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⽬次を表⽰する

この情報は、医療専⾨家による使⽤を⽬的としています

1.医薬品の名前

注⼊⽤溶液⽤のCaelyxペグ化リポソーム2mg/ml濃縮物

2.定性的および定量的構成

Caelyxペグ化リポソーム1mlには、ペグ化リポソーム製剤に2mgの塩酸ドキソルビシンが含まれています。

Caelyxペグ化リポソームは、表⾯に結合したメトキシポリエチレングリコール（MPEG）を含むリポソームにカプセル化された塩酸
ドキソルビシンです。このプロセスはペグ化として知られており、単核⾷細胞システム（MPS）による検出からリポソームを保護し
ます。これにより、⾎液循環時間が⻑くなります。

効果がわかっている賦形剤

完全に⽔素化された⼤⾖ホスファチジルコリン（⼤⾖由来）が含まれています‒セクション4.3を参照してください。

添加剤の完全なリストについては、セクション6.1を参照してください。

https://www.medicines.org.uk/emc/product/12931 1/21

TITLE - DOXORUBICIN (LIPOSOMAL) / CAELYX MEDICATION PATIENT INFORMATION IN JAPANESE

Source : Medicines Org UK

https://www.medicines.org.uk/emc/product/12931/smpc
www.911globalmeds.com/buy-doxorubicin-liposomal-doxil-caelyx-online
https://www.medicines.org.uk/emc/product/12931


4/15 / 22、5：26 PM 注⼊⽤溶液⽤のCaelyxペグ化リポソーム2mg/ ml濃縮物-製品特性の要約（SmPC）-（emc）

3.剤形
輸液⽤濃縮液（滅菌濃縮液）

分散液は無菌で、半透明で、⾚⾊です。

4.臨床の詳細

4.1治療適応

Caelyxペグ化リポソームが⽰されています：

-⼼臓のリスクが⾼い転移性乳がん患者の単剤療法として。

-プラチナベースの第⼀選択化学療法レジメンに失敗した⼥性の進⾏性卵巣癌の治療⽤。

-少なくとも1回の前治療を受けており、すでに⾻髄移植を受けているか、⾻髄移植に適していない患者の進⾏性多発性⾻髄腫
の治療のためのボルテゾミブとの併⽤。

-CD4数が少ない（<200CD4リンパ球/mm）患者のAIDS関連カポジ⾁腫（KS）の治療⽤3）および広範な粘膜⽪膚または内臓疾
患。

Caelyxペグ化リポソームは、⼀次全⾝化学療法として、または以下の薬剤の少なくとも2つを含む以前の併⽤全⾝化学療法で進
⾏した疾患のAIDS-KS患者または不耐性の患者における⼆次化学療法として使⽤できます。ビンカアルカロイド、ブレオマイシ
ンおよび標準的なドキソルビシン（または他のアントラサイクリン）。

4.2投与の形態と⽅法

Caelyxペグ化リポソームは、細胞毒性薬の投与を専⾨とする資格のある腫瘍学者の監督下でのみ投与する必要があります。

Caelyxペグ化リポソームは独特の薬物動態特性を⽰し、ドキソルビシン塩酸塩の他の製剤と互換的に使⽤してはなりません。

ポソロジー

乳がん/卵巣がん

Caelyxペグ化リポソームは50mg/mの⽤量で静脈内投与されます2病気が進⾏せず、患者が治療に耐え続ける限り、4週間に
1回。

多発性⾻髄腫

Caelyxペグ化リポソームは、ボルテゾミブ注⼊の直後に投与される1時間注⼊として、ボルテゾミブ3週間レジメンの4⽇⽬に
30mg/m²で投与されます。ボルテゾミブレジメンは、3週間ごとに1、4、8、および11⽇⽬に1.3mg/m²で構成されます。患者が
満⾜のいく反応を⽰し、治療に耐えられる限り、投与を繰り返す必要があります。両⽅の医薬品の4⽇⽬の投薬は、医学的に必
要な場合、最⼤48時間遅れることがあります。ボルテゾミブの投与量は、少なくとも72時間離れている必要があります。

エイズ関連のKS

Caelyxペグ化リポソームは20mg/mで静脈内投与されます22〜3週間ごと。医薬品の蓄積と毒性の増加を排除することはできな
いため、10⽇より短い間隔は避けてください。治療効果を得るには、2〜3か⽉間の患者の治療が推奨されます。治療効果を維
持するために、必要に応じて治療を続けます。

すべての患者のために

患者が初期の症状または注⼊反応の兆候を経験した場合（セクション4.4および4.8を参照）、直ちに注⼊を中⽌し、適切な前投
薬（抗ヒスタミン薬および/または短時間作⽤型コルチコステロイド）を⾏い、より遅い速度で再開します。

Caelyxペグ化リポソーム⽤量変更のガイドライン

⼿⾜症候群（PPE）、⼝内炎、または⾎液毒性などの有害事象を管理するために、⽤量を減らすか遅らせることができます。こ
れらの副作⽤に続発するCaelyxペグ化リポソーム⽤量変更のガイドラインを以下の表に⽰します。これらの表の毒性等級は、国
⽴がん研究所に基づいています。
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⼀般的な毒性基準（NCI-CTC）。

PPE（表1）および⼝内炎（表2）の表は、乳がんまたは卵巣がんの治療における臨床試験での⽤量変更（推奨される4週間の治
療サイクルの変更）のスケジュールを⽰しています。 AIDS関連のKS、推奨される2〜3週間の治療サイクルは、同様の⽅法で変
更できます。

⾎液毒性の表（表3）は、乳がんまたは卵巣がんのみの患者の治療における臨床試験での⽤量変更のスケジュールを⽰してい
ます。AIDS-KS患者の⽤量変更を表4に⽰します。

表1.⼿⾜症候群-⼿⾜症候群

以前のCaelyxペグ化リポソーム投与の1週間後

現在の毒性グレード
評価

4週⽬ 5週⽬ 6週⽬

グレード1 しない限り再投与 しない限り再投与 ⽤量を25％減らします。
4週間に戻る

間隔
（軽度の紅斑、腫れ、また

は落屑が妨げられない
⽇常の活動で）

患者は以前にグレード3また
は4の⽪膚毒性を経験したこ

とがあり、その場合は
追加の週

患者は以前にグレード3また
は4の⽪膚毒性を経験したこ

とがあり、その場合は
追加の週

グレード2 さらに1週間待ちます さらに1週間待ちます ⽤量を25％減らします。
4週間に戻る

間隔
（紅斑、落屑、または腫れが
⼲渉しますが、

通常を排除しない
⾝体活動; ⼩さな⽔ぶくれ

や潰瘍が少ない
直径2cm以上）

グレード3 さらに1週間待ちます さらに1週間待ちます 患者を撤回する

（⽔ぶくれ、潰瘍、または腫れ
が歩⾏または通常の⽇常⽣活に
⽀障をきたす;定期的に着⽤する

ことはできません
⾐類）

グレード4 さらに1週間待ちます さらに1週間待ちます 患者を撤回する

（拡散またはローカルプロセス

感染を引き起こす
合併症、または寝たきり

州または⼊院）

表2.⼝内炎

以前のCaelyxペグ化リポソーム投与の1週間後

毒性グレード
現在の評価

4週⽬ 5週⽬ 6週⽬

グレード1 しない限り再投与 しない限り再投与 ⽤量を25％減らします。4週間間
隔に戻るまたは撤回

医師ごとの患者
評価

（痛みのない潰瘍、
紅斑、または軽度

痛み）

患者は
以前のグレード3または4の

⼝内炎、その場合は待つ

患者は
以前のグレード3または4の

⼝内炎、その場合は待つ
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追加の週 追加の週

グレード2 さらに1週間待ちます さらに1週間待ちます ⽤量を25％減らします。4週間間
隔に戻るまたは撤回

医師ごとの患者
評価

（痛みを伴う紅斑、
浮腫、または潰瘍、しかし

⾷べることができます）

グレード3 さらに1週間待ちます さらに1週間待ちます 患者を撤回する

（痛みを伴う紅斑、
浮腫、または潰瘍、しかし

⾷べられない）

グレード4 さらに1週間待ちます さらに1週間待ちます 患者を撤回する

（⾮経⼝または
経腸サポート）

表3.⾎液毒性（ANCまたは⾎⼩板）‒乳がんまたは卵巣がん患者の管理

学年 ANC ⾎⼩板 変形

グレード1 1,500〜1,900 75,000〜150,000 減量せずに治療を再開します。

グレード2 1,000 ‒ <1,500 50,000 ‒ <75,000 ANC≥1,500および⾎⼩板≥75,000になるまで待ちま
す。減量せずに再投与します。

