
【警 告】
�１本剤の投与において、重篤な副作用（腎不全、心不全、感
染症、全身痙攣、意識障害、脳梗塞、血栓性微小血管障害、
汎血球減少症等）により、致死的な経過をたどることがあ
るので、緊急時に十分に措置できる医療施設及び本剤に
ついての十分な知識と経験を有する医師が使用すること。
�２臓器移植における本剤の投与は、免疫抑制療法及び移植
患者の管理に精通している医師又はその指導のもとで行
うこと。
�３関節リウマチ患者に投与する場合には、関節リウマチ治
療に精通している医師のみが使用するとともに、患者に
対して本剤の危険性や本剤の投与が長期にわたることな
どを予め十分説明し、患者が理解したことを確認した上
で投与すること。また、何らかの異常が認められた場合に
は、服用を中止するとともに、直ちに医師に連絡し、指示
を仰ぐよう注意を与えること。
�４ループス腎炎における本剤の投与は、ループス腎炎の治
療に十分精通している医師のもとで行うこと。
�５多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎における本
剤の投与は、その治療法に十分精通している医師のもと
で行うこと。
�６顆粒とカプセルの生物学的同等性は検証されていないの
で、切り換え及び併用に際しては、血中濃度を測定するこ
とにより製剤による吸収の変動がないことを確認するこ
と。（「薬物動態」の項参照）

＊＊【禁 忌（次の患者には投与しないこと）】
�１本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
�２シクロスポリン又はボセンタン投与中の患者（「相互作
用」の項参照）
�３カリウム保持性利尿剤投与中の患者（「重要な基本的注
意」及び「相互作用」の項参照）

【組成・性状】
１．組成

有効成分（１カプセル中） 添加物

プログラフカプセル
０．５mg

日局
タクロリムス水和物 ０．５１mg
（タクロリムスとして０．５mg）

乳糖水和物、ヒプロメ
ロース、クロスカルメ
ロースナトリウム、ス
テアリン酸マグネシウ
ム、ゼラチン、ラウリ
ル硫酸ナトリウム

プログラフカプセル
１mg

日局
タクロリムス水和物 １．０２mg
（タクロリムスとして１mg）

２．製剤の性状

剤形 色 外形・号数・重量 識別
コード

プログラフ
カプセル０．５mg 硬カプセル剤 淡黄色 ６０７号数 重量

５号 約９３mg

プログラフ
カプセル１mg 硬カプセル剤 白色 ６１７号数 重量

５号 約９３mg

【効能・効果】
１．下記の臓器移植における拒絶反応の抑制
腎移植、肝移植、心移植、肺移植、膵移植、小腸移植

２．骨髄移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の抑制
３．重症筋無力症
４．関節リウマチ（既存治療で効果不十分な場合に限る）
５．ループス腎炎（ステロイド剤の投与が効果不十分、又は副作
用により困難な場合）

６．難治性（ステロイド抵抗性、ステロイド依存性）の活動期潰
瘍性大腸炎（中等症～重症に限る）

７．多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎

〈効能・効果に関連する使用上の注意〉
�１骨髄移植時の使用に際し、HLA適合同胞間移植では本剤
を第一選択薬とはしないこと。
�２重症筋無力症では、本剤を単独で使用した場合及びステ
ロイド剤未治療例に使用した場合の有効性及び安全性は
確立していない。［本剤の単独使用及びステロイド剤未治
療例における使用の経験は少ない。］
�３関節リウマチでは、過去の治療において、非ステロイド性
抗炎症剤及び他の抗リウマチ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症状が残る場合に投与
すること。
�４ループス腎炎では、急性期で疾患活動性の高い時期に使
用した際の本剤の有効性及び安全性は確立されていない。
�５潰瘍性大腸炎では、治療指針等を参考に、難治性（ステロイ
ド抵抗性、ステロイド依存性）であることを確認すること。
�６潰瘍性大腸炎では、本剤による維持療法の有効性及び安
全性は確立していない。

【用法・用量】
腎移植の場合
通常、移植２日前よりタクロリムスとして１回０．１５mg／kgを１
日２回経口投与する。術後初期にはタクロリムスとして１回
０．１５mg／kgを１日２回経口投与し、以後、徐々に減量する。維
持量は１回０．０６mg／kg、１日２回経口投与を標準とするが、
症状に応じて適宜増減する。
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日本標準商品分類番号
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＊＊２０１８年７月改訂（第３９版）
＊２０１７年８月改訂

貯 法：室温保存
〔開封後は湿気を避けて保存
すること。〕

使用期限：ケース等に表示（製造後３年）
〔使用期限内であっても開封後はなるべく速やかに使用すること。〕

注 意：【取扱い上の注意】の項参照
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肝移植の場合
通常、初期にはタクロリムスとして１回０．１５mg／kgを１日２回
経口投与する。以後、徐々に減量し、維持量は１日量０．１０mg
／kgを標準とするが、症状に応じて適宜増減する。
心移植の場合
通常、初期にはタクロリムスとして１回０．０３～０．１５mg／kgを１
日２回経口投与する。また、拒絶反応発現後に本剤の投与を
開始する場合には、通常、タクロリムスとして１回０．０７５～
０．１５mg／kgを１日２回経口投与する。以後、症状に応じて適
宜増減し、安定した状態が得られた後には、徐々に減量して
有効最少量で維持する。
肺移植の場合
通常、初期にはタクロリムスとして１回０．０５～０．１５mg／kgを１
日２回経口投与する。以後、症状に応じて適宜増減し、安定
した状態が得られた後には、徐々に減量して有効最少量で維
持する。
膵移植の場合
通常、初期にはタクロリムスとして１回０．１５mg／kgを１日２回
経口投与する。以後、徐々に減量して有効最少量で維持する。
小腸移植の場合
通常、初期にはタクロリムスとして１回０．１５mg／kgを１日２回
経口投与する。以後、徐々に減量して有効最少量で維持する。

骨髄移植の場合
通常、移植１日前よりタクロリムスとして１回０．０６mg／kgを１
日２回経口投与する。移植初期にはタクロリムスとして１回
０．０６mg／kgを１日２回経口投与し、以後、徐々に減量する。ま
た、移植片対宿主病発現後に本剤の投与を開始する場合には、
通常、タクロリムスとして１回０．１５mg／kgを１日２回経口投
与する。なお、症状に応じて適宜増減する。

なお、本剤の経口投与時の吸収は一定しておらず、患者により
個人差があるので、血中濃度の高い場合の副作用並びに血中濃
度が低い場合の拒絶反応及び移植片対宿主病の発現を防ぐため、
患者の状況に応じて血中濃度を測定し、トラフレベル（trough
level）の血中濃度を参考にして投与量を調節すること。特に移
植直後あるいは投与開始直後は頻回に血中濃度測定を行うこと
が望ましい。なお、血中トラフ濃度が２０ng／mLを超える期間が
長い場合、副作用が発現しやすくなるので注意すること。

重症筋無力症の場合
通常、成人にはタクロリムスとして３mgを１日１回夕食後に
経口投与する。
関節リウマチの場合
通常、成人にはタクロリムスとして３mgを１日１回夕食後に
経口投与する。なお、高齢者には１．５mgを１日１回夕食後経口
投与から開始し、症状により１日１回３mgまで増量できる。
ループス腎炎の場合
通常、成人にはタクロリムスとして３mgを１日１回夕食後に
経口投与する。
潰瘍性大腸炎の場合
通常、成人には、初期にはタクロリムスとして１回０．０２５
mg／kgを１日２回朝食後及び夕食後に経口投与する。以後２
週間、目標血中トラフ濃度を１０～１５ng／mLとし、血中トラフ
濃度をモニタリングしながら投与量を調節する。投与開始後
２週以降は、目標血中トラフ濃度を５～１０ng／mLとし投与量
を調節する。
多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎の場合
通常、成人には、初期にはタクロリムスとして１回０．０３７５
mg／kgを１日２回朝食後及び夕食後に経口投与する。以後、
目標血中トラフ濃度を５～１０ng／mLとし、血中トラフ濃度を
モニタリングしながら投与量を調節する。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉
�１血液中のタクロリムスの多くは赤血球画分に分布するた
め、本剤の投与量を調節する際には全血中濃度を測定す
ること。

�２カプセルを使用するに当たっては、次の点に留意すること。
１）顆粒とカプセルの生物学的同等性は検証されていない。

（顆粒のカプセルに対するCmax比及びAUC比の平均値
はそれぞれ１．１８及び１．０８；「薬物動態」の項参照）

２）カプセルと顆粒の切り換え及び併用に際しては、血中
濃度を測定することにより製剤による吸収の変動がな
いことを確認すること。なお、切り換えあるいは併用に
伴う吸収の変動がみられた場合には、必要に応じて投
与量を調節すること。

�３高い血中濃度が持続する場合に腎障害が認められている
ので、血中濃度（およそ投与１２時間後）をできるだけ２０
ng／mL以下に維持すること。なお、骨髄移植ではクレアチ
ニン値が投与前の２５％以上上昇した場合には、本剤の
２５％以上の減量又は休薬等の適切な処置を考慮すること。
�４他の免疫抑制剤との併用により、過度の免疫抑制の可能
性があるため注意すること。特に、臓器移植において３剤
あるいは４剤の免疫抑制剤を組み合わせた多剤免疫抑制
療法を行う場合には、本剤の初期投与量を低く設定する
ことが可能な場合もあるが、移植患者の状態及び併用さ
れる他の免疫抑制剤の種類・投与量等を考慮して調節す
ること。
�５肝移植、腎移植及び骨髄移植では、市販後の調査において、
承認された用量に比べ低用量を投与した成績が得られて
いるので、投与量設定の際に考慮すること。（「薬物動
態」及び「臨床成績」の項参照）
�６骨髄移植では血中濃度が低い場合に移植片対宿主病が認
められているので、移植片対宿主病好発時期には血中濃
度をできるだけ１０～２０ng／mLとすること。
�７重症筋無力症では、副作用の発現を防ぐため、投与開始３
カ月間は１カ月に１回、以後は定期的におよそ投与１２時
間後の血中濃度を測定し、投与量を調節することが望ま
しい。また、本剤により十分な効果が得られた場合には、
その効果が維持できる用量まで減量することが望ましい。
�８関節リウマチでは、高齢者には、投与開始４週後まで１日
１．５mg投与として安全性を確認した上で、効果不十分例に
は、１日３mgに増量することが望ましい。また、増量する
場合には、副作用の発現を防ぐため、およそ投与１２時間後
の血中濃度を測定し、投与量を調節することが望ましい。
�９ループス腎炎では、副作用の発現を防ぐため、投与開始３
カ月間は１カ月に１回、以後は定期的におよそ投与１２時
間後の血中濃度を測定し、投与量を調節することが望ま
しい。また、本剤を２カ月以上継続投与しても、尿蛋白な
どの腎炎臨床所見及び免疫学的所見で効果があらわれな
い場合には、投与を中止するか、他の治療法に変更するこ
とが望ましい。一方、本剤により十分な効果が得られた場
合には、その効果が維持できる用量まで減量することが
望ましい。
�１０肝障害あるいは腎障害のある患者では、副作用の発現を
防ぐため、定期的に血中濃度を測定し、投与量を調節する
ことが望ましい。
�１１潰瘍性大腸炎では、治療初期は頻回に血中トラフ濃度を
測定し投与量を調節するため、入院又はそれに準じた管
理の下で投与することが望ましい。

