
2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある
患者
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患者さんの定期的観察の
ポイント

ロミプレートを安全にご使用頂くために

医薬品リスク管理計画対象製品

「副作用」「用法及び用量」「用法及び用量に関連する使用上の注意」等は、巻末の DI をご覧ください。

4. 効能又は効果
○ 慢性特発性血小板減少

性紫斑病
○ 既存治療で効果不十分

な再生不良性貧血

5. 効能又は効果に関連する使用上の注意
〈慢性特発性血小板減少性紫斑病〉

5.1. 他の治療にて十分な効果が得られない場合、又は忍容性に問題があると考えられる場
合に使用すること。

5.2. 血小板数、臨床症状からみて出血リスクが高いと考えられる場合に使用すること。
〈既存治療で効果不十分な再生不良性貧血〉

5.3　「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、
最新の再生不良性貧血診療の参照ガイドを参考に、本剤の投与が適切と判断される患
者に投与すること。［17.1.4 参照］

本冊子は、ロミプレートを適正使用いただくために、本剤投与時に注意を要する主なリスク
である血栓症・血栓塞栓症、骨髄レチクリン増生、出血、造血器腫瘍について、管理の
ポイントと対処方法を解説しています。

「既存治療で効果不十分な再生不良性貧血患者」がロミプレートの新たな効能・効果と
して追加されました（2019 年 6 月）。
既存治療で効果不十分な再生不良性貧血を対象とした臨床試験 * では上記の副作用は
報告されませんでしたが、トロンボポエチン受容体作動薬であるロミプレートによる治療
において、慢性特発性血小板減少性紫斑病の臨床試験で報告されたこれらの副作用の
発現の可能性が否定されるわけではなく、安全にご使用頂くためには同様な注意が必要と
考えられます。

＊海外第Ⅱ相臨床試験（韓国）、国際共同 第Ⅱ / Ⅲ相臨床試験（韓国・日本）
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1）血栓症・血栓塞栓症について

PointsPoints
① トロンボポエチン（TPO）受容体作動薬（ロミプレート）投与の際には、血小板数が安

定するまで（少なくとも 4 週間にわたり用量調整せずに血小板数が 50,000/μL 以上）、
血小板数を毎週測定すること。血小板数が安定した場合でも 4 週に 1 回を目安に血小板
数を測定すること。

② 血小板数が正常範囲を超えると、血栓症又は血栓塞栓症のリスクが増加する可能性があ
るため、血小板数を定期的に観察しながら本剤の用量調節を行い過度な血小板数増加と
ならないよう注意すること。

③ 特に血栓塞栓症の危険因子や既往をもつような症例においては、血栓塞栓症発症に留意
し定期的な患者観察を行うこと。

④ 血栓塞栓症が認められた場合には、本剤の投与を中止し適切な処置を行うこと。

⑤ 血小板数が基準値の範囲内でも血栓症又は血栓塞栓症の発症は起こりうるため、血栓
イベントが疑われる場合も早期に対応できるように、定期的な患者観察も必要。

解説

　過度な血小板数上昇は血栓症のリスク 

　ロミプロスチムは TPO 受容体に作用して、巨核球の増殖・
分化を促進する薬剤であり、本邦において 2011 年に慢性
特発性血小板減少性紫斑病（慢性 ITP）を効能又は効果と
して承認された。しかしながら、血小板数が過度に増加すること
により血栓症・血栓塞栓症を発症するリスクに注意しなければな
らない。ロミプロスチムの臨床試験においても、血栓症又は血
栓塞栓症に関連する因果関係が否定できない有害事象が 653
名中 19 名（2.9%）で発現しており、そのうち重篤なものは 20 件、
死亡に至った有害事象（心筋梗塞）が 1 件認められている 1)。
そのため、ロミプロスチム投与の際は血小板数が基準値の範
囲を超えないよう、定期的なモニタリングを行う必要がある。 

　定期的な患者観察も必要 

　一方、臨床試験における血栓塞栓症発症時の血小板数平
均値は 172,200/μL（範囲：1,000 ～ 1359,000）であったこ
とから（表 1）、血小板数が基準値の範囲内であっても血栓塞
栓症を発症する可能性があることに留意すべきである。また、
海外臨床試験において血栓塞栓症を発症した症例は、ロミプ
ロスチム投与前に高血圧・冠動脈疾患などの血栓塞栓症の危
険因子を有していた症例や血栓塞栓症の既往を有する症例が
多かったという報告もあることから（表 2）2)、特に血栓塞栓症

の危険因子や既往を有するような症例に対しロミプロスチムを
投与する際は血小板数にかかわらず、患者の症状の定期的な
観察を行うなどして血栓症又は血栓塞栓症の発現に注意すべ
きである。 

　ロミプロスチムの増量は慎重に 

　国内第Ⅱ相試験（試験概要は P.9 表 6 を参照）時の血小
板数最大値到達日数は投与量にかかわらず 11.5 ～ 14 日目で
あったことより 3) ロミプロスチムの効果は 1 ～ 2 週間で現れる
と推察されるため、増量は慎重に行い、過度に血小板数が増
加しないよう、本剤の用量調節を行っている時は必ず血小板数
のモニタリングを行うべきである。
　なお、本試験における用量漸増期に発現した因果関係が否
定できない有害事象は「頭痛」が最も多く、12 名中 3 名（25.0%）
に発現し、その他「潮紅」、「背部痛」、「疲労」及び「筋緊張」
が全体で各 1 名（8.3%）に発現した。また継続投与期に発現
した因果関係が否定できない有害事象は、「関節痛」、「接触
性皮膚炎」及び「倦怠感」が 5 名中各 1 名（20.0%）に発現した。

表 1. 血栓症・血栓塞栓症発現※時の血小板数

プラセボ群（138 名） ロミプロスチム群（653 例）

発現件数 6 69

発現時血小板数平均値（範囲）（/μL） 150,800（3,000 〜 376,000） 172,200（1,000 〜 1,359,000）

発現時血小板数中央値（/μL） 78,500 112,000

※因果関係が否定されているものも含む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 承認時評価資料（慢性 ITP）：臨床的安全性

1) 承認時評価資料（慢性 ITP）：臨床的安全性
2) 承認時評価資料（慢性 ITP）：Gernsheimer TB, et al. J. Thromb. Haemost. 8: 

1372-1382, 2010
3) 承認時評価資料（慢性 ITP）：Shirasugi Y, et al. Int. J. Hematol. 90(2): 157-

165, 2009　
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血栓症・血栓塞栓症に関連するDrug Information（抜粋）                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
7. 用法及び用量に関連する注意

7.2  本剤投与中は、血小板数が安定するまで（少なくとも４週間にわたり用量調整せずに血小板数が50,000/μL以上）、血小板数を毎週測
定すること。血小板数が安定した場合でも４週に1回を目安に血小板数を測定すること。

7.3 本剤は出血のリスクが高い場合に使用し、血小板数を正常化する目的で使用しないこと。

8. 重要な基本的注意
8.4  血小板数が正常範囲を超えると、血栓症又は血栓塞栓症のリスクが増加する可能性がある。また、血小板数が正常範囲以下であって

も血栓塞栓症が認められているため、血小板数にかかわらず血栓症又は血栓塞栓症の発現に注意すること。本剤投与後は、定期的に
血小板数を測定し、血小板数が治療の目標とするレベルを超えた場合には、本剤の減量又は休薬を考慮するなど注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1.1 脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓等の患者又はそれらの既往歴を有する患者
血栓症又は血栓塞栓症を起こすおそれがある。

11.1　重大な副作用
11.1.1 血栓症・血栓塞栓症
肺塞栓症（0.8%）、深部静脈血栓症（0.8%）、心筋梗塞（0.6%）、血栓性静脈炎（0.5%）等があらわれることがある。

13. 過量投与
13.1 症状 血小板数が過剰に増加し、血栓症又は血栓塞栓症の合併症を生じるおそれがある。
13.2 処置　本剤の投与を中止し、血小板数をモニターすること。血小板数が回復した後は、「7. 用法・用量に関連する注意」に従い、本剤の

治療を再開すること。

表 2. 海外第Ⅲ相試験、引き続き実施された長期継続試験にて血栓症・血栓塞栓症を発症した症例

試験 年齢 性別 脾摘 血栓イベント
血栓イベン
トによる試

験中止

発生日
（試験日）

イベント発
生時の血小

板数 *
（ /μL）

イベント発生
前の血小板数

最大値
（何日前）

イベント発生
前のロミプロ
スチム投与量
（μg/kg）

試験薬投与前における
既知の危険因子†

第Ⅲ相 80 男 未施行 脳血管発作 なし § 143 107,000 167,000
（73） 3 うっ血性心不全、高血圧、直腸癌、

静脈うっ血

第Ⅲ相 82 男 施行 膝窩動脈塞栓症 なし 94 11,000 533,000
（51）

3 拡張機能障害、冠動脈疾患、うっ
血性心不全、心房細動、橈骨動脈・
尺骨動脈・気管支動脈の血栓除去
術、心臓ペースメーカー挿入

第Ⅲ相 51 女 施行 肺塞栓症 あり 131 3,000 69,000
（89） 0（プラセボ群） 高血圧

長期
継続 84 女 未施行 心筋梗塞 なし 60 230,000 45,000

（23） 9 うっ血性心不全、高血圧、浮腫、
喫煙

心筋梗塞 なし 136 948,000 1,359,000
（8） 9

肺塞栓症 なし 561 149,000 1,359,000
（433） 9

長期
継続 67 女 施行 表在静脈血栓症 なし 156 47,000 408,000

（189） 10 深部静脈血栓症、高血圧、高コレス
テロール血症、第 V 因子ライデン

長期
継続 83 女 未施行 冠動脈閉塞 なし 311 220,000 301,000

（73） 2 甲状腺機能低下症、くるぶし浮腫

長期
継続§ 57 女 施行 敗血症性頸静脈

血栓症 あり 95 40,000 1,084,000
（74） 3 静脈瘤手術、抗リン脂質抗体

留置カテーテルポート **

炎症性静脈血栓症 なし 95 40,000 167,000
（73） 3

一過性脳虚血発作 なし 152 49,000 1,084,000
（131） 3

＊イベント発生時の血小板数が不明な場合は、発生直前の血小板数を使用した。血小板数は（ /μL）
† 試験薬投与を開始する前の危険因子のみ記載している。
‡ 血栓イベント発生前に消化管出血の治療として 4 日間の免疫グロブリン静脈内投与を受けた。
§ 投与中止に至った。
** 敗血症性頸静脈血栓症および炎症性静脈血栓症のイベントは、13 年間留置したカテーテルポートの部位で発生した。