グレード3 500 ‒ <1,000 25,000 ‒ <50,000 ANC≥1,500および⾎⼩板≥75,000になるまで待ちま
す。減量せずに再投与します。

グレード4 <500 <25,000 ANC≥1,500および⾎⼩板≥75,000になるまで待ちます。
⽤量を25％減らすか、成⻑因⼦のサポートを受けて全⽤量
を継続します。

PPEまたは⼝内炎を経験するボルテゾミブと組み合わせてCaelyxペグ化リポソームで治療された多発性⾻髄腫患者の場合、
Caelyxペグ化リポソームの⽤量はそれぞれ上記の表1および2に記載されているように変更する必要があります。以下の表4は、
Caelyxペグ化リポソームとボルテゾミブの併⽤療法を受けている多発性⾻髄腫患者の治療における臨床試験における他の⽤量
変更のスケジュールを⽰しています。ボルテゾミブの投与量と投与量の調整の詳細については、ボルテゾミブのSPCを参照し
てください。

表4.Caelyxペグ化リポソーム+ボルテゾミブ併⽤療法の投与量調整-多発性⾻髄腫の患者

患者の状態 Caelyxペグ化リポソーム ボルテゾミブ

発熱≥38°Cおよび
ANC<1,000/ mm3

4⽇⽬より前の場合は、このサイクルを投与しないでください。

4⽇⽬以降の場合は、次の投与量を25％減らします。

次の投与量を25％減らします。

各サイクルの1⽇⽬以降の薬の投
与の任意の⽇：

4⽇⽬より前の場合は、このサイクルを投与し
ないでください。4⽇⽬以降、ボルテゾミブが
⾎液毒性のために減量された場合、次のサイク
ルで次の⽤量を25％減量します。*

服⽤しないでください。サイクルで2回以上の投与
が⾏われない場合は、次のサイクルで投与量を
25％減らします。

⾎⼩板数<25,000/mm3

ヘモグロビン<8g/ dl

ANC <500 / mm3

グレード3または4の⾮⾎液医学
関連の毒性

グレード<2に回復するまで投与しないでください。

その後のすべての投与では、投与量を25％減らして

ください。

グレード<2に回復するまで投与せず、すべ
ての投与量を25％減らします
その後の投与。
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神経障害性疼痛または末梢神経
障害

投与量の調整はありません。 ボルテゾミブについてはSPCを参照してください。

*ボルテゾミブの投与量と投与量の調整の詳細については、ボルテゾミブのSPCを参照してください。

Caelyxペグ化リポソームで治療されたAIDS-KS患者の場合、⾎液毒性には、⽤量の減少または治療の中断または遅延が必
要になる場合があります。ANC数が1,000/mm未満の場合、患者のCaelyxペグ化リポソーム治療を⼀時的に中断します3お
よび/または⾎⼩板数が<50,000/mmである3。G-CSF（またはGM-CSF）は、ANC数が1,000 / mm未満の場合に、⾎球数を
サポートする併⽤療法として投与される場合があります。3後続のサイクルで。

肝機能障害

総ビリルビンレベルが上昇している少数の患者で測定されたCaelyxペグ化リポソーム薬物動態は、正常な総ビリルビンの患者と
異ならない。ただし、さらなる経験が得られるまで、肝機能障害のある患者のCaelyxペグ化リポソーム投与量は、乳房および卵
巣の臨床試験プログラムの経験に基づいて、次のように減らす必要があります。治療開始時、ビリルビンが1.2〜3.0の場合mg / 
dl、初回投与量は25％減少します。ビリルビンが>3.0mg / dlの場合、初回投与量は50％減少します。患者が⾎清ビリルビンまた
は肝酵素を増加させずに最初の投与量に耐える場合、サイクル2の投与量を次の投与量レベルに増やすことができます。つま
り、最初の投与量を25％減らすと、サイクル2の全投与量に増やすことができます。 ; 最初の投与で50％減少した場合、サイク
ル2の全⽤量の75％に増やします。許容される場合は、後続のサイクルの全⽤量に⽤量を増やすことができます。Caelyxペグ化
リポソームは、正常範囲の上限の4倍までのビリルビンと肝酵素の同時上昇を伴う肝転移のある患者に投与することができま
す。Caelyxペグ化リポソーム投与の前に、ALT / AST、アルカリホスファターゼ、ビリルビンなどの従来の臨床検査を使⽤して
肝機能を評価します。

腎機能障害

ドキソルビシンは肝臓で代謝され、胆汁中に排泄されるため、⽤量の変更は必要ありません。集団の薬物動態データ（テス
トされたクレアチニンクリアランスの範囲は30〜156 ml / min）は、Caelyxペグ化リポソームクリアランスが腎機能の影響を
受けないことを⽰しています。クレアチニンクリアランスが30ml/分未満の患者の薬物動態データはありません。

脾臓摘出術を伴うエイズ関連のKS患者

脾臓摘出術を受けた患者ではCaelyxペグ化リポソームの使⽤経験がないため、Caelyxペグ化リポソームによる治療は推奨さ
れません。

⼩児⼈⼝

⼦供の経験は限られています。Caelyxペグ化リポソームは18歳未満の患者には推奨されません。

お年寄り

集団ベースの分析は、テストされた範囲（21〜75歳）全体の年齢がCaelyxペグ化リポソームの薬物動態を有意に変化させな
いことを⽰しています。

投与⽅法

Caelyxペグ化リポソームは静脈内注⼊として投与されます。準備および取り扱いに関する特別な注意事項の詳細については、
セクション6.6を参照してください。

Caelyxペグ化リポソームをボーラス注射または未希釈の分散液として投与しないでください。Caelyxペグ化リポソーム注⼊ライ
ンを5％（50 mg / ml）グルコースの静脈内注⼊のサイドポートを介して接続して、さらに希釈し、⾎栓症および⾎管外漏出の
リスクを最⼩限に抑えることをお勧めします。注⼊は末梢静脈から⾏うことができます。インラインフィルターと⼀緒に使⽤し
ないでください。Caelyxペグ化リポソームは筋⾁内または⽪下経路で投与してはなりません（セクション6.6を参照）。

90 mg未満の⽤量の場合：注⼊⽤の250 ml 5％（50 mg / ml）グルコース溶液でCaelyxペグ化リポソームを希釈します。

90 mg以上の⽤量の場合：注⼊⽤の500 ml 5％（50 mg / ml）グルコース溶液でCaelyxペグ化リポソームを希釈します。

乳がん/卵巣がん/多発性⾻髄腫

注⼊反応のリスクを最⼩限に抑えるために、初回投与量は1mg/分以下の速度で投与されます。注⼊反応が観察されない場
合は、その後のCaelyxペグ化リポソーム注⼊を60分間にわたって投与することができます。