＊�１２潰瘍性大腸炎では、原則、１日あたりの投与量の上限を０．３
mg／kgとし、特に次の点に注意して用量を調節すること。
（「臨床成績」の項（第�相試験での用量調節法）参照）
１）初回投与から２週間まで
・初回投与後１２時間及び２４時間の血中トラフ濃度に基
づき、１回目の用量調節を実施する。
・１回目の用量調節後少なくとも２日以上経過後に測
定された２点の血中トラフ濃度に基づき、２回目の
用量調節を実施する。
・２回目の用量調節から１．５日以上経過後に測定された
１点の血中トラフ濃度に基づき、２週時（３回目）の
用量調節を実施する。

２）２週以降
・投与開始後２週時（３回目）の用量調節から１週間程
度後に血中トラフ濃度を測定し、用量調節を実施す
る。また、投与開始４週以降は４週間に１回を目安
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とし、定期的に血中トラフ濃度を測定するこ
とが望ましい。

３）用量調節にあたっては服薬時の食事条件（食後
投与／空腹時投与）が同じ血中トラフ濃度を用い
る。

�１３潰瘍性大腸炎への投与にあたってはカプセル剤の
みを用い、０．５mg刻みの投与量を決定すること。
�１４潰瘍性大腸炎では、２週間投与しても臨床症状の
改善が認められない場合は、投与を中止すること。
�１５潰瘍性大腸炎では、通常、３カ月までの投与とす
ること。
�１６多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎では、
１日あたりの投与量の上限を０．３mg／kgとし、血中
トラフ濃度に基づき投与量を調節すること。
�１７多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎への
投与にあたってはカプセル剤のみを用い、０．５mg
刻みの投与量を決定すること。
�１８本剤を多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺
炎に投与する場合、投与開始時は原則としてステ
ロイド剤を併用すること。また、症状が安定した後
にはステロイド剤の漸減を考慮すること。（「臨床
成績」の項参照）

【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肝障害のある患者［薬物代謝能が低下し、本剤血中
濃度が上昇する可能性がある。］
�２腎障害のある患者［腎障害が悪化する可能性があ
る。］
�３高齢者（「高齢者への投与」の項参照）
�４感染症のある患者［感染症が悪化する可能性があ
る。］
�５関節リウマチに間質性肺炎を合併している患者［間
質性肺炎が悪化する可能性がある。（「副作用」の項
参照）］

２．重要な基本的注意
�１腎障害の発現頻度が高い（「副作用」の項参照）ので、
頻回に臨床検査（クレアチニン、BUN、クレアチニ
ンクリアランス、尿中NAG、尿中β２ミクログロブリ
ン等）を行うなど患者の状態を十分に観察すること。
特に投与初期にはその発現に十分注意すること。な
お、関節リウマチ患者では、少数例ながら非ステロ
イド性抗炎症剤を２剤以上併用した症例でクレアチ
ニン上昇発現率が高かったので注意すること。また、
ループス腎炎患者では病態の進行による腎障害の悪
化もみられるので特に注意すること。
�２高カリウム血症が発現することがあるので、頻回に
血清カリウムの測定を行うこと。なお、カリウム保
持性利尿剤（スピロノラクトン、カンレノ酸カリウ
ム、トリアムテレン）の併用あるいはカリウムの過
剰摂取を行わないこと。
�３高血糖、尿糖等の膵機能障害の発現頻度が高い（「副
作用」の項参照）ので、頻回に臨床検査（血液検査、
空腹時血糖、アミラーゼ、尿糖等）を行うなど患者
の状態を十分に観察すること。特に投与初期にはそ
の発現に十分注意すること。
�４本剤投与中に心不全、不整脈、心筋梗塞、狭心症、心
筋障害（心機能低下、壁肥厚を含む）等が認められ
ている（「副作用」の項参照）ので、使用に際しては
心電図、心エコー、胸部Ｘ線検査を行うなど患者の
状態をよく観察すること。なお、ループス腎炎患者
では、その基礎疾患である全身性エリテマトーデス
において冠動脈疾患の危険因子とされている高脂血
症、高血圧症等の疾患を合併する場合が多いことか
ら、それらの疾患の適切な治療を進めながら本剤を
投与すること。

�５高血圧が発現することがあるので、定期的に血圧測
定を行い、血圧上昇があらわれた場合には、降圧剤
治療を行うなど適切な処置を行うこと。
�６感染症の発現又は増悪に十分注意すること。
�７過度の免疫抑制により感染に対する感受性の上昇、
リンパ腫等の悪性腫瘍発生の可能性があるので、十
分注意すること。
�８免疫抑制剤を投与されたB型肝炎ウイルスキャリア
の患者において、B型肝炎ウイルスの再活性化によ
る肝炎があらわれることがある。また、HBs抗原陰
性の患者において、免疫抑制剤の投与開始後にB型
肝炎ウイルスの再活性化による肝炎を発症した症例
が報告されている。また、C型肝炎ウイルスキャリ
アの患者において、免疫抑制剤の投与開始後にC型
肝炎の悪化がみられることがある。肝炎ウイルスキ
ャリアの患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やC型肝炎の悪化
の徴候や症状の発現に注意すること。
�９重症筋無力症では、胸腺非摘除例に使用する場合、
本剤の投与開始前及び投与開始後において、定期的
に胸腺腫の有無を確認すること。胸腺腫が確認され
た場合には、胸腺摘除等の胸腺腫の治療を適切に実
施するとともに、治療上の有益性と危険性を慎重に
評価した上で本剤を投与すること。（本剤の胸腺腫
への影響は明らかになっていない。）
�１０本剤の投与により副腎皮質ホルモン剤維持量の減量
が可能であるが、副腎皮質ホルモン剤の副作用の発
現についても引き続き観察を十分行うこと。
�１１移植片対宿主病が発症した場合は速やかに治療を開
始することが望ましく、また、シクロスポリンが既
に投与されている症例では継続治療が可能かどうか
を早期に見極め、困難と判断されれば速やかにシク
ロスポリンを中止し、本剤に切り換えること。
�１２潰瘍性大腸炎における本剤の投与は、潰瘍性大腸炎
の治療法に十分精通している医師のもとで行うこと。
�１３多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎患者に
おいては、本剤によりニューモシスティス肺炎発現
のおそれがあるので、適切な予防措置を考慮するこ
と。

３．相互作用
本剤は主として薬物代謝酵素CYP３A４で代謝される。（「薬
物動態」の項参照）
�１併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
生ワクチン
乾燥弱毒生麻しんワクチン
乾燥弱毒生風しんワクチン
経口生ポリオワクチン

等

類薬による免疫抑制
下で、生ワクチン接
種により発症したと
の報告がある。

免疫抑制作用
により発症の
可能性が増加
する。

シクロスポリン
（サンディミュン、
ネオーラル）

シクロスポリンの血
中濃度が上昇し、副
作用が増強されたと
の報告１）がある。な
お、シクロスポリン
より本剤に切り換え
る場合はシクロスポ
リンの最終投与から
２４時間以上経過後に
本剤の投与を開始す
ることが望ましい。

本剤とシクロ
スポリンは薬
物代謝酵素
CYP３A４で代
謝されるた
め、併用した
場合、競合的
に拮抗しシク
ロスポリンの
代謝が阻害さ
れる。
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薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
＊ オムビタスビル・パ

リタプレビル・リ
トナビル

オムビタスビル・パリ
タプレビル・リトナビ
ル（２５mg・１５０mg・１００
mg）１日１回服用後、
本剤を併用したとき、
本剤のAUCが８６倍に
上昇したとの報告があ
る。やむを得ない場合
を除き併用は避けるこ
と。やむを得ず併用す
る場合には、本剤の血
中濃度のモニタリング
及び投与量・投与間隔
の調整を行うとともに、
患者の状態を慎重に観
察し、副作用発現に十
分注意すること。

リトナビルの
CYP３A４阻害作
用により、本剤
の代謝が阻害さ
れる。

抗てんかん剤
カルバマゼピン
フェノバルビタール
フェニトイン※※

抗生物質
リファンピシン
リファブチン

本剤の血中濃度が低下
し、拒絶反応出現の可
能性がある。本剤血中
濃度のモニターを行い、
必要に応じ増量等の処
置を行う。

薬物代謝酵素が
誘導され、本剤
の代謝が促進さ
れる。

飲食物
セイヨウオトギリ
ソウ（St. John'sWort、
セント・ジョーン
ズ・ワート）含有
食品

本剤の代謝が促進され
血中濃度が低下するお
それがあるので、本剤
投与時はセイヨウオト
ギリソウ含有食品を摂
取しないよう注意する
こと。

薬物代謝酵素
CYP３A４が誘導
され、本剤の代
謝が促進される
ためと考えられ
ている。

腎毒性のある薬剤
アムホテリシンＢ
アミノ糖系抗生物
質
スルファメトキサ
ゾール・トリメ
トプリム
非ステロイド性抗
炎症剤

等

腎障害が発現すること
がある。

本剤と相手薬の
腎毒性が相互に
増強される。

不活化ワクチン
インフルエンザ
HAワクチン

等

ワクチンの効果を減弱
させることがある。

本剤の免疫抑制
作用により、 接
種されたワクチ
ンに対する抗体
産生が抑制され
る。

免疫抑制作用を有す
る薬剤
免疫抑制剤
副腎皮質ホルモ
ン剤等
抗リウマチ薬

（DMARD）
メトトレキサー
ト等

過度の免疫抑制が起こ
ることがある。（「重要
な基本的注意」の項参
照）

ともに免疫抑制
作用を有する。

エプレレノン 血清カリウム値が上昇
する可能性があるので、
血清カリウム値を定期
的に観察するなど十分
に注意すること。

本剤と相手薬の
副作用が相互に
増強される。

※併用により相互に代謝が阻害され、ニルバジピンの血中濃
度も上昇する可能性がある。

※※併用によりフェニトインの血中濃度が上昇したとの報告が
ある（機序不明）。

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子
ボセンタン
（トラクリア）

ボセンタンの血中濃度
が上昇し、ボセンタン
の副作用が発現する可
能性がある。また、本
剤の血中濃度が変動す
る可能性がある。

本剤とボセンタ
ンは薬物代謝酵
素CYP３A４で代
謝されるため、
併用によりボセ
ンタンの血中濃
度が上昇する可
能性がある。ま
た、ボセンタン
はCYP３A４で代
謝されるととも
にCYP３A４誘導
作用も有するた
め、併用により
本剤の血中濃度
が変動する可能
性がある。

