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はじめに 
 
テクフィデラ ®カプセル 120mg・240mg（以下、本剤）は、多発性硬化症（multiple 

sclerosis：MS）治療を目的とした、新しい作用機序を有する経口の病態修飾薬

（disease-modifying drug：DMD）で、有効成分としてフマル酸ジメチルを含有するフマ

ル酸エステル製剤です。非臨床及び臨床試験データから、本剤は末梢及び中枢神経系

（CNS）細胞・組織で、抗炎症作用及び神経細胞保護作用の両方を直接促進する作用機序

を有することが裏付けられています。複数の経路を介して進行する MS に対して複数の作

用を有することから、本剤は本邦においても MS 患者に対して高い治療効果を有する有用

な治療法となることが期待されています。 

MS の病態は多面的で、継続的な炎症性刺激及び神経変性性刺激を介して進行しますが、

それらの刺激の少なくとも一部は有害な酸化ストレスによって媒介されています。本剤の

薬力学的反応は、酸化、炎症及び生体異物ストレスを軽減する重要な細胞防御機構である

nuclear factor (erythroid-derived 2) related factor 2（Nrf2）転写経路の活性化を

介したものと考えられます。本剤は末梢免疫系及び中枢神経系の両方で炎症反応を抑制し、

有害な損傷から CNS 細胞を保護することにより、MS の発症過程に関連することが知られ

ている経路に対して効果を示します。本剤は Nrf2 依存性抗酸化遺伝子発現を誘導するこ

とも示され、ヒトでの臨床薬理活性が確認されています。 

本剤は再発性 MS（relapsing MS：RMS）治療を適応として 2013 年に初めて米国で承認さ

れて以降、欧州連合（2014 年）を含め世界 54 ヵ国（2016 年 8 月 10 日時点）で承認され

ています。日本では、米国、EU 及びその他の国々における承認の根拠となった外国人患

者を対象とした第Ⅱ相及び第Ⅲ相臨床試験の先行データと、日本人及び外国人患者を対象

とした二重盲検プラセボ対照投与期の 109MS305 試験（109MS305 試験［パート 1］）にお

いて有効性及び安全性が確認されたことから、2016 年 12 月 19 日に「多発性硬化症の再

発予防及び身体的障害の進行抑制」を効能・効果として製造販売が承認されました。 

 

本冊子では、本剤のご使用に際しての注意事項を項目ごとに解説しました。本剤の適正使

用の一助となれば幸いです。 

なお、本剤のご使用に際しては、インタビューフォーム、総合製品情報概要もご参照くだ

さい。 

 

 

 

本冊子では、テクフィデラ®カプセル 120mg・240mg は「本剤」と記載します。 
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効能・効果 

多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制 

【解説】 

本剤は、日本を含む国際共同試験において再発寛解型多発性硬化症（RRMS）における MRI画

像上の新規活動性病巣の発生・拡大を有意に抑制しました（109MS305 試験（パート 1）1））。

海外臨床試験では、再発寛解型多発性硬化症における臨床的再発回数及び MRI画像上の新規

活動性病巣の発生あるいは拡大を有意に抑制し、EDSS※で評価した障害の進行を遅らせまし

た（109MS301試験 2, 3）及び 109MS302試験 4, 5））。 

これら国内外の臨床試験結果から、本剤には多発性硬化症の新規活動性病巣の発生あるいは

拡大を抑制して再発を予防し、身体機能障害の進行を抑制する効果が認められているため、

効能・効果を上記のように設定しました。 

※：EDSS（Expanded Disability Status Scale）：総合障害度評価尺度 

 

1）日本を含む国際共同試験 

〔109MS305試験（パート 1）1）〕 

アジア太平洋及び東欧諸国の 54 施設において、RRMS 患者 224 例（日本人の投与例数 113 例）

を対象として、プラセボ対照無作為化二重盲検並行群間比較試験を実施した。被験者にはプ

ラセボ又は本剤 240mg/回を 1日 2回、24 週間投与した。 

頭部 MRI検査の結果、投与 12、16、20及び 24週目の新規 Gd造影病巣数は下表のとおりで

あり、プラセボ群と比較し有意な減少が認められた。 

 