注⼊反応を経験する患者では、注⼊⽅法を次のように変更する必要があります。
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総投与量の5％を最初の15分間ゆっくりと注⼊する必要があります。反応なしで許容される場合、注⼊速度は次の15分間で2
倍になる可能性があります。許容される場合、注⼊は次の1時間で完了し、合計注⼊時間は90分になります。

エイズ関連のKS

Caelyxペグ化リポソームの⽤量は、注⼊⽤に250 mlの5％（50 mg / ml）グルコース溶液で希釈され、30分間かけて静脈内注
⼊によって投与されます。

4.3禁忌

有効成分、ピーナッツまたは⼤⾖、またはセクション6.1に記載されている添加剤のいずれかに対する過敏症。

Caelyxペグ化リポソームは、局所療法または全⾝アルファインターフェロンで効果的に治療される可能性のあるAIDS-KSの治療に使⽤
してはなりません。

4.4特別な警告と使⽤上の注意

薬物動態プロファイルと投薬スケジュールの違いを考えると、Caelyxペグ化リポソームはドキソルビシン塩酸塩の他の製剤
と互換的に使⽤されるべきではありません。

⼼臓毒性

Caelyxペグ化リポソームを投与されているすべての患者は、定期的にECGモニタリングを受けることが推奨されます。T波の平
坦化、ST低下、良性不整脈などの⼀過性のECG変化は、Caelyxペグ化リポソーム療法の中断の必須の兆候とは⾒なされませ
ん。ただし、QRS群の減少は、⼼臓毒性をより⽰唆していると考えられています。この変化が起こった場合、アントラサイク
リン⼼筋傷害の最も確実な検査、すなわち⼼内膜⼼筋⽣検を検討する必要があります。

ＥＣＧと⽐較して⼼機能を評価および監視するためのより具体的な⽅法は、⼼エコー検査または好ましくはマルチゲート⾎管造
影法（ＭＵＧＡ）による左⼼室駆出率の測定である。これらの⽅法は、Caelyxペグ化リポソーム療法の開始前に定期的に適⽤
し、治療中に定期的に繰り返す必要があります。左⼼室機能の評価は、⽣涯累積アントラサイクリン投与量450 mg/mを超える
Caelyxペグ化リポソームの追加投与の前に必須であると⾒なされます。2。

アントラサイクリン療法中の⼼臓機能のモニタリングに関する上記の評価試験および⽅法は、ECGモニタリング、左⼼室駆出率
の測定、⼼内膜⼼筋⽣検の順序で採⽤されます。テスト結果がCaelyxペグ化リポソーム療法に関連する⼼臓損傷の可能性を⽰し
ている場合、継続療法の利点を⼼筋損傷のリスクと慎重に⽐較検討する必要があります。

治療が必要な⼼臓病の患者では、ベネフィットが患者へのリスクを上回っている場合にのみ、Caelyxペグ化リポソー
ムを投与してください。

Caelyxペグ化リポソームを投与されている⼼機能障害のある患者には注意が必要です。

⼼筋症が疑われる場合、すなわち、左⼼室駆出率が治療前の値と⽐較して⼤幅に減少している場合、および/または左⼼室駆
出率が予後に関連する値よりも低い場合（たとえば、<45％）、⼼内膜⼼筋⽣検を検討することができます。継続的な治療の
利点は、不可逆的な⼼臓損傷を発症するリスクに対して慎重に評価する必要があります。

⼼筋症によるうっ⾎性⼼不全は、事前のECGの変更なしに突然発⽣する可能性があり、治療の中⽌後数週間で発⽣する
可能性もあります。

他のアントラサイクリンを投与された患者には注意が必要です。ドキソルビシン塩酸塩の総投与量は、他のアントラサイクリ
ン/アントラキノンまたは例えば5-フルオロウラシルなどの⼼臓毒性化合物による以前の（または併⽤）治療も考慮に⼊れる必
要があります。⼼臓毒性は、450 mg/m未満の累積アントラサイクリン⽤量でも発⽣する可能性があります2以前に縦隔照射を
受けた患者またはシクロホスファミド療法を同時に受けている患者。

乳がんと卵巣がんの両⽅に推奨される投薬スケジュールの⼼臓安全性プロファイル（50mg / m2）は20 mg/mに似ています2

AIDS-KS患者のプロファイル（セクション4.8を参照）。

⾻髄抑制
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Caelyxペグ化リポソームで治療された多くの患者は、既存のHIV疾患、多数の併⽤または以前の投薬、または⾻髄を含む腫瘍な
どの要因により、ベースラインの⾻髄抑制を⽰します。50mg/mの⽤量で治療された卵巣癌患者を対象とした重要臨床試験2、⾻
髄抑制は⼀般に軽度から中等度で可逆的であり、好中球減少症または敗⾎症のエピソードとは関連していませんでした。さら
に、Caelyxペグ化リポソーム対トポテカンの対照臨床試験では、治療に関連する敗⾎症の発⽣率は、トポテカン治療群と⽐較し
て、Caelyxペグ化リポソーム治療卵巣癌患者で実質的に少なかった。⾻髄抑制の同様の低い発⽣率は、⼀次臨床試験でCaelyxペ
グ化リポソームを投与されている転移性乳がんの患者で⾒られました。乳がんまたは卵巣がんの患者の経験とは対照的に、⾻髄
抑制はAIDS-KSの患者の⽤量を制限する有害事象であるように思われます（セクション4.8を参照）。⾻髄抑制の可能性があるた
め、

持続的な重度の⾻髄抑制は、重感染または出⾎を引き起こす可能性があります。

ブレオマイシン/ビンクリスチンレジメンに対するAIDS-KS患者の管理された臨床研究では、⽇和⾒感染は、Caelyxペグ化リポ
ソームによる治療中により頻繁に⾒られました。患者と医師は、この⾼い発⽣率を認識し、必要に応じて⾏動を起こす必要があ
ります。

⼆次⾎液悪性腫瘍

他のDNA損傷性抗腫瘍薬と同様に、ドキソルビシンとの併⽤治療を受けた患者では、続発性急性⾻髄性⽩⾎病と⾻髄異形成が
報告されています。したがって、ドキソルビシンで治療された患者は、⾎液学的監視下に置かれるべきです。

⼆次⼝腔新⽣物

Caelyxペグ化リポソームへの⻑期（1年以上）曝露の患者または720mg /mを超えるCaelyxペグ化リポソームの累積投与を受け
ている患者で、⼆次性⼝腔がんの⾮常にまれな症例が報告されています。2。続発性⼝腔癌の症例は、Caelyxペグ化リポソーム
による治療中と最後の投与から6年後までの両⽅で診断されました。患者は、⼝腔潰瘍または続発性⼝腔がんを⽰す可能性のあ
る⼝腔不快感の有無について定期的に検査する必要があります。