承認時評価資料（慢性 ITP）：Gernsheimer TB, et al. J. Thromb. Haemost. 8: 1372-1382, 2010
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2）骨髄レチクリン増生及び骨髄線維化について

PointsPoints
① ロミプレートを含む TPO 受容体作動薬による骨髄レチクリン増生又は骨髄線維化のリス

クは除外できず、また、長期投与時の安全性も確立していない。 

② ロミプレート投与開始前、投与中は 4 週間に 1 回を目安に、全ての血球系の形態異常及
び血球減少の存否を観察することが必要である。 

③ 血球系の形態異常や血球減少を認めた場合は本剤の投与を中止し、骨髄穿刺あるいは必
要に応じて骨髄生検・特殊染色の実施を考慮すること。

解説

　実臨床で長期使用する場合の不可逆的な
　骨髄線維化発症のリスクは不明 

　レチクリン線維（細網線維）はコラーゲン線維の未熟な形状

で、基底膜に存在してそれぞれの細胞を支持する役割等を持
ち、リンパ節や脾臓のような細網組織といわれる組織において
密に発達している。骨髄でレチクリン線維及び / 又はコラーゲン
線維化を伴った巨核球の過形成と異型を認めることという定義
が原発性骨髄線維症の診断基準 4) 内に記載されており、この
線維化を促進するサイトカインには IL-1、TNFα、FGF、EGF
の他、巨核球や血小板から産生されるPDGF（Platelet-Derived 
Growth Factor：血小板由来成長因子）、TGF- βなどが知られ
ている。これらの知見より、TPO 受容体作動薬（ロミプロスチム）
の投与による骨髄内における血小板産生刺激がレチクリンの増
生ひいては骨髄の線維化の発症について懸念される所以である。 
　 ラットによる 実 験 で は rHuMGDF（recombinant Human 
Megakaryocyte Growth and Development Factor：遺伝子組
換えヒト巨核球増殖分化因子）投与により TGF- βの増加と共
にレチクリンの増生が認められ 5)、またロミプロスチムの非臨床
試験（ラット）においても骨髄線維化が認められている 6)。これら
は休薬により回復することが確認されているが、動物実験の結
果をどこまで臨床使用のケースに当てはめて考えられるかは明ら
かではなく、慢性 ITP 患者に長期使用する場合の不可逆的な
骨髄線維化のリスクについては慎重に対応すべきである。 
　慢性 ITP 患者を対象としたロミプロスチムの臨床試験におい
て、骨髄レチクリン増生に関連する因果関係が否定できない有
害事象が、653 名中 11 名（1.7%）に発現しており、うち重篤
な有害事象は 8 件（骨髄障害：7 件、骨髄線維症：1 件）に
認められている 7)。レチクリン形成または増生として報告され

た症例は、脾臓摘出歴がある、過去の慢性 ITP 治療歴が多い、
ロミプロスチムの投与量が多い、あるいはロミプロスチムの投与
を行っても血小板反応が不良といった臨床特性も報告されてい
る（図 1, 表 3, 表 4）8)。 

　レチクリン増生・骨髄線維化発症リスク回避のため、
　投与中の定期的な末梢血検査が重要 

　レチクリン形成の最終的な判断は骨髄生検による確認が必

要となる。海外長期継続試験では末梢血塗抹標本異常（有
核赤血球など）やロミプロスチム増量でも効果不十分な症例
38 例に骨髄生検を実施しており、うち 11 例でレチクリン形成
あるいはその増生が認められた 9)。しかしロミプロスチム投与
前に骨髄生検が実施された症例は限定的でありロミプロスチ
ムの投与による影響であるかは確認できていない。実臨床に
おいて慢性 ITP 患者に対し通常頻繁な骨髄生検は実施され
ておらず、患者の負担も大きいため、本邦でも臨床使用可能
となった TPO 受容体作動薬の投与開始前及び投与中は、定
期的に（4 週に 1 回を目安）末梢血検査（塗抹標本検査を含
む）を行い、血球系の形態異常又は血球減少の確認を行うこ
とがレチクリン増生・骨髄線維化発症のリスクを回避する方法
として現実的である。なお、慢性 ITP 患者における骨髄形態
に及ぼす影響を検討した海外臨床試験 10) では、骨髄生検例
131 例中 9 例（6.9％）に変化がみられたと報告されている。

4) 髄線維症診療の参照ガイド第 3 版 平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金 
難治性疾患政策研究事業特発性造血障害に関する調査研究班

5) Yanagida M, et al. Br. J. Haematol. 99(4): 739-745, 1997 
6) 承認時評価資料（慢性 ITP）：非臨床（ラット）
7)  承認時評価資料（慢性 ITP）：臨床的安全性
8)  Kuter DJ, et al. Blood 114: 3748-3756, 2009
9)  Kuter DJ, et al. Br. J. Haematol. 161: 411–423, 2013

10) Janssens A, et al. Ann. Hematol. 95: 1077-1087, 2016

骨髄レチクリン増生・骨髄線維化に関連するDrug Information（抜粋）                　　　　　　　　　　　　　　　　　　
8. 重要な基本的注意

8.3  本剤を含むトロンボポエチン受容体作動薬には、骨髄のレチクリン線維の形成及び線維化を進行させる可能性があるので、本剤の
投与開始前には、末梢血液像（末梢血塗抹標本）、全血算（赤血球、白血球及び血小板）及び網状赤血球数の検査を行い、全ての血球系
の形態異常の有無を十分観察すること。また、本剤投与中は、末梢血液像（末梢血塗抹標本）、全血算（赤血球、白血球及び血小板）及び
網状赤血球数の検査を４週に1回を目安に実施し、全ての血球系の形態異常及び血球減少の存否を観察すること。

8.5  本剤に対する反応性の低下が認められた場合、又は血小板数の維持が困難になった場合は、原因（本剤に対する中和抗体の産生、又
は骨髄線維症等の可能性）の究明に努めること。

11.1 重大な副作用
11.1.2 骨髄レチクリン増生（1.7%）　
骨髄レチクリン増生が認められることがあり、骨髄線維化があらわれる可能性がある。血球系の形態異常又は血球減少を認めた場合は、
本剤の投与を中止すること。また、線維化状態の確認のため骨髄生検・特殊染色等の実施を考慮すること。
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図 1. 海外臨床試験において骨髄レチクリン形成・増生を来した症例（表 4 内の患者 ID：4）の骨髄生検所見

Baseline：ロミプロスチム治療前（33か月前），Week26：治療中，Week34・46：治療中止後
上段：hematoxylin and eosin染色，中段：レチクリン（銀染色），下段：コラーゲン線維（トリクローム染色） 
● 骨髄巨核球（　 ）は Baseline の時点で増加しており 26 週時点で著しく増加したが、34 週・46 週目にはベース

ラインまで回復した。
● レチクリン（　     ）はグレード 0（Baseline：ロミプロスチム治療開始前）から、26 週目（治療中）にはグレード

2/3 に増加、その後 46 週目（治療中止後）にはグレード 1 まで低下した。
● コラーゲン線維（トリクローム染色）は確認されなかった。
● 芽球はいづれの時期にも増加は認められなかった。

Kuter DJ, et al. Blood 114: 3748-3756, 2009

表 3. 海外臨床試験における骨髄レチクリン形成・増生を来した症例の背景

患者
ID 年齢 / 性別

慢性 ITP
罹病期間
（年）

脾摘
投与前の
慢性 ITP
治療数

ロミプロスチム
最大用量

（μg/kg）

ロミプロスチム
投与期間
（週）*

骨髄生検直近の
血小板数
（ /μL）

レチクリン
確認前の

最高血小板数
（ /μL）

関連病歴

1 40/ 男性 15 施行 6 9 5 9,000 10,000 骨髄低形成， 染色体異常
（12 番染色体の逆位）

2 27/ 女性 12 施行 8 11 40 15,000 565,000 －

3 60/ 女性 23 施行 8 11 45 25,000 157,000 －

4 31/ 男性 2 施行 3 18 26 33,000 523,000 －

5 53/ 男性 7 施行 9 8 35 86,000 88,000 －

6 58/ 男性 6 施行 8 15 31 58,000 70,000 －

7 54/ 女性 3 未施行† 4 13 27 4,000 71,000 全身性エリテマトーデス

8 37/ 男性 3 施行 8 9 26 4,000 221,000 －

9 63/ 男性 15 未施行 不明 11 32 47,000 72,000 クローン性血液異常
（20 番染色体長腕欠失） 

10 44/ 女性 8 施行 4 5 123 82,000 728,000 －

－：該当なし　＊：初回の骨髄生検までのロミプロスチム投与期間　　† ：生検でレチクリン陽性が認められた約 1 週間後に脾摘施行　　　　
　　　　　　　　　　　　　Kuter DJ, et al. Blood 114: 3748-3756, 2009

