販後調査のためのペフィシチニブ適正使用ガイド、p22�参考資料2：免疫抑制・化
学療法により発症するB型肝炎対策ガイドラインをご参照ください）　

図13  結核検査実施状況

図14  B型/C型肝炎検査実施状況 

61例（8.0%）

（N=765）

■ 実施　　■ 未実施 

704例（92.0%）

B型肝炎検査 C型肝炎検査

44例（5.8%）

（N=765）

■ 実施　　■ 未実施 

（N=765）

■ 実施　　■ 未実施 

721例（94.2%） 613例（80.1%）

152例
（19.9%）
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参考資料1
全例市販後調査のためのペフィシチニブ適正使用ガイド

（2020年2月1日改訂版）

ペフィシチニブはヤヌスキナーゼファミリー（JAK1/JAK2/JAK3/TYK2）を阻害するJAK阻害薬であり、複数のサイトカイ
ンシグナルの伝達抑制による免疫抑制作用により抗リウマチ作用を示す薬剤である1）。2019年3月に本邦でRAの適応が
承認された。

［ガイドの目的］
ペフィシチニブは、関節リウマチ患者の臨床症状の改善・関節破壊進行の抑制・身体機能の改善が臨床試験により証明さ
れた薬剤であるが、投与中に重篤な有害事象を合併することがある1-3）。本指針は国内外で実施された臨床試験の結果を基
に、市販後調査におけるペフィシチニブ投与にあたって、その適応や、有害事象の予防・早期発見・治療のための注意点を
示し、薬剤の適正使用を促すことを目的とした。本ガイドは、現時点における臨床試験の成績に基づき作成されたものであ
る。今後、市販後臨床試験調査の成績を反映した［実地臨床における適正使用のためのガイド］を策定する予定である。

［対象患者］
1. 過去の治療において、メトトレキサート（MTX）8mg/週を超える用量を3ヶ月以上継続投与してもコントロール不良の

関節リウマチ患者。
現時点において安全性の観点からMTXを投与できない患者（感染症リスクの高い患者、腎機能障害・間質性肺炎のため
MTXを投与できない患者など）は原則として対象としないことが望ましい。

• 疼痛関節6関節以上
• 腫脹関節6関節以上
• CRP2.0mg/dl以上あるいはESR28mm/hr以上

上記3項目を満たさなくても患者において

• DAS28-ESR、SDAI、CDAIでModerate activity以上のいずれかを認める場合も使用を考慮する。

2. さらに、日和見感染に対する安全性を配慮して以下の3項目を満たすことが強く推奨される。
• 末梢血白血球4000/mm3以上
• 末梢血リンパ球1000/mm3以上
• 血中β-D-グルカン陰性

［用法・用量］
通常、成人にはペフィシチニブとして150mgを1日1回食後に経口投与する。
なお、患者の状態に応じて100mgを1日1回投与できる。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉
（1）中等度の肝機能障害を有する患者（Child-Pugh分類クラスB）に投与する場合には、血中濃度が高くなり、副作用が強

くあらわれるおそれがある。これらの患者に投与する場合は、本剤の有効性及び安全性を十分に理解し、本剤投与の必
要性を慎重に検討した上で、本剤50mg1日1回投与とすること。なお、十分な治療反応が得られない場合は、本剤の
投与継続の必要性を検討すること。

（2）免疫抑制作用が増強されると感染症のリスクが増加することが予想されるので、本剤とTNF阻害剤、IL-6阻害剤、T細
胞選択的共刺激調節剤等の生物製剤や、他のヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤等の強力な免疫抑制剤（局所製剤以外）と
の併用はしないこと。なお、これらの生物製剤及び免疫抑制剤との併用経験はない。