注⼊関連反応

喘息、紅潮、蕁⿇疹、胸痛、発熱、⾼⾎圧、頻脈、掻痒、発汗、息切れ、顔⾯などの症状を伴う、アレルギー様またはアナ
フィラキシー様反応を特徴とする深刻な、時には⽣命を脅かす注⼊反応浮腫、寒気、背中の痛み、胸と喉の緊張、および/また
は低⾎圧は、Caelyxペグ化リポソームの注⼊を開始してから数分以内に発⽣する可能性があります。ごくまれに、注⼊反応に
関連してけいれんも観察されています。注⼊を⼀時的に停⽌すると、通常、それ以上の治療をしなくてもこれらの症状は解決
します。ただし、これらの症状を治療するための薬（抗ヒスタミン薬、コルチコステロイド、アドレナリン、抗けいれん薬な
ど）や、緊急⽤機器をすぐに使⽤できるようにする必要があります。ほとんどの患者では、すべての症状が解消した後、再発
することなく治療を再開できます。注⼊反応は、最初の治療サイクル後に再発することはめったにありません。注⼊反応のリ
スクを最⼩限に抑えるために、初回投与量は1 mg /分以下の速度で投与する必要があります（セクション4.2を参照）。

⼿掌⾜底⾚芽球性⿇酔症候群（PPE）

PPEは、痛みを伴う⻩斑の発⾚を特徴とします。このイベントを経験している患者では、⼀般的に2、3サイクルの治療後に⾒ら
れます。改善は通常1〜2週間で発⽣し、場合によっては、完全に解決するまでに最⼤4週間以上かかることがあります。PPEの
予防と治療には、1⽇あたり50〜150 mgのピリドキシンとコルチコステロイドが使⽤されていますが、これらの治療法は第III相
試験では評価されていません。PPEを予防および治療するための他の戦略には、⼿と⾜を冷⽔にさらすことによって冷たく保つ
こと（浸す、⼊浴する、または⽔泳）、過度の熱/熱⽔を避け、制限されないようにする（靴下、⼿袋、または靴がきつくな
い）ことが含まれますフィッティング）。PPEは主に投与スケジュールに関連しているようであり、投与間隔を1〜2週間延⻑す
ることで減らすことができます（セクション4.2を参照）。ただし、この反応は⼀部の患者では重度で衰弱させる可能性があ
り、治療の中⽌が必要になる場合があります（セクション4.8を参照）。

⾎管外漏出

⾎管外漏出後の局所壊死は⾮常にまれに報告されていますが、Caelyxペグ化リポソームは刺激性であると考えられています。
動物実験は、リポソーム製剤としてのドキソルビシン塩酸塩の投与が⾎管外漏出損傷の可能性を減少させることを⽰していま
す。⾎管外漏出の兆候または症状（例、刺痛、紅斑）が発⽣した場合は終了します

https://www.medicines.org.uk/emc/product/12931 7/21



4/15 / 22、5：26 PM 注⼊⽤溶液⽤のCaelyxペグ化リポソーム2mg/ ml濃縮物-製品特性の要約（SmPC）-（emc）

すぐに注⼊し、別の静脈で再開します。⾎管外漏出部位に約30分間氷を適⽤すると、局所反応を緩和するのに役⽴つ場合があ
ります。Caelyxペグ化リポソームは筋⾁内または⽪下経路で投与してはなりません。

糖尿病患者

Caelyxペグ化リポソームの各バイアルにはスクロースが含まれており、注⼊⽤に5％（50 mg / ml）グルコース溶液で投与されること
に注意してください。

賦形剤

この薬は、1回の投与量あたり1ミリモル未満のナトリウム（23 mg）を含み、本質的に「ナトリウムを含まない」ものです。

⽤量の変更または中⽌を必要とする⼀般的な有害事象については、セクション4.8を参照してください。

4.5他の医薬品との相互作⽤および他の形態の相互作⽤

Caelyxペグ化リポソームを⽤いた正式な医薬品相互作⽤研究は実施されていませんが、婦⼈科悪性腫瘍の患者を対象に従来の
化学療法剤との第II相併⽤試験が実施されています。標準的な塩酸ドキソルビシンと相互作⽤することが知られている医薬品の
併⽤には注意が必要です。Caelyxペグ化リポソームは、他の塩酸ドキソルビシン製剤と同様に、他の抗がん療法の毒性を増強
する可能性があります。シクロホスファミドまたはタキサンを併⽤した固形腫瘍（乳がんおよび卵巣がんを含む）の患者を対象
とした臨床試験では、新たな相加毒性は認められませんでした。エイズ患者では、標準的な塩酸ドキソルビシンでは、シクロホ
スファミド誘発性出⾎性膀胱炎の悪化と6-メルカプトプリンの肝毒性の増強が報告されています。他の細胞毒性薬、特に⾻髄毒
性薬を同時に投与する場合は注意が必要です。

4.6出⽣⼒、妊娠および授乳

妊娠

ドキソルビシン塩酸塩は、妊娠中に投与された場合、深刻な先天性⽋損症を引き起こすことが疑われています。したがって、
Caelyxペグ化リポソームは、明らかに必要な場合を除いて、妊娠中に使⽤しないでください。

出産の可能性のある⼥性

妊娠の可能性のある⼥性は、⼥性またはその男性のパートナーがCaelyxペグ化リポソーム療法を受けている間およびCaelyxペグ化リポ
ソーム療法の中⽌後6か⽉間は、妊娠を避けるようにアドバイスされなければなりません（セクション5.3を参照）。

⺟乳育児

Caelyxペグ化リポソームが⺟乳に排泄されるかどうかは不明です。アントラサイクリンを含む多くの医薬品は⺟乳に排泄され
るため、また授乳中の乳児に深刻な副作⽤が⽣じる可能性があるため、⺟親はCaelyxペグ化リポソーム治療を開始する前に授
乳を中⽌する必要があります。健康の専⾨家は、HIVに感染した⼥性は、HIVの感染を防ぐために、いかなる状況でも乳児に⺟
乳を与えないことを推奨しています。

受胎能⼒

ヒトの出⽣⼒に対する塩酸ドキソルビシンの効果は評価されていません（セクション5.3を参照）。

4.7機械の運転および使⽤能⼒への影響

Caelyxペグ化リポソームは、機械を運転および使⽤する能⼒にまったくまたは無視できる影響を及ぼします。しかし、これまで
の臨床研究では、めまいと傾眠はまれに（<5％）Caelyxペグ化リポソームの投与と関連していました。これらの影響に苦しむ患
者は、機械の運転や操作を避けなければなりません。

4.8望ましくない影響

安全性プロファイルの要約

最も頻度の⾼い副作⽤（20％以上）は、好中球減少症、悪⼼、⽩⾎球減少症、貧⾎、倦怠感でした。
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重度の副作⽤（患者の2％以上で発⽣するグレード3/4の副作⽤）は、好中球減少症、PPE、⽩⾎球減少症、リンパ球減少症、貧
⾎、⾎⼩板減少症、⼝内炎、倦怠感、下痢、嘔吐、悪⼼、発熱、呼吸困難、および肺炎でした。あまり報告されていない重篤な
副作⽤には、肺炎、腹痛、サイトメガロウイルス脈絡網膜炎を含むサイトメガロウイルス感染、無⼒症、⼼停⽌、⼼不全、うっ
⾎性⼼不全、肺塞栓症、⾎栓静脈塞栓症、静脈⾎栓症、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応、毒性表⽪が含まれま
すスティーブンス‧ジョンソン症候群。

副作⽤の表形式のリスト

表5は、乳がん、卵巣がん、多発性⾻髄腫、およびAIDS関連KSの治療のために4,231⼈の患者でCaelyxペグ化リポソームを投
与された患者で発⽣した副作⽤をまとめたものです。「市販後の副作⽤も含まれています。b」。頻度は、⾮常に⼀般的
（≥1/10）、⼀般的（≥1/100から<1/10）、まれ（≥1 / 1,000から<1/100）、まれ（≥1/10,000から<1/1,000）として定義
されます。 ）、⾮常にまれ（<1 / 10,000）、不明（利⽤可能なデータから頻度を推定することはできません）。各頻度グ
ループ内で、関連する場合は、深刻度が低い順に有害反応が⽰されます。