投与群 
評価

例数 

Gd造影病巣数 
病巣総数の比注 1） 

[95％信頼区間] 
p値注 1） 

平均値±標準偏差 

中央値（最小値、最大値） 

点推定値注 1） 

プラセボ群 113 
4.3±8.20 

1（0,55） 
3.257 

0.164 

[0.101,0.266] 
＜0.0001 

本剤群 111 
1.1±5.46 

0（0,55） 
0.534 

注 1：地域（日本/日本以外）及びベースライン時の Gd造影病巣数により調整した負の二項回帰モデルに基づく 
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2）海外臨床試験 

〔109MS301試験 2，3）〕（海外データ） 

外国人 RRMS患者 1234例（投与例数）を対象として、プラセボ対照無作為化二重盲検並行群

間比較試験を実施した。被験者にはプラセボ又は本剤 240mg/回を 1日 2回又は 3回

（480mg/日又は 720mg/日）、2年間投与した。 

主要評価項目である 2年時点での再発患者の割合は、本剤 480mg/日群ではプラセボ群と比

較して 49％減少した（p＜0.0001、Cox比例ハザードモデル）。また、EDSSを用いて評価し

た「3ヵ月間持続する身体機能障害の進行が認められた患者の割合」は、2年時点でプラセ

ボ群と比較して本剤 480mg/日群で 38％減少した（p=0.005、Cox比例ハザードモデル）。 

 

 

〔109MS302試験 4，5）〕（海外データ） 

外国人 RRMS患者 1417例（投与例数）を対象として、プラセボ対照無作為化二重盲検並行群

間比較試験を実施した。被験者にはプラセボ又は本剤 240mg/回を 1日 2回又は 3回

（480mg/日又は 720mg/日）もしくはグラチラマー酢酸塩を 1日 1回、2年間投与した。 

主要評価項目である 2年時点での年間再発率は、本剤 480mg/日群ではプラセボ群と比較し

て 44％減少した（p＜0.0001、負の二項回帰モデル）。EDSSを用いて評価した「3ヵ月間持

続する身体的機能障害の進行が認められた患者の割合」は、2年時点でプラセボ群と比較し

て本剤 480mg/日群で 21％減少したが、プラセボ群との統計学的な有意差は認められなかっ

た（p=0.25、Cox 比例ハザードモデル）。 
 

なお、これらの試験結果の詳細についてはインタビューフォーム及び総合製品情報概要を

ご参照ください。 
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効能・効果に関連する使用上の注意 

＜効能・効果に関連する使用上の注意＞ 

進行型多発性硬化症に対する本剤の有効性及び安全性は確立していない。 

【解説】 

国内外の臨床試験において本剤が投与された多発性硬化症患者は再発寛解型のみでした。

進行型多発性硬化症患者に対する有効性及び安全性の十分な評価は確立していないことか

ら記載しました。 

本剤を使用する前に、進行型多発性硬化症ではなく、再発寛解型多発性硬化症であること

を確認してください。 
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用法・用量 

通常、成人にはフマル酸ジメチルとして 1回 120mg 1日 2回から投与を開始し、1週間後

に 1回 240mg 1日 2回に増量する。なお、いずれの場合も朝・夕食後に経口投与する。 

【解説】 

用量設定試験である海外臨床試験において多発性硬化症患者に本剤を 120mg 1日 1回群、

120mg 1日 3回群、240mg 1日 3回群で投与したところ、いずれも総じて良好な忍容性を示し

ましたが、臨床及び MRI評価項目に関しては、低用量の用法・用量では有意な効果が認めら

れませんでした（C-1900試験 6, 7））。そこで、海外第Ⅲ相臨床試験（109MS301試験 2, 3）及

び 109MS302試験 4, 5））において、240 mg 1日 3回投与(720mg/日)の用法・用量とともに、

C-1900試験で効果が認められなかった 120mg 1日 3回投与（360mg/日）より高い血漿中濃度

が見込めるという理由で、それまでに評価されていなかった 240mg 1日 2回（480mg/日）を

評価しました。その結果、240 mg 1日 2 回及び 240mg 1日 3回投与により、有効性及び安全

性に関して同様の結果が得られたため、有効かつ安全な最小用量で治療するという原則から、

240 mg 1日 2回投与を用法・用量として選択しました。 

また、日本人、中国人、及び白人の健康成人被験者において 2種類の用法・用量（120mg 1

日 3回投与及び 240mg 1日 2回投与）を評価しところ、薬物動態は 3民族群でほぼ類似して

いました（109HV108 試験 8）)。 

これらの結果から、本剤 240mg 1日 2回（480mg/日）の用法・用量が設定されました。 
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用法・用量に関連する使用上の注意 