［投与禁忌］
• 重篤な感染症（敗血症など）の患者
• 活動性結核の患者
• 重度の肝機能障害を有する患者
• 好中球数が500/mm3未満の患者
• リンパ球数が500/mm3未満の患者
• ヘモグロビン値が8g/dl未満の患者
• 本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者
• 妊婦または妊娠している可能性のある婦人、授乳婦
• 悪性腫瘍を有していると診断された患者
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［慎重投与：次の患者には慎重に投与すること］
• 感染症の患者又は感染症が疑われる患者
• 結核既感染の患者
• 易感染性の状態にある患者
• 高齢者
• 腸管憩室のある患者
• 好中球減少、リンパ球減少、ヘモグロビン値減少のある患者
• 中等度、軽度の肝機能障害を有する患者
• 腎機能障害を有する患者
• 間質性肺炎の既往歴のある患者
• 先天性QT短縮症候群の患者

［要注意事項］
1. リウマチ専門医等の生物学的製剤治療の経験を十分に有する医師が勤務し、重篤な副作用が出現した際に、緊急かつ

十分な対応が可能な施設で投与を行うこと。
2. 感染症

本剤は免疫反応に関与するJAKファミリーを阻害するので、感染症に対する宿主免疫反応に影響を及ぼす可能性がある。
国内外の臨床試験1-3）や過去のJAK阻害薬使用例で、結核、肺炎、敗血症、ウイルス感染などによる重篤な感染症および
死亡例が報告されている。
本剤の投与に際しては慢性感染症（慢性副鼻腔炎、歯周感染症、痔瘻など）に注意すること、治療中は十分な観察を
行い、投与中に重篤な感染症が発現した場合は速やかに本剤の投与を中止するとともに適切な処置を行い、感染症の
コントロールができるまでは再投与しないこと。
また、患者に対し、発熱、倦怠感が出現した場合は、速やかに主治医に相談するよう指導すること。なお、呼吸器感染は
その頻度と生命予後への影響から重要であり、副作用対策の観点から以下の項目に注意をして投与を行う必要がある。
また、本剤投与中に発熱、咳、呼吸困難などの症状が出現した場合は、細菌性肺炎・結核・ニューモシスチス肺炎・
薬剤性肺障害・原疾患に伴う肺病変などを想定した対処を行う。フローチャートおよび「生物学的製剤と呼吸器疾患・
診療の手引き（日本呼吸器学会）」等を参照のこと。
1）呼吸器感染症

• 胸部Ｘ線撮影が即日可能であり、呼吸器内科専門医、放射線科専門医による読影所見が得られることが望ましい。
• サイトカインシグナル伝達を阻害する事によって、CRPなどの炎症マーカーや、発熱、倦怠感といった症状が、

感染症合併時に抑制される可能性があるため、特に臨床症候の変化に注意が必要である。
• サイトカインを標的とする生物学的製剤の市販後調査で明らかにされた肺炎・重篤感染症危険因子が重複する

患者（高齢、肺合併症、副腎皮質ステロイド投与、糖尿病、など）への本剤の使用は、治療上の有益性が危険性を
大きく上回ると判断される場合にのみ投与する。また、本剤の特徴に関して、家族にも十分注意するよう指導する
必要がある。

• 呼吸器感染症予防のために、インフルエンザワクチンは可能な限り接種すべきであり、65歳以上の高齢者には
肺炎球菌ワクチンの接種も積極的に考慮すべきである。

2）結核・非結核性抗酸菌症
• 国内外の臨床試験1-3）や過去のJAK阻害薬使用例で、種々の抗酸菌感染や播種性結核（粟粒結核）が報告されて

おり、結核・非結核性抗酸菌症に注意が必要である。
• スクリーニング時には問診・インターフェロン-γ遊離試験（クオンティフェロン、T-SPOT）またはツベルクリン

反応・胸部X線撮影を必須とし、必要に応じて胸部CT撮影などを行い、肺結核を始めとする感染症の有無について
総合的に判定する。

• 結核の既感染者、胸部X線写真で陳旧性肺結核に合致する陰影（胸膜肥厚、索状影、5mm以上の石灰化影）を
有する患者、インターフェロン-γ遊離試験あるいはツベルクリン反応が強陽性の患者は潜在性結核を有する可能
性があるため、必要性およびリスクを十分に評価し慎重な検討を行った上で、本剤による利益が危険性を上回る
と判断された場合には本剤の開始を考慮してもよい。