用法及び用量に関連するDrug Information（抜粋）                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6. 用法及び用量
〈慢性特発性血小板減少性紫斑病〉
通常、成人には、ロミプロスチム（遺伝子組換え）として初回投与量1μg/kgを皮下投与する。投与開始後、血小板数、症状に応じて投与量
を適宜増減し、週1回皮下投与する。また、最高投与量は週1回10μg/kgとする。
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表 4. 海外臨床試験における骨髄レチクリン形成・増生を来した症例の背景の骨髄生検所見

患者
ID

骨髄生検を受け
た理由

レチクリン
による

治療中止の
有無

末梢血の
異常

レチクリングレード
ロミプロスチム

投与前の骨髄生検 ロミプロスチム投与中の骨髄生検 ロミプロスチム
投与中止後の骨髄生検

（実施時期） 1 回目 2 回目 3 回目 1 回目 2 回目

1 不明 Yes 一過性の
芽球上昇

0 〜 1, focal 2
（4 ヵ月前）

3
（5 週目） － － 1 〜 2

（17 週目） －

2 膣出血 No* － 不明 2+
（40 週目） － － 2+

（108 週目） －

3 ↑涙滴細胞 Yes － 不明 1, focal 2
（45 週目） － － － －

4 ↑末梢の有核赤
血球および芽球 Yes 一過性の

芽球上昇
0

（33 ヵ月前）
2 〜 3

（26 週目） － － 1 〜 2
（34 週目）

1
（46 週目）

5 プロスペクティブ
試験のプロトコール No － 0 〜 1

（6 ヵ月前）
0 〜 1 †

（35 週目） － － － －

6 ↑有核赤血球 No － 0 〜 1
（24 ヵ月前）

1 〜 3#

（31 週目）
2 〜 3

（51 週目）
1 〜 2

（67 週目） － －

7 不明 No － 不明 － － － 2 〜 3
（30 週目） －

8 不明 No － 1
（47 ヵ月前）

4§

（26 週目） － － 1 〜 2
（38 週目） －

9 巨脾腫 Yes － 陽性
（2 ヵ月前）

中等度
（32 週目） － － － －

10 不明 No － 不明 軽度
（135 週目） － － － －

－：該当なし　　
＊ レチクリン沈着以外の理由により中止　　
† この症例はプロスペクティブ試験においても評価されている
＃ トリクローム染色により局所にコラーゲン沈着が認められたが，アーチファクトの可能性がある
§ 微小のゴラーゲン沈着が認められたが，投与中止後は消失した
レチクリングレードの評価： 修正 Bauermeister scale を用い，グレード 0（absent），グレード 1（fine fibers），グレード 2（diffuse fine fiber 

network），グレード 3（diffuse fiber network with scattered coarse fibers），グレード 4（areas of collagen on 
trichrome stain）の 5 段階で評価した。

Kuter DJ, et al. Blood 114: 3748-3756, 2009

骨髄レチクリン増生・骨髄線維化に関連するDrug Information（抜粋）                　　　　　　　　　　　　　　　　　　
8. 重要な基本的注意

8.3  本剤を含むトロンボポエチン受容体作動薬には、骨髄のレチクリン線維の形成及び線維化を進行させる可能性があるので、本剤の
投与開始前には、末梢血液像（末梢血塗抹標本）、全血算（赤血球、白血球及び血小板）及び網状赤血球数の検査を行い、全ての血球系
の形態異常の有無を十分観察すること。また、本剤投与中は、末梢血液像（末梢血塗抹標本）、全血算（赤血球、白血球及び血小板）及び
網状赤血球数の検査を４週に1回を目安に実施し、全ての血球系の形態異常及び血球減少の存否を観察すること。

8.5  本剤に対する反応性の低下が認められた場合、又は血小板数の維持が困難になった場合は、原因（本剤に対する中和抗体の産生、又
は骨髄線維症等の可能性）の究明に努めること。

11.1 重大な副作用
11.1.2 骨髄レチクリン増生（1.7%）　
骨髄レチクリン増生が認められることがあり、骨髄線維化があらわれる可能性がある。血球系の形態異常又は血球減少を認めた場合は、
本剤の投与を中止すること。また、線維化状態の確認のため骨髄生検・特殊染色等の実施を考慮すること。

血栓症・血栓塞栓症に関連するDrug Information（抜粋）                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
7. 用法及び用量に関連する注意

7.2  本剤投与中は、血小板数が安定するまで（少なくとも４週間にわたり用量調整せずに血小板数が50,000/μL以上）、血小板数を毎週測
定すること。血小板数が安定した場合でも４週に1回を目安に血小板数を測定すること。

7.3 本剤は出血のリスクが高い場合に使用し、血小板数を正常化する目的で使用しないこと。
8. 重要な基本的注意

8.4  血小板数が正常範囲を超えると、血栓症又は血栓塞栓症のリスクが増加する可能性がある。また、血小板数が正常範囲以下であって
も血栓塞栓症が認められているため、血小板数にかかわらず血栓症又は血栓塞栓症の発現に注意すること。本剤投与後は、定期的に
血小板数を測定し、血小板数が治療の目標とするレベルを超えた場合には、本剤の減量又は休薬を考慮するなど注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1.1 脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓等の患者又はそれらの既往歴を有する患者
血栓症又は血栓塞栓症を起こすおそれがある。

11.1　重大な副作用
11.1.1 血栓症・血栓塞栓症
肺塞栓症（0.8%）、深部静脈血栓症（0.8%）、心筋梗塞（0.6%）、血栓性静脈炎（0.5%）等があらわれることがある。

13. 過量投与
13.1 症状 血小板数が過剰に増加し、血栓症又は血栓塞栓症の合併症を生じるおそれがある。
13.2 処置　本剤の投与を中止し、血小板数をモニターすること。血小板数が回復した後は、「7. 用法・用量に関連する注意」に従い、本剤の

治療を再開すること。
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　投与中止後は血小板減少や出血に注意 

　ロミプロスチムは血小板産生を亢進させる薬剤であるが慢性
ITP 患者は血小板破壊が亢進しているため本剤の投与中止
後、血小板数の減少が予想される。実際、臨床試験において
も本剤投与を中止した被験者 4 名で、投与前のベースライン値
を下回る一過性の血小板数減少が認められている 12)。また、
因果関係は否定されているが、脳血管発作発症後、ロミプロ
スチムの投与を中止し、抗血小板剤及び降圧剤にて治療を行っ
た症例で頭蓋内出血を起こし死亡した症例もあることから（表
5）12)、本剤投与中止後の血小板数を観察し、もし血小板減少
や出血がみられた場合には適切な処置を行う必要がある。

　投与中止後 4 週間程度は、概ね週 1 回の
　頻度 11) で全血算の検査が必要 

　国内外の第Ⅲ相試験（試験概要は P.9 表 6 を参照） におい
て本剤投与中止後血小板数の測定を行った 87 例のうち、約
60% が投与終了後 2 週まで、約 80% が 3 週まで、約 10% が
10 週間以上で血小板数が 50,000/μ L 未満に低下しているこ
とから 14)、投与中止後の血小板減少はおおよそ 4 週以内に起
こると考えられる。そのため、添付文書では投与中止後 4 週
間程度は頻回に全血算（赤血球、白血球及び血小板）の検査
を行うとあるが、少なくとも概ね週 1 回の頻度 11) で検査を行
うべきである。

3）投与中止後の血小板減少の増悪・出血について

PointsPoints
① ロミプレートは血小板産生を亢進させる薬剤だが、特発性血小板減少性紫斑病の患者は

血小板破壊が亢進しているためロミプレートの投与を中止することにより血小板数の減
少が予想される。また、再生不良性貧血患者は白血球、赤血球、血小板のすべてが減少
しているため、ロミプレート投与中止により血小板数の減少が予想される。 

② 血小板減少症の増悪の有無を確認するために、TPO 受容体作動薬（ロミプレート）の
投与中止後 4 週間程度は頻回（週 1 回程度 11)）に全血算（赤血球、白血球及び血小板）
の検査を実施すること。

③ 血小板減少あるいは出血傾向の増悪が見られた場合には本剤の投与再開や、γグロブリ
ン大量療法、血小板輸血など適切な処置を行うこと。

④ 投与中止する場合、必要に応じて副腎皮質ステロイドなどの短期間の投与あるいは増量
を考慮すること。

解説

表 5. ロミプロスチム投与中止後、血小板減少症の増悪が認められた症例の経過
（紹介した症例は臨床症例の一部を紹介したもので、全ての症例が同様の結果を示すわけではありません。）