＜用法・用量に関連する使用上の注意＞ 

本剤の主な副作用である潮紅、消化器系副作用等が認められた場合には、患者の状態を

慎重に観察しながら 1 ヵ月程度の期間 1 回 120mg 1 日 2 回投与に減量することができる。 

なお、1回 240mg 1 日 2回投与への再増量に対して忍容性が認められない場合は、本剤

の投与を中止すること。 

【解説】 

本剤の主な副作用である潮紅、消化器系副作用等が認められた場合には、1 ヵ月程度の期間、

本剤を減量することができます。1回 120mg 1 日 2回投与における、本剤の有効性は認めら

れていません。1回 240mg 1日 2回投与への再増量に対して忍容性が認められない場合は、

本剤の投与を中止してください。 
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禁忌（次の患者には投与しないこと） 

【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 

【解説】 

海外の市販後における使用経験から過敏症が報告され、軽度から中等度の過敏症と本剤との

関連性を示す十分な証拠があると評価されました。したがって、フマル酸ジメチル又は本剤

の添加物に対し過敏症の既往歴のある患者に対しては禁忌となります。 
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使用上の注意 1．慎重投与（次の患者には慎重に投与すること） 

1．慎重投与（次の患者には慎重に投与すること） 

 (1) リンパ球減少のある患者〔リンパ球減少がさらに悪化するおそれがある。リンパ球

数の減少が 6 ヵ月以上継続した患者では、進行性多巣性白質脳症（PML）の発症リス

クが高まる可能性がある。〕［「重要な基本的注意」「重大な副作用」の項参照］ 

【解説】 

リンパ球減少は、本剤の重要な特定されたリスクです。重度かつ長期間継続するリンパ球

減少は、進行性多巣性白質脳症の既知の危険因子です。 

「重要な基本的注意（1）」の【解説】を参照してください。 

 

参照：「重要な基本的注意（1）」p9 

 

 (2) 感染症を合併している患者又は感染症が疑われる患者〔感染症が増悪するおそれが

ある。〕［「重大な副作用」の項参照］ 

【解説】 

「副作用（1）重大な副作用 3）」の【解説】を参照してください。 

 

参照：「副作用（1）重大な副作用 3）」p15 

 

 (3) 易感染性の状態にある患者〔感染症が誘発されるおそれがある。〕［「重大な副作

用」の項参照］ 

【解説】 

「副作用（1）重大な副作用 3）」の【解説】を参照してください。 

 

参照：「副作用（1）重大な副作用 3）」p15 
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 (4) 重度の腎機能障害のある患者〔血中濃度が上昇するおそれがある。〕 

 

【解説】 

腎機能障害を有する患者を対象とした試験は実施されていないため、重度の腎機能障害の

ある患者へ投与する際は注意してください。 

 

 (5) 重度の肝機能障害のある患者〔血中濃度が上昇するおそれがある。〕 

 

【解説】 

肝機能異常を有する患者を対象とした試験は実施されていないため、重度の肝機能障害の

ある患者へ投与する際は注意してください。 

 

 (6) 高齢者［「高齢者への投与」の項参照］ 

 

【解説】 

「高齢者への投与」の【解説】を参照してください。 

 

参照：「高齢者への投与」p18 
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使用上の注意 2．重要な基本的注意 

