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－医薬品・医療機器の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－ 

 
2019年 06月  

アラガン・ジャパン株式会社 
高度管理医療機器 ゲル充填人工乳房 

 

ナトレル ブレスト・インプラント（インプラント） 

 

ナトレル ４１０ ブレスト・インプラント（インプラント） 

 
 

この度、標記製品につきまして、薬生安通知（厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知）

により、【警告】、【使用上の注意】、【主要文献及び文献請求先】の項の改訂を行いましたので、お

知らせ申し上げます。 

今後のご使用に際しましては、以下の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。 

なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに、日数を要する場合がございますので、

ご了承くださいますようお願い申し上げます。 
  

【改訂の概要】 

 

改訂項目 改訂概要 

警告 

 

 

 

 

 

使用上の注意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 使用方法 

関連学会におけるブレスト・インプラント関連未分化大細胞型

リンパ腫（BIA-ALCL）情報提供サイト及び最新の論文情報を

【警告】欄に記載し、BIA-ALCL発症のリスクに対する注意喚起

を図りました。 

 

2. 重要な基本的注意 

〈術者が注意する事項〉 

最近の報告で、BIA-ALCL発症までの期間は平均9年との報告があ

るため、継続的なフォローアップの必要性とBIA-ALCL検査・治

療フローチャートを提供している関連学会BIA-ALCL情報提供サ

イトを記載しました。 

〈患者に注意させる事項〉 

患者が症状を認めた際に、すみやかに医療機関を受診して頂く

ため、可能性がある有害事象とその症状について表を作成しま

した。 

 

4．不具合・有害事象不具合 

（1）不具合 

国内外の最新情報に基づいて見直しを行い、〈重大な不具合〉

に「インプラントの破裂／損傷」を記載し注意喚起を図りまし

た。 

（2）有害事象 

国内外の最新情報に基づいて見直しを行い、〈重大な有害事

象〉に「被膜拘縮（ベーカー分類Ⅲ度、Ⅳ度）」、「インプラ

ント露出」、「再手術」、「インプラント交換」、「インプラ

ント摘出」、「組織壊死／皮膚壊死」、「ブレスト・インプラ

ント関連未分化大細胞型リンパ腫（BIA-ALCL）」を記載し注意

添付文書改訂のお知らせ 
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主要文献及び文献請求先 

喚起を図りました。また、因果関係は解明されていないもの

の、将来的には関連性のあるリスクの可能性がある事象につい

て〈重大な有害事象〉の項に移動しました。なお、「胃が

ん」、「白血病」については関連性が認められないため削除し

ました。 

 

1. 主要文献 

【警告】、【使用上の注意】内容の改訂に伴い、関連学会にお

けるBIA-ALCL情報提供サイトと最新の文献を追記し、また引用

文献番号を更新しました。 
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【改訂内容】  
 

改 訂 後（下線部：変更部分） 改 訂 前 

【警告】 

1. 使用方法 

(1) 本品は関連学会の定める実施施設基準・実施医基準を遵守し

て使用すること。 
(2) 使用前に患者への説明文書を用いて本品及び手術の特性（利

点とリスク）と共に、本品埋入後の定期的フォローアップが

必要であることについて患者に十分に説明し、文書にて同意

を取得した上で使用すること。また、患者の同意取得に際し、

自己チェックシートを用いるなど理解度を確認すること。 

(3) 本品を使用前に、関連学会作成の2019年6月付け「ブレス

ト・インプラント関連未分化大細胞型リンパ腫について」1

を参考に、ブレスト・インプラント関連未分化大細胞型リ

ンパ腫（BIA-ALCL）発症のリスク等について患者に十分に

説明すること。また、本品埋入後は継続的なフォローアッ

プを行うこと［本品使用時において、ブレスト・インプラ

ント関連未分化大細胞型リンパ腫（BIA-ALCL）の発症が報

告されており、当該事象の多くはテクスチャードタイプの

インプラントで報告されている2,3,4,5。病変がインプラント

周辺組織を超えて広がった症例のなかには、まれに死亡例

の報告がある。3］（【使用上の注意】2.重要な基本的注意

の項参照） 

 

 

