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略号一覧

略号 日本語 英語

ADA 抗薬物抗体 anti-drug antibody 

AMC 7-アミノ-4-メチルクマリン 7-amino-4-methycoumarin 

anti-hFIX 抗ヒト血液凝固第 IX 因子 anti-human FIX 

aPTT 活性化部分トロンボプラスチン時間 activated partial thromboplastin time 

BAR 生体試料分析報告書 bioanalytical report 

BSA ウシ血清アルブミン bovine serum albumin 

BU Bethesda 単位 Bethesda unit 

CAT 自動較正トロンボグラム calibrated automated thrombogram 

CFT クロット形成時間 clot formation time 

CRM 交差反応物質 cross-reacting material 

CT 凝固時間 clotting time 

Ct 閾値サイクル数 threshold cycle 

ΔCt 閾値サイクル数の変動 change in threshold cycle 

CTI トウモロコシのトリプシンインヒビ

ター

corn trypsin inhibitor 

%CV 変動係数（%） percent coefficient of variation 

%CVp プールした変動係数（%） pooled percent coefficient of variation 

%CVt 総変動係数（%） total percent coefficient of variation 

DP 製剤 drug product 

DS 原薬 drug substance 

ECLA 電気化学発光測定法 electrochemiluminescent assay 

ELISA 酵素免疫測定法 enzyme-linked immunosorbent assay 

ETP 内因性トロンビン産生能 endogenous thrombin potential 

FIX ヒト血液凝固第 IX 因子 factor IX 

F/T 凍結／融解 freeze/thaw 

HEK-293 ヒト胎児由来腎細胞（ヒト胚腎臓 293
細胞）

human embryonic kidney 293 

HPC 高陽性対照 high positive control 

HQC 高濃度対照 high quality control 

IgG1 免疫グロブリン G1 immunoglobulin G1 

IS 国際基準 international standard 

ISR 実検体の再分析 incurred sample reanalysis 

IU 国際単位 international unit 

LLOQ 定量限界 lower limit of quantitation 

LPC 低陽性対照 low positive control 

LQC 低濃度対照 low quality control 

N/A 該当なし not applicable 

OD 光学密度 optical density 
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略号 日本語 英語

PCR ポリメラーゼ連鎖反応 polymerase chain reaction 

PD 薬力学 pharmacodynamic 

Peak トロンビン生成ピーク peak thrombin 

PK 薬物動態 pharmacokinetic 

PNC プールした陰性対照 pooled negative control 

QC 品質管理 quality control 

rFIXFc 遺伝子組換え血液凝固第 IX 因子 Fc
融合タンパク質

recombinant coagulation factor IX Fc 
fusion protein 

ROTEM 全血凝固線溶分析装置 rotation thromboelastometry 

SOP 標準操作手順 standard operating procedure 

TEG トロンボエラストグラフィ thromboelastography 

TF 組織因子 tissue factor 

TGA トロンビン生成測定 thrombin generation assay 

TMB テトラメチルベンジジン tetramethylbenzidine 

ttPeak ピークまでの時間 time to peak 

ULOQ 定量上限 upper limit of quantitation 
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1. 背景及び概観

遺伝子組換え血液凝固第 IX 因子 Fc 融合タンパク質（以下、rFIXFc）は、ヒト血液凝固第 IX

因子（以下、FIX）1 分子に介在配列なしにヒト免疫グロブリン G1（以下、IgG1）の定常領域

（以下、Fc 領域）の二量体を共有結合させた遺伝子組換え融合タンパク質である。Fc 領域を有

することにより neonatal Fc 受容体（以下、FcRn）に結合することができる。FcRn は、IgG の恒

常性維持に重要な役割を果たしており、Fc 領域を含む分子を異化作用から保護することにより、

それらの血漿中消失半減期を延長させることができる。 rFIXFc は、ヒト胎児由来腎細胞

（HEK293）を利用した遺伝子組換えにより製造される。 

rFIXFc の臨床開発プログラムには以下の 4 試験が含まれる。 

• SYN-FIXFc-07-001 試験：血友病 B 治療歴のある成人患者を対象とした、rFIXFc の安全

性及び薬物動態（以下、PK）を評価する非盲検、用量漸増、第 1/2 相試験

• 998HB102 試験（B-LONG 試験）：12 歳以上の治療歴のある重症血友病 B 患者（内因性

FIX 活性が 2 IU/dL 未満）を対象とした、急性出血の補充療法、定期補充療法による予防

及び周術期補充療法における rFIXFc の安全性、PK 及び有効性を評価する、国際共同、

非盲検、第 3 相試験

• 9HB01EXT 試験（実施中）：rFIXFc の長期投与時の安全性及び有効性データを集積する

998HB102 及び 9HB02PED 試験の長期継続試験

• 9HB02PED 試験（実施中）：治療歴のある小児血友病 B 患者（12 歳未満）を対象とした、

rFIXFc の安全性、有効性及び PK を評価する非盲検、小児対象試験

臨床試験には、2 種類の製造方法により 3 種類の製造スケールの原薬を製造し、使用した。 

• rFIXFc 凍結液製剤（原薬製造   L スケール製剤、以下、  L 製剤）

• rFIXFc 凍結乾燥製剤（原薬製造   L スケール製剤：製造工程コード BIIB029A、以下、

 L 製剤）

• rFIXFc 凍結乾燥製剤（原薬製造  L スケール製剤：製造工程コード BIIB029B、以

下、  L 製剤）

SYN-FIXFc-07-001 試験では凍結液製剤を、998HB102 試験では凍結乾燥製剤のみを使用した。

998HB102 試験では、当初、  L 製剤を使用したが、その後、治験薬の必要性及び将来の

rFIXFc 商品化のためにスケールアップした  L 製剤を使用した。PK 評価は  L 製剤で行

った。凍結液製剤と凍結乾燥製剤及び  L 製剤と  L 製剤との類似性は物理化学的及び in 

vitro での生物学的評価並びに血友病 B マウス及びカニクイザルでの PK 評価により検証した。 

凝固一段法による活性化部分トロンボプラスチン時間（以下、aPTT）で測定した FIX 活性は、

臨床試験における FIX 製剤の PK／薬力学（PD）評価の主要マーカーである。臨床試験での FIX

活性測定は、全自動血液凝固線溶測定装置（以下、MDA coagulation analyzer）を用いて、バリデ

ートされた測定法で実施した。

また、血漿中 FIX 及び rFIXFc 濃度測定法もバリデートした。血漿中 FIX 濃度測定は、rFIXFc
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投与前の内因性 FIX 濃度及びこれまでの FIX 製剤治療による残存 FIX 濃度を確認するために実施

した。一方、血漿中 rFIXFc 濃度測定は、rFIXFc 投与後の PK 解析のために実施した。酵素免疫

測定法（以下、ELISA 法）は FIX 及び rFIXFc 測定用に、イムノ PCR 法（免疫-ポリメラーゼ連鎖

反応法）は rFIXFc 測定用に開発した。 

免疫原性は次の 2 つの方法で測定した：①rFIXFc、ベネフィクス®（一般名：ノナコグアルフ

ァ）又は血漿由来 FIX 製剤の中和抗体（以下、インヒビター）定量のためのナイメゲン変法を用

いたベセスダ測定、②抗 rFIXFc 抗体定量のための電気化学発光測定法（以下、ECLA）。なお、

トロンビン生成測定法（以下、TGA 法）及び全血凝固線溶分析装置（ROTEM®、以下、ROTEM）

による測定法は、998HB102 試験での Arm 1 の被験者の一部を対象とした止血効果の探索的バイ

オマーカーであるトロンビン生成及び全血凝固活性を評価するために開発した。

1.1 製剤開発 

rFIXFc の臨床試験では 2 種類の製剤を使用した。SYN-FIXFc-07-001 試験では凍結液製剤を、

998HB102 試験では凍結乾燥製剤を使用した。 

ヒトへの初回投与試験である SYN-FIXFc-07-001 試験では凍結液製剤（  L 製剤）を使用した。

これ以降に実施した臨床試験（998HB102 試験）では薬剤供給のために、最初に  L 製剤の製

造方法を、その後、治験薬の必要性及び将来の rFIXFc 市販を考慮して  L 製剤の製造方法

を開発し、使用した。998HB102 試験で投与を行った 123 例のうち、試験初期に組み入れられた

6 例のみが  L 製剤の投与を受けた［998HB102 試験、治験総括報告書（第 5.3.5.2.1 項）、 

10.2.1 章）。これら 6 例のうち 4 例では  L 製剤への処方変更が行われ、試験を完了した。 

998HB102 試験のその他の被験者は  L 製剤のみが投与された。998HB102 試験の治験総括報

告書では、注射回数及び投与期間は  L 製剤又は  L 製剤ごとに記載し、  L 製剤の

みの投与については別に記載した。症例一覧表では  L 製剤の投与には目印を付けた。 

表 2.7.1 - 1 に実施中の延長投与試験及び小児対象試験を含めた各臨床試験で用いた原薬及び製

剤を示した。

表 2.7.1 - 1 rFIXFc臨床試験で使用された原薬及び製剤 

試験 原薬のスケール（製造工程コード） 製剤

SYN-FIXFc-07-001 試験  L 凍結液製剤

998HB102 試験 
 L (BIIB029-A)a 

 L (BIIB029-B)b 
凍結乾燥製剤

9HB01EXT 試験  L (BIIB029-B) 凍結乾燥製剤

9HB02PED 試験  L (BIIB029-B) 凍結乾燥製剤

a：6 例  
b：121 例 
出典：第 3.2.P.2.3 項、Table 2 及び 998HB102 試験［治験総括報告書（第 5.3.5.2.1 項）10.2.1.章］ 

 L 製剤の原薬は Biogen Idec 社の大スケール工場（Research Triangle Park、North Carolina
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州、米国）にて製造した。凍結乾燥製剤は 社（ 、 ）で製造した。凍結液

