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2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1 重篤な感染症（敗血症等）の患者［症状を悪化させるおそれがある．］［1.1，1.2.1，8.1，9.1.1，11.1.1参照］
2.2 活動性結核の患者［症状を悪化させるおそれがある．］［1.1，1.2.2，8.3，9.1.2，11.1.2参照］
2.3 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者［11.1.5参照］
2.4 脱髄疾患（多発性硬化症等）及びその既往歴のある患者［症状の再燃及び悪化のおそれがある．］［1.1，1.3，9.1.4，

11.1.4参照］
2.5 うっ血性心不全の患者［15.1.4参照］

1. 警告
〈効能共通〉
1.1 本剤投与により，結核，肺炎，敗血症を含む重篤な

感染症及び脱髄疾患の新たな発生もしくは悪化等が
報告されており，本剤との関連性は明らかではない
が，悪性腫瘍の発現も報告されている．本剤が疾病
を完治させる薬剤でないことも含め，これらの情報
を患者に十分説明し，患者が理解したことを確認し
た上で，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．また，本剤の投与に
おいて，重篤な副作用により，致命的な経過をたど
ることがあるので，緊急時の対応が十分可能な医療
施設及び医師の管理指導のもとで使用し，本剤投与
後に副作用が発現した場合には，主治医に連絡する
よう患者に注意を与えること．［1.2，1.3，2.1，2.2，
2.4，8.1-8.3，9.1.1，9.1.2，9.1.4，11.1.1，
11.1.2，11.1.4，15.1.5 参照］

1.2 感染症
1.2.1 重篤な感染症

敗血症，肺炎，真菌感染症を含む日和見感染症等の
致命的な感染症が報告されているため，十分な観察
を行うなど感染症の発症に注意すること．［1.1，2.1，
8.1，9.1.1，11.1.1 参照］

1.2.2 結核
播種性結核（粟粒結核）及び肺外結核（胸膜，リン
パ節等）を含む結核が発症し，死亡例も認められて
いる．結核の既感染者では症状の顕在化及び悪化の
おそれがあるため，本剤投与に先立って結核に関す
る十分な問診及び胸部 X 線検査に加え，インターフェ
ロン - γ遊離試験又はツベルクリン反応検査を行い，
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適宜胸部 CT 検査等を行うことにより，結核感染の
有無を確認すること．また，結核の既感染者には，
抗結核薬の投与をした上で，本剤を投与すること．
ツベルクリン反応等の検査が陰性の患者において，
投与後活動性結核が認められた例も報告されている．

［1.1，2.2，8.3，9.1.2，11.1.2 参照］
1.3 脱髄疾患（多発性硬化症等）の臨床症状・画像診断

上の新たな発生もしくは悪化が，本剤を含む抗 TNF
製剤でみられたとの報告がある．脱髄疾患（多発性
硬化症等）及びその既往歴のある患者には投与しな
いこととし，脱髄疾患を疑う患者や家族歴を有する
患者に投与する場合には，適宜画像診断等の検査を
実施するなど，十分な観察を行うこと．［1.1，2.4，
9.1.4，11.1.4 参照］

1.4 本剤についての十分な知識と適応疾患の治療の知
識・経験をもつ医師が使用すること．［5.1，5.3-5.5，
5.7-5.11，5.13 参照］

〈関節リウマチを除く効能〉
1.5 本剤の治療を行う前に，適応疾患の既存治療を十分

勘案すること．［5.2，5.5，5.7-5.11，5.13 参照］
〈関節リウマチ〉
1.6 本剤の治療を行う前に，少なくとも 1 剤の抗リウ

マチ薬等の使用を十分勘案すること．［5.1 参照］
〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
1.7 本剤の副作用への対応について十分な知識を有する

医師との連携のもと使用すること．［5.5 参照］
〈非感染性の中間部，後部又は汎ぶどう膜炎〉
1.8 本剤について十分な知識をもつ内科等の医師と診

断及び治療に対して十分な連携をとり使用すること．
［5.13 参照］
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開発の経緯

開発の経緯

アダリムマブは，ファージディスプレイ法※によって創製された世界で最初（当社調べ）のヒト型抗ヒトTNF
αモノクローナル抗体であり，ヒトTNFαに対して親和性と選択性を有している．
TNFαは炎症反応あるいは免疫反応に関与するサイトカインであり，TNFα濃度の上昇が関節リウマチや乾
癬等の炎症性疾患の主な原因の一つとして考えられている．このため，過剰に発現しているTNFαを中和す
ることによってTNFα濃度を低下させる物質はこれらの炎症性疾患の新しい治療薬になり得ると考えられた．
アダリムマブは，2016年6月現在で世界90ヵ国以上で承認されており，推定98万人の患者に投与されて
いる．

＜関節リウマチ＞
TNFαは，IL-1やIL-6等他のサイトカインの誘導及び破骨細胞の分化・誘導に深く関与し，炎症反応や骨破壊
といった関節リウマチ（RA）の病態形成において重要な役割を果たしている1）．このことから，関節で過剰に
産生されているTNFαを中和することによって関節リウマチの症状の改善並びに関節破壊の進展を予防す
ることが期待される．
アダリムマブは，はじめに海外において臨床試験が行われ（DE013試験），本試験の結果，関節症状の軽減だ
けでなく，関節破壊進展の抑制効果が確認され，米国及びEUで，それぞれ2002年12月及び2003年9月に承
認された．また，早期RA患者の治療について，EUでは2005年8月，米国では2005年10月にそれぞれ承認さ
れた．本邦では，アボット ジャパン株式会社注1）とエーザイ株式会社が共同開発し，ブリッジングによる開発
を行った．開発計画作成時の欧米におけるMTX承認用量が本邦と異なっていたことから，MTX併用試験間で
のブリッジングは困難と考え，アダリムマブ単独投与試験（M02-575試験）を行った．その結果，日本人RA患
者において有効性と安全性が確認されたことから，申請を行い，2008年4月に承認された．
また，本邦にて過去にメトトレキサート又はレフルノミドの使用経験がなく，罹病期間が2年以内のRA患者
を対象として臨床試験（M06-859試験）を行った．その結果，関節破壊進展防止効果が確認されたことか
ら，2011年9月に効能追加の申請を行い，2012年8月に，関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）の
効能又は効果が承認された．

＜尋常性乾癬及び関節症性乾癬＞
乾癬の病変部においてTNFαの濃度が上昇しており，TNFαが発症に重要な役割を担っていると考えられて
いることから，乾癬に関する臨床試験（M03-656試験，M04-716試験）が米国，カナダ及びEUで開始された．
乾癬の皮膚症状の改善及びQOL評価の結果により，米国及びEUで申請され，EUでは2007年12月，米国では
2008年1月に承認された．また，関節症状を有する乾癬患者（関節症性乾癬）に対してもEUでは2005年8月，
米国では2005年10月に承認された．
本邦では，アボット ジャパン株式会社注1）とエーザイ株式会社が共同開発し，中等症以上の尋常性乾癬（関節
症性乾癬も含む）の患者を対象として臨床試験（M04-688試験）を行った．その結果，日本人乾癬患者におけ
る有効性と安全性が確認されたところから，2008年5月に効能追加の申請を行い，2010年1月に既存治療で
効果不十分な尋常性乾癬及び関節症性乾癬の効能又は効果が承認された．

＜強直性脊椎炎＞
強直性脊椎炎は，関節内にTNFα濃度の増加を認める免疫疾患である．TNFαは活動性強直性脊椎炎患者の仙
腸関節の生検において確認されている．また，脊椎関節症患者における肘及び股の腱付着部病変の外科的開
放生検においては，慢性炎症に伴う軟骨下骨髄に活性化マクロファージが確認されている．
アダリムマブの強直性脊椎炎に関する臨床試験（M03-606，M05-760）は海外で行われ，米国及び欧州で申
請，2006年6月に欧州，2006年7月に米国で承認された．
本邦では，アボット ジャパン株式会社注1）とエーザイ株式会社が共同開発し，活動性強直性脊椎炎患者を対象
として2008年1月に臨床試験（M10-239試験）を開始した．その結果，日本人活動性強直性脊椎炎患者にお
ける有効性と安全性が確認されたことから，2009年10月に効能又は効果，用法及び用量の承認事項一部変
更承認申請を行い，2010年10月に既存治療で効果不十分な強直性脊椎炎の適応が承認された．

注1）現 アッヴィ合同会社
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＜若年性特発性関節炎＞
TNFαは若年性特発性関節炎患者の滑液，滑膜及び血液中で上昇していることが知られており，TNFαが発
症に重要な役割を担っていると考えられている．アダリムマブの多関節に活動性を有する若年性特発性関
節炎に関する海外における臨床試験（DE038試験）の結果，アダリムマブ単独投与及びMTXとの併用投与で
有効性と安全性が確認され，2008年2月に米国，8月に欧州で承認された．本邦では，アボット ジャパン株式
会社注1）とエーザイ株式会社が2008年2月から共同開発し，多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎の
患者を対象として臨床試験（M10-240試験）を行った．その結果，日本人において多関節に活動性を有する
若年性特発性関節炎における有効性と安全性が確認されたことから，2010年8月に効能追加の申請を行い，
2011年7月に既存治療で効果不十分な多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎の適応が承認された．
また，新たに20mg/0.4mL製剤（ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.4mL）注2）について，既存治療で効果不
十分な多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎を効能又は効果として医薬品製造販売承認申請をあ
わせて行い，2011年7月に承認された．

＜腸管型ベーチェット病＞
腸管型ベーチェット病は炎症性疾患であり，その病態には，Th1型の自然免疫が関与することが報告されてい
る．また，国内で抗TNFα製剤の有効性が報告されていることから，病態へのTNFαの関与が考えられている．
米国及び欧州では，腸管型ベーチェット病は極めて少ないため臨床開発は行っていないが，本邦では，アボッ
ト ジャパン株式会社注1）とエーザイ株式会社が共同開発し，腸管型ベーチェット病患者（「完全型」，「不全型」
及び「疑い」を含む）を対象として臨床試験（M11-509試験）を行った．
その結果，既存治療抵抗性の日本人腸管型ベーチェット病患者における有効性と安全性が確認されたところ
から，2012年8月に効能追加の申請を行い，2013年5月に既存治療で効果不十分な腸管型ベーチェット病の
適応が承認された． 

＜クローン病＞
クローン病患者の粘膜ではインターフェロン-γやインターロイキン2の産生によって特徴付けられる
Th1(CD4＋)細胞が支配的であること，活性化されたマクロファージはTNFを含む炎症性サイトカインを産生
することが知られている．このことからTNFαを中和することによってクローン病の症状の改善が期待できる．
海外におけるクローン病に対する臨床開発は米国，カナダ及びEUで開始され，米国及びEUで申請，2007年
2月に米国，2007年6月にEUで承認された．
本邦では，アボット ジャパン株式会社注1）とエーザイ株式会社が共同開発し，中等症又は重症の活動期にある 
クローン病の患者を対象として臨床試験（M04-729試験，M06-837試験）を行った．その結果，日本人クローン
病患者における有効性と安全性が確認されたことから，2009年9月に効能追加の申請を行い，2010年10月に
中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）の
適応が承認された．
また，日本人クローン病患者におけるアダリムマブ40mg隔週投与中の効果減弱例に対し，本剤の80mg隔週
投与への増量による維持療法に関する試験（M13-687）の結果，有効性と安全性が確認されたことから，用法
及び用量の承認事項一部変更承認申請を行い，2016年6月に当該用法及び用量が承認された．

＜潰瘍性大腸炎＞
潰瘍性大腸炎は，腸粘膜及び粘膜下層の炎症と潰瘍を特徴とする慢性・再発性の炎症性疾患である．潰瘍性大腸
炎患者の血中，結腸組織，便中には，TNFαが高濃度にみられることが報告されており，TNFαは腸粘膜の組織
損傷と細胞死に関係すると考えられている．
アダリムマブの海外における潰瘍性大腸炎に関する臨床開発は米国で開始され，米国及び欧州で申請され，
2012年4月欧州で，2012年9月に米国で承認された．
本邦では，アボット ジャパン株式会社注1）とエーザイ株式会社が共同開発し，中等症又は重症の潰瘍性大腸炎患
者を対象として臨床試験（M10-447試験）を行った．その結果，日本人潰瘍性大腸炎患者における有効性と安全
性が確認されたことから，2012年3月に効能追加の申請を行い，2013年6月に中等症又は重症の潰瘍性大腸炎
の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）の適応が承認された．

注1）現 アッヴィ合同会社
注2）販売中止
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開発の経緯

次いで，高用量での導入療法及び維持療法の開発を目的として臨床試験（M14-033試験）を行った．当初，M14-
033試験は米国での成人潰瘍性大腸炎患者への適応取得の承認条件の一部である市販後調査として計画され
たことから，本邦においてはM14-033試験と同一の試験デザインによる日本サブ試験が実施された．M14-
033試験と日本サブ試験の統合解析において標準用量群に対する高用量群の有効性及び安全性が確認され，さ
らに日本人サブ試験においても有効性と安全性が確認されたことから，用法及び用量の承認事項一部変更承認
申請を行い，2021年9月に成人潰瘍性大腸炎における高用量での維持療法の適応が承認された．
さらに，小児潰瘍性大腸炎適応拡大が計画され，第III相試験（M11-290試験［主試験及び日本サブ試験］）及び第
III相長期投与試験（M10-870試験［主試験及び日本サブ試験］）が行われた．これらの２試験において有効性及
び安全性が確認されたことから，2020年11月に効能追加の申請を行い，2021年9月に小児に対する中等症又
は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）の適応が承認された．

＜非感染性ぶどう膜炎＞
ぶどう膜は，虹彩，毛様体及び脈絡膜からなる眼球血管膜であり，ぶどう膜炎は，これらの部位の高度の炎症に
よる視力障害及び眼痛を伴う重大な消耗性疾患である．非感染性ぶどう膜炎は，孤発性の眼症候群と眼外又は
全身性の炎症を伴うものに分類され，TNFαがぶどう膜炎における炎症の遷延化に重要な役割を果たしている
ことが示されている．
アダリムマブの非感染性ぶどう膜炎患者を対象とした3つの国際共同試験は，Abbott Laboratories社注3）及び
アボット ジャパン株式会社注1）により実施された．これらの国際共同試験（M10-877試験，M10-880試験）の
結果に基づき，米国及びEUでは2015年9月に承認申請が行われ，いずれの国でも2016年6月に非感染性ぶど
う膜炎の適応が承認された．本邦においては，アッヴィ合同会社が米国及びEUへの申請に使用した試験結果よ
り，アダリムマブの日本人成人患者における非感染性の中間部ぶどう膜炎，後部ぶどう膜炎及び汎ぶどう膜炎
に対する有効性と安全性が確認されたことから，2015年10月に効能追加の申請を行い，2016年9月に既存治
療で効果不十分な非感染性の中間部，後部又は汎ぶどう膜炎の適応が承認された．

＜膿疱性乾癬＞
膿疱性乾癬（汎発型）は，乾癬の重症型に位置づけられ，急激な発熱とともに全身の皮膚が潮紅し，無菌性膿疱
が多発する原因不明の全身炎症性疾患であり，TNFαは乾癬の病態に重要な役割を果たしていると考えられ
ている．
米国及び欧州では，膿疱性乾癬の患者数は極めて少ないためアダリムマブの臨床開発は行われていないが，
本邦ではアッヴィ合同会社が，膿疱性乾癬患者を対象とした臨床試験（M14-193試験）を2015年9月に開始
した．その結果，日本人膿疱性乾癬（汎発型）患者における有効性と安全性が確認されたことから，2017年4月
に効能追加の申請を行い，2018年3月に既存治療で効果不十分な膿疱性乾癬の適応が承認された．

＜化膿性汗腺炎＞
化膿性汗腺炎は疼痛と発赤を伴う深在性の炎症性病変で，アポクリン汗腺の多い部位に発生することが多
い．化膿性汗腺炎の病変部位ではTNFα，IL-1β，IL-10などの炎症性サイトカインの局所濃度が高いことが
示されており，その病態にはTNFαが重要な役割を果たすと考えられている．
米国及びEUでは，2015年にアダリムマブの化膿性汗腺炎に対する効能又は効果の承認を取得し，EUのS1
ガイドライン2）に基づく治療ではアダリムマブは重症度の高い化膿性汗腺炎患者の内科的治療において主な
選択肢の1つとなっている．
本邦においては，日本人の化膿性汗腺炎患者を対象とした臨床試験（M15-573試験）を行い，その結果，日本
人化膿性汗腺炎患者における有効性と安全性が確認されたことから，2018年6月に効能追加の申請を行い，
2019年2月に化膿性汗腺炎の適応が承認された．また，臨床試験の投与52週以降で80mg隔週投与に切り替
えた患者において，アダリムマブ80mg隔週投与の有効性及び安全性が検討された．併せて，薬物動態シミュ
レーションの結果から，アダリムマブを初回に160mg，初回投与2週間後に80mg皮下注射した後の，初回投
与4週間後以降の80mg隔週投与は40mg毎週投与と血清アダリムマブ濃度推移は類似すると推定されたこ
とから，用法及び用量の承認事項一部変更承認申請を行い，2020年5月に初回投与4週間後以降の80mg隔
週投与量が承認された．
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＜壊疽性膿皮症＞
壊疽性膿皮症は，潰瘍型，水疱型，膿疱型及び増殖型に分類される希少な炎症性の好中球性皮膚症である．最
も多いのは潰瘍型で，深い潰瘍を形成し，強い疼痛を伴う．壊疽性膿皮症病変ではTNFαを含む炎症性メディ
エーターやサイトカインの過剰発現が認められており，壊疽性膿皮症の発病機序にTNFαが関与している可
能性がある．本邦では，壊疽性膿皮症による活動性潰瘍を有する患者を対象として臨床試験（M16-119）を
行った．また，アダリムマブは2019年9月に壊疽性膿皮症の効能又は効果にて希少疾病用医薬品の指定を受
けた．
M16-119試験の結果，壊疽性膿皮症による活動性潰瘍を有する患者における有効性と安全性が確認された
ことから，効能追加の申請を行い，2020年11月に壊疽性膿皮症の適応が承認された．

＜ヒュミラ20mg/0.2mL製剤，40mg/0.4mL製剤及び80mg/0.8mL製剤の開発（プレフィルド
シリンジ）＞
注射容量の少量化による注射時の患者負担の軽減並びに注射時の痛みを軽減するため，40mg/0.4mL製剤及
び80mg/0.8mL製剤（プレフィルドシリンジ）の開発を行った．海外で実施した生物学的同等性試験（M10-867
試験）の結果，既承認製剤（40mg/0.8mL製剤）注2）との生物学的同等性が確認されたことから，40mg/0.4mL 
製剤及び80mg/0.8mL製剤について，剤形追加の承認申請を行い，2016年6月に承認を取得した．
小児患者の注射時の痛みの軽減を目的とし，40mg/0.4mL製剤及び80mg/0.8mL製剤と同一処方，同一濃
度（100mg/mL製剤）の20mg/0.2mL製剤（プレフィルドシリンジ）の開発を行った．安定性試験において，
20mg/0.2mL製剤は，40mg/0.4mL製剤及び80mg/0.8mL製剤と同様の結果を示し，また旧処方製剤であ
る20mg/0.4mL製剤（50mg/mL製剤）と同様の安定性を示すことが確認されたことから，剤形追加の承認
申請を行い，2018年2月に承認を取得した．
適応症：関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む），化膿性汗腺炎，壊疽性膿皮症，既存治療で効果不十
分な下記疾患（尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬，強直性脊椎炎，多関節に活動性を有する若年性特発性
関節炎＊，腸管型ベーチェット病，非感染性の中間部，後部又は汎ぶどう膜炎），中等症又は重症の活動期にあ
るクローン病の寛解導入及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る），中等症又は重症の潰瘍性大腸
炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）（＊：20mg/0.2mL製剤及び40mg/0.4mL製剤のみ）

＜ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL製剤及びヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL製剤の開発＞
本邦において，患者の利便性の更なる向上を目的とし，より簡便な方法で自己投与できるペン型の注射剤の
開発を行った．
ヒュミラペンは，既承認のヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL製剤及び80mgシリンジ0.8mL製剤で使用
されているものと同一のプレフィルドシリンジを，ばね式のオートインジェクターにセットした単回投与用
医薬品である．ペン型医薬品注入器に関する安定性試験を実施し，ペン型のヒュミラ注射剤について剤形追
加の承認申請を行い，2017年7月にヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL製剤，また，2017年12月に80mgペン
0.8mL製剤の承認を取得した．
適応症：関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む），化膿性汗腺炎，壊疽性膿皮症，既存治療で効果不十
分な下記疾患（尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬，強直性脊椎炎，多関節に活動性を有する若年性特発性
関節炎＊，腸管型ベーチェット病，非感染性の中間部，後部又は汎ぶどう膜炎），中等症又は重症の活動期にあ
るクローン病の寛解導入及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る），中等症又は重症の潰瘍性大腸
炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）（＊：40mgペン0.4mL製剤のみ）

※ファージディスプレイ法
ファージディスプレイは，1985年，Science誌においてG. Smithにより，ランダムペプチドは繊維状ファージの表
面に提示可能であると報告されたのを皮切りに，現在では目的とする機能を持ったポリペプチドを迅速に単離する
方法として発展し，有用な生理活性ペプチドや新たな機能を持ったたん白質の創製，ヒト型抗体の作製等さまざま
な分野で応用されている．

注1）現アッヴィ合同会社
注2）販売中止

注3）現 Abbvie Inc.社
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製品特性

製品特性

 1． 関節リウマチ※に対して関節破壊の進展を抑制しました．（国内及び海外 
データ）＊

●投与26週，52週時のmodified total Sharpスコア（mTSS）においてプラセボ群に対して有
意な関節破壊進展防止効果が示されました．（26週時（国内データ），p＜0.001，vs MTX単独
開始群，Wilcoxonの順位和検定，国内第Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験［M06-859試験
（HOPEFUL 1試験）］）→44頁，（52週時（海外データ），p<0.001，vs MTX単独開始群，Mann-
Whitney U検定，海外第Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験［DE013試験（PREMIER試験）］）
→40頁

 2． 関節リウマチ※に対するACR50反応率の改善効果が示されました．（海外 
データ）＊

●メトトレキサートとの併用で，投与52週時のACR50反応率において，プラセボ群に対して有意な
改善を示しました．（p＜0.001，vs ヒュミラ®単独群及びMTX単独群，Pearson’s χ2 test，海外第
Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験［DE013試験（PREMIER試験）］）→40頁

 3． 関節の構造的損傷の進展が早いと予想される患者に対しては，抗リウマチ
薬による治療歴がない場合でも使用が可能†です．
●罹病期間が2年以内で疾患活動性が高く，予後不良因子を有し，抗リウマチ薬による治療歴がない

RA患者において，メトトレキサートとの併用でプラセボ群に比較して，26週時，52週時の関節破
壊の有意な進展抑制を示しました．（p<0.001，vs MTX単独開始群，Fisher’s exact tests，国内第
Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験［M06-859試験（HOPEFUL 1試験）］）→45頁

 4． 2週間に1回，40mg投与（効果不十分な場合には1回80mgまで増量可）の皮下
注射製剤で，医師の管理・指導のもと，自己注射も可能です．

 5． ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤です．
 6． 安全性

重大な副作用として，重篤な感染症，結核，ループス様症候群，脱髄疾患，重
篤なアレルギー反応，重篤な血液障害，間質性肺炎，劇症肝炎・肝機能障害・
黄疸・肝不全が報告されています．
主な副作用（発現率5％以上）として，頭痛，自己抗体陽性（抗DNA抗体陽
性，抗核抗体陽性），上気道感染（鼻咽頭炎等），咳嗽，肝酵素上昇，発疹，そ
う痒症，湿疹，発熱，注射部位反応注）（紅斑，そう痒感，発疹，出血，腫脹，硬結
等）が報告されています．

注）注射部位反応は投与開始から1ヵ月の間に高頻度で発現し，
その後減少している．

詳細につきましては添付文書の副作用及び臨床成績の安全性の結果をご参照ください．

関節リウマチ※治療薬としての特性

＊ 特性1，2の臨床成績には承認用量と異なる用量が使用された症例が含まれます．
　 海外第Ⅲ相二重盲検比較試験［DE013試験（PREMIER試験）］では，ヒュミラ®40mg週1回投与の症例が含まれています．
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ヒュミラ®皮下注40mgシリンジ0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mgシリンジ0.8mL，ヒュミラ®皮下注40mg 
ペン0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mgペン0.8mL添付文書より
※4. 効能又は効果（抜粋）

関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）
†5. 効能又は効果に関連する注意（抜粋）
〈関節リウマチ〉

5.1 本剤の適用は，原則として既存治療で効果不十分な関節リウマチ患者に限定すること．ただし，関節の構造
的損傷の進展が早いと予想される患者に対しては，抗リウマチ薬による治療歴がない場合でも使用できる
が，最新のガイドライン等を参照した上で，患者の状態を評価し，本剤の使用の必要性を慎重に判断するこ
と．［1.4，1.6参照］

※ヒュミラ®皮下注20mgシリンジ0.2mLには関節リウマチの効能又は効果はありません．
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製品特性

 1． 尋常性乾癬※の皮疹に対して改善効果を示しました†.＊

●投与16週目のPASI75反応率は，ヒュミラ®40mg隔週投与（初回80mg負荷投与）群で62.8％
（27/43例）とプラセボ群に比較して有意な改善が認められました．（p＜0.001，vs プラセボ，
Fisherの直接確率法及びホムメル法，国内第Ⅱ/Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験［M04-688
試験］）→47頁

 2． 尋常性乾癬※患者のDLQIスコアを改善しました.＊

●16週目及び24週目におけるDLQIスコアのベースラインからの変化量は，プラセボ群に対し有意
な減少を示しました．（p＜0.001，vs プラセボ，分散分析モデルの対比を用いた群間比較，国内第
Ⅱ/Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験［M04-688試験］）→49頁

 3． 関節症性乾癬※の関節の構造的損傷に対して抑制効果を示しました．（海外
データ）＊

●X線所見がある全症例（296例）のmodified total Sharpスコアの24週目の変化量は，ヒュミ
ラ®40mg隔週群では-0.2，プラセボ群では1.0で有意な差を認めました．（p<0.001，vsプラセ
ボ，ベースラインを共変量としたANCOVA，海外第Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験［M02-
518試験（ADEPT試験）］）→59頁

 4． 初回に80mg，以後2週間に1回，40mg投与（効果不十分な場合には1回
80mgまで増量可）の皮下注射製剤で，医師の管理・指導のもと，自己注射
も可能です．

 5． ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤です．
 6． 安全性

重大な副作用として，重篤な感染症，結核，ループス様症候群，脱髄疾患，重
篤なアレルギー反応，重篤な血液障害，間質性肺炎，劇症肝炎・肝機能障害・
黄疸・肝不全が報告されています．
主な副作用（発現率5％以上）として，頭痛，自己抗体陽性（抗DNA抗体陽
性，抗核抗体陽性），上気道感染（鼻咽頭炎等），咳嗽，肝酵素上昇，発疹，そ
う痒症，湿疹，発熱，注射部位反応注）（紅斑，そう痒感，発疹，出血，腫脹，硬結
等）が報告されています．

注）注射部位反応は投与開始から1ヵ月の間に高頻度で発現し，
その後減少している．

詳細につきましては添付文書の副作用及び臨床成績の安全性の結果をご参照ください．

尋常性乾癬※及び関節症性乾癬※治療薬としての特性

＊特性1〜3の臨床成績には承認用量と異なる用量が使用された症例が含まれます．
　 尋常性乾癬に対する国内第Ⅱ/Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験［M04-688試験］では，ヒュミラ®40mg隔週投与（初回
負荷投与なし）の症例が含まれています．関節症性乾癬に対する海外第Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験［M02-518試
験（ADEPT試験）ではヒュミラ®40mg隔週投与（初回負荷投与なし）の症例が含まれています. 



8

ヒュミラ®皮下注40mgシリンジ0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mgシリンジ0.8mL，ヒュミラ®皮下注40mg 
ペン0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mgペン0.8mL添付文書より
※4. 効能又は効果（抜粋）

既存治療で効果不十分な下記疾患
　尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬

†7. 用法及び用量に関連する注意（抜粋）
〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉

7.8 本剤による治療反応は，通常投与開始から16週以内に得られる．16週以内に治療反応が得られない場合は，
現在の治療計画の継続を慎重に再考すること．また，増量を行っても効果が得られない場合，現在の治療計画
の継続を慎重に再考すること．

※ ヒュミラ®皮下注20mgシリンジ0.2mLには尋常性乾癬，関節症性乾癬の効能又は効果はありません．
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製品特性

 1. 強直性脊椎炎※に対して改善効果を示しました†．（海外データ）
●投与12週時のASAS20反応率は58.2％（121/208例）と，プラセボ群に比し有意に高い達成率が
得られました．（p＜0.001，vs プラセボ群，Pearsonのχ2検定，海外第Ⅲ相二重盲検プラセボ対
照比較試験［M03-607試験（ATLAS試験）］）→67頁

 2. 強直性脊椎炎※患者の身体機能を改善しました．（海外データ）
●投与12週目のBASFI，BASMIなどの身体機能指標評価において，身体機能の改善を示しました． 
（p＜0.001，vs プラセボ群，ベースラインを共変量としたANCOVA，海外第Ⅲ相二重盲検プラセボ
対照比較試験［M03-607試験（ATLAS試験）］）→68頁

 3. 2週間に1回，40mg投与（効果不十分な場合には1回80mgまで増量可）の
皮下注射製剤で，医師の管理・指導のもと，自己注射も可能です．

 4. ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤です．
 5. 安全性

重大な副作用として，重篤な感染症，結核，ループス様症候群，脱髄疾患，重
篤なアレルギー反応，重篤な血液障害，間質性肺炎，劇症肝炎・肝機能障害・
黄疸・肝不全が報告されています．
主な副作用（発現率5％以上）として，頭痛，自己抗体陽性（抗DNA抗体陽
性，抗核抗体陽性），上気道感染（鼻咽頭炎等），咳嗽，肝酵素上昇，発疹，そ
う痒症，湿疹，発熱，注射部位反応注）（紅斑，そう痒感，発疹，出血，腫脹，硬結
等）が報告されています．

注）注射部位反応は投与開始から1ヵ月の間に高頻度で発現し，
その後減少している．

詳細につきましては添付文書の副作用及び臨床成績の安全性の結果をご参照ください．

強直性脊椎炎※治療薬としての特性

ヒュミラ®皮下注40mgシリンジ0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mgシリンジ0.8mL，ヒュミラ®皮下注40mg 
ペン0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mgペン0.8mL添付文書より
※4. 効能又は効果（抜粋）

既存治療で効果不十分な下記疾患
　強直性脊椎炎

†7. 用法及び用量に関連する注意（抜粋）
〈強直性脊椎炎〉

7.7 本剤による治療反応は，通常投与開始から12週以内に得られる．12週以内に治療反応が得られない場合は，
現在の治療計画の継続を慎重に再考すること．また，増量を行っても効果が得られない場合，現在の治療計画
の継続を慎重に再考すること．

※ ヒュミラ®皮下注20mgシリンジ0.2mLには強直性脊椎炎の効能又は効果はありません．
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 1． 若年性特発性関節炎※の再燃をプラセボに比し，有意に抑制しました．（海外
データ）＊

●投与48週時，ヒュミラ®単独群の疾患再燃率はプラセボ群に比し有意に低く（p=0.031，χ2 

検定），また疾患再燃までの期間もプラセボ群より有意に長い（p=0.029，ログランク検定）ことが
示されました．（海外第Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験［DE038試験］）→75頁

 2． 2週間に1回，体重15kg以上30kg未満の場合は20mg投与，体重30kg以
上の場合は40mg投与の皮下注射製剤で，医師の管理・指導のもと，自己注
射も可能です．

 3． ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤です．
 4． 安全性

重大な副作用として，重篤な感染症，結核，ループス様症候群，脱髄疾患，重
篤なアレルギー反応，重篤な血液障害，間質性肺炎，劇症肝炎・肝機能障害・
黄疸・肝不全が報告されています．
主な副作用（発現率5％以上）として，頭痛，自己抗体陽性（抗DNA抗体陽
性，抗核抗体陽性），上気道感染（鼻咽頭炎等），咳嗽，肝酵素上昇，発疹，そ
う痒症，湿疹，発熱，注射部位反応注）（紅斑，そう痒感，発疹，出血，腫脹，硬結
等）が報告されています．

注）注射部位反応は投与開始から1ヵ月の間に高頻度で発現し，
その後減少している．

詳細につきましては添付文書の副作用及び臨床成績の安全性の結果をご参照ください．

若年性特発性関節炎※治療薬としての特性

※ ヒュミラ®皮下注80mgシリンジ0.8mL，ヒュミラ®皮下注80mgペン0.8mLには若年性特発性関節炎の
効能又は効果はありません. 