【使用上の注意】 

【略】 

2. 重要な基本的注意 

〈術者が注意する事項〉 

(1) インプラント埋入からブレスト・インプラント関連未分化

大細胞型リンパ腫（BIA-ALCL）の発症までの期間は、平均

9年、0.08～27年との報告 2,3があるため、継続的なフォ

ローアップが必要となる。また、検査・治療フローチャー

トについては、関連学会の「ブレスト・インプラント関連

未分化大細胞型リンパ腫について」1を参考にすること。 

(2) 本品の破裂やしぼみを生じることがあるため手術器具によ

る損傷や不適切な処置や接触、手術中のその他の外的要因

に注意すること。 

【略】 

 

 

〈患者に注意させる事項〉 

(1) 次のような症状がある場合は、それぞれ下記のような有害

事象等の可能性があるため、すみやかに受診させること。 

副作用・有害事象 症状 

被膜拘縮、微小石

灰化 

硬化、不快感、疼痛、ゆがみ、触知可能、

位置異常など 

感染、皮膚や組織

などの壊死 

発赤、腫脹、疼痛、発熱、滲出液、インプ

ラントの露出など 

漿液腫（BIA-ALCL

の疑い） 

インプラント周囲の腫れ、疼痛、左右非対

称、乳房や腋窩のしこり、発赤、胸の硬化

など 

(2) 本品の破裂やしぼみを生じることがあるため外傷、激しい

身体活動、強いマッサージや接触時の衝撃などのストレス

に注意させること。 

(3) 本品は、マンモグラフィー画像の診断を困難にすることが

あるため、担当医などに本品が埋入されていること、製品の

タイプ及び位置等を伝えさせること。超音波検査はマンモ

グラフィーの補助として有用な場合がある。 

(4) 喫煙は、術後の回復過程を妨げる可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

【警告】 

1. 使用方法 

(1) 本品は関連学会の定める実施施設基準・実施医基準を遵守

して使用すること。 

(2) 使用前に患者への説明文書を用いて本品及び手術の特性（利

点とリスク）と共に、本品埋入後の定期的フォローアップが

必要であることについて患者に十分に説明し、文書にて同意

を取得した上で使用すること。また、患者の同意取得に際し、

自己チェックシートを用いるなど理解度を確認すること。

（【使用上の注意】2.重要な基本的注意の項参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用上の注意】 

【略】 

2. 重要な基本的注意 

〈術者が注意する事項〉 

(1) 本品の破裂やしぼみを生じることがあるため手術器具によ

る損傷や不適切な処置や接触、手術中のその他の外的要因

に注意すること。 

【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈患者に注意させる事項〉 

(1) 本品の破裂やしぼみを生じることがあるため外傷、激し

い身体活動、強いマッサージや接触時の衝撃などのスト

レスに注意させること。 

(2) 被膜拘縮は、埋入後の一般的な有害事象であるが、本品

の損傷、しぼみ、しわ、又は血腫の形成の原因となる可

能性があるので、被膜拘縮が発生しても外部から圧迫や

マッサージをさせないこと。被膜拘縮による硬化、不快

感、疼痛、ゆがみ、触知可能、位置異常などが重度の場

合にはすみやかに受診させること。 

(3) 感染によると考えられる発赤、腫脹、疼痛、発熱などが

発現した場合はすみやかに受診させること。 

(4) 皮膚や組織などの壊死が認められる場合はすみやかに受

診させること。 

(5) 術後に滲出液が認められる場合はすみやかに受診させる

こと。 

(6) 本品は、マンモグラフィー画像の診断を困難にすること

があるため、担当医などに本品が埋入されていること、

製品のタイプ及び位置等を伝えさせること。超音波検査

はマンモグラフィーの補助として有用な場合がある。 

(7) 本品埋入後にはさまざまな程度と持続期間の疼痛が起こ

りうる。原因不明な疼痛は、すみやかに受診させるこ

と。 

(8) 広範囲にわたる微小石灰化によって、乳房の硬化及び不

快感が生じた場合は、すみやかに受診させること。 

(9) 喫煙は、術後の回復過程を妨げる可能性がある。 
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改 訂 後（下線部：変更部分） 改 訂 前 
4. 不具合・有害事象 