海外第Ⅲ相試験
● ロミプロスチム 21 回目投与の3日後に、「脳血管発作」発現（血小板数：107,000/μL ） 
●「脳血管発作」*発現後、ロミプロスチムの投与を中止し、抗血小板剤及び降圧剤で治療
● その後「頭蓋内出血」*が発現（血小板数：7,000/μL）し、死亡

＊ロミプロスチムとの因果関係は否定されています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 承認時評価資料（慢性 ITP）：臨床的安全性

投与中止後の血小板減少の増悪・出血に関連するDrug Information（抜粋）                　　　　　　　　　　　　　　　　

8. 重要な基本的注意
8.2  本剤の投与中止により血小板減少を認めることがあるため、本剤の中止後４週間程度は頻回に全血算（赤血球、白血球及び血小板）

の検査を実施すること。
9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1.2 脳抗凝固剤又は抗血小板剤を使用中の患者　
 本剤の投与を中止した場合、血小板減少症の増悪により患者の出血リスクが上昇するおそれがある。

11.1 重大な副作用
11.1.3 出血（頻度不明） 本剤の投与中止後に出血を生じることがある。

11) 承認時評価資料（慢性 ITP）：国内第Ⅲ相試験
12) 承認時評価資料（慢性 ITP）：臨床的安全性
13) 承認時評価資料（慢性 ITP）：臨床的安全性
14) 承認時評価資料（慢性 ITP）： 照会事項回答書
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　MDS 併存例では AML への移行の可能性 

　慢性 ITP 患者を対象とした海外臨床試験で骨髄線維症が
1 例に認められ、国内外臨床試験併合解析結果での累積発
現率は０.1％（653 例中 1 例）であった 17)。
　海外の重度血小板減少症関連 MDS（IPSS-low または
Intermediate-1）を対象としたプラセボ対照無作為化二重盲
検試験は、ロミプロスチム投与期間 58 週中の AML 移行例は、
ロミプロスチム群 6.0％（10/167 例）、プラセボ群 4.8％（4/83
例）、ロミプロスチムによる AML 移行のハザード比 [95% CI
は 1.20 [0.38, 3.84]) がプラセボ群に比し高い傾向があったた
め、中止された 18)。
　また、血小板減少症関連 MDS 72 例にロミプロスチムを投与
した単一アームの試験での MDS 進行例は 11.1％（8/72 例）で、
そのうちの 3 例（4.2％ , 3/72 例）は AML への移行が確認され、
3 例ではロミプロスチム投与中に増加した末梢血中の芽球が投
与中止後にベースライン値まで減少したとの報告がある 19)。

　再生不良性貧血では、染色体異常の可能性 

　また、染色体異常については、細胞形態に異常を認めない
典型的な再生不良性貧血であっても全体の 4 ～ 11％で認めら

れている。頻度の高い染色体異常は 8トリソミー、7 モノソミー、
del(13q)、6 番染色体の異常などである。分裂細胞のうち異
常核型が占める割合は通常 50％以下である。このうち 7 番
染色体の異常は難治性の急性骨髄性白血病に移行するリスク
が高いため、異常クローンが少ないうちにできるだけ早く同種
造血幹細胞移植を行う必要がある。一方、それ以外の染色体
異常については通常の再生不良性貧血と同様に免疫抑制療法
に反応し、寛解例の中には染色体異常が消失する例もある 20）。
　既存治療で効果不十分な再生不良性貧血患者を対象とした
第Ⅱ相海外臨床試験及び第Ⅱ / Ⅲ相国際共同臨床試験では、
染色体異常が 4.5％（66 例中 3 例）に認められたものの、い
ずれも報告医師等により有害事象とは判断されなかった。なお、
この臨床試験において造血器腫瘍に至った症例は認められてい
ない 21)。

15)  Corazza F, et al. Blood. 2006;107(6):2525-30.
16)  Fontenay-Roupie M, et al. Leuk Res. 1998;22(6):527-35.
17)  承認時評価資料（慢性 ITP）：安全性（慢性 ITP を対象とした海外臨床

試験 / 国内臨床試験集計結果）
18)  Giagounidis A, et al. Cancer. 2014;120(12):1838-1846.
19)  ロミプロスチム米国添付文書（2019 年 7 月）
20)  荒井 俊也ほか：再生不良性貧血診療の参照ガイド2018 年改訂 2018:8.
21)  承認時評価資料（既存治療で効果不十分な AA）：第Ⅱ相海外臨床試験、

第Ⅱ／Ⅲ相国際共同非盲検試験

4）造血器腫瘍について

PointsPoints
① 慢性 ITP を対象とした海外臨床試験において骨髄線維症の発現が認められた。また

TPO 受容体作動薬には、既存の骨髄異形成症候群（MDS）等の造血器腫瘍を進行させ
る可能性があることを示す報告 15, 16）があり、本剤との因果関係は明確になっていないが、
投与中は造血器腫瘍の発症に注意する必要がある。

② 再生不良性貧血患者の一部では経過観察中に MDS や急性骨髄性白血病（AML）に移行
することが知られており、既存治療で効果不十分な再生不良性貧血患者を対象とした海外
臨床試験及び国際共同臨床試験においても、本剤との因果関係は明らかでないものの、
本剤投与後に染色体異常が認められた例が報告されている。

③ 本剤の投与中は、定期的（4 週に 1 回を目安）に白血球分画を含む全血算及び末梢血塗
抹標本検査を行い、幼若細胞や形態学的異常の発現を確認し、血球減少の有無も確認
すること。既存治療で効果不十分な再生不良性貧血患者への本剤の投与中は、定期的
に白血球分画を含む全血算及び末梢血塗抹標本検査を行い、幼若細胞や形態学的異常の
発現を確認し、血球減少の有無も確認すること。

④ これらの異常が認められた場合には、骨髄検査（染色体異常の評価を含む）の実施を
考慮し、本剤の投与継続の可否を判断すること。

解説

ロミプレートは骨髄異形成症候群（MDS）などの造血器腫瘍による血小板減少症に対する効能又は
効果を有していません（承認外）。それら患者には使用しないこと。
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● 既存治療で効果不十分な再生不良性貧血患者を対象とした国内外臨床試験併合解析における染色体異常例

症例 1

スクリーニング時に分裂細胞 20細胞中、5 細胞で 8 番染色体トリソミーを認めており、ロミプレート投与後の検査
（25、53、77、129週時）でスクリーニング時と同様に 2 ～ 6細胞で 8番染色体トリソミーが認められた。被験者
の最終検査時（156週時）は、20 細胞中 6 細胞で 8 番染色体トリソミー、2 細胞で 8 番染色体トリソミー及び 1
番染色体長腕 q12-q44の重複を認めた。なお、これらの染色体異常について治験責任医師等は有害事象と判断さ
れなかった。

症例 2
27週時点で分裂細胞 9 細胞中、7染色体増加（3 、4 、14 、16 、17 、19 、21番染色体の増加）が 1細胞に
認められた。異常が認められたのは 1細胞のみであり、MDSを疑う所見が確認されなかったことから試験は継続
された。53週時点では、この染色体異常は認められなかったため、有害事象とは判断されなかった。

症例 3
血小板反応が得られなかったため16週時で試験を中止した際の検査で 20細胞中 4細胞に、治験開始時にはなかっ
たモノソミー７が認められた。ただし、本例では、治験開始前に長い治療歴があったことから、治験薬投与とモノソミー
７出現との間に明らかな因果関係があるとは言えないと判断された。

承認時評価資料：第Ⅱ相海外臨床試験、第Ⅱ／Ⅲ相国際共同非盲検試験

造血器腫瘍に関連するDrug Information（抜粋）  
4. 効能又は効果
○ 慢性特発性血小板減少性紫斑病
○ 既存治療で効果不十分な再生不良性貧血

8. 重要な基本的注意
8.6   トロンボポエチン受容体作動薬には、既存の骨髄異形成症候群等の造血器腫瘍を進行させる可能性がある。
8.7   再生不良性貧血患者の一部では経過観察中に骨髄異形成症候群や急性骨髄性白血病に移行することが知られており、既存治療で

効果不十分な再生不良性貧血患者を対象とした海外臨床試験及び国際共同臨床試験においても、本剤との因果関係は明らかでな
いものの、本剤投与後に染色体異常が認められた例が報告されている。本剤投与中は、定期的に白血球分画を含む全血算及び末梢
血塗抹標本検査を行い、幼若細胞や形態学的異常の発現を確認し、血球減少の有無も確認すること。これらの異常が認められた場
合には、骨髄検査（染色体異常の評価を含む）の実施を考慮し、本剤の投与継続の可否を判断すること。

15. その他の注意
15.1.2  慢性特発性血小板減少性紫斑病患者を対象とした海外臨床試験において、造血器腫瘍の発現が認められた。

骨髄異形成症候群患者注）では、疾患の進行に伴い急性骨髄性白血病へ移行することが知られている。骨髄異形成症候群患者を対象
とした海外臨床試験において、一過性の芽球の増加と、急性骨髄性白血病への移行が認められたとの報告がある。

注） 骨髄異形成症候群患者への投与は、国内外において承認外である。
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表 6. ITP（特発性血小板減少性紫斑病）患者を対象としたロミプレート臨床試験

概 要 国内第Ⅱ相 3) 国内第Ⅲ相 22) 海外第Ⅲ相 23) 海外第Ⅲ相 23)