ヒュミラ®皮下注20mgシリンジ0.2mL，ヒュミラ®皮下注40mgシリンジ0.4mL，ヒュミラ®皮下注40mgペン
0.4mL添付文書より
※4. 効能又は効果（抜粋）

既存治療で効果不十分な下記疾患
　多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎

＊ 特性1の臨床成績には，体表面積により投与量が決定されたデータを含むため，承認用量と異なる用量が使用された症例が
含まれます．
　 海外第Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験（DE038試験）では，体表面積によるヒュミラ®24mg/m2（最大40mgまで）隔週
投与の症例が含まれます．
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製品特性

 1． 既存治療抵抗性の日本人腸管型ベーチェット病※において，投与24週後の
著明改善率は45%でした．＊

● 投与24週後の著明改善率（消化器症状の総合評価及び内視鏡所見改善度がいずれもグレード1以下と
なった被験者の割合）は45%でした．著明改善率は，本試験の有効性判定基準である25％を超えてい
ました．（国内第Ⅲ相非盲検非対照試験［M11-509試験］）→80頁

 2． 初回に160mgを，初回投与2週間後に80mg，初回投与4週間後以降は，
40mgを2週間に1回投与の皮下注射製剤で，医師の管理・指導のもと，自己
注射も可能です†．

 3． ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤です．
 4． 安全性

重大な副作用として，重篤な感染症，結核，ループス様症候群，脱髄疾患，重
篤なアレルギー反応，重篤な血液障害，間質性肺炎，劇症肝炎・肝機能障害・
黄疸・肝不全が報告されています．
主な副作用（発現率5％以上）として，頭痛，自己抗体陽性（抗DNA抗体陽
性，抗核抗体陽性），上気道感染（鼻咽頭炎等），咳嗽，肝酵素上昇，発疹，そ
う痒症，湿疹，発熱，注射部位反応注）（紅斑，そう痒感，発疹，出血，腫脹，硬結
等）が報告されています．

注）注射部位反応は投与開始から1ヵ月の間に高頻度で発現し，
その後減少している．

詳細につきましては添付文書の副作用及び臨床成績の安全性の結果をご参照ください．

腸管型ベーチェット病※治療薬としての特性

ヒュミラ®皮下注40mgシリンジ0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mgシリンジ0.8mL，ヒュミラ®皮下注40mg 
ペン0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mgペン0.8mL添付文書より
※4. 効能又は効果（抜粋）

既存治療で効果不十分な下記疾患
　腸管型ベーチェット病

†7. 用法及び用量に関連する注意（抜粋）
〈腸管型ベーチェット病〉
7.10 12週以内に臨床症状や内視鏡所見等による治療反応が得られない場合は，本剤の継続投与の必要性を慎
重に再考すること．

※ ヒュミラ®皮下注20mgシリンジ0.2mLには腸管型ベーチェット病の効能又は効果はありません．

＊特性1の臨床成績には承認用量と異なる用量が使用された症例が含まれます．
国内第Ⅲ相非盲検非対照試験［M11-509試験］では，投与8週目以降80mg隔週投与へ増量された症例が含まれます．
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 1． クローン病※の導入療法において，4週目の評価で，有意な臨床的寛解率を示しま
した．（海外データ）＊

● ヒュミラ®160mg/80mg群における臨床的寛解率（CDAI<150）は36％でプラセボ群の12%に
対して有意な差がみられました．（p=0.004，vsプラセボ群，Pearson’s χ2 test，海外第Ⅱ/Ⅲ相
二重盲検プラセボ対照比較試験［M02-403（CLASSIC-Ⅰ）］）→91頁

 2． クローン病※の維持療法において，有意な寛解維持率を示しました†．（海外データ）＊

● 投与26週及び56週後の寛解維持率（CDAI＜150）は，それぞれ40%，36％と，プラセボ群に比し，
有意な差がみられました．（p=0.001，vs プラセボ群，抗TNF 製剤の使用経験の有無により層別
したCochran-Mantel-Haenszel test，海外第Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験［M02-404試
験（CHARM試験）］）→94頁

 3． 26週及び56週後のCR-70/CR-100は，プラセボ群との間に有意な差が認められま
した．（海外データ）＊

● 56週時において，CDAIが70ポイント以上減少した被験者の割合（CR-70）は，ヒュミラ®40mg
隔週群43.0％，プラセボ群で17.6％，CDAIが100ポイント以上減少した被験者の割合（CR-100）
は，ヒュミラ®40mg隔週群41.3％，プラセボ群で16.5％でした．（p＜0.001，vsプラセボ群，抗
TNF製剤の使用経験の有無により層別したCochran-Mantel-Haenszel test，海外第Ⅲ相二重盲
検プラセボ対照比較試験［M02-404試験（CHARM試験）］）→94頁

 4． 初回に160mgを，初回投与2週間後に80mg，初回投与4週間後以降は，40mg（効果
が減弱した場合には1回80mgに増量可能）を2週間に1回投与の皮下注射製剤で，
医師の管理・指導のもと，自己注射も可能です．

 5． ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤です．
 6． 安全性

重大な副作用として，重篤な感染症，結核，ループス様症候群，脱髄疾患，重篤なア
レルギー反応，重篤な血液障害，間質性肺炎，劇症肝炎・肝機能障害・黄疸・肝不全
が報告されています．
主な副作用（発現率5％以上）として，頭痛，自己抗体陽性（抗DNA抗体陽性，抗核
抗体陽性），上気道感染（鼻咽頭炎等），咳嗽，肝酵素上昇，発疹，そう痒症，湿疹，発
熱，注射部位反応注）（紅斑，そう痒感，発疹，出血，腫脹，硬結等）が報告されていま
す．

注）注射部位反応は投与開始から1ヵ月の間に高頻度で発現し，
その後減少している．

詳細につきましては添付文書の副作用及び臨床成績の安全性の結果をご参照ください．

クローン病※治療薬としての特性

ヒュミラ®皮下注40mgシリンジ0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mgシリンジ0.8mL，ヒュミラ®皮下注40mg 
ペン0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mgペン0.8mL添付文書より
※4. 効能又は効果（抜粋）

中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）
†7. 用法及び用量に関連する注意（抜粋）
〈クローン病〉

7.11 本剤による治療反応は，通常投与開始から4週以内に得られる．4週時点で臨床症状や内視鏡所見等による
治療反応が得られない場合は，本剤の継続投与の必要性を検討し，他の治療法への切替えを考慮すること．ま
た，80mgへの増量は，40mgによる治療で効果は認められたものの，維持療法中に効果が減弱した患者に対
して行うこと．80mgに増量しても効果が得られない場合，本剤の継続投与の必要性を慎重に再考すること．

※ ヒュミラ®皮下注20mgシリンジ0.2mLにはクローン病の効能又は効果はありません．

＊特性1〜3の臨床成績には承認用量と異なる用量が使用された症例が含まれます．
　 海外第Ⅱ/Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験［M02-403試験（CLASSIC-Ⅰ）］では，0週目と2週目にそれぞれヒュミ
ラ®40mgと20mg及び80mgと40mgを投与された症例が含まれます．また海外第Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験
［M02-404試験（CHARM試験）］ではヒュミラ®投与4週目以降の維持療法として40mg毎週投与された症例が含まれます．
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製品特性

 1． 潰瘍性大腸炎※に対して，ヒュミラ®投与52週時におけるMayoスコア寛解率の
改善効果を示しました†．（国内及び海外データ）＊

●Mayoスコア寛解率は，投与52週時に20.0％と，プラセボ群に比して高い寛解率を示しました． 
（p＝0.011，vsプラセボ群，χ2検定，期待度数5未満のセルが20％以上の場合はFisherの直接確率
法，国内第Ⅱ/Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験［M10-447試験］）→99頁

●Mayoスコア寛解率は，52週時に17.3％と，プラセボ群に比して高い寛解率を示しました．
（p=0.004，Cochran Mantel Haenszel検定，海外第Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験［M06-
827試験（ULTRA2試験）］）→105頁

 2． 潰瘍性大腸炎※に対するヒュミラ®160/80mg導入群の粘膜治癒率は，8週時，32
週時，52週時において，それぞれ44.4％，31.1％，28.9％でした．＊

● プラセボ群との差（95%信頼区間）は，8週時14.2%（0.5，28.0），32週時9.2%（-3.4，21.9），52週時
13.3%（1.4，25.1）でした．（国内第Ⅱ/Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験［M10-447試験］）→100頁

 3． 潰瘍性大腸炎※に対する，投与8週時のMayoスコア改善例における投与52週時の
Mayoスコア寛解率について，統合解析データでは標準用量群に対する高用量群の
優越性が検証されました（主試験と日本サブ試験の統合解析）．主試験データでは標
準用量群に対する高用量群の優越性が検証されませんでした．
● 統合解析において，投与8週時のMayoスコア改善例における投与52週時のMayoスコア寛解率は，
高用量群（40mg毎週1回）41.1％，標準用量群（40mgを2週に1回）30.1％でした（p=0.045，導入療
法試験の治療群及び投与8週時の改善状況によって調整したCMH検定［両側］）．なお主試験（海外
データ）では高用量群39.5％，標準用量群29.0％でした（p＝0.069，導入療法試験の治療群及び投
与8週時の改善状況によって調整したCMH検定［両側］）（第Ⅲ相国際共同多施設共同無作為化二重
盲検試験［M14-033試験，主試験と日本サブ試験の統合解析］）→109頁

 4． 小児潰瘍性大腸炎＊＊，※に対する，投与8週時のMayoスコア寛解率は，高用量群
58.8％，併合群（高用量群＋標準用量群）51.8％でした．また，投与8週時の部分
的Mayoスコア改善例における投与52週時のMayoスコア寛解率は，高用量群
44.1％，併合群35.8％でした．（主試験と日本サブ試験の統合解析データ）
●投与8週時の部分的Mayoスコア寛解率について，併合群，高用量群の外部プラセボに対する優越性
が検証されました．（いずれもp＜0.001，vs外部プラセボ群，1標本両側χ2検定（多重性調整後），第Ⅲ
相国際共同多施設共同無作為化二重盲検試験（M11-290試験（ENVISION試験），主試験と日本サブ
試験の統合解析）→116頁

●投与8週時の部分的Mayoスコア改善例における投与52週時のMayoスコア寛解率について，併合
群，高用量群の外部プラセボに対する優越性が検証されました．（p＜0.001，vs外部プラセボ群，1標
本両側χ2検定（多重性調整後），第Ⅲ相国際共同多施設共同無作為化二重盲検試験（M11-290試験
（ENVISION試験），主試験と日本サブ試験の統合解析データ）→117頁
＊＊）5〜17歳の潰瘍性大腸炎患者．

 5． 成人の潰瘍性大腸炎では，初回に160mgを，初回投与2週間後に80mg，初回投
与4週間後以降は，40mgを2週間に1回，あるいは患者の状態に応じて40mgを
毎週1回又は80mgを2週に1回投与も可能な皮下注射製剤‡で，医師の管理・指導
のもと，自己注射も可能です．
小児の潰瘍性大腸炎では，体重40kg以上，体重25kg以上40kg未満，体重15kg
以上25kg未満の3つの体重域別に固定用量を投与する皮下注射製剤‡で，医師の
管理・指導のもと，自己注射も可能です．

 潰瘍性大腸炎※治療薬としての特性
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ヒュミラ®皮下注20mg，シリンジ0.2mL，ヒュミラ®皮下注40mgシリンジ0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mg 
シリンジ0.8mL，ヒュミラ®皮下注40mgペン0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mgペン0.8mL添付文書より
※4. 効能又は効果（抜粋）

中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）
†5. 効能又は効果に関連する注意（抜粋）
〈潰瘍性大腸炎〉

5.11 過去の治療において，他の薬物療法（ステロイド，アザチオプリン等）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臨床症状が残る場合に投与すること．ただし，成人においては，本剤よりも先に他の抗
TNF製剤による治療を考慮すること．成人患者を対象とした国内臨床試験において主要評価項目の1つであ
る投与8週時の寛解率ではプラセボ群との差は認められていない．［1.4，1.5，17.1.21参照］

5.12 維持投与は漫然と行わず経過を観察しながら行うこと.
‡6. 用法及び用量〈潰瘍性大腸炎〉

成人：
通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射する．初回投
与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，初回投与4週間後以降は，患者の状態に応じて40mg
を毎週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射することもできる．
小児：
体重40kg以上の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与1週間後及び2 
週間後に80mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，40mgを毎週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射す
る．
体重25kg以上40kg未満の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを，初回投与1週間 
後及び2週間後に40mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，20mgを毎週1回又は40mgを2週に1回，皮
下注射する．
体重15kg以上25kg未満の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に40mgを，初回投与1週間 
後及び2週間後に20mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，20mgを2週に1回，皮下注射する．

†7. 用法及び用量に関連する注意（抜粋）
〈潰瘍性大腸炎〉

7.12 本剤による治療反応は，通常投与開始から8週以内に得られる．8週時点で臨床症状や内視鏡所見等による
明らかな改善効果が得られない場合は，本剤の投与を中止すること．

＊特性1〜4の臨床成績には承認用量と異なる用量が使用された症例が含まれます．
　 国内第Ⅱ/Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験［M10-447試験］では，ヒュミラ®を0週時に80mg，2週時に40mg投与さ
れた症例が含まれます．国際共同第Ⅲ相多施設共同無作為化二重盲検試験［M14-033試験］では，ヒュミラ®を0週，1週，2
週，3週時に160mg投与された症例が含まれます．国際共同第Ⅲ相多施設共同無作為化二重盲検試験［M11-290試験］で
は，ヒュミラ®を0週時に2.4mg/㎏（最大160mg），1週時に0mg又は2.4mg/㎏（最大160mg），2週時に1.2mg/㎏（最大
80mg），4週時及び6週時に0.6mg/㎏（最大40mg），維持療法時に0.6mg/㎏（最大40mg）を週1回あるいは隔週投与され
た症例が含まれます．

 6． ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤です．
 7． 安全性

重大な副作用として，重篤な感染症，結核，ループス様症候群，脱髄疾患，重篤なア
レルギー反応，重篤な血液障害，間質性肺炎，劇症肝炎・肝機能障害・黄疸・肝不全
が報告されています．
主な副作用（発現率5％以上）として，頭痛，自己抗体陽性（抗DNA抗体陽性，抗核
抗体陽性），上気道感染（鼻咽頭炎等），咳嗽，肝酵素上昇，発疹，そう痒症，湿疹，発
熱，注射部位反応注）（紅斑，そう痒感，発疹，出血，腫脹，硬結等）が報告されていま
す．

注）注射部位反応は投与開始から1ヵ月の間に高頻度で発現し，
その後減少している．

詳細につきましては添付文書の副作用及び臨床成績の安全性の結果をご参照ください．
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製品特性

 1. 非感染性ぶどう膜炎※に対して再燃までの期間を延長しました．
●経口ステロイド投与にもかかわらず活動性の非感染性ぶどう膜炎患者を対象（併合解析）とした
最長80週（18ヵ月）の試験期間において，プラセボ群に比して再燃までの期間が延長しました．
（p<0.001，vsプラセボ群，投与群及び日本人又は外国人を説明変数としたCox比例ハザードモデ
ル，国際共同第Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験［M10-877試験（VISUALⅠ試験）］）→122頁

●ステロイド減量による再燃の既往があり，経口ステロイドにより非活動性の非感染性ぶどう膜炎
患者を対象（併合解析）とした最長80週（18ヵ月）の試験期間において，プラセボ群に比して再燃
までの期間が延長しました．（p<0.001，vsプラセボ群，投与群及び日本人又は外国人を説明変数
としたCox比例ハザードモデル，国際共同第Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験［M10-880試験
（VISUALⅡ試験）］）→124頁

 2. 初回に80mgを，初回投与1週間後に40mg，初回投与3週間後以降は，
40mgを2週間に1回投与の皮下注射製剤で，医師の管理・指導のもと，自
己注射も可能です．

 3. ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤です．
 4. 安全性

重大な副作用として，重篤な感染症，結核，ループス様症候群，脱髄疾患，重
篤なアレルギー反応，重篤な血液障害，間質性肺炎，劇症肝炎・肝機能障害・
黄疸・肝不全が報告されています．
主な副作用（発現率5％以上）として，頭痛，自己抗体陽性（抗DNA抗体陽
性，抗核抗体陽性），上気道感染（鼻咽頭炎等），咳嗽，肝酵素上昇，発疹，そ
う痒症，湿疹，発熱，注射部位反応注）（紅斑，そう痒感，発疹，出血，腫脹，硬結
等）が報告されています．

注）注射部位反応は投与開始から1ヵ月の間に高頻度で発現し，
その後減少している．

詳細につきましては添付文書の副作用及び臨床成績の安全性の結果をご参照ください．

非感染性ぶどう膜炎※治療薬としての特性

※ ヒュミラ®皮下注20mgシリンジ0.2mLには非感染性ぶどう膜炎の効能又は効果はありません．

ヒュミラ®皮下注40mgシリンジ0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mgシリンジ0.8mL，ヒュミラ®皮下注40mg 
ペン0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mgペン0.8mL添付文書より
※4. 効能又は効果（抜粋）

既存治療で効果不十分な下記疾患
　非感染性の中間部，後部又は汎ぶどう膜炎

8. 重要な基本的注意（抜粋）
8.9 本剤において，サルコイドーシスの悪化（皮膚，肺又は眼症状） が報告されている．サルコイドーシス
患者に本剤を投与する場合には，十分な観察を行い，サルコイドーシスの悪化に注意すること．サルコ
イドーシス症状が悪化した場合には，適切な処置を行うこと．
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ヒュミラ®皮下注40mgシリンジ0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mgシリンジ0.8mL，ヒュミラ®皮下注40mg 
ペン0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mgペン0.8mL添付文書より
※4. 効能又は効果（抜粋）

既存治療で効果不十分な下記疾患
　尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬

†7. 用法及び用量に関連する注意（抜粋）
〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉

7.8 本剤による治療反応は，通常投与開始から16週以内に得られる．16週以内に治療反応が得られない場合は，
現在の治療計画の継続を慎重に再考すること．また，増量を行っても効果が得られない場合，現在の治療計画
の継続を慎重に再考すること．

※ ヒュミラ®皮下注20mgシリンジ0.2mLには膿疱性乾癬の効能又は効果はありません．

 1． 膿疱性乾癬※の皮疹に対して改善効果を示しました†．
●投与16週目の臨床的改善率は70％（7/10例）を示しました．仮定した閾値有効率の10％を超えて
いました．（国内第Ⅲ相非盲検試験［M14-193試験］）→125頁

 2． 初回に80mg，以後2週間に1回，40mg投与（効果不十分な場合には1回
80mgまで増量可）の皮下注射製剤で，医師の管理・指導のもと，自己注射
も可能です．

 3． ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤です．
 4． 安全性

重大な副作用として，重篤な感染症，結核，ループス様症候群，脱髄疾患，重
篤なアレルギー反応，重篤な血液障害，間質性肺炎，劇症肝炎・肝機能障害・
黄疸・肝不全が報告されています．
主な副作用（発現率5％以上）として，頭痛，自己抗体陽性（抗DNA抗体陽
性，抗核抗体陽性），上気道感染（鼻咽頭炎等），咳嗽，肝酵素上昇，発疹，そ
う痒症，湿疹，発熱，注射部位反応注）（紅斑，そう痒感，発疹，出血，腫脹，硬結
等）が報告されています．

注）注射部位反応は投与開始から1ヵ月の間に高頻度で発現し，
その後減少している．

詳細につきましては添付文書の副作用及び臨床成績の安全性の結果をご参照ください．

 膿疱性乾癬※治療薬としての特性
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製品特性

ヒュミラ®皮下注40mgシリンジ0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mgシリンジ0.8mL，ヒュミラ®皮下注40mg
ペン0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mgペン0.8mL添付文書より
※5. 効能又は効果に関連する注意（抜粋）
〈化膿性汗腺炎〉

5.2 切開・排膿等の局所療法や，病変部に合併する感染症に対する抗菌薬投与が適用となる患者には，こ
れらの治療を行っても臨床症状が残る場合に投与すること．［1.5参照］

5.3 本剤の軽度の化膿性汗腺炎患者における有効性及び安全性は確立していない．「17.臨床成績」の項
の内容を熟知し，本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で適応患者の選択を行うこと．［1.4，
17.1.6-17.1.8参照］

†7. 用法及び用量に関連する注意（抜粋）
〈化膿性汗腺炎〉

7.5 臨床試験では，投与52週以前に本剤80mgの2週間に1回皮下注射に切り替えた際の有効性及び安全
性は検討されていないことから，本剤80mgの2週間に1回皮下注射を開始する時期については，患者
の状態を考慮し，慎重に判断すること．［17.1.6参照］

※ ヒュミラ®皮下注20mgシリンジ0.2mLには化膿性汗腺炎の効能又は効果はありません．

 1． 化膿性汗腺炎に対して改善効果を示しました.（海外データ）＊

●PIONEER I及びII試験において投与12週時にHiSCRを達成した患者の割合は，それぞれ41.8%
（64/153例），58.9％（96/163例）と，プラセボ群のそれぞれ26%（40/154例），27.6%（45/163
例）に比して，有意な改善効果を示しました．（p=0.003及びp＜0.001，CMH検定，vsプラセボ
群，海外第Ⅲ相二重盲検プラセボ対照試験［M11-313試験（PIONEERⅠ試験），M11-810試験
（PIONEER II試験）］）→131頁

 2． 初回に160mgを，初回投与2週間後に80mg，初回投与4週間後以降は，
40mgを毎週1回又は80mgを2週間に1回投与の皮下注射製剤で，医師の
管理・指導のもと，自己注射も可能です†．

 3． ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤です．
 4． 安全性

重大な副作用として，重篤な感染症，結核，ループス様症候群，脱髄疾患，重
篤なアレルギー反応，重篤な血液障害，間質性肺炎，劇症肝炎・肝機能障害・
黄疸・肝不全が報告されています．
主な副作用（発現率5％以上）として，頭痛，自己抗体陽性（抗DNA抗体陽
性，抗核抗体陽性），上気道感染（鼻咽頭炎等），咳嗽，肝酵素上昇，発疹，そ
う痒症，湿疹，発熱，注射部位反応注）（紅斑，そう痒感，発疹，出血，腫脹，硬結
等）が報告されています．

注）注射部位反応は投与開始から1ヵ月の間に高頻度で発現し，
その後減少している．

詳細につきましては添付文書の副作用及び臨床成績の安全性の結果をご参照ください．

 化膿性汗腺炎※治療薬としての特性

＊特性1の臨床成績には承認用量と異なる用量が使用された症例が含まれます．
　 海外第Ⅲ相二重盲検プラセボ対照試験［M11-313試験（PIONEERⅠ試験）及びM11-810試験（PIONEER II試験）］では
（期間Bにおける）ヒュミラ®40mg隔週投与の症例が含まれます．
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 1． 活動性潰瘍を有する壊疽性膿皮症（PG）に対して，投与26週時での標的
PG潰瘍が治癒（PGAR100達成）した割合は54.5%でした．
●閾値有効率を20％と仮定しましたが，それと比較して有意に高いことが検証されました．
（p<0.001，χ2検定，国内第Ⅲ相非盲検試験［M16-119試験］）→143頁

 2． 投与6週時及び投与26週時における紅斑及び境界隆起の両評価に対す
る医師による炎症評価スコア（IIAスコア）が0である割合は，それぞれ
18.2%及び45.5%でした．（国内第Ⅲ相非盲検試験［M16-119試験］）→145頁

 3． 初回に160mg，初回投与2週間後に80mg，初回投与4週間後以降は，
40mgを投与の皮下注射製剤で，医師の管理・指導のもと，自己注射も可
能です．

 4． ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤です．
 5． 安全性

重大な副作用として，重篤な感染症，結核，ループス様症候群，脱髄疾患，重
篤なアレルギー反応，重篤な血液障害，間質性肺炎，劇症肝炎・肝機能障害・
黄疸・肝不全が報告されています．
主な副作用（発現率5％以上）として，頭痛，自己抗体陽性（抗DNA抗体陽
性，抗核抗体陽性），上気道感染（鼻咽頭炎等），咳嗽，肝酵素上昇，発疹，そ
う痒症，湿疹，発熱，注射部位反応注）（紅斑，そう痒感，発疹，出血，腫脹，硬結
等）が報告されています．

注）注射部位反応は投与開始から1ヵ月の間に高頻度で発現し，
その後減少している．

詳細につきましては添付文書の副作用及び臨床成績の安全性の結果をご参照ください．

 壊疽性膿皮症※治療薬としての特性

※ ヒュミラ®皮下注20mgシリンジ0.2mLには壊疽性膿皮症の効能又は効果はありません．

ヒュミラ®皮下注40mgシリンジ0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mgシリンジ0.8mL，ヒュミラ®皮下注40mg
ペン0.4mL，ヒュミラ®皮下注80mgペン0.8mL添付文書より
　5. 効能又は効果に関連する注意
〈壊疽性膿皮症〉

5.4 臨床試験に組み入れられた患者の選択基準，併用された薬剤等について，「17.臨床成績」の項の内容
を熟知し，本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で適応患者の選択を行うこと．［1.4，17.1.9
参照］

　7. 用法及び用量に関連する注意
〈壊疽性膿皮症〉

7.6 本剤による治療反応は，通常投与開始から26週以内に得られる．26週以内に治療反応が得られない
場合は，本剤の治療計画の継続を慎重に再考すること．
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製品情報（ドラッグインフォメーション）

「警告・禁忌を含む使用上の注意」の改訂には十分ご留意ください．

－1－

712000/R41

＊＊2021年9月改訂（第3版、効能又は効果、用法及び用量変更）
＊2020年11月改訂（第2版、効能又は効果、用法及び用量変更）

貯法：2～8℃で保存
有効期間：24ヵ月

日本標準商品分類番号
873999

承認番号 販売開始
20mg/0.2mL 23000AMX00187000 2018年6月
40mg/0.4mL 22800AMX00410000 2016年11月
80mg/0.8mL 22800AMX00411000 2016年11月
40mgペン 22900AMX00636000 2018年6月
80mgペン 22900AMX00995000 2018年6月

ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
アダリムマブ（遺伝子組換え）製剤

注）注意－医師等の処方箋により使用すること

1. 警告
〈効能共通〉
1.1 本剤投与により、結核、肺炎、敗血症を含む重篤な感染症
及び脱髄疾患の新たな発生もしくは悪化等が報告されており、
本剤との関連性は明らかではないが、悪性腫瘍の発現も報告
されている。本剤が疾病を完治させる薬剤でないことも含め、
これらの情報を患者に十分説明し、患者が理解したことを確
認した上で、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。また、本剤の投与において、重篤
な副作用により、致命的な経過をたどることがあるので、緊
急時の対応が十分可能な医療施設及び医師の管理指導のもと
で使用し、本剤投与後に副作用が発現した場合には、主治医
に連絡するよう患者に注意を与えること。［1.2、1.3、2.1、
2.2、2.4、8.1-8.3、9.1.1、9.1.2、9.1.4、11.1.1、11.1.2、
11.1.4、15.1.5参照］

1.2 感染症
1.2.1 重篤な感染症
敗血症、肺炎、真菌感染症を含む日和見感染症等の致命的な
感染症が報告されているため、十分な観察を行うなど感染症
の発症に注意すること。［1.1、2.1、8.1、9.1.1、11.1.1参照］

1.2.2 結核
播種性結核（粟粒結核）及び肺外結核（胸膜、リンパ節等）
を含む結核が発症し、死亡例も認められている。結核の既感
染者では症状の顕在化及び悪化のおそれがあるため、本剤投
与に先立って結核に関する十分な問診及び胸部X線検査に加
え、インターフェロン-γ遊離試験又はツベルクリン反応検査
を行い、適宜胸部CT検査等を行うことにより、結核感染の有
無を確認すること。また、結核の既感染者には、抗結核薬の
投与をした上で、本剤を投与すること。ツベルクリン反応等
の検査が陰性の患者において、投与後活動性結核が認められ
た例も報告されている。［1.1、2.2、8.3、9.1.2、11.1.2参照］

1.3 脱髄疾患（多発性硬化症等）の臨床症状・画像診断上の新
たな発生もしくは悪化が、本剤を含む抗TNF製剤でみられた
との報告がある。脱髄疾患（多発性硬化症等）及びその既往
歴のある患者には投与しないこととし、脱髄疾患を疑う患者
や家族歴を有する患者に投与する場合には、適宜画像診断等
の検査を実施するなど、十分な観察を行うこと。［1.1、2.4、
9.1.4、11.1.4参照］

1.4 本剤についての十分な知識と適応疾患の治療の知識・経験
をもつ医師が使用すること。［5.1、5.3-5.5、5.7-5.11、5.13
参照］

〈関節リウマチを除く効能〉
1.5 本剤の治療を行う前に、適応疾患の既存治療を十分勘案す
ること。［5.2、5.5、5.7-5.11、5.13参照］

〈関節リウマチ〉
1.6 本剤の治療を行う前に、少なくとも1剤の抗リウマチ薬等の
使用を十分勘案すること。［5.1参照］

〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬〉
1.7 本剤の副作用への対応について十分な知識を有する医師と
の連携のもと使用すること。［5.5参照］

〈非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう膜炎〉
1.8 本剤について十分な知識をもつ内科等の医師と診断及び治
療に対して十分な連携をとり使用すること。［5.13参照］

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1 重篤な感染症（敗血症等）の患者［症状を悪化させるおそ
れがある。］［1.1、1.2.1、8.1、9.1.1、11.1.1参照］

2.2 活動性結核の患者［症状を悪化させるおそれがある。］［1.1、
1.2.2、8.3、9.1.2、11.1.2参照］

2.3 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者［11.1.5参照］
2.4 脱髄疾患（多発性硬化症等）及びその既往歴のある患者
［症状の再燃及び悪化のおそれがある。］［1.1、1.3、9.1.4、
11.1.4参照］

2.5 うっ血性心不全の患者［15.1.4参照］

3. 組成・性状
3.1 組成

販　売　名

ヒュミラ皮下注
20mg

シリンジ
0.2mL

40mg 80mg
シリンジ
0.4mL

ペン
0.4mL

シリンジ
0.8mL

ペン
0.8mL

有効成分・含量※ アダリムマブ（遺伝子組換え）
20mg 40mg 80mg

添
加
剤
※

D-マンニトール 8.4mg 16.8mg 33.6mg

ポリソルベート80 0.2mg 0.4mg 0.8mg
※シリンジ又はペン1本中

生物由来製品
劇薬
処方箋医薬品注）

®�登録商標
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本剤はチャイニーズハムスター卵巣細胞を用いて製造される。マス
ター・セル・バンクの保存培養液中に、ウシの脾臓及び血液由来成
分を使用している。
3.2 製剤の性状

販　売　名 ヒュミラ皮下注〈全製品共通〉
剤　　　形 注射剤（プレフィルドシリンジ又はペン）

性　　　状 無色澄明又はわずかにたん白質特有の乳白光を呈
する液

pH 4.9～5.5
浸 透 圧 比 約1（生理食塩液に対する比）

4. 効能又は効果
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
既存治療で効果不十分な下記疾患
○多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎

ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
○中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十
分な場合に限る）

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
○関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）
○化膿性汗腺炎
○壊疽性膿皮症
既存治療で効果不十分な下記疾患
○尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬
○強直性脊椎炎
○腸管型ベーチェット病
○非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう膜炎

○中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維
持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）

（参考）
ヒュミラ皮下注

20mgシリンジ
0.2mL

40mgシリンジ
0.4mL

80mgシリンジ
0.8mL

4 0 m g ペ ン
0.4mL

8 0 m g ペ ン
0.8mL

関節リウマチ － ○ ○
化膿性汗腺炎 － ○ ○
壊疽性膿皮症 － ○ ○
尋常性乾癬、関節症性乾
癬、膿疱性乾癬 － ○ ○

強直性脊椎炎 － ○ ○
多関節に活動性を有する
若年性特発性関節炎 ○ ○ －

腸管型ベーチェット病 － ○ ○
クローン病 － ○ ○
潰瘍性大腸炎 ○※ ○ ○
非感染性の中間部、後部
又は汎ぶどう膜炎 － ○ ○

※：小児のみ

5. 効能又は効果に関連する注意
〈関節リウマチ〉
5.1 本剤の適用は、原則として既存治療で効果不十分な関節リウマ
チ患者に限定すること。ただし、関節の構造的損傷の進展が早い
と予想される患者に対しては、抗リウマチ薬による治療歴がない
場合でも使用できるが、最新のガイドライン等を参照した上で、
患者の状態を評価し、本剤の使用の必要性を慎重に判断するこ
と。［1.4、1.6参照］

〈化膿性汗腺炎〉
5.2 切開・排膿等の局所療法や、病変部に合併する感染症に対する
抗菌薬投与が適用となる患者には、これらの治療を行っても臨床
症状が残る場合に投与すること。［1.5参照］

5.3 本剤の軽度の化膿性汗腺炎患者における有効性及び安全性は確
立していない。「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効
性及び安全性を十分に理解した上で適応患者の選択を行うこと。