製剤と凍結乾燥製剤との類似性及び  L 製剤と  L製剤との類似性については、物理化学

的及び in vitro での生物学的性質の評価、血友病 B マウスでの薬理試験、血友病 B マウス及びカ

ニクイザルでの PK 試験により検証した（第 2.3 項及び第 2.4 項）。 

1.2 測定方法 

rFIXFc の臨床試験における血漿中 FIX 活性、血漿中 FIX 及び rFIXFc 濃度、血漿中 FIX 及び

rFIXFc に対する抗体及びインヒビターの測定法を確立した。また、998HB102 試験に組み入れた

一部の被験者では、止血効果の探索的バイオマーカーとして rFIXFc 及びノナコグアルファの凝

固活性を TGA 法及び ROTEM で測定した。 

本項では以下の測定について記載している。

• 血漿中 FIX 活性測定（本項、1.2.1 章）

− 凝固一段法：rFIXFc、ノナコグアルファ及び血漿由来 FIX の FIX 活性の定量（第

本項、第 1.2.1.2 章） 

• 血漿中濃度測定（本項、1.2.2 章）

− ELISA 法：ヒト血漿中 FIX 濃度の定量（本項、1.2.2.2 章） 

− ELISA 法：ヒト血漿中 rFIXFc 濃度の定量（本項、1.2.2.3 章） 

− Imperacer®によるイムノ PCR 法：ヒト血漿中 rFIXFc 濃度の定量（本項、1.2.2.4 章） 

• 免疫原性測定（本項、1.2.3 章）

− ナイメゲン変法を用いたベセスダ測定：rFIXFc、ノナコグアルファ又は血漿由来

FIX に対するインヒビター力価の定量（本項、1.2.3.2 章） 

− ECLA 法：ヒト血漿中抗 rFIXFc 抗体の検出（本項、1.2.3.3 章） 

• PD 測定（本項、1.2.4 章）

− TGA 法：ヒト血漿中トロンビン生成能の測定（本項、1.2.4.2 章） 

− ROTEM による測定法：全血凝固能の測定（本項、1.2.4.3 章） 

rFIXFc の臨床試験で用いた測定法及び臨床検体の測定施設（Biogen Idec 社又は委託研究所）

を表 2.7.1 - 2 に示した。なお、各測定施設では分析法のバリデーションに関するガイダンスに準

拠して測定法をバリデートした。
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表 2.7.1 - 2 rFIXFc臨床試験で用いた生体試料測定法 
試験番号

（試験の相）

対象・目的・

デザイン

血漿中 FIX 活性及び薬

物濃度測定法と測定施

設

免疫原性測定法及び測

定施設

PD 測定法 

SYN-FIXFc-07-
001 試験 
(第 1/2a 相) 

血友病 B 治療歴の

ある成人患者を対

象とした、rFIXFc
の安全性及び薬物

動態（PK）を評

価する、非盲検、

用量漸増臨床試験

・ 凝固一段法（V）：
 

(  社) 
・ ELISA 法による

FIX 測定（V）：
 

( 社) 
・ ELISA 法による

rFIXFc 測定
（V）：  

 (
社) 

・ ナイメゲン変法を

用いたベセスダ測

定（V）：  

(  社) 
・ ECLA 法（V）：

 
( 社) 

ROTEM： 
定量法開発のため

の少数例によるパ

イロットテスト。

本資料には記載せ

ず

998HB102 
(第 3 相) 

12 歳以上の血友病

B 治療歴のある重

症血友病 B 患者を

対象とした、出血

の治療並びに予防

における rFIXFc
の安全性、PK 及

び有効性を評価す

る、国際共同、非

盲検試験

・ 凝固一段法（V）：
 

(  社) 
・ ELISA 法による

FIX 測定（V）：
 

 ( 社) 
・ イムノ PCR 法によ

るrFIXFc 測定

（V）：  
社 

・ ナイメゲン変法を

用いたベセスダ測

定（V）：  

(  社) 
・ ECLA 法（V）：

 
 ( 社) 

TGA 法（Q）： 
Biogen Idec 社 
ROTEM：バリデ

ートされていない

方法で一部の治験

実施施設のみで測

定

9HB01EXT 
(第 3 相) 

治療歴のある血友

病 B 患者を対象と

した、rFIXFc の長

期投与時の安全性

及び有効性データ

を評価する非盲

検、多施設共同試

験

・ 凝固一段法（V）：
 

( 社) 

・ ナイメゲン変法を

用いたベセスダ測

定（V）：  

( 社) 

実施せず

9HB02PED 
(第 3 相) 

治療歴のある 12
歳未満の血友病 B
患者を対象とし

た、rFIXFc の安全

性、有効性及び

PK を評価する非

盲検、多施設共同

試験

・ 凝固一段法（V）：
 

( 社) 

・ ナイメゲン変法を

用いたベセスダ測

定（V）：  
 

(  社) 
・ ECLA 法（V）：

 
 (  社) 

実施せず

ECLA＝電気化学発光測定法、ELISA＝酵素免疫測定法、PCR＝ポリメラーゼ連鎖反応、PD＝薬力学、PK＝薬物

動態、ROTEM＝全血凝固線溶分析装置、TGA＝トロンビン生成測定 
（V）＝Validated；バリデート済み、（Q）＝Qualified；定性的な評価のみ 

1.2.1 血漿中FIX活性測定 

1.2.1.1 測定方法選択の根拠 

凝固一段法で測定した血漿中FIX活性は、臨床試験におけるFIX製剤のPK／PD評価の主要マー
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カーである。凝固一段法の定量限界（以下、LLOQ）は、一般的に正常FIX活性の 0.5%～1%であ

り、トラフ値が 1%を下回れば自然出血エピソードのリスクが増加するとの報告がある［1］。し

たがって、FIX治療患者における適正な薬物濃度測定及びモニタリングでは、LLOQ付近での正

確な測定が求められる。rFIXFcの臨床試験で用いた凝固一段法のバリデーション報告書、標準操

作手順（以下、SOP）及び生体試料分析報告書（以下、BAR）を表 2.7.1 - 3 に示した。バリデー

トした凝固一段法を、SYN-FIXFc-07-001 試験（第 5.3.3.2 項）、998HB102 試験（第 5.3.5.2.1 項）、

9HB01EXT試験（第 5.3.5.2.5 項）及び 9HB02PED試験（第 5.3.5.2.3 項）でのFIX活性測定に用い

た。測定はMDA coagulation analyzerで行い、血漿中FIX、ノナコグアルファ及びrFIXFcのFIX活性

のLLOQは 1%であった。 

表 2.7.1 - 3 rFIXFc臨床試験における血漿中FIX活性測定法と生体試料分析報告書 

測定

対象

測定法 測定機器 検体 範囲 VR／SOP 
番号

測定法を使用した

臨床試験番号

BAR 

FIX
活性

凝固一

段法

Trinity 
MDA 180
又は
MDA-II 

クエン酸

処理血漿

0.01~ 
1,000 
IU/mL 

300104-SYN、
300104-SYN-
FIXFC LTS、
300104-SYN-
BeneFIX LTS、
300104-SYN-
PD FIX 
LTS/ESO-AUR-
CT-TEC-SOP-
0024 

SYN-FIXFc-07-001 
998HB102 
9HB01EXT 
9HB02PED 

SAR-
101302-
OSC.001 

BAR＝生体試料分析報告書、IU＝国際単位、SOP＝標準操作手順書、VR＝バリデーション報告書 

1.2.1.2 ヒト血漿中FIX活性測定のための凝固一段法 

凝固一段法は、凝固因子欠損血漿に対するaPTT延長の原理に基づいておりLangdellらにより

1953 年に開発された［2］。血漿中FIX量は、FIX欠損血漿で希釈した患者血漿と標準血漿の凝固

時間（以下、CT）を比較することにより算出する。 

SYN-FIXFc-07-001 試験、998HB102 試験、9HB01EXT 試験及び 9HB02PED 試験の FIX 活性は、

［ 社］（ , 、 ）で、SOP ESO-AUR-CT-TEC-

SOP-0024 に準拠して測定した。rFIXFc、ノナコグアルファ及び血漿由来 FIX の FIX 活性測定法

は、バリデーション報告書：300104 SYN（第 5.3.1.4-4 項）に記載した方法でバリデートした。

FIX 活性は、クエン酸処理血漿検体を用いて MDA coagulation analyzer により測定した。 

aPTT 試薬として、 社から“ ”（シリカ系活性剤及びリン脂質混合物を

含む）及び塩化カルシウム溶液／イミダゾール緩衝液を入手した。FIX 欠損血漿（  

FIX depleted plasma）及び世界保健機関により第 3 次又は第 4 次国際標準血漿に指定されている

標準血漿は 社（ , 、 ）から入手した。 

標準血漿をイミダゾール緩衝液で 0.8%～104%に希釈し、8 ポイントからなる検量線を作成し

た。希釈液は FIX 欠損血漿（FIX 活性が 1%未満［<0.01 IU/mL］で他の凝固因子が 75%を超える
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［>0.75 IU/mL］血漿）と 1：1 の割合で混合し、aPTT 試薬を添加・混和後、インキュベートした。