デザイン 多施設共同、オープン、
群逐次増量

多施設共同、ランダム化、
プラセボ対照、二重盲検比較

多施設共同、ランダム化、
プラセボ対照、二重盲検比較

多施設共同、ランダム化、
プラセボ対照、二重盲検比較

目 的 ITP に伴う日本人血小板減少
症患者に対するロミプレート
投与開始用量及び持続投与の
安全性及び有効性の検討

ITP に伴う日本人血小板減少
症患者に対するロミプレート
の安全性及び血小板反応が
認められた週数を指標とした
ロミプレートの有効性の検討

脾摘施行の ITP に伴う血小板
減少症患者にロミプレート又は
プラセボを週1 回皮下投与した
際の安全性及び有効性の検討

脾摘未施行の ITP に伴う血小板
減少症患者にロミプレート又は
プラセボを週1 回皮下投与した
際の安全性及び有効性の検討

対 象 成人慢性 ITP 患者 成人慢性 ITP 患者 脾摘施行の成人 ITP 患者 脾摘未施行の成人 ITP 患者

被験者数 12 名（男 4 名、女 8 名） 
1 〜 6 µg/kg 群各 4 名

34 名（男 10 名、女 24 名） 
　　ロミプレート 22 名
　　プラセボ 12 名

63 名（男 25 名、女 38 名） 
　　ロミプレート 42 名
　　プラセボ 21名

62 名（ 男 19 名、女 43 名 ） 
　　ロミプレート 41名
　　プラセボ 21名

投与方法 1, 3, 6, 10 µg/kg 週1 回皮下
投与（10 µg/kg 群は未登録）

ロミプレート又はプラセボを
2:1 の比率で割付け。
3 µg/kg 週 1 回皮下投与を
開始し、10 µg/kg まで適宜
増減。

ロミプレート又はプラセボを
2:1 の比率で割付け。
1 µg/kg 週 1 回皮下投与を
開始し、15 µg/kg まで適宜
増減。

ロミプレート又はプラセボを
2:1 の比率で割付け。
1 µg/kg 週 1 回皮下投与を
開始し、15 µg/kg まで適宜
増減。

評価項目 【主要評価項目】 
すべての有害事象の発現割合
及び抗体産生状況

【副次評価項目】
用量漸増期の最大血小板数、
最大血小板数到達時間、ベー
スラインからの血小板変化量
及び変化比、等

【主要評価項目】
血小板反応（投与第 2〜13 週
目の各週の規定日に測定した
血小板数が 50 ×109/L 以上
に増加すること）が認められ
た週数

【その他の評価項目】
有害事象等によりロミプレー
トの投与を中止した症例にお
ける血小板数の推移（照会事
項対応）

【主要評価項目】
持続血小板反応（救援療法な
しで投与期間の最終 8 週間の
うち少なくとも 6 週間の血小
板反応）が認められた被験者
の割合

【その他の評価項目】
有害事象等によりロミプレー
トの投与を中止した症例にお
ける血小板数の推移（照会事
項対応）

【主要評価項目】
持続血小板反応（救援療法な
しで投与期間の最終 8 週間の
うち少なくとも 6 週間の血小
板反応）が認められた被験者
の割合

【その他の評価項目】
有害事象等によりロミプレー
トの投与を中止した症例にお
ける血小板数の推移（照会事
項対応）

解析計画 【主要評価項目】
• ロミプレートが少なくとも1 

回投与された被験者を対象
に安全性（用量漸増期と継続
投与期に分けて）及び有効
性を解析した。

• 継続投与期に移行しなかった
被験者のフォローアップ期の
安全性データは用量漸増期
のデータとともに解析、移行
した被験者のデータは継続
投与期のデータとともに解析
した。

• 安全性の解析には、有害事
象の発現割合、抗体産生状
況及び臨床検査値のベース
ラインからの変化を含む。

【主要評価項目】
• 主 要 評 価 項目は、有 意 水

準 確 率 両 側 5% を 用 いて
Wilcoxon の順位和法で検
定を行った。

【その他の評価項目】
• 有 害 事 象 等 によるロミプ

レート投与中止後の血小板
数の推移を検証することに
ついては事前に計画されて
いなかったが、照会事項の
回答として国内外の第Ⅲ相
試験から国内外の長期継続
試験に移行した被験者にお
ける血小板数の推移及びそ
の割合が提出され、承認時
に評価された。

【主要評価項目】
• 持続血小板反応、その他の

血小板反応パラメータ、救
援 療 法 が 施 行され た 及び
一定 の用 量で 持 続 血 小 板
反応が認められた被験者の
割合は、それぞれベースラ
イン 時 の 併 用 ITP 療 法 の
有無で層別した Cochran-
Mantel-Haenszel 検 定 を
用いて、ロミプレート群とプ
ラセボ群を比較した。

【その他の評価項目】
• 有 害 事 象 等 によるロミプ

レート投与中止後の血小板
数の推移を検証することに
ついては事前に計画されて
いなかったが、照会事項の
回答として国内外の第 III 相
試験から国内外の長期継続
試験に移行した被験者にお
ける血小板数の推移及びそ
の割合が提出され、承認時
に評価された。

【主要評価項目】
• 持続血小板反応、その他の

血小板反応パラメータ、救
援 療 法 が 施 行され た 及び
一定 の用 量で 持 続 血 小 板
反応が認められた被験者の
割合は、それぞれベースラ
イン 時 の 併 用 ITP 療 法 の
有無で層別した Cochran-
Mantel-Haenszel 検 定 を
用いて、ロミプレート群とプ
ラセボ群を比較した。

【その他の評価項目】
• 有 害 事 象 等 によるロミプ

レート投与中止後の血小板
数の推移を検証することに
ついては事前に計画されて
いなかったが、照会事項の
回答として国内外の第 III 相
試験から国内外の長期継続
試験に移行した被験者にお
ける血小板数の推移及びそ
の割合が提出され、承認時
に評価された。

用法及び用量に関連するDrug Information（抜粋）                　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6. 用法及び用量
〈慢性特発性血小板減少性紫斑病〉
通常、成人には、ロミプロスチム（遺伝子組換え）として初回投与量1μg/kgを皮下投与する。投与開始後、血小板数、症状に応じて投与量を適宜
増減し、週1回皮下投与する。また、最高投与量は週1回10μg/kgとする。

3) 承認時評価資料（慢性 ITP）：Shirasugi Y, et al. Int. J. Hematol. 90(2): 157-165, 2009
22) 承認時評価資料（慢性 ITP）：Shirasugi Y, et al. Int. J. Hematol. 94(1): 71-80, 2011

（著者の中に協和キリン株式会社より講演料、コンサルタント料等を受領している者が含まれる） 
23) 承認時評価資料（慢性 ITP）：Kuter DJ, et al. Lancet 371 (Feb 2): 395-403, 2008

本剤の承認申請において、日本人の被験者数が少ないため、一部承認外の用法及び用量を含む海外臨床試験成績も評価資料とされました。
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2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3.1 組成

注）本剤は、注射器への吸引時及び投与時の損失を考慮し、1バイアルから
250μgを注射可能な量を確保するために過量充填されている。

3.2 製剤の性状

〇慢性特発性血小板減少性紫斑病
〇既存治療で効果不十分な再生不良性貧血

〈慢性特発性血小板減少性紫斑病〉
5.1 他の治療にて十分な効果が得られない場合、又は忍容性に問題がある
と考えられる場合に使用すること。

5.2 血小板数、臨床症状からみて出血リスクが高いと考えられる場合に使
用すること。

〈既存治療で効果不十分な再生不良性貧血〉
5.3 「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、最新の再生不良性貧血診療の参照ガイドを参考に、本剤
の投与が適切と判断される患者に投与すること。［17.1.4参照］

〈慢性特発性血小板減少性紫斑病〉
通常、成人には、ロミプロスチム（遺伝子組換え）として初回投与量1μg/kg
を皮下投与する。投与開始後、血小板数、症状に応じて投与量を適宜増減
し、週1回皮下投与する。また、最高投与量は週1回10μg/kgとする。
〈既存治療で効果不十分な再生不良性貧血〉
通常、成人には、ロミプロスチム（遺伝子組換え）として初回投与量10μg/kg
を皮下投与する。投与開始後、患者の状態に応じて投与量を適宜増減し、
週1回皮下投与する。また、最高投与量は週1回20μg/kgとする。

〈慢性特発性血小板減少性紫斑病〉
7.1 本剤は下表を参照の上、治療上必要最小限の用量で使用すること。

7.2 本剤投与中は、血小板数が安定するまで（少なくとも4週間にわたり用
量調整せずに血小板数が50,000/μL以上）、血小板数を毎週測定する
こと。血小板数が安定した場合でも4週に1回を目安に血小板数を測
定すること。

7.3 本剤は出血のリスクが高い場合に使用し、血小板数を正常化する目的
で使用しないこと。

7.4 最高投与量として週1回10μg/kgを4週間連続投与しても、臨床上重大
な出血リスクを回避できるレベルに血小板数が増加しなかった場合
は、本剤の投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

〈既存治療で効果不十分な再生不良性貧血〉
7.5 本剤投与開始時並びに用量調節時には、週1回を目安に血球数を測定す
ること。用量が維持されている場合でも、4週に1回を目安に血球数を
測定すること。