カリウム保持性利尿剤
スピロノラクトン
（アルダクトンＡ）
カンレノ酸カリウム
（ソルダクトン）
トリアムテレン
（トリテレン）

高カリウム血症が発現
することがある。

本剤と相手薬の
副作用が相互に
増強される。

�２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

＊ 抗生物質
エリスロマイシン
ジョサマイシン
クラリスロマイシン

アゾール系抗真菌剤
イトラコナゾール
フルコナゾール
ボリコナゾール

等
カルシウム拮抗剤
ニフェジピン
ニルバジピン※

ニカルジピン
ジルチアゼム

等
HIVプロテアーゼ
阻害剤
リトナビル
サキナビル
ネルフィナビル

その他の薬剤
ブロモクリプチン
ダナゾール
エチニルエストラ
ジオール

オメプラゾール
ランソプラゾール
トフィソパム
アミオダロン

飲食物
グレープフルーツ
ジュース

本剤の血中濃度が上昇
し、腎障害等の副作用
が発現することがある。
本剤血中濃度のモニタ
ーを行い、必要に応じ
減量・休薬等の処置を
行う。

CYP３A４で代謝
される薬剤又は
CYP３A４の阻害
作用を有する薬
剤や飲食物との
併用により、本
剤の代謝が阻害
される。

＊ テラプレビル テラプレビル７５０mg
１日３回８日間服用後、
本剤を併用したとき、
本剤のAUCが７０倍に
上昇したとの報告２）が
ある。本剤血中濃度の
モニターを行い、必要
に応じ減量・休薬等の
処置を行う。

＊ グラゾプレビル 本剤の血中濃度が上昇
し、腎障害等の副作用
が発現することがある。
本剤血中濃度のモニタ
ーを行い、必要に応じ
減量・休薬等の処置を
行う。

グラゾプレビル
のCYP３A阻害
作用により、本
剤の代謝が阻害
される。
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４．副作用
〇移植領域
承認時までの臨床試験及び市販後の調査において、本剤
（カプセル・顆粒・注射液）を投与した肝移植症例８０８例、
骨髄移植における移植片対宿主病の治療症例２３６例、骨髄
移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の予防症例４８２
例及び腎移植症例１，９７８例での主な副作用・臨床検査値異
常は、感染症、腎障害、高血糖、肝機能異常、高尿酸血症、
高カリウム血症であった。
なお、承認時までの移植領域における臨床試験において、
本剤の投与を中止するに至った主な副作用・臨床検査値異
常は、腎障害、高血糖及び胸痛であった（表１及び表２）。
腎機能検査値異常のうち、クレアチニン上昇及びBUN上
昇の多くは本剤投与４週間以内に出現した（表３）。
（肝移植・骨髄移植・腎移植再審査結果通知：２００８年１２月）
承認時までに国内における心移植、肺移植、膵移植及び小
腸移植での臨床試験成績は得られていない。
市販後の調査において、本剤（カプセル・顆粒・注射液）
を投与した心移植症例２０例、肺移植症例２９例及び膵移植症
例３６例での主な副作用・臨床検査値異常は、感染症２８．２％
（２４／８５）、腎障害９．４％（８／８５）、高血糖５．９％（５／８５）、高コ
レステロール血症５．９％（５／８５）、中枢神経系障害５．９％（５
／８５）であった。
（心移植・肺移植・膵移植再審査結果通知：２０１２年６月）

〇重症筋無力症
承認時までの臨床試験において、本剤を投与した重症筋無
力症患者１００例（カプセル１００例）での主な副作用・臨床検
査値異常は、鼻咽頭炎３３．０％（３３／１００）、白血球増多１３．０％
（１３／１００）、高血糖１０．０％（１０／１００）、下痢９．０％（９／１００）、
尿糖７．０％（７／１００）、リンパ球減少６．０％（６／１００）であった。
市販後の調査において、本剤を投与した重症筋無力症患者
１，０１５例での主な副作用・臨床検査値異常は、高血糖８．０％
（８１／１，０１５）、白血球増多４．９％（５０／１，０１５）、リンパ球減少
４．２％（４３／１，０１５）、下痢２．６％（２６／１，０１５）、糖尿病２．６％
（２６／１，０１５）、高コレステロール血症２．１％（２１／１，０１５）であ
った。 （再審査結果通知：２０１６年３月）
〇関節リウマチ
承認時までの臨床試験において、本剤を投与した関節リウ
マチ患者５０９例（カプセル５０９例）での主な副作用・臨床検
査値異常は、BUN上昇１３．６％（６９／５０６）、クレアチニン上昇
９．３％（４７／５０６）等の腎機能検査値異常２０．８％（１０５／５０６）、
腹痛３．７％（１９／５０８）、下痢２．６％（１３／５０８）、悪心２．２％（１１
／５０８）等の消化管障害１４．８％（７５／５０８）、及びHbA１c上昇
６．６％（３３／４９８）、血糖上昇４．４％（２２／４９５）等の耐糖能異常
８．９％（４５／５０５）であった。
市販後の調査等において、本剤（カプセル）を投与した関
節リウマチ患者３，５０９例中１，３３６例（３８．１％）に臨床検査値
異常を含む副作用が認められた。主な副作用は白血球数増
加２．７％（９６／３，５０９）、NAG上昇２．２％（７８／３，５０９）、BUN上
昇１．７％（５８／３，５０９）、悪心１．５％（５１／３，５０９）、HbA１c上昇
１．４％（５０／３，５０９）、糖尿病１．４％（５０／３，５０９）、下痢
１．３％（４７／３，５０９）、腎機能障害１．３％（４６／３，５０９）、リンパ
球数減少１．３％（４４／３，５０９）、尿中β２ミクログロブリン増加
１．３％（４４／３，５０９）であった。

（再審査結果通知：２０１３年９月）
〇ループス腎炎
本剤を投与したループス腎炎患者６５例（カプセル６５例）で
の主な副作用・臨床検査値異常は、尿中β２ミクログロブリ
ン増加２７．３％（１２／４４）、尿中NAG増加２２．２％（１４／６３）、鼻
咽頭炎１５．４％（１０／６５）、高尿酸血症１４．１％（９／６４）、白血球
増多１４．１％（９／６４）、クレアチニン上昇１２．５％（８／６４）、下
痢１２．３％（８／６５）、血圧上昇１０．８％（７／６５）、高血糖１０．９％
（７／６４）であった。 （効能・効果追加時：２００７年１月）

＊〇潰瘍性大腸炎
承認時までの臨床試験において、本剤を最長３カ月間投与
した潰瘍性大腸炎患者１３７例（カプセル１３７例）での主な副
作用・臨床検査値異常は、振戦２９．２％（４０／１３７）、低マグネ
シウム血症１６．８％（２３／１３７）、ほてり、尿中NAG増加各

１３．９％（１９／１３７）、感覚異常１２．４％（１７／１３７）、尿蛋白８．０％
（１１／１３７）、高血糖７．３％（１０／１３７）、悪心６．６％（９／１３７）で
あった。
市販後の調査において、本剤を投与した潰瘍性大腸炎患者
６７１例での主な副作用・臨床検査値異常は、振戦７．５％（５０／
６７１）、低マグネシウム血症６．３％（４２／６７１）、腎機能障害
３．１％（２１／６７１）、肝機能異常３．０％（２０／６７１）、頭痛、クレ
アチニン上昇各２．５％（１７／６７１）であった。

（再審査結果通知：２０１７年３月）
〇多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎
本剤を投与した多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺
炎患者２５例（カプセル２５例）での主な副作用・臨床検査値
異常は、脂質異常症６０．０％（１５／２５）、血中免疫グロブリン
減少４８．０％（１２／２５）、高血糖４４．０％（１１／２５）、肝機能障害
４０．０％（１０／２５）、糖尿病３２．０％（８／２５）、血圧上昇３２．０％
（８／２５）、便秘３２．０％（８／２５）、腎障害３２．０％（８／２５）、間質
性肺炎増悪２８．０％（７／２５）、振戦２８．０％（７／２５）であった。

（効能・効果追加時：２０１３年６月）
�１重大な副作用
１）急性腎障害、ネフローゼ症候群：急性腎障害（０．１～５％
未満）、ネフローゼ症候群（０．１％未満）があらわれるこ
とがあるので、頻回に臨床検査（クレアチニン、BUN、
クレアチニンクリアランス、尿蛋白、尿中NAG、尿中β２
ミクログロブリン等）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、減量・休薬等の適切な処置を
行うこと。

２）心不全、不整脈、心筋梗塞、狭心症、心膜液貯留、心筋障
害：心筋障害（ST‐T変化、心機能低下、心内腔拡大、壁
肥厚等）、心不全、心室性あるいは上室性の不整脈、心筋
梗塞、狭心症、心膜液貯留（各０．１～５％未満）があらわ
れることがあるので、使用に際しては心電図、心エコー、
胸部Ｘ線検査を行うなど患者の状態をよく観察し、異常
が認められた場合には、減量・休薬等の適切な処置を行
うこと。

３）可逆性後白質脳症症候群、高血圧性脳症等の中枢神経系
障害：可逆性後白質脳症症候群、高血圧性脳症等の中枢
神経系障害（０．１～５％未満）があらわれることがあるの
で、全身痙攣、意識障害、錯乱、言語障害、視覚障害、麻
痺等の症状があらわれた場合には、神経学的検査やCT、
MRIによる画像診断を行うとともに、本剤を減量又は中
止し、血圧のコントロール、抗痙攣薬の投与等適切な処
置を行うこと。

４）脳血管障害：脳梗塞、脳出血等の脳血管障害（０．１～５％
未満）があらわれることがあるので、このような症状が
あらわれた場合には、神経学的検査やCT、MRIによる画
像診断を行うとともに、減量・休薬等の適切な処置を行
うこと。