インキュベート後、塩化カルシウムを加え、混和液が凝固形成するまでの時間を光学的に計測し

た。FIX 活性（%）を X 軸及び CT（秒）を Y 軸として検量線を作成した。臨床検体は、1/10、

1/20 及び 1/40 に希釈し、必要に応じてさらに希釈を行った。FIX 活性は希釈正常血漿（検量線）

との CT を比較して算出した。希釈した各検体の結果が±15%の範囲内の場合は平均値より最終

的な測定結果を得た。

日内及び日間精度、真度、rFIXFc、ノナコグアルファ又は血漿由来 FIX を含む検体中 FIX 活性

の短期安定性、凍結／融解安定性並びに長期安定性についてバリデートした。本測定法の測定範

囲は 1%～1000%であった。3 製剤全てにおいて、4 濃度のバリデーション試料（1.2%～84%の

FIX）の真度は 95%～104%の範囲内であった。 

日内及び日間精度は 10%以内（3 製剤各 4 濃度のバリデーション試料で 3.7%～11.4%）であっ

た。rFIXFc、ノナコグアルファ又は血漿由来 FIX を含む検体中 FIX 活性は、 ～ ºC で 時間ま

で、 ºC では ヵ月まで安定であった（試験継続中）。また、少なくとも 回の凍結／融解で

安定であった。ヘパリン又は他の抗凝固製剤による治療若しくは検体中のループス性抗凝固因子

が測定に影響を及ぼす可能性があるが、これらの治療や状態は血友病臨床試験の対象集団とはな

らないと考えられた。実検体の再分析（以下、ISR）を 176 検体で実施し、臨床試験の測定結果

に再現性を確認した（R-FIX-036、第 5.3.1.4-20 項）。バリデーション結果を表 2.7.1 - 4 に示した。 

表 2.7.1 - 4 ヒト血漿中FIX活性測定法のバリデーション結果（MDA測定装置） 
測定方法 凝固一段法

測定機器
Trinity MDA 180 又は MDA-II 凝固測定装置 
（光学的凝固点検出）

aPTT 試薬 Trinity Auto APTT（シリカ系活性剤） 

標準品 WHO が指定した国際標準血漿 

動物種 ヒト

試料 血漿（クエン酸ナトリウム処理）

定量範囲

最小活性濃度（理論値） 100%血漿中で 0.01 IU/mL 

最大活性濃度（理論値） 100%血漿中で 1.0 IU/mL 以下（検量線の最大濃度） 

検量線の許容範囲 ±15%（定量限界で±20%） 

QC 検体の許容範囲 設定された範囲の±標準偏差の 2 倍＋ウエストガードルール 

測定範囲 100%血漿中で 0.01～10 IU/mL 

日内精度（%CV、n=6） 定量限界 低 中 高

rFIXFc 
ノナコグアルファ

血漿由来 FIX 

 8.6%  5.3%  5.5%   4.2% 
 11.4%  5.8%  7.6%  4.3% 
 10.7%  6.4%  5.7%   3.9% 
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表 2.7.1 - 4 ヒト血漿中FIX活性測定法のバリデーション結果（MDA測定装置）（続き） 
日間精度（%CV、n=6） 定量限界 低 中 高

rFIXFc 
ノナコグアルファ

血漿由来 FIX 

 10.8%  7.0%  7.2%  6.4% 
 3.7%  10.2%  8.5%   10.3% 
 4.9%  8.5%  7.2%  6.4% 

真度（目標値%、n=6） 定量限界 低 中 高

rFIXFc 
ノナコグアルファ

血漿由来 FIX 

 96.8%  98.9%  95.4%  100.5% 
103.9%  100.4%  95.1%  100.1% 
101.8%  96.9%  100.3%  99.1% 

真度（理論値%、n=6） 定量限界 低 中 高

rFIXFc 
ノナコグアルファ

血漿由来 FIX 

120%  88.8%  83.6%  93.3% 
110%  80.0%  90.8%  100.2% 
100%  81.3%  91.6%  92.7% 

希釈再現性  1/10  1/20  1/40  1/80  1/160 
rFIXFc 
ノナコグアルファ

血漿由来 FIX 

106%  97.0%  90.8%  95.0%  92.9% 
 93.6%  83.6%  77.4%  80.5%  82.8% 
 80.3%  76.3%  76.3%  78.8%  78.5% 

検体の安定性

適合（rFIXFc、ノナコグアルファ及び血漿由来 FIX ともに±

15%以内） 
短期安定性（  及び 時間） 

長期安定性（ ºC） 適合（±15%以内） 
rFIXFc： ヵ月間、ノナコグアルファ： ヵ月間（高濃度

VS）、ノナコグアルファ：  ヵ月間（低濃度 VS）、血漿由来

FIX： ヵ月間（高濃度 VS）、血漿由来 FIX： 、 、 及び

 ヵ月目は適合。 ヵ月目不適合（低濃度 VS） 

凍結／融解安定性
適合（  回以上の凍結／融解において rFIXFc、ノナコグアル

ファ及び血漿由来 FIX ともに±15%以内） 

ISR 初回測定結果の 20%以内：153/176（87%） 
初回測定結果の 30%以内：169/176（96%） 

aPTT＝活性化部分トロンボプラスチン時間、%CV＝変動係数（%）、IU＝国際単位、WHO＝世界保健機関、

VS：バリデーション試料 
出典： 300104-SYN（第 5.3.1.4-4 項）Table 1、3、4、6、8、10、11、13、14、16、17 及び 19、300104-SYN-
FIXFCLTS（第 5.3.1.4-1 項）3 ページ、300104-SYN-BeneFIX-LTS（第 5.3.1.4-3 項）3 ページ、300104-SYN-PD-
FIX-LTS（第 5.3.1.4-2 項）3 ページ及び、R-FIX-03（第 5.3.1.4-20 項） 

1.2.2 血漿中濃度測定 

1.2.2.1 測定方法選択の根拠

正常ヒト血漿中には内因性FIXが約 5 μg/mLの濃度で存在するが、重症血友病B患者の血漿中で

はFIX変異の種類に応じて様々な量の不活性FIXタンパク質又は交差反応物質（以下、CRM）が

存在する［3］。臨床試験では、定量的な免疫測定法を用いて各被験者よりスクリーニング時及

び各投与前に採取した検体から内因性FIX濃度を測定した。 

凝固一段法で算出したrFIXFcの比活性は約 6 IU/nmolであった［4］。これに対し、同測定法で



2.7.1 生物薬剤学試験及び関連する分析法 
オルプロリクス®静注用 

13 

算出したノナコグアルファの比活性は約 12 IU/nmolであった。したがって、rFIXFcの比活性はノ

ナコグアルファや血漿由来FIXに比べて 2 分の 1 であるが、この差は活性単位に基づいて投与さ

れる 1 回用量には影響しない。しかし、rFIXFcの低い比活性は抗薬物抗体（以下、ADA）やイン

ヒビター測定など薬剤へ結合する抗体の割合で力価をあらわすFIXタンパク質濃度に依存する測

定では考慮する必要がある。FIX製剤による治療では、トラフ時のFIX活性をベースライン時か

ら 1%～3%上昇させることを目標とする。このため、血漿中rFIXFc濃度測定法（ELISAなど）の

感度が、正常FIX活性の 1%に相当する 100 ng/mLより高感度となる測定法を確立し、バリデート

した。また、rFIXFcに対する選択性改善のために、ELISAの最終ステップである捕獲段階での内

因性FIX及びCRMとの交差反応性が最少となるようにした。抗ヒトFc抗体に結合したrFIXFcの検

出は、血漿中にrFIXFcに比べてはるかに多く存在するIgG1 による高いバックグラウンドの影響を

受けやすい。臨床 1/2a相試験であるSYN-FIXFc-07-001 試験でのrFIXFc濃度は、数理モデルを用

いて内因性FIXによる影響を補正したELISA法により算出した［バリデーション報告書：

 175134（第 5.3.1.4-18 項）］。また、この問題を解決するために、998HB102 試験では

ELISA法からイムノPCR法をもとに 社（ 、 ）が最適化及びバリデー

トした測定法（Sandwich Imperacer®法）に変更した。イムノPCR法では、内因性FIXとの競合が

問題とならない高倍率で希釈を行うことができる。高倍率での希釈を補うために、PCR法を用い

て抗Fc抗体に結合した特定のデオキシリボ核酸オリゴヌクレオチドを増幅することによりシグナ

ルの増幅及び数量化を行った。イムノPCR法への測定法の変更に伴い、998HB102 試験の検体測

定前に、FIX及びrFIXFc添加検体を用いてブリッジング／交差確認試験を実施した結果、ヒトFIX

（0～10,000 ng/mL）は ～40,000 ng/mLの範囲でrFIXFcの検出を妨害しないことが示唆された。

rFIXFc添加 72 検体のうち、96%の検体で回収されたrFIXFc濃度は添加濃度の 25%以内であった。

また、4 例の被験者（SYN-FIXFc-07-001 試験）から得られた 63 検体をイムノPCR法で測定し、

その結果をELISA法での測定結果と比較した。両測定法の相関性を検討したところ、Pearsonの相

関係数は全例で 0.96 を上回り、以降の臨床試験ではイムノPCR法を用いるのが妥当であると考え

られた。イムノPCR法のLLOQは  ng/mLであり、FIX活性測定の凝固一段法よりも約 5 倍高感

度であった。臨床試験においてFIX及びrFIXFc濃度測定に用いた定量法並びに関連するバリデー

ション報告書、SOP及びBARを表 2.7.1 - 5 に要約した。 
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表 2.7.1 - 5 rFIXFc臨床試験におけるFIX及びrFIXFc濃度測定法及び生体試料分析報告書 
測定