7.6 本剤の投与量を調節する場合には、通常、1回5μg/kgずつ調節すること。
7.7 同一用量を4週間連続投与しても血小板数の増加（目安として、輸血非
依存下で、血小板数が本剤投与開始前から20,000/μL以上増加、又は
血小板数が10,000/μL以上で本剤投与開始から100%以上増加）が認
められない場合には、増量を考慮すること。

7.8 本剤は下表を参照の上、治療上必要最小限の用量で使用すること。

7.9 3血球系統の改善（目安として、輸血非依存下で、血小板数が50,000/μL
を超える、輸血非依存下でヘモグロビン濃度が10g/dLを超える、かつ
好中球数が1,000/μLを超える）が8週間以上持続した場合には、減量
すること。減量後の投与量で4週間3血球系統の改善を維持した場合に
は、更に減量し、以降4週ごとに減量を考慮すること（投与量が5μg/kg
以下の場合には休薬を考慮すること）。減量後に3血球系統のいずれか
に悪化が認められた場合には、増量を考慮すること（休薬中であった場
合には、休薬前の投与量で再開してもよい）。

7.10 最高投与量として週1回20μg/kgを8週間連続投与しても、3血球系統の
うちいずれの改善も認められない場合は、本剤の投与を中止するなど、
適切な処置を行うこと。

〈効能共通〉
8.1 本剤は、血液疾患の治療に十分な経験を持つ医師のもとで使用するこ
と。

8.2 本剤の投与中止により血小板減少を認めることがあるため、本剤の中
止後4週間程度は頻回に全血算（赤血球、白血球及び血小板）の検査を実
施すること。［9.1.2、11.1.3参照］

8.3 本剤を含むトロンボポエチン受容体作動薬には、骨髄のレチクリン線
維の形成及び線維化を進行させる可能性があるので、本剤の投与開始
前には、末梢血液像（末梢血塗抹標本）、全血算（赤血球、白血球及び血
小板）及び網状赤血球数の検査を行い、全ての血球系の形態異常の有無
を十分観察すること。また、本剤投与中は、末梢血液像（末梢血塗抹標
本）、全血算（赤血球、白血球及び血小板）及び網状赤血球数の検査を4
週に1回を目安に実施し、全ての血球系の形態異常及び血球減少の存否
を観察すること。［11.1.2参照］

8.4 血小板数が正常範囲を超えると、血栓症又は血栓塞栓症のリスクが増
加する可能性がある。また、血小板数が正常範囲以下であっても血栓
塞栓症が認められているため、血小板数にかかわらず血栓症又は血栓
塞栓症の発現に注意すること。
本剤投与後は、定期的に血小板数を測定し、血小板数が治療の目標とす
るレベルを超えた場合には、本剤の減量又は休薬を考慮するなど注意
すること。［9.1.1、11.1.1参照］

8.5 本剤に対する反応性の低下が認められた場合、又は血小板数の維持が
困難になった場合は、原因（本剤に対する中和抗体の産生、又は骨髄線
維症等の可能性）の究明に努めること。

8.6 トロンボポエチン受容体作動薬には、既存の骨髄異形成症候群等の造
血器腫瘍を進行させる可能性がある。

〈既存治療で効果不十分な再生不良性貧血〉
8.7 再生不良性貧血患者の一部では経過観察中に骨髄異形成症候群や急性
骨髄性白血病に移行することが知られており、既存治療で効果不十分
な再生不良性貧血患者を対象とした海外臨床試験及び国際共同臨床試
験においても、本剤との因果関係は明らかでないものの、本剤投与後に
染色体異常が認められた例が報告されている。本剤投与中は、定期的
に白血球分画を含む全血算及び末梢血塗抹標本検査を行い、幼若細胞
や形態学的異常の発現を確認し、血球減少の有無も確認すること。こ
れらの異常が認められた場合には、骨髄検査（染色体異常の評価を含
む）の実施を考慮し、本剤の投与継続の可否を判断すること。

9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓等の患者又はそれらの既往歴を有する患者

血栓症又は血栓塞栓症を起こすおそれがある。［8.4参照］

9.1.2 抗凝固剤又は抗血小板剤を使用中の患者
本剤の投与を中止した場合、血小板減少症の増悪により患者の出血
リスクが上昇するおそれがある。［8.2、11.1.3参照］

9.2 腎機能障害患者
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。

9.3 肝機能障害患者
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。

9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険
性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。動物実験（ラット）
で胎児における血小板数増加及び新生児死亡率の増加並びに動物実験
（マウス）で胎児における着床後胚損失率の増加及び母動物における体
重増加抑制が報告されている。

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。

9.7 小児等
低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児（18歳未満）を対象とした有
効性及び安全性を指標とした国内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、慎重に投与を行うこと。一般に生理機能
（肝機能、腎機能、心機能等）が低下していることが多く、また、合併症
を併発又は他の薬剤を使用している可能性が高い。

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 血栓症・血栓塞栓症

肺塞栓症（0.8%）、深部静脈血栓症（0.8%）、心筋梗塞（0.6%）、血栓
性静脈炎（0.5%）等があらわれることがある。［8.4参照］

11.1.2 骨髄レチクリン増生（1.7%）
骨髄レチクリン増生が認められることがあり、骨髄線維化があらわ
れる可能性がある。血球系の形態異常又は血球減少を認めた場合
は、本剤の投与を中止すること。また、線維化状態の確認のため骨
髄生検・特殊染色等の実施を考慮すること。［8.3参照］

11.1.3 出血（頻度不明）
本剤の投与中止後に出血を生じることがある。［8.2、9.1.2参照］

注）既存治療で効果不十分な再生不良性貧血患者を対象とした臨床試験で
は、上記の重大な副作用は認められていない。発現頻度は、慢性特発性
血小板減少性紫斑病の承認時までの臨床試験に基づく。

11.2 その他の副作用

13.1 症状
血小板数が過剰に増加し、血栓症又は血栓塞栓症の合併症を生じるお
それがある。

13.2 処置
本剤の投与を中止し、血小板数をモニターすること。血小板数が回復
した後は、「7.用法及び用量に関連する注意」に従い、本剤の治療を再
開すること。

14.1 薬剤調製時の注意
14.1.1 本剤は、1回使い切りのバイアルであり、注射用水0.72mLにより溶

解し、正確に測りとるために0.01mL又は0.1mL目盛り注射器等を
用いる。注射用水以外のもので溶解しないこと。本剤の含有量は以下
のとおりとなるが、1バイアルあたり投与できる最大液量は0.5mL
である。

本剤の含有量

14.1.2 バイアルは静かに混和し、過度又は急激な攪拌は避けること。振と
うしないこと。通常、本剤は2分以内に溶解する。溶解後溶液は無色
澄明である。変色の有無、及びバイアル内に微粒子が含まれていな
いか溶解後溶液を目視検査すること。微粒子、又は変色が認められ
た溶液は使用しないこと。

14.1.3 溶解後溶液は、室温（25℃）又は冷蔵保存（2～8℃）し、24時間以内
に投与を開始すること。溶解後溶液は遮光下で保存すること。

14.1.4 1バイアルから2回以上の薬液採取は行わないこと。
14.2 薬剤投与時の注意
14.2.1 本剤の投与に際して必要量（mL）を計算するために、まず個々の患

者の1回投与量（μg）を「6.用法及び用量」に従い算出する。例えば、
体重55kgの患者が初回投与量1μg/kgで投与を開始する場合、必要
な患者の1回投与量は55μgである。これを溶解後溶液の最終濃度
（500μg/mL）で割ると、患者に投与すべき必要量（mL）が算出され
る。この場合は、必要量は55（μg）/500（μg/mL）=0.11mLとなる。

14.2.2 1回当たり0.5mLを超える場合には、複数のバイアルから必要量
（mL）を確保すること。

15.1 臨床使用に基づく情報
15.1.1 慢性特発性血小板減少性紫斑病患者を対象とした海外臨床試験に

おいて、291例中2例（0.7%）に、本剤に対する中和抗体が認められ
たが、その後の追跡調査ではいずれの症例も中和抗体は認められて
いない。なお、国内臨床試験において、本剤に対する中和抗体は認
められていない。既存治療で効果不十分な再生不良性貧血患者を対
象とした海外臨床試験及び国際共同臨床試験において、本剤に対す
る中和抗体は認められていない。

15.1.2 慢性特発性血小板減少性紫斑病患者を対象とした海外臨床試験に
おいて、造血器腫瘍の発現が認められた。
骨髄異形成症候群患者注）では、疾患の進行に伴い急性骨髄性白血病
へ移行することが知られている。骨髄異形成症候群患者を対象とし
た海外臨床試験において、一過性の芽球の増加と、急性骨髄性白血
病への移行が認められたとの報告がある。

注）骨髄異形成症候群患者への投与は、国内外において承認外である。

外箱開封後は遮光して保存すること。

〈効能共通〉
21.1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。
〈慢性特発性血小板減少性紫斑病〉

21.2 国内での治験症例が極めて限られていることから、製造販売後、一定
数の症例に係るデータが集積されるまでの間は、全症例を対象に使用
成績調査を実施することにより、本剤使用患者の背景情報を把握する
とともに、本剤の安全性及び有効性に関するデータを早期に収集し、
本剤の適正使用に必要な措置を講じること。