５）血栓性微小血管障害：溶血性尿毒症症候群、血栓性血小
板減少性紫斑病等の血栓性微小血管障害（０．１～５％未
満）があらわれることがあるので、定期的に検査を行う
など観察を十分に行い、異常が認められた場合には、減
量・休薬等の適切な処置を行うこと。

６）汎血球減少症、血小板減少性紫斑病、無顆粒球症、溶血
性貧血、赤芽球癆：汎血球減少症、血小板減少性紫斑病
（各０．１～５％未満）、無顆粒球症、溶血性貧血、赤芽球癆
（いずれも頻度不明）があらわれることがあるので、定
期的に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、減量・休薬等の適切な処置を行うこと。

７）イレウス：イレウス（０．１～５％未満）があらわれること
があるので、このような症状があらわれた場合には、減
量・休薬等の適切な処置を行うこと。

８）皮膚粘膜眼症候群（Stevens‐Johnson症候群）：皮膚粘
膜眼症候群（頻度不明）があらわれることがあるので、
このような症状があらわれた場合には、投与を中止し適
切な処置を行うこと。

９）呼吸困難：呼吸困難、急性呼吸窮迫症候群（各０．１～５％
未満）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、減量・休薬等の適切な処置



－６／１２－

を行うこと。重症筋無力症ではクリーゼ（０．１～
５％未満注１））を起こすことがあるので、使用に際
しては患者の状態をよく観察し、このような症状
があらわれた場合には、人工呼吸等の適切な処置
を行うこと。

１０）間質性肺炎：関節リウマチ患者では、間質性肺炎
（０．１～５％未満注２））があらわれることがあるので、
観察を十分に行い、発熱、咳嗽、呼吸困難等の呼
吸器症状が認められた場合には、本剤の投与を中
止するとともに、速やかに胸部レントゲン検査、
胸部CT検査及び血液検査等を実施し、感染症との
鑑別診断を考慮に入れて、副腎皮質ホルモン剤の
投与等の適切な処置を行うこと。

１１）感染症：細菌性、ウイルス性、真菌性あるいは原
虫性感染症（１５％以上）が発現又は増悪すること
がある。また、B型肝炎ウイルスの再活性化によ
る肝炎やC型肝炎の悪化があらわれることがある。
本剤を投与する場合は観察を十分に行い、異常が
認められた場合には、減量・休薬、抗生物質の投
与等の適切な処置を行うこと。

１２）進行性多巣性白質脳症（PML）：進行性多巣性白
質脳症（PML）（頻度不明）があらわれることがあ
るので、本剤の治療期間中及び治療終了後は患者
の状態を十分に観察し、意識障害、認知障害、麻
痺症状（片麻痺、四肢麻痺）、言語障害等の症状が
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。

１３）BKウイルス腎症：BKウイルス腎症（頻度不明）
があらわれることがあるので、このような場合に
は減量又は投与を中止し、適切な処置を行うこと。

１４）リンパ腫等の悪性腫瘍：Epstein‐Barrウイルスに
関連したリンパ増殖性疾患あるいはリンパ腫（０．１
～５％未満）（初期症状：発熱、リンパ節腫大等）
があらわれることがあるので、このような症状が
あらわれた場合には、減量・休薬等の適切な処置
を行うこと。特に２歳未満の乳幼児例又は抗リン
パ球抗体の併用例において、発現の可能性が高い。
また、過度の免疫抑制により、悪性腫瘍発現の可

能性が高まることがあるので、観察を十分に行い、
異常が認められた場合には、減量・休薬等の適切
な処置を行うこと。

１５）膵炎：膵炎（０．１～５％未満）があらわれることが
あるので、定期的に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、減量・休薬等
の適切な処置を行うこと。

１６）糖尿病、高血糖：糖尿病及び糖尿病の悪化（０．１～
５％未満）、高血糖（１５％以上）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
た場合には減量・休薬等の適切な処置を行うこと。

１７）肝機能障害、黄疸：AST（GOT）、ALT（GPT）、γ‐
GTP、Al‐P、LDHの著しい上昇等を伴う肝機能障
害、黄疸（いずれも頻度不明）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、減量・休薬等の適切な処置を行うこ
と。

注１）発現頻度は本剤の重症筋無力症での市販後の調査結
果に基づいている。

注２）発現頻度は本剤の関節リウマチでの市販後の調査等
の結果に基づいている。

�２その他の副作用
以下のような副作用があらわれた場合には症状に応
じて、減量・休薬等の適切な処置を行うこと。

５％以上又は
頻度不明 ０．１～５％未満 ０．１％未満

腎臓 腎 障 害（BUN
上昇、クレアチ
ニン上昇、クレ
アチニンクリア
ランス低下、尿
蛋白）（２３．１％）

尿量減少、血尿、多尿 頻尿、残尿
感

代謝
異常

高カリウム血症、
高尿酸血症、低
マグネシウム血
症、CK（CPK）
上昇注）

アシドーシス、高コレ
ステロール血症、高リ
ン酸血症、低リン酸血
症、高クロール血症、
高カルシウム血症、低
カルシウム血症、低蛋
白血症、低ナトリウム
血症、低カリウム血症、
高トリグリセリド血症、
尿糖

循環器 血圧上昇 浮腫、頻脈、動悸、心
電図異常、血圧低下

徐脈

精神神
経系

振戦、運動失調注）、
幻覚注）

しびれ、不眠、失見当
識、せん妄、不安、頭
痛、感覚異常

めまい、眼
振、外転神
経麻痺、四
肢硬直、傾
眠、意識混
濁、うつ病、
興奮

消化器 胸やけ注）、消化
管出血注）

腸管運動障害、食欲不
振、下痢、腹痛、胃潰
瘍、十二指腸潰瘍、大
腸炎、口内炎、悪心、
嘔吐、腹部膨満感

下血

膵臓 アミラーゼ上昇
肝臓 肝 機 能 異 常

（AST（GOT）上
昇、ALT（GPT）
上昇、Al‐P上昇、
LDH上昇、γ‐
GTP上昇）

血液 好中球減少注） 貧血、血小板増多、血
小板減少、白血球増多、
白血球減少

リンパ球減
少

皮膚 発疹、紅斑、そう痒、
脱毛

その他 疼痛注）、発赤注）、
眼痛注）、多汗注）、
口渇注）、冷感注）、
胸痛注）

胸水、腹水、喘息、発
熱、全身倦怠感、体重
減少、ほてり、月経過
多

咽喉頭異和
感、筋肉痛、
関節痛、味
覚異常

発現頻度は本剤の肝移植、骨髄移植及び腎移植での成績
に基づいている。
注）頻度不明
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５．高齢者への投与
高齢者では一般に生理機能（腎機能、肝機能、免疫機
能等）が低下しているので、患者の状態を観察しなが
ら慎重に投与すること。高齢の関節リウマチ患者では、
低用量（１日１回１．５mg）から投与を開始すること。

６．妊婦、産婦、授乳婦等への投与
＊＊�１妊婦等：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（ウサギ）で催奇
形作用、胎児毒性が報告されている３）。ヒトで胎盤を
通過することが報告されている４）。妊娠中に本剤を
投与された女性において、早産及び児への影響（低
出生体重、先天奇形、高カリウム血症、腎機能障
害）の報告がある５）６）。］
�２授乳婦：本剤投与中は授乳を避けさせること。［母
乳中へ移行することが報告されている。（「薬物動
態」の項参照）］

７．小児等への投与
�１骨髄移植及び腎移植では低出生体重児、新生児、乳
児、幼児に対する安全性は確立していない。（使用
経験が少ない。）

＊�２心移植、肺移植、膵移植、小腸移植、重症筋無力症、
関節リウマチ、ループス腎炎、潰瘍性大腸炎及び多
発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎では小児
等に対する安全性は確立していない。（心移植、肺
移植、膵移植、小腸移植、重症筋無力症及び潰瘍性
大腸炎では使用経験が少なく、関節リウマチ、ルー
プス腎炎及び多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質
性肺炎では使用経験がない。）

８．過量投与
症状：BUN上昇、クレアチニン上昇、悪心、手振戦、
肝酵素上昇等が報告されている７）８）。

表３ 腎機能検査異常値出現時期（移植領域）

項 目 測定
例数

異常値
出現例数

出 現 時 期 異常値出現時期（日）
〔 中央値
（min～max）〕

最悪値出現時期（日）
〔 中央値
（min～max）〕～７日 ～１４日 ～２８日 ～９０日 ～１８０日 １８１日～

クレアチニン上昇 ２２１ ９８ １９ １７ ２４ ２９ ４ ５ ２４（２～４０９） ３８（２～４０９）
BUN上昇 ２２１ １００ ３０ １７ ２０ ２２ ８ ３ １８（１～４０９） ３３（１～４０９）
クレアチニン
クリアランス低下 ４１ ２６ ０ ７ ７ １２ ０ ０ ２８（８～８６） ４８（８～８６）

・腎移植では投与前より腎機能検査値異常が認められること及び拒絶反応との鑑別が難しいことより本集計から除外した。
・カプセルから顆粒への切り換え試験では同一の有効成分が試験前に投与されていることより本集計から除外した。

処置：胃洗浄、活性炭経口投与、フェニトイン投与な
どが行われているが、十分な経験はない。脂溶性が
高く蛋白結合も高いため、血液透析は有用ではない。
必要に応じて支持・対症療法を行う。

９．適用上の注意
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。］

１０．その他の注意
�１免疫抑制剤による治療を受けた患者では、悪性腫瘍
（特にリンパ腫、皮膚癌等）の発生率が高いとする報
告がある。
�２関節リウマチ患者における本剤とメトトレキサート、
他の抗リウマチ薬あるいは抗TNFα製剤を併用した
際の有効性及び安全性は確立していない。
�３ループス腎炎患者では、２８週投与によりクレアチニ
ンクリアランスの低下がみられている。２８週を超え
る臨床試験成績は少なく、長期投与時の安全性は確
立されていない。
�４関節リウマチでは、人工関節置換術等の手術時にお
ける本剤の安全性は確立していない。
�５ラット（１．０～３．０mg／kg、皮下投与）で、精子数の減
少及び精子運動能の低下が、また高用量群では繁殖
能の軽度低下が認められた９）。

【薬 物 動 態】
１．血中濃度
�１腎移植
１）承認時までの臨床試験において、成人腎移植患者９例にプロ
グラフカプセル０．１６mg／kgを経口投与したときの薬物動態パ
ラメータは次のとおりであった１０）。