物質

測定法 検体 範囲 VR／SOP 番号 測定法を使用し

た臨床試験番号

BAR 

FIX 
抗原

ELISA クエン酸

処理血漿

～
640 ng/mL  

 174931 
/M08.TotalFIX.hup.2 

SYN-FIXFc-07-
001, 
998HB102 

 
174418、  
177320 

rFIXFc
抗原

ELISA クエン酸

処理血漿
～

512 ng/mL 
 175134 

/M08.FIXFc.hup.2 
SYN-FIXFc-07-
001 

 
171624 

rFIXFc
抗原

Imperacer に
よるイムノ
PCR 

クエン酸

処理血漿

～
9,000 ng/mL 

CHI-201001BI-VR-
2 
/SOP-FIXFc-1 

998HB102 CHI-201001BI-
BAR-
998HB102 

BAR＝生体試料分析報告書、ELISA＝酵素免疫測定法、PCR＝ポリメラーゼ連鎖反応、SOP＝標準操作手順書、

VR＝バリデーション報告書 

1.2.2.2 ELISAによるヒト血漿中FIX濃度測定 

ヒト血漿中 FIX 濃度測定（クエン酸処理）のための ELISA 法（M08.TotalFIX.hup.2）を

Syntonix Pharmaceuticals 社及び Biogen Idec 社で開発し、 社［ 、

、バリデーション報告書：  174931（第 5.3.1.4-17 項）］でバリデートした。 

SYN-FIXFc-07-001 試験及び 998HB102 試験の検体測定は 社で実施した

［BAR：  174418（第 5.3.1.4.-15 項）及び  177320（第 5.3.1.4-10 項）］。 

コーティングバッファーで希釈したヤギ抗ヒト FIX 抗体を 96 ウェルプレートに固定した。未

吸着部分をブロッキング後、ブロッキング／希釈用緩衝液で 1/20 に希釈した検量線用検体、品

質管理（以下、QC）検体及び測定検体を添加した。その後、プレートを洗浄し、ペルオキシダ

ーゼ標識ヤギ抗ヒト FIX 抗体を加え、FIX 量に比例して発色するペルオキシダーゼの基質である

テトラメチルベンジジン溶液を添加した。反応停止後、650 nm で吸光度を測定した。4 パラメー

ターロジスティック曲線作成プログラムを用いて光学密度（以下、OD）と濃度との関係をプロ

ットして作成した検量線から、QC 検体及び測定検体中の FIX 濃度を算出した。検量線の範囲は

100%血漿で ～640 ng/mL であった。 

本測定法のバリデーション結果を表 2.7.1 - 6 に示した。 
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表 2.7.1 - 6 ヒト血漿中FIX濃度測定法のバリデーション結果 
測定方法 定量的 ELISA 法 

標準品 Total FIX（Mononine®） 

動物種 ヒト

試料 血漿（クエン酸ナトリウム処理）

最小希釈率 緩衝液で 1/20 に希釈 

定量範囲

最小濃度（理論値）

最大濃度（理論値）

検量線の許容範囲

QC の許容範囲 

測定範囲

アンカーポイント

100%血漿中で  ng/mL 

100%血漿中で 640 ng/mL 

±20.0%（定量限界で±25.0%） 

±20.0% 

100%血漿中で ～640 ng/mL 

100%血漿中で 2.50 及び 5.00 ng/mL 

日内精度 定量限界 低 中 高 定量上限

%CVp  11.8  12.6  5.37  5.94  7.61 

日間精度 定量限界 低 中 高 定量上限

%CVt  17.7  15.9  8.38  5.45  7.53 

日間真度（平均値） 定量限界 低 中 高 定量上限

理論値%  110  105  102  103  102 

希釈再現性

20.0 µg/mL の QC を 16000 倍希釈（まず、100%血漿

で 1/800 に希釈し、その後、緩衝液で最小希釈率で

ある 1/20 に希釈する）したときの精度及び真度は許

容基準を満たした

特異性

最大 6,400 ng/mL までの血液凝固第 X 因子は 10 又は

500 ng/mL の FIX 濃度の検出を妨害しなかった（ヒ

ト血漿中の正常 FIX 濃度は 5 µg/mL） 

最大 6,400 ng/mL までのヒトプロトロンビンは

500 ng/mL の FIX 濃度の検出を妨害しなかった。 
最大 500 ng/mL までのヒトプロトロンビンは

10 ng/mL の FIX 濃度の検出を妨害しなかったが、

6,400 ng/mL のヒトプロトロンビンは妨害が認められ

た（ヒト血漿中の正常プロトロンビン濃度は

100 µg/mL）。 

最大 6,400 ng/mL までのプロテイン C は 10 又は

500 ng/mL の FIX 濃度の検出を妨害しなかった（ヒ

ト血漿中の正常プロテイン C 濃度は 4～5 µg/mL）。 
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表 2.7.1 - 6 ヒト血漿中FIX濃度測定法のバリデーション結果（続き） 

選択性

10 ロット中 8 ロットの FIX 欠損血漿では FIX に対す

る測定可能なバックグランド濃度はみられなかっ

た。

HQC の 20/20 検体で測定濃度は理論値の±20%以内

であった。

LQC の 14/20 検体で、測定濃度は理論値の±20%以

内であった。

LLOQ の 17/20 検体で、測定濃度は理論値の±25%以

内であった。

検体の安定性

室温 時間安定であった。 

凍結／融解安定性
LQC では 回、HQC では  回の凍結／融解まで安定

であった（ ºC/室温）。 

長期安定性
ºC で 日間安定であった（長期安定性試験は

継続中）。

%CV p＝プールした変動係数（%）、%CVt＝総変動係数（ %）、ELISA＝酵素免疫測定法、HQC＝高濃度 QC、
LQC＝低濃度QC、LLOQ＝定量限界 
出典：  174931［（第5.3.1.4-17 項） 9、10、11、12、13、14 及び 16 ページ］ 

1.2.2.3 ELISAによるヒト血漿中rFIXFc濃度測定 

ヒト血漿中 rFIXFc 濃度測定（クエン酸処理）のための ELISA 法（M08.FIXFc.hup.2）を

Syntonix Pharmaceuticals 社及び Biogen Idec 社で開発し、 社［ 、

、バリデーション報告書： 175134（第 5.3.1.4-18 項）］でバリデートした。 

SYN-FIXFc-07-001 試験での検体測定は  社で実施した［BAR：  

171624（第 5.3.1.4-12 項）］。 

コーティングバッファーで希釈したヤギ抗ヒト FIX 抗体を、96 ウェルプレートに固定した。

未吸着部分をブロッキングし、ブロッキング／希釈用バッファーで 1/20 に希釈した検量線用検

体、QC 検体及び測定検体を添加した。その後、プレートを洗浄し、西洋ワサビペルオキシダー

ゼで標識した F(ab')2 フラグメント抗体であるヤギ抗ヒト IgG Fc を添加した。洗浄後、rFIXFc 量

に比例して発色するペルオキシダーゼの基質である TMB 溶液を添加した。反応停止後、吸光波

長 650 nm の吸光度を測定した。4 パラメーターロジスティック曲線作成プログラムを用いて OD

と濃度との関係をプロットして作成した検量線から、QC 検体及び測定検体中の rFIXFc 濃度を算

出した。検量線の範囲は 100%血漿で ～512 ng/mL であった。 

本測定法のバリデーション結果を表 2.7.1 - 7 に示した。 
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表 2.7.1 - 7 ヒト血漿中rFIXFc濃度測定法のバリデーション結果 
測定方法 定量的 ELISA 法 

標準品 rFIXFc 

動物種 ヒト

試料 血漿（クエン酸ナトリウム処理）

最小希釈率 緩衝液で 1/20 に希釈 

定量範囲

最小濃度（理論値）

最大濃度（理論値）

検量線の許容範囲

QC の許容範囲 

測定範囲

アンカーポイント

100%血漿中で  ng/mL 

100%血漿中で 512 ng/mL 

±20.0%（定量限界で±25.0%） 

≤20.0% 

100%血漿中で ～512 ng/mL 

100%血漿中で 4.00 及び 8.00 ng/mL 

日内精度 定量下限 低 中 高 定量上限

%CVp  18.1  8.72  6.82  10.6  9.25 

日間精度 定量限界 低 中 高 定量上限

%CVt  21.1  10.6  8.69   13.4  7.41 

日間真度（平均値） 定量限界 低 中 高 定量上限

理論値%  105  101  106  104  97.1 

希釈再現性
800 倍希釈までは地帯現象（フック効果）はみられなか

った

選択性 血漿中 rFIXFc に対して測定法の選択性が示された。 

特異性

ヒト血液凝固第 X 因子、ヒトプロトロンビン及びヒトプ

ロテイン C は本測定法による正確な rFIXFc の測定を妨害

しなかった。

FIX は本測定法による正確な rFIXFc の測定を妨害した。

添加回収率試験の結果に基づき、本試験における FIX の

妨害を考慮した数理モデルを作成した。

検体の安定性

長期安定性

短期安定性

凍結／融解安定性

長期安定性試験は実施中である。

ºC で 時間安定であった。 

 回の凍結／融解まで安定であった。（ ºC/室温） 
%CVp＝プールした変動係数（%）、%CVt＝総変動係数（%）、ELISA＝酵素免疫測定法 
出典：  175134［（第5.3.1.4--18 項）11、15、16、17、18、19 及び20 ページ］ 

内因性 FIX の影響を補正するための数理モデルを第 1/2a 相試験（SYN-FIXFc-07-001 試験）で

の濃度算出に適用した。また、同一被験者から得られた投与前検体を内因性 FIX 濃度の算出に使

用した。各測定時点の rFIXFc 濃度並びにスクリーニング時及び投与前の FIX 濃度（平均値）は

2 コンポーネント rFIXFc 濃度補正係数モデルに当てはめた［（バリデーション報告書：  

175134（第 5.3.1.4-18 項）及び BAR：  171624（第 5.3.1.4-12 項）］。変換した値は、逆

変換して第 1/2a 相試験の被験者の rFIXFc 濃度とした。 
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ISR は 30 検体について実施した。ISR の許容基準は、少なくとも 2/3 の検体においてオリジナ