2．重要な基本的注意 

(1)本剤の投与によりリンパ球数が減少することがある。また、本剤の投与により、進行

性多巣性白質脳症（PML）があらわれ、重度の障害に至った例が報告されているため、

本剤の投与開始前、投与中及び投与中止後は以下の点に注意すること［「慎重投与」

「重大な副作用」の項参照］。 

1）PML が報告された症例では 6 ヵ月以上継続するリンパ球数の減少が報告されてい

る。本剤投与開始前及び本剤投与中は少なくとも 3 ヵ月に 1 回、リンパ球を含む

全血球数の測定を行うこと。 

2）リンパ球数が 6 ヵ月以上継続して 500/mm3未満である場合は、本剤の投与中止を

考慮すること。また、リンパ球数が 6 ヵ月以上継続して 800/mm3未満である場合に

は、治療上の有益性と危険性を慎重に考慮して投与継続の可否を判断すること。 

3）本剤の投与を中止したときは、リンパ球数が回復するまで患者の状態を慎重に観

察すること。 

【解説】 

長期間継続するリンパ球減少を発現するリスクがある患者を早期に特定するため、第Ⅱ相

及び第Ⅲ相臨床試験の追加解析を行いました 9）。 

解析結果から、リンパ球数が 500/mm3未満で 6 ヵ月以上継続するリンパ球減少の発現が全

体の 2％に認められ、この患者の大部分は、特に本剤投与開始 6 ヵ月から 12 ヵ月以内の

早期に、リンパ球数 500/mm3 未満となる傾向が認められました。さらに、このサブセット

（リンパ球数 500/mm3未満で 6 ヵ月以上継続）の患者では、このサブセットに当てはまら

ない患者よりも、6 ヵ月から 12 ヵ月後にリンパ球数がより大きく減少する傾向があるこ

とが認められました。そして、12 週時点では被験者のリンパ球数に大きなばらつきがあ

りましたが、24週後までにリンパ球数 500/mm3未満の被験者は、明確に識別されました。 

また、追加解析により全体の 9％の患者がリンパ球数 500/mm3 以上 800/mm3 未満で 6 ヵ月

以上継続し、このサブグループの 8％の患者がその後 6 ヵ月以上リンパ球数 500/mm3 未満

であることが示されました。 

中等度から重度の長期間継続するリンパ球減少を発現するリスクがある患者を早期に特定

するために、本剤投与開始前及び本剤投与中は少なくとも 3 ヵ月に 1 回リンパ球を含む全

血球数の測定を行ってください。 
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（2）腎機能異常があらわれることがあるので、本剤投与開始前に腎機能検査を行うとと

もに、本剤投与中は定期的に腎機能検査を行うこと。 

【解説】 

本剤による尿蛋白等の腎機能パラメータへの影響が認められており、最終的に重大な事象

の発現に至った症例が一定数認められました。本剤投与開始前及び本剤投与中は、定期的

に腎機能検査を行ってください。 

 

（3）本剤投与後に嘔吐、下痢等を発現して脱水状態となった患者において、急性腎不全

に至った例が報告されているので、嘔吐又は下痢がみられた場合には、観察を十分に

行い、適切な処置を行うこと［「重大な副作用」の項参照］。 

【解説】 

本剤投与後の嘔吐、下痢及び脱水に引き続いて腎不全に至る症例が認められました。嘔吐

又は下痢がみられた場合には、観察を十分に行い、適切な処置を行ってください。 

 

参照：「副作用（1）重大な副作用 4）」p15 

 

（4）肝機能異常があらわれることがあるので、本剤投与開始前に肝機能検査を行うとと

もに、本剤投与中は定期的に肝機能検査を行うこと［「重大な副作用」の項参照］。 

【解説】 

ALT、AST の上昇があらわれた場合は、必要に応じて本剤投与の中止も考慮すべきと考え

られます。また、最終的に重大な事象の発現に至った症例が一定数認められます。 

本剤投与開始前及び本剤投与中は、定期的に肝機能検査を行ってください。 

 

参照：「副作用（1）重大な副作用 5）」p16 
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（5）本剤投与に関連したアナフィラキシー（呼吸困難、蕁麻疹及び喉・舌の腫脹等）が

あらわれることがある。また、本剤投与時には潮紅が高頻度で認められるため、潮紅

があらわれた場合は、アナフィラキシーとの鑑別を慎重に行うこと［「重大な副作用」

の項参照］。 

【解説】 

海外市販後安全性情報において、アナフィラキシーが疑われる症例が報告されています。

本剤投与時には潮紅が高頻度で認められるため、潮紅とアナフィラキシーとの鑑別を慎重

に行ってください。 

 

参照：「副作用（1）重大な副作用 6）」p16 
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使用上の注意 3．相互作用 

3．相互作用 

併用注意（併用に注意すること） 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

抗腫瘍剤、免疫抑制剤 免疫系の相加的な抑制作用により、

感染症等のリスクが増大する可能性

がある。 

本剤は免疫系に抑制的に

作用する可能性がある。 

 