• 潜在性結核の可能性が高い患者では、本剤開始3週間前よりイソニアジド（INH）内服（原則として300mg/日、
低体重者には5mg/kg/日に調節）を6〜9ヶ月行なう。

• 非結核性抗酸菌感染症に対しては確実に有効な抗菌薬が存在しないため、同感染患者には原則として投与
すべきでない。



19

3）ニューモシスチス肺炎
• ニューモシスチス肺炎は、諸外国に比較して本邦関節リウマチ患者での発現頻度が非常に高く、本剤投与中に

おいても報告例が存在する。危険因子（高齢、肺合併症、副腎皮質ステロイド投与、糖尿病、末梢血リンパ球減少
など）を複数有する患者ではST合剤などによるニューモシスチス肺炎の発症抑制を考慮する。

4）ヘルペスウイルスを含むウイルス感染症
• これまでの臨床試験で、日本人関節リウマチ患者で認められた重篤な感染症のうち多くが重篤な帯状疱疹であった

こと、播種性帯状疱疹も認められたことから、ヘルペスウイルスなどの再活性化の徴候や症状の発現に注意する
こと。また、投与開始前に初発症状と早期受診を患者に説明し、重篤化を防止する。特に、帯状疱疹の既往のある
患者では、治療上の有益性が危険性を大きく上回ると判断される場合にのみ、投与することが望ましい。このほか、
Epstein-Barrウイルス、サイトメガロウイルスの再活性化なども報告されている。

5）B型肝炎およびB型肝炎ウイルス再活性化
• 国内外の臨床試験でB型肝炎およびB型肝炎ウイルス（HBV）再活性化が報告されている。HBV感染者（キャリ

アおよび既往感染者）に対しては、日本リウマチ学会による「B型肝炎ウイルス感染リウマチ性疾患患者への免疫
抑制療法に関する提言」および日本肝臓学会「B型肝炎治療ガイドライン」を参考に対処する。C型肝炎ウイルス

（HCV）感染者（キャリア）への本剤の投与例は少なく、一定の見解は得られていない。したがって、現時点では
キャリアへの投与は避けるのが望ましい。

3. 悪性腫瘍
他のJAK阻害薬では因果関係は明らかでないものの、固形癌、悪性リンパ腫、リンパ増殖性疾患の発現が国内外の
臨床試験で報告1-3）されている。個々の症例でリスク・ベネフィットを熟慮し、患者に十分説明した上で、適応を慎重に
判断すること。悪性腫瘍の既往歴・治療歴を有する患者、前癌病変（食道、子宮頚部、大腸など）を有する患者への投与
は避けることが望ましい。

4. 血液およびリンパ系障害
本剤投与中は、定期的に、好中球数、リンパ球数、ヘモグロビン値を測定し、好中球1000/mm3未満、リンパ球500/mm3

未満、ヘモグロビン8g/dl未満または2g/dl以上の低下を示した場合は、本剤の投与を中止し、原因を精査する。

5. 代謝および栄養障害
本剤投与によってコレステロール値、中性脂肪値等の脂質系の検査項目の上昇が報告されている。本剤投与開始後は
定期的に脂質検査値を確認すること。異常値を認めた場合は、必要に応じて日本動脈硬化学会動脈硬化性疾患予防
ガイドラインなどにのっとり脂質異常症治療薬の投与を行うこと。

6. 肝機能障害
肝機能障害が出現することがあるため、本剤投与中は、定期的にトランスアミナーゼ値を測定するなど慎重に観察し、
異常が認められた場合は適切な処置を行う。

7. 筋肉痛、筋攣縮
CPKの増加や筋攣縮、筋肉痛がみられることがあるので、定期的に血中CPK値を測定するなど、慎重に観察し、異常が
みられた場合は適切な対処を行う。

8. 腸管憩室炎
本剤投与中に消化管穿孔を起こした症例の報告がある。憩室炎の既往・合併例には慎重な投与が必要である。なお、
消化管穿孔が疑われる症状が認められた場合には、腹部X線検査、CT検査等を実施する。