表5：Caelyxペグ化リポソームで治療された患者の有害反応

器官別⼤分類 頻度すべてのグレード 副作⽤

感染症と寄⽣⾍ ⼀般 敗⾎症

肺炎

ニューモシスチス‧ジロベシイ肺炎

サイトメガロウイルス脈絡網膜炎を含む
サイトメガロウイルス感染症

マイコバクテリウムアビウムコンプレック

ス感染症

カンジダ症

帯状疱疹

尿路感染

感染

上気道感染症

⼝腔カンジダ症

⽑嚢炎

咽頭炎

⿐咽頭炎

珍しい 単純ヘルペス

真菌感染症

レア ⽇和⾒感染（含む アスペルギルス、
ヒストプラズマ、イソスポーラ、 レ
ジオネラ、微胞⼦⾍、 サルモネラ、
ブドウ球菌、 トキソプラズマ、結核
）。a

良性、悪性、不特定の新⽣物
（嚢胞やポリープを含む）

不明 急性⾻髄性⽩⾎病b

⾻髄異形成症候群b
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⼝腔新⽣物b

⾎液およびリンパ系の障害 ごく普通 ⽩⾎球減少症

好中球減少症

リンパ球減少症

貧⾎（低⾊素性貧⾎を含む）

⼀般 ⾎⼩板減少症

発熱性好中球減少症

珍しい 汎細胞減少症

⾎⼩板増加症

レア ⾻髄不全

免疫系障害 珍しい 過敏症

アナフィラキシー反応

レア アナフィラキシー様反応

代謝と栄養障害 ごく普通 ⾷欲不振

⼀般 悪液質

脱⽔

低カリウム⾎症

低ナトリウム⾎症

低カルシウム⾎症

珍しい ⾼カリウム⾎症

低マグネシウム⾎症

精神障害 ⼀般 混乱状態

不安

うつ

不眠症

神経系障害 ⼀般 末梢神経障害

末梢感覚神経障害

神経痛

知覚異常

感覚鈍⿇

味覚障害

頭痛

無気⼒

めまい
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珍しい 多発性神経障害

けいれん

失神

感覚異常

傾眠

結膜炎

視界がぼやける

涙液分泌が増加した

網膜炎

頻脈

動悸

⼼停⽌

⼼不全

うっ⾎性⼼不全

⼼筋症

⼼毒性

⼼室性不整脈

右脚ブロック

伝導障害

房室ブロック

チアノーゼ

⽬の障害 ⼀般

珍しい

レア

⼼臓障害a ⼀般

珍しい

レア

⾎管障害 ⼀般 ⾼⾎圧

低⾎圧

フラッシング

珍しい 肺塞栓症

注⼊部位の壊死（軟部組織の壊死お
よび⽪膚の壊死を含む）

静脈炎

起⽴性低⾎圧

レア ⾎栓性静脈炎

静脈⾎栓症

⾎管拡張

呼吸器、胸部および ⼀般 呼吸困難
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縦隔障害

労作性呼吸困難

⿐⾎

咳

喘息

胸部の不快感

喉の圧迫感

⼝内炎

吐き気

嘔吐

下痢

便秘

胃炎

⼝内炎

⼝内潰瘍

消化不良

嚥下障害

⾷道炎

腹痛

上腹部の痛み

⼝腔内の痛み

⼝渇

⿎腸

珍しい

レア

胃腸障害 ごく普通

⼀般

珍しい

⻭⾁炎

⾆炎

唇の潰瘍

レア

⽪膚および⽪下組織の障害 ごく普通 ⼿掌⾜底紅斑性⿇酔症候群a

発疹（紅斑性、斑状丘疹状、お
よび丘疹を含む）

脱⽑症

⼀般 ⽪膚の⾓質除去

ブリスター

乾燥肌

紅斑
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かゆみ

多汗症

⽪膚の⾊素沈着過剰

珍しい ⽪膚炎

剥離性⽪膚炎

にきび

⽪膚潰瘍

アレルギー性⽪膚炎

蕁⿇疹

⽪膚の変⾊

点状出⾎

⾊素沈着障害

⽖の障害

レア 中毒性表⽪壊死症

多形紅斑

⽔疱性類天疱瘡

苔癬様⾓化症

不明 スティーブンス‧ジョンソン症候群b

筋⾻格系および結合組織障害 ごく普通 筋⾻格痛（筋⾻格胸痛、腰痛、四
肢の痛みを含む）

⼀般 筋⾁のけいれん

筋⾁痛

関節痛

⾻の痛み

珍しい 筋⼒低下

腎臓および尿の障害 ⼀般 排尿障害

⽣殖障害 珍しい 胸の痛み

レア 膣感染症

陰嚢紅斑

⼀般的な障害と
管理サイトの条件

ごく普通 発熱

倦怠感

⼀般 輸液関連の反応

痛み

胸痛
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インフルエンザ様の病気

寒気

粘膜の炎症

無⼒症

沈滞

浮腫

浮腫末梢

管理サイトの⾎管外漏出

注射部位反応

顔の浮腫

熱中症

粘膜障害

体重が減った

駆出率が低下しました

珍しい

レア

調査 ⼀般

珍しい

レア 肝機能検査異常（⾎中ビリルビン増加、
アラニンアミノトランスフェラーゼ増
加、アスパラギン酸アミノトランスフェ
ラーゼを含む）
増加）

⾎中クレアチニンが増加しました

怪我、中毒および⼿続き上の合
併症

珍しい 放射線想起現象a

a⾒る選択された副作⽤の説明

b市販後の副作⽤

選択された副作⽤の説明

⼿のひらの⾜底の紅斑性⿇酔

乳房/卵巣の臨床試験で報告された最も⼀般的な望ましくない影響は、⼿⾜症候群（PPE）でした。報告されたPPEの全体的な発
⽣率は、卵巣と乳房の臨床試験でそれぞれ41.3％と51.1％でした。これらの影響はほとんど軽度であり、重度（グレード3）の
症例が16.3％および19.6％の患者で報告されました。報告された⽣  命を脅かす（グレード4）症例の発⽣率は1％未満でした。
PPEが恒久的な治療中⽌をもたらすことはめったにありませんでした（1.9％および10.8％）。PPEは、Caelyxペグ化リポソーム
とボルテゾミブ併⽤療法で治療された多発性⾻髄腫患者の16％で報告されました。グレード3のPPEは患者の5％で報告されまし
た。グレード4のPPEは報告されていません。PPEの発⽣率は、AIDS-KS集団で⼤幅に低かった（全グレード1.3％、グレード3 
PPE 0.4％、グレード4 PPEなし）。セクション4.4を参照してください。

⽇和⾒感染症

Caelyxペグ化リポソームの臨床試験で⼀般的に発⽣する呼吸器系の望ましくない影響は、AIDS集団の⽇和⾒感染症（OI）に関
連している可能性があります。⽇和⾒感染症は、Caelyxペグ化リポソームの投与後にKS患者で観察され、HIV誘発性の患者で頻
繁に観察されます
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免疫不全。臨床試験で最も頻繁に観察されたOIは、カンジダ症、サイトメガロウイルス、単純ヘルペス、ニューモシス
チス‧ジロベシイ肺炎、およびマイコバクテリウム‧アビウム複合体でした。