【解説】 

本剤の臨床試験において、抗腫瘍剤又は免疫抑制剤を投与中の患者は対象に含まれていませ

ん。第Ⅱ相併用投与試験（109MS201試験）10）において、インターフェロンやグラチラマー酢

酸塩など一般的に使われている MS治療薬と本剤を併用した場合に安全性や忍容性の変化を示

唆するデータは示されませんでした。さらに、MS再発治療のための間欠的な短期ステロイド

静注療法は、臨床試験での臨床的に意義のある感染増大と関連していませんでした。本剤に

よって白血球やリンパ球数は減るものの、プラセボと比べて感染率、感染の種類、重症度に

有意差がある免疫機能の変化は確認されていません。したがって、抗腫瘍剤あるいは免疫抑

制剤を本剤と併用する患者の場合、感染が増大するリスクは低いといえます。しかし、本剤

によるリンパ球の減少等により、抗腫瘍剤又は免疫抑制剤の作用に影響を与える可能性は否

定できないことから、注意喚起のために記載しました。 

 

  



13 

 

使用上の注意 4．副作用 

4．副作用 

国内で実施された再発寛解型多発性硬化症患者を対象とした臨床試験において、本剤 1 回 

240mg 1日 2回を投与された 111例中 62 例（55.9％）に副作用が認められた。主な副作用

は潮紅（20.7％）、下痢（9.0％）、腹痛（6.3％）、悪心（6.3％）、ほてり（5.4％）、

そう痒症（5.4％）、アラニンアミノトランスフェラーゼ増加（5.4％）であった。 

 

海外で実施された再発寛解型多発性硬化症患者を対象とした臨床試験において、本剤 1 回 

240mg 1日 2回を投与された 769例中 536 例（69.7％）に副作用が認められた。主な副作

用は潮紅（32.9％）、悪心（9.5％）、下痢（8.3％）、上腹部痛（8.1％）、そう痒症

（6.8％）、腹痛（6.2％）、ほてり（5.7％）、発疹（5.3％）であった。 

【解説】 

国内で実施されたプラセボ対照試験（109MS305試験）1）及び海外で実施されたプラセボ対

照試験（109MS301試験、109MS302試験）の併合データ 11～13）から算出しました。 
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4．副作用 

(1) 重大な副作用 

1）リンパ球減少（2.2％）、白血球減少（0.9％）：リンパ球減少、白血球減少があらわれ

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適切な処置を行うこ

と。 

【解説】 

重度かつ長期間継続するリンパ球減少は、進行性多巣性白質脳症の既知の危険因子です。 

国内外の主要なプラセボ対照試験（109MS301 試験、109MS302 試験、109MS305 試験）の併

合データから算出しました。 

 

参照：「重要な基本的注意（1）」p9 

 

 

2）進行性多巣性白質脳症（PML）（頻度不明注 1）：PMLがあらわれることがあるので、本

剤の投与期間中及び投与終了後は患者の状態を十分に観察し、片麻痺、四肢麻痺、認知

機能障害、失語症、視覚障害等の症状があらわれた場合は、MRIによる画像診断及び脳

脊髄液検査を行うとともに、投与を中止し、適切な処置を行うこと［「重要な基本的注

意」の項参照］。 

注 1：海外自発報告に基づくため頻度不明 

【解説】 

海外において、市販後における使用経験から 4 例の PML が報告されました 14～17）。最初の

3 症例は、重度かつ長期間継続するリンパ球減少（リンパ球数 500/mm3 以下で 6 ヵ月以上

継続）において発現しました。4 番目の PML 症例は、中等度の長期間継続するリンパ球減

少（本症例のリンパ球数は 9.5 ヵ月以上の期間、700/mm3から 600/mm3でした）において発

現しました。 

 

参照：「重要な基本的注意（1）」p9 
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3）感染症（頻度不明注 1）：日和見感染症（重篤なサイトメガロウイルス感染、ヘルペス

ウイルス感染等）を含む感染症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適切な処置を行うこと。なお、重篤な感染症が認められた場

合には本剤を休薬又は中止し、適切な処置を行うこと［「慎重投与」の項参照］。 

注 1：海外自発報告に基づくため頻度不明 

【解説】 

プラセボ対照試験において、日和見感染症の発現は認められませんでした。また、プラセ

ボ群と本剤投与群の間で、重篤な感染症の発現率に差は認められませんでした。長期継続

試験においても重篤な感染症又は日和見感染症の増加は認められませんでした。しかし、

海外において市販後に一定数の重篤な感染症の発現が認められていること、有害事象とし

て継続するリンパ球減少が認められていることから、感染症のリスクが増加する可能性は

否定できません。 

 