9. 間質性肺炎
本邦で本剤投与中に間質性肺炎を起こした症例の報告がある。治療開始前に、KL-6値測定、胸部X線検査（必要であれば
CT検査）等を行い、間質性肺炎の既往・合併、65歳以上の高齢、喫煙歴などのリスク因子を考慮する。投与中の患者
で発熱、咳、呼吸困難等の呼吸器症状がみられた場合には、速やかに経皮的酸素濃度測定、KL-6値測定、胸部X線検査

（必要であればCT検査）等を実施する。

10. 周術期の管理
本剤投与中の周術期リスク、手術後の創傷治癒、周術期の休薬に関するエビデンスは十分でない。現段階では、周術
期には本剤の休薬を含む慎重な対応が必要である。また、CRP、白血球数も参考とするが、局所症状の観察を十分に
行い手術部位感染（SSI）の早期発見に努める。その診断においては、休薬による関節リウマチの再燃との鑑別が必要で
ある。手術後は創がほぼ完全に治癒し、SSIの合併がないことを確認した後の再投与が望ましい。
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11. 高齢者
国内外の臨床試験1-3）や過去のJAK阻害薬を使用した高齢者において、重篤な有害事象が認められている。本剤は尿中
および糞便中に排泄されるが、高齢者では肝臓や腎臓の機能が低下している場合が多いので、用量に留意して、患者
の状態を観察しながら、患者の状態に応じて本剤100mgを１日１回など、減量を考慮すること。

12. 不整脈
国内外の臨床試験1-3）で、種々の不整脈や心電図上QT短縮が認められている。スクリーニング時には問診および心電図
検査を施行し、胸部症状に留意しながら治療を行うこと。
異常を認めた際は、適宜循環器内科にコンサルトを行うことを推奨する。

13. ワクチン接種
帯状疱疹（水痘）、麻疹、風疹、おたふくかぜ、BCGなどの生ワクチン接種は、本剤投与中は禁忌である。また、生ワクチン
接種は、本剤投与中止後、一定の間隔を空けることが望ましい。接種に際しては併用薬剤や年齢・肝、腎機能障害など
患者背景を考慮する必要がある。

14. 妊婦、産婦、授乳婦
ラットで催奇形性、ウサギで胚・胎児致死作用が報告されている。また、ラットで乳汁への移行が報告されているので、
妊婦、産婦、授乳婦への投与はしないこと。妊娠可能な婦人には本剤投与中、投与終了後、少なくとも1月経周期は
適切な避妊を行うように指導すること。

15. 結核の無症状病原体保有者への対応
結核の無症状病原体保有者への対応については、厚生労働省健康局結核感染症課長通知（平成19年6月7日健感発第
0607001号）を参照すること。（同内容は厚生労働省ホームページ「感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
２ 結核」の項https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-02-02.htmlに掲載。）
すなわち、結核の無症状病原体保有者と診断し、結核医療を必要とすると認められる場合は“潜在性結核感染症”として、
感染症法（平成10年法律第114号）第12条第1項の規定による事項を最寄りの保健所に直ちに届出なければならない。

16. 要注意事項
ガイドは保険診療の規則とは必ずしも一致しえないため検査や治療については保険診療の規則に留意すること。特に、
β-D-グルカン、インターフェロン-γ遊離試験（クオンティフェロン、T-SPOT）、KL-6、CT、心電図、INH等による潜在性
結核感染症治療、ST合剤によるニューモシスチス肺炎の発症抑制などの保険適応については注意されたい。潜在性結
核感染症の治療については日本結核病学会の潜在性結核感染症治療指針（Kekkaku Vol. 88, No.5:497_512,
2013）を、また、その公費負担の適応については感染症法第37条および厚生労働省健康局結核感染症課長通知（平成
19年8月1日健感発第0801001号）を参考に検討すること。ST合剤によるニューモシスチス肺炎の発症抑制について
は、厚生労働省保険局医療課長通知（平成24年2月1日保医発0201第2号）を参考に治療と公費負担の適用について
検討すること。