［1.4、17.1.6-17.1.8参照］
〈壊疽性膿皮症〉
5.4 臨床試験に組み入れられた患者の選択基準、併用された薬剤等
について、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及
び安全性を十分に理解した上で適応患者の選択を行うこと。［1.4、
17.1.9参照］

〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬〉
5.5 少なくとも1種類の既存の全身療法（紫外線療法を含む）で十
分な効果が得られず、皮疹が体表面積（BSA）の10%以上に及ぶ
場合に投与すること。［1.4、1.5、1.7参照］

5.6 難治性の皮疹、関節症状又は膿疱を有する場合に投与すること。
〈強直性脊椎炎〉
5.7 過去の治療において、既存治療薬（非ステロイド性抗炎症薬
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臨床
症状が残る場合に投与すること。［1.4、1.5参照］

〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉
5.8 過去の治療において、少なくとも1剤の抗リウマチ薬（生物製
剤を除く）等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明ら
かな臨床症状が残る場合に投与すること。全身型若年性特発性関
節炎については、全身症状に対する有効性及び安全性が確立して
いないため、全身症状が安定し、多関節炎が主症状の場合に投与
すること。［1.4、1.5参照］

〈腸管型ベーチェット病〉
5.9 過去の治療において、既存治療薬（ステロイド又は免疫調節剤
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臨床
症状が残る場合に投与すること。［1.4、1.5参照］

〈クローン病〉
5.10 過去の治療において、栄養療法、他の薬物療法（5-アミノサ
リチル酸製剤、ステロイド、アザチオプリン等）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臨床症状が残る場合に
投与すること。なお、寛解維持投与は漫然と行わず経過を観察し
ながら行うこと。［1.4、1.5参照］

〈潰瘍性大腸炎〉
5.11 過去の治療において、他の薬物療法（ステロイド、アザチオ
プリン等）等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明ら
かな臨床症状が残る場合に投与すること。ただし、成人において
は、本剤よりも先に他の抗TNF製剤による治療を考慮すること。
成人患者を対象とした国内臨床試験において主要評価項目の1つ
である投与8週時の寛解率ではプラセボ群との差は認められてい
ない。［1.4、1.5、17.1.21参照］

5.12 維持投与は漫然と行わず経過を観察しながら行うこと。
〈非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう膜炎〉
5.13 過去の治療において、既存治療薬（ベーチェット病によるぶ
どう膜炎ではシクロスポリン等、その他の非感染性ぶどう膜炎で
は経口ステロイド剤等）による適切な治療を行っても、疾患に起
因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること。［1.4、1.5、
1.8参照］

6. 用法及び用量
〈関節リウマチ〉

通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として40mgを2週
に1回、皮下注射する。なお、効果不十分な場合、1回80mgまで
増量できる。

〈化膿性汗腺炎〉
通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に
160mgを、初回投与2週間後に80mgを皮下注射する。初回投与4週
間後以降は、40mgを毎週1回又は80mgを2週に1回、皮下注射する。

〈壊疽性膿皮症〉
通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に
160mgを、初回投与2週間後に80mgを皮下注射する。初回投与4
週間後以降は、40mgを毎週1回、皮下注射する。

＊＊
＊

＊

＊＊

＊＊

＊＊
＊
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〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬〉
通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に
80mgを皮下注射し、以後2週に1回、40mgを皮下注射する。な
お、効果不十分な場合には1回80mgまで増量できる。

〈強直性脊椎炎〉
通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として40mgを2
週に1回、皮下注射する。なお、効果不十分な場合、1回80mgま
で増量できる。

〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉
通常、アダリムマブ（遺伝子組換え）として、体重15kg以上
30kg未満の場合は20mgを、体重30kg以上の場合は40mgを2週
に1回、皮下注射する。

〈腸管型ベーチェット病〉
通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に
160mgを、初回投与2週間後に80mgを皮下注射する。初回投与4
週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注射する。

〈クローン病〉
通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に
160mgを、初回投与2週間後に80mgを皮下注射する。初回投与4
週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注射する。なお、効果が
減弱した場合には1回80mgに増量できる。

〈潰瘍性大腸炎〉
成人：
通常、アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを、
初回投与2週間後に80mgを皮下注射する。初回投与4週間後以降
は、40mgを2週に1回、皮下注射する。なお、初回投与4週間後
以降は、患者の状態に応じて40mgを毎週1回又は80mgを2週に1
回、皮下注射することもできる。
小児：
体重40kg以上の場合は、通常、アダリムマブ（遺伝子組換え）
として初回に160mgを、初回投与1週間後及び2週間後に80mgを
皮下注射する。初回投与4週間後以降は、40mgを毎週1回又は
80mgを2週に1回、皮下注射する。
体重25kg以上40kg未満の場合は、通常、アダリムマブ（遺伝子
組換え）として初回に80mgを、初回投与1週間後及び2週間後に
40mgを皮下注射する。初回投与4週間後以降は、20mgを毎週1
回又は40mgを2週に1回、皮下注射する。
体重15kg以上25kg未満の場合は、通常、アダリムマブ（遺伝子
組換え）として初回に40mgを、初回投与1週間後及び2週間後に
20mgを皮下注射する。初回投与4週間後以降は、20mgを2週に1
回、皮下注射する。

〈非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう膜炎〉
通常、成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に
80mgを、初回投与1週間後に40mgを皮下注射する。初回投与3
週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注射する。

7. 用法及び用量に関連する注意
〈効能共通〉
7.1 メトトレキサート等の抗リウマチ薬と併用する場合は、80mg
隔週投与への増量はしないこと。

7.2 本剤と他の生物製剤の併用について、有効性及び安全性が確
立していないので併用を避けること。

〈関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉
7.3 本剤とアバタセプト（遺伝子組換え）の併用は行わないこと。
海外で実施したプラセボを対照とした臨床試験において、本剤
を含む抗TNF製剤とアバタセプト（遺伝子組換え）の併用療法
を受けた患者では併用による効果の増強は示されておらず、感
染症及び重篤な感染症の発現率が本剤を含む抗TNF製剤のみに
よる治療を受けた患者での発現率と比べて高かった。

〈関節リウマチ〉
7.4 本剤による治療反応は、通常投与開始から12週以内に得られ
る。12週以内に治療反応が得られない場合は、現在の治療計画
の継続を慎重に再考すること。また、増量を行っても効果が得
られない場合、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。

〈化膿性汗腺炎〉
7.5 臨床試験では、投与52週以前に本剤80mgの2週間に1回皮下注
射に切り替えた際の有効性及び安全性は検討されていないこと
から、本剤80mgの2週間に1回皮下注射を開始する時期について
は、患者の状態を考慮し、慎重に判断すること。［17.1.6参照］

〈壊疽性膿皮症〉
7.6 本剤による治療反応は、通常投与開始から26週以内に得られ
る。 26週以内に治療反応が得られない場合は、本剤の治療計画
の継続を慎重に再考すること。

〈強直性脊椎炎〉
7.7 本剤による治療反応は、通常投与開始から12週以内に得られ
る。12週以内に治療反応が得られない場合は、現在の治療計画
の継続を慎重に再考すること。また、増量を行っても効果が得
られない場合、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。

〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬〉
7.8 本剤による治療反応は、通常投与開始から16週以内に得られ
る。16週以内に治療反応が得られない場合は、現在の治療計画
の継続を慎重に再考すること。また、増量を行っても効果が得
られない場合、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。

〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉
7.9 本剤による治療反応は、通常投与開始から12週以内に得られ
る。12週以内に治療反応が得られない場合は、現在の治療計画
の継続を慎重に再考すること。

〈腸管型ベーチェット病〉
7.10 12週以内に臨床症状や内視鏡所見等による治療反応が得られ
ない場合は、本剤の継続投与の必要性を慎重に再考すること。

〈クローン病〉
7.11 本剤による治療反応は、通常投与開始から4週以内に得られ
る。4週時点で臨床症状や内視鏡所見等による治療反応が得られ
ない場合は、本剤の継続投与の必要性を検討し、他の治療法へ
の切替えを考慮すること。また、80mgへの増量は、40mgによ
る治療で効果は認められたものの、維持療法中に効果が減弱し
た患者に対して行うこと。80mgに増量しても効果が得られない
場合、本剤の継続投与の必要性を慎重に再考すること。

〈潰瘍性大腸炎〉
7.12 本剤による治療反応は、通常投与開始から8週以内に得られ
る。8週時点で臨床症状や内視鏡所見等による明らかな改善効果
が得られない場合は、本剤の投与を中止すること。

8. 重要な基本的注意
8.1 本剤は、細胞性免疫反応を調節するTNFα（腫瘍壊死因子α）
の生理活性を抑制するので、感染症に対する宿主免疫能に影響
を及ぼす可能性がある。そのため本剤の投与に際しては、十分
な観察を行い、感染症の発現や増悪に注意すること。他の生物
製剤との切替えの際も注意すること。また、患者に対しても、
発熱、倦怠感等があらわれた場合には、速やかに主治医に相談
するよう指導すること。［1.1、1.2.1、2.1、9.1.1、11.1.1参照］

8.2 本剤を含む抗TNF製剤の臨床試験で、悪性リンパ腫等の悪性
腫瘍の発現頻度が対照群に比し、高かったとの報告がある。ま
た、関節リウマチのような慢性炎症性疾患のある患者に免疫抑
制剤を長期間投与した場合、感染症や悪性リンパ腫等のリスク
が高まることが報告されている。また、抗TNF製剤を使用した
小児や若年成人においても、悪性リンパ腫等の悪性腫瘍が報告
されている。本剤との因果関係は明確ではないが、悪性腫瘍等
の発現には注意すること。本剤投与に先立って全ての患者（特
に、免疫抑制剤の長期間投与経験がある患者又はPUVA療法を
行った経験のある乾癬患者）において、非黒色腫皮膚癌の有無
を検査し、投与中も監視を継続すること。［1.1、15.1.5参照］

8.3 結核の既感染者では症状の顕在化及び悪化のおそれがあるた
め、本剤の投与に先立って結核に関する十分な問診及び胸部X
線検査に加え、インターフェロン-γ遊離試験又はツベルクリン
反応検査を行い、適宜胸部CT検査等を行うことにより、結核感
染の有無を確認すること。特に、重篤な疾患もしくは易感染状
態の患者においては、ツベルクリン反応で偽陰性となる可能性
があるので注意すること。また、本剤の適用にあたっては本剤

＊
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投与のリスクベネフィットを慎重に検討すること。本剤投与前に
ツベルクリン反応等の検査が陰性の患者においても、投与後活動
性結核があらわれることがあるため、本剤投与中は胸部X線検査
等の適切な検査を定期的に行うなど結核の発現に十分注意するこ
と。患者に対し、結核の症状が疑われる場合（持続する咳、体重
減少、発熱等）は速やかに主治医に連絡するよう説明すること。

［1.1、1.2.2、2.2、9.1.2、11.1.2参照］
8.4 本剤を含む抗TNF製剤によるB型肝炎ウイルスの再活性化が認
められているので、本剤投与に先立って、B型肝炎ウイルス感染
の有無を確認すること。［9.1.3、11.1.8参照］

8.5 本剤投与において、生ワクチンの接種に起因する感染症を発現
したとの報告はないが、感染症発現のリスクを否定できないの
で、生ワクチン接種は行わないこと。［9.5.2、9.7.1参照］

8.6 注射部位において紅斑、発赤、疼痛、腫脹、そう痒、出血等が
多数認められているので、本剤を慎重に投与するとともに、発現
に注意し、必要に応じて適切な処置を行うこと。

8.7 本剤を含む抗TNF療法において、新たな自己抗体（抗核抗体）
の発現が報告されている。［11.1.3、15.1.3参照］

8.8 本剤を含む抗TNF療法において、既存の乾癬の悪化もしくは
新規発現（膿疱性乾癬を含む）が報告されている。これらの多く
は、他の免疫抑制作用を有する薬剤を併用した患者において報告
されている。多くの症例は抗TNF製剤の投与中止によって回復
したが、他の抗TNF製剤の再投与によって再度発現した例もあ
る。症状が重度の場合及び局所療法により改善しない場合は本剤
の中止を考慮すること。

8.9 本剤において、サルコイドーシスの悪化（皮膚、肺又は眼症
状）が報告されている。サルコイドーシス患者に本剤を投与する
場合には、十分な観察を行い、サルコイドーシスの悪化に注意す
ること。サルコイドーシス症状が悪化した場合には、適切な処置
を行うこと。

8.10 本剤の投与により、本剤に対する抗体が産生されることがあ
る。臨床試験における日本人での産生率は、関節リウマチ44.0%

（メトトレキサート併用下では19.3%）、化膿性汗腺炎13.3%、壊
疽性膿皮症0%、尋常性乾癬11.6%、膿疱性乾癬30.0%、強直性脊
椎炎16.0%、若年性特発性関節炎20.0%（メトトレキサート併用
下では15.0%）、腸管型ベーチェット病5.0%、クローン病6.1%、
潰瘍性大腸炎3.7%及び非感染性ぶどう膜炎12.5%であった。臨
床試験において本剤に対する抗体の産生が確認された患者におい
ては、本剤の血中濃度が低下する傾向がみられた。血中濃度が低
下した患者では効果減弱のおそれがある。

8.11 本剤の投与開始にあたっては、医療施設において、必ず医師
によるか、医師の直接の監督のもとで投与を行うこと。自己投与
の適用については、医師がその妥当性を慎重に検討し、十分な教
育訓練を実施したのち、本剤投与による危険性と対処法について
患者が理解し、患者自ら確実に投与できることを確認した上で、
医師の管理指導のもとで実施すること。また、適用後、感染症等
本剤による副作用が疑われる場合や、自己投与の継続が困難な状
況となる可能性がある場合には、直ちに自己投与を中止させ、医
師の管理下で慎重に観察するなど適切な処置を行うこと。シリン
ジ又はペンの安全な廃棄方法に関する指導を行うと同時に、使用
済みのシリンジ又はペンを廃棄する容器を提供すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意
9.1 合併症・既往歴等のある患者
9.1.1 感染症（重篤な感染症を除く）の患者又は感染症が疑われる
患者

［1.1、1.2.1、2.1、8.1、11.1.1参照］
9.1.2 結核の既感染者（特に結核の既往歴のある患者及び胸部X線
上結核治癒所見のある患者）又は結核感染が疑われる患者

（1）結核の既感染者では、結核を活動化させ、症状が顕在化するお
それがある。［1.1、1.2.2、2.2、8.3、11.1.2参照］

（2）結核の診療経験がある医師に相談すること。以下のいずれかの
患者には、原則として本剤の開始前に適切な抗結核薬を投与する
こと。［1.1、1.2.2、2.2、8.3、11.1.2参照］

・胸部画像検査で陳旧性結核に合致するか推定される陰影を有す
る患者

・結核の治療歴（肺外結核を含む）を有する患者
・インターフェロン-γ遊離試験やツベルクリン反応検査等の検査
により、既感染が強く疑われる患者

・結核患者との濃厚接触歴を有する患者
9.1.3 B型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者（HBs抗原
陰性、かつHBc抗体又はHBs抗体陽性）
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の徴候や症状の発現に注意する
こと。本剤を含む抗TNF製剤を投与されたB型肝炎ウイルスキャ
リアの患者又は既往感染者において、B型肝炎ウイルスの再活性
化が認められ、致命的な例も報告されている。なお、これらの報
告の多くは、他の免疫抑制作用をもつ薬剤を併用投与した患者に
起きている。［8.4、11.1.8参照］

9.1.4 脱髄疾患が疑われる徴候を有する患者及び家族歴のある患者
（1）脱髄疾患が疑われる徴候を有する患者については、神経学的評

価や画像診断等の検査を行い、慎重に危険性と有益性を評価した
上で本剤適用の妥当性を検討し、投与後は十分に観察を行うこと。
脱髄疾患発現のおそれがある。［1.1、1.3、2.4、11.1.4参照］

（2）脱髄疾患の家族歴のある患者は、適宜画像診断等の検査を実施
し、十分注意すること。脱髄疾患発現のおそれがある。

9.1.5 重篤な血液疾患（汎血球減少、再生不良性貧血等）の患者又
はその既往歴のある患者
血液疾患が悪化するおそれがある。［11.1.6参照］

9.1.6 間質性肺炎の既往歴のある患者
定期的に問診を行うなど注意すること。間質性肺炎が増悪又は再
発することがある。［11.1.7参照］

9.5 妊婦
9.5.1 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、使用上の有益
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。

9.5.2 本剤の投与を受けた患者からの出生児に対して生ワクチンを
投与する際には注意すること。本剤は胎盤通過性があるとの報告
があるため、感染のリスクが高まるおそれがある。［8.5参照］

9.6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は
中止を検討すること。アダリムマブはヒト母乳中へ移行すること
が報告されている。［16.8.1参照］

9.7 小児等
〈効能共通〉
9.7.1 本剤投与前に必要なワクチンを接種しておくことが望まし
い。［8.5参照］

〈若年性特発性関節炎〉
9.7.2 低出生体重児、新生児、乳児又は4歳未満の幼児を対象とし
た有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

〈潰瘍性大腸炎〉
9.7.3 低出生体重児、新生児、乳児又は5歳未満の幼児を対象とし
た有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

〈若年性特発性関節炎及び潰瘍性大腸炎以外〉
9.7.4 小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験
は実施していない。

9.8 高齢者
十分な観察を行い、感染症等の副作用の発現に留意すること。重
篤な有害事象の発現率の上昇が認められている。また、一般に高
齢者では生理機能（免疫機能等）が低下している。

10. 相互作用
10.2 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
メトトレキサート 本剤のクリアランスが

低下するおそれがある。
機序不明

11. 副作用
次の副作用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投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

＊＊
＊
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11.1 重大な副作用
11.1.1 重篤な感染症
敗血症（0.3%）、肺炎（2.6%）等の重篤な感染症（細菌、真菌
（ニューモシスティス等）、ウイルス等の日和見感染によるもの）
があらわれることがある。なお、感染症により死亡に至った症例
が報告されている。投与中に重篤な感染症を発現した場合は、感
染症がコントロールできるようになるまでは投与を中止するこ
と。［1.1、1.2.1、2.1、8.1、9.1.1参照］

11.1.2 結核（0.3%）
結核（肺外結核（胸膜、リンパ節等）、播種性結核を含む）があ
らわれることがある。ツベルクリン反応等の検査が陰性の患者に
おいて、投与後活動性結核があらわれることもある。また、肺
外結核（胸膜、リンパ節等）もあらわれることがあることから、
その可能性も十分考慮した観察を行うこと。［1.1、1.2.2、2.2、
8.3、9.1.2参照］

11.1.3 ループス様症候群（0.1%）
［8.7、15.1.3参照］
11.1.4 脱髄疾患（頻度不明）
脱髄疾患（多発性硬化症、視神経炎、横断性脊髄炎、ギラン・バ
レー症候群等）の新たな発生もしくは悪化があらわれることがあ
る。［1.1、1.3、2.4、9.1.4参照］

11.1.5 重篤なアレルギー反応（頻度不明）
アナフィラキシー等の重篤なアレルギー反応があらわれることが
ある。［2.3参照］

11.1.6 重篤な血液障害（頻度不明）
再生不良性貧血を含む汎血球減少症、血球減少症（血小板減少
症、白血球減少症、顆粒球減少症等）があらわれることがある。
［9.1.5参照］
11.1.7 間質性肺炎（0.8%）
肺線維症を含む間質性肺炎があらわれることがあるので、発熱、
咳嗽、呼吸困難等の呼吸器症状に十分注意し、異常が認められた
場合には、速やかに胸部X線検査、胸部CT検査及び血液ガス検
査等を実施し、本剤投与を中止するとともにニューモシスティス
肺炎と鑑別診断（β-D-グルカンの測定等）を考慮に入れ適切な
処置を行うこと。［9.1.6参照］

11.1.8 劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、肝不全（頻度不明）
劇症肝炎、著しいAST、ALT等の上昇を伴う肝機能障害、黄疸、
肝不全があらわれることがある。なお、これらの中にはB型肝炎
ウイルスの再活性化によるものが含まれていた。［8.4、9.1.3参照］

11.2 その他の副作用
5%以上 1～5%未満 1%未満 頻度不明

精神神
経系

頭痛 不眠症、回
転性めまい、
浮動性めま
い、感覚減
退

脳出血、脳梗塞、味覚異常、
ラクナ梗塞、神経痛、健忘、
筋萎縮性側索硬化症、脳虚血、
頚髄症、頭蓋内動脈瘤、頭蓋
内圧上昇、片頭痛、腓骨神経
麻痺、神経根障害、傾眠、く
も膜下出血、振戦、三叉神経
痛、迷走神経障害、不安障害、
譫妄、摂食障害、神経症、良
性神経鞘腫、意識消失、脳炎、
錯覚、末梢性ニューロパチー、
気分変化、体位性めまい、う
つ病、感情障害、構音障害

気分障害、
神経過敏、
激越、落
ち着きのな
さ、神経
感覚障害
（錯感覚を
含む）、睡
眠障害

血液・
リンパ

自己抗体
陽性（抗
D N A 抗
体陽性、
抗 核 抗
体 陽 性 ）
（14.7%）

貧血、リン
パ球数減少、
好酸球数増
加、白血球
百分率数異
常（白血球
数増加を含
む）

リンパ球形態異常、血小板数
増加、リンパ節症、リンパ節
炎、脾臓出血、脾臓梗塞、リ
ンパ管炎、リウマトイド因子
（RF）増加、血中β-D-グルカ
ン増加、リンパ球百分率異常
（百分率増加を含む）、単球数
異常（百分率増加及び減少を
含む）、大小不同赤血球陽性、
赤血球連銭形成、赤血球数増
加、好中球数増加、血中免疫
グロブリンE増加、リンパ球
数増加、トロンビン・アンチ
トロンビンⅢ複合体増加、血
中アミラーゼ増加、血中トリ
プシン増加

特発性血
小板減少
性紫斑病
（ITP）、
APTT延
長

5%以上 1～5%未満 1%未満 頻度不明
代謝・
栄養

‐ 血中トリグ
リセリド上
昇、血中尿
酸増加、血
中コレステ
ロール上昇、
乳酸脱水素
酵素（LDH）
上昇、体重
増加、高血
糖 、 C K 上
昇、CRP上
昇、高脂血
症、糖尿病

体重減少、血中リン減少、食
欲不振、血中アルブミン減少、
総蛋白増加、血中カリウム減
少、血中カルシウム減少、血
中カルシウム増加、血中ク
ロール減少、血中コレステロ
ール減少、血中ナトリウム減
少、血中トリグリセリド減少、
CK減少、総蛋白減少、脱水、
高カリウム血症、痛風、食欲
亢進、肥満、低血糖、血中マ
グネシウム増加、血中リン増
加、グリコヘモグロビン増加

‐

感覚器 ‐ 結膜炎、眼
の異常感

麦粒腫、難聴、中耳炎、耳鳴、
眼瞼浮腫、外耳炎、白内障、耳
不快感、耳出血、結膜出血、眼
脂、乾性角結膜炎、乱視、眼
瞼炎、霰粒腫、複視、角膜炎、
角膜症、高眼圧症、光視症、
網膜変性、網膜静脈閉塞、高
血圧性網膜症、強膜出血、強
膜炎、真珠腫、緑内障、耳痛、
角膜損傷、耳垢栓塞、角膜び
らん、眼出血、硝子体浮遊物、
耳感染、聴覚刺激検査異常、
流涙増加、霧視、一過性視力
低下、網膜出血、眼圧上昇

眼の刺激
又は炎症、
視覚障害、
眼球感覚
障害、全
眼球炎、
虹彩炎、
耳介腫脹、
耳そう痒
症

循環器 ‐ 高血圧 動悸、期外収縮、低血圧、心
房細動、狭心症、心弁膜疾
患、不整脈、心房頻脈、心不
全、心タンポナーデ、心血管
障害、冠動脈疾患、心室拡張、
左房拡張、フィブリンDダイ
マー増加、頻脈、血栓性静脈
炎、動脈硬化症、出血、ほて
り、不安定血圧、末梢動脈瘤、
静脈炎、壊死性血管炎、血管
拡張、急性心筋梗塞、心電図
異常、レイノー現象

心停止、
冠動脈不
全、心嚢
液貯留、
血腫、血
管閉塞、
大動脈狭
窄、大動
脈瘤

呼吸器 上気道感
染（鼻咽
頭 炎 等 ）
（50.0%）、
咳嗽

インフルエ
ンザ、鼻炎、
鼻漏、鼻閉

慢性気管支炎、喘息、気管支
肺炎、喉頭気管気管支炎、イ
ンフルエンザ性肺炎、鼻出血、
特発性器質化肺炎、発声障害、
呼吸困難、中葉症候群、咽頭
紅斑、くしゃみ、気管支狭窄、
過換気、胸水、胸膜線維症、
胸膜炎、気胸、喘鳴、声帯ポ
リープ、百日咳、喀血、下気道
の炎症、肺塞栓症、扁桃肥大

肺水腫、
咽頭浮腫

消化器 ‐ 下痢、腹痛、
歯周病、便
秘、悪心、
口内炎、腸
炎、齲歯、
嘔吐、胃炎、
口唇炎、腹
部膨満、口
腔ヘルペス

イレウス、胃不快感、ウイル
ス性胃腸炎、痔核、食道炎、
歯痛（歯知覚過敏を含む）、
胃潰瘍、口腔カンジダ症、口
内乾燥、消化不良、歯肉腫脹、
腹部不快感、腹部腫瘤、痔瘻、
結腸ポリープ、腸憩室、十二
指腸潰瘍、十二指腸炎、心窩
部不快感、胃ポリープ、消化
管アミロイドーシス、胃腸出
血、歯肉形成不全、歯肉痛、
舌痛、口の感覚鈍麻、過敏性
腸症候群、食道潰瘍、腹膜炎、
肛門周囲痛、顎下腺腫大、舌
苔、歯の脱落、食道静脈瘤、
腹部膿瘍、胃腸感染、ヘリコ
バクター感染、耳下腺炎、歯
膿瘍、歯感染、血便、便通不
規則、歯不快感、口唇乾燥、
耳下腺腫大、舌腫脹、歯の障
害、カンピロバクター腸感染、
肛門周囲膿瘍、歯髄炎、膵臓
の良性新生物、腸管穿孔、肛
門性器疣贅、肛門狭窄、横隔
膜下膿瘍、瘢痕ヘルニア、鼡
径ヘルニア、胃酸過多、膵腫
大、急性膵炎、直腸腺腫、胃
腸異形成、口唇痛、唾液腺炎

憩室炎、
口腔内潰
瘍形成、
直腸出血、
大腸炎、
小腸炎

肝臓 肝酵素上
昇

脂肪肝、血
中ビリルビ
ン増加

胆石症、アルコール性肝疾患、
原発性胆汁性肝硬変、胆嚢ポ
リープ、肝臓うっ血、肝機能
検査値異常、ALP減少、胆嚢
炎、胆管炎

肝壊死、
肝 炎 、 B
型肝炎の
再燃

＊＊

＊＊
＊
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＊＊

＊＊
＊

＊＊



24

－6－

5%以上 1～5%未満 1%未満 頻度不明
皮膚 発 疹 、 そ

う 痒 症 、
湿疹

白癬感染、
紅斑、蕁麻
疹、毛包炎、
皮膚炎（接
触 性 皮 膚
炎、アレル
ギー性皮膚
炎を含む）、
皮 膚 乳 頭
腫、帯状疱
疹、ざ瘡

皮膚真菌感染、爪囲炎、皮下
出血、脱毛症、皮膚潰瘍、皮
膚乾燥、過角化、皮下組織膿
瘍、紫斑、感染性表皮嚢胞、
伝染性軟属腫、皮膚細菌感染、
手足口病、膿痂疹、膿皮症、
挫傷、結核菌皮膚テスト陽性、
メラノサイト性母斑、脂漏性角
化症、脂肪腫、黄色腫、紅色
汗疹、ヘノッホ・シェンライン
紫斑病、膿疱性乾癬、多汗症、
嵌入爪、乾癬、水疱、褥瘡性
潰瘍、皮膚嚢腫、発汗障害、
皮膚疼痛、光線過敏性反応、
脂漏、皮膚びらん、皮膚剥脱、
皮膚硬結、顔面腫脹、乾皮症、
黄色爪症候群、せつ、冷汗、
面皰、皮膚エリテマトーデス、
痂皮、皮膚小結節、肉芽腫、
肥厚性瘢痕、多形紅斑、爪の
障害、口唇色素沈着、禿瘡

血管浮腫、
斑状出血、
脂肪織炎、
血管神経
性浮腫、
皮膚血管
炎、苔癬
様皮膚反
応

筋骨格系 ‐ 背部痛、関
節痛

骨折、四肢痛、筋痛、骨粗鬆
症、滑液嚢腫、腱断裂、骨密
度減少、筋骨格硬直、変形性
脊椎炎、関節破壊、筋骨格系
胸痛、筋骨格痛、環軸椎不安
定、鼡径部腫瘤、椎間板突出、
関節腫脹、四肢不快感、腰部
脊柱管狭窄、筋痙縮、筋力低
下、頚部痛、骨関節炎、肩回
旋筋腱板症候群、筋肉減少
症、関節炎、関節障害、四肢
の結節、脊椎すべり症、臀部
痛、椎間板変性症、関節周囲
炎、肩痛、椎間板炎、関節捻
挫、頚部腫瘤、筋炎、手根管
症候群、滑液包炎、ミオパチ
ー、骨壊死

横紋筋融
解症

内分泌系 ‐ ‐ 甲状腺腫、甲状腺機能亢進症、
血中ヒト絨毛性ゴナドトロピ
ン増加、甲状腺機能低下症、
副腎腺腫、クッシング様症状

甲状腺障
害

泌尿器・
生殖器

‐ 血尿、膀胱
炎、女性生
殖 器 系 感
染、蛋白尿、
尿沈渣陽性

血中尿素増加、尿中白血球エ
ステラーゼ陽性、尿中ブドウ
糖陽性、尿中ケトン体陽性、
尿中細菌検出、夜間頻尿、不
正子宮出血、腎・尿路結石、
腎膿瘍、血中クレアチニン増
加、子宮平滑筋腫、腎機能障
害、頻尿、慢性腎不全、水腎
症、腎梗塞、腺筋症、性器出
血、月経過多、前立腺炎、陰
部そう痒症、腟分泌物、尿pH
上昇、陰嚢水瘤、尖圭コンジ
ローマ、淋疾、尿道炎、尿中
結晶陽性、排尿困難、尿意切
迫、腎血管障害、良性前立腺
肥大症、精巣上体炎、腟腫脹、
前立腺特異性抗原増加、緊張
性膀胱、無月経、不規則月経、
閉経期症状

膀胱及び
尿道症状、
腎臓痛、
月経周期
障害

全身症状 発熱 倦怠感、浮
腫、胸痛、
季節性アレ
ルギー、単
純ヘルペス
感染

異常感、胸部不快感、ウイル
ス感染、悪寒、冷感、化膿、
口渇、疲労、腫瘤、顔面浮腫、
熱感、低体温、治癒不良、異
物感、潰瘍、食物アレルギー、
抗酸性桿菌感染、クリプトコ
ッカス症、感染、転倒、背部
損傷、創腐敗、CT異常、胸
部X線異常、免疫学的検査異
常、全身性エリテマトーデス、
線維腺腫、乳房の良性新生物、
乳房痛、乳頭痛、側腹部痛、
真菌感染、腋窩痛、細菌感染、
疼痛、圧迫感、腫脹、金属ア
レルギー、大腸菌感染、無力
症、成長遅延

インフル
エンザ様
疾患、サ
ルコイド
ーシス

5%以上 1～5%未満 1%未満 頻度不明
投与部位 注 射 部 位

反応注）（紅
斑、そう痒
感、発疹、
出 血 、腫
脹 、硬 結
等）（23.7%）

‐ ‐ ‐

注）�注射部位反応は投与開始から1ヵ月の間に高頻度で発現し、その後
減少している。

14. 適用上の注意
14.1 薬剤投与時の注意
14.1.1 注射部位は大腿部、腹部又は上腕部を選び、順番に場所を
変更し、短期間に同一部位へ繰り返し注射は行わないこと。新
たな注射部位は、前回の注射部位から少なくとも3cm離すこと。

14.1.2 皮膚病変のある部位又は皮膚が敏感な部位、皮膚に異常の
ある部位（傷、発疹、発赤、硬結等の部位）には注射しないこ
と。

14.1.3 他の薬剤と混合しないこと。
14.1.4 本剤は1回で全量を使用する製剤であり、再使用しないこと。

15. その他の注意
15.1 臨床使用に基づく情報
15.1.1 本剤の臨床試験は、国内で299週間まで、海外では13年間
までの期間で実施されており、これらの期間を超えた本剤の長
期投与時の安全性は確立されていない。

15.1.2 尋常性乾癬、関節症性乾癬及び膿疱性乾癬患者において、
本剤と紫外線療法又は既存の全身療法との併用について、有効
性及び安全性は確立されていない。

15.1.3 海外の臨床試験において、抗核抗体（ANA）陽性化が認め
られた本剤投与患者の割合は、プラセボ群と比較して増加した。
これらの患者においてまれに、新たにループス様症候群を示唆する
徴候が認められたが、投与中止後に改善した。［8.7、11.1.3参照］