参照：「慎重投与（2）（3）」p7 

 

 

4) 急性腎不全（頻度不明注 1）：急性腎不全があらわれることがあるので、定期的に腎機

能検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど

の適切な処置を行うこと。 

注 1：海外自発報告に基づくため頻度不明 
 

【解説】 

非臨床反復投与毒性試験 18）において尿細管損傷が認められました。臨床試験では腎及び

尿路障害の器官別大分類における有害事象の発現割合ならびに腎機能検査値に投与群間で

差異は認められませんでしたが、海外市販後安全性情報として急性腎不全等の有害事象が

報告されています。 
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5）肝機能障害（頻度不明注 1）：AST（GOT）、ALT（GPT）の上昇等を伴う肝機能障害があ

らわれることがあるので、定期的に肝機能検査を行うなど観察を十分に行い、異常が

認められた場合には投与を中止するなどの適切な処置を行うこと。 

注 1：海外自発報告に基づくため頻度不明 

【解説】 

臨床試験において、本剤投与患者に一時的なトランスアミナーゼ上昇が認められました。

海外市販後安全性情報（2013 年 3 月 27 日から 2016 年 3 月 26 日）において、可逆的な肝

機能検査異常（ビリルビン血症を伴うトランスアミナーゼ上昇）との間に本剤との因果関

係の可能性が確認されました。 

 

 

6）アナフィラキシー（頻度不明注 1）：アナフィラキシー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し、適切な処置を行うこと。 

注 1：海外自発報告に基づくため頻度不明 

【解説】 

国内外臨床試験において、本剤投与によるアナフィラキシーの発現は認められませんでし

たが、海外市販後安全性情報において、アナフィラキシーが疑われる症例が報告されてい

ます。 
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(2) その他の副作用 

 10％以上 1％以上10％未満 頻度不明注1 

感染症および寄生虫症  胃腸炎  

血液およびリンパ系障害  リンパ球減少症、白血球減少症  

過敏症   

蕁麻疹、血管

浮腫、呼吸困

難 

神経系障害  灼熱感  

血管障害 潮紅 ほてり  

胃腸障害 下痢、悪心 
上腹部痛、腹痛、嘔吐、消化不

良、胃炎、胃腸障害 
 

皮膚および皮下組織障害  そう痒症、発疹、紅斑  

腎および尿路障害  蛋白尿  

一般・全身障害および投

与部位の状態 
 熱感  

臨床検査  

尿中アルブミン陽性、アスパラ

ギン酸アミノトランスフェラー

ゼ増加、アラニンアミノトラン

スフェラーゼ増加、白血球数減

少 

総ビリルビン

増加 

注 1：海外自発報告に基づくため頻度不明 

 

【解説】 

国内外の主要なプラセボ対照試験（109MS301 試験、109MS302 試験、109MS305 試験）の併

合データから算出しました。過敏症（蕁麻疹、血管浮腫、呼吸困難）及び総ビリルビン増

加は、海外自発報告に基づく副作用ですが、注意すべき副作用と考え記載しました。 
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使用上の注意 5．高齢者への投与 

5．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、患者の状態を十分に観察しながら慎重

に投与すること。 

【解説】 

臨床試験において、55 歳を超える高齢患者群における安全性プロファイルを判定するた

めに十分な患者数が得られておらず、55 歳を超える患者における本剤の安全性プロファ

イルは依然として本剤の不足情報と考えられます。最近の定期的安全性最新報告（PSUR）

4 から 55 歳超及び 65 歳以上の年齢カットオフ値を用いた MS 患者での市販後安全性デー

タのレビューでは、レビュー対象となった 55歳超及び 65歳以上の患者での事象は累積デ

ータと一致しており、本剤の全体的な安全性プロファイルやベネフィットリスク評価に変

化はないことが示されました。一般に高齢者では生理機能が低下して副作用が発現しやす

くなります。一般的な注意事項として、患者の状態を十分に観察しながら慎重な投与が必

要になるため設定しました。 
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使用上の注意 6．妊婦、産婦、授乳婦等への投与 