ル測定結果との差が±30%以内であることとした。測定値差の割合（%）は以下の式から算出し

た。

［（再測定値－オリジナル測定値）／（（オリジナル測定値+再測定値）／2）］×100 

30 検体の ISR では、93.3%（28/30 検体）の検体が基準値以内であり、ISR の許容基準に合致し

ていた［BAR：Prevalere 171624（第 5.3.1.4-12 項）］。 

1.2.2.4 ImperacerイムノPCR法によるヒト血漿中rFIXFc濃度測定 

ヒト血漿中 rFIXFc 濃度をイムノ PCR 法により測定した。イムノ PCR 法は、ELISA 法類似の免

疫測定技術であり、標的抗原（rFIXFc）の検出に DNA 結合抗体を使用し、その後 PCR 法による

増幅を行う。この測定法は、Biogen Idec 社の監修の下、 社で開発し、バリデート

した［バリデーション報告書：CHI-201001BI-VR-2:“Validation of an Imperacer Method to Measure 

the Concentration of FIX Fc in Human Plasma” （第 5.3.1.4-7 項）］。 

998HB102 試験の検体測定は  社で行った。本測定法での rFIXFc の LLOQ は、

 IU/mL に相当する  ng/mL であった。バリデーションの結果、健常人血漿の正常レベル

の内因性 IgG 及び FIX 濃度では、rFIXFc の正確な測定を妨害しなかった。 

マイクロプレートをヒト FIX 特異的捕獲抗体でコーティングし、また非特異的結合を阻止する

ためのブロッキングを行った。その後、プレートを洗浄し、希釈用緩衝液で 1/100 に希釈した検

量線用検体、QC 検体及び測定検体を 2 つのウェルに添加した。インキュベート後にプレートを

洗浄し、結合した rFIXFc に DNA 標識ヒト IgG 特異抗体を反応させた。インキュベート後、プレ

ートを洗浄し、結合した DNA 標識抗体をリアルタイム PCR 法で検出した。リアルタイム PCR

法により得られた閾値サイクル数の変動（以下、ΔCt）［閾値サイクル数（Ct）の変化、最大 Ct

－Ct で算出］は対数化した rFIXFc 濃度に正比例する。 

ΔCt値を用いて 4 パラメータ曲線適合モデルにより作成した検量線から、各検体の rFIXFc 濃度

を算出した。rFIXFc 濃度は ng/mL 単位で示した。 

本測定法のバリデーション結果を表 2.7.1 - 8 に示した。 

表 2.7.1 - 8 Imperacer法によるヒト血漿中rFIXFc濃度測定法のバリデーション結果 
測定方法 定量的イムノ PCR 法 

標準品 rFIXFc 

動物種 ヒト

試料 血漿（クエン酸ナトリウム処理）

最小希釈率 1/100 
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表 2.7.1 - 8 Imperacer法によるヒト血漿中rFIXFc濃度測定法のバリデーション結果（続き） 
定量範囲

最小濃度（理論値） 

最大濃度（理論値） 

検量線の許容範囲 

QC の許容範囲 

検量線の範囲 

アンカーポイント 

 ng/mL 

9,000 ng/mL 

±20.0%（定量限界及び定量上限は±25.0%） 

≤20.0% 

3.33～27,000 ng/mL 

100%血漿中で 3.33、10.00 及び 27,000 ng/mL 

日内精度 定量限界 低 中 高 定量上限 

%CVp  19  12  8  13  19 

日間精度 定量限界 低 中 高 定量上限 

%CVt  7  10  5  7  8 

日間真度（平均値） 定量限界 低 中 高 定量上限 

理論値%  0.4  1  11  9  5 

希釈再現性
最大 50,000 ng/mL（400 倍希釈）まで地帯現象（フック

効果）はみられなかった。

特異性

ヒト血液凝固第 X 因子、第 VIII 因子及びヒトプロテイ

C は本測定法による正確な rFIXFc の測定を妨害しなか

った。

ヒト FIX 又はヒト IgG（いずれも内因性タンパク質）

は本測定法による正確な rFIXFc の測定を妨害しなかっ

た。

選択性

ヒト FIX 欠損血漿（プール）、FIX 欠乏者の血漿及び

FIX 正常者の血漿中（個別）rFIXFc における測定法の

選択性が示された。

検体の安定性

短期安定性 

長期安定性 

凍結／融解安定性 

ºC での安定性は 時間未満であった。 

 ヵ月間安定性であった。長期安定性試験は実施中。 

回の凍結／融解まで安定であった（ ºC/室温）。 

堅牢性

捕獲抗体 2 ロットで確認した。 

使用機器 2 台の Imperacer workstation 装置を用いて確認した。 

解析者 2 名の解析者により確認した。 
%CVp＝プールした変動係数（%）、%CVt＝総変動係数（%）、IgG＝免疫グロブリン G、PCR＝ポリメラーゼ連

鎖反応

出典：CHI-201001BI-VR-2［（第 5.3.1.4-7 項）10 及び 14～23 ページ］ 

1.2.3 免疫原性測定 

1.2.3.1 測定方法選択の根拠 

FIX補充療法で用いられる製剤に対する免疫反応は、従来、FIXインヒビター（FIXに結合し活
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性を阻害する）を検出・定量するようデザインされたインヒビター測定法（ナイメゲン変法を用

いたベセスダ測定）により評価されてきた。血友病B患者におけるインヒビターの発生頻度は約

1%～4%であり、FIX遺伝子の欠損が大きい患者で特にリスクが高い。インヒビターが検出され

る投与後日数の中央値は 11 日、ピーク時の平均力価は 30 Bethesda単位（以下、BU）/mLと報告

されている［5］。免疫反応はELISA法又はECLA法を用いて薬剤に特異的に結合する血漿中又は

血清中の免疫グロブリンを検出し、力価を測定することにより評価した。製剤に対するポリクロ

ーナル抗体の反応にはインヒビターによるもの及び非中和抗体によるものの両者が含まれている

可能性がある。理想的なADAの測定法は、ブリッジングELISA法のように、全てのクラス及びサ

ブタイプの免疫グロブリンを検出できる方法である。この測定法では、表面に固着した製剤と可

溶化した同じ標識体製剤の間にブリッジングできる全ての抗体が検出可能である。これらのブリ

ッジング免疫測定法と従来のインヒビター測定法（ナイメゲン変法を用いたベセスダ測定）の比

較は、血液凝固第VIII因子において広く検討されているが［6、7、8］、FIXでは相関性に関する

報告はほとんどない。Takamiyaら［ 9］は、単純ELISA法による抗FIX抗体検出はLLOQが約

0.2 BU/mLであり、Bethesda法よりもやや感度が高いと報告している。 

rFIXFc の臨床試験で用いた免疫原性測定法の要約を表 2.7.1 - 9 に示す 

表 2.7.1 - 9 rFIXFc臨床試験における免疫原性測定法 
測定物質 測定法 検体 感度 VR／SOP 番号 測定法を使用し

た臨床試験番号

BAR 

rFIXFc 
インヒビ

ター

ナイメゲン

変法を用い

たベセスダ

測定

クエン酸

処理血漿

0.6 BU/mL 300680+300685 
（FIXFc, human 
FIX）、R-FIX-
037/ESO-AUR-CT-
TEC-SOP-0023 

SYN-FIXFc-07-
001, 998HB102, 
9HB01EXT, 
9HB02PED 

SAR-
101302-
NIJ.001 

rFIXFc 
結合抗体

ECLA 法 クエン酸

処理血漿

250 ng/mL 
サル抗 rFIXFc
抗体

171726、 
174858 

/M08.Anti-
FIXFcMSD.hup.2 

SYN-FIXFc-07-
001 

 
171625 

rFIXFc 
結合抗体

ECLA 法 クエン酸

処理血漿

200 ng/mL 
ポリクローナ

ル陽性対照

 171726、
 177800、

DevTM029- 
013DR/M08.Anti-
FIXFcMSD.hup.3 

998HB102, 
9HB02PED 

 
176617 

BAR＝生体試料分析報告書、BU＝Bethesda 単位、ECLA＝電気化学発光測定法、SOP＝標準操作手順、VR＝バリ

デーション報告書

1.2.3.2 ナイメゲン変法を用いたベセスダ測定によるインヒビター力価測定

インヒビター力価測定では、被験者から採取したインヒビターを含む検体と正常血漿を混和し

た際のFIX活性の低下を測定した。検体のインヒビター力価は、インヒビター非含有FIX欠損血

漿と正常ヒト血漿を混和した対照混合物に対するFIX活性の低下と比較して測定した。高力価の

インヒビターを含む検体では、50%の活性低下（1 BUに相当）がみられるまで希釈を行う必要が

ある［10］。ナイメゲン変法を用いたベセスダ測定では、緩衝化した正常血漿並びに陰性対照及
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び検体の希釈にFIX欠損血漿（緩衝液ではなく）を用いることで、低力価インヒビターを含む検