15.1.4 本剤はうっ血性心不全患者を対象とした臨床試験を実施し
ていないが、本剤投与下でうっ血性心不全の悪化が報告されて
いる。また、他の抗TNF製剤におけるうっ血性心不全を対象と
した臨床試験では、心不全症状の悪化、死亡率の上昇が報告さ
れている。［2.5参照］

15.1.5 海外における関節リウマチ、関節症性乾癬、強直性脊椎
炎、クローン病、潰瘍性大腸炎及び尋常性乾癬を対象とした比
較対照試験及びオープン試験（曝露期間中央値約0.6年、被験
者数23,036例、延べ投与34,000人年以上）において、リンパ腫
の発現は、約0.11/100人年であった。この発現率は、一般集団
から推測される例数の3倍であった。関節リウマチ患者及び慢性
炎症性疾患の患者（特に活動性の高い患者、免疫抑制剤治療の
慢性曝露の患者）では、リンパ腫のリスクが高かった。非黒色
腫皮膚癌については、約0.7/100人年であった。リンパ腫及び非
黒色腫皮膚癌以外の悪性腫瘍としては、乳癌、大腸癌、前立腺
癌、肺癌、黒色腫皮膚癌が多く報告されている。これらの発現
率と癌種は、一般人口から予想されるものと類似していた1）～10）。
［1.1、8.2参照］

15.2 非臨床試験に基づく情報
15.2.1 本剤は、マウス及びラット等げっ歯類に投与すると、中和
抗体陽性化と薬理学的活性の消失が認められ、十分な曝露量が
得られない。このため、がん原性試験は実施されていない。

16. 薬物動態
16.1 血中濃度

〈関節リウマチ〉
16.1.1 単回投与
関節リウマチ患者にアダリムマブ20mg、40mg及び80mgを単回
皮下投与したときの血清中濃度推移及び薬物動態パラメータを
以下に示す。血清中濃度は用量に比例して増加し、アダリムマ
ブの薬物動態は20mg～80mgの用量範囲で線形性を示した。ま
た、日本人関節リウマチ患者における血清中濃度推移及び薬物
動態パラメータは欧米人関節リウマチ患者と類似していた（日本
人データ）。

＊＊ ＊＊
＊
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20mg群 40mg群 80mg群
Cmax
（µg/mL）

1.805±0.833�
（n＝12）

4.265±2.411�
（n＝14）

6.390±1.504�
（n＝14）

Tmax
（h）

206±92�
（n＝12）

204±82�
（n＝14）

210±85�
（n＝14）

AUC0-336h
（µg・h/mL）

465.8±217.8�
（n＝12）

1039.1±530.7�
（n＝14）

1697.2±455.8�
（n＝14）

AUC0-672h
（µg・h/mL）

740.0±324.7�
（n＝12）

1620.8±814.9�
（n＝14）

2864.1±735.4�
（n＝14）

t1/2
（h）

339.3±186.6�
（n＝7）

298.0±88.9�
（n＝9）

265.6±64.0�
（n＝9）

CL/F
（mL/h）

18.0±6.2�
（n＝7）

22.1±13.9�
（n＝9）

24.1±8.7�
（n＝9）

（平均値±標準偏差）
健康成人被験者にアダリムマブ40mgを単回皮下投与したときの
Cmax及びTmaxは、それぞれ4.7±1.6µg/mL及び131±56時間であっ
た。アダリムマブ40mgを単回皮下投与した3試験から得られたアダ
リムマブの生物学的利用率（平均値）は64%であった（外国人デー
タ）。

16.1.2 反復投与
関節リウマチ患者にアダリムマブ40mgを隔週皮下投与したとき
の定常状態におけるトラフ濃度は約3µg/mLであった（メトト
レキサート非併用時）。20mg、40mg及び80mgの用量で隔週皮
下投与したときの定常状態における血清中トラフ濃度は用量に
ほぼ比例して増加した（日本人データ）。

〈化膿性汗腺炎〉
16.1.3 反復投与
化膿性汗腺炎患者にアダリムマブ160mgを初回投与し、2週目に
80mg、4週目以降に40mgを毎週1回皮下投与したときの定常状
態におけるトラフ濃度は約16～18µg/mLであった。80mg隔週投
与に変更した被験者における変更前後のトラフ濃度はいずれも
約13～14µg/mLであった（日本人データ）。

〈壊疽性膿皮症〉
16.1.4 反復投与
壊疽性膿皮症患者にアダリムマブ160mgを初回投与し、2週目に
80mg、4週目以降に40mgを毎週1回皮下投与したときの定常状
態におけるトラフ濃度は約18～23µg/mLであった（日本人デー
タ）。

〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬〉
16.1.5 反復投与
乾癬患者にアダリムマブ80mgを初回投与し、2週目以降に40mg
を隔週皮下投与したときの定常状態におけるトラフ濃度は約
4µg/mLであった（日本人データ）。

〈強直性脊椎炎〉
16.1.6 反復投与
強直性脊椎炎患者にアダリムマブ40mgを隔週皮下投与したとき
の定常状態におけるトラフ濃度は、メトトレキサート併用時で
約12µg/mL、メトトレキサート非併用時で約8µg/mLであった
（日本人データ）。

〈若年性特発性関節炎〉
16.1.7 反復投与
若年性関節リウマチ患者にメトトレキサート併用でアダリムマ
ブ20mg及び40mgを隔週皮下投与したときのトラフ濃度は投与
16週時で約7～10µg/mLであった（日本人データ）。

〈腸管型ベーチェット病〉
16.1.8 反復投与
腸管型ベーチェット病患者にアダリムマブ160mgを初回投与し、
2週目に80mg、4週目以降に40mgを隔週皮下投与したときの定
常状態におけるトラフ濃度は約9µg/mLであった（日本人デー
タ）。

〈クローン病〉
16.1.9 反復投与
クローン病患者にアダリムマブ160mgを初回投与し、2週目に
80mgを皮下投与したときのトラフ濃度は、4週目において約
12µg/mL、4週目以降に40mgを隔週皮下投与したときの定常状
態におけるトラフ濃度は約5～7µg/mLであった。
維持療法中に効果が減弱したクローン病患者（ベースライント
ラフ濃度：約3µg/mL）にアダリムマブ80mgを隔週皮下投与し
たときの定常状態におけるトラフ濃度は約7～9µg/mLであった
（日本人データ）。

〈潰瘍性大腸炎〉
16.1.10 反復投与

（1）成人
潰瘍性大腸炎患者にアダリムマブ160mgを初回投与し、2週目に
80mg、4週目以降に40mgを隔週皮下投与したときの定常状態に
おけるトラフ濃度は約6～9µg/mLであった（日本人データ）。
潰瘍性大腸炎患者にアダリムマブ160mgを初回投与し、2週目に
80mg、4週目及び6週目に40mg、8週目以降に40mgを毎週1回皮
下投与したときの定常状態におけるトラフ濃度は約14～17µg/
mLであった（日本人及び外国人データ）。

（2）小児
5～17歳の潰瘍性大腸炎患者にアダリムマブ0.6mg/kg（体重換
算用量、最大40mg）を毎週1回皮下投与したときの定常状態に
おけるトラフ濃度は約15～17µg/mLであった（日本人及び外国
人データ）。

〈非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう膜炎〉
16.1.11 反復投与
非感染性ぶどう膜炎患者にアダリムマブ80mgを初回投与し、1
週目以降に40mgを隔週皮下投与したときの定常状態におけるト
ラフ濃度は約8µg/mLであった（日本人データ）。

16.3 分布
関節リウマチ患者にアダリムマブを隔週静脈内投与したとき、
滑液中アダリムマブ濃度は血清中濃度の31～96%の範囲であっ
た（外国人データ）。

16.4 代謝
アダリムマブは、ヒトIgG1骨格を持つ抗体であることから、他
の免疫グロブリンと同様に異化されると推察される。

16.5 排泄
サルにアダリムマブ214.8mg/kgを反復静脈内投与したとき、尿
中にアダリムマブ又はアダリムマブ由来断片は検出されなかっ
た。

16.8 その他
16.8.1 乳汁中移行
授乳婦にアダリムマブ40mgを単回皮下投与した時の乳汁中濃度
は、投与6日後に最高値（31ng/mL）を示した11）（外国人デー
タ）。［9.6参照］

17. 臨床成績
17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈関節リウマチ〉
17.1.1 国内第Ⅱ/Ⅲ相試験
1剤以上のDMARDsに効果不十分な関節リウマチ患者352例を
対象としたプラセボ対照二重盲検比較試験における24週後の
ACR20%改善基準（ACR20）は、本剤投与群がプラセボ投与群
に比べて有意に優れていた12）。

表1：24週後のACR20達成患者の割合
プラセボ 40mg隔週 80mg隔週

ACR20 13.8%（12/87例） 44.0%§（40/91例） 50.6%§（44/87例）
§p<0.05　対プラセボ群

＊

＊＊
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安全性評価対象265例における主な有害事象は、注射部位紅斑、
DNA抗体陽性各54例（20.4%）、鼻咽頭炎42例（15.8%）、抗核抗
体陽性33例（12.5%）、注射部位そう痒感19例（7.2%）等であった。

17.1.2 国内第Ⅲ相試験（関節破壊の進展防止）
過去にメトトレキサート（以下、「MTX」）又はレフルノミドの
使用経験がなく、罹病期間が2年以内の関節リウマチ患者334例
を対象とし、基礎治療薬としてMTXを用いたプラセボ対照二重
盲検比較試験における26週後のX線スコアmodified Total Sharp 
Score （以下、「mTSS」）で評価した結果、ベースラインからの
変化量は本剤投与群がプラセボ投与群に比べて有意に少なく、関
節破壊の進展防止効果が確認された13）。

表2：mTSS変化量
プラセボ+MTX 40mg隔週+MTX

ベースライン（平均値） 13.76 14.22
26週時の変化量（平均値） 2.38±3.195 1.48±6.065§

§p<0.001　対プラセボ群
また、26週後のACR20は、本剤投与群がプラセボ投与群に比べ
て有意に優れていた。

表3：26週後のACR20達成患者の割合
プラセボ+MTX 40mg隔週+MTX

ACR20 56.4%（92/163例） 75.4%§（129/171例）
§p<0.001　対プラセボ群
安全性評価対象171例における主な有害事象は、鼻咽頭炎26例

（15.2%）、肝機能異常14例（8.2%）、ALT増加13例（7.6%）、AST
増加11例（6.4%）、注射部位反応、発疹各10例（5.8%）等であった。

17.1.3 海外第Ⅲ相試験
1剤以上のDMARDsに効果不十分な関節リウマチ患者544例を対
象としたプラセボ対照二重盲検比較試験における26週後のACR20
は、本剤投与群がプラセボ投与群に比べて有意に優れていた14）。

表4：26週後のACR20達成患者の割合
プラセボ 40mg隔週 40mg毎週

ACR20 19.1%（21/110例）46.0%§（52/113例）53.4%§（55/103例）
§p<0.05　対プラセボ群
安全性評価対象434例における主な有害事象は、頭痛87例

（20.0%）、鼻炎75例（17.3%）、発疹68例（15.7%）、注射部位反
応46例（10.6%）、そう痒症41例（9.4%）等であった。

17.1.4 海外第Ⅲ相試験（関節破壊の進展防止、過去にMTXの使用
経験がない患者）
過去にMTXの使用経験がなく、罹病期間が3年未満の関節リウマチ
患者799例を対象とした、二重盲検比較試験における52週後のX線
スコア（mTSS）で評価した結果を下表に示す。ベースラインから
の変化量はMTXと本剤の併用群が、MTX単独投与群に比べて有
意に少なく（p＜0.001）、関節破壊の進展防止効果が確認された1）。

表5：mTSS変化量（MTX使用経験のない患者）
プラセボ+MTX 40mg隔週+MTX 40mg隔週

ベースライン�
（平均値） 21.8 18.1 18.8

52週時の変化量
（平均値） 5.7±12.7 1.3±6.5§ 3.0±11.2

§p<0.001　対MTX併用　プラセボ群
本剤単独投与群274例における主な有害事象は、鼻咽頭炎61例

（22.3%）、頭痛56例（20.4%）、悪心46例（16.8%）、関節炎増悪
41例（15.0%）、上気道感染23例（8.4%）等であった。MTX併
用群268例における主な有害事象は、鼻咽頭炎82例（30.6%）、頭
痛53例（19.8%）、上気道感染50例（18.7%）、悪心45例（16.8%）、
関節炎増悪21例（7.8%）等であった。

17.1.5 海外第Ⅲ相試験（関節破壊の進展防止、MTX効果不十分の
患者）
MTX効果不十分の関節リウマチ患者619例を対象とした、MTX
併用下のプラセボ対照二重盲検試験における52週後のX線スコア

（mTSS）で評価した結果を下表に示す。ベースラインからの変
化量はMTXと本剤の併用群が、MTX単独投与群に比べて有意に
少なく（p＜0.001）、関節破壊の進展防止効果が確認された2）。

表6：mTSS変化量（MTXで効果不十分な患者）
プラセボ+MTX 40mg隔週+MTX

ベースライン（平均値） 66.4 72.1
52週時の変化量（平均値） 2.7±6.8 0.1±4.8§

§p<0.001　対プラセボ群
本剤投与群419例における主な有害事象は、上気道感染82例（19.6%）、
注射部位疼痛74例（17.7%）、鼻炎71例（16.9%）、副鼻腔炎64
例（15.3%）、頭痛55例（13.1%）、悪心45例（10.7%）、下痢43例

（10.3%）、発疹42例（10.0%）、尿路感染38例（9.1%）等であった。
〈化膿性汗腺炎〉
17.1.6 国内第Ⅲ相試験
中等症から重症の日本人化膿性汗腺炎患者を対象注）とした非盲
検試験における投与12週後にHidradenitis Suppurativa Clinical 
Response（以下、「HiSCR」、ベースライン時と比較して膿瘍及び
炎症性結節の総数が少なくとも50%減少し、かつ膿瘍数及び排膿
性瘻孔数が増加していないと定義される）を達成した被験者の割
合は86.7%（13/15例）であった。投与52週以降で80mg隔週投与
に切り替えた被験者（切り替え時点：投与77～113週）において、
切り替え時のHiSCR達成率は66.7%（4/6例）であり、80mg隔週
投与切り替え後12週時も66.7%（4/6例）で維持されていた。［5.3、
7.5参照］
安全性評価対象15例における主な有害事象は、インフルエンザ6
例（40.0%）、上咽頭炎5例（33.3%）であった。

17.1.7 海外第Ⅲ相試験（試験Ⅰ）
中等症から重症の化膿性汗腺炎患者を対象注）としたプラセボ対照
二重盲検比較試験における12週後のHiSCRを達成した被験者の割
合を下表に示す。12週後のHiSCR達成率は、本剤投与群がプラセ
ボ投与群に比べて有意に優れていた15）。［5.3参照］

表7：12週後のHiSCR達成率
プラセボ 40mg毎週

HiSCR達成率
（12週）

26.0%
（40/154例）

41.8%§

（64/153例）
§p<0.05　対プラセボ群
安全性評価対象153例の主な有害事象は、汗腺炎14例（9.2%）、
頭痛14例（9.2%）、鼻咽頭炎9例（5.9%）、上気道感染5例（3.3%）、
尿路感染5例（3.3%）等であった。

17.1.8 海外第Ⅲ相試験（試験Ⅱ）
中等症から重症の化膿性汗腺炎患者を対象注）としたプラセボ対照
二重盲検比較試験における12週後のHiSCRを達成した被験者の割
合を下表に示す。12週後のHiSCR達成率は、本剤投与群がプラセ
ボ投与群に比べて有意に優れていた15）。［5.3参照］

表8：12週後のHiSCR達成率
プラセボ 40mg毎週

HiSCR達成率
（12週）

27.6%
（45/163例）

58.9%§

（96/163例）
§p<0.001　対プラセボ群
安全性評価対象163例の主な有害事象は、頭痛21例（12.9%）、鼻
咽頭炎9例（5.5%）、下痢9例（5.5%）、上気道感染8例（4.9%）
等であった。
注）�6ヵ月以上前に何らかの化膿性汗腺炎症状を有し（海外試験では1年以
上前に化膿性汗腺炎と診断され）、膿瘍及び炎症性結節の総数が3以上、
解剖学的に異なる2ヵ所以上に化膿性汗腺炎病変が存在し、そのうち1
ヵ所がHurley重症度分類ステージⅡ（1個以上の広く分布した再発性の
膿瘍で、瘻管や瘢痕形成を伴う）又はⅢ（多発性の相互に連絡した瘻
管や膿瘍で、全域に散在する）であり、化膿性汗腺炎の経口抗生物質
に対して十分な効果が認められない（海外試験では3ヵ月以上経口抗生
物質に対して効果不十分又は忍容性がない）、等の条件を満たす患者。

〈壊疽性膿皮症〉
17.1.9 国内第Ⅲ相試験
局所治療で効果不十分又は局所治療は適さないと判断された、活
動性の潰瘍（紅斑又は境界隆起の評価において医師による炎症
評価スコアが1以上）を有する潰瘍型壊疽性膿皮症患者22例を対
象注）とした非盲検試験において、アダリムマブを初回に160mg、
初回投与2週後に80mg、初回投与4週後以降は40mgを週1回皮下
投与した。投与26週後にPGAR100（Pyoderma Gangrenosum 
Area Reduction100，標的とした壊疽性膿皮症潰瘍の完全な治癒/�
閉鎖）を達成した割合は54.5%§（12/22例）であった16）。［5.4参
照］

＊
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安全性評価対象22例における主な有害事象は、上咽頭炎4例
（18.2%）、貧血、クッシング様症状、湿疹、不眠症、壊疽性膿皮
症各3例（13.6%）等であった。
注）�経口ステロイドはプレドニゾロン換算10mg/日以下の一定用量で併用可
能とされ、その他の壊疽性膿皮症治療を目的とした薬剤/療法（シクロ
スポリン等の免疫抑制剤等）は併用不可とされた。

§p�<0.001  閾値有効率を20%と仮定し、1標本χ2検定を用いた仮説検定
（両側検定有意水準5%）

〈尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬〉
17.1.10 国内第Ⅱ/Ⅲ相試験（尋常性乾癬）
中等症又は重症の尋常性乾癬患者（慢性局面型皮疹が体表面積

（BSA）の10%以上、かつPASI（Psoriasis Area and Severity 
Index）スコアが12以上）169例を対象とした24週間投与二重盲検
試験におけるPASI反応率（16週）結果を下表に示す。本剤投与群
のPASI75反応率はプラセボ投与群に比べて有意に優れていた17）。

表9：16週後のPASI75反応率
プラセボ 40mg 40mg+La 80mg

PASI75 4.3%
（2/46例）

57.9%§

（22/38例）
62.8%§

（27/43例）
81.0%§

（34/42例）
§p<0.001　対プラセボ群
a：80mg初回負荷投与あり
安全性評価対象123例における主な有害事象は、鼻咽頭炎45例
（36.6%）、血中トリグリセリド増加24例（19.5%）、血中CK増加
17例（13.8%）、注射部位紅斑、血中尿酸増加各16例（13.0%）
等であった。

17.1.11 国内第Ⅲ相試験（膿疱性乾癬）
既存治療（エトレチナート、シクロスポリン等）で効果不十分な膿
疱性乾癬（汎発型）患者10例を対象とした非盲検試験における投
与16週後に臨床的改善（ベースラインからの皮膚症状スコアが改善
又は寛解）を達成した被験者の割合は70.0%（7/10例）であった18）。
主な有害事象は、鼻咽頭炎、そう痒症各3例（30.0%）等であった。

17.1.12 海外第Ⅲ相試験（関節症性乾癬）（参考）
中等症又は重症の活動性関節症性乾癬患者（腫脹関節数が3関節
以上、疼痛関節数が3関節以上かつ非ステロイド系炎症薬療法で
効果が不十分な場合）313例を対象とした24週間投与プラセボ対
照二重盲検試験における12週後のACR20を下表に示す（患者の
約50%はMTXを併用）。本剤投与群のACR20はプラセボ群に比べ
て有意に優れていた19）。

表10：12週後のACR20達成患者の割合
プラセボ 40mg隔週

ACR20 14.2%
（23/162例）

57.6%§

（87/151例）
§p<0.001　対プラセボ群
また、24週の関節破壊進展を手及び足のX線スコア（mTSS）で
評価した結果、本剤投与群のベースラインからの変化量はプラセ
ボ群に比べて有意に少なかった。

表11：24週後のmTSS変化量
プラセボ 40mg隔週

ベースライン（平均値） 19.0 22.6
24週時の変化量（平均値） 1.6±7.50 1.0±8.62§

§p<0.001　対プラセボ群
安全性評価対象151例における主な有害事象は、上気道感染19例
（12.6%）、鼻咽頭炎15例（9.9%）、注射部位反応10例（6.6%）、
頭痛9例（6.0%）、高血圧8例（5.3%）等であった。

〈強直性脊椎炎〉
17.1.13 国内第Ⅲ相試験
1剤以上のNSAIDsで効果不十分又は忍容性のない活動性強直性
脊椎炎患者41例を対象とした非盲検試験における投与12週後の改
善率（ASAS（Assessment of Spondylo Arthritis international 
Society）20）は、40mg隔週投与で73.2%（30/41例）を示し
た20）。
主な有害事象は、感染症19例（46.3%）、肝機能障害11例（26.8%）、
注射部位反応6例（14.6%）等であった。

17.1.14 海外第Ⅲ相試験
活動性強直性脊椎炎患者（NSAIDsで効果不十分な患者）315例
を対象としたプラセボ対照二重盲検比較試験における12週後の改

善率（ASAS20）を下表に示す。本剤投与群はプラセボ投与群に
比べてASAS20に達した割合が有意に優れていた3）。

表12：12週後のASAS20反応率
プラセボ 40mg隔週

ASAS20 20.6%（22/107例） 58.2%§（121/208例）
§p<0.001　対プラセボ群
安全性評価対象208例における主な有害事象は、鼻咽頭炎26例

（12.5%）、頭痛20例（9.6%）等であった。
〈若年性特発性関節炎〉
17.1.15 国内第Ⅲ相試験
既存治療で疾患活動性のコントロールが困難な多関節に活動性
を有する若年性特発性関節炎患者25例を対象とした非盲検試験
における投与16週後改善率（ACR Pedi 30反応率）はMTX併用
例90.0%（18/20例）、非併用例100%（5/5例）、全体では92.0%

（23/25例）を示した21）。
主な有害事象は、鼻咽頭炎7例（28.0%）、発疹、発熱各4例

（16.0%）等であった。
17.1.16 海外第Ⅲ相試験
既存治療で疾患活動性のコントロールが困難な多関節に活動性
を有する若年性特発性関節炎患者171例を対象とした非盲検導入
期における投与16週後改善率（ACR Pedi 30反応率）はMTX併
用群94.1%（80/85例）、非併用群74.4%（64/86例）、全体では
84.2%（144/171例）を示した。
また、非盲検導入期（16週）でACR Pedi 30反応に達した患者
を対象とした二重盲検期において、投与48週時までの疾患再燃率
を下表に示す。
本剤投与群はプラセボ投与群に比べて疾患再燃率は有意に低かっ
た22）。

表13：48週までの疾患再燃率
プラセボ 本剤 プラセボ+MTX 本剤+MTX

疾患再燃率 71.4%
（20/28例）

43.3%§

（13/30例）
64.9%

（24/37例）
36.8%§

（14/38例）
§p<0.05　対プラセボ群
16週後（安全性評価対象171例）の主な有害事象は、注射部位疼痛
32例（18.7%）、注射部位反応27例（15.8%）、注射部位灼熱感17例

（9.9%）、頭痛16例（9.4%）、上気道感染15例（8.8%）等であった。
48週後（安全性評価対象68例）の主な有害事象は、注射部位疼痛、
ウイルス感染各12例（17.6%）、上気道感染11例（16.2%）、注射部
位反応10例（14.7%）、挫傷9例（13.2%）等であった。

〈腸管型ベーチェット病〉
17.1.17 国内第Ⅲ相試験
既存治療（ステロイド又は免疫調節剤）で効果不十分な腸管型ベ
ーチェット病患者20例を対象注）とした非盲検非対照試験における
24週後の著明改善率（消化器症状の総合評価及び内視鏡所見改善
度がいずれも1以下（著明改善、完全寛解）となった被験者の割
合）は、45.0%（9/20例）を示した23）。
主な有害事象は、鼻咽頭炎9例（45.0%）、下痢、ベーチェット症
候群（原疾患の悪化）、挫傷、咳嗽各3例（15.0%）であった。
注）�厚生労働省ベーチェット病に関する調査研究班の診断基準による完全
型、不全型又は疑いと診断され、回盲部に直径1cm以上の典型的潰瘍
が認められた患者が対象とされた。

〈クローン病〉
17.1.18 国内第Ⅱ/Ⅲ相試験

（1）導入療法
他の治療法（ステロイド、アザチオプリン、経腸栄養療法等）
で効果不十分な中等症又は重症の活動期にあるクローン病患者

（CDAI値：220～450）90例を対象としたプラセボ対照二重盲検
比較試験における4週後の寛解率（CDAI値150未満）は、本剤投
与群がプラセボ投与群に比べ高かった24）。

表14：4週後の寛解率
プラセボ 160mg（初回）/80mg（2週後）

寛解率 13.0%（3/23例） 33.3%（11/33例）

安全性評価対象67例における主な有害事象（4週後）は、注射部
位反応、上気道感染各4例（6.0%）等であった。
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（2）維持療法
導入療法の試験で、4週後にCR-70（CDAI値70以上減少）を示
したクローン病患者82例を対象としたプラセボ対照二重盲検比
較試験における、投与52週後の寛解率を下表に示す。52週後の
寛解率は、本剤投与群がプラセボ投与群に比べ高かった24）。

表15：52週後の寛解率
プラセボ 40mg隔週

寛解率 9.1%（2/22例） 38.1%（8/21例）

安全性評価対象25例における主な有害事象（52週後）は、鼻咽
頭炎14例（56.0%）、鼻漏4例（16.0%）、クローン病、齲歯各3例
（12.0%）等であった。

17.1.19 国内第Ⅲ相試験
増量投与
維持療法中に効果が減弱したクローン病患者28例を対象とした
非盲検試験において、本剤増量投与によるCR-50（CDAI値が50
以上減少）は8週後で75%（21/28例）であった。
主な有害事象は、鼻咽頭炎13例（46.4%）、クローン病、発疹各
4例（14.3%）等であった。

17.1.20 海外試験
（1）導入療法（海外第Ⅱ/Ⅲ相試験）
他の治療法（ステロイド、アザチオプリン等）で効果不十分な
中等症又は重症の活動期にあるクローン病患者（CDAI値：220
～450、抗TNF製剤未治療）299例を対象としたプラセボ対照二
重盲検比較試験における4週後の寛解率（CDAI値150未満）を下
表に示す。4週後の寛解率は、本剤投与群がプラセボ投与群に比
べて有意に優れていた9）。

表16：4週後の寛解率
プラセボ 160mg（初回）/80mg（2週後）

寛解率 12.2%（9/74例） 35.5%§（27/76例）
§p<0.001　対プラセボ群
安全性評価対象225例における主な有害事象は、注射部位灼熱感
30例（13.3%）、悪心17例（7.6%）、注射部位反応、頭痛各14例
（6.2%）、注射部位疼痛13例（5.8%）等であった。

（2）導入療法（海外第Ⅲ相試験）
インフリキシマブで効果が消失した又は不耐な中等症又は重症
の活動期にあるクローン病患者（CDAI値：220～450、インフリ
キシマブ不応例を除く）325例を対象としたプラセボ対照二重盲
検比較試験における4週後の寛解率を下表に示す。
4週後の寛解率は、本剤投与群がプラセボ投与群に比べて有意に
優れていた25）。

表17：4週後の寛解率
プラセボ 160mg（初回）/80mg（2週後）

寛解率 7.2%（12/166例） 21.4%§（34/159例）
§p<0.001　対プラセボ群
安全性評価対象159例における主な有害事象は、腹痛、関節痛各
9例（5.7%）、頭痛、注射部位刺激感各8例（5.0%）等であった。

（3）維持療法（海外第Ⅲ相試験）
他の治療法（ステロイド、アザチオプリン等）で効果不十分な
中等症又は重症の活動期にあるクローン病患者（CDAI値：220
～450）854例に導入療法（初回80mg、2週後40mg）を行い、4
週後にCR-70を示した患者を対象としたプラセボ対照二重盲検
比較試験において26週及び56週後の寛解率は、本剤40mg隔週投
与群がプラセボ投与群に比べて有意に優れていた4）。

表18：26週後及び56週後の寛解率
プラセボ 40mg隔週

寛解率 26週 17.1%（29/170例） 39.5%§（68/172例）
56週 11.8%（20/170例） 36.0%§（62/172例）

§p<0.001　対プラセボ群
導入療法期間（854例）における主な有害事象は、頭痛51例
（6.0%）、悪心45例（5.3%）等であった。二重盲検期間（40mg
隔週群260例）における主な有害事象はクローン病51例（19.6%）、
鼻咽頭炎29例（11.2%）、関節痛27例（10.4%）等であった。

〈潰瘍性大腸炎〉
17.1.21 国内第Ⅱ/Ⅲ相試験（成人）
他の治療法（ステロイド、アザチオプリン等）で効果不十分な
中等症又は重症の潰瘍性大腸炎患者（Mayoスコア6～12、内視
鏡検査サブスコア2～3、抗TNF製剤未治療）273例を対象とし
たプラセボ対照二重盲検比較試験における寛解率（主要評価項
目）は、8週後では本剤投与群とプラセボ投与群との差は認めら
れなかったが、52週後では、本剤投与群がプラセボ投与群に比
べ高かった。また、8週後における改善率注）（副次評価項目）は、
プラセボ群35%（34/96例）、160mg（初回）/80mg（2週後）群
で50%（45/90例）であり、本剤投与群がプラセボ投与群に比べ
高かった26）。［5.11参照］
注）�Mayoスコアがベースラインから3かつ30%以上の減少、かつ、直腸出
血サブスコアが1以下又はベースラインから1以上減少。

表19：8週後及び52週後の寛解率

プラセボ 160mg（初回）
/80mg（2週後）

寛解率a

（主要評価項目）
8週 11.5%（11/96例） 10.0%（9/90例）
52週b 7.3%（7/96例） � 20.0%（18/90例）

a：Mayoスコアが2以下、かつ、いずれのサブスコアも1以下
b：�8週時以降、効果不十分な場合は救済治療期へ移行可能とされ、移行例
は非寛解とされた。
安全性評価対象177例における主な有害事象（52週後）は、感染
症76例（42.9%）、注射部位反応18例（10.2%）等であった。

17.1.22 海外第Ⅲ相試験（成人）
（1）導入療法
抗TNF製剤未治療で、他の治療法（ステロイド、アザチオプ
リン等）で効果不十分な中等症又は重症の潰瘍性大腸炎患者
（Mayoスコア6～12、内視鏡検査サブスコア2～3）を対象とした
プラセボ対照二重盲検比較試験（576例）における寛解率は、本
剤投与群がプラセボ投与群に比べて有意に優れていた27）。

表20：8週後の寛解率
プラセボ 160/80mg

寛解率a（8週） 9.2%（12/130例） 18.5%§（24/130例）
§p＜0.05　対プラセボ群
a：Mayoスコアが2以下、かつ、いずれのサブスコアも1以下
160/80mg導入群223例における主な有害事象は、潰瘍性大腸炎
13例（5.8%）、疲労9例（4.0%）、頭痛7例（3.1%）、鼻咽頭炎6
例（2.7%）であった。

（2）導入及び維持療法
抗TNF製剤の使用経験の有無にかかわらず、他の治療法（ステロ
イド、アザチオプリン等）で効果不十分な中等症又は重症の潰瘍
性大腸炎患者518例（Mayoスコア6～12、内視鏡検査サブスコア2
～3）を対象注）としたプラセボ対照二重盲検比較試験における寛解
率は、本剤投与群がプラセボ投与群に比べて有意に優れていた28）。
注）�抗TNF製剤で効果が消失した（二次無効）又は不耐な患者も含まれ
た。ただし、過去に抗TNF製剤に反応しなかった（一次無効）患者
は除外された。

表21：8週後及び52週後の寛解率
プラセボ 160/80mg

寛解率a（8週） 9.3%（23/246例） 16.5%§（41/248例）
寛解率a（52週） 8.5%（21/246例） 17.3%§（43/248例）

§p＜0.05　対プラセボ群
a：Mayoスコアが2以下、かつ、いずれのサブスコアも1以下
二重盲検期間における安全性評価対象257例における主な有害事
象は、潰瘍性大腸炎58例（22.6%）、鼻咽頭炎45例（17.5%）、頭
痛22例（8.6%）、腹痛、関節痛各20例（7.8%）等であった。