⼼臓毒性

うっ⾎性⼼不全の発⽣率の増加は、450 mg/mを超える累積⽣涯⽤量でのドキソルビシン療法に関連しています2または⼼臓の
危険因⼦を持つ患者のためのより低い線量で。460mg/mを超えるCaelyxペグ化リポソームの累積投与を受けた10⼈のAIDS-KS
患者のうち9⼈の⼼内膜⼼筋⽣検2アントラサイクリン誘発性⼼筋症の証拠がないことを⽰します。AIDS-KS患者に推奨される
Caelyxペグ化リポソームの⽤量は20mg/mです。22〜3週間ごと。これらのAIDS-KS患者にとって⼼毒性が懸念される累積⽤量
（> 400 mg / m2）40〜60週間にわたって20コース以上のCaelyxペグ化リポソーム療法が必要になります。

さらに、アントラサイクリンの累積投与量が509 mg/mの固形腫瘍患者8⼈を対象に⼼内膜⼼筋⽣検を実施しました。2‒1,680 
mg / m2。ビリンガムの⼼毒性スコアの範囲はグレード0〜1.5でした。これらの評価スコアは、⼼臓毒性がないか軽度であるこ
とと⼀致しています。

ドキソルビシンに対する極めて重要な第III相試験では、58/509（11.4％）の無作為化された被験者（50 mg /mの⽤量でCaelyx
ペグ化リポソームで治療された10⼈）2/ 60 mg/mの⽤量でドキソルビシンで治療された48に対して4週間ごと2/ 3週間ごと）治
療中および/またはフォローアップ中の⼼臓毒性に関するプロトコルで定義された基準を満たしました。⼼臓毒性は、安静時の
LVEFが正常範囲にとどまっている場合はベースラインから20ポイント以上の減少、LVEFが異常になった場合（正常の下限未
満）は10ポイント以上の減少として定義されました。LVEF基準による⼼臓毒性を⽰した10⼈のCaelyxペグ化リポソーム被験者
のいずれも、CHFの兆候と症状を発症しませんでした。対照的に、LVEF基準による⼼臓毒性を⽰した48⼈のドキソルビシン被
験者のうち10⼈も、CHFの兆候と症状を発症しました。

乳がんおよび卵巣がんの患者のサブセットを含む固形腫瘍の患者では、50mg/mの⽤量で治療された2/サイクル、最⼤1,532 mg/
mの⽣涯累積アントラサイクリン投与量2、臨床的に重⼤な⼼機能障害の発⽣率は低かった。Caelyxペグ化リポソーム50mg/mで
治療された418⼈の患者のうち2/サイクル、および左⼼室駆出率（LVEF）のベースライン測定と、MUGAスキャンによって評価
された少なくとも1つのフォローアップ測定を⾏った場合、88⼈の患者の累積アントラサイクリン投与量は> 400 mg/mでした。
2、従来のドキソルビシンによる⼼⾎管毒性のリスク増加に関連する曝露レベル。これら88⼈の患者のうち13⼈（15％）だけ
が、LVEFに少なくとも1つの臨床的に有意な変化があり、これはLVEF値が45％未満、またはベースラインから少なくとも20ポイ
ント減少したと定義されています。さらに、たった1⼈の患者（944mg /mの累積アントラサイクリン⽤量）2）、うっ⾎性⼼不
全の臨床症状のために試験治療を中⽌した。

放射線想起現象

以前の放射線療法による⽪膚反応のリコールは、Caelyxペグ化リポソーム投与ではまれに発⽣しました。

疑わしい副作⽤の報告

医薬品の承認後に疑わしい副作⽤を報告することは重要です。これにより、医薬品のベネフィット/リスクバランスを継続的に
監視できます。ヘルスケアの専⾨家は、イエローカードスキームのウェブサイト（www.mhra.gov.uk/yellowcard）を介して疑
わしい副作⽤を報告するか、GooglePlayまたはAppleAppStoreでMHRAイエローカードを検索するように求められます。

4.9過剰摂取

ドキソルビシン塩酸塩の急激な過剰摂取は、粘膜炎、⽩⾎球減少症、⾎⼩板減少症の毒性作⽤を悪化させます。重度の⾻
髄抑制患者の急性過剰摂取の治療は、⼊院、抗⽣物質、⾎⼩板および顆粒球輸⾎、および粘膜炎の対症療法で構成されま
す。

5.薬理学的特性

5.1薬⼒学的特性

薬物療法グループ：細胞毒性薬（アントラサイクリンおよび関連物質）、ATCコード：L01DB01。

作⽤機序

Caelyxペグ化リポソームの有効成分はドキソルビシン塩酸塩です。Streptomyces peucetiusvar。カエシウス。ドキソルビシ
ンの抗腫瘍活性の正確なメカニズムは知られていない。DNA、RNAおよびタンパク質合成の阻害が細胞毒性効果の⼤部分の原
因であると⼀般に信じられています。これはおそらく、DNA⼆重らせんの隣接する塩基対の間にアントラサイクリンが挿⼊さ
れた結果であり、複製のためにそれらがほどけるのを防ぎます。

https://www.medicines.org.uk/emc/product/12931 15/21



4/15 / 22、5：26 PM 注⼊⽤溶液⽤のCaelyxペグ化リポソーム2mg/ ml濃縮物-製品特性の要約（SmPC）-（emc）

臨床効果と安全性

転移性乳がん患者を対象としたCaelyxペグ化リポソームとドキソルビシンの第III相ランダム化試験が509⼈の患者で完了しまし
た。Caelyxペグ化リポソームとドキソルビシンの間の⾮劣性を実証するというプロトコル指定の⽬的が達成され、無増悪⽣存期
間（PFS）のハザード⽐（HR）は1.00（HR = 0.82-1.22の95％CI）でした。予後変数を調整した場合のPFSの治療HRは、ITT⺟
集団のPFSと⼀致していました。

⼼臓毒性の⼀次分析は、累積アントラサイクリン⽤量の関数として⼼臓イベントを発症するリスクが、ドキソルビシンよりも
Caelyxペグ化リポソームの⽅が有意に低いことを⽰しました（HR = 3.16、p <0.001）。450mg/mを超える累積投与量で2

Caelyxペグ化リポソームによる⼼臓イベントはありませんでした。

⼀次プラチナベースの化学療法が失敗した後の上⽪性卵巣癌患者を対象としたCaelyxペグ化リポソームとトポテカンの第III相⽐
較試験が474⼈の患者で完了しました。ハザード⽐（HR）1.216（95％CI：1.000; 1.478）、p = 0.050で⽰されるように、トポ
テカン治療患者よりもCaelyxペグ化リポソーム治療患者の全⽣存期間（OS）に利点がありました。1、2、および3年での⽣存
率は、トポテカンで54.0％、23.6％、および13.2％であったのに対し、Caelyxペグ化リポソームではそれぞれ56.3％、34.7％、
および20.2％でした。

プラチナ感受性疾患の患者のサブグループでは、差はより⼤きかった：HR 1.432（95％CI：1.066; 1.923）、p=0.017。1、
2、および3年での⽣存率は、トポテカンで66.2％、31.0％、および17.5％であったのに対し、Caelyxペグ化リポソームでは
それぞれ74.1％、51.2％、および28.4％でした。

治療はプラチナ難治性疾患の患者のサブグループで類似していた：1.069のHR（95％CI：0.823; 1.387）、p=0.618。1、2、
および3年での⽣存率は、トポテカンで43.2％、17.2％、および9.5％であったのに対し、Caelyxペグ化リポソームではそれ
ぞれ41.5％、21.1％、および13.8％でした。