17. 薬剤相互作用
本剤は、CYP3A4阻害作用を有している6）。CYP3A基質であるタクロリムス（Tac）との併用で、やむを得ず併用する場
合は、Tac濃度が上昇する可能性があるので、Tac併用時には、Tac濃度やTacの副作用に注意すること。ミダゾラムな
どCYP3A基質となりうる薬剤の併用にも注意すること。
また、本剤はP糖タンパクの基質である6）。ベラパミルの併用で、本剤の血中濃度が上昇する可能性があることにも
注意すること。

一般社団法人日本リウマチ学会
ガイドライン委員会

RA治療薬ガイドライン小委員会
委員長 川人 豊

（2020.2.1）
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2019年6月 全例市販後調査のためのペフィシチニブ使用ガイドライン初版策定
2020年2月 改訂第2版
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呼吸器内科医、放射線専門医の読影

すべて陰性

抗菌薬治療が無効
ないし悪化で病原体不明

β-DG、PCRおよび
他の病原体すべて陰性

β-DG、PCRとも陰性
他の病原体検査で陽性

β-DGまたは
PCR陽性

いずれかで
陽性

発熱、咳、呼吸困難（PaO2、SpO2の低下）

胸部 X線、 CT、身体所見、臨床検査
生物学的製剤、JAK阻害薬一旦中止

実質性陰影

喀痰培養、血液培養
抗酸菌染色・培養

間質性陰影

生物学的製剤、JAK阻害薬投与中における発熱、咳、呼吸困難に対するフローチャート

血中β-Dグルカン（β-DG）測定可能なら
誘発喀痰ないしBALでPneumocystis菌体染色・PCR

インフルエンザ、マイコプラズマ、
クラミジア、レジオネラの検査

細菌性肺炎
または結核

薬剤性肺炎
リウマチ肺など

ニューモシスチス
肺炎（PCP）

PCP以外の
非定型肺炎

日本リウマチ学会：全例市販後調査のためのペフィシチニブ適正使用ガイド（2020年2月１日改訂版）
https://www.ryumachi-jp.com/publish/guide/guideline_peficitinib/（最終アクセス日：2021年3月1日）

https://www.ryumachi-jp.com/info/peficitinib_c.pdf（最終アクセス日：2021年3月1日）
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参考資料2
免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドライン

注3）

20IU/mL
（1.3LogIU/mL）以上

20IU/mL
（1.3LogIU/mL）未満

HBV DNA定量 通常の対応

注1）

HBs抗原（＋）

核酸アナログ投与

HBe抗原、HBe抗体、
HBV DNA定量

HBc抗体（＋）または
HBs抗体（＋）

HBc抗体（－）かつ
HBs抗体（－）

HBs抗原（－）

HBc抗体、HBs抗体

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）

注2）

注4）

注5）a.b.c.注6）注6）

注7）

注2）,8）,9）,10）

スクリーニング（全例）
HBs抗原

20IU/mL
（1.3LogIU/mL）以上

20IU/mL
（1.3LogIU/mL）未満

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。

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。

日本肝臓学会 肝炎診療ガイドライン作成委員会 編「B型肝炎治療ガイドライン（第3.3版）」2021年1月, P78-80
http://www.jsh.or.jp/medical/guidelines/jsh_guidlines/hepatitis_b（2021年3月参照）
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注3）

20IU/mL
（1.3LogIU/mL）以上

20IU/mL
（1.3LogIU/mL）未満

HBV DNA定量 通常の対応

注1）

HBs抗原（＋）

核酸アナログ投与

HBe抗原、HBe抗体、
HBV DNA定量

HBc抗体（＋）または
HBs抗体（＋）

HBc抗体（－）かつ
HBs抗体（－）

HBs抗原（－）

HBc抗体、HBs抗体

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）

注2）

注4）

注5）a.b.c.注6）注6）

注7）

注2）,8）,9）,10）

スクリーニング（全例）
HBs抗原

20IU/mL
（1.3LogIU/mL）以上

20IU/mL
（1.3LogIU/mL）未満

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。

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。

日本肝臓学会 肝炎診療ガイドライン作成委員会 編「B型肝炎治療ガイドライン（第3.3版）」2021年1月, P78-80
http://www.jsh.or.jp/medical/guidelines/jsh_guidlines/hepatitis_b（2021年3月参照）
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＊ 既存治療で効果不十分な関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）