17.1.23 第Ⅲ相試験（成人、維持期高用量）
抗TNF製剤の使用経験の有無にかかわらず、他の治療法（ス
テロイド、アザチオプリン等）で効果不十分な中等症又は重症
（Mayoスコア6～12、内視鏡検査サブスコア2～3）の潰瘍性大腸
炎患者注）を対象に二重盲検試験が実施された。海外で実施され
た主試験（852例）及び国内で実施されたサブ試験（100例）に
おける52週後の寛解率a）を下表に示す。投与8週以降に本剤40mg
を週1回投与したときの52週後の寛解率は、40mgを隔週投与し
たときと比較して、主試験の外国人集団では統計学的に有意な
差が認められなかったが、サブ試験の日本人集団と主試験の外
国人集団の統合集団では有意に優れていた29）。

＊＊
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表22：52週後の寛解率
40mg隔週 40mg週1回

外国人集団 29.0%（42/145例） 39.5%（60/152例）
統合集団 30.1%（49/163例） 41.1%§（72/175例）

§p＜0.05　対40mg隔週投与群
導入期（8週まで）952例における主な有害事象は、頭痛71例
（7.5%）、潰瘍性大腸炎63例（6.6%）であった。維持期（8週以
降52週まで）846例における主な有害事象は、潰瘍性大腸炎170例
（20.1%）、上咽頭炎104例（12.3%）、関節痛54例（6.4%）、上気
道感染50例（5.9%）、頭痛47例（5.6%）であった。
注）�抗TNF製剤で以前に治療効果が認められ、効果消失又は不耐容となっ
た患者も含まれた。ただし、過去に抗TNF製剤に反応しなかった（一
次無効）患者は除外された。
a：�投与8週時にMayoスコアによる改善（Mayoスコアがベースラインか
ら3ポイント以上かつ30%以上減少、更に直腸出血サブスコアが1以下
あるいは1以上の減少）した患者のうち、52週時にMayoスコアが2以
下、かつ、いずれのサブスコアも1以下。

17.1.24 第Ⅲ相試験（小児）
抗TNF製剤の使用経験の有無にかかわらず、他の治療法（ス
テロイド、アザチオプリン等）で効果不十分な中等症又は重症
（Mayoスコア6～12、内視鏡検査サブスコア2～3）の5～17歳の
潰瘍性大腸炎患者注）を対象とした二重盲検比較試験を実施した。
海外で実施された主試験（93例）及び国内で実施されたサブ試
験（7例）における8週後及び52週後の寛解率a）を下表に示す。主
試験の外国人集団及びサブ試験の日本人集団と主試験の外国人集
団の統合集団において、高用量群b）と標準用量群c）を併合した群、
高用量群における8週後及び52週後の寛解率は、閾値有効率と比
べて有意に高かった30）。

表23：8週後及び52週後の寛解率
併合

（高用量b＋標準用量c） 高用量b 標準用量c

外国人
集団

寛解率a
（8週）

53.2%§
（41/77例）

59.6%§
（28/47例）

43.3%
（13/30例）

寛解率a

（52週）
37.1%§

（23/62例）
45.2%§

（14/31例）
29.0%

（9/31例）

統合
集団

寛解率a
（8週）

51.8%§
（43/83例）

58.8%§
（30/51例）

40.6%
（13/32例）

寛解率a

（52週）
35.8%§

（24/67例）
44.1%§

（15/34例）
27.3%

（9/33例）
§：�統計学的有意（多重性調整後）　閾値有効率（8週後：19.83%、52週後：
18.37%）
高用量群b）の導入期（8週まで）51例における主な有害事象は、
頭痛5例（9.8%）、貧血3例（5.9%）、潰瘍性大腸炎と上咽頭炎各
2例（3.9%）であった。高用量群b）の維持期（8週以降52週まで）
で最初の疾患再燃までの35例における主な有害事象は、潰瘍性大
腸炎、上咽頭炎、上気道感染各4例（11.4%）、頭痛、咽頭炎各2
例（5.7%）、貧血1例（2.9%）であった。
注）�抗TNF製剤で効果が消失した（二次無効）又は不耐な患者も含まれた。
ただし、過去に抗TNF製剤に反応しなかった（一次無効）患者は除外
された。
a：�8週時の寛解率：投与8週時に部分的Mayoスコアが2以下、かつ、いず
れのサブスコアも1以下。52週時の寛解率：投与8週時に部分的Mayo
スコアによる改善（ベースラインから2ポイント以上かつ30%以上減
少）した患者のうち、52週時にMayoスコアが2以下、かつ、いずれ
のサブスコアも1以下。

b：�導入期：投与0及び1週時に2.4mg/kg（最大160mg）、投与2週時に
1.2mg/kg（最大80mg）、投与4及び6週時に0.6mg/kg（最大40mg）。
維持期：8週時以降0.6mg/kg（最大40mg）週1回。

c：�導入期：投与0週時に2.4mg/kg（最大160mg）、投与2週時に1.2mg/
kg（最大80mg）、投与4及び6週時に0.6mg/kg（最大40mg）。維持
期：8週時以降0.6mg/kg（最大40mg）隔週。

〈非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう膜炎〉
第Ⅲ相試験（日本人を含む国際共同試験）
17.1.25 活動性ぶどう膜炎
経口ステロイド治療中（プレドニゾロン換算10～60mg/日）に再
燃した活動性ぶどう膜炎患者233例（うち日本人16例）を対象と
して、経口ステロイドの負荷投与により疾患活動性を抑えた後
に、経口ステロイド用量を漸減したときの再燃までの期間を評価
したプラセボ対照二重盲検比較試験の結果を以下に示す。

期間（月） 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
プラセボ 0/115 38/72 69/37 82/20 86/15 88/12 89/9 89/8 89/6 90/5 90/0
本剤 0/118 19/87 45/57 56/42 62/35 65/29 68/20 68/17 68/15 68/12 68/0

（再燃例数/治療例数）
投与6週以降の再燃のKaplan-Meier曲線（全体集団、ITT集団）

表25：投与6週以降の再燃a）までの期間（ITT集団）
本剤 プラセボ

全体集団
（233例）

再燃までの期間の中央値
（月） 4.8 3.0

ハザード比
［95%信頼区間］b）

0.56
［0.40、0.76］

p値b） ＜0.001

日本人部分集団
（16例）

再燃までの期間の中央値
（月） 2.4 2.8

ハザード比
［95%信頼区間］c）

1.20
［0.41、3.54］

a）：�①新規の活動性の炎症性病変、②前房内細胞のグレードの悪化、③硝
子体混濁のグレードの悪化、④最高矯正視力の低下のいずれかが認め
られた場合に再燃と定義

b）：�投与群及び日本人又は外国人を説明変数としたCox比例ハザードモデル
c）：�投与群を説明変数としたCox比例ハザードモデル
日本人併合の安全性評価対象119例における主な有害事象は、鼻
咽頭炎21例（17.6%）、頭痛13例（10.9%）、疲労、ぶどう膜炎各
12例（10.1%）等であった。

17.1.26 非活動性ぶどう膜炎
過去に経口ステロイド減量により再燃した経験のある、一定用量
の経口ステロイド治療（プレドニゾロン換算10～35mg/日）によ
り症状が安定している非活動性ぶどう膜炎患者258例（うち日本
人32例）を対象として、試験開始時の経口ステロイドの用量を漸
減したときの再燃までの期間を評価したプラセボ対照二重盲検比
較試験の結果を以下に示す。

期間（月） 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
プラセボ 0/127 23/97 49/67 60/51 63/42 68/33 72/26 75/21 75/19 75/17 75/0
本剤 0/131 8/118 32/89 41/74 46/65 51/54 56/44 57/39 57/35 57/31 57/0

（再燃例数/治療例数）
投与2週以降の再燃のKaplan-Meier曲線（全体集団、ITT集団）

表26：投与2週以降の再燃a）までの期間（ITT集団）
本剤 プラセボ

全体集団
（258例）

再燃までの期間の中央値
（月） 推定不能 5.6

ハザード比
［95%信頼区間］b）

0.52
［0.37、0.74］

p値b） ＜0.001

日本人部分集団
（32例）

再燃までの期間の中央値
（月） 2.9 2.1

ハザード比
［95%信頼区間］c）

0.45
［0.20、1.03］

＊＊
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a）：�①新規の活動性の炎症性病変、②前房内細胞のグレードの悪化、③硝
子体混濁のグレードの悪化、④最高矯正視力の低下のいずれかが認め
られた場合に再燃と定義

b）：�投与群及び日本人又は外国人を説明変数としたCox比例ハザードモデル
c）：�投与群を説明変数としたCox比例ハザードモデル
日本人併合の安全性評価対象131例における主な有害事象は、関
節痛28例（21.4%）、鼻咽頭炎23例（17.6%）、頭痛17例（13.0%）、
疲労14例（10.7%）等であった。

18. 薬効薬理
18.1 作用機序
アダリムマブはTNFに特異的に結合し、細胞表面のp55及び
p75TNF受容体とTNFの相互作用を阻害することでTNFの生物
活性を中和する。

18.2 抗TNF作用
18.2.1 アダリムマブはTNFαに選択的に結合し、以下の作用を示
した（in vitro）。
・ヒトTNFαに対して高い親和性を示した。
・TNFα受容体（TNF RⅠ及びTNF RⅡ）に対するTNFαの結
合を阻害した（IC50値：1.26～1.47×10-9mol/L）。

・L929細胞に対するヒトTNFα誘発細胞傷害において細胞死を中
和した（IC50値：1.4～3.5×10-11mol/L）。

18.2.2 アダリムマブはヒトTNFαトランスジェニックマウスモデ
ルにおける関節炎の発症を抑制した31）（in vivo）。

19. 有効成分に関する理化学的知見
一般的名称：アダリムマブ（遺伝子組換え）
（Adalimumab（Genetical Recombination））［JAN］

分子量：約148,000
本質：ヒト抗ヒトTNFαモノクローナル抗体であるIgG1の重鎖�
（γ1鎖）及び軽鎖（κ鎖）をコードするcDNAの発現によりチャ
イニーズハムスター卵巣細胞で産生される451個のアミノ酸残基

（C2197H3396N584O678S15；分子量：49,318.95、C末端のリジン残基が
欠落しているものC2191H3384N582O677S15；分子量：49,190.78を含む）
からなる重鎖2分子と214個のアミノ酸残基（C1027H1606N282O332S6；
分子量：23,407.82）からなる軽鎖2分子からなる糖たん白質

20. 取扱い上の注意
外箱開封後は遮光して保存すること。

21. 承認条件
21.1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

22. 包装
〈ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL〉

シリンジ×1本（ゲージ：29G）
〈ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL〉

シリンジ×1本（ゲージ：29G）
〈ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL〉

シリンジ×1本（ゲージ：29G）
〈ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL〉

ペン×1本（ゲージ：29G）
〈ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL〉

ペン×1本（ゲージ：29G）
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臨床成績に関する事項

ヒュミラ®は海外の臨床試験を外挿して承認されました.また，国内試験は海外の臨床試験結果に基
づき用量が設定されたため，臨床成績中には国内での承認用量外の症例が含まれています．p31〜42
の臨床試験が該当します．

臨床成績に関する事項

（1） 国内第Ⅱ/Ⅲ相用量反応性試験3）1）

［M02-575試験（CHANGE試験）：ヒュミラ®単独における多施設共同二重盲検プラセボ対照比較試験］
社内資料：ヒュミラ®関節リウマチ 国内第Ⅱ/Ⅲ相用量反応性試験（M02-575試験）［承認時評価資料］
Miyasaka N, The CHANGE Study Investigators. Mod Rheumatol. 2008; 18: 252-262.
利益相反： 本試験はアッヴィ，エーザイからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： 日本人関節リウマチ患者における3つの異なる用量のヒュミラ®投与群とプラセボ群の安全性・有効性・薬物
動態の比較．

対　　象： 1剤以上のDMARDs治療が効果不十分な活動期の関節リウマチ患者352例 
［圧痛関節数12ヵ所以上，腫脹関節数10ヵ所以上，CRP≧2mg/dL］

投与方法： 無作為にヒュミラ®20mg隔週投与群（87例），40mg隔週投与群（91例），80mg隔週投与群（87例）あるいは
プラセボ投与群（87例）に割り付け，24週間の皮下投与を実施した．

評価項目： 主要評価項目ー 24週目のACR20反応率（検証的解析項目：ヒュミラ®40mg群のプラセボ群に対する優 
越性）

副次評価項目ー 投与2週，4週，8週，12週，16週，20週及び24週目におけるACR20/ACR50/ACR70反応
率，関節リウマチ活動性指標（ACRコアセット）の各項目（圧痛関節数［TJC］，腫脹関節数
［SJC］，患者による疼痛度評価，患者による疾患活動性評価，医師による疾患活動性評価，患
者による身体機能評価［HAQ］，CRP）のベースラインからの変化量と変化率

安 全 性ー 有害事象　など
解析計画： 有効性及び安全性の解析は，治験薬を少なくとも1回投与され，ベースライン後に少なくとも1回の評価可

能なデータを持ったFASを対象として行った．主要評価項目である24週目のACR反応率では，24週にお
けるACR反応率について，χ2 test（連続修正あり）を用いて，ヒュミラ®40mg隔週投与群とプラセボ群，
80mg隔週投与群とプラセボ群を比較した．多重性は，Hochbergの方法を用いて調整した．副次評価項目
である投与24週目のACR20反応率では，χ2 test（連続修正あり）を用いて，ヒュミラ®20mg隔週投与群と
プラセボ群を比較した．ACR20，ACR50及びACR70反応率についての主要な解析では，脱落による欠測
及び救済治療期間移行後の評価はいずれも非反応例とみなした．ACR各評価項目（連続変数）については，
実測値とLast Observation Carried Forward（LOCF）法を用いた解析を行い，欠測値の影響を評価した．

1． 臨床成績（関節リウマチ）

「警告・禁忌を含む使用上の注意」等の詳細につきましてはp19〜30をご参照ください．
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臨床成績（関節リウマチ）

Ⅰ． ACR反応率
主要評価項目である投与24週目のACR20反応率は，ヒュミラ®40mg隔週投与群※で44.0%（40/91例），
80mg隔週投与群で50.6%（44/87例）と，いずれもプラセボ群［13.8%（12/87例）］と比較して有意な改善
が認められました（p＜0.05，Pearson’s χ2 test）．
副次評価項目のACRの反応率はプラセボ投与群と比較して有意に改善しました（p＜0.05，Pearson’s χ2 
test）．
■投与12週目及び24週目のACR反応率（主要評価項目/副次評価項目）
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ヒュミラ®40mg隔週※（91例）
ヒュミラ®80mg隔週（87例）
プラセボ（87例）

＊：p＜0.05（vs.プラセボ群）［Pearson’s χ2 test］

脱落による欠測及び救済治療期間移行後の評価はいずれも非反応例とみなした．
24週目のACR20反応率が主要評価項目，それ以外が副次評価項目
（ヒュミラ®20mg投与群は，承認外の用量のため，削除しています）

主要評価項目

※検証的解析項目（主要評価項目のヒュミラ®40mg群のプラセボ群に対する優越性）

ACR20（50，70）反応率
ACR（The American College of Rheumatology）が提唱する関節リウマチの臨床的改善を評価する複合指数で
7項目（ACRコアセット）からなり，治療前に対して治療後に，①圧痛関節数，②腫脹関節数がともに20%（50%あ
るいは70%）以上改善し，かつ，③患者による疼痛度評価，④患者による疾患活動性の全般的評価，⑤医師による疾
患活動性の全般評価，⑥患者による身体機能評価，⑦急性期反応物質（CRP又はESR（赤沈値））の5項目のうち3項
目以上が20%（50%あるいは70%）以上改善することを指します．

ヒュミラ® 添付文書より（関節リウマチのみ抜粋）
4. 効能又は効果

関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）
6. 用法及び用量

〈関節リウマチ〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，効果不十分な場合， 
1回80mgまで増量できる．
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臨床成績に関する事項

Ⅱ． 関節リウマチ活動性指標（ACRコアセット）における反応率
ACRコアセットについて，ヒュミラ®40mg隔週投与群，80mg隔週投与群においては，全ての項目でプラセ
ボ群に比して有意に改善しました（p＜0.05，ベースラインを共変量としたANCOVA）．患者による身体機能
評価（HAQ）スコアのベースラインからの変化は，ヒュミラ®40mg隔週群で，12週目-0.3，24週目-0.2でし
た．
■投与12週目及び24週目のACR各評価項目のベースラインからの平均変化量（副次評価項目）

プラセボ（n=87）

ヒュミラ®40mg隔週（n=91）

ヒュミラ®80mg隔週（n=87）

圧痛関節数（TJC）

投与期間

（a. 23.7, b. 24.4, c. 24.9）§ （a. 19.3, b. 19.1, c. 20.8）§ （a. 74.1, b. 76.2, c. 76.4）§ （a. 64.6, b. 71.2, c. 75.7）§

（a. 62.7, b. 68.1, c. 70.4）§
（a. 1.4, b. 1.6, c. 1.8）§

（a. 5.9, b. 6.5, c. 6.6）§

投与期間 投与期間 投与期間

腫脹関節数（SJC） 医師による疾患活動性評価 患者による疾患活動性評価

（週）
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12 24

24 24
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12 24
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-35
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0
5

（週）
12

患者による疼痛度評価

投与期間 投与期間 投与期間

患者による身体機能評価
（HAQ）

CRP

（週）

-25
-30
-35

-20
-15
-10

-5
0
5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1
12

（週）
12

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

（mm） （mm）

（mm） （mg/dL）
（週）

12

24

-0.6

-11.2＊

-10.1＊

-0.5 -1.6

-8.7＊

-1.8

-7.1

-31.9＊
-31.3＊

-8.0

2.1 2.6

-25.9＊

-19.1＊

-25.8＊
-19.9＊

-30.3＊

-31.0＊

-8.7＊

-8.1＊ -8.2＊

-10.0＊

-10.7＊

2.3 3.5
0.1

-0.3

-0.4＊

0.1 0.2

-1.6

-2.3＊

0.1

-1.6＊

-2.3＊

-0.2

-0.4

-20.5＊

-17.3

-20.3

-17.4＊

＊：p＜0.05（vs.プラセボ群）［ベースラインを共変量としたANCOVA］
LOCF
（ヒュミラ®20mg投与群は，承認外の用量のため，削除しています）

V
A
S

V
A
S

H
A
Q
ス
コ
ア

V
A
S §：ベースライン値（平均値）：それ

ぞれa. プラセボ，b. ヒュミラ®

40mg隔週，c. ヒュミラ®80mg
隔週とする．

HAQ
患者による身体機能評価に用いられる自己記入式質問表で，関節リウマチ患者のADL（日常生活動作）を知る上で
有用な指標です．日常生活で遭遇する20の作業動作について4段階で評価し，機能障害指数（DI）を計算します．
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Ⅲ． 安全性
本試験におけるヒュミラ®投与例（安全性評価対象症例）265例中192例（72.5％）に有害事象※1が認められ
ました．主な有害事象※1は注射部位紅斑53例（20.0％），抗DNA抗体陽性51例（19.2％），抗核抗体陽性31例
（11.7％），注射部位そう痒感19例（7.2％）等でした．また，重篤な有害事象※2は5例（1.9％）に5件（帯状疱疹，ア
レルギー性皮膚炎，蜂巣炎，骨盤膿瘍，感染性滑液包炎，各1件）認められました．投与中止に至った有害事象※2

は7例（2.6％）に10件（そう痒症2件，肺炎，感染性滑液包炎，注射部位紅斑，注射部位反応，全身性皮疹，紅斑，発
疹，アレルギー性皮膚炎，各1件）認められました．
プラセボ投与例では，87例中32例（36.8%）に有害事象※1が認められました．主な有害事象※1は鼻咽頭炎4例
（4.6%），抗核抗体陽性，そう痒症が各3例（3.4%）等でした．重篤な有害事象※1は3例（3.4%）に3件（間質性肺
疾患，直腸癌，胸膜炎，各1件）認められました．投与中止に至った有害事象※1は2例（2.3%）に2件（肝機能検査
値異常，直腸癌，各1件）に認められました．
なお，本試験において2例（間質性肺炎・肺感染症（ヒュミラ®40mg隔週群：多分関連あり），脳出血（ヒュミ
ラ®80mg隔週群：多分関連なし），各1例）の死亡例が報告されました．
※1：治療薬との因果関係は「多分関連あり」以上（「多分関連あり」「関連あり」を含む）
※2：治療薬との因果関係は「関連あり」

※ この試験から日本人における関節リウマチ患者に対するヒュミラ®40mg及び80mg隔週投与の臨床的有用性が検
討され，また，本試験の有効性，安全性及び薬物動態が海外第Ⅲ相試験（DE011試験，p35参照）の結果と類似してい
たことから，本用量が設定されています．
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（2）海外第Ⅲ相二重盲検比較試験（海外データ）4）5）

［DE011試験：国内ブリッジング試験（M02-575試験）の根拠となったヒュミラ®単独投与による 
多施設共同二重盲検プラセボ対照比較試験］
Efficacy and safety of adalimumab as monotherapy in patients with rheumatoid arthritis for whom previous disease 
modifying antirheumatic drug treatment has failed
社内資料：ヒュミラ®関節リウマチ 海外第Ⅲ相二重盲検比較試験（DE011試験）［承認時評価資料］
van de Putte LBA, et al. Ann Rheum Dis. 2004; 63: 508-516.
利益相反： 本試験はアッヴィからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： 1剤以上のDMARDsで効果不十分の活動性RA患者におけるヒュミラ®単剤投与の安全性・有効性の評価．
対　　象： 1剤以上のDMARDs治療が効果不十分であった活動期の関節リウマチ患者544例 

［圧痛関節数12ヵ所以上かつ腫脹関節数10ヵ所以上，CRP≧2mg/dLもしくはESR（赤沈値）≧28mm/h］
投与方法： 無作為にプラセボ投与群（110例）又はヒュミラ®20mg隔週投与群（106例），20mg週1回投与群（112例）

あるいは40mg隔週投与群（113例）あるいは40mg週1回投与群（103例）に割り付け，26週間の皮下投与を
実施した．

評価項目： 主要評価項目―26週目のACR20反応率（検証的解析項目）
副次評価項目― 26週目のACR50/70反応率，26週目のACRコアセットの各評価項目別ベースラインから

のスコアの変化量（圧痛関節数［TJC］，腫脹関節数［SJC］，患者による疼痛度評価，患者によ
る疾患活動性評価，医師による疾患活動性評価，患者による身体機能評価，CRP），26週まで
の各評価時点におけるACR20/50/70反応率〔各項目は，2，4，8，12，16，20，24，26週に評
価することが定められていた〕，26週目の赤沈値及びDAS28のベースラインからのスコア
の変化量ほか

安 全 性― 有害事象　など
解析計画： 有効性及び安全性の解析は，治験薬を割り付けられ，治験薬を少なくとも1回投与した患者であるFASに対

して行った．主要評価項目は26週目におけるACR20反応率の各ヒュミラ®群とプラセボ群の比較とした．
副次評価項目は，26週目におけるACR50/70反応率などとした．ACR20，ACR50及びACR70反応率につ
いての主要な解析では，脱落による欠測及び救済治療期間移行後の評価はいずれも非反応例とみなした．
ACR各評価項目（連続変数）については，実測値とLast Observation Carried Forward（LOCF）法を用い
た解析を行い，欠測値の影響を評価した．
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ヒュミラ® 添付文書より（関節リウマチのみ抜粋）
6. 用法及び用量〈関節リウマチ〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，効果不十分な場合， 
1回80mgまで増量できる．

Ⅰ． ACR反応率
主要評価項目である投与26週目でのACR20反応率は，ヒュミラ®40mg隔週投与群においてプラセボ投与
群と比較して有意な改善がみられました（p≦0.001，Pearson’s χ2 test）．
副次評価項目である投与26週目のACR50及びACR70反応率はヒュミラ®40mg隔週投与群でプラセボ群
に比較して，有意な改善がみられました（p≦0.01，Pearson’s χ2 test）．
■投与26週目のACR20/50/70反応率（主要評価項目※/副次評価項目）

投与26週目のACR反応率

46.0＊＊

22.1＊

12.4＊

ヒュミラ®

40mg隔週（113例）
プラセボ
（110例）

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

（%）

19.1

8.2
1.8

＊：p≦0.01，＊＊：p≦0.001（vs.プラセボ群）［Pearson’s χ2 test］

（ヒュミラ®20mg隔週，20mg週1回及び40mg週1回の各投与群は，承認外の用量のため，削除しています）

A
C
R
反
応
率

ACR20（主要評価項目）

ACR50（副次評価項目）

ACR70（副次評価項目）

※検証的解析項目

■ 各評価時点におけるACR20反応率（主要評価項目※：26週目）/ACR50/70反応率（副次評価項目）

（ヒュミラ®20mg隔週，20mg週1回及び40mg週1回の各投与群は，承認外の用量のため，削除しています）

ヒュミラ®40mg隔週（113例） プラセボ（110例）
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＊ ＊ ＊ ＊ † ＊ ＊ †

＊：p≦0.05，†：p≦0.01，‡：p≦0.001（vs. プラセボ群）［Pearson’s χ2 test］

脱落による欠測及び救済治療期間移行後の評価はいずれも非反応例とみなした．

主要評価項目

〔各項目は，2，4，8，12，16，20，24，26週に評価することが定められていた．〕
※検証的解析項目
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Ⅱ． ACRコアセット及び，赤沈値・DAS28の変化量
副次評価項目である26週目のACRコアセットの各評価項目，赤沈値及びDAS28による臨床反応の評価で
は，ヒュミラ®40mg群隔週においてプラセボ群と比較して，有意に改善しました（p≦0.001，ベースライン
を共変量としたANCOVA）．
■ACRコアセットの各評価項目別ベースラインからのスコアの変化量［投与26週目］
　（副次評価項目）（平均値）

圧痛関節数（TJC） 腫脹関節数（SJC） 患者による疼痛度評価 患者による疾患活動性評価

医師による疾患活動性評価 患者による身体機能評価
（HAQ）

CRP

ESR（赤沈値） DAS28

＊：p≦0.001（vs. プラセボ群）［ベースラインを共変量としたANCOVA］
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＊：p≦0.001（vs. プラセボ群）［ベースラインを共変量としたANCOVA］

LOCF
（ヒュミラ®20mg隔週，20mg週1回及び40mg週1回の各投与群は，承認外の用量のため，削除しています）

（a. 33.7， b. 35.5）§

（a. 67.0， b. 68.5）§

（a. 55.8， b. 56.1）§ （a. 7.1， b. 7.1）§

（a. 1.83， b. 1.88）§
（a. 5.26， b. 5.70）§

（a. 20.5， b. 19.8）§ （a. 70.1， b. 70.2）§ （a. 72.5， b. 71.8）§

§：ベースライン値：それぞれa. 
ヒュミラ®40mg隔週，b. プラセボ
とする．（CRPは中央値，それ以外
は平均値）

§：ベースライン値：それぞれa. ヒュミラ®40mg隔週，b. プラ
セボとする．（ESRは中央値，DAS28は平均値）

■赤沈値，DAS28のベースラインからのスコアの変化量［投与26週目］（副次的評価項目）（平均値）

圧痛関節数（TJC） 腫脹関節数（SJC） 患者による疼痛度評価 患者による疾患活動性評価

医師による疾患活動性評価 患者による身体機能評価
（HAQ）

CRP

ESR（赤沈値） DAS28

＊：p≦0.001（vs. プラセボ群）［ベースラインを共変量としたANCOVA］
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＊：p≦0.001（vs. プラセボ群）［ベースラインを共変量としたANCOVA］

LOCF
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とする．（CRPは中央値，それ以外
は平均値）

§：ベースライン値：それぞれa. ヒュミラ®40mg隔週，b. プラ
セボとする．（ESRは中央値，DAS28は平均値）
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Ⅲ． 安全性
本試験におけるヒュミラ®投与例（安全性評価対象症例）434例中289例（66.6％）に有害事象※が認められま
した．主な有害事象※は注射部位反応42例（9.7％）等でした．また，重篤な有害事象※は19例（4.4％）に29件
（RA症状の再燃4件，関節炎2件，肺炎2件，感染2件，RA症状の悪化2件，敗血症2件，発熱，顆粒球減少症，LE症
候群，不整脈，膀胱炎，背部痛，動悸，リンパ節症，線維嚢胞性乳腺炎，白血球減少症，外科手術，尿路感染，胸郭
痛，失神，治癒異常，各1件）認められました．投与中止に至った有害事象は23例（5.3％）に認められました．
プラセボ投与例では，110例中49例（44.5%）に有害事象※が認められました．主な有害事象※はリンパ球数減
少11例（10.0%），ヘモグロビン減少7例（6.4%），下痢5例（4.5%）等でした．重篤な有害事象※は認められま
せんでした．投与中止に至った有害事象は3例（2.7%）に認められました．
なお，本試験において3例（心筋梗塞，癌：ヒュミラ®40mg隔週群各1例，消化器癌：ヒュミラ®40mg週1回群1
例）の死亡例が報告されました．
※：治療薬との因果関係は「多分関連あり」以上（「多分関連あり」「関連あり」「明らかに関連あり」を含む）

投与中止に至った有害事象の具体的な事象名・件数の記載はありませんでした

安全性情報の詳細は，製品情報（ドラッグインフォメーション）をご参照ください
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（3）海外第Ⅲ相二重盲検比較試験（海外データ）6）7）

［DE013試験（PREMIER試験）：早期関節リウマチに対する多施設共同二重盲検プラセボ対照比較試験］
A Multicenter, Randomized, Double-Blind Clinical Trial of Combination Therapy With Adalimumab Plus Methotrexate 
Versus Methotrexate Alone or Adalimumab Alone in Patients With Early, Aggressive Rheumatoid Arthritis Who Had 
Not Had Previous Methotrexate Treatment
社内資料：ヒュミラ®関節リウマチ 海外第Ⅲ相二重盲検比較試験（DE013試験）［承認時評価資料］
Breedveld FC, et al. Arthritis Rheum. 2006; 54: 26-37.
利益相反： 本試験はアッヴィからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： MTX未投与の活動性RA患者におけるヒュミラ®＋MTX併用治療の有効性，安全性をヒュミラ®単独治療，
MTX単独治療と比較する．

対　　象： MTX投与歴のない早期活動性関節リウマチ患者799例
［罹患期間3年未満，圧痛関節数10ヵ所以上，腫脹関節数8ヵ所以上，CRP≧1.5mg/dLもしくはESR（赤沈
値）≧28mm/h，1関節以上の骨びらん又はRF陽性］

投与方法： ヒュミラ®40mg隔週＋MTX併用群（268例），ヒュミラ®40mg隔週（＋MTXのプラセボ）単独投与群（274
例），プラセボ＋MTX（MTX単独）投与群（257例）を1：1：1に無作為割り付けし，2年間の隔週投与を実施した．

　　　　  MTX投与量は20mg/週以下で経口投与とした．また，全ての被験者に5〜10mg/週の葉酸（承認外）を経口
で併用投与した．16週時又はそれ以降に2回連続でACR20反応率で非達成症例は，ヒュミラ®（又はプラセ
ボ）の隔週投与から週1回への変更が許容された．

評価項目： 主要評価項目― 1年目のACR50反応率（検証的解析項目：ヒュミラ®40mg隔週＋MTX併用群とMTX単独投
与群間） 
1年目のmodified total Sharpスコアのベースラインからの変化量

　　　　  副次評価項目― 1年目の臨床的寛解［DAS28＜2.6達成率］及び身体機能の改善［HAQスコア平均変化量］ 
2年目のmodified total Sharpスコアのベースラインからの変化量

　　　　  安 全 性― 有害事象　など

ヒュミラ® 添付文書より（関節リウマチのみ抜粋）
4. 効能又は効果　関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）
5. 効能又は効果に関連する注意〈関節リウマチ〉　5.1 本剤の適用は，原則として既存治療で効果不十分な関節リ
ウマチ患者に限定すること．ただし，関節の構造的損傷の進展が早いと予想される患者に対しては，抗リウマチ薬
による治療歴がない場合でも使用できるが，最新のガイドライン等を参照した上で，患者の状態を評価し，本剤の
使用の必要性を慎重に判断すること．［1.4，1.6参照］
6. 用法及び用量〈関節リウマチ〉　通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として40mgを2週に1回，皮下注
射する．なお，効果不十分な場合，1回80mgまで増量できる．
7. 用法及び用量に関連する注意〈効能共通〉　7.1 メトトレキサート等の抗リウマチ薬と併用する場合は，80mg
隔週投与への増量はしないこと．
10. 相互作用　10.2 併用注意（併用に注意すること）　メトトレキサート［本剤のクリアランスが低下するおそれ
がある:機序不明］

フォリアミン®錠・散 添付文書より
【効能・効果】 1. 葉酸欠乏症の予防及び治療　2. 葉酸の需要が増大し，食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗
性疾患，妊産婦，授乳婦等）　3. 吸収不全症候群（スプルー等）　4. 悪性貧血の補助療法　5. 下記疾患のうち，葉酸
の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合（栄養性貧血／妊娠性貧血／小児貧血／抗けいれん剤，抗マラリ
ア剤投与に起因する貧血）　6. アルコール中毒及び肝疾患に関連する大赤血球性貧血　7. 再生不良性貧血　8. 
顆粒球減少症