表２ 主な臨床検査値の異常（移植領域）

項 目
発 現 率（％） 悪化の程度

〔 中央値
（min～max）〕

処 置（タクロリムス）
肝移植 骨髄移植 腎移植 中止 休薬 減量 継続 不明

クレアチニン
クリアランス低下 １／１ ２５／４０（６２．５） ―※ ３３．５mL／分（６．０～５６．１） ４ ３ ３ ９ ７
BUN上昇 ８／３９（２０．５）９３／１９０（４８．９） ０／１９※※ ４１mg／dL（２２～２４８） ２４ １３ ２２ ２７ １５
クレアチニン上昇 ３／３９（７．７）９６／１９０（５０．５） ０／１９※※ １．８mg／dL（０．９～５．５） ２６ １９ ２０ ２２ １２
高血糖 ２／３７（５．４）４９／１７３（２８．３） ０／１８※※ ２８５mg／dL（１１５～６７０） ５ ０ ２ ２５ １９
高カリウム血症 ７／３９（１７．９）５８／１８８（３０．９）６６／３２７（２０．２） ５．８mEq／L（４．４～７．４） ４ ７ ２８ ８０ １２
高尿酸血症 ５／３７（１３．５）２２／１４３（１５．４）４３／３２５（１３．２） ９．９mg／dL（７．０～２６．０） １ １ ７ ５０ １１

※副作用として一括集計
※※カプセルから顆粒への切り換え症例以外は副作用として集計

表１ 主な副作用（移植領域）

項 目
発 現 率（％） 程 度 処 置（タクロリムス）

肝移植 骨髄移植 腎移植 高度 中等度 軽度 不明 中止 休薬 減量 経路変更 継続 その他 不明
振 戦 ８／３９（２０．５）１８／１９０（９．５）３８／３２８（１１．６） ２ １２ ５０ ０ ２ ２ １４ １ ４３ ２ ０
胸 痛 ０／３９ １１／１９０（５．８）３４／３２８（１０．４） ５ １１ ２９ ０ １０ ２ ７ １ ２４ １ ０
ほてり １／３９（２．６）１８／１９０（９．５）１８／３２８（５．５） １ ４ ３２ ０ ２ ０ ４ １ ２７ ３ ０
腹 部
膨満感 ０／３９ ８／１９０（４．２）２２／３２８（６．７） １ ９ ２０ ０ １ ０ ６ ０ ２３ ０ ０
頭 痛 ０／３９ ２２／１９０（１１．６）１３／３２８（４．０） ２ １３ ２０ ０ ２ １ １３ ０ １８ １ ０
嘔 吐 ２／３９（５．１）３１／１９０（１６．３）９／３２８（２．７） ２ １９ ２１ ０ １ ２ １５ １ １８ ５ ０
腎障害 ―※ ―※ ７７／３０９（２４．９） ５ １７ ２２ ３３ １６ １ ３７ ０ ５ ０ １８
高血糖 ―※ ―※ ７９／３０９（２５．６） ４ １１ ３ ６１ １０ ０ １７ ０ ５０ ０ ２

※臨床検査値異常として集計
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�６関節リウマチ
成人関節リウマチ患者１２例にプログラフカプセル３mgを経口投与した
ときの薬物動態パラメータは次のとおりであった１９）。（外国人データ）

Tmax
（h）

Cmax
（ng／mL）

AUC０－∞
（ng・h／mL）

t１／２
（h）

F※

（％）

１．３±０．５８ １９．６４±６．３２ １９２．８８±８６．４２ ３４．８９±８．６９ ２５．１±１４．４

※生体内利用率 （平均±S.D.）

また、国内の成人関節リウマチ患者にプログラフカプセル１．５及び３
mgを経口投与したときの血中濃度は用量の増加に伴い増加した２０）２１）。
なお、国内の成人関節リウマチ患者での臨床試験において血中濃度を
測定した３２６例中、本剤投与８～１６時間後の平均血中濃度が１０ng／mL
以上を示した患者は８例のみであった。クレアチニン上昇等の副作用
は血中濃度が高い場合に多く認められる傾向にあった。

�７ループス腎炎
成人ループス腎炎患者２５例にプログラフカプセル３mgを経口投与し
たときの投与８～１６時間後の平均血中濃度は４．３５ng／mL（１．７０～７．３０
ng／mL）であった２２）。

�８潰瘍性大腸炎
成人潰瘍性大腸炎患者８例にプログラフカプセル０．０５mg／kgを経口投
与したときの薬物動態パラメータは次のとおりであった２３）。

Tmax（h） Cmax（ng／mL） AUC０－１２h（ng・h／mL）

２．４±１．４ ２２±１３ １３６±１０５

（平均±S.D.）
�９多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎
成人多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎患者２５例にプログラ
フカプセルを１日２回経口投与したときの平均血中トラフ濃度は６．５５
ng／mL（２．５２～１１．４０ng／mL）であった。その時の平均投与量は０．０７２１
mg／kg／日（０．０３０～０．１５６mg／kg／日）であった。なお、平均血中トラフ
濃度が１０ng／mL以上を示した患者は３例であった２４）。

�１０プログラフカプセルとプログラフ顆粒の比較
成人腎移植患者９例にプログラフカプセル及びプログラフ顆粒を同用
量投与したときの薬物動態パラメータは次のとおりであった２５）。

症例
番号

投与量
（mg／kg／回）

カプセル 顆粒 比（顆粒／カプセル）

Cmax
（ng／mL）

AUC０－１２h
（ng・h／mL）

Cmax
（ng／mL）

AUC０－１２h
（ng・h／mL）

Cmax AUC０－１２h

１
２
３
４
６
７
８
９
１０

０．０３
０．０２
０．０６
０．０２
０．０２
０．０３
０．０２
０．０２
０．０４

１０
１０
２７
１４
９．９
１３
６．２
４．１
２０

４２．７
７０．２
１６５．４
１０５．６
６１．５
９２．０
３６．７
３２．６
２３０．８

１８
９．３
２３
７．２
１４
１３
６．８
３．８
４２

９４．４
６８．６
１１３．３
４１．８
６９．２
１０３．８
２７．６
３４．１
３２０．０

１．８０
０．９３
０．８５
０．５１
１．４１
１．００
１．１０
０．９３
２．１０

２．２１
０．９８
０．６９
０．４０
１．１３
１．１３
０．７５
１．０５
１．３９

平均値
±S.D.

― ― ― ― ―
１．１８
±０．５０

１．０８
±０．５１

２．吸収
�１健康成人にて食事による本剤薬物動態パラメータへの影響を検討した
ところ、食直後及び食後１．５時間に経口投与した場合は空腹時に比べ有
意にCmax及びAUCの低下がみられ、Tmaxは延長した２６）。（外国人データ）

�２成人潰瘍性大腸炎患者におけるトラフ濃度を用いた母集団薬物動態解
析から、本剤を食後投与時の経口吸収性は、平均的に絶食下服薬時の
６２％と推定された２７）。

３．分布２８）（参考：ラットでのデータ）
ラットに１４C標識タクロリムス０．３２mg／kgを静注したところ、５分後には
放射能はほとんどの組織に移行し、特に副腎、肺、心臓、甲状腺に高かっ
た。移行した放射能は血中濃度の低下とともに消失した。なお、大脳、小
脳へは低濃度の移行が認められ、放射能の消失は遅かった。

４．乳汁中移行６）（外国人データ）
肝移植後の授乳婦６例にて本剤の乳汁中移行を検討したところ、平均血
漿中濃度の約半分の移行が認められた。

５．代謝
�１本剤は主として薬物代謝酵素CYP３A４で代謝される。したがって、CYP
３A４で代謝される他の薬物との併用により本剤の血中濃度が上昇する
可能性がある。また、CYP３A４を誘導する薬物との併用により本剤の血
中濃度が低下する可能性がある。一方、本剤がCYP３A４での代謝を阻害
することにより、CYP３A４で代謝される他の薬物の血中濃度を上昇させ
る可能性がある。また、本剤の血漿蛋白結合率は９８．８％以上と高いので、
血漿蛋白との親和性が強い薬剤との相互作用の可能性がある。

�２肝移植患者での血中、尿中及び胆汁中代謝物は主として脱メチル体及
び水酸化体であった２９）。（外国人データ）

６．排泄（外国人データ）
代謝物の大部分は胆汁中に排泄され、未変化体の尿中排泄率は１％以下
であった３０）。なお、本剤の血中濃度は腎機能あるいは透析による影響を受
けない。

Tmax
（h）

Cmax
（ng／mL）

AUC０－１２h
（ng・h／mL）

トラフ値※

（ng／mL）
F※※

（％）

４．２±２．９ ４４±４５ ２７４±１９８ １６±１２ ２０±１７．８

※１２時間後血中濃度 （平均±S.D.）
※※生体内利用率

２）市販後の調査において、小児腎移植患者５例（平均年齢９歳）にプロ
グラフ（平均投与量０．２１８mg/kg）を朝食１時間前と朝食直後に投与
したときの薬物動態パラメータは次のとおりであった１１）。

Tmax
（h）

Cmax
（ng／mL）

AUC０－１２h
（ng・h／mL）

F※

（％）

朝食１時間前 １．６±０．５ ５１±２４ ２４７±８５ １１．９±３．７

朝食直後 ２．８±０．８ ２８±１１ ２０５±７８ １０．０±３．９

※生体内利用率 （平均±S.D.）

３）市販後の調査において得られた移植初期の投与量とトラフ値は次の
とおりであった１２）。

術後日数 

一
日
投
与
量（
m
g
/k
g
/日
） 

血
中
濃
度（
n
g/m
L） 

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0

Q3

中央値 

10

20

30

0

Q1

-2 -1 0 1 2 3 4 7

～15歳投与量 16歳～投与量 
～15歳血中濃度 16歳～血中濃度 

�２肝移植
１）小児肝移植患者（平均年齢５．３歳）においては、成人に比べ体重換算
で２．７～４．４倍の経口投与量で同程度の血清中濃度が得られた１３）。（外
国人でのプログラフカプセル投与時のデータ）

２）市販後の調査において得られた移植初期の投与量とトラフ値は次の
とおりであった１４）。

術後日数 

一
日
投
与
量（
m
g
/k
g
/日
） 

血
中
濃
度（
n
g/m
L） 

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0

Q3

中央値 

10

20

30

0

Q1

-1 0 1 2 3 4 7

～15歳投与量 16歳～投与量 
～15歳血中濃度 16歳～血中濃度 

�３小腸移植（外国人でのプログラフカプセル投与時のデータ）
小児小腸移植患者（平均年齢２．９歳）においては、成人に比べ体重換算
で１．３～２．５倍の経口投与量で同程度の血漿中濃度が得られた１５）。