体に対する感度及び特異性が改善されている［11、12］。FIXインヒビターの力価は 0.6 BU/mL

未満の場合は臨床的に影響が少なく、0.6～5 BU/mLを陽性（低力価）とするのが国際的に合意さ

れている。5 BU/mLを超える検体は高力価と判断され、これらの患者は一般的に凝固因子補充療

法に抵抗性を示す［13］。 

SYN-FIXFc-07-001 試験及び 998HB102 試験では、 ［ 社（ 、

、 ）］で SOP ESO-AUR-CT-TEC-SOP-0023 に従い測定を行った。 

rFIXFc、ノナコグアルファ又は血漿由来 FIX に対するインヒビター力価の測定法はバリデーシ

ョン報告書：300680+300685 (rFIXFc and human FIX)（第 5.3.1.4-5 項）に記載した通り、バリデー

ションを行った。

被験者から採取したクエン酸処理検体と緩衝化した FIX 欠損血漿で約 100%（1.0 IU/mL）の活

性に調整した標準試薬（rFIXFc）を等量で混合し、 ºC で 時間インキュベートした。残存 FIX

活性を凝固一段法で MDA 測定装置により測定し、対照であるインヒビターを含有しない標準試

薬と混和した FIX 欠損血漿の活性と比較した。50%の活性低下を示すインヒビター力価を

1 BU/mL と定義した。残存活性が 25%未満の検体は、標準試薬との混和前に測定が可能な力価と

なるよう FIX 欠損血漿で希釈し、残存 FIX 活性が 25%～75%である場合のみ力価の計算に使用し

た［11］。力価は次の数式で算出した。 

(2.0－Log[残存力価%])÷0.30103×希釈係数 

力価が 0.42 BU/mL（残存活性 75%）～0.6 BU/mL の場合は、理論上は定量可能であるが、

0.6 BU/mL 未満（検体の残存活性が 66%を超える）を陰性とした。バリデーションでは、日内精

度は LLOQ（0.7 BU/mL）で 14.6%、低濃度 QC（1.0 BU/mL）で 8.6%、高濃度 QC（10 BU/mL）

で 8.2%であった。また、日間精度の範囲は、14.6%（LLOQ）～7.4%（高濃度 QC）であった。

測定法の真度は回収率（90%～94%）及び希釈の再現性により示された。高濃度 QC 検体で凍結

／融解安定性の許容範囲（±15%）を満たさなかったため、本測定法では検体の凍結／融解は不

可とした。ノナコグアルファ又は血漿由来 FIX を標準試薬として使用した場合も同様の精度及び

真度が得られた。ノナコグアルファ及び血漿由来 FIX では  回の凍結／融解まで安定性であった。 

rFIXFc の標準試薬ではノナコグアルファに比べ約 50%低い力価であった。rFIXFc はノナコグ

アルファ及び血漿中 FIX に比べ約半分の比活性であるため（2 倍の FIX 量を含有する、本項、

1.2.2.1 章）、インヒビターの力価が rFIXFc で低かったのは rFIXFc とインヒビター間の化学量論

的な差異によるものであると考えられる。SYN-FIXFc-07-001 試験及び 998HB102 試験で得られた

臨床検体は、定期的に内因性 FIX（正常血漿を標準試薬として使用）及び rFIXFc（FIX 欠損血漿

に 1 IU/mL 添加）に対するインヒビターを測定した。 

本測定法のバリデーション結果を表 2.7.1 - 10 に示した。 



2.7.1 生物薬剤学試験及び関連する分析法 
オルプロリクス®静注用 

22 

表 2.7.1 - 10 ナイメゲン変法を用いたベセスダ測定によるヒト血漿中rFIXFcインヒビター 

測定法のバリデーション結果

測定方法 インヒビター測定法

標準品 なし

動物種 ヒト

試料 血漿（クエン酸ナトリウム処理）

最小希釈率 1:1 

定量範囲

最小濃度（理論値） 0.42 BU/mL 

最大濃度（理論値） なし

QC の許容範囲 陽性対照は平均値の±標準偏差の 2 倍又は許容されて

いる他のウエストガードルール

陰性対照は 0.4 BU/mL 未満 

日内精度 定量限界 低 高

rFIXFc 試験（平均%CV） 
ノナコグアルファ試験（平均%CV） 
血漿中 FIX 試験（平均%CV） 
（許容範囲）

 14.6%  8.6%  8.2% 
 14.2%  7.1%  14.4% 
 15.7%  9.0%  15.4%* 

 20%  15%  15% 

日間精度 定量限界 低 高

rFIXFc 試験（平均%CV） 
ノナコグアルファ試験（平均%CV） 
血漿中 FIX 試験（平均%CV） 
（許容範囲）

 14.7%  12.3%  7.4% 
 18.3%  13.1%  14.6% 
 12.6%  8.7%  18.0%* 

 20%  15%  15% 

日間真度（理論値%） 定量限界 低 高

rFIXFc 
ノナコグアルファ

Plasma FIX 
（許容範囲）

 93.7%  93.9%  90.0% 
 98.8%  102.7%  94.4% 
 95.4%  96.4%  94.1% 

80%-120%  85%-115%      85%-115% 

希釈再現性
1:2、1:4、1:8 及び高力価の rFIXFc、ノナコグアルフ

ァ、血漿由来 FIX 標準試薬の 1:40 で±15% 

凍結／融解安定性
凍結／融解回数：rFIXFc（不可）、ノナコグアルファ

（  回）、血漿中 FIX（  回） 
*バリデーションで事前に規定した許容基準をはずれた精度レベル

BU＝Bethesda 単位、%CV＝変動係数（%） 
出典：300680+300685［（第 5.3.1.4-5 項）Table 1、3、4、6、8、9、11、13 及び 14］ 

臨床試験実施中に、指定した期間経過後でもウォッシュアウトが完全でないために相当量の

rFIXFc 残存活性を有する検体があった。血漿中 FIX 残存活性は、ナイメゲン変法を用いたベセ

スダ測定による測定結果に影響を及ぼす。半減期の長い rFIXFc を 1%未満に完全にウォッシュア

ウトするためにはウォッシュアウト期間を 1 週間から 3 週間に延長する必要があるが、その場合

には自然出血のリスクを増大させ予防試験のデザインを損なう可能性があった。そのため、多く

の検体に残存 FIX 活性があると考えられた。なお、rFIXFc の場合、インヒビター測定前の検体
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の加熱不活化は、薬剤の影響を完全に阻止するには効果的ではなかった。インヒビターを含有す

る検体中の許容 FIX 活性をより明確にするため、薬剤の許容誤差を評価するバリデーション試験

を実施した（VAL-2011-005.001）。FIX 欠損血漿に 0.05、0.1、0.2、0.5 及び 1.0 IU/mL の rFIXFc

を添加し、抗ヒト FIX インヒビター（ポリクローナル抗ヒト FIX ヤギ抗体）を理論値として

1 BU/mL（力価の実測値は 0.8 BU/mL）及び 5 BU/mL（実測値 4.3 BU/mL）加えて独立した測定

を 4 回繰り返した。rFIXFc を添加しない場合、抗ヒト FIX インヒビター0.8 BU/mL 含有検体では

4 回の測定全てにおいて陽性（0.6 BU/mL 以上）であった。0.05 又は 0.1 IU/mL の rFIXFc を添加

した場合、抗ヒト FIX インヒビター0.8 BU/mL 含有検体で陰性（0.6 BU/mL 未満）の結果が散見

され、0.2 IU/mL 以上の rFIXFc を添加した場合、抗ヒト FIX インヒビター0.8 BU/mL 含有検体の

測定結果は全て陰性であった。抗ヒト FIX インヒビター4.3 BU/mL 含有検体では一貫して力価の

低下がみられたが（1 IU/mL の rFIXFc 添加時の平均値は 2.6 BU/mL）、全ての結果は陽性であっ

た。以上の結果から、ナイメゲン変法を用いたベセスダ測定による測定検体では最大 20%の残存

FIX 活性は、低力価のインヒビターを確実に検出する上で容認できると考えられた［（R-FIX-

037（第 5.3.1.4-20 項）］。 

1.2.3.3 ECLA法によるヒト血漿中の抗rFIXFc抗体検出 

ヒト血漿中抗 rFIXFc 抗体測定のために Biogen Idec 社で ECLA 法（M08.anti-FIXFcMSD.hup.1-3）

を開発し、  社（ 、 、 ）でバリデートした。 

SYN-FIXFc-07-001 試験では以下に示す通り、スクリーニング測定及び確認測定の 2 段階に分

けて抗 rFIXFc 抗体を測定した。ECLA 法（M08.anti-FIXFcMSD.hup.1）のバリデーション試験で

は［バリデーション報告書：  171726（第 5.3.1.4-14 項）］基質への妨害、感度、安定性

について評価した。また、biotin 標識 rFIXFc 及び sulfo-tag 標識 rFIXFc を用いたバリデーション

試験を実施し、臨床検体を測定するためのカットオフ値（カットオフ係数）を設定し［ブリッジ

ング試験：  174858（第 5.3.1.4-16 項）］、試験方法を M08.anti-FIXFcMSD.hup.2 に変更

した。

本測定法のバリデーション結果を表 2.7.1 - 11 に示した。 

表 2.7.1 - 11 ヒト血漿中抗rFIXFc抗体検出法のバリデーション結果 
測定方法 電気化学発光免疫測定法

陽性対照 サル抗 rFIXFc 抗体 

動物種 ヒト

試料 血漿（クエン酸ナトリウム処理） 

最小希釈率 バッファーで 1:25 に希釈 

QC 濃度 
（100%血漿中） 

高濃度 QC：6,000 ng/mL 

低濃度 QC：400 ng/mL 
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表 2.7.1 - 11 ヒト血漿中抗rFIXFc抗体検出法のバリデーション結果（続き） 

日内精度（平均%CVp） 
低濃度 QC  高濃度 QC 陰性プール血漿

5.37  2.62  6.01 

日間精度（平均%CVt） 
低濃度 QC  高濃度 QC 陰性プール血漿

13.1  20.3  12.1 

カットオフ値

スクリーニング測定 F 係数：1.36 

確認測定 

（シグナル低下%） 
29.1% 

感度 陽性対照で 250 ng/mL（100% FIX 欠損血漿） 

薬剤の影響

5 µg/mL の rFIXFc は 300 及び 6,000 ng/mL の抗 FIX 抗体の検出を妨害

する。1 µg/mL の rFIXFc では 300 及び 6,000 ng/mL の抗 rFIXFc 抗体の

検出への妨害はみられない（薬剤：ADA のモル比は ADA が 300 
ng/mL のとき 4.5:1） 

5 µg/mL のノナコグアルファは 300 及び 6,000 ng/mL の抗 rFIXFc 抗体

の検出を妨害するが、1 µg/mL のノナコグアルファはわずかな影響し

か及ぼさない（ノナコグアルファ：ADA のモル比は ADA が

300 ng/mL のとき 7:1） 

Fc 領域及びウシ血清アルブミンは検討した全ての濃度で妨害しなかっ

た

安定性
室温で  時間安定であった 

 回の凍結／融解で安定であった（ ºC/室温） 
BSA＝ウシ血清アルブミン、%CVp＝プールした変動係数（%）、%CVt＝総変動係数（%）、 
出典： 174858［（第5.3.1.4-16 項）8～12 及び39 ページ］並びに 171726［（第5.3.1.4-14 項）