【用法・用量】 葉酸として，通常成人1日5〜20mg（錠の場合1〜4錠，散の場合0.05〜0.2g），小児1日5〜10mg（錠
の場合1〜2錠，散の場合0.05〜0.1g）を2〜3回に分割経口投与する．なお，年齢，症状により適宜増減する．一般に
消化管に吸収障害のある場合，あるいは症状が重篤な場合は注射を行う方がよい．

リウマトレックス® カプセル2mg添付文書より
関節リウマチにおける用法・用量
　 通常，1週間単位の投与量をメトトレキサートとして6mgとし，1週間単位の投与量を1回又は2〜3回に分割し
て経口投与する．分割して投与する場合，初日から2日目にかけて12時間間隔で投与する．1回又は2回分割投与
の場合は残りの6日間，3回分割投与の場合は残りの5日間は休薬する．これを1週間ごとに繰り返す．
なお，患者の年齢，症状，忍容性及び本剤に対する反応等に応じて適宜増減するが，1週間単位の投与量として
16mgを超えないようにする．
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解析計画： 有効性及び安全性の解析は，治験薬を割り付けられ，治験薬を少なくとも1回投与した患者であるFASに対
して行った．主要評価項目は，1年目のACR50反応率，1年目のmodified total Sharpスコアのベースライ
ンからの変化量であり，最初の主要評価項目が満たされた場合，2番目の主要評価項目を解析した．最初の主
要評価項目の解析では，投与1年目のACRが欠測の患者は非反応例として扱った．2番目の主要評価項目の
解析では，modified total Sharpスコアの欠測値はあらかじめ定義した線形回帰法に外挿した．

Ⅰ. ACR50反応率
投与1年目におけるヒュミラ®+MTX群のACR50反応率は62%で，ヒュミラ®単独投与群の41%及びMTX単独投
与群の46%に対し有意に改善しました（p＜0.001，Pearson’s χ2 test）．
■投与1年目（52週目）におけるACR50反応率（主要評価項目）※

62＊
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MTX単独（257例）‡（52例）

＊：p＜0.001（vs. ヒュミラ®単独群； vs. MTX単独群）［Pearson，s χ2 test］

‡：16週以降，隔週から週1回投与に変更した例が含まれる

欠測値は非反応例として計算に加えた．

※検証的解析項目（ヒュミラ®40mg隔週＋MTX併用群とMTX単独投与群間）

Ⅱ. 関節の構造的損傷の進行抑制
最初の主要評価項目（投与52週目のACR50反応率）が確認されたため，2番目の主要評価項目であるX線所
見による関節の構造的損傷の進行抑制について投与52週目のmodified total Sharpスコアのベースライ
ンからの変化量の解析を行いました．ヒュミラ®+MTX併用群の平均変化量1.3に対し，MTX単独群の平均
変化量は5.7であり，ヒュミラ®＋MTX併用群では，MTX単独群と比較して有意に低値でした（p<0.001，
Mann-Whitney U test）．
■ 投与1年目（52週目）のmodified total Sharpスコアにおけるベースラインからの変化量 

（主要評価項目）

評価時期
MTX

（257例）（52例）†

ヒュミラ®+MTX
（268例）（29例）† p値＊

例 平均値±SD 中央値 範囲 例 平均値± SD 中央値 範囲

ベースライン 252 21.8 ± 22.2 15.5 0.0 – 149.5 268 18.1 ± 20.1 13.3 0.0 – 137.5

投与52週目
（変化量） 257 5.7 ± 12.7 2.5 -58.0 – 78.5 268 1.3 ± 6.5 0.0 -68.0 – 29.5 <0.001

＊：Mann-Whitney U test　† ：16週以降，隔週から週1回投与に変更した例が含まれる



41

臨床成績に関する事項

Ⅲ. 臨床的寛解及び身体機能改善度
1年目の臨床的寛解（DAS28＜2.6）に達した割合は，ヒュミラ®単独群及びMTX単独群に比べ，ヒュミ
ラ®+MTX群で有意に改善しました（p＜0.001，Pearson’s χ2 test）．
■投与1年目におけるDAS28＜2.6達成率（副次評価項目）
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＊：p＜0.001（vs. ヒュミラ®単独群及びMTX単独群）［Pearson’s χ2 test］臨床的寛解：DAS28＜2.6

‡：16週以降，隔週から週1回投与に変更した例が含まれる

HAQスコアについてもヒュミラ®単独群及びMTX単独群に比べ，ヒュミラ®+MTX群で有意に改善しました
（p=0.002 vs. ヒュミラ®単独群，p＜0.001 vs. MTX単独群，Mann-Whitney U test）．

■投与1年目におけるHAQスコア平均変化量（副次評価項目）
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Ⅳ． 安全性
本試験におけるヒュミラ®単独群274例中179例（65.3％），ヒュミラ®＋MTX併用群268例中187例（69.8％）
に有害事象※が認められました．主な有害事象はヒュミラ®単独群で，鼻咽頭炎61例（22.3%），悪心46例
（16.8%），関節炎NOS増悪41例（15.0%）等，ヒュミラ®＋MTX併用群で，鼻咽頭炎82例（30.6%），上気道感染
NOS50例（18.7%），悪心45例（16.8%）等でした．また，重篤な有害事象はヒュミラ®単独群で63例（23.0％）
（3例以上：関節リウマチ増悪7例，関節炎NOS増悪6例，限局性骨関節炎，関節痛，各4例），ヒュミラ®＋MTX併
用群で55例（20.5％）（3例以上：胆石症，関節リウマチ増悪，各3例）に認められました．投与中止に至った有害
事象はヒュミラ®単独群38例（13.9％），このうち治療薬との因果関係が「多分関連あり」以上（2例以上）だった
のは，ALT増加2例，関節炎NOS悪化2例，過敏症NOS2例でした．ヒュミラ®＋MTX併用群では34例（12.7％），
このうち治療薬との因果関係が「多分関連あり」以上（2例以上）だったのは，肝機能検査NOS異常5例，ALT増
加4例，AST増加2例，好中球減少2例でした．
MTX単独群では，257例中171例（66.5%）に有害事象が認められました．主な有害事象は鼻咽頭炎65例
（25.3%），悪心52例（20.2%），上気道感染NOS46例（17.9%）等でした．重篤な有害事象は43例（16.7%）（2
例以上：関節炎NOS増悪4例，関節リウマチ増悪，腸管閉塞NOS，発熱，各2例）でした．投与中止に至った有害
事象は29例（11.3%）に認められ，このうち治療薬との因果関係が「多分関連あり」以上（2例以上）だったのは，
ALT増加2例，肝機能検査NOS異常2例でした．
なお，本試験において6例（MTX単独群：大葉性肺炎NOS1例，ヒュミラ®単独群：結腸癌第4期，肝壊死，死亡
NOS，肝転移，各1例，ヒュミラ®＋MTX併用群：卵巣癌NOS1例）の死亡例が報告されました．
※：治療薬との因果関係は「多分関連あり」以上（「多分関連あり」「関連あり」「明らかに関連あり」を含む）

NOS = Not otherwise specified

ヒュミラ® 添付文書より（関節リウマチのみ抜粋）
4. 効能又は効果

関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）
5. 効能又は効果に関連する注意〈関節リウマチ〉
5.1 本剤の適用は，原則として既存治療で効果不十分な関節リウマチ患者に限定すること．ただし，関節の構造的
損傷の進展が早いと予想される患者に対しては，抗リウマチ薬による治療歴がない場合でも使用できるが，最新
のガイドライン等を参照した上で，患者の状態を評価し，本剤の使用の必要性を慎重に判断すること．［1.4，1.6
参照］

6. 用法及び用量〈関節リウマチ〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，効果不十分な場合，
1回80mgまで増量できる．

7. 用法及び用量に関連する注意〈効能共通〉
7.1 メトトレキサート等の抗リウマチ薬と併用する場合は，80mg隔週投与への増量はしないこと．
10. 相互作用
10.2 併用注意（併用に注意すること）

メトトレキサート［本剤のクリアランスが低下するおそれがある:機序不明］
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（4）国内第Ⅲ相臨床試験8）9）10）

［M06-859試験（HOPEFUL 1試験）：メトトレキサート併用における多施設共同二重盲検プラセボ
対照比較試験］
社内資料：ヒュミラ®関節リウマチ 国内第Ⅲ相二重盲検比較試験（M06-859試験）［承認時評価資料］
Takeuchi T, et al. Ann Rheum Dis. 2014; 73: 536-543.
Yamanaka H, et al. Rheumatology（Oxford）. 2014; 53: 904-913.
利益相反： 本試験はアッヴィ，エーザイからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： 日本人RA患者におけるヒュミラ®の関節破壊の進展防止効果について，プラセボを対照として比較検討する．
対　　象： RA罹病期間が2年以内でメトトレキサート（MTX）またはレフルノミドの使用経験がない日本人関節

リウマチ患者334例［圧痛関節数10ヵ所以上かつ腫脹関節数8ヵ所以上，ESR≧28mm/hr又はCRP≧ 
1.5mg/dL以上，1ヵ所以上のX線画像上の骨びらん又はリウマトイド因子陽性を認める］

投与方法： 無作為にヒュミラ®40mg隔週+MTX併用群（171例）又はプラセボ+MTX（MTX単独）投与群（163例）に割
り付け26週間皮下投与し（MTX6-8mg/週），26週以降はすべての患者に非盲検下でヒュミラ®40mg隔週
とMTX6-8mg/週を投与した.なお，投与開始12週，16週または20週時の評価において，投与0週時と比較
して圧痛関節数及び腫脹関節数が20％増加した場合は，非盲検下の救済治療へ移行できることとし，投与
24週時までヒュミラ®40mgを隔週投与した.

評価項目：  主要評価項目―投与26週時のmTSSのベースライン（登録時）からの変化量（検証的解析項目）
副次評価項目―投与52週時のmTSSのベースラインからの変化量，投与2週，4週，8週，12週，16週，20
週，26週，30週，34週，38週，42週，46週，52週時のACR20，50，70，及び90反応率，26週時，52週時に
mTSSの悪化が認められなかった患者の割合
安 全 性 ―有害事象　など

解析計画：  有効性及び安全性の解析は，治験薬の投与を1回でも受けて有効性が評価されたすべての患者（FAS）を対
象として行った．有効性の主要な解析は，投与26週時のmTSSにおける登録時からの変化量について，投
与26週時の評価が得られたObserved Case（OC）を対象にアダリムマブ+MTX群とMTX群との比較を
Wilcoxonの順位和検定を用いて実施した．分類変数の評価項目（ACR20，ACR50，ACR70及びACR90反
応率，DAS28における寛解率）の解析は，Non-Responder Imputation（NRI），連続変数の評価項目（HAQ
スコア，DAS28，SF-36®）はLast Observation Carried Forward（LOCF）を用いた．X線画像に関する評
価項目（mTSS，骨びらんスコア，関節裂隙狭小化スコア，mTSS/骨びらんスコア/関節裂隙狭小化スコアに
悪化が認められなかった患者の割合，登録時に骨びらんが認められなかった患者において投与26週まで維
持できた患者の割合，登録時に関節変形が認められなかった患者において投与26週時まで維持できた患者
の割合）は，Linear Extrapolation（LE）を主要な結果とした．26週時の中間報告を含めて報告する．

リウマトレックス® カプセル2mg添付文書より
関節リウマチにおける用法・用量
　 通常，1週間単位の投与量をメトトレキサートとして6mgとし，1週間単位の投与量を1回又は2〜3回に分割し
て経口投与する．分割して投与する場合，初日から2日目にかけて12時間間隔で投与する．1回又は2回分割投与
の場合は残りの6日間，3回分割投与の場合は残りの5日間は休薬する．これを1週間ごとに繰り返す．
なお，患者の年齢，症状，忍容性及び本剤に対する反応等に応じて適宜増減するが，1週間単位の投与量として
16mgを超えないようにする．

ヒュミラ® 添付文書より（関節リウマチのみ抜粋）
4. 効能又は効果

関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）
5. 効能又は効果に関連する注意〈関節リウマチ〉
5.1 本剤の適用は，原則として既存治療で効果不十分な関節リウマチ患者に限定すること．ただし，関節の構造的
損傷の進展が早いと予想される患者に対しては，抗リウマチ薬による治療歴がない場合でも使用できるが，最新
のガイドライン等を参照した上で，患者の状態を評価し，本剤の使用の必要性を慎重に判断すること．［1.4，1.6
参照］

7. 用法及び用量に関連する注意〈効能共通〉
7.1 メトトレキサート等の抗リウマチ薬と併用する場合は，80mg隔週投与への増量はしないこと．
10. 相互作用
10.2 併用注意（併用に注意すること）
メトトレキサート［本剤のクリアランスが低下するおそれがある:機序不明］
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臨床成績（関節リウマチ）

■投与26週時におけるmTSSのベースラインからの変化量（FAS，OC）（主要評価項目）※

MTX 単独群（n=163） ヒュミラ®40mg隔週+MTX群（n=171）

n 平均値± SD 中央値（範囲） n 平均値± SD 中央値（範囲）

ベースライン 128 13.76 ± 16.125 9.50（0.0 – 107.5） 148 14.22 ± 23.583 6.75（0.0 – 186.0）

投与26週時 128 16.14 ± 16.554 11.75（0.0 – 108.0） 148 15.70 ± 24.561 7.50（0.0 – 187.5）

ベースラインからの
変化量（主要評価項目） 128 2.38 ± 3.195 1.00（-3.0 – 16.5） 148 1.48 ± 6.065＊ 0.00（-4.0 – 62.5）

＊p <0.001（Wilcoxon の順位和検定：対MTX単独群）

※検証的解析項目

52週時のmTSS変化量
52週時のｍTSSにおけるベースライン値（平均値：ヒュミラ®40mg隔週+MTX投与開始群：12.71 ± 23.320，MTX単
独投与開始群：11.61 ± 15.317）からの平均変化量は，ヒュミラ®+MTX投与開始群では，1.63（中央値0.00）で，MTX単
独投与開始群では2.13（中央値1.00）でした.

■ 投与52週時のmTSSのベースラインからの変化量（FASのうち投与26週時以降にヒュミラ®の投
与を1回でも受けた被験者集団）（副次評価項目）

（週）

ヒュミラ®40mg隔週+MTXにて開始（n=145）

二重盲検期間に救済治療へ移行した例を除外した二重盲検完了例をグラフ化
OC

MTX単独にて開始（n=127）
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Ⅰ． 関節破壊進行抑制効果

26週時のmTSSのベースラインからの変化量※

26週時のmTSSの平均変化量はMTX単独群で2.38，ヒュミラ®40mg隔週＋MTX併用群で1.48であり，ヒュミラ® 

40mg隔週＋MTX併用群では，MTX単独群と比較して有意に低値でした（p＜0.001，Wilcoxonの順位和検定）．
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臨床成績に関する事項

26週時，52週時にmTSSの悪化が認められなかった患者の割合（構造的寛解率）
26週時におけるmTSSの非悪化率（⊿mTSS≦0.5）は，MTX単独群で35.4％，ヒュミラⓇ40mg隔週+MTX群で62.0％でし
た.また，52週時におけるmTSSの非悪化率はMTX単独投与開始群で42.9％，ヒュミラⓇ40mg隔週+MTX投与開始群で
65.9％であり，26週時，52週時ともにヒュミラⓇ40mg隔週+MTX開始群で有意に高くなりました.（p<0.001：Fisher’s 
exact tests）

■投与26週時，52週時にmTSSの悪化が認められなかった患者の割合（副次評価項目）

m
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欠測値の補完：LE（26週）, LOCF（52週）,　＊: p<0.001（vs MTX単独開始群）［Fisher’s exact tests］
LE：直線外挿法（Linear Extrapolation）, LOCF：欠測値を直前の評価又は測定値で補完する手法（Last Observation Carried Forward）

62.0

＊

35.4

52週

MTX単独にて開始（n＝161）
ヒュミラⓇ40mg隔週+MTXにて開始（n＝171）

65.9

＊

42.9

Ⅱ． ACR反応率
ACR20反応率は，ヒュミラ®40mg隔週+MTX併用群で投与2週，4週，8週，12週，16週，20週，26週時に
有意な改善が認められ，投与26週目では75.4％であったのに対し，MTX単独投与群では56.4％でした
（p<0.001: Fisher’s exact tests）．

■投与2週，4週，8週，12週，16週，20週，26週時のACR20反応率（副次評価項目）（26週時中間報告）

（％）

（週）

ヒュミラ®40mg隔週+MTX（n=171）

＊:p<0.001（vs MTX単独群）［Fisher’s exact tests］
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臨床成績（関節リウマチ）

Ⅲ． 安全性
本試験（二重盲検期：26週間）におけるヒュミラ®投与例（安全性評価対象症例）171例中63例（36.8％）に有
害事象※が認められました．主な有害事象※は注射部位反応10例（5.8％），注射部位紅斑5例（2.9％），鼻咽頭
炎5例（2.9％）等でした．また，重篤な有害事象※は4例（2.3％）に5件（肺炎，C-反応性蛋白増加，中毒性皮疹，
感染性腸炎，胸膜炎，各1件）認められました．投与中止に至った有害事象※は5例（2.9％）に6件（中毒性皮疹2
件，アレルギー性咳嗽，蓄膿，感染性腸炎，胸膜炎，各1件）認められました．
MTX単独群では，163例中39例（23.9%）に有害事象※が認められました．主な有害事象※は鼻咽頭炎8例
（4.9%），歯周炎，気管支炎，胃腸炎，上気道の炎症が各2例（1.2%）等でした．重篤な有害事象※は2例（1.2%）
に3件（全身性エリテマトーデス，ニューモシスティスジロヴェシ肺炎，間質性肺疾患，各1件）認められまし
た．投与中止に至った有害事象は6例（3.7%）に8件（関節リウマチ3件，全身性エリテマトーデス，うっ血性心
不全，汎血球減少症，ニューモシスティスジロヴェシ肺炎，間質性肺疾患，各1件）認められました．
なお，本試験において1例（MTX単独群：間質性肺疾患）の死亡例が報告されました．

本試験（52週間）におけるヒュミラ®投与例（安全性評価対象症例）326例中145例（44.5％）に有害事象※が認
められました．主な有害事象※は注射部位反応26例（8.0%），鼻咽頭炎21例（6.4%），肺炎及び注射部位紅斑
各7例（2.1％）等でした．重篤な有害事象※は7例に9件（肺炎5件，間質性肺疾患，気管支肺炎，器質化肺炎，C-
反応性蛋白増加，各1件）認められました．投与中止に至った有害事象※は13例（2例以上：中毒性皮疹，2例）に
認められました．死亡例の報告はありませんでした．
※：治療薬との因果関係は「多分関連あり」以上（「多分関連あり」「関連あり」を含む）

リウマトレックス® カプセル2mg添付文書より
関節リウマチにおける用法・用量
　 通常，1週間単位の投与量をメトトレキサートとして6mgとし，1週間単位の投与量を1回又は2〜3回に分割し
て経口投与する．分割して投与する場合，初日から2日目にかけて12時間間隔で投与する．1回又は2回分割投与
の場合は残りの6日間，3回分割投与の場合は残りの5日間は休薬する．これを1週間ごとに繰り返す．
なお，患者の年齢，症状，忍容性及び本剤に対する反応等に応じて適宜増減するが，1週間単位の投与量として
16mgを超えないようにする．

ヒュミラ® 添付文書より（関節リウマチのみ抜粋）
4. 効能又は効果

関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）
5. 効能又は効果に関連する注意〈関節リウマチ〉
5.1 本剤の適用は，原則として既存治療で効果不十分な関節リウマチ患者に限定すること．ただし，関節の構造的
損傷の進展が早いと予想される患者に対しては，抗リウマチ薬による治療歴がない場合でも使用できるが，最新
のガイドライン等を参照した上で，患者の状態を評価し，本剤の使用の必要性を慎重に判断すること．［1.4，1.6
参照］

7. 用法及び用量に関連する注意〈効能共通〉
7.1 メトトレキサート等の抗リウマチ薬と併用する場合は，80mg隔週投与への増量はしないこと．
10. 相互作用
10.2 併用注意（併用に注意すること）

メトトレキサート［本剤のクリアランスが低下するおそれがある:機序不明］
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臨床成績に関する事項

（1）国内第Ⅱ/Ⅲ相二重盲検比較試験（用量設定試験）11）12） 尋常性乾癬
［M04-688試験：ヒュミラ®の有効性と安全性に対する多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照 

並行群間比較試験］
社内資料：ヒュミラ®尋常性乾癬 国内第Ⅱ/Ⅲ相二重盲検比較試験（M04-688試験）［承認時評価資料］
Asahina A, et al. J Dermatol. 2010; 37: 299-310.
利益相反： 本試験はアッヴィ，エーザイからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： 日本人の中等症又は重症の尋常性乾癬患者における3つの異なる用量のヒュミラ®投与群とプラセボ群の安全
性・有効性・薬物動態を比較検討する.また，ヒュミラ®40mg隔週投与群における初回80mg負荷投与の有用性
の評価を行う.

対　　象： 中等症又は重症の尋常性乾癬患者169例（PASIスコア12以上，慢性局面型皮疹がBSA10％以上）
投与方法： ヒュミラ®40mg隔週投与群（38例），ヒュミラ®40mg隔週（初回80mg負荷投与：以下40mg隔週＋L）投与

群（43例），ヒュミラ®80mg隔週投与群（42例）あるいはプラセボ投与群（46例）に割り付け，それぞれ隔週
に1回，24週間の隔週皮下投与を実施した．

評価項目： 主要評価項目—投与16週目のPASI75反応率（検証的解析項目）
副次評価項目—投与2，4，8，12，16，20及び24週目におけるPASIスコアのベースラインからの変化率，投
与16週目及び24週目のDLQIスコアのベースラインからの変化量，投与16週目まで，又は24週目までに
PASI50/75/90に達するのに要した期間ほか
安 全 性—有害事象　など

解析計画： 有効性及び安全性の解析は，治験薬が投与された患者を対象（FAS）として行った．主要評価項目である16
週目のPASI75反応率は，各ヒュミラ®群とプラセボ群との比較をFisherの直接確率法を用いて実施した．
主要評価項目の解析において，投与16週目の評価が得られなかった患者はノンレスポンダーとして扱った
（Non-responder imputation：NRI）．多重性の調整はホムメル法で行った．負荷投与の有用性を検討する
ため，投与16週目及び24週目までのPASI75，PASI50及びPASI90の達成をイベントとしたカプランマイ
ヤープロットを作成し，ログランク検定を用いて各アダリムマブ群間の比較を行った．副次評価項目の解析
では，投与16週目及び24週目までにPASI75，PASI50及びPASI90に達しなかった患者は打ち切りとして
取り扱った．また，救済治療を受けた患者での，救済治療以降の評価は，救済治療開始直前の評価値で補完し
た（Last Observation Carried Forward：LOCF）．

Ⅰ． 皮膚症状
投与16週目のPASI75反応率は，ヒュミラ®40mg隔週投与群で57.9％（22/38例），ヒュミラ®40mg隔週＋
L投与群で62.8％（27/43例），80mg隔週投与群で81.0％（34/42例）といずれの群もプラセボ投与群と比較
して有意な改善が認められました（p＜0.001，Fisherの直接確率法及びホムメル法）．

■投与16週目のPASI75反応率（主要評価項目）※
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（2/46例）
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62.8％
（27/43例）

81.0％
（34/42例）＊＊＊

＊＊＊
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プラセボ ヒュミラ®

40mg隔週
ヒュミラ®

40mg隔週+L
ヒュミラ®

80mg隔週

＊＊＊：p＜0.001（vs プラセボ群）［Fisherの直接確率法及びホムメル法］
NRI

※検証的解析項目

2． 臨床成績（尋常性乾癬及び関節症性乾癬）

本試験は，初回負荷投与の有無による有効性・安全性を確認する目的で投与群を設定したため，承認用
量と異なる用量の症例が含まれます．



48

臨床成績（尋常性乾癬及び関節症性乾癬）

ヒュミラ® 添付文書より（尋常性乾癬，関節症性乾癬及び膿疱性乾癬のみ抜粋）
4. 効能又は効果

既存治療で効果不十分な下記疾患
尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬

6. 用法及び用量〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを皮下注射し，以後2週に1回，40mgを皮下
注射する．なお，効果不十分な場合には1回80mgまで増量できる．

7. 用法及び用量に関連する注意〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
7.8 本剤による治療反応は，通常投与開始から16週以内に得られる．16週以内に治療反応が得られない場合は，
現在の治療計画の継続を慎重に再考すること．また，増量を行っても効果が得られない場合，現在の治療計画の
継続を慎重に再考すること．

投与2，4，8，12，16，20及び24週目におけるPASIスコアのベースラインからの変化率は，プラセボ投与群に
対して各ヒュミラ®隔週投与群では有意な改善を示しました（p＜0.001，分散分析モデルの対比を用いた群
間比較）．

■投与2，4，8，12，16，20及び24週目のPASIスコアのベースラインからの変化率（副次評価項目）
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プラセボ（46例）
ヒュミラ®40mg隔週（38例）
ヒュミラ®40mg隔週+L（43例）
ヒュミラ®80mg隔週（42例）
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ベースライン値（平均値）
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PASI スコアのベースラインからの平均変化率の反数をPASI スコアのベースラインからの改善率として表した. 
＊＊＊：p＜0.001（vs プラセボ群）［分散分析モデルの対比を用いた群間比較］
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PASI（psoriasis area and severity index）
患者の各部位における皮膚の症状と範囲を点数化した評価基準です．米国FDAでは，PASI75（PASIスコアで75％
以上の改善）を，治療効果判定の一つの基準としています．
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Ⅱ. DLQIスコア
投与16週目及び24週目におけるDLQIスコアのベースラインからの変化量は，プラセボ投与群に対し，各
ヒュミラ®隔週投与群はいずれも有意な減少を示しました（p＜0.001，分散分析モデルの対比を用いた群間
比較）．

■投与16週目及び24週目のDLQIスコアのベースラインからの変化量（副次評価項目）

プラセボ
（46例）

ヒュミラ®

40mg隔週
（38例）

ヒュミラ®

40mg隔週+L
（43例）

ヒュミラ®

80mg隔週
（41例）

プラセボ
（46例）

ヒュミラ®

40mg隔週
（38例）

ヒュミラ®

40mg隔週+L
（43例）

ヒュミラ®

80mg隔週
（41例）

1.0±6.96

-3.9±5.83 -5.1±5.73 -6.8±5.53
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■投与16週目

1.3±6.73

-4.6±6.09 -5.5±6.06 -7.0±5.49
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■投与24週目
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平均値±SD

＊＊＊
＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊
＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊：p＜0.001（vs プラセボ群）［分散分析モデルの対比を用いた群間比較］LOCF

ベースライン値（平均値）
プラセボ：28.3
ヒュミラ®40mg隔週：30.2
ヒュミラ®40mg隔週+L：25.4
ヒュミラ®80mg隔週：29.1

DLQI（Dermatology Life Quality Index）
皮膚疾患患者アンケート評価方法の1つです．サマリースコアと「症状・感情」「日常生活」「レジャー」「仕事・学校」
「人間関係」「治療」の6つの下位尺度で構成されており，最高値は30点で，高得点ほどQOLは低い結果を示します． 
5点以上の変動は臨床上意味のある変化を示しています．
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Ⅲ. PASI50/75/90 に達するのに要した期間
16週目までにPASI50/75/90に対する50％達成期間［中央値（週）］は，以下のとおりでした．
プラセボ群においては，累積イベントが50％を超えなかったため，すべて推定不能でした．
各イベントを達成するまでの期間について，16週目及び24週間までのログランク検定を行った結果，プラ
セボ群に比べ，各ヒュミラ®群はいずれも有意な差が認められました（p<0.001）．ヒュミラ®40mg+L群と 
ヒュミラ®80mg群では，いずれのイベントでも有意な差は認められませんでした．

■ 投与16週目まで，又は24週目までにPASI50/75/90に達するのに要した期間（副次評価項目）

中央値（週） プラセボ
（46例）

ヒュミラ®40mg
（38例）

ヒュミラ®40mg+L
（43例）

ヒュミラ®80mg
（42例）

16週目まで

PASI50 NE 8.0＊
8.0＊

p=0.020＃

4.0＊

p=0.024＃

p=0.899†

PASI75 NE 16.0＊
12.0＊

p=0.097＃

8.0＊

p=0.003＃

p=0.253†

PASI90 NE NE
16.0＊

p=0.233＃

16.0＊

p=0.016＃

p=0.294†

24週目まで

PASI50 NE 8.0＊
8.0＊

p=0.020＃

4.0＊

p=0.024＃

p=0.899†

PASI75 NE 16.0＊
12.0＊

p=0.048＃

8.0＊

p=0.005＃

p=0.385†

PASI90 NE 24.0＊
16.0＊

p=0.591＃

16.0＊

p=0.028＃

p=0.156†

期間中に各反応率に達しなかった被験者は打ち切りとした.
＊：p<0.001（vs プラセボ群，ログランク検定）
＃：vs 40mg群，ログランク検定
†：vs 40mg＋L群，ログランク検定
NE：推定不能

Ⅳ. 安全性
本試験におけるヒュミラ®投与例（安全性評価対象症例）123例中114例（92.7%）に有害事象が認められまし
た．主な有害事象※は注射部位紅斑14例（11.4％）及び抗核抗体増加11例（8.9％）等でした．また，重篤な有害
事象は4例（緑内障，関節脱臼，精巣上体炎，肋骨骨折，各1例）に認められました．投与中止に至った有害事象は
10例（乾癬の悪化，C-反応性蛋白増加及び乾癬性関節症の3件1例，乾癬の悪化3例3件，薬疹，肝機能障害，浮
腫，緑内障，医薬品副作用，各1例1件，食欲不振，悪心，嘔吐の3件1例）に認められました．
プラセボ投与例では，46例中41例（89.1%）に有害事象が認められました．主な有害事象※はリンパ球数減少，
脱毛症が各2例（4.3%）等でした．重篤な有害事象は乾癬性紅皮症2例に，中止に至った有害事象は5例（乾癬
の悪化2例2件，乾癬性紅皮症2例2件，乾癬性関節症及び乾癬の悪化の1例1件）に認められました．
なお，本試験において死亡例の報告はありませんでした．
※：治療薬との因果関係は「多分関連あり」以上（「多分関連あり」「関連あり」を含む）

ヒュミラ® 添付文書より（尋常性乾癬，関節症性乾癬及び膿疱性乾癬のみ抜粋）
6. 用法及び用量〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを皮下注射し，以後2週に1回，40mgを皮下
注射する．なお，効果不十分な場合には1回80mgまで増量できる．

7. 用法及び用量に関連する注意〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
7.8 本剤による治療反応は，通常投与開始から16週以内に得られる．16週以内に治療反応が得られない場合は，
現在の治療計画の継続を慎重に再考すること．また，増量を行っても効果が得られない場合，現在の治療計画の
継続を慎重に再考すること．
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（2）海外第Ⅲ相二重盲検比較試験13）14）15）（海外データ） 尋常性乾癬
［M03-656試験（REVEAL試験）：ヒュミラ®の長期投与の有効性と安全性に対する多施設共同無作

為化二重盲検プラセボ対照並行群間比較試験］（期間A及びC），［オープンラベル試験］（期間B）
REVEAL：Randomized Controlled EValuation of Adalimumab Every other Week Dosing in Moderate to 
Severe Psoriasis TriAL
社内資料：ヒュミラ®尋常性乾癬 海外第Ⅲ相二重盲検比較試験（M03-656試験）［承認時評価資料］
Menter A, et al. J Am Acad Dermatol. 2008; 58: 106-115.
Revicki DA, et al. J Dermatol Treat. 2007; 18: 341-350.
利益相反： 本試験はアッヴィからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： 中等症又は重症の尋常性乾癬患者におけるヒュミラ®短期及び長期投与の臨床的有効性と安全性及び忍容性
の評価を行う. また，ヒュミラ®の継続投与群と中断投与群の優位性を比較する.