�４骨髄移植
治療投与時の投与開始初期の投与量とトラフ値は次のとおりであっ
た１６）。

投与開始からの日数 

一
日
投
与
量（
m
g
/k
g
/日
） 

血
中
濃
度（
n
g/m
L） 

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0

Q3

中央値 

10

20

30

0

Q1

0 1 2 3 4 5 6 7

～15歳投与量 16歳～投与量 
～15歳血中濃度 16歳～血中濃度 

�５重症筋無力症
承認時までの臨床試験において、成人重症筋無力症患者９０例にプログ
ラフカプセル３mgを経口投与したときの投与８～１６時間後の平均血中
濃度は４．１９ng／mL（０．６５ng／mL～２２．４４ng／mL）であった。なお、平均血
中濃度が１０ng／mL以上を示した患者は２例であった１７）。
市販後の調査において、プログラフ（カプセル・顆粒）３mgを経口投
与した重症筋無力症患者５３９例の使用実態下における平均血中濃度は
４．７３ng／mL（検出限界以下～１４．２ng／mL）であった。なお、平均血中濃
度が１０ng／mL以上を示した患者は１７例であった１８）。
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例に既存薬剤（ステロイド剤、抗コリンエステラーゼ剤等）に加え、プロ
グラフカプセルを投与した結果、１０例で筋力等の改善を認めた。また、易
疲労感の改善や入院治療を余儀なくされていた症例で職場復帰が可能と
なった例もみられた６１）。
ステロイド剤で症状の安定が得られている胸腺摘除後もしくは胸腺非摘
除の重症筋無力症患者を対象とした第Ⅲ相試験では、プログラフカプセ
ルを２８週間投与し、併用ステロイド剤の投与量をプラセボ群と比較した。
本試験では、５mg／隔日／４週の割合でステロイド剤を減量し、症状の安
定が維持できない場合には、ステロイド剤の増量を行った。その結果、タ
クロリムス群では、症状の安定を維持したままステロイド剤の減量を認
め、投与終了前１２週間及び投与終了前４週間のステロイド平均投与量（プ
レドニゾロン換算量）は、それぞれ４．９１mg／日及び３．８１mg／日であった６２）。

ステロイド平均投与量※（mg／日）の推移

タクロリムス群
［n＝４０］

プラセボ群
［n＝４０］

調整済の平均の差※※

［９５％信頼区間］

投与開始時 １３．７８±３．９５８ １３．８８±３．５４５ －

投与終了前
１２週間

４．９１±４．０４１ ６．５１±４．８８９
－１．５８

［－３．３４２～０．１８４］

投与終了前
４週間

３．８１±４．０６６ ７．２３±７．３１９
－３．４８

［－６．０１０～－０．９５３］

※プレドニゾロン換算量 （平均±S.D.）
※※タクロリムス群－プラセボ群
ステロイド剤の投与によっても効果不十分で、胸腺非摘除の重症筋無力
症患者１０例に、プログラフカプセルを２８週間投与した第Ⅲ相試験におい
て、８例で筋力（合計QMGスコア）の改善を認め、９例で併用ステロイド
剤が減量された（中間成績）６３）。

合計QMGスコアの推移

投与開始時
［n＝１０］

最終時
［n＝１０］

変化量
［n＝１０］

１３．３±５．１７ １０．６±６．１７ －２．７±２．２６

（平均±S.D.）
９．関節リウマチ６４）～６７）

過去の治療において抗リウマチ薬の少なくとも１剤により十分な効果が
得られなかった関節リウマチ患者に、プログラフカプセルを後期第�相
試験では１６週間、第�相試験では２８週間投与した。その結果、プログラフ
カプセルの第�相試験における米国リウマチ学会（ACR）の有効性評価方
法での２０％改善例の割合（ACR２０改善率）は、非高齢者では４９．０％（５０／
１０２例）、高齢者は５０．０％（２７／５４例）であった。

ACR２０改善率（非高齢者）

試験名
一日投与量※

プラセボ １．５mg ３mg

後期第�相用量検索試験 ９／６４（１４．１） １４／５７（２４．６） ２８／５８（４８．３）

第�相比較試験※※ － － ５０／１０２（４９．０）

計 ９／６４（１４．１） １４／５７（２４．６） ７８／１６０（４８．８）

［改善例／症例数（％）］
※非高齢者に対するプログラフカプセルの承認された１日用量は、通常３mgで
ある。

※※実薬対照比較試験

ACR２０改善率（高齢者）

試験名

一日投与量※

１．５mg
１．５mg開始

３mgまで増量可
３mg

後期第�相高齢者試験 ９／２７（３３．３） － １１／２５（４４．０）

第�相高齢者試験 － ２７／５４（５０．０） －

［改善例／症例数（％）］
※高齢者に対するプログラフカプセルの承認された１日用量は、通常１．５mgであ
り、症状により３mgまで増量可である。

１０．ループス腎炎６８）

ステロイド剤だけでは治療困難で持続性腎炎臨床所見及び免疫学的活動
性を有するループス腎炎患者に、プログラフカプセルを２８週間投与した
第�相試験における最終時の疾患活動性合計スコア※の変化率は―３２．９％
であり、持続性腎炎所見、免疫学的活動性の指標である１日尿蛋白量、補
体（C３）の実測値の変化率は各々―６０．８％、１６．４％であった。なお、クレ
アチニンクリアランス（Ccr）の変化率は―２２．０％であった。

タクロリムス群
［n＝２７］

プラセボ群
［n＝３４］

群間差の
９５％信頼区間

疾患活動性合計スコア※の
変化率（％） mean±S.D.

－３２．９±３１．０ ２．３±３８．２ －

１日尿蛋白量の実測値の
変化率（％）中央値
（第１四分位、第３四分位）

－６０．８
（－７３．７、－３７．２）

８．７
（－１４．０、９０．０）

［－１１５．０～－４８．７］

【臨 床 成 績】
１．肝移植における拒絶反応の抑制
承認時までの臨床試験（１９９０～１９９１年）において、国内で生体部分肝移植
手術を受け、プログラフ（注射液・カプセル）が投与された２４例の６カ月
累積生存率は６５．６％であった。このうち８例は救済的治療であった。拒絶
反応は４／２４例（１６．７％）で延べ７回みられたが、いずれも軽度でそのう
ちの１回を除きステロイドパルス療法により消失ないし軽快した。また、
上記の成績を含め、１９９０～１９９５年に国内で生体部分肝移植を受け、プログ
ラフ（注射液・カプセル）が投与された１２０例の６カ月生存率は８１．７％で
あった３１）３２）。
市販後の調査（１９９３～２００３年）における６カ月累積生存率は、成人（２４４
例）では７４．１％、小児（５０４例）では８７．９％であった３３）。
プログラフ顆粒を７例に１２週間投与して検討した結果（１９９７～１９９８年）、
生着率は１００％、拒絶反応が発現した症例は４／７例（５７．１％）であった。
プログラフカプセルからの切り換え例（８例）での検討では、全例で移植
肝の生着が維持され、拒絶反応は発現しなかった３４）３５）。

２．骨髄移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の抑制
［予防投与］
承認時までの臨床試験（１９９１～１９９６年）において、骨髄移植後の移植片対
宿主病（GVHD）の予防を目的にプログラフ（注射液・カプセル）を投与
した１２５例中、予後に影響を及ぼし、治療が必要となるgrade Ⅱ以上の
GVHDの発症は１８例（１４．４％）であった３６）～３８）。
市販後の調査（１９９９～２００４年）におけるgradeⅡ以上のGVHDの累積発現
率（移植後１００日時点）は、成人（２１５例）では４４．１％、小児（１１７例）では
４０．８％であった３９）。
なお、承認時までの臨床試験では、HLA適合同胞間移植が６４．０％を占め
ていたのに対し、市販後の調査では２．１％であった。
プログラフ顆粒を９例に投与して検討した結果（１９９６～１９９８年）、gradeⅡ
以上のGVHDの発現率は３３．３％（３／９例）であった４０）。
［治療投与］
承認時までの臨床試験（１９９０～１９９３年）において、骨髄移植後のGVHD
３９例に対しプログラフ（注射液・カプセル）を投与し、急性GVHD７／１３例
（５３．８％）及び慢性GVHD１２／２６例（４６．２％）が有効以上の効果を示した４１）。
市販後の調査（１９９４～２００４年）における急性GVHDに対する有効率は、
５６．８％（４２／７４例）であった３９）。

３．腎移植における拒絶反応の抑制
承認時までの臨床試験（１９９０～１９９４年）において、腎移植後の一次治療効
果は、１８６例で検討され、１年累積生存率及び１年累積生着率はそれぞれ
９７．３％及び９３．０％であった。拒絶反応は７４／１８６例（３９．８％）で延べ１０１回
みられた１０）４２）４３）。救済的治療試験では既存薬による継続治療が困難な症例
１０４例にプログラフ（注射液・カプセル）が投与され、５５例（５２．９％）で
「有効」以上の成績が得られた４４）。
市販後の調査（１９９６～２００６年）における１年累積生存率及び１年累積生着
率は、成人（１，２３３例）ではそれぞれ９８．６％及び９５．８％、小児（２０５例）で
はそれぞれ９９．３％及び９７．３％であった４５）。
プログラフ顆粒を１７例に１２週間投与して検討した結果（１９９６～１９９８年）、
生着率は９４．１％（１６／１７例）、拒絶反応が発現した症例は２／１７例
（１１．８％）であった。プログラフカプセルからの切り換え例（１９例）での
検討では、全例で移植腎は生着が維持され、拒絶反応は発現しなかっ
た２５）４６）。

４．心移植における拒絶反応の抑制
外国において心移植におけるプログラフ（注射液・カプセル）の拒絶反応
の抑制効果が確認されている４７）～５０）。
市販後の調査における心移植一次治療症例（１０例）の１２週累積生存率及び
１２週累積生着率はいずれも１００％、１２週累積拒絶反応発現率は４０．０％であ
った。また、３年累積生存率及び３年累積生着率はいずれも１００％、３年
累積拒絶反応発現率は５０．０％であった５１）。

５．肺移植における拒絶反応の抑制
外国において肺移植におけるプログラフ（注射液・カプセル）の拒絶反応
の抑制効果が確認されている４９）５２）５３）。
市販後の調査における肺移植一次治療症例（１２例）の３年累積生存率及び
３年累積生着率はいずれも８２．５％、３年累積拒絶反応発現率は７５．０％で
あった５４）。

６．膵移植における拒絶反応の抑制
外国において膵移植におけるプログラフ（注射液・カプセル）の拒絶反応
の抑制効果が確認されている５５）５６）。
市販後の調査における膵移植一次治療症例（３５例）の４年累積生存率は
１００％、４年累積生着率は７８．３％、４年累積拒絶反応発現率は３７．７％、４
年累積インスリン離脱率は９５．５％であった５７）。