13 ページ］ 

998HB102 試験では、抗 rFIXFc 抗体を 1）スクリーニング測定、2）確認測定、3）力価の測定

及び 4）抗体特異性の特性測定の 4 段階に分けて測定した。基本的な測定法の手順は全ての測定

で同じであった。本測定法（M08.anti-FIXFcMSD.hup.1）は、バリデーション報告書［  

171726（第 5.3.1.4-14 項）］に記載した通り、バリデートした。また、Biotin 標識 rFIXFc 及び

sulfo-tag 標識 rFIXFc を用いたブリッジング試験を実施し、臨床検体の測定を行うためのカットオ

フ値（カットオフ係数）を設定し［ブリッジング試験報告書：  177800（第 5.3.1.4-11 項）］、

試験方法を M08.anti FIXFcMSD.hup.3 に変更した。 

バリデーション試験の結果を表 2.7.1 - 12 に、各測定段階の要約を以下に示す。 

1) スクリーニング測定

抗 rFIXFc 抗体は ECLA 法により  社の測定装置で測定した。検体と対照は %酢酸で

1/25 に希釈及び酸性化した。中和反応後、抗体-標識 rFIXFc 複合体を形成させるために同濃度の

sulfo-tag 標識 rFIXFc 及び biotin-標識 rFIXFc を含む Master Mix を添加した。検体をストレプトア

ビジンでコートしたプレートに分注し、複合体中の biotin 標識 rFIXFc をウェルに吸着させた。

biotin 標識 rFIXFc 及び sulfo-tag 標識 rFIXFc に結合する抗体を含む検体は、トリプロピルアミン



2.7.1 生物薬剤学試験及び関連する分析法 
オルプロリクス®静注用 

25 

を含むバッファー中で電気化学発光シグナルを発生する。シグナル発生は抗 rFIXFc 抗体の量に

比例している。検体は統計学的に設定したカットオフ値を用いて、シグナルの平均値（検体のシ

グナル）≧スクリーニング測定のカットオフ値（2.83×陰性対照のシグナルの平均値）の場合に

陽性と判定した。

2) 確認測定

スクリーニング測定で陽性であった検体について確認測定を行った。確認測定では、抗体－標

識 rFIXFc 複合体の結合相互作用の特異性を示すため、競合結合を生じる過剰の非標識 rFIXFc を

使用した。検体は FIX 欠損血漿又は過剰な rFIXFc を含む血漿とインキュベートした。混合液を

マイクロプレートに加え、その後の測定手順はスクリーニング測定と同一であった。陽性である

と判断するためには、過剰な rFIXFc を添加した場合でも、以下の計算式に当てはめて十分なシ

グナルの減少（抑制率%）を示す必要がある。 

抑制率%＝100%×{1－ avg (drug_sample_signals) } 
avg (nondrug_sample_signals) 

抑制率%が統計学的に設定したカットオフ値である 19.7%以上の場合、検体を陽性とした。 

3) 力価の測定

力価の測定は 2）確認測定で陽性と判断した検体に対して行った。検体は FIX 欠損血漿で 2 倍

の連続段階希釈を行った。その後の測定手順はスクリーニング測定と同一である。検体の力価は

統計学的に設定したカットオフ値及び陰性対照のシグナルの平均値を用いて決定した。すなわち、

検体のシグナルの平均値がカットオフ値（2.83×陰性対照のシグナルの平均値）以上となる最大

希釈倍率の逆数を検体の力価とした。

4) 抗体特異性の測定

確認測定と同様、検体を競合物（遺伝子組換え FIX［ノナコグアルファ］及び遺伝子組換えヒ

ト Fc）とともにインキュベートした。検体が特定の競合物に特異的であることを示すためには、

競合物を添加した場合でも十分な抑制率を示す必要がある。統計学的に設定した遺伝子組換え血

液凝固第 IX 因子（以下、rFIX）に対する抑制率%のカットオフ値は 22.2%、ヒト IgG1 に対する

抑制率%のカットオフ値は 20.9%であった。 

バリデーション結果の詳細を表 2.7.1 - 12 に示した。 
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表 2.7.1 - 12 ヒト血漿中抗rFIXFc抗体検出法のバリデーション結果（変更後の方法） 
測定方法 電気化学発光免疫測定法

陽性対照 サル抗 rFIXFc 抗体 

動物種 ヒト

試料 血漿（クエン酸ナトリウム処理）

最小希釈率
1%ウシ血清アルブミン加 PBS-Tween pH 7.4 で 1:25 に希

釈（最終的には 1:100） 

QC 濃度 

高濃度 QC 21,000 ng/mL（100%血漿中） 

低濃度 QC 175 ng/mL（100%血漿中） 

日内精度（平均%CVp） 
低濃度 QC  高濃度 QC 陰性プール血漿

2.04  3.59  5.18 

日間精度（平均%CVt） 
低濃度 QC  高濃度 QC 陰性プール血漿

7.97  8.16  7.75 

カットオフ値

スクリーニング測定 F 係数：2.83 

確認測定（シグナル低下%） 19.7% 

ノナコグアルファ特異性（シグナル低

下%） 
22.2% 

遺伝子組換えヒト Fc 領域特異性 
（シグナル低下%） 

20.9% 

感度 陽性対照で 200 ng/mL（100% FIX 欠損血漿） 

薬剤の影響

5 µg/mL の rFIXFc は 300 及び 6,000 ng/mL の抗 FIX 抗体

の検出を妨害した。1 µg/mL の rFIXFc では 300 及び

6,000 ng/mL の抗 rFIXFc 抗体の検出への妨害はみられな

かった（薬剤：ADA のモル比は ADA が 300 ng/mL のと

き 4.5:1） 

5 µg/mL のノナコグアルファは 300 及び 6000 ng/mL の抗

FIX 抗体の検出を妨害した。1 µg/mL のノナコグアルフ

ァでは 300 及び 6000 ng/mL の抗 rFIXFc 抗体の検出へ軽

微な妨害がみられた（薬剤：ADA のモル比は ADA が

300 ng/mL のとき 7:1） 

Fc 領域及びウシ血清アルブミンは検討した全ての濃度

で妨害しなかった

安定性
室温で 時間安定であった 

 回の凍結／融解で安定であった（ ºC/室温） 
BSA＝ウシ血清アルブミン、%CVp＝プールした変動係数（%）、%CVt＝総変動係数（%）、 
出典：  177800（第5.3.1.4-11 項）8、10～16 及び62 ページ並びに  171726（第5.3.1.4-14 項）13 ペ
ージ
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1.2.3.4 ECLA法による結合抗体の力価とナイメゲン変法を用いたベセスダ測定によるインヒ

ビター力価の相関性

（  社）において、ナイメゲン変法を用いたベセスダ測定による力価

20 BU/mL の陽性検体（抗ヒト FIX 抗体血漿、  社）を ECLA 法で測定した［バ

リデーション報告書：DevTM029-013DR（第 5.3.1.4-8 項）］。この検体のインヒビター力価であ

る 0.6 BU/mL は ECLA 法では約 1,920 の力価に相当した。ADA 測定で示された力価には測定中に

25 倍の希釈係数を含むため、このポリクローナル抗 FIX 抗体に対して、ナイメゲン変法を用い

たベセスダ測定に比べて ADA 測定は 70～80 倍の感度を持つと考えられた。したがって、FIX に

対する ECLA 法はインヒビター測定法に比べて非常に感度が高く、ECLA 法で臨床検体が陽性で

あるという結果が得られた場合は慎重に解釈する必要がある。低い力価でのADA陽性という結

果は微量の FIX 結合抗体を反映しており、臨床的な影響がみられないというということも考えら

れる。

1.2.4 薬力学 

1.2.4.1 測定方法選択の根拠

998HB102 試験では一部の被験者において 2 つの包括的止血評価が行われた。すなわち、血漿

TGA法及び全血凝固線溶分析（トロンボエラストメトリー）である（表 2.7.1 - 13）。TGA法は凝

固機能測定法であり、凝固因子濃度に比べ血友病患者の臨床的表現型をより正確に反映している

［14、15、16］。TGA法は生体内の血管内皮障害部位における凝固開始を少量の組織因子（以

下、TF）に暴露させることで模倣しており、その結果としてFIXを活性化する血液凝固第VIIa因

子／TF複合体を形成し、これによりテンナーゼ複合体の形成を介してトロンビン生成を促進する

［17］。ROTEMは古典的なトロンボエラストグラフィー（TEG）を強化したものであり、連続

的にクロット形成、凝血の特性及びクロットの分解を測定することにより包括的な止血評価を行

う試験である［18］。ROTEM及びTEGでは一般的にクロット形成を採血後 30 分～2 時間のクエ

ン酸処理新鮮全血で評価する。血液凝固は、カルシウム再沈着、少量のTF添加又は内因性及び外

因性活性化経路に類似した接触経路の活性化物質によって開始される。外因性のリン脂質混合物

を添加するのではなく、必要とされる脂質面を患者自身の血小板及び赤血球が供給し、測定では

クロット形成率、クロット強度などの物理的なクロットの特性を評価する。これらの理由により、

ROTEMでは従来の血漿を用いる凝固法やTGA法では得られない患者の止血に関する臨床的に適

切な情報が得られる可能性がある。多くの場合、凝固因子濃度が同様の患者では、TEG活性の違

いは血友病の重症度に相関している［19、20、21］。これらの測定法は感度が高いため、特に凝

固因子濃度が非常に低い場合の凝固能の評価に適しており、血友病における患者に合わせた治療

の根拠とすることができる［22］。 

998HB102 試験では、探索的バイオマーカーとして TGA 法及び ROTEM による測定を実施した。

その目的は、1）rFIXFc の凝固能を市販のベネフィクスと比較すること、2）TGA 法及び／又は

ROTEM パラメータによる出血傾向や臨床転帰の予測が rFIXFc 活性レベルによる予測より、より
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的確であるかを判断することであった。TGA 法は凍結血漿検体中の rFIXFc 及びノナコグアルフ