対　　象： 期間A－中等症又は重症の尋常性乾癬患者1，212例（BSA10％以上，PASIスコア12以上，PGA中等度以上）
期間B－期間A終了時に少なくともPASI75に達した患者606例
期間C－期間B終了時に少なくともPASI75に達した患者512例

投与方法： 期間A－無作為にヒュミラ®40mg隔週（初回80mg負荷投与）投与群（814例）とプラセボ投与群（398例）に
割り付け，それぞれ隔週に1回，16週間の皮下投与を実施した．投与16週目にPASI75以上の反応を
示したプラセボ投与被験者には，投与16週目にヒュミラ®80mgを皮下投与した．

期間B－期間A終了時に少なくともPASI75に達した患者にヒュミラ®40mgを隔週で試験開始33週目まで
皮下投与した．［606例：期間Aでヒュミラ®隔週投与（580例），プラセボ投与群（26例）］

期間C－期間Aのヒュミラ®投与群で期間B終了時に少なくともPASI75に達した患者に，ヒュミラ®40mg
（250例）あるいはプラセボ（240例）を隔週試験開始52週目まで皮下投与した．

1,212例

0週 16週

レスポンダーは試験続行 レスポンダーは試験続行

期間A（二重盲検） 期間C（二重盲検）期間B（オープンラベル）

33週 52週

プラセボ（398例）

プラセボ（240例）

ヒュミラ®40mg隔週投与（250例）

ヒュミラ®40mg隔週投与（580例）ヒュミラ®40mg隔週投与（814例）

ヒュミラ®40mg隔週投与（26例） ヒュミラ®40mg隔週投与（22例）

全てのヒュミラ®40mg隔週投与群は初回80mg負荷投与を実施

評価項目： 主要評価項目—期間A　投与16週目のPASI75反応率（検証的解析項目）
期間C　投与33週目以降，投与52週目以前に臨床効果が消失＊した患者の割合

副次評価項目— 投与4週目，8週目，12週目及び16週目にPGAが“なし”又は“軽微”に達した患者の割合，投
与24週目，33週目PASI50/75/90反応率，投与4週目及び16週目におけるDLQIスコア及び
投与16週目におけるSF-36®のベースラインからの変化量ほか

＊ 投与0週目のPASIスコアに対する投与33週目以降のPASIスコアの減少率が50％未満（PASI50未満）と
なり，かつ投与33週目に比べPASIスコアが6以上増加した場合とした．

安　全　性— 有害事象　など
解析計画： 有効性の解析は，ITT解析対象集団を対象として行った．期間Aの主要評価項目，期間Cの主要評価項目は，実

施施設について調整したCochran-Mantel-Haenszel（以下「CMH」）検定を用いて解析した．主要評価項目
の1つである投与16週目のPASI75反応率の解析では，投与16週目のPASIスコアのデータがない患者は，ノ
ンレスポンダーとした（Non-responder imputation：NRI）．副次評価項目であるPGAの評価がなし又は軽
微の患者の割合，DLQI=0の患者の割合，投与33週目以降52週目以前に臨床効果が消失した患者の割合の
解析ではNRIを用いた．安全性の解析は，各期間の安全性解析対象集団，並びに全ヒュミラ®投与集団（治験
中にヒュミラ®投与を1回以上受けた患者）を用いて実施した．
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Ⅰ． 皮膚症状

期間A：投与16週目におけるPASI75反応率
投与16週目のPASI75反応率は，ヒュミラ®40mg隔週投与群でプラセボ投与群と比較して有意に高いこと
が認められました（投与群間の差：64.4，95％信頼区間：58.4，70.4，p＜0.001，実施施設について調整した
CMH検定）．

■投与16週目のPASI75反応率（主要評価項目）※

ヒュミラ®40mg隔週プラセボ

P
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0

（%）

＊＊＊：p＜0.001（vs. プラセボ群）［実施施設について調整したCMH検定］NRI

71％
（578/814例）

7％
（26/398例）

投与群間の差：64.4（95％CI：58.4, 70.4）＊＊＊

※検証的解析項目

ヒュミラ® 添付文書より（尋常性乾癬，関節症性乾癬及び膿疱性乾癬のみ抜粋）
6. 用法及び用量〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを皮下注射し，以後2週に1回，40mgを皮下
注射する．なお，効果不十分な場合には1回80mgまで増量できる．

7. 用法及び用量に関連する注意〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
7.8 本剤による治療反応は，通常投与開始から16週以内に得られる．16週以内に治療反応が得られない場合は，
現在の治療計画の継続を慎重に再考すること．また，増量を行っても効果が得られない場合，現在の治療計画の
継続を慎重に再考すること．
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期間C：投与33週目以降，投与52週目以前に臨床効果が消失した患者の割合
臨床効果の消失した患者の割合は，ヒュミラ®40mg隔週投与群再割り付け群の方がプラセボ再割り付け群
より有意に低い結果が認められました（p＜0.001，実施施設について調整したCMH検定）．

■投与33週目以降，投与52週目以前に臨床効果が消失した患者の割合（主要評価項目）

臨
床
効
果
が
消
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た
患
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の
割
合

5％
（12/250例）

＊＊＊

ヒュミラ®40mg隔週

28％
（68/240例）
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＊＊＊：p＜0.001（vs. プラセボ群）［実施施設について調整したCMH検定］NRI

期間A：PGAが“なし”又は“軽微”に達した患者の割合
ヒュミラ®40mg隔週投与群でPGAが“なし”又は“軽微”（スコア0又は1）に達した患者の割合は投与4週目， 
8週目，12週目及び16週目にプラセボ投与群より有意に高い結果が示されました（p＜0.001，Fisherの直接
確率法）．

■投与4週目，8週目，12週目及び16週目にPGAが“なし”又は“軽微”に達した患者の割合（％）
（副次評価項目）

100
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プラセボ（398例）
ヒュミラ®40mg隔週（814例）

（％）

4週目 8週目 12週目 16週目

0
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47.8
60.2 62.2

1.3 2.3 3.8 4.3

＊＊＊：p＜0.001（vs プラセボ群）［Fisherの直接確率法］NRI
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ベースライン時点のPGA評価 軽微 中等度 高度 極めて高度
ヒュミラ®40mg隔週投与群（%） 0.0 55.3 38.9 5.8
プラセボ群（%） 0.0 51.2 42.5 6.3

PGA（Physicianʼs Global Assessment）： 医師総合評価
乾癬における3つの症状（紅斑・浸潤・落屑）の程度を6段階で点数化するという評価方法です．最低値は0，最高値は5
となり，数値が高いほど重症を意味します．
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ヒュミラ® 添付文書より（尋常性乾癬，関節症性乾癬及び膿疱性乾癬のみ抜粋）
6. 用法及び用量〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを皮下注射し，以後2週に1回，40mgを皮下
注射する．なお，効果不十分な場合には1回80mgまで増量できる．

7. 用法及び用量に関連する注意〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
7.8 本剤による治療反応は，通常投与開始から16週以内に得られる．16週以内に治療反応が得られない場合は，
現在の治療計画の継続を慎重に再考すること．また，増量を行っても効果が得られない場合，現在の治療計画の
継続を慎重に再考すること．

臨床成績（尋常性乾癬及び関節症性乾癬）

期間B（オープンラベル）：投与24週目，33週目におけるPASI75反応率
期間A終了時に少なくともPASI75に達したヒュミラ®40mg隔週投与群580例のPASI75反応率は，投与24
週目で93.2％，33週目で88.9％でした．期間Aにプラセボ群に割付けられていた26例は，期間Bにヒュミ
ラ®40mg隔週投与し，PASI75反応率は，24週目100%，33週目95.7%でした．

■投与24週目，33週目におけるPASI75反応率（副次評価項目）

プラセボ/ヒュミラ®40mg隔週（26例）
ヒュミラ®40mg隔週（580例）
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P
A
S
I
ス
コ
ア
75
反
応
率

24週目

88.9%
95.7%

33週目

100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

（%）



55

臨床成績に関する事項

Ⅱ. DLQIスコア及びSF-36®

DLQIスコアの変化
投与4週目と16週目のヒュミラ®40mg隔週投与群（ベースライン平均値11.3）のDLQIスコアのベースライ
ンからの平均変化量（95%信頼区間）はそれぞれ－6.3（－6.7，－5.9），－8.4（－8.8，－7.9）に対し，プラセ
ボ投与群（ベースライン平均値11.4）は－1.7（－2.2，－1.1），－1.9（－2.6，－1.3）であり，ヒュミラ®40mg
隔週投与群の改善度がプラセボ群に対して有意に高い結果が示されました（p＜0.001，ベースラインを共変
量としたANCOVA）．

■投与4週目及び16週目におけるDLQIスコアのベースラインからの変化量（副次評価項目）
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※－5以下は臨床上意味のある変化を示す
＊＊＊：p＜0.001（vs. プラセボ群）［ベースラインを共変量としたANCOVA］

NRI

平均値（95％CI）

－5※

ヒュミラ® 添付文書より（尋常性乾癬，関節症性乾癬及び膿疱性乾癬のみ抜粋）
6. 用法及び用量〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを皮下注射し，以後2週に1回，40mgを皮下
注射する．なお，効果不十分な場合には1回80mgまで増量できる．

7. 用法及び用量に関連する注意〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
7.8 本剤による治療反応は，通常投与開始から16週以内に得られる．16週以内に治療反応が得られない場合は，
現在の治療計画の継続を慎重に再考すること．また，増量を行っても効果が得られない場合，現在の治療計画の
継続を慎重に再考すること．
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臨床成績（尋常性乾癬及び関節症性乾癬）

参考情報：SF-36®の変化
投与16週目のSF-36®の平均身体的健康度スコアはヒュミラ®40mg隔週投与群で3.7の変化量に対し，プラ
セボ投与群では0.4の変化量を示しました．平均精神的健康度に関しては，ヒュミラ®40mg隔週投与群で3.8
の変化量に対し，プラセボ投与群では0.3の変化量を示しました．

■参考情報：投与16週目におけるSF-36®のベースラインからの変化量（副次評価項目）

2.5※

5※

ヒュミラ®40mg隔週（808例）
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※サマリーは2.5点以上，個別の下位尺度では5点以上の変動がある場合に臨床上意味のある変化を示す
＊＊＊：p＜0.001（vs. プラセボ群）［ベースラインを共変量としたANCOVA］

SF-36®（Short Form 36）
健康関連QOLを測定するための評価方法の1つです．8つの下位尺度（健康概念）を測定するための複数の質問項目
からなります．
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臨床成績に関する事項

Ⅲ. 安全性
本試験におけるヒュミラ®投与例（安全性評価対象症例）840例中234例（27.9％）に有害事象※が認められま
した．主な有害事象※は注射部位反応31例（3.7％），上気道感染22例（2.6％），頭痛，注射部位刺激感，各17例
（2.0％），疲労12例（1.4％）等でした．また，重篤な有害事象は29例（3.5％），投与中止に至った有害事象は30
例（3.6％）に認められました．
プラセボ投与例では，398例中55例（13.8%）に有害事象※が認められました．主な有害事象※は注射部位反
応7例（1.8%），注射部位刺激感，注射部位疼痛が各6例（1.5%）等でした．重篤な有害事象※は2例（0.5%）に2
件（直腸周囲膿瘍，胸水）認められました．投与中止に至った有害事象※は3例（0.8%）に認められました（期間
A）．
なお，本試験において死亡例の報告はありませんでした．
※：治療薬との因果関係は「多分関連あり」以上（「多分関連あり」「関連あり」を含む）

重篤な有害事象及び投与中止に至った有害事象の具体的な事象名・件数の記載はありませんでした

安全性情報の詳細は，製品情報（ドラッグインフォメーション）をご参照ください
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（3）海外第Ⅲ相二重盲検比較試験16）17）（海外データ） 関節症性乾癬
［M02-518試験（ADEPT試験）：ヒュミラ®の有効性と安全性に対する多施設共同無作為化二重盲

検プラセボ対照並行群間比較試験］
ADEPT： ADalimumab Effectiveness in Psoriatic Arthritis Trial
社内資料：ヒュミラ®関節症性乾癬 海外第Ⅲ相二重盲検比較試験（M02-518試験）［承認時評価資料］
Mease PJ, et al. Arthritis Rheum. 2005; 52: 3279-3289.
利益相反： 本試験はアッヴィからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： 活動性関節症性乾癬患者におけるヒュミラ®投与群とプラセボ群の有効性，安全性を比較する．
対　　象： 非ステロイド抗炎症薬療法に対する反応が不十分又は忍容性が不十分であった中等症又は重症の活動性関

節症性乾癬患者313例（腫脹関節数3ヵ所以上及び疼痛関節3ヵ所以上）
投与方法： ヒュミラ®40mg隔週投与群（151例），プラセボ投与群（162例）に割り付け，24週間の皮下投与を実施した．
評価項目： 主要評価項目— ・投与12週目のACR20反応率

・投与24週目のmodified total Sharpスコアのベースラインからの変化（検証的解析項目）
副次評価項目— 投与24週目のACR20反応率，投与12週目及び24週目のACR50/70反応率，HAQ DI，並び

にSF-36®スコアの変化量，BSAの3%以上に乾癬が見られる患者においては，投与12週目
及び24週目におけるPASI50/75反応率， ほか

安　全　性— 有害事象　など
解析計画： 有効性及び安全性の解析は，治験薬の投与を1回以上受けたすべての患者（FAS）を対象に行った．主要評価

項目は最初にACR20の統計学的有意差検定を実施し，投与12週目のACR20が統計学的に有意であった場
合にのみ，投与24週目のmodified Sharpスコアにおける統計学的検定を実施した．すべてのACR反応の解
析に関して，欠測値のあった患者はノンレスポンダーとみなした．また，投与12週目以後に救済治療を受け
た患者は，その後の評価ポイントにおいて「ノンレスポンダー」とみなした．modified Sharp スコアの解析
において，投与24週目のみが欠測していた患者については，ベースライン時のMTX使用の有無及び入手可
能であったmodified Sharpスコアに基づき，あらかじめ規定した層内で75パーセンタイルを算出した．層
内で投与24週目に欠測値があった全患者について75パーセンタイルを用いた．ベースライン及び投与24
週目の両スコアが欠測していた患者に関しては，ベースライン時のMTX使用の有無に基づき，ベースライ
ン値からの変化の75パーセンタイル及びベースライン値の中央値をあらかじめ規定した層内で算出した．
PASIの評価はNon-responder imputation（NRI）法により行った．

ヒュミラ®は海外の臨床試験を外挿して承認されました.そのため，臨床成績中には国内での承認外
の症例が含まれています.本試験（ADEPT試験）の成績も該当します．「関節症性乾癬」に対する有用
性は国内データと当該海外データに基づき評価されました.

ヒュミラ® 添付文書より（尋常性乾癬，関節症性乾癬及び膿疱性乾癬のみ抜粋）
6. 用法及び用量〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを皮下注射し，以後2週に1回，40mgを皮下
注射する．なお，効果不十分な場合には1回80mgまで増量できる．

7. 用法及び用量に関連する注意〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
7.8 本剤による治療反応は，通常投与開始から16週以内に得られる．16週以内に治療反応が得られない場合は，
現在の治療計画の継続を慎重に再考すること．また，増量を行っても効果が得られない場合，現在の治療計画の
継続を慎重に再考すること．
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臨床成績に関する事項

Ⅰ． 関節症状
投与12週目及び24週目にACR20/50/70反応率を比較した結果，ヒュミラ®40mg隔週投与群はプラセボ 
投与群に比べ有意に高い結果でした（p＜0.001，ベースライン時のMTXの使用歴及び乾癬の有無によって
調整したCMH検定）．

■投与12週目及び24週目におけるACR20/50/70反応率（主要評価項目/副次評価項目）

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

14

58

ACR20

＊＊＊：p＜0.001（vs プラセボ群）［CMH検定］
各投与群について患者の割合をベースラインでのMTX使用の有無及び乾癬の範囲（BSA3％未満と3％以上）で補正し，検定を用いて投与群を比較
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投与12週目のACR20反応率が主要評価項目，投与24週目のACR20反応率，投与12週目及び24週目のACR50/70反応率が
副次評価項目

主要評価項目

Ⅱ. 関節破壊進行抑制効果
投与24週目のmodified total Sharpスコアのベースライン（平均値 プラセボ：19.0，ヒュミラ®40mg隔週：
22.6）からの変化量では，プラセボ投与群と比較して，ヒュミラ®40mg隔週投与群ではX線所見による疾患の
進行は有意に少ない結果を示しました（p＜0.001，順位付けしたベースライン時のmodified total Sharpスコ
アを共変量としたANCOVA）．

■投与24週目のmodified total Sharpスコアのベースラインからの変化†（主要評価項目）※
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＊＊＊：p＜0.001（vs プラセボ群）［順位付けしたベースライン時のmodified total Sharpスコアを共変量としたANCOVA］
†ベースライン及び投与24週目にX線所見のある症例296例

欠損値の扱いについては解析計画を参照
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ヒュミラ® 添付文書より（尋常性乾癬，関節症性乾癬及び膿疱性乾癬のみ抜粋）
6. 用法及び用量〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを皮下注射し，以後2週に1回，40mgを皮下
注射する．なお，効果不十分な場合には1回80mgまで増量できる．

7. 用法及び用量に関連する注意〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
7.8 本剤による治療反応は，通常投与開始から16週以内に得られる．16週以内に治療反応が得られない場合は，
現在の治療計画の継続を慎重に再考すること．また，増量を行っても効果が得られない場合，現在の治療計画の
継続を慎重に再考すること．

Ⅲ. 皮膚症状
BSAの3%以上に乾癬が見られる患者においては，投与12週目及び24週目において，ヒュミラ®40mg隔週
投与群のPASI50，PASI75反応率は，プラセボ投与群と比較して有意に高い結果を示しました（p＜0.001，
ベースライン時のMTXの使用歴によって調整したCMH検定）．

■ BSAの3%以上に乾癬が見られる患者の投与12週目及び24週目におけるPASI50/75反応率（副
次評価項目）
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＊＊＊：p＜0.001（vs プラセボ群）［CMH検定］
各投与群について患者の割合をベースラインでのMTX使用の有無及び乾癬の範囲（BSA3％未満と3％以上）で補正し，検定を用いて投与群を比較

NRI
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ヒュミラ® 添付文書より（尋常性乾癬，関節症性乾癬及び膿疱性乾癬のみ抜粋）
6. 用法及び用量〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを皮下注射し，以後2週に1回，40mgを皮下
注射する．なお，効果不十分な場合には1回80mgまで増量できる．

7. 用法及び用量に関連する注意〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
7.8 本剤による治療反応は，通常投与開始から16週以内に得られる．16週以内に治療反応が得られない場合は，
現在の治療計画の継続を慎重に再考すること．また，増量を行っても効果が得られない場合，現在の治療計画の
継続を慎重に再考すること．

Ⅳ. 参考情報：QOLの指標となったSF-36®のスコアの変化量
投与24週におけるSF-36®のベースラインからの平均スコア変化量は，身体的健康度スコアがプラセボ投与
群で1.5，ヒュミラ®40mg隔週投与群で9.3，精神的健康度スコアがプラセボ投与群で0.4，ヒュミラ®40mg
隔週投与群で1.9でした．

■参考情報：投与24週目におけるSF-36®スコアのベースラインからの変化量（副次評価項目）
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※サマリーは2.5点以上，個別の下位尺度では5点以上の変動がある場合に臨床上意味のある変化を示す
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Ⅴ. 安全性
本試験におけるヒュミラ®投与例（安全性評価対象症例）151例中122例（80.8％）に有害事象が認められま
した．主な有害事象※は注射部位反応NOS9例（6.0％），単純ヘルペス，上気道感染NOS，頭痛NOS，各5例
（3.3％）等でした．また，重篤な有害事象は5例（鼻中隔障害，足指関節固定術，痙攣増悪，ウイルス性髄膜炎，腎
結石，各1例）に認められました．投与中止に至った有害事象は6例（膵炎，発疹，特発性血小板減少性紫斑病，ウ
イルス性髄膜炎，不安，肝機能検査異常，各1例）に認められました．
プラセボ投与例では，162例中130例（80.2％）に有害事象が認められました．主な有害事象※は疲労，上気道感
染NOSが各5例（3.1%），注射部位内出血，乾癬増悪が各4例（2.5%）等でした．重篤な有害事象は7例（脳血管
発作1例，心膜炎及び手骨折1例，筋力低下増悪，肺塞栓症及び四肢深部静脈血栓症1例，うつ病1例，高血糖2件
1例，蜂巣炎1例，冠動脈疾患増悪1例）に認められました．投与中止に至った有害事象は5例（乾癬性関節症3例，
乾癬2例）に認められました．
なお，本試験において死亡例の報告はありませんでした．
※：治療薬との因果関係は「多分関連あり」以上（「多分関連あり」「関連あり」を含む）

NOS = Not otherwise specified
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（1）国内第Ⅲ相試験18）19）

［M10-239試験：ヒュミラ®の強直性脊椎炎における有効性と安全性に対する多施設共同試験］
社内資料：ヒュミラ®強直性脊椎炎 国内第Ⅲ相試験（M10-239試験）［承認時評価資料］
Kobayashi S, et al. Mod Rheumatol. 2012; 22: 589-597.
利益相反： 本試験はアッヴィからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： 日本人活動性強直性脊椎炎患者におけるヒュミラ®の有効性，安全性及び薬物動態を検討する．
対　　象：�1剤以上の非ステロイド系抗炎症薬治療が効果不十分又は忍容性不良な活動性強直性脊椎炎患者 41例

（1剤以上のDMARDs治療が効果不十分な患者は組入れ可能とした）
 　　　　　［15歳以上で，下記①〜③の3項目中少なくとも2項目を満たす活動性強直性脊椎炎患者
 　　　　　　① BASDAI（Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index）スコアが4以上
 　　　　　　② 全般背部痛に対するVAS（Visual Analogue Scale）が40mm以上
 　　　　　　③ 朝のこわばり持続時間が1時間以上
投与方法： ヒュミラ®40mgを隔週皮下投与した．

投与16週を経過した後に投与0週（投与直前）と比較してASAS（Assessment of SpondyloArthritis 
international Society） 20に達しなかった症例では，80mg隔週投与を可能とした．

評価項目：�主要評価項目ー投与12週時のASAS20反応率
副次評価項目ー投与2週，4週，8週，16週，20週，24週時，それ以降は投与12週ごとのASAS20，投与2週，4週，

8週，12週，16週，20週，24週時，それ以降は投与12週ごとのASAS40/50/70，投与2週， 
4週，8週，12週，16週，20週，24週時，それ以降は投与12週ごとのBASDAI50反応率など

安 　 全 　 性ー有害事象　など

3． 臨床成績（強直性脊椎炎）

1) MTX，サラゾスルファピリジン以外のDMARDs投与例においては，ヒュミラ®投与開始前28日以上のウォッシュアウト
期間をおく．

2) 以後12週毎に有効性を評価しつつ，承認時までヒュミラ®隔週投与を継続する．
3) 患者の希望により投与2週目以降，在宅自己注射を可能とした．

投与0週と比較してASAS20に達しなかった
場合は80mg隔週投与を可能とする．

主
要
評
価
項
目

（
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｓ
20
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価

有
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性
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価

有
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性
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価

有
効
性
評
価

有
効
性
評
価

有
効
性
評
価

有
効
性
評
価

有
効
性
評
価

0 (週）

承認

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 242)

スクリーニング
2週間1) ヒュミラ®40mg隔週投与3)

BASDAI（Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index）　
過去 1週間の下記 6項目を患者が問診票上で主観的に VAS で評価した活動性指数（各項目 0〜 10 点）
��　��Ⓐ�疲労の程度� Ⓑ�頸部，背中や腰臀部の疼痛� Ⓒ�頸部，背中や腰臀部以外の関節の疼痛 /腫脹
　　Ⓓ�圧痛点の不快さ� Ⓔ�朝のこわばりの強さの程度� Ⓕ�朝のこわばりの持続時間
BASDAI ＝ 0.2［Ⓐ＋Ⓑ＋Ⓒ＋Ⓓ＋ 0.5( Ⓔ＋Ⓕ )］
BASDAI50 とは，BASDAI の合計点数がベースライン時の点数に比較し 50％以上改善した場合をさす．　

Garret�S,�et�al.�J�Rheumatol.�1994;�21:�2286-2291.

ASAS（Assessment of SpondyloArthritis international Society） 20/40　
●  ASAS20：下記 4評価項目のうち少なくとも 3項目において，ベースラインと比較して 20%以上の改善，かつ
10 単位（0 〜 100 スケールの場合）以上の絶対的改善を認め，残りの 1 評価項目で 20％以上および 10 単位
（0〜 100 スケールの場合）以上の悪化が認められない

●  ASAS40：下記 4評価項目のうち少なくとも 3項目において，ベースラインと比較して 40%以上の改善，かつ
20単位（0〜 100 スケールの場合）以上の絶対的改善を認め，残りの 1評価項目で悪化が認められない
①患者の全般評価　②脊椎痛　③身体機能（BASFI）　④脊椎のこわばり（BASDAI の評価項目のⒺおよびⒻの平均値）



臨床成績（強直性脊椎炎）

64

解析計画： 有効性の評価は，治験薬の投与を1回でも受けたすべての患者（FAS）を対象に記述統計で行い，検定は行わ
なかった．安全性解析対象集団はFASと同一とした．主要評価項目である投与12週目のASAS20反応率で
は，投与12週目にASAS20反応に達した患者数，構成比（％）及び95％信頼区間を算出した．本試験におけ
るヒュミラの有効性の判定基準は，投与12週目におけるASAS20反応率において40％と設定した．Non-
responder imputation（NRI）による集計を主要な解析とした．また，試験を中止した患者の影響を評価す
るためLast Observation Carried Forward（LOCF）による集計も行った．BASDAI50反応率の解析では
NRIを用いた．24週及び60週に中間報告を実施した．

Ⅰ．ASAS20/40反応率の推移
ASAS20及びASAS40反応率は，投与12週時ではそれぞれ75.0％（30/40例），65.0%（26/40例）でした．主
要評価項目である投与12週目のASAS20反応率は，有効性判定基準である40%を達成しました．

■ 投与12週時のASAS20反応率（主要評価項目）／投与2週，4週，8週，12週（ASAS20反応率除
く），24週時，それ以降は投与12週ごとのASAS20/40反応率（副次評価項目）

主要評価項目
100

80

60

40

20

0

患
者
の
割
合

ASAS40反応率
ASAS20反応率41例

0

41 40

42 8 12

75％

24 36 48 60

投与期間（週）

（%）

OC

39 38 37

※評価時の例数

※

ヒュミラ® 添付文書より（強直性脊椎炎のみ抜粋）
4. 効能又は効果

既存治療で効果不十分な下記疾患
強直性脊椎炎

7. 用法及び用量に関連する注意〈強直性脊椎炎〉
7.7 本剤による治療反応は，通常投与開始から12週以内に得られる．12週以内に治療反応が得られない場合
は，現在の治療計画の継続を慎重に再考すること．また，増量を行っても効果が得られない場合，現在の治療
計画の継続を慎重に再考すること．
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Ⅱ．BASDAI50反応率の推移
BASDAI50反応率は投与12週時では67.5%（27/40例）でした．

■投与2週，4週，8週，12週，24週時，それ以降は投与12週ごとのBASDAI50反応率（副次評価項目）
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BASDAI50反応率

0 42 8 12

67.5%

24 36 48 60

投与期間（週）

41例

41 40 39 38 37

※評価時の例数

※

OC

Ⅲ．安全性
本試験におけるヒュミラ®投与例（安全性評価対象症例）41例中24例（58.5％）に有害事象※1が認められまし
た．主な有害事象※2は注射部位紅斑6例（14.6％），注射部位そう痒感2例（4.9％），鼻咽頭炎4例（9.8％）等でし
た．また，重篤な有害事象※2は1例（2.4％）に2件（椎間板炎，骨髄炎，各1件）認められました．投与中止に至った
有害事象※2は1例（2.4％）に2件（椎間板炎，骨髄炎，各1件）認められました．なお，本試験において死亡例の報告
はありませんでした．
※1：治療薬との因果関係は「多分関連あり」以上（「多分関連あり」「関連あり」を含む）
※2：治療薬との因果関係は「関連あり」

ヒュミラ® 添付文書より（強直性脊椎炎のみ抜粋）
7. 用法及び用量に関連する注意〈強直性脊椎炎〉
7.7 本剤による治療反応は，通常投与開始から12週以内に得られる．12週以内に治療反応が得られない場合
は，現在の治療計画の継続を慎重に再考すること．また，増量を行っても効果が得られない場合，現在の治療
計画の継続を慎重に再考すること．
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（2）海外第Ⅲ相試験20）21）22） （海外データ）
［M03-607試験（ATLAS試験）：ヒュミラ®の強直性脊椎炎における有効性と安全性に対する多施設

共同無作為化プラセボ対照二重盲検試験］
ATLAS：Adalimumab Trial Evaluating Long-term Efficacy and Safety for Ankylosing Spondylitis
社内資料：ヒュミラ®強直性脊椎炎 海外第Ⅲ相試験（M03-607試験）［承認時評価資料］
van der Heijde D, et al. Arthritis Rheum. 2006; 54: 2136-2146. 
van der Heijde D, et al. Ann Rheum Dis. 2008; 67: 1218-1221. 
利益相反： 本試験はアッヴィからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： 活動性強直性脊椎炎患者におけるヒュミラ®の有効性，安全性を検討する．
対　　象：  1剤以上の非ステロイド系抗炎症薬治療が効果不十分又は忍容性不良な活動性強直性脊椎炎患者 315例

（1剤以上のDMARDs治療が効果不十分な患者は組入れ可能とした）
 　　　　　［18歳以上で，下記①〜③の3項目中少なくとも2項目を満たす活動性強直性脊椎炎患者
 　　　　　　① BASDAI（Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index）スコアが4以上
 　　　　　　② 全般背部痛に対するVAS（Visual Analogue Scale）が40mm以上
 　　　　　　③ 朝のこわばり持続時間が1時間以上］
投与方法：�無作為に2:1の割合でヒュミラ®40mg投与群（208例）とプラセボ投与群（107例）に割り付け，隔週で24週

間の皮下投与を実施した．
投与12週目，16週目あるいは20週目で投与0週（投与直前）と比較してASAS20に達しなかった症例では，
オープンラベルにてヒュミラ®40mg隔週投与可能とした．

評価項目：�主要評価項目ー投与12週時のASAS20反応率（検証的解析項目）
副次評価項目ー投与24週目のASAS20反応率，投与24週目のASAS部分寛解率，投与12週時及び24週目の

以下の項目．ASAS50/70反応率，ASAS5/6反応率，BASMI（Bath Ankylosing Spondylitis�
Metrology Index）のベースラインからの変化量，BASFI（Bath Ankylosing Spondylitis 
Functional Index）のベースラインからの変化量，MASES（Maastricht Ankylosing 
Spondylitis Enthesitis Score）のベースラインからの変化量及びBASDAIのベースライン
からの変化量など

安 　 全 　 性ー有害事象　など
解析計画： 有効性及び安全性の解析は，各投与群に無作為割り付けされ，治験薬を1回以上投与された患者（FAS）を対

象として行った．主要評価項目である投与12週時のASAS20反応率が欠測の場合はノンレスポンダーと
した（Non-responder imputation：NRI）．副次評価項目であるASAS5/6，ASAS40反応率，ASAS部分寛
解率が欠測の場合もノンレスポンダーとした（NRI）．BASDAI，BASMI，MASES，BASFIの解析ではLast 
Observation Carried Forward（LOCF）を用いた．投与24週の中間報告，104週間の投与終了後に報告を
予定した．
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Ⅱ．ASAS関連評価指標による評価
投与開始後12週目のASAS5/6反応率，24週目のASAS部分寛解率は，いずれの項目においてもヒュミ
ラ®40mg隔週投与群の方がプラセボ投与群に比し有意に高率でした〔ASAS5/6反応率の群間差：35.5％，
95％信頼区間：26.1，44.8，p＜0.001，ASAS部分寛解率の群間差：16.5％，95％信頼区間：9.4，23.6，各々
Pearsonのχ2検定（期待度数5未満のセルが25％以上の場合：Fisherの直接確率法）〕．

■投与12週目のASAS5/6反応率及び投与24週時のASAS部分寛解率（副次評価項目）

Ⅰ．ASAS反応率
ヒュミラ®40mg隔週投与群では58.2％（121/208例）が投与12週時にASAS20を達成し，プラセボ群に
比し有意に高い達成率が得られました（反応率の群間差：37.6，95％信頼区間：27.4，47.8，p＜0.001，
Pearsonのχ2検定）．

■ 投与12週時のASAS20反応率（主要評価項目）※／投与24週時のASAS20反応率，投与12週及び
24週時のASAS50/70反応率（副次評価項目）

＊：p<0.001（vs. プラセボ群）［Pearsonのχ2検定］

全脊椎強直患者における反応
全脊椎強直患者と診断された11名は無作為にヒュミラ®40mg隔週投与群（6例）とプラセボ投与群（5例）に
割り付けられた．ヒュミラ®40mg隔週投与群では12週目に3/6例，24週目に4/6例がASAS20反応を達成し
た．プラセボ投与群では12週および24週目でASAS20反応を達成しなかった．
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反応率の群間差：35.5％＊
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Intention-to-treat, データの無い場合はノンレスポンダーとして集計
投与24週以前に早期非盲検群に移行した場合は，移行後をノンレスポンダーとした．

＊：p<0.001（vs. プラセボ群）［Pearsonのχ2検定（期待度数5未満のセルが25%以上の場合：Fisherの直接確率法）］
NRI

投与24週目のASAS部分寛解率

ヒュミラ® 40mg隔週（208例）

※検証的解析項目
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Ⅲ．強直性脊椎炎効果判定指標による評価
投与開始後 12週目のBASDAI，BASMI，MASES，及びBASFIのベースラインからの平均変化量は，いずれ
の項目においてもヒュミラ ®40mg隔週投与群の方がプラセボ投与群に比し有意に改善しました（p＜ 0.001，
MASESは p=0.018，ベースラインを共変量とした ANCOVA）．

■投与12週目のBASDAI，BASMI，MASES，及びBASFIのベースラインからの変化量（副次評価項目）

プラセボ（107例）

平均値±SEM
（　）内はベースライン値

＊：p<0.001
#：p=0.018 （vs. プラセボ群）［ベースラインを共変量としたANCOVA］

LOCF

ヒュミラ® 40mg隔週（208例）
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Ⅳ．安全性
本試験（投与24週時）におけるヒュミラ®投与例（安全性評価対象症例）208例中72例（34.6％）に有害事象※が認
められました．主な有害事象※は注射部位反応，鼻咽頭炎，各7例（3.4％），疲労，注射部位疼痛，各5例（2.4％）等で
した．また，重篤な有害事象※は5例（2.4％）に7件（気胸，ミオパシー，過敏症，非心臓性胸痛，肝酵素上昇，肝生検，入
院，各1件）認められました．投与中止に至った有害事象※は，ミオパシー，アダリムマブに対する過敏症が各1例に
認められました．
プラセボ投与例では，107例中16例（15.0%）に有害事象※が認められました．主な有害事象※は疲労2例（1.9%），
注射部位灼熱感，注射部位紅斑，注射部位疼痛，体重増加が各1例（0.9%）でした．重篤な有害事象※は認められませ
んでした．投与中止に至った有害事象※は発疹が1例（0.9％）に認められました．
なお，本試験において死亡例の報告はありませんでした．
※：治療薬との因果関係は「多分関連あり」以上（「多分関連あり」「関連あり」を含む）

ヒュミラ® 添付文書より（強直性脊椎炎のみ抜粋）
6. 用法及び用量〈強直性脊椎炎〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，効果不十分な場合，
1回80mgまで増量できる．

7. 用法及び用量に関連する注意〈強直性脊椎炎〉
7.7 本剤による治療反応は，通常投与開始から12週以内に得られる．12週以内に治療反応が得られない場合
は，現在の治療計画の継続を慎重に再考すること．また，増量を行っても効果が得られない場合，現在の治療
計画の継続を慎重に再考すること．
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ASAS 部分寛解，ASAS5/6 反応例
ASAS 部分寛解：下記 6評価項目の①から④のすべてにおいて，20単位（0〜 100スケールの場合）を超えない．
ASAS5/6 反応例：下記 6評価項目中少なくとも 5項目で 20％以上の改善を認める症例．

①患者の全般評価（VAS） 　　　　 ②脊椎痛（BASDAI のⒷ） 　　　    ③身体機能（BASFI）
④脊椎のこわばり（BASDAI のⒺとⒻの平均値）⑤急性相反応物質：CRP を使用　  ⑥脊椎可動性：BASMI を使用

BASFI（Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index；機能評価指数）　
過去 1�週間の日常生活動作に関する下記 10�項目を患者の主観的（VAS）で評価した点数（BASFI�＝�1�〜 10�の
合計 /10；すなわち 1�〜 10�の平均点）

　　1.�靴下やタイツを補助具なしで履く�　　� 　�2.�膝を曲げて床の物を拾う
　　3.�高い棚に手が届く�　　� � � 　�4.�肘掛けのない椅子から立ち上がる
　　5.�仰臥位から立ち上がる�　　� � � 　�6.�10�分間支えなしで立っている
　　7.�手すりを持たずに 12�〜 15�段の階段を上がる�� 　�8.�身体を回さずに首だけ回して肩越しに後方を見る
　　9.�体操，庭仕事，スポーツなどをする�　�　　� ���10.�一日がかりの仕事または家事をこなす

Calin�A,�et�al.�J�Rheumatol.�1994;�21:�2281-2285.