７．小腸移植における拒絶反応の抑制
外国において小腸移植におけるプログラフ（注射液・カプセル）の拒絶反
応の抑制効果が確認されている５８）～６０）。

８．重症筋無力症
胸腺摘除後の治療において、ステロイド剤の投与によっても効果不十分、
又は副作用によりステロイド剤での治療が困難な全身型重症筋無力症１４
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投与２週までの投与量調節・標準スケジュール

１２．多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎７１）

多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎患者２５例に、ステロ
イド剤との併用下でプログラフカプセルを５２週間投与した（医
師主導治験）。その結果、投与５２週後における全生存率及び無増
悪生存率はそれぞれ８８．０％及び７６．４％であった。

【薬 効 薬 理】
１．インターロイキン２並びにインターフェロンγ 等のＴ細胞由来の
サイトカイン産生を抑制し、更に、炎症性サイトカインである腫
瘍壊死因子（TNF）α、インターロイキン１β並びにインターロイ
キン６の産生も抑制する７２）～７４）。

２．免疫系以外の骨髄細胞等の増殖に対する抑制作用は弱く、選択性
が示されている７２）７３）。

３．動物における同所性肝移植において移植臓器拒絶反応を明確に
抑制し、生存期間を延長させる（カニクイザル７５）、イヌ７６）、ラッ
ト７７））。

４．ラット再生肝の促進及びイヌ門脈結紮による細胞萎縮の回復、分
裂細胞数の増加等肝臓に対する増殖促進効果を有する７８）～８０）。

５．移植片対宿主病モデルにおいて、移植片対宿主反応を抑制し、生
存期間を延長させる（マウス８１）、ラット８２））。

６．腎移植モデルにおいて、移植臓器拒絶反応を明確に抑制し、生存
期間を延長させる（ヒヒ８３）、イヌ８４）、ラット８５））。

７．ラット心移植モデル８６）、イヌ肺移植モデル８７）及びイヌ膵移植モデ
ル８８）において、移植臓器拒絶反応を明確に抑制し、生存期間を延
長させる。

８．ラット関節炎モデルにおいて、炎症性サイトカイン産生を抑制し、
関節における炎症並びに骨・軟骨病変を改善する８９）～９１）。

９．マウス腎炎モデルにおいて、抗二重鎖DNA抗体産生及び血中の補
体成分の低下を抑制し、糸球体腎炎病変の悪化及び尿蛋白の上昇
を抑制する９２）９３）。

１０．マウス炎症性腸疾患モデルにおいて、大腸粘膜の活性化Ｔ細胞か
らのインターフェロンγ の産生を抑制し９４）、大腸炎病態を軽減す
る９５）。

１１．自己免疫疾患マウスの間質性肺炎モデルの肺胞におけるT細胞に
起因する炎症反応及び線維化を抑制する９６）。また、マウス及びイ
ヌ肺傷害モデルの生存率を改善する９７）９８）。

１２．［参考］ラット重症筋無力症モデルにおいて、抗アセチルコリン
受容体抗体の産生を抑制し、自発性微小終板電位の振幅を改善す
る９９）。

【有効成分に関する理化学的知見】
一般名：タクロリムス水和物 （Tacrolimus Hydrate）
化学名：（３S，４R，５S，８R，９E，１２S，１４S，１５R，１６S，１８R，１９R，２６aS）‐

５，１９‐Dihydroxy‐３‐｛（１E）‐２‐［（１R，３R，４R）‐４‐hydroxy‐３‐
methoxycyclohexyl］‐１‐methylethenyl｝‐１４，１６‐dimethoxy‐
４，１０，１２，１８‐tetramethyl‐８‐（prop‐２‐en‐１‐yl）‐１５，１９‐epoxy‐
５，６，８，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７，１８，１９，２４，２５，２６，２６a‐
hexadecahydro‐３H‐pyrido［２，１‐c］［１，４］oxaazacyclotricosine‐
１，７，２０，２１（４H，２３H）‐tetrone monohydrate
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分子式：C４４H６９NO１２・H２O
分子量：８２２．０３
融 点：１３０～１３３℃
分配係数：１０００以上（１‐オクタノール／水系）
性 状：タクロリムス水和物は白色の結晶又は結晶性の粉末であ

る。メタノール又はエタノール（９９．５）に極めて溶けやす

タクロリムス群
［n＝２７］

プラセボ群
［n＝３４］

群間差の
９５％信頼区間

補体（C３）の実測値の
変化率（％）中央値
（第１四分位、第３四分位）

１６．４
（１０．３、２７．５）

－２．８
（－１１．１、１８．２）

［８．５～２６．７］

Ccrの実測値の変化率（％）
中央値
（第１四分位、第３四分位）

－２２．０※※

（－３３．５、－４．２）
－１．４

（－１９．３、１６．９）
［－３０．５～－３．４］

※疾患活動性合計スコアは１日尿蛋白量、尿中赤血球数、血清クレア
チニン、抗dsDNA抗体、補体（C３）の５項目のスコア（各々０～３
点の４段階）からなる。

※※Ccrについてのみタクロリムス群の評価症例数は２６例。

１１．潰瘍性大腸炎
中等度又は重症の難治性潰瘍性大腸炎患者に、プログラフカプセ
ルを２週間投与した第�相試験比較試験における改善率（DAIス
コアによる改善度）は表１のとおりであった６９）。また、重症の難治
性潰瘍性大腸炎患者に、プログラフカプセルを２週間投与した第
�相試験非盲検試験における改善率（DAIスコアによる改善度）
は４５．５％（５／１１例）であった７０）。両試験とも用量は１回０．０２５mg／
kg１日２回を初回用量とし、その後目標トラフ濃度（１０～１５ng／
mL）となるよう用量調節した注）。
また、第�相試験比較試験のタクロリムス群患者及び重症の難治
性潰瘍性大腸炎患者に、２週以降の目標トラフ濃度を５～１０ng／
mLとしてプログラフカプセルを最長１２週間投与した結果、最終
投与時における改善率（DAIスコアによる改善度）は、それぞ
れ６１．９％（１３／２１例）６９）及び６６．７％（６／９例）７０）であった。

表１ DAIスコア改善率

改善例／症例数（％）

タクロリムス群 プラセボ群

DAIスコアによる改善度※ １６／３２（５０．０） ４／３０（１３．３）

※DAIスコアにおいて排便回数、血便、下部消化管内視鏡所見、医師の全般
的評価の４項目全てが改善した場合を「改善」とした。

注）第�相試験での用量調節法６９）７０）

以下のとおり用量を規定し、少なくとも投与開始日から２週間は服薬時
の食事条件（経口食／絶食）は変えず、入院管理下で投与した。全期間を
通じ、１日投与量の上限は目標トラフ濃度が得られなくとも０．３mg／kg／
日相当とした。

用量調節機会
血中トラフ濃度
の測定時期

用量調節方法

１回目※１

原則、投与４日目
投与１日目（１２及び２４時間
値）

Dnew=Dold×１２．５／
（（C１２h+C２４h）／２×３）

２回目※２

原則、投与１０日目

１回目の調節から２、３日
経過時点（原則、投与７、
８日目）で２時点

Dnew=Dold×１２．５／C＄

３回目※３

投与１５日目

２回目の調節から１．５日以
上経過時点（原則、投与１２
日目）で１時点

Dnew=Dold×７．５／C#

３回目の調節以降随
時（必要に応じて）

３、４、６、８、１０、１２週時
又は中止／終了時

Dnew=Dold×７．５／Ctrough

Dold：調節前の投与量（投与開始時は０．０２５mg/kg）。算出された値の小数
点以下第二位を四捨五入し、０．５mg刻みで最も近い値とする。

投与開始時の投与量

体重（kg）
３０≦～
＜５０．０

５０．０≦～
＜７０．０

７０．０≦～
＜９０．０

９０．０≦～
≦１００．０

投与量
（mg／回）

１ １．５ ２ ２．５

Dnew：調節後の投与量。算出された値の小数点以下第二位を四捨五入し、
０．５mg刻みで最も近い値とする。

※１：C１２hが定量下限値未満又は欠測の場合、C２４hを用いた式；Dnew=Dold
×１２．５／（C２４h×２．５）より、またC２４hが定量下限値未満又は欠測の場
合、C１２hを用いた式；Dnew=Dold×１２．５／（C１２h×４）より２回目の用量
を算出する。共に定量下限値未満又は欠測の場合には、定量下限
値の半値を代入して表中の式により算出する。

※２：調節後算出された投与量の増加分が１回目増量分の２分の１を超
える場合、血中トラフ濃度が既に１０ng／mL以上の場合には用量調
節せず、また１０ng／mL未満の場合には増加分を１回目増量分の２
分の１とする。

※３：C＃が７．５ng／mL以上１５ng／mL未満の場合には、直近の用量を単に
０．６倍（＝７．５／１２．５倍）した用量とする。

C＄：１回目の調節から２、３日経過時点における２点の血中トラフ濃
度の平均値。

C＃：２回目の調節から１．５日以上経過時点における血中トラフ濃度。２
点ある場合はその平均値。

Ctrough：２週以降において、目標濃度域（５～１０ng／mL）を逸脱した血中ト
ラフ濃度。
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５１）社内報告書（心移植患者・使用成績調査等）（DIR１２０１５９）
５２）Keenan, R. J. et al.：Ann. Thorac. Surg.６０（３）：５８０，１９９５
［PRG‐０３３４４］

５３）Reichenspurner, H. et al.：Transplantation６８（１）：６７，１９９９
［PRG‐０８１７３］

５４）社内報告書（肺移植患者・特定使用成績調査）（DIR１２０１６０）
５５）Gruessner, R. W. G.：Clin. Transplant.１１（４）：２９９，１９９７
［PRG‐０５５４０］

５６）Corry, R. J. et al.：Transplant. Proc.３０（２）：５２１，１９９８［PRG‐０６４３７］
５７）社内報告書（膵移植患者・特定使用成績調査）（DIR１２０１６１）
５８）Atkison, P. et al.：Pediatr. Transplant.１（２）：１１１，１９９７［PRG‐０８０６７］
５９）古川博之 他：今日の移植１０（４）：５２７，１９９７［PRG‐０５３７８］
６０）Kareem, M. A. et al.：Ann. Surg.２５０（４）：５６７，２００９［PRG‐２５７８５］
６１）社内報告書（全身型重症筋無力症患者・前期第Ⅱ相試験）
（DIR０９０１６８）