少なくとも1回の前治療を受けており、アントラサイクリンベースの治療を受けて、646⼈の患者で実施されました。
35％（95％）のリスク低減（RR）で⽰されるように、ボルテゾミブ単剤療法で治療された患者と⽐較して、Caelyxペグ化リポ
ソームとボルテゾミブの併⽤療法で治療された患者の進⾏までの時間（TTP）の主要エンドポイントに有意な改善がありました
CI：21-47％）、p <0.0001、407TTPイベントに基づく。ボルテゾミブ単剤療法患者のTTP中央値は6.9か⽉でしたが、8か⽉でし
た。Caelyxペグ化リポソームとボルテゾミブ併⽤療法の患者は9ヶ⽉。プロトコルで定義された中間分析（249のTTPイベントに
基づく）は、有効性のために研究の早期終了を引き起こしました。この中間分析では、TTPリスクが45％（95％CI：
29-57％）、p<0.0001減少したことが⽰されました。TTPの中央値はボルテゾミブ単剤療法患者で6.5か⽉であったのに対し、
Caelyxペグ化リポソームとボルテゾミブ併⽤療法患者では9.3か⽉でした。これらの結果は、成熟していませんが、プロトコルで
定義された最終分析を構成しました。追跡期間中央値8。6年後に実施された全⽣存期間（OS）の最終分析では、2つの治療群間
でOSに有意差は認められませんでした。OSの中央値はボルテゾミブ単剤療法患者で30.8か⽉（95％CI; 25.2-36.5か⽉）、33.0か
⽉（95％CI; 28.9-37）でした。

5.2薬物動態特性

Caelyxペグ化リポソームは、ドキソルビシン塩酸塩の⻑期循環ペグ化リポソーム製剤です。ペグ化リポソームには、親⽔性ポリ
マーであるメトキシポリエチレングリコール（MPEG）の表⾯グラフトセグメントが含まれています。これらの線形MPEGグルー
プはリポソーム表⾯から伸びて、脂質⼆重層膜と⾎漿成分の間の相互作⽤を減らす保護コーティングを作成します。これによ
り、Caelyxペグ化リポソームリポソームが⾎流中で⻑期間循環することが可能になります。ペグ化リポソームは、腫瘍を供給す
る⽋陥のある⾎管を無傷（⾎管外漏出）で通過するのに⼗分⼩さい（平均直径約100 nm）。⾎管からのペグ化リポソームの浸透
および腫瘍へのそれらの侵⼊および蓄積の証拠は、C-26結腸癌腫瘍を有するマウスおよびKS様病変を有するトランスジェニック
マウスで⾒られた。ペグ化リポソームはまた、低透過性脂質マトリックスおよび内部⽔性緩衝系を有し、これらが組み合わさっ
て、循環中のリポソーム滞留時間中にドキソルビシン塩酸塩をカプセル化した状態に保つ。

ヒトにおけるCaelyxペグ化リポソームの⾎漿薬物動態は、標準的な塩酸ドキソルビシン製剤について⽂献で報告されているも
のとは⼤幅に異なります。低⽤量（10mg / m）で2‒20 mg / m2）Caelyxペグ化リポソームは線形薬物動態を⽰した。10mg/m
の⽤量範囲にわたって2‒60 mg / m2Caelyxペグ化リポソームは⾮線形の薬物動態を⽰した。標準的な塩酸ドキソルビシンは、
広範な組織分布を⽰します（分布容積：700〜1,100 l / m2）および迅速な除去クリアランス（24〜73 l / h / m2）。対照的に、
薬物動態
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Caelyxペグ化リポソームのプロファイルは、Caelyxペグ化リポソームが主に⾎管液量に限定されており、⾎液からのドキソルビ
シンのクリアランスがリポソーム担体に依存していることを⽰しています。ドキソルビシンは、リポソームが⾎管外漏出して組
織区画に⼊った後に利⽤可能になります。

同等の⽤量で、ほとんどがペグ化リポソームドキソルビシン塩酸塩（測定されたドキソルビシンの90％から95％を含む）
を表すCaelyxペグ化リポソームの⾎漿濃度およびAUC値は、標準的なドキソルビシン塩酸塩調製物で達成されるものより
も有意に⾼い。

Caelyxペグ化リポソームはドキソルビシン塩酸塩の他の製剤と互換的に使⽤されるべきではありません。

集団の薬物動態

Caelyxペグ化リポソームの薬物動態は、集団薬物動態アプローチを使⽤して、10の異なる臨床試験からの120⼈の患者で評価さ
れました。10mg/mの⽤量範囲にわたるCaelyxペグ化リポソームの薬物動態260 mg/mまで2ゼロ次⼊⼒とミカエリスメンテン除
去を使⽤した2コンパートメント⾮線形モデルによって最もよく説明されました。Caelyxペグ化リポソームの平均固有クリアラ
ンスは0.030l/ h/mでした2（範囲0.008〜0.152 l / h / m2）および分布の平均中央体積は1.93 l/mでした2（範囲0.96-3.85 l / m2）
⾎漿量の概算。⾒かけの半減期は24〜231時間の範囲で、平均73.9時間でした。

乳がん患者

乳癌の18⼈の患者で決定されたCaelyxペグ化リポソームの薬物動態は、さまざまな癌の120⼈の患者のより⼤きな集団で決定
された薬物動態と類似していた。平均固有クリアランスは0.016l/ h/mでした2（範囲0.008-0.027 l / h / m2）、分布の平均中⼼
容積は1.46 l/mでした2（範囲1.10-1.64 l / m2）。平均⾒かけの半減期は71.5時間（範囲45.2-98.5時間）でした。

卵巣がん患者

卵巣癌の11⼈の患者で測定されたCaelyxペグ化リポソームの薬物動態は、さまざまな癌の120⼈の患者のより⼤きな集団で測定
された薬物動態と類似していた。平均固有クリアランスは0.021l/ h/mでした2（範囲0.009〜0.041 l / h / m2）、平均中央分布容
積は1.95 l/mでした2（範囲1.67〜2.40 l / m2）。平均⾒かけの半減期は75.0時間（範囲36.1〜125時間）でした。

エイズ関連のKS患者

Caelyxペグ化リポソームの⾎漿薬物動態は、20mg/mの単回投与を受けたKS患者23⼈で評価されました。230分の注⼊によっ
て投与されます。20 mg / m後に観察されたCaelyxペグ化リポソーム（主にペグ化リポソームドキソルビシン塩酸塩および低レ
ベルのカプセル化されていないドキソルビシン塩酸塩を表す）の薬物動態パラメーター2⽤量を表6に⽰します。

表6.Caelyxペグ化リポソーム治療AIDS-KS患者の薬物動態パラメーター

平均+ 標準エラー

20 mg / m2（n = 23）パラメータ

最⼤⾎漿濃度*（µg / ml）

⾎漿クリアランス（l / h / m2）。

分布容積（l / m2）。

AUC（µg / ml h）

λ1半減期（時間）

λ2半減期（時間）

8.34±0.49

0.041±0.004

2.72±0.120

590.00±58.7

5.2±1.4

55.0±4.8

*30分の注⼊の終わりに測定

5.3前臨床安全性データ

動物で実施された反復投与研究では、Caelyxペグ化リポソームの毒性プロファイルは、標準的な塩酸ドキソルビシンの⻑期注
⼊を受けたヒトで報告されたものと⾮常に類似しているように⾒えます。Caelyxペグ化リポソームでは、ドキソルビシン塩酸
塩をペグ化リポソームにカプセル化すると、次のように強度が異なるこれらの効果が得られます。
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⼼毒性

