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事例の背景
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• 品目：レミケード®点滴静注用100
• 領域：免疫炎症/乾癬（効能追加）

• 審査部：新薬審査第4部（6分野１）

• 対面助言時期：2006年（欧米で承認済）

参考）

• 対面助言時の国内既承認効能

– 2002年 クローン病

– 2003年 関節リウマチ
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• 尋常性乾癬（ Plaque psoriasis ）を対象とした臨床試験

– SPIRIT 試験（PhaseⅡ）／248例
プラセボ群，実薬 3mg/kg群，実薬 5mg/kg群

– EXPRESS 試験（PhaseⅢ）／375例（長期投与54週まで）

プラセボ群，実薬 5mg/kg群
– EXPRESSⅡ試験（PhaseⅢ） ／834例（長期投与54週まで）

プラセボ群，実薬 3mg/kg群，実薬 5mg/kg群

• 関節症性乾癬（ Psoriatic Arthritis ）を対象とした臨床試験

– IMPACT試験（PhaseⅡ） ／103例 （長期投与2年）

プラセボ群，実薬 5mg/kg群
– IMPACT2試験（PhaseⅢ） ／200例（長期投与54週まで）

プラセボ群，実薬 5mg/kg群

海外臨床試験

皮膚症状を評価．関節症状を有する患者（関節症性乾癬）も治験参加．

関節症状及び皮膚症状を評価．
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国内申請パッケージ（案）

承認までに，長期投与データとして，
継続投与試験の結果を提出．

海外と同様に10週時点のPASIスコア75％改善を主要評価項目とし，
14週時点のデータで海外試験と共に申請．

国内検証的試験のデザインは，
海外の試験と同様の評価方法，
患者集団にて検討．

尋常性乾癬

PhaseⅡ試験

：C0168T31 [SPIRIT試験]

（プラセボ，3，5mg/kg）

10週プライマリー
（0，2，6週投与）

国内実施試験

PhaseⅢ試験

：C0168T38 [EXPRESS試験]

（プラセボ，5mg/kg）
10週プライマリー，14週 終評価 10週プライマリー

（長期投与54週まで）

PhaseⅢ試験
：C0168T44 [EXPRESSⅡ試験]

申請後提出 （プラセボ，3，5mg/kg）

10週プライマリー

（長期投与54週まで）
（5mg/kg 8週間隔継続投与）

関節症性乾癬

医師主導試験

：P02114 [IMPACT試験]

（プラセボ，5mg/kg）

16週プライマリー

PhaseⅢ試験

：C0168T50 [IMPACT2試験]

（プラセボ，5mg/kg）

14週プライマリー

：TA-650-1７

FDAに申請パッケージとして使用された臨床試験

尋常性乾癬患者を対象とした継続投与試験

プラセボ，5mg/kg　3回投与）

検証的試験（二重盲検試験）

：TA-650-16

海外国内

（長期投与2年）

（長期投与54週まで）
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海外臨床試験における主要評価項目
（投与開始10週後のPASIスコア75％改善率）
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主要評価項目のPASIスコア75％改善率はプラセボ反応率が低く、
少数例で検証可能。
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（プラセボを対照とした二重盲検比較試験）

週36 4820 24 28 328 12 160 2 4
検証的試験 継続投与試験

0 2 6 10 14

継続投与に再同意した患者
（検証的試験から通算54週投与）

プラセボ（N=15）

実薬 5mg/kg
（N=30）

：5mg/kg投与

：プラセボ投与

 海外PhaseⅢ試験と同様の国内患者集団に対し、同一の主要評価項目により本

剤のプラセボに対する優越性を検証する。海外試験と同様の結果が得られた場
合、海外データを外挿する計画。

 国内長期投与データとして、プラセボからの切替え例を含む45例で提案

 国内長期投与例100例未満を妥当と考えた理由。

– 海外の乾癬患者を対象とした臨床試験の結果（約1800例）、安全性プロファイルは既承認の関
節リウマチ、クローン病などと差がないことが示されていたこと（欧米では承認済）。

– 本剤の国内における既承認効能の臨床データに加え、全例調査方式による合計1万例以上の
PMSの成績もあり、安全性に対する情報が豊富に存在したこと。

当初提案した国内試験デザイン



機構の見解
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• 臨床データパッケージの妥当性について

– 「日本人患者を対象として検証的試験を実施する計画であ
るため、必ずしもブリッジングを行う必要はなく、国内臨床
試験を中核とし、海外試験を併せて臨床データパッケージ
を構成することに大きな問題はないと考える。」

• 国内症例数の妥当性について

– 「承認取得までに本剤を1年間投与した成績が100例程度

必要である。なお、検証試験でプラセボを投与した被験者
を長期投与の目標例数（100例）に加えることを想定するの
であれば、本剤へ切り替えた時点から少なくとも1年間投与
する必要がある。」



対面助言当日の具体的な議論
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• 海外において既存効能と安全性プロファイルが大きく
変わらず、海外の乾癬患者の安全性データを外挿す
ることは妥当という考え方は概ね受け入れられた。

• 一方、機構から安全性だけでなく慢性疾患である乾
癬において、海外と同じ用法用量で有効性が持続す
ることを確認する意味でも1年100例のデータを取得
することが必要との意見も出された。

• また、この領域なら100例集積可能との試験の実施
可能性に言及する議論もあった。



終的な国内での臨床試験の全体像
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尋常性乾癬，関節症性乾癬を対象とした試験．主要有効性評価：10週のPASIスコア75％改善率

検証的試験（14週）後，継続投与を希望する被験者に対して継続投与試験（64週）を実施．

継続投与試験ではプラセボ群は実薬投与にスイッチ．

検証的試験／実薬 5mg/kg群35例（目標30例）、プラセボ19例（目標15例）

長期投与試験 64例

実薬 5mg/kg
プラセボ
評価のみ
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追加の長期投与試験は、尋常性乾癬，関節症性乾癬に加え、膿疱性乾癬患者，乾癬性紅皮症患者も対象とす
る試験に位置づけ、 終的に４つの病型での承認を取得した．



国内長期投与試験の結果（有効性）
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国内長期投与試験の結果
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• 安全性評価において、海外の成績と比較し、日本人
乾癬患者において特段の懸念される有害事象の発
現がないことが確認できた。

• 国内既承認効能における臨床データとも安全性プ
ロファイルに大きな差がないことが確認できた。



考察
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• 本事例は、既に承認されてる関節リウマチやクローン病などの国
内臨床データや全例調査のPMS成績が集積されていたが、乾癬

治療薬として国内初のバイオロジックスとして承認される位置づけ
であったため、日本人症例数として100例（1年）が必要とされた事
例と考えられる。

• 一方、ブリッジングだけでなく国際共同治験に関する事例が集積さ
れてくる中、事務連絡（平成24年9月5日） 「国際共同治験に関す
る基本的考え方（参考事例）」の一般的留意事項のQ&Aに示され

る通り、「他の類似する効能・効果で既に承認されており、外国人
と大きな差異がないことが、製造販売後での日本人における十分
な安全性データから明らかとなっている場合等で、日本人で長期
投与1年間100例を満たさなくとも評価が可能な場合もある」とされ
ている。

• 本事例の当時から約10年を経て、グローバル開発の事例も蓄積
されており、国際共同治験の場合に限らず，今後，相談の余地が
拡大することを期待したい．
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「新たな価値を創造し続ける企業へ」