(1) 不具合 

本品の使用により以下の不具合の可能性がある。 

<重大な不具合> 

・インプラントの破裂／損傷 

<その他の不具合> 

・インプラントの変形 

・ゲル破断 

 

(2) 有害事象 

本品の使用により、以下の有害事象の可能性があるが、

これに限定されるものではない。 

<重大な有害事象> 

•被膜拘縮（ベーカー分類Ⅲ度、Ⅳ度） 

•インプラント露出、再手術、インプラント交換、インプ

ラント摘出 

•組織壊死／皮膚壊死 

•ブレスト・インプラント関連未分化大細胞型リンパ腫

（BIA-ALCL） 

 

インプラントと以下に挙げる症状との因果関係は解明さ

れていないが、将来的には関連があると思われるリスク

の可能性があるので注意すること。 

結合組織疾患／自己免疫疾患、癌（乳癌、脳腫瘍、呼吸

器癌、肺癌、子宮頸癌、外陰癌、リンパ腫等）、神経系疾

患（視覚、知覚、筋力、歩行、平衡感覚、思考力又は記

憶力困難などの神経系の症状や多発性硬化症などの疾

患）、自殺 

 

<その他の有害事象> 

〈急性期有害事象〉 

血腫、漿液腫／体液貯留、疼痛（乳房）、疼痛（その他）、

炎症（発赤、腫脹）、感染 

〈遠隔期有害事象〉 

血腫、漿液腫／体液貯留、疼痛（乳房）、疼痛（その他）、

炎症（発赤、腫脹）、感染、乳房皮膚知覚異常、被膜拘縮、

肥厚性瘢痕、しわ・凹み、インプラント位置異常 

【略】 

 

 

 
【主要文献及び文献請求先】 

1. 主要文献 

(1) http://jopbs.umin.jp/medical/index.html 

(2) McCarthy CM, Loyo-Berrios N, Qureshi AA, et al. 

Patient Registry and Outcomes for Breast Implants and 

Anaplastic Large Cell Lymphoma Etiology and 

Epidemiology (PROFILE): Initial Report of Findings, 

2012-2018. Plast Reconstr Surg.2019; 143(3S A Review 

of Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell 

Lymphoma): 65S-73S  

【略】 

4. 不具合・有害事象 

(1) 不具合 

本品の使用により以下の不具合の可能性がある。 

・インプラントの破裂／損傷 

・インプラントの変形 

・ゲル破断 

 

(2) 有害事象 

本品の使用により、以下の有害事象の可能性があるが、こ

れに限定されるものではない。 

【略】 

2) 以下のような有害事象の可能性がある。 

〈急性期有害事象〉 

血腫、漿液腫／体液貯留、疼痛（乳房）、疼痛（その他）、

炎症（発赤、腫脹）、感染、組織／皮膚壊死、インプラン

ト露出 

〈遠隔期有害事象〉 

血腫、漿液腫／体液貯留、疼痛（乳房）、疼痛（その他）、

炎症（発赤、腫脹）、感染、組織／皮膚壊死、乳房皮膚知

覚異常、被膜拘縮、肥厚性瘢痕、しわ・凹み、インプラ

ント露出、インプラント位置異常、再手術、インプラン

ト交換、インプラント摘出 

3) インプラントと以下に挙げる症状との因果関係は解明

されていないが、将来的には関連があると思われるリ

スクの可能性があるので注意すること。 

乳癌、癌（乳癌以外）、ブレスト・インプラント関連未分

化大細胞型リンパ腫（BIA-ALCL）注）、結合組織疾患／自

己免疫疾患、神経系疾患、自殺 

注）多くはテクスチャードタイプのインプラントで報告

されている 7,8,9。病変がインプラント周辺組織を超えて

広がった症例のなかには、まれに死亡例の報告がある。 

検査方法については、関連学会のガイドラインを確認す

ること。 

4）その他の有害事象 

海外において以下の報告がある。 

• 乳癌、脳腫瘍、呼吸器癌、肺癌、子宮頸癌、外陰

癌、胃癌、白血病、リンパ腫 

• 視覚、知覚、筋力、歩行、平衡感覚、思考力又は記

憶力困難などの神経系の症状や多発性硬化症などの

疾患 

 