〈既存治療で効果不十分な再生不良性貧血〉
21.3 国内での治験症例が極めて限られていることから、製造販売後、一定

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

1バイアル

有効成分
ロミプロスチム（遺伝子組換え） 375μg 注）
ただし、本剤の調製方法に基づき、1バイアルあたり0.72mLの注射
用水に溶解した溶液0.5mL中に含まれるロミプロスチム（遺伝子組
換え）は250μgである。

添加剤

D-マンニトール 30mg
精製白糖 15mg
L-ヒスチジン 1.2mg
ポリソルベート20 0.03mg
希塩酸 適量

販売名 ロミプレート皮下注250μg調製用

1μg/kg増量する。
血小板数 調節方法

50,000/μL未満

1μg/kg減量する。200,000/μL～400,000/μL

出血のリスクを低下できる治療上必要最小限の用量となる
よう、適宜減量も考慮する。50,000/μL～200,000/μL

休薬する。休薬後、血小板数が200,000/μLまで減少した場
合には原則として休薬前の投与量より1μg/kg減量し、投与
を再開する。

400,000/μL超

販売名 ロミプレート皮下注250μg調製用
色・性状 白色の塊（凍結乾燥製剤）

pH 5.0
浸透圧 約1（500μg/mL）

3. 組成・性状

4. 効能又は効果

5. 効能又は効果に関連する注意

6. 用法及び用量

7. 用法及び用量に関連する注意

8. 重要な基本的注意

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

14. 適用上の注意

11. 副作用

13. 過量投与

15. その他の注意

20. 取扱い上の注意

21. 承認条件

22. 包装

血小板数
200,000/μL～ 400,000/μL

400,000/μL超

調節方法
減量する。
休薬する。休薬後、血小板数が200,000/μL
まで減少した場合には原則として休薬前の
投与量より減量し投与を再開する。
なお、休薬前の投与量が5μg/kg以下のとき
は、血小板数が50,000/μLまで減少した場
合に休薬前と同じ投与量で投与を再開して
もよい。

血液および
リンパ系障害

精神障害

10%以上
血小板血症、血小板減少症

不眠症

1～10%未満
貧血

うつ病
神経系障害 頭痛 浮動性めまい、錯感覚（ピリピ

リ感等）
感覚鈍麻、嗜眠、片頭痛、末梢
性ニューロパチー、味覚異常

血管障害 ほてり、潮紅、高血圧
呼吸器、胸郭
および縦隔障害

呼吸困難、咳嗽、鼻出血

胃腸障害 悪心、下痢、腹痛 嘔吐、上腹部痛、腹部不快感、
消化不良、便秘

皮膚および
皮下組織障害

発疹、そう痒症 脱毛症、斑状出血、そう痒性
皮疹、点状出血、多汗症

筋骨格系および
結合組織障害

関節痛、筋肉痛、四肢痛、筋痙
縮、筋骨格痛、背部痛

骨痛、筋骨格系胸痛、筋力低
下、筋骨格硬直

全身障害および
投与局所様態

疲労、注射部位反応（疼痛、血
腫、刺激感、腫脹、紅斑、出血、
発疹を含む）、浮腫（末梢性浮
腫、全身性浮腫、顔面浮腫を含
む）、発熱、倦怠感、疼痛、感冒
様症状、悪寒、無力症

胸痛

その他 食欲不振、挫傷、回転性めまい 鼻咽頭炎、血小板数増加、イ
ンフルエンザ、体重減少、膣
出血、動悸、フィブリンDダ
イマー増加

1%未満

375μg 250μg/0.5mL

注射用水0.72mLで溶解した溶液0.5mL中に
含まれる量1バイアル中の含量

500μg/mL

最終濃度

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

3.1 組成

注）本剤は、注射器への吸引時及び投与時の損失を考慮し、1バイアルから
250μgを注射可能な量を確保するために過量充填されている。

3.2 製剤の性状

〇慢性特発性血小板減少性紫斑病
〇既存治療で効果不十分な再生不良性貧血

〈慢性特発性血小板減少性紫斑病〉
5.1 他の治療にて十分な効果が得られない場合、又は忍容性に問題がある
と考えられる場合に使用すること。

5.2 血小板数、臨床症状からみて出血リスクが高いと考えられる場合に使
用すること。

〈既存治療で効果不十分な再生不良性貧血〉
5.3 「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、最新の再生不良性貧血診療の参照ガイドを参考に、本剤
の投与が適切と判断される患者に投与すること。［17.1.4参照］

〈慢性特発性血小板減少性紫斑病〉
通常、成人には、ロミプロスチム（遺伝子組換え）として初回投与量1μg/kg
を皮下投与する。投与開始後、血小板数、症状に応じて投与量を適宜増減
し、週1回皮下投与する。また、最高投与量は週1回10μg/kgとする。
〈既存治療で効果不十分な再生不良性貧血〉
通常、成人には、ロミプロスチム（遺伝子組換え）として初回投与量10μg/kg
を皮下投与する。投与開始後、患者の状態に応じて投与量を適宜増減し、
週1回皮下投与する。また、最高投与量は週1回20μg/kgとする。

〈慢性特発性血小板減少性紫斑病〉
7.1 本剤は下表を参照の上、治療上必要最小限の用量で使用すること。

7.2 本剤投与中は、血小板数が安定するまで（少なくとも4週間にわたり用
量調整せずに血小板数が50,000/μL以上）、血小板数を毎週測定する
こと。血小板数が安定した場合でも4週に1回を目安に血小板数を測
定すること。

7.3 本剤は出血のリスクが高い場合に使用し、血小板数を正常化する目的
で使用しないこと。

7.4 最高投与量として週1回10μg/kgを4週間連続投与しても、臨床上重大
な出血リスクを回避できるレベルに血小板数が増加しなかった場合
は、本剤の投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

〈既存治療で効果不十分な再生不良性貧血〉
7.5 本剤投与開始時並びに用量調節時には、週1回を目安に血球数を測定す
ること。用量が維持されている場合でも、4週に1回を目安に血球数を
測定すること。

7.6 本剤の投与量を調節する場合には、通常、1回5μg/kgずつ調節すること。
7.7 同一用量を4週間連続投与しても血小板数の増加（目安として、輸血非
依存下で、血小板数が本剤投与開始前から20,000/μL以上増加、又は
血小板数が10,000/μL以上で本剤投与開始から100%以上増加）が認
められない場合には、増量を考慮すること。

7.8 本剤は下表を参照の上、治療上必要最小限の用量で使用すること。

7.9 3血球系統の改善（目安として、輸血非依存下で、血小板数が50,000/μL
を超える、輸血非依存下でヘモグロビン濃度が10g/dLを超える、かつ
好中球数が1,000/μLを超える）が8週間以上持続した場合には、減量
すること。減量後の投与量で4週間3血球系統の改善を維持した場合に
は、更に減量し、以降4週ごとに減量を考慮すること（投与量が5μg/kg
以下の場合には休薬を考慮すること）。減量後に3血球系統のいずれか
に悪化が認められた場合には、増量を考慮すること（休薬中であった場
合には、休薬前の投与量で再開してもよい）。

7.10 最高投与量として週1回20μg/kgを8週間連続投与しても、3血球系統の
うちいずれの改善も認められない場合は、本剤の投与を中止するなど、
適切な処置を行うこと。

〈効能共通〉
8.1 本剤は、血液疾患の治療に十分な経験を持つ医師のもとで使用するこ
と。

8.2 本剤の投与中止により血小板減少を認めることがあるため、本剤の中
止後4週間程度は頻回に全血算（赤血球、白血球及び血小板）の検査を実
施すること。［9.1.2、11.1.3参照］

8.3 本剤を含むトロンボポエチン受容体作動薬には、骨髄のレチクリン線
維の形成及び線維化を進行させる可能性があるので、本剤の投与開始
前には、末梢血液像（末梢血塗抹標本）、全血算（赤血球、白血球及び血
小板）及び網状赤血球数の検査を行い、全ての血球系の形態異常の有無
を十分観察すること。また、本剤投与中は、末梢血液像（末梢血塗抹標
本）、全血算（赤血球、白血球及び血小板）及び網状赤血球数の検査を4
週に1回を目安に実施し、全ての血球系の形態異常及び血球減少の存否
を観察すること。［11.1.2参照］

8.4 血小板数が正常範囲を超えると、血栓症又は血栓塞栓症のリスクが増
加する可能性がある。また、血小板数が正常範囲以下であっても血栓
塞栓症が認められているため、血小板数にかかわらず血栓症又は血栓
塞栓症の発現に注意すること。
本剤投与後は、定期的に血小板数を測定し、血小板数が治療の目標とす
るレベルを超えた場合には、本剤の減量又は休薬を考慮するなど注意
すること。［9.1.1、11.1.1参照］

8.5 本剤に対する反応性の低下が認められた場合、又は血小板数の維持が
困難になった場合は、原因（本剤に対する中和抗体の産生、又は骨髄線
維症等の可能性）の究明に努めること。

8.6 トロンボポエチン受容体作動薬には、既存の骨髄異形成症候群等の造
血器腫瘍を進行させる可能性がある。

〈既存治療で効果不十分な再生不良性貧血〉
8.7 再生不良性貧血患者の一部では経過観察中に骨髄異形成症候群や急性
骨髄性白血病に移行することが知られており、既存治療で効果不十分
な再生不良性貧血患者を対象とした海外臨床試験及び国際共同臨床試
験においても、本剤との因果関係は明らかでないものの、本剤投与後に
染色体異常が認められた例が報告されている。本剤投与中は、定期的
に白血球分画を含む全血算及び末梢血塗抹標本検査を行い、幼若細胞
や形態学的異常の発現を確認し、血球減少の有無も確認すること。こ
れらの異常が認められた場合には、骨髄検査（染色体異常の評価を含
む）の実施を考慮し、本剤の投与継続の可否を判断すること。