ウサギでの研究は、Caelyxペグ化リポソームの⼼毒性が従来のドキソルビシン塩酸塩製剤と⽐較して減少することを⽰しまし
た。

⽪膚毒性

Caelyxペグ化リポソームをラットとイヌに繰り返し投与した後に実施された研究では、臨床的に適切な投与量で深刻な⽪膚の
炎症と潰瘍の形成が観察されました。⽝を対象とした研究では、これらの病変の発⽣と重症度は、⽤量を減らすか、⽤量間の
間隔を⻑くすることによって減少しました。⼿⾜症候群として説明される同様の⽪膚病変は、⻑期の静脈内注⼊後の患者でも
観察されました（セクション4.8を参照）。

アナフィラキシー様反応

イヌにおける反復投与毒性試験中に、ペグ化リポソーム（プラセボ）の投与後に、低⾎圧、薄い粘膜、唾液分泌、嘔吐、および
活動低下とそれに続く無気⼒の期間を特徴とする急性反応が観察された。同様の、しかしそれほど深刻ではない反応は、Caelyx
ペグ化リポソームおよび標準ドキソルビシンで治療された⽝でも認められました。

低⾎圧反応は、抗ヒスタミン薬による前処理によって⼤きさが減少しました。しかし、反応は⽣命を脅かすものではなく、⽝は
治療を中⽌するとすぐに回復しました。

局所毒性

⽪下耐性研究は、標準的な塩酸ドキソルビシンとは対照的に、Caelyxペグ化リポソームが⾎管外漏出の可能性の後に組織にわ
ずかな局所刺激または損傷を引き起こすことを⽰しています。

変異原性と発癌性

Caelyxペグ化リポソームを⽤いた研究は⾏われていませんが、Caelyxペグ化リポソームの薬理学的有効成分である塩酸ド
キソルビシンは変異原性および発癌性です。ペグ化プラセボリポソームは変異原性でも遺伝⼦毒性でもありません。

⽣殖毒性

Caelyxペグ化リポソームは、36 mg / kgの単回投与後、マウスに軽度から中等度の卵巣および精巣萎縮をもたらしました。0.25 
mg / kg /⽇以上の反復投与後、ラットに精巣重量の減少と精液減少症が⾒られ、精細管のびまん性変性と1 mg / kg /⽇を繰り返
し投与した後のイヌで精⼦形成の著しい減少が観察された（セクション4.6を参照）。 ）。

腎毒性

ある研究では、Caelyxペグ化リポソームを臨床⽤量の2倍を超える単回静脈内投与でサルに腎毒性を⽣じさせることが⽰され
ています。腎臓毒性は、ラットとウサギでドキソルビシンHClのさらに低い単回投与で観察されています。患者における
Caelyxペグ化リポソームの市販後の安全性データベースの評価は、Caelyxペグ化リポソームの腎毒性の重⼤な責任を⽰唆し
ていないため、サルにおけるこれらの所⾒は、患者のリスク評価とは関連がない可能性があります。

6.医薬品の詳細

6.1添加剤のリスト

α-（2-[1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ（3）ホスホオキシ]エチルカルバモイル）-ω-メトキシポリ（オキシエチレン）-40ナトリウム塩（MPEG-DSPE）

完全⽔素化⼤⾖ホスファチジルコリン（HSPC）

コレステロール

硫酸アンモニウム

スクロース

ヒスチジン

注射⽤⽔

塩酸（pH調整⽤）
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⽔酸化ナトリウム（pH調整⽤）

6.2⾮互換性

この医薬品は、セクション6.6に記載されているものを除き、他の医薬品と混合してはなりません。

6.3貯蔵寿命

20ヶ⽉。

希釈後：

-化学的および物理的な使⽤中の安定性は、2°C〜8°Cで24時間実証されています。

-微⽣物学的観点から、製品はすぐに使⽤する必要があります。すぐに使⽤しない場合、使⽤前の使⽤中の保管時間と条件は
ユーザーの責任であり、2°Cから8°Cで24時間を超えてはなりません。

-部分的に使⽤されたバイアルは廃棄する必要があります。

6.4保管に関する特別な注意事項

冷蔵庫（2°C〜8°C）で保管してください。

凍結しないでください。

希釈された医薬品の保管条件については、セクション6.3を参照してください。

6.5容器の性質と内容

タイプIのガラスバイアル。それぞれにシリコン処理された灰⾊のブロモブチルストッパーとアルミニウムシールが付いており、供給量は10 ml（20 
mg）または25 ml（50 mg）です。

Caelyxペグ化リポソームは、1パックまたは10バイアルのパックとして提供されます。

すべてのパックサイズが販売されているわけではありません。

6.6廃棄およびその他の取り扱いに関する特別な注意事項

降⽔やその他の粒⼦状物質の形跡を⽰す物質は使⽤しないでください。

Caelyxペグ化リポソーム分散液の取り扱いには注意が必要です。⼿袋の使⽤が必要です。Caelyxペグ化リポソームが⽪膚
や粘膜に接触した場合は、すぐに⽯鹸と⽔で⼗分に洗ってください。Caelyxペグ化リポソームは、地域の要件に従って、
他の抗がん剤と同じ⽅法で取り扱い、廃棄する必要があります。

投与するCaelyxペグ化リポソームの⽤量を決定します（推奨⽤量と患者の体表⾯積に基づいて）。適切な量  のCaelyxペグ化リ
ポソームを滅菌シリンジに⼊れます。Caelyxペグ化リポソームには防腐剤または静菌剤が存在しないため、無菌操作を厳密に
遵守する必要があります。Caelyxペグ化リポソームの適切な⽤量は、投与前に注⼊のために5％（50 mg / ml）グルコース溶液
で希釈する必要があります。90 mg未満の⽤量の場合、Caelyxペグ化リポソームを250 mlに希釈し、90 mg以上の⽤量の場合、
Caelyxペグ化リポソームを500mlに希釈します。これは、4.2で詳しく説明されているように、60分または90分かけて注⼊でき
ます。

注⼊⽤の5％（50 mg / ml）グルコース溶液以外の希釈剤の使⽤、またはベンジルアルコールなどの静菌剤の存在は、Caelyx
ペグ化リポソームの沈殿を引き起こす可能性があります。

Caelyxペグ化リポソーム注⼊ラインは、5％（50 mg / ml）グルコースの静脈内注⼊のサイドポートを介して接続することをお勧めし
ます。点滴は末梢静脈から⾏うことができます。インラインフィルターと⼀緒に使⽤しないでください。

7.販売承認取得者

バクスターヘルスケアリミテッド

キャックストンウェイ

セットフォード

ノーフォーク
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IP24 3SE

イギリス

8.販売承認番号

PLGB 00116/0255

9.最初の承認⽇/承認の更新⽇

最初の承認⽇：1996年6⽉21⽇

最新の更新⽇：2006年5⽉19⽇

10.テキストの改訂⽇

2021年8⽉9⽇

-
-

レポートサイドエフェクト（/ emc / report-an-adverse-

event） 関連医薬品

同じ有効成分（/ emc / search？q =％22doxorubicin％20hydrochloride％22）同じ

会社（/ emc / company / 65）

ブックマーク

Eメール
-
✉

emcの最終更新⽇：2021年9⽉27⽇
-
-

変更を表⽰

印刷（/ emc / product / 12931 / smpc / print）

会社の連絡先の詳細
バクスターヘルスケア株式会社

住所
キャックストンウェイ、セットフォード、ノーフォーク、IP24 3SE、英国

ファックス

+ 44（0）1635 206071

医療情報メール
medinfo_uki@baxter.com （mailto：medinfo_uki@baxter.com ）

WWW
http://www.baxterhealthcare.co.uk（http://www.baxterhealthcare.co.uk）

医療情報ダイレクトライン
+ 44（0）1635 206345
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