【主要文献及び文献請求先】 

 1．主要文献 

   【略】 

 

 

 

【改訂理由】 

 
今回、海外規制当局より、スムーズタイプのブレスト・インプラントと比較して、テクスチャードタ

イプのブレスト・インプラントを使用している患者において、ブレスト・インプラント関連未分化大細

胞型リンパ腫（BIA-ALCL）症例が多く報告されているとの発表を受け、ナトレル ブレスト・インプラ

ント２製品の添付文書において、BIA-ALCL発症のリスクに関する注意喚起を図りました。合わせて、不

具合・有害事象につきましても、国内外の最新情報を基に、重大な不具合、その他の不具合、重大な有

害事象、その他の有害事象に分類し、注意喚起を図りました。 
 

 

http://jopbs.umin.jp/medical/index.html
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【ご参考】 

ブレスト・インプラント関連未分化大細胞型リンパ腫（BIA-ALCL）につきましては、各国規制当局

のホームページにおいて最新情報が提供されています。 
 
FDA サイト：Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL) 

https://www.fda.gov/medical-devices/breast-implants/breast-implant-associated-anaplastic-large-
cell-lymphoma-bia-alcl 
 
フランス保健局サイト： 
https://ansm.sante.fr/S-informer/Communiques-Communiques-Points-presse/L-ANSM-decide-par-
mesure-de-precaution-de-retirer-du-marche-des-implants-mammaires-macrotextures-et-des-
implants-mammaires-a-surface-recouverte-de-polyurethane-L-ANSM-ne-recommande-pas-d-
explantation-preventive-pour-les-femmes-porteuses-de-ces-implants-Communique 
 
また、国内におきましても、日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会、日本形成外科学会、

日本乳癌学会、日本美容外科学会より最新情報が提供されています。 
 
日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会サイト： 
http://jopbs.umin.jp/medical/index.html 
 

 

 

最新の添付文書情報は、以下、ホームページに掲載しております。 

• 医薬品医療機器情報提供ホームページ「医療機器に関する情報」 

（https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/devices/0091.html） 

• アラガン・ジャパン 医療関係者向け製品ホームページ 

（https://www.allergan.jp/ja-jp/products） 

 

https://www.fda.gov/medical-devices/breast-implants/breast-implant-associated-anaplastic-large-cell-lymphoma-bia-alcl
https://www.fda.gov/medical-devices/breast-implants/breast-implant-associated-anaplastic-large-cell-lymphoma-bia-alcl
https://ansm.sante.fr/S-informer/Communiques-Communiques-Points-presse/L-ANSM-decide-par-mesure-de-precaution-de-retirer-du-marche-des-implants-mammaires-macrotextures-et-des-implants-mammaires-a-surface-recouverte-de-polyurethane-L-ANSM-ne-recommande-pas-d-explantation-preventive-pour-les-femmes-porteuses-de-ces-implants-Communique
https://ansm.sante.fr/S-informer/Communiques-Communiques-Points-presse/L-ANSM-decide-par-mesure-de-precaution-de-retirer-du-marche-des-implants-mammaires-macrotextures-et-des-implants-mammaires-a-surface-recouverte-de-polyurethane-L-ANSM-ne-recommande-pas-d-explantation-preventive-pour-les-femmes-porteuses-de-ces-implants-Communique
https://ansm.sante.fr/S-informer/Communiques-Communiques-Points-presse/L-ANSM-decide-par-mesure-de-precaution-de-retirer-du-marche-des-implants-mammaires-macrotextures-et-des-implants-mammaires-a-surface-recouverte-de-polyurethane-L-ANSM-ne-recommande-pas-d-explantation-preventive-pour-les-femmes-porteuses-de-ces-implants-Communique
https://ansm.sante.fr/S-informer/Communiques-Communiques-Points-presse/L-ANSM-decide-par-mesure-de-precaution-de-retirer-du-marche-des-implants-mammaires-macrotextures-et-des-implants-mammaires-a-surface-recouverte-de-polyurethane-L-ANSM-ne-recommande-pas-d-explantation-preventive-pour-les-femmes-porteuses-de-ces-implants-Communique
http://jopbs.umin.jp/medical/index.html
https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/devices/0091.html
https://www.allergan.jp/ja-jp/products