9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓等の患者又はそれらの既往歴を有する患者

血栓症又は血栓塞栓症を起こすおそれがある。［8.4参照］

9.1.2 抗凝固剤又は抗血小板剤を使用中の患者
本剤の投与を中止した場合、血小板減少症の増悪により患者の出血
リスクが上昇するおそれがある。［8.2、11.1.3参照］

9.2 腎機能障害患者
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。

9.3 肝機能障害患者
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。

9.5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険
性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。動物実験（ラット）
で胎児における血小板数増加及び新生児死亡率の増加並びに動物実験
（マウス）で胎児における着床後胚損失率の増加及び母動物における体
重増加抑制が報告されている。

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。

9.7 小児等
低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児（18歳未満）を対象とした有
効性及び安全性を指標とした国内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、慎重に投与を行うこと。一般に生理機能
（肝機能、腎機能、心機能等）が低下していることが多く、また、合併症
を併発又は他の薬剤を使用している可能性が高い。

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 血栓症・血栓塞栓症

肺塞栓症（0.8%）、深部静脈血栓症（0.8%）、心筋梗塞（0.6%）、血栓
性静脈炎（0.5%）等があらわれることがある。［8.4参照］

11.1.2 骨髄レチクリン増生（1.7%）
骨髄レチクリン増生が認められることがあり、骨髄線維化があらわ
れる可能性がある。血球系の形態異常又は血球減少を認めた場合
は、本剤の投与を中止すること。また、線維化状態の確認のため骨
髄生検・特殊染色等の実施を考慮すること。［8.3参照］

11.1.3 出血（頻度不明）
本剤の投与中止後に出血を生じることがある。［8.2、9.1.2参照］

注）既存治療で効果不十分な再生不良性貧血患者を対象とした臨床試験で
は、上記の重大な副作用は認められていない。発現頻度は、慢性特発性
血小板減少性紫斑病の承認時までの臨床試験に基づく。

11.2 その他の副作用

13.1 症状
血小板数が過剰に増加し、血栓症又は血栓塞栓症の合併症を生じるお
それがある。

13.2 処置
本剤の投与を中止し、血小板数をモニターすること。血小板数が回復
した後は、「7.用法及び用量に関連する注意」に従い、本剤の治療を再
開すること。

14.1 薬剤調製時の注意
14.1.1 本剤は、1回使い切りのバイアルであり、注射用水0.72mLにより溶

解し、正確に測りとるために0.01mL又は0.1mL目盛り注射器等を
用いる。注射用水以外のもので溶解しないこと。本剤の含有量は以下
のとおりとなるが、1バイアルあたり投与できる最大液量は0.5mL
である。

本剤の含有量

14.1.2 バイアルは静かに混和し、過度又は急激な攪拌は避けること。振と
うしないこと。通常、本剤は2分以内に溶解する。溶解後溶液は無色
澄明である。変色の有無、及びバイアル内に微粒子が含まれていな
いか溶解後溶液を目視検査すること。微粒子、又は変色が認められ
た溶液は使用しないこと。

14.1.3 溶解後溶液は、室温（25℃）又は冷蔵保存（2～8℃）し、24時間以内
に投与を開始すること。溶解後溶液は遮光下で保存すること。

14.1.4 1バイアルから2回以上の薬液採取は行わないこと。
14.2 薬剤投与時の注意
14.2.1 本剤の投与に際して必要量（mL）を計算するために、まず個々の患

者の1回投与量（μg）を「6.用法及び用量」に従い算出する。例えば、
体重55kgの患者が初回投与量1μg/kgで投与を開始する場合、必要
な患者の1回投与量は55μgである。これを溶解後溶液の最終濃度
（500μg/mL）で割ると、患者に投与すべき必要量（mL）が算出され
る。この場合は、必要量は55（μg）/500（μg/mL）=0.11mLとなる。

14.2.2 1回当たり0.5mLを超える場合には、複数のバイアルから必要量
（mL）を確保すること。

15.1 臨床使用に基づく情報
15.1.1 慢性特発性血小板減少性紫斑病患者を対象とした海外臨床試験に

おいて、291例中2例（0.7%）に、本剤に対する中和抗体が認められ
たが、その後の追跡調査ではいずれの症例も中和抗体は認められて
いない。なお、国内臨床試験において、本剤に対する中和抗体は認
められていない。既存治療で効果不十分な再生不良性貧血患者を対
象とした海外臨床試験及び国際共同臨床試験において、本剤に対す
る中和抗体は認められていない。

15.1.2 慢性特発性血小板減少性紫斑病患者を対象とした海外臨床試験に
おいて、造血器腫瘍の発現が認められた。
骨髄異形成症候群患者注）では、疾患の進行に伴い急性骨髄性白血病
へ移行することが知られている。骨髄異形成症候群患者を対象とし
た海外臨床試験において、一過性の芽球の増加と、急性骨髄性白血
病への移行が認められたとの報告がある。

注）骨髄異形成症候群患者への投与は、国内外において承認外である。

外箱開封後は遮光して保存すること。

〈効能共通〉
21.1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。
〈慢性特発性血小板減少性紫斑病〉

21.2 国内での治験症例が極めて限られていることから、製造販売後、一定
数の症例に係るデータが集積されるまでの間は、全症例を対象に使用
成績調査を実施することにより、本剤使用患者の背景情報を把握する
とともに、本剤の安全性及び有効性に関するデータを早期に収集し、
本剤の適正使用に必要な措置を講じること。

〈既存治療で効果不十分な再生不良性貧血〉
21.3 国内での治験症例が極めて限られていることから、製造販売後、一定

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

1バイアル

有効成分
ロミプロスチム（遺伝子組換え） 375μg 注）
ただし、本剤の調製方法に基づき、1バイアルあたり0.72mLの注射
用水に溶解した溶液0.5mL中に含まれるロミプロスチム（遺伝子組
換え）は250μgである。

添加剤

D-マンニトール 30mg
精製白糖 15mg
L-ヒスチジン 1.2mg
ポリソルベート20 0.03mg
希塩酸 適量

販売名 ロミプレート皮下注250μg調製用

1μg/kg増量する。
血小板数 調節方法

50,000/μL未満

1μg/kg減量する。200,000/μL～400,000/μL

出血のリスクを低下できる治療上必要最小限の用量となる
よう、適宜減量も考慮する。50,000/μL～200,000/μL

休薬する。休薬後、血小板数が200,000/μLまで減少した場
合には原則として休薬前の投与量より1μg/kg減量し、投与
を再開する。

400,000/μL超

販売名 ロミプレート皮下注250μg調製用
色・性状 白色の塊（凍結乾燥製剤）

pH 5.0
浸透圧 約1（500μg/mL）

3. 組成・性状

4. 効能又は効果

5. 効能又は効果に関連する注意

6. 用法及び用量

7. 用法及び用量に関連する注意

8. 重要な基本的注意

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

14. 適用上の注意

11. 副作用

13. 過量投与

15. その他の注意

20. 取扱い上の注意

21. 承認条件

22. 包装

血小板数
200,000/μL～ 400,000/μL

400,000/μL超

調節方法
減量する。
休薬する。休薬後、血小板数が200,000/μL
まで減少した場合には原則として休薬前の
投与量より減量し投与を再開する。
なお、休薬前の投与量が5μg/kg以下のとき
は、血小板数が50,000/μLまで減少した場
合に休薬前と同じ投与量で投与を再開して
もよい。

血液および
リンパ系障害

精神障害

10%以上
血小板血症、血小板減少症

不眠症

1～10%未満
貧血

うつ病
神経系障害 頭痛 浮動性めまい、錯感覚（ピリピ

リ感等）
感覚鈍麻、嗜眠、片頭痛、末梢
性ニューロパチー、味覚異常

血管障害 ほてり、潮紅、高血圧
呼吸器、胸郭
および縦隔障害

呼吸困難、咳嗽、鼻出血

胃腸障害 悪心、下痢、腹痛 嘔吐、上腹部痛、腹部不快感、
消化不良、便秘

皮膚および
皮下組織障害

発疹、そう痒症 脱毛症、斑状出血、そう痒性
皮疹、点状出血、多汗症

筋骨格系および
結合組織障害

関節痛、筋肉痛、四肢痛、筋痙
縮、筋骨格痛、背部痛

骨痛、筋骨格系胸痛、筋力低
下、筋骨格硬直

全身障害および
投与局所様態

疲労、注射部位反応（疼痛、血
腫、刺激感、腫脹、紅斑、出血、
発疹を含む）、浮腫（末梢性浮
腫、全身性浮腫、顔面浮腫を含
む）、発熱、倦怠感、疼痛、感冒
様症状、悪寒、無力症

胸痛

その他 食欲不振、挫傷、回転性めまい 鼻咽頭炎、血小板数増加、イ
ンフルエンザ、体重減少、膣
出血、動悸、フィブリンDダ
イマー増加

1%未満

375μg 250μg/0.5mL

注射用水0.72mLで溶解した溶液0.5mL中に
含まれる量1バイアル中の含量

500μg/mL

最終濃度

薬価基準収載
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