6．妊婦、産婦、授乳婦等への投与 

(1) 妊娠又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると

判断される場合のみ投与すること〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していな

い〕。 

【解説】 

動物実験において、臨床用量の 11 倍及び 16 倍（AUC に基づく曝露量換算）を投与した

ラット及びウサギに、受胎能の低下及び催奇形性は認められませんでした。ヒトにおけ

る妊娠前及び妊娠中の本剤投与に関する安全性は確立していません。本剤を妊娠してい

る患者又は妊娠している可能性のある患者に投与する場合は、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ようにしてください。また、患者に対して、

これらのリスクに関して適切に情報提供を行ってください。 

  

(2) 授乳中の婦人に投与することを避けること。やむを得ず投与する際には授乳を中止

させること〔ヒト母乳中への移行については不明である〕。 
 

【解説】 

本剤の母乳中への移行については不明ですが、本剤を投与する場合は授乳を中止するよ

う、患者に指導してください。 
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使用上の注意 7．小児等への投与 

7．小児等への投与 

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない[使用経験

がない]。 

【解説】 

小児の多発性硬化症患者における本剤の安全性は確立していないことから記載しました。 



21 

 

使用上の注意 8．過量投与 

8．過量投与 

過量投与例が報告されている。過量投与時に発現した症状は、潮紅、悪心、腹痛である。

本剤を除去するための治療的介入及び解毒剤は知られてないため、過量投与時には、症状

に応じた対症療法を行うこと。 

【解説】 

海外の市販後で報告された過量投与の症例で発現した副作用は、本剤の既知の安全性プロ

ファイルと一致していました。特定の安全性の懸念は確認されていませんが、本剤を除去

するための治療的介入及び解毒剤は知られてないため、過量投与時には、症状に応じた対

症療法を行ってください。 
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使用上の注意 9．適用上の注意 

9．適用上の注意 

(1) 薬剤交付時:PTP 包装の薬剤は PTPシートから取り出して服用するよう指導すること。

〔PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦

隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている〕 

(2) 服用時: カプセル内容物に腸溶性コーティングを施しているため、服用時にはカプセル

内容物を噛んだり、砕いたり、すりつぶしたりしないよう指導すること。 
 

【解説】 

一般的な服用時の注意事項として記載しました。本剤はカプセル内容物に腸溶性コーティ

ングを施しているため、内容物を噛んだり、砕いたり、すりつぶしたりしないように指導

してください。 

  



23 

 

使用上の注意 10．その他の注意 

10．その他の注意 

 (1) 2 年間反復経口投与がん原性試験において、マウスでは 200mg/kg/日以上（ヒト曝露量

（AUC）の 4倍）、ラットでは 100mg/kg/日以上（ヒト曝露量（AUC）の 2倍）で、腎臓

に尿細管腺腫及び尿細管癌の発生頻度の増加が認められた。 
 

【解説】 

CD-1マウス及び Sprague Dawley ラットを用いた 2年間のがん原性試験で、尿細管腺腫及

び尿細管癌の発生率が増加しました。腎臓での増殖性変化にはげっ歯類に特異的な加齢性

慢性進行性腎症の悪化との関連性が認められ、尿細管腺腫及び尿細管癌はげっ歯類に特異

的な加齢性慢性進行性腎症の悪化に起因したものと推測されます。ヒトでは加齢性慢性進

行性腎症に類似する加齢性病変は認められないこと 19）、ラットにおける加齢性慢性進行性

腎症の悪化による腎腫瘍とヒトでのリスクに関連はないと報告されていることから 19, 20）、

本剤のがん原性試験で認められた尿細管腺腫及び尿細管癌について、ヒトにおける安全性

上の懸念は低いと考えられます。ヒトでは、国際共同第Ⅲ相臨床試験（109MS305 試験）1）、

海外第Ⅲ相臨床試験（109MS301試験、109MS302 試験）2, 4）及び海外製造販売後安全性情報

で報告された悪性腫瘍関連の有害事象の発現割合が本剤投与患者で高くなる傾向は認めら

れませんでした。以上から、悪性腫瘍のリスクが臨床上問題となる可能性は低いと考えら

れますが、がん原性試験の無毒性量に対する安全域が十分に確保されていないことから、

添付文書で情報提供を行うこととしました。 

 