ァ活性測定のみに用い、測定は Biogen Idec 社の研究施設（Waltham, MA）で実施した。ROTEM

測定は、Biogen Idec 社により詳細な手順が確立された一部の医療機関で実施した。トロンビン生

成及び全血凝固能はバリデートされたバイオマーカーではなく、測定方法は最新の生物学的検定

法ガイドラインに沿ってバリデートされたものではないことに留意すべきである。TGA 法及び

ROTEM による測定結果の分析及び統計学的解釈は適切な科学的原則に従って実施した。臨床試

験から得られたこれらの包括的な測定の結果は rFIXFc の安全性及び有効性の裏付けのためには

使用しない。998HB102 試験で用いられた止血パラメータの測定法を表 2.7.1 - 13 に示す。 

表 2.7.1 - 13 rFIXFcの臨床試験における止血パラメータの測定法 
測定物質 測定法 検体 感度 VR／SOP 番号 測定法を使用し

た臨床試験番号

BAR 

トロンビ

ン生成能

自動較正トロ

ンボグラム

（CAT） 

クエン酸

処理血漿

1% FIX Qualification report 
Q-FIX-001-R1/ 
SOP# 13-002 

998HB102 N/A 

全血凝固

能

ROTEM クエン酸

処理血漿

<1% FIX バリデートしていな

い方法／
SOP “ROTEM 
Procedure for Study 
998HB102” 

998HB102 N/A 

BAR＝生体試料分析報告書、N/A＝該当せず、VR＝バリデーション報告書、SOP＝標準操作手順 

1.2.4.2 トロンビン生成測定

自動較正トロンボグラム（以下、CAT、Thrombinoscope® BV）［23］は、蛍光トロンビン基質

を用いたトロンビン生成を測定する上で先進的で堅牢な測定法である。しかしながら、本測定法

は公式な対照標準薬がなく操作手順を簡単には標準化できない［24、25］。また、TGA法はプロ

トロンビン時間及びaPTTに基づく測定法よりも接触活性化及び少量のTFなどの影響を受けやす

い。検体は 11 mol/Lのクエン酸ナトリウム及び 50 μg/mLのトウモロコシトリプシンインヒビター

（以下、CTI）を含む採血量 5 mLの真空採血管（ 社、 , ）

で採取した。CTIは強力で特異的なFXIIaのインヒビターであることから、TFにより開始されるト

ロンビン生成の偽接触活性化を排除することができる［26］。TGA法はBiogen Idec社の研究施設

［Waltham, MA］でプールした凍結血小板血漿を用いて実施した。998HB102 試験に登録した被

験者の一部から得られた約 800 のPK評価用検体についてトロンビン生成能を評価した。 
測定は SOP# 13 002 に従って実施し、測定方法の適格性はバリデーション報告書：Q-FIX-001-

R1（第 5.3.1.4-19 項）に記載した。検体は、試験実施医療機関で分注及び凍結前に 2 回遠心分離

した。解凍した検体は、細胞の残骸や血小板断片を除くため、測定前に 17,000×g で 10 分間遠心

分離した。各検体は 2 回測定し、トロンビン生成は高倍率で希釈した Innovin®（Siemens 

Healthcare 社, Malvern, PA, USA）に含まれる少量のTF 及び4 µmol/L の合成リン脂質（Rossix AB

社, Mölndal, Sweden）により開始した。トロンビン活性は  社の

プレートリーダーで測定した。トロンビン切断で生じる蛍光基質Z-Gly-Gly-Arg AMC から遊離し
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た 7 アミノ 4 メチルクマリン（以下、AMC）を励起波長 390/40 nm 及び放出波長 460/40 nm のフ

ィルターセットを用いて検出した。蛍光シグナルは 30 秒ごとに 60 分間測定し、各血漿検体にお

けるトロンビン活性の時間推移を評価するために既知濃度の α2-マクログロブリン／トロンビン

複合体から得られた検量線と比較した。トロンビン生成プロファイルから、トロンビン生成開始

までの時間（Lag Time）、最高トロンビン濃度（Peak）、最高トロンビン濃度到達時間

（ttPeak）、総内因性トロンビン産生能（以下、ETP）及び傾き（Slope）の 5 つのパラメータを

得た。本測定法における LLOQ は 1% FIX（又は rFIXFc）、Lag Time の日内変動係数は 5%未満、

Peak 及び ttPeak の日内変動係数は 10%未満であった。日間変動は 4.3%（ttPeak）から 18.4%

（ETP）の範囲であった。凍結／融解は 1 回まで安定であった。 

トロンビン生成能測定の適格性の要約を表 2.7.1 - 14 に示す。 

表 2.7.1 - 14 998HB102 試験で用いたrFIXFcのトロンビン生成能測定法の適格性 
測定方法 自動較正トロンボグラム（CAT） 

陽性対照 rFIXFc 

動物種 ヒト

試料 血漿（クエン酸ナトリウム処理）

最小希釈率 なし

対照標準試薬
α2-マクログロブリン／トロンビン複合体 
（Thrombinoscope BV） 

QC 濃度 0%、5%、25%、50%（rFIXFc） 

定量限界 1%（rFIXFc） 

日内精度（平均%CVp） 
トロンビン生成開始までの時間

総内因性トロンビン産生能

最高トロンビン濃度

最高トロンビン濃度到達時間

傾き

QC4 濃度の平均値： 
3.0%（範囲：2.5%～3.5%） 
10.5%（範囲：8.0%～13.0%） 
8.1%（範囲：6.7%～10.3%） 
3.2%（範囲：2.0%～10.2%） 
10.8%（範囲：8.7%～12.3%） 

日間精度（平均%CVp） 
トロンビン生成開始までの時間

総内因性トロンビン産生能

最高トロンビン濃度

最高トロンビン濃度到達時間

傾き

QC4 濃度の平均値： 
9.5%（範囲：7.4%～11.9%） 
18.4%（範囲：15.9%～22.3%） 
14.5%（範囲：9.7%～20.9%） 
4.3%（範囲：3.1%～5.9%） 
17.1%（範囲：9.7%～27.8%） 

真度 TGA 法では評価不能 
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表 2.7.1 - 14 998HB102 試験で用いたrFIXFcのトロンビン生成能測定法の適格性（続き） 

選択性／特異性

該当せず（TGA の結果は、測定検体中のトロンビン生成

に影響する全ての凝固促進因子及び抗凝固因子の収支で

ある）

安定性  回の凍結／融解で安定であった 
%CV＝変動係数（%）、TGA＝トロンビン生成測定 
出典：Q-FIX-001-R1［適格性試験報告書（第 5.3.1.4-19 項）Table 4、5 及び 8］ 

1.2.4.3 回転式トロンボエラストメトリー

rFIXFc とノナコグアルファの全血凝固能を PD 分析の一部として、998HB102 試験でノナコグ

アルファ及び rFIXFc の連続的な投与を受けた一部の被験者を対象に検討した。 

一般的に、ROTEM は測定装置、試薬のロット及び測定施設間でのばらつきが大きい。複数の

被験者から得られた ROTEM による測定結果の直接的比較及び出血傾向の統計学的補正には全て

の試験実施医療機関において厳密な測定法の標準化が必要である。そのため、Biogen Idec 社は全

ての測定施設で 1 ロットの ROTEM 用試薬を使用した。また、特注の対照試薬、活性化試薬の一

定の濃度を得るための事前に測定したバイアル入り希釈用緩衝液、使い捨て器具を使用した。試

験実施医療機関には、経験のある測定担当者が在籍し、ROTEM による測定可能な施設を選定し

た。各試験実施医療機関では測定前にトレーニングを実施し、詳細な測定法の手順書「ROTEM 

PROCEDURE FOR STUDY 998HB102 (B-LONG)」に従って測定を実施した。 

ROTEM 用検体の測定は、PK 用検体採取予定時間（投与直後及び投与 1 時間後採取を除く）に

被験者からクエン酸処理全血を採取し、30～45 分後の間に開始した。測定は、NATEM（カルシ

ウム再沈着以外に活性化剤を加えない）、INTEM（内因性活性化物質に加え 300 倍希釈した

を加える［エラグ酸］）及び EXTEM（外因性活性化物質として 10000 倍希釈した

を加える［脂質化遺伝子組換え TF］）の各方法で 3 回実施した。ROTEM による凝固活

性測定は投与前、投与後 3、6 及び 24 時間の各検体につき 3 時間実施した。被験者から得られた

検体の測定前に、測定装置の適格性を保証するために標準血漿“ROTROL N”による管理を行っ

た。また、施設間／測定者間のばらつきを評価するために Biogen Idec 社から提供された 4 つの

対照血漿（先天性 FIX 欠乏血漿に rFIX を 1%、3%、10%又は 30%添加した凍結保存血漿）の測

定を行った。検体及び測定に関する情報は測定実施施設でワークシートに記録し、当該生データ

は ROTEM から直接転送されたデータファイルの形で Biogen Idec 社に提供された。ROTEM から

は凝固形成及び溶解に関連する最大 31 のパラメータが得られるが、Biogen Idec 社はこの中から

最も堅牢で止血能に関連している以下の 4 パラメータを最初に評価した。 

1) CT：測定開始からクロット形成開始までの時間である（振幅 2 mm）。CT の延長は、

凝固不全に特徴的であり、血友病 B の集団では FIX 量及び他の凝固因子並びにクロッ

ト形成開始に関わるインヒビターと相関していると考えられる。

2) クロット形成時間（以下、CFT）：クロット形成開始から振幅が 20 mm に達するまで

の時間である。CFT は患者の血小板機能、フィブリノゲン濃度及び安定的なクロット
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形成に必要な他の凝固因子により影響を受ける。

3) α角：2 mm 振幅のタンジェントで決定され、クロット形成の速度と比例する。

4) 最大弾性度：測定中のクロット溶解開始前に到達した最大振幅であり機械的クロット

硬度を示す。

2. 個々の試験結果の要約

生物学的利用率又は生物学的同等性試験は実施していない。rFIXFc の PK については第 2.7.2

項、臨床薬理試験に示した。

3. 全試験を通しての結果の比較と解析

生物学的利用率又は生物学的同等性試験は実施していない。rFIXFc の PK については第 2.7.2

項、臨床薬理試験に示した。
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