６２）社内報告書（重症筋無力症患者・第Ⅲ相比較試験）（DIR０９０１７０）
６３）社内報告書（重症筋無力症患者・第Ⅲ相非盲検試験）（DIR０９０１７１）
６４）Kondo, H. et al.：J. Rheumatol.３１（２）：２４３，２００４［PRG‐１５７２０］
６５）社内報告書（関節リウマチ患者・後期第Ⅱ相高齢者試験）
（DIR０５０００４）

６６）社内報告書（関節リウマチ患者・第Ⅲ相比較試験）（DIR０５０００５）
６７）Kawai, S. et al.：Rheumatology４５（４）：４４１，２００６［PRG‐１９４７８］
６８）社内報告書（ループス腎炎患者・第Ⅲ相比較試験）（DIR０７０００４）
６９）社内報告書（潰瘍性大腸炎患者・第Ⅲ相比較試験）（DIR０９０１０５）
７０）社内報告書（潰瘍性大腸炎患者・第Ⅲ相非盲検試験）（DIR０９０１０６）
７１）社内報告書（多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎患者・

医師主導治験）（DIR１３００２２）
７２）Kino, T. et al.：J. Antibiot.４０（９）：１２５６，１９８７［PRG‐００００３］
７３）Sakuma, S. et al.：Br. J. Pharmacol.１３０（７）：１６５５，２０００［PRG‐０９３６８］
７４）Sakuma, S. et al.：Int. Immunopharmacol.１（４）：７４９，２００１
［PRG‐１０６６０］

７５）Monden, M. et al.：Transplant. Proc.２２（１）Suppl.１：６６，１９９０
［PRG‐００２０７］

７６）Todo, S. et al.：Transplant. Proc.１９（５）Suppl.６：６４，１９８７［PRG‐０００３９］
７７）稲垣和郎：広島大学医学雑誌３６（１）：８１，１９８８［PRG‐００１１０］
７８）岡村直孝：移植２６（５）：４３６，１９９１［PRG‐００６７８］
７９）Mazzaferro, V. et al.：Transplant. Proc.２２（１）Suppl.１：９３，１９９０
［PRG‐００２１６］

８０）Loreal, O. et al.：Transplant. Proc.２３（６）：２８２５，１９９１［PRG‐００７１５］
８１）佐久間庄三 他：社内報告書（マウス移植片対宿主病モデル・

薬理作用）（DIR９４０００４）
８２）Markus, P. M. et al.：Surgery１１０（２）：３５７，１９９１［PRG‐００５８２］
８３）Todo, S. et al.：Surgery１０６（２）：４４４，１９８９［PRG‐０００９１］
８４）Ochiai, T. et al.：Transplant. Proc.１９（５）Suppl.６：５３，１９８７
［PRG‐０００３５］

８５）江 宏思 他：社内報告書（ラット腎移植モデル・薬理作用）
（DIR９６０００９）

８６）Ochiai, T. et al.：Transplantation４４（６）：７３４，１９８７［PRG‐０００５０］
８７）和田洋巳 他：今日の移植５（４）：３８７，１９９２［PRG‐０１２７０］
８８）剣持 敬 他：日本外科学会雑誌９３（６）：６２６，１９９２［PRG‐０１１６９］
８９）Sakuma, S. et al.：Inflamm. Res.５０（１０）：５０９，２００１［PRG‐１１４８２］
９０）Magari, K. et al.：Inflamm. Res.５２（１２）：５２４，２００３［PRG‐１５６９６］
９１）Magari, K. et al.：J. Rheumatol.３０（１０）：２１９３，２００３［PRG‐１５３１２］
９２）平山良孝 他：社内報告書（マウス腎炎モデル・薬理作用）
（DIR０６０２０９）

９３）平山良孝 他：社内報告書（マウス腎炎モデル・薬理作用）
（DIR０６０２１０）

９４）岡田要平 他：社内報告書（IL１０欠損マウス・薬理作用）
（DIR０９０１２５）

９５）岡田要平 他：社内報告書（IL１０欠損マウス・薬理作用）
（DIR０９０１２３）

９６）Fujiki, M. et al.：Am. J. Respir. Cell Mol. Biol.２１（６）：６７５，１９９９
［PRG‐０８６５４］

９７）Koshika, T. et al.：Am. J. Respir. Crit. Care Med.１６３（１）：７９，２００１
［PRG‐１０１０９］

９８）Koshika, T. et al.：Eur. J. Pharmacol.５１５（１‐３）：１６９，２００５
［PRG‐１８０４５］

９９）Yoshikawa, H. et al.：J. Autoimmun.１０（１）：１１，１９９７［PRG‐０４９５９］

２．文献請求先・製品情報お問い合わせ先

主要文献に記載の社内報告書につきましても下記にご請求下さい。
アステラス製薬株式会社 メディカルインフォメーションセンター
〒１０３‐８４１１ 東京都中央区日本橋本町２丁目５番１号

�０１２０‐１８９‐３７１

く、N, N‐ジメチルホルムアミド又はエタノール（９５）に溶けやす
く、水にほとんど溶けない。

【取扱い上の注意】
注 意：本品は高防湿性の内袋により品質保持をはかっている。

【包 装】
カプセル０．５mg：１００カプセル（１０カプセル×１０）
カプセル １mg：１００カプセル（１０カプセル×１０）

【主要文献及び文献請求先】
１．主要文献
１）Fung, J. J. et al.：Transplant. Proc.２２（１）Suppl.１：６，１９９０
［PRG‐００１９１］

２）Garg, V. et al.：Hepatology５４（１）：２０，２０１１［PRG‐２８２５５］
３）Saegusa, T. et al.：基礎と臨床２６（３）：９６９，１９９２［PRG‐０１１４８］

＊＊４）Zheng, S. et al.：Br. J. Clin. Pharmacol.７６（６）：９８８，２０１３
［PRG‐３６７９８］

＊＊５）Coscia, L. A. et al.：Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol.２８（８）：１１７４，
２０１４［PRG‐３６７９９］

６）Jain, A. et al.：Transplantation６４（４）：５５９，１９９７［PRG‐０５５３３］
７）Curran, C. F. et al.：Transplantation６２（９）：１３７６，１９９６［PRG‐０４５４６］
８）Mrvos, R. et al.：J. Toxicol. Clin. Toxicol.３５（４）：３９５，１９９７
［PRG‐０５４００］

９）久富晃彦 他：社内報告書（ラット・生殖毒性）（DIR９４００７２）
１０）石橋道男 他：移植２９（３）：２９４，１９９４［PRG‐０２３５２］
１１）社内報告書（小児腎移植患者・薬物動態）（DIR０８０１７３）
１２）社内報告書（腎移植患者・薬物動態）（DIR０８０１７４）
１３）McDiarmid, S. V. et al.：Transplantation５５（６）：１３２８，１９９３
［PRG‐０１７１６］

１４）社内報告書（肝移植患者・薬物動態）（DIR０８０１７５）
１５）Jain, A. et al.：Transplant. Proc.２６（３）：１６０９，１９９４［PRG‐０２３７０］
１６）社内報告書（骨髄移植患者・薬物動態）（DIR０８０１７６）
１７）社内報告書（重症筋無力症患者・薬物動態）（DIR０９０１７３）
１８）社内報告書（重症筋無力症患者・薬物動態）（DIR１６００１８）
１９）社内報告書（関節リウマチ患者・薬物動態）（DIR０５０００１）
２０）社内報告書（関節リウマチ患者・薬物動態）（DIR０５０００２）
２１）社内報告書（関節リウマチ患者・薬物動態）（DIR０５０００３）
２２）社内報告書（ループス腎炎患者・薬物動態）（DIR０７０００３）
２３）社内報告書（潰瘍性大腸炎患者・薬物動態）（DIR０９０１０８）
２４）社内報告書（多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎患

者・医師主導治験・薬物動態）（DIR１３００２１）
２５）高原史郎 他：今日の移植１２（５）：５３７，１９９９［PRG‐０８４１４］
２６）Dressler, D. et al.：Clin. Pharmacol. Ther.５９（２）：１５１，１９９６
［PRG‐０３９７４］

２７）社内報告書（潰瘍性大腸炎患者・薬物動態）（DIR０９０１０９）
２８）Iwasaki, K. et al.：薬物動態１３（３）：２５９，１９９８［PRG‐０６９０５］
２９）Christians, U. et al.：Transplant. Proc.２３（６）：２７４１，１９９１
［PRG‐００６８８］

３０）Venkataramanan, R. et al.：Transplant. Proc.２３（６）：２７３６，１９９１
［PRG‐００６８７］

３１）上本伸二 他：臨床麻酔１７（８）：１０８７，１９９３［PRG‐０１８３３］
３２）Inomata, Y. et al.：Transplantation６１（２）：２４７，１９９６［PRG‐０３６４３］
３３）社内報告書（肝移植患者・使用成績調査）（DIR０８０１７７）
３４）上本伸二 他：今日の移植１２（４）：４４５，１９９９［PRG‐０８１５５］
３５）上本伸二 他：今日の移植１３（２）：１８５，２０００［PRG‐０８９７３］
３６）平岡 諦 他：今日の移植１０（４）：５９３，１９９７［PRG‐０５３８０］
３７）金丸昭久 他：今日の移植１１（３）：３６７，１９９８［PRG‐０６４６５］
３８）平岡 諦 他：今日の移植１１（５）：６４９，１９９８［PRG‐０７１９６］
３９）社内報告書（骨髄移植患者・使用成績調査等）（DIR０８０１７９）
４０）平岡 諦 他：今日の移植１３（３）：２７７，２０００［PRG‐０９２７９］
４１）正岡 徹 他：今日の移植６（３）：３１３，１９９３［PRG‐０１７０７］
４２）深尾 立 他：移植２９（６）：６１４，１９９４［PRG‐０２７５４］
４３）落合武徳 他：移植２９（６）：６５０，１９９４［PRG‐０２７５６］
４４）高橋公太 他：移植２９（６）：６８２，１９９４［PRG‐０２７５７］
４５）社内報告書（腎移植患者・使用成績調査等）（DIR０８０１７８）
４６）大島伸一 他：移植３６（１）：２０，２００１［PRG‐１０２２２］
４７）Reichart, B. et al.：J. Heart Lung Transplant.１７（８）：７７５，１９９８
［PRG‐０７２３３］

４８）Taylor, D. O. et al.：J. Heart Lung Transplant.１８（４）：３３６，１９９９
［PRG‐０７９６０］

４９）Mentzer, R. M. Jr. et al.：Transplantation６５（１）：１０９，１９９８
［PRG‐０６２３７］

５０）Pham, S. M. et al.：J. Thorac. Cardiovasc. Surg.１１１（４）：７６４，１９９６
［PRG‐０３８０３］
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