 (2)  マウスを用いたがん原性試験において 200mg/kg/日以上（ヒト曝露量（AUC）の 4倍）

で網膜変性が認められた。なお、マウス、ラット又はイヌを用いた他の試験ではこのよ

うな眼の所見は認められなかった。 
 

【解説】 

CD-1マウスを用いた 2年間がん原性試験で、網膜変性の増加が認められました。CD-1マウ

スは、眼疾患に関する背景発現率が高く 21）、様々なコロニーで網膜変性及び萎縮が認めら

れます 22）。本試験の対照群における網膜変性の発現割合が、施設背景値での最大値に近い

こと、ラット、イヌ及びサルを用いた反復経口投与毒性試験 18）では網膜への影響は認めら

れなかったことを考慮すると、当該試験に用いた CD-1マウスの背景病変が影響した可能性

があります。ヒトでは、網膜関連の有害事象は、国際共同第Ⅲ相臨床試験（109MS305 試験）1）

では認められず、海外第Ⅲ相臨床試験（109MS301試験、109MS302 試験）2, 4）、海外製造販

売後安全性情報での報告ではわずかでした。以上から、網膜への影響が臨床上大きな問題

となる可能性は低いと考えられますが、がん原性試験の無毒性量に対する安全域が十分確

保されていないことから、添付文書で情報提供を行うこととしました。 
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有害事象及び臨床検査値異常発現頻度一覧 

1．国際共同試験（109MS305試験パート 1）成績における有害事象※ 
 

有害事象の種類 

発現例数（％） 

本剤 240mg 

1日 2回群 

（n=111） 

有害事象の発現症例数（％） 96 (86) 

潮紅 24 (22) 

下痢 11 (10) 

悪心 11 (10) 

腹痛 8 (7) 

そう痒症 8 (7) 

アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 7 (6) 

ほてり 7 (6) 

嘔吐 5 (5) 

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 4 (4) 

紅斑 4 (4) 

胃腸炎 4 (4) 

便秘 3 (3) 

感覚鈍麻 3 (3) 

ミクロアルブミン尿 3 (3) 

蛋白尿 3 (3) 

発疹 3 (3) 

※プラセボ群と比較して本剤投与群で発現率が 2％以上高かった有害事象 

（承認時集計） 
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2．海外第Ⅲ相臨床試験（109MS301 試験及び 109MS302 試験の併合データ：2 年間）

成績における有害事象※ 

有害事象の種類 

発現例数（％） 

本剤 

480mg/日群 

（n=769） 

本剤 

720mg/日群 

（n=760） 

本剤群 

合計 

（n=1529） 

有害事象の発現症例数（％） 733 (95) 712 (94) 1445 (95) 

潮紅 265 (34) 215 (28) 480 (31) 

鼻咽頭炎 170 (22) 172 (23) 342 (22) 

下痢 107 (14) 128 (17) 235 (15) 

悪心 93 (12) 105 (14) 198 (13) 

上腹部痛 76 (10) 85 (11) 161 (11) 

蛋白尿 67 (9) 85 (11) 152 (10) 

腹痛 73 (9) 63 (8) 136 (9) 

そう痒症 62 (8) 58 (8) 120 (8) 

嘔吐 65 (8) 53 (7) 118 (8) 

発疹 58 (8) 55 (7) 113 (7) 

ほてり 52 (7) 49 (6) 101 (7) 

紅斑 36 (5) 54 (7) 90 (6) 

副鼻腔炎 35 (5) 52 (7) 87 (6) 

気管支炎 35 (5) 48 (6) 83 (5) 

尿中アルブミン陽性 46 (6) 36 (5) 82 (5) 

筋痙縮 27 (4) 50 (7) 77 (5) 

消化不良 35 (5) 40 (5) 75 (5) 

胃腸障害 18 (2) 34 (4) 52 (3) 

多汗症 17 (2) 26 (3) 43 (3) 

リンパ球減少症 18 (2) 17 (2) 35 (2) 

※プラセボ群と比較して本剤投与群で発現率が 2％以上高かった有害事象 

 

注：【用法・用量】 

通常、成人にはフマル酸ジメチルとして 1回 120mg 1日 2回から投与を開始し、1週間後に 1回 240mg 

1日 2回に増量する。なお、いずれの場合も朝・夕食後に経口投与する。  
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