MASES（Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score；腱付着部炎圧痛評価）　
付着部炎に伴う圧痛の程度を示す指標で，MRI や超音波所見をもとに右図の 13 ヵ所
の付着部炎部位を選択し，該当部位の疼痛改善を症状改善の指標として用いるべく
オランダのMaastricht 大学で開発された評価方法で，部位の数で評価する（1部位
が 1点）．

Heuft-Dorenbosch�L,�et�al.�Ann�Rheum�Dis.�2003;�62:�127-132.

BASMI（Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index；脊椎・股関節の可動性評価）　
下記 5つの計測指標を実測値により点数化し，そ
の合計点数にて脊椎・股関節の可動性と肢位を評
価する．

0点 1点 2点
A. 耳珠-壁距離 <15cm 15〜30cm >30cm
B. 腰椎前屈 >4cm 2〜4cm <2cm
C. 頸椎旋回 >70° 20〜70° ＜20°
D. 腰椎側屈 >10cm 5〜10cm <5cm
E. 内顆間距離 ＞100cm 70〜100cm ＜70cm

Jenkinson�TR,�et�al.:��J.�Rheumatol.��1994;�21:�1694-1698.

あごを引いた状態で，頭を
可能な限り壁に近づける

左右の回旋角度の平均値で評価する

左右の内顆（内くるぶし）の
間の距離を測定する．

（Aー B）cmの左右の平均値
で評価する．足やかかとを浮
かせないようにする．

耳珠（耳の顔側の，
外耳道の入口にある
出っぱり） 10cm 10cm

左回旋
の角度

右回旋
の角度

A
B

Schober test Modified Schober test

5cm
5cm

A B

C D E

Schober test では腰仙移行部（●上部腸骨棘
の高さ）を同定し上10cm下 5 cm の部分に印
（○）をつける．Modified Schober test ではこ
の代わりに腸骨稜の高さ（　　）を用いる．

前屈後 2 つの印の
間の距離を測定し
15cmからの増加
分を測定価とする．
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（1）国内第Ⅲ相試験23）24） 

［M10-240試験：ヒュミラ®の若年性特発性関節炎における有効性と安全性に対する多施設共同試験］
社内資料：ヒュミラ®若年性特発性関節炎 国内第Ⅲ相試験（M10-240試験）［承認時評価資料］
Imagawa T, et al. Clin Rheumatol. 2012; 31: 1713-1721.
利益相反： 本試験はアッヴィ，エーザイからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： 多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎の日本人小児患者におけるヒュミラ® の有効性，安全性，薬物動
態を評価する．

対　　象：�既存治療で疾患活動性のコントロールが困難な多関節に活動性を有する4〜17歳までの若年性特発性関
節炎患者�25例 

  ●ヒュミラ® ＋MTX群 ……20例：平均年齢 13.2±3.22歳（SD），男女比 1:3
  ●ヒュミラ®単独群 ………  5例：平均年齢 12.6±4.39歳（SD），男女比 0:1
投与方法： ヒュミラ® 20mg（体重30kg未満の患者 8例）あるいはヒュミラ® 40mg（体重30kg以上の患者 17例）を

隔週皮下投与（プロトコルにMTX投与量の記載はなし）

評価項目：�主要評価項目—投与16 週時のACR Pedi 30 反応率
副次評価項目—投与2，4，8，24週時のACR Pedi 30 反応率，

投与24週時における医師による疾患活動性に関する総合評価，家族又は被験者による評
価，小児の健康に関する質問票（CHAQ），活動性の関節数，可動域の制限，CRP値のベース
ラインからの変化量　など

安 　 全 　 性—有害事象　など
解析計画： 有効性及び安全性の解析は，治験薬投与を1回でも受けたすべての患者を対象に行われた．主要評価項目で

あるACR Pedi 30反応率は，該当する患者（ACR Pedi 反応例）の割合をACR Pedi 30反応率とした．有効
性に関する評価項目は，投与2週，4週，8週，16週，24週時及び投与24週時以降は12週ごとに解析すること
とした．ACR Pedi反応に関して，各評価時期で欠測あるいは中止により評価がない患者は，ノンレスポン
ダーとして取り扱った（Non-responder imputation：NRI）．連続変数の評価項目（医師による疾患活動性
に関する総合評価，家族又は被験者による評価，CHAQ，活動性の関節数，可動域の制限，CRP値ほか）では，
Last Observation Carried Forward（LOCF）を用いた．MTXの有無で，部分集団（層別）解析を行った．24
週間時までのデータにより，中間報告をする．

4． 臨床成績（若年性特発性関節炎）
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主要評価項目

ACR Pedi 30 反応率　
若年性関節リウマチのコアセット基準 6項目（①医師による疾患活動性の総合評価，②家族または被験者による全身
状態総合評価，③活動性関節数，④可動域制限，⑤小児の健康評価に関する質問票，⑥CRPまたは ESR）のうち，少
なくとも 3項目で 30%以上の改善が認められ，かつ 30%以上の悪化が 1項目以内であった被験者の割合

2週 4週 8週 16週 24週
ヒュミラ® ＋MTX群（20例） 11（55.0） 12（60.0） 14（70.0） 18（90.0） 17（85.0）
ヒュミラ® 単独群（5例） 4 4 5 5 4
ヒュミラ® 全例群（25例） 15（60.0） 16（64.0） 19（76.0） 23（92.0） 21（84.0）

Ⅰ．ACR Pedi 30反応率の推移
ヒュミラ®投与2週後にACR Pedi 30反応率は60%を示し，投与16週後において92.0％を示しました．

■投与16週時（主要評価項目）／投与2，4，8，24週時（副次評価項目）のACR Pedi 30反応率

ヒュミラ® 添付文書より（若年性特発性関節炎のみ抜粋）
4. 効能又は効果

既存治療で効果不十分な下記疾患
多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎

7. 用法及び用量に関連する注意〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉
7.9 本剤による治療反応は，通常投与開始から12週以内に得られる．12週以内に治療反応が得られない場合は，現
在の治療計画の継続を慎重に再考すること．

10. 相互作用
10.2 併用注意（併用に注意すること）

メトトレキサート［本剤のクリアランスが低下するおそれがある:機序不明］
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Ⅱ．副次評価項目の投与24週時におけるベースラインからの変化量（ヒュミラ®全例群）
ヒュミラ®投与24週時における副次評価項目（医師による疾患活動性に関する総合評価，家族又は被験者
による評価，小児の健康に関する質問票（CHAQ），活動性の関節数，可動域の制限，CRP値）の変化は以下
のとおりでした．

■ 投与24週時における医師による疾患活動性に関する総合評価，家族又は被験者による評価，小児の
健康に関する質問票（CHAQ），活動性の関節数，可動域の制限及びCRP値（副次評価項目）

Ⅲ．安全性
本試験（24週時）におけるヒュミラ®投与例（安全性評価対象症例）25例中19例（76.0％）に有害事象※1が認めら
れました．主な有害事象※2は注射部位紅斑3例（12.0％），注射部位反応，発熱，蕁麻疹，各2例（8.0％），頭痛1例
（4.0％）等でした．重篤な有害事象※1ならびに投与中止に至った有害事象※1は認められませんでした．なお，本試
験において死亡例の報告はありませんでした．
※1：治療薬との因果関係は「多分関連あり」以上（「多分関連あり」「関連あり」を含む）
※2：治療薬との因果関係は「関連あり」

医師の疾患活動性総合評価 家族又は被験者による評価

活動性の関節数 可動域の制限

CHAQ

CRP
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0

-35.4
±26.67

平均値－SD
-60
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-18.7
±24.19
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0

-4.1
±5.50

平均値－SD

（点）（mm）（mm）

（mg/dL）（個）（個）

-0.7

-0.6

-0.5
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-0.3

-0.2

-0.1

0.0

-0.2
±0.48

平均値－SD

-20

-15

-10

-5

0

-8.0
±7.75

平均値－SD

-0.5
±1.65

平均値－SD
-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0

FAS（最大の解析対象集団）を対象に，LOCF（欠測値は直前の評価で補完する）にて解析

V
A
S

V
A
S

ヒュミラ ®投与 24週後の変化量（平均値± SD）
部分集団解析 ヒュミラ® 全例群

（25 例）ヒュミラ® ＋MTX群
（20 例）

ヒュミラ® 単独群
（5 例）

医師による疾患活動性に関する
総合評価（VAS, 0-100mm）

ベースライン値 56.5 58.6 56.9
変化量 -34.1± 25.38 -40.8± 34.08 -35.4± 26.67

家族又は被験者による評価
ベースライン値 44.6 48.6 45.4
変化量 -18.0± 26.15 -21.4± 15.88 -18.7± 24.19

CHAQ
（小児の健康に関する質問票）

ベースライン値 0.8 0.7 0.8
変化量 -0.2± 0.51 -0.2± 0.36 -0.2± 0.48

活動性の関節数
ベースライン値 12.0 13.6 12.3
変化量 -8.2± 7.07 -7.2± 11.08 -8.0± 7.75

可動域の制限
ベースライン値 8.6 5.8 8.0
変化量 -4.3± 6.09 -3.6± 2.19 -4.1± 5.50

CRP（mg/dL）
ベースライン値 1.0 3.6 1.5
変化量 -0.4± 1.47 -0.9± 2.40 -0.5± 1.65



74

臨床成績（若年性特発性関節炎）

（2）海外第Ⅲ相二重盲検比較試験25）26） （海外データ）
［DE038試験：多施設共同無作為化二重盲検層別プラセボ対照並行群間比較試験］

社内資料：ヒュミラ®若年性特発性関節炎 海外第Ⅲ相二重盲検比較試験（DE038試験）［承認時評価資料］
Lovell DJ, et al. N Engl J Med. 2008; 359: 810-820. 
利益相反： 本試験はアッヴィからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： 多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎の小児患者におけるヒュミラ®の有効性，安全性を評価する．
対　　象：�既存治療で疾患活動性＃のコントロールが困難な多関節に活動性を有する4〜17歳までの若年性特発性

関節炎患者�171例（組入れ前にMTX投与の有無によって層別化） 
● 非盲検導入期のヒュミラ®単独群 ……… 86例：平均年齢 11.1±3.75歳（SD），男女比 19:67
● 非盲検導入期のヒュミラ®＋MTX群 …… 85例：平均年齢 11.4±3.32歳（SD），男女比 17:68

# 試験登録時及び投与0週目（初回投与直前）の関節評価で，変形によらない腫脹関節数5ヵ所以上，かつ圧痛・他動運
動痛を伴う可動域制限関節数3ヵ所以上の活動性関節を有する患者．腫脹及び可動域制限のどちらも有する関節
は，両方にカウントする．

投与方法： 体表面積に基づきヒュミラ® 24mg/m2（最大 40mg）を 16週間隔週皮下投与 : 171 例

非盲検導入期に ACR Pedi 30反応に達した症例を下記 4群に振り分け
32週間（投与開始から 48週）投与
　●非盲検導入期のヒュミラ® 単独群　　　
    
　●非盲検導入期のヒュミラ® ＋MTX群　  
   

二重盲検試験を完了した 128例
プラセボ投与で疾患の再燃がみられた症例には,非盲検でヒュミラ®を投与（投与量は体
表面積で算出）
継続投与体表面積用量期を完了した 106例
ヒュミラ®投与量を一定用量（30kg未満は 20mg，30kg以上は 40mg）に固定して継続投与

二重盲検期
（16～48 週）

継続投与期（48 週～）

非盲検導入期
（0～16 週）

ヒュミラ® 単独群
プラセボ単独群
ヒュミラ® ＋MTX群
プラセボ＋MTX群

30例
28例
38例
37例

133 例

体表面積用量期

固定用量期

非盲検導入期

ヒュミラ®単独 ヒュミラ ®単独
ヒュミラ®単独

（20mg隔週投与）

ヒュミラ®単独
（40mg隔週投与）
ヒュミラ®＋MTX
（20mg隔週投与）

ヒュミラ® 単独

プラセボ単独

16 週0 週 48 週

 二重盲検期

ヒュミラ®＋MTX ヒュミラ ®＋MTXヒュミラ® ＋MTX

プラセボ＋MTX

継続投与期   体表面積用量     固定用量

ヒュミラ®投与量は, 継続投与期（体表面積用量）までは24mg/m2隔週投与（プロトコルにMTX投与量の記載はなし）

ヒュミラ®＋MTX
（40mg隔週投与）

MTX 非併用群

MTX併用群

（ ）

ヒュミラ® 添付文書より（若年性特発性関節炎のみ抜粋）
6. 用法及び用量〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉
通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として，体重15kg以上30kg未満の場合は20mgを，体重30kg以上の場合は
40mgを2週に1回，皮下注射する．

7. 用法及び用量に関連する注意〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉
7.9 本剤による治療反応は，通常投与開始から12週以内に得られる．12週以内に治療反応が得られない場合は，現
在の治療計画の継続を慎重に再考すること．

10. 相互作用
10.2 併用注意（併用に注意すること）

メトトレキサート［本剤のクリアランスが低下するおそれがある:機序不明］

本試験は，体表面積により投与量を設定したため，承認用量と異なる用量の症例が含まれる可能性が
あります．

評価項目：�主要評価項目—二重盲検期（投与開始48週時［二重盲検期間開始から32週時］）におけるMTX非併用 
（ヒュミラ®単独）群でヒュミラ®投与が奏効した患者を対象とした疾患再燃率（検証的解析
項目）

副次評価項目—二重盲検期（投与開始48週時［二重盲検期間開始から32週時］）におけるMTX併用群の疾患
再燃率，二重盲検期における疾患再燃までの期間とその群間比較，非盲検導入期（投与開始
から16週時までの各評価時点）のACR�Pedi�30/50/70/90反応率，各評価時点の継続投与例に
おけるACR�Pedi�30/50/70反応率（継続投与期（体表面積期）：投与開始48〜152週），各評価
時点の継続投与例におけるACR�Pedi�30反応率（継続投与期（固定用量期）：〜176週　ほか
（継続投与期は8週ごとに有効性評価が行われたが，承認時評価資料に基づき経時的データ
を掲載した）
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Ⅰ．二重盲検期における疾患再燃率
二重盲検期（投与48週時）におけるヒュミラ®単独群の疾患再燃率は43.3%とプラセボ単独群に比し有意
に低い結果でした（p=0.031，χ2検定）（主要評価項目）．
ヒュミラ®+MTX群の疾患再燃率は36.8%で，プラセボ+MTX群に比し有意に低い（p=0.015，χ2検定）結果
が示されました（副次評価項目）．

■ 二重盲検期におけるヒュミラ®単独群の疾患再燃率（二重盲検期終了時）（投与48週時）（主要評価
項目）※

24

2週0週 4週 8週 16週12週

＃：ヒュミラ®単独群及びヒュミラ®+MTX 群の両群

0 20 40 60 80 100

プラセボ単独群
（28例）

疾患再燃患者の割合（％）

ヒュミラ®単独群
（30例）

43.3%

71.4%

p=0.031
（χ2 検定）

評価が欠測した場合は，再燃例として取り扱った．

※検証的解析項目

Ⅱ．二重盲検期における疾患再燃までの期間とその群間比較
疾患再燃までの期間を再燃していない患者割合の群間差で比較した結果，ヒュミラ®単独群がプラセボ
単独群に比し有意に長い結果でした（p=0.029，ログランク検定）．ヒュミラ®＋MTX群でもプラセボ＋
MTX群に比し有意に長い（p=0.031，ログランク検定）結果が示されました．（副次評価項目）

安 　 全 　 性—有害事象　など

本試験における疾患再燃率の判定基準　
本試験では，疾患の再燃を下記のように定義し，定義に該当する症例の割合を疾患再燃率とした．
疾患再燃：ACR pediコア基準 6項目（p71参照）の二重盲検期開始からの変化が，3項目以上で 30％以上の悪化（た
だし３項目に，活動性のある関節数が含まれる場合は，２関節以上で活動性が認められる場合と定義），かつ 30％以
上の改善が認められた項目が 1項目以下

解析計画： 有効性及び安全性の解析は，ITT集団を対象に実施した．非盲検導入期，継続投与期（体表面積用量期），継続
投与期（固定用量期）では，評価が欠測していた場合，母数から除外した．二重盲検期では，主要評価項目であ
るMTX非併用群の疾患再燃率検討のため，MTX非併用下でヒュミラ®投与が奏効した若年性特発性関節炎
患者を対象に，疾患の再燃をヒュミラ®とプラセボで比較した．二重盲検期の欠測値は投与群，中止理由にか
かわらず，評価が欠測していた場合は「再燃例」として取り扱った．プラセボ群で再燃以外の理由（有害事象
など）で中止した患者の欠測は再燃として補完しなかった．また，患者が中止した場合，ACR Pedi30反応，
ACR Pedi50反応，ACR Pedi70反応，ACR Pedi90反応は，ノンレスポンダーとして取り扱った．継続投
与固定用量期の投与開始時の投与量が，継続投与体表面積用量期での投与量から同用量又は減量・増量した
患者で層別し，解析した．
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Ⅲ．非盲検導入期におけるACR Pedi 30反応率
ヒュミラ®投与開始2週時のACR Pedi 30反応率は全体で60.2％，16週時は全体で84.2％，ヒュミラ®単
独群で74.4％，ヒュミラ® +MTX群で94.1％でした．

■  投与2週時，4週時，その後4週間ごとのACR Pedi 30反応率（非盲検導入期）（副次評価項目）

20 4 8 1612

100

80

60

40

20

0

Ａ
Ｃ
Ｒ 

Pedi 

30
反
応
率
（
％
）

投与期間（週）
ITT集団を対象に，NRI（欠測値はノンレスポンダーとして扱う）にて解析

#：ヒュミラ®単独群及び
　 ヒュミラ®＋MTX群の両群

84.2％

ヒュミラ®投与群＃（171例）

ヒュミラ® 添付文書より（若年性特発性関節炎のみ抜粋）
6. 用法及び用量〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉
通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として，体重15kg以上30kg未満の場合は20mgを，体重30kg以上の場合は
40mgを2週に1回，皮下注射する．

7. 用法及び用量に関連する注意〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉
7.9 本剤による治療反応は，通常投与開始から12週以内に得られる．12週以内に治療反応が得られない場合は，現
在の治療計画の継続を慎重に再考すること．

10. 相互作用
10.2 併用注意（併用に注意すること）

メトトレキサート［本剤のクリアランスが低下するおそれがある:機序不明］
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Ⅳ．継続投与期におけるACR Pedi 反応率
ヒュミラ®継続投与例では，152週時点のACR Pedi 30/50/70反応率は，それぞれ94.4％，88.9％，83.3％ 
でした．

■ 各評価時点の継続投与例におけるACR Pedi 30/50/70反応率（継続投与期（体表面積期）：投与
開始48～152週）（副次評価項目）

非盲検導入期からの投与週数

（継続投与期は8週ごとに有効性評価が行われたが，承認時評価資料に基づきヒュミラ®投与群の経時的
データを掲載した）

100

80

60

40

20

0

患
者
の
割
合
（
％
）

48 152（週）56 64 72 80 88 104 120 136

対象：非盲検導入期・二重盲検期・継続投与期に
　　  ヒュミラ®を継続して投与した症例64例

各プロットはACR Pedi 達成例/ 評価対象例（％）ACR Pedi 70反応率
ACR Pedi 50反応率
ACR Pedi 30反応率

94.4%
88.9%
83.3%

n=18n=25n=40n=51n=58n=58n=60n=59n=60n=60

継続投与期での投与方法の変更（体表面積に基づく算出→体重に基づく固定用量）後の，部分集団別における
ACR Pedi 30反応率は，以下のとおりでした．

■ 各評価時点の継続投与例におけるACR Pedi 30反応率（継続投与期（固定用量期）：～176週）
（副次評価項目・部分集団解析）

0-8 12 16 48 128 144 176（週）96
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体表面積用量と同用量及び減量した群（53例）＊

体表面積用量から増量した群（53例）＊

各プロットは ACR Pedi 30達成例 /評価対象例（％）， ITT 集団

＊：固定用量期に移行した例数，As observed（観測値）にて算出

固 定 用 量（症例別に順次移行）体表面積
用量

100.0％
96.2％

n=12

n=26

n=21

n=28

n=28

n=35

n=37

n=42

n=45

n=46

n=48n=3

n=45

n=48

n=50

n=40

n=46 n=48

（継続投与期は8週ごとに有効性評価が行われたが，承認時評価資料に基づきヒュミラ®投与群の経時的
データを掲載した）
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ヒュミラ® 添付文書より（若年性特発性関節炎のみ抜粋）
6. 用法及び用量〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉
通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として，体重15kg以上30kg未満の場合は20mgを，体重30kg以上の場合は
40mgを2週に1回，皮下注射する．

7. 用法及び用量に関連する注意〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉
7.9 本剤による治療反応は，通常投与開始から12週以内に得られる．12週以内に治療反応が得られない場合は，現
在の治療計画の継続を慎重に再考すること．

10. 相互作用
10.2 併用注意（併用に注意すること）

メトトレキサート［本剤のクリアランスが低下するおそれがある:機序不明］

Ⅴ．安全性

■非盲検導入期における有害事象（0～16週）
ヒュミラ®投与例（安全性評価対象症例）171例中108例（63.2％）に有害事象※1が認められました．主な有
害事象※1は注射部位疼痛32例（18.7％），注射部位反応26例（15.2％），注射部位灼熱感17例（9.9％），上
気道感染8例（4.7％），過敏症7例（4.1％）等でした．また，重篤な有害事象※1は6例（3.5％）に7件（若年性
関節炎3件，白血球減少症，好中球減少症，単純ヘルペス，肺炎，各1件）認められました．投与中止に至った
有害事象※1は7例（4.1％）に10件（白血球減少症，好中球減少症，肺炎，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増加，関節痛，各1件，若年性関節炎4件）認められまし
た．なお，死亡例の報告はありませんでした．

■二重盲検期における有害事象（16～48週）
ヒュミラ®投与例（安全性評価対象症例）68例中38例（55.9％）に有害事象※1が認められました．主な有害
事象※1は注射部位疼痛12例（17.6％），注射部位反応10例（14.7％），注射部位灼熱感5例（7.4％），上気
道感染5例（7.4％），ウイルス感染4例（5.9％）等でした．重篤な有害事象※1ならびに投与中止に至った有
害事象※1は認められませんでした．
プラセボ投与例では，65例中24例（36.9%）に有害事象※1が認められました．主な有害事象※1は注射部位
疼痛9例（13.8%），注射部位灼熱感，注射部位反応，疼痛，上気道感染が各2例（3.1%）等でした．重篤な有
害事象※1は1例（1.5%）に1件（胃十二指腸炎）認められました．投与中止に至った有害事象※1は認められま
せんでした．なお，死亡例の報告はありませんでした．

■継続投与体表面積用量期における有害事象（48～152週）
ヒュミラ®投与例（安全性評価対象症例）64例中36例（56.3％）に有害事象※1が認められました．主な有害
事象※1は注射部位疼痛12例（18.8％），注射部位反応8例（12.5％），上気道感染5例（7.8％），副鼻腔炎4例
（6.3％），発熱3例（4.7％）等でした．また，重篤な有害事象※1は7例（10.9％）に10件（帯状疱疹2件，関節
炎，腹痛，血便排泄，咽頭炎，気管支肺炎，ウイルス感染，水頭症，自然流産，各1件）認められました．投与中
止に至った有害事象※2は2例（3.1％）に3件（ウイルス感染，水頭症，若年性関節炎，各1件）認められまし
た．なお，死亡例の報告はありませんでした．

■ 継続投与固定用量期における有害事象（152～176週）（安全性評価対象症例106例の体表面積用
量期からの投与量の変更別）

同用量/減量群（53例）のうち43.4%（23例）に有害事象※1が認められました．主な有害事象※1は，上気道感
染5.7%（3例），注射部位疼痛及び血中クレアチンホスホキナーゼ増加の各3.8%（2例）でした．重篤な有
害事象※1は1例（自然流産）に認められました．投与中止に至った有害事象※1は1例（自然流産）に認められ
ました．死亡例の報告はありませんでした．
増量群（53例）のうち49.1%（26例）に有害事象※1が認められました．主な有害事象※1は．注射部位疼痛
11.3%（6例），上気道感染7.5%（4例），帯状疱疹及びウイルス感染の各5.7%（3例）等でした．重篤な有害
事象※1及び中止に至った有害事象※1は認められませんでした．死亡例の報告はありませんでした．
※1：治療薬との因果関係は「多分関連あり」以上（「多分関連あり」「関連あり」を含む）
※2：治療薬との因果関係は「多分関連あり」
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（1）国内第Ⅲ相試験27）28）

［M11-509試験：ヒュミラ®の腸管型ベーチェット病における有効性と安全性に対する多施設共同
非盲検非対照試験］
社内資料：ヒュミラ®腸管型ベーチェット病 国内第Ⅲ相試験（M11-509試験）［承認時評価資料］
Tanida S, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015; 13: 940-948.
利益相反： 本試験はアッヴィ，エーザイからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： 既存治療抵抗性の日本人腸管型ベーチェット病患者に対するヒュミラ®の有効性及び長期の安全性，ならびに
ヒュミラ®皮下投与後の薬物動態を検討する．

対　　象：インフリキシマブ治療の有無に関係なく，既存治療抵抗性の腸管型ベーチェット病患者（20例）
［15歳以上で，腸管型ベーチェット病（完全型，不全型，疑い）と診断され，回盲部に長径1cm以上の典型的潰
瘍を認め，ベースラインの消化器症状の総合評価がグレード3以上］

投与方法： ヒュミラ®を0週目に160mg，2週目に80mg，4週目以降40mgを隔週皮下投与する．

評価項目：�主要評価項目—投与24週後の著明改善率
［消化器症状の総合評価及び内視鏡所見改善度がいずれもグレード1以下となった被験者
の割合］

副次評価項目—24週後及び52週後の以下の項目：完全寛解率，消化器症状の総合評価，各消化器症状の
評価，内視鏡所見改善度，消化器症状以外のベーチェット病の症状の消失例，24週後の
IBDQスコアのベースラインからの変化量など

安 　 全 　 性—有害事象　など

5． 臨床成績（腸管型ベーチェット病）

※ M11-509 試験では，投与 8 週時以降，効果不十分又は再燃が認められた場合には 80mg 隔週投与に増量することができることとした．
80mg 隔週投与で効果不十分又は再燃が認められた場合は治験を中止することとした．

　スクリーニング期間

文書同意

スクリーニング脱落

160mg

80mg

80mg隔週

主要評価
中間解析

終了…52週484440363228242016128420

試験終了/中止28日後に来院による追跡調査を，
最終投与70日後に電話等による追跡調査を行う．

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
時

適
格
性
判
定

投
与
直
前
の

適
格
性
判
定

最大21日

不適格例

ベースライン 有効性評価

ヒュミラ®投与期間

内視鏡
評価

内視鏡
評価

内視鏡
評価

内視鏡
評価

（可能な場合）

再燃 or 効果不十分

40mg隔週

ヒュミラ® 添付文書より（腸管型ベーチェット病のみ抜粋）
4. 効能又は効果

既存治療で効果不十分な下記疾患
腸管型ベーチェット病

6. 用法及び用量〈腸管型ベーチェット病〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射す
る．初回投与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．

7. 用法及び用量に関連する注意〈腸管型ベーチェット病〉
7.10 12週以内に臨床症状や内視鏡所見等による治療反応が得られない場合は，本剤の継続投与の必要性を慎重
に再考すること．

本試験は，クローン病において実施された臨床試験の用法及び用量を参考にデザインされたため，承
認用量と異なる用量の症例が含まれます．
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消化器症状の総合評価
グレード0 = 症状なし
グレード1 = 最近の2週間に症状が存在したが，

日常生活にほとんど支障がなかった
グレード2 = 最近の2週間に症状が存在し，日常生活に少し支障があった
グレード3 = 最近の2週間に症状が存在し，日常生活に支障があった
グレード4 = 最近の2週間に症状が存在し，日常生活に非常に支障があった

内視鏡所見改善度（全大腸内視鏡検査）
グレード0 = 治癒又は瘢痕
グレード1 = 著明縮小（1/4以下に縮小）
グレード2 = 縮小（1/2以下–1/4 未満に縮小）
グレード3 = 不変又は悪化（1/2未満の縮小，又は拡大）

内視鏡所見改善度
0 1 2 3

消
化
器
症
状
の 

総
合
評
価 

0 完全寛解 著明改善 改善 不変・悪化
1 著明改善 著明改善 改善 不変・悪化
2 改善 改善 改善 不変・悪化
3 不変・悪化 不変・悪化 不変・悪化 不変・悪化
4 不変・悪化 不変・悪化 不変・悪化 不変・悪化

解析計画： 有効性及び安全性の解析は，治験薬投与を1回でも受けたすべての患者を対象に行った．主要評価項目は，
投与24週時における著明改善率であった．対照群を設定しない非盲検試験であったため，検定の有意水準
は設定せず，記述統計量を主に算出した．主要評価項目の解析では，中止例を含め何らかの理由で評価が得
られなかった患者は，Non-Responder Imputation（NRI）を用いて解析に含めた．有効性の判定基準とし
て，投与24週時における著明改善率を25％と設定した．副次評価項目の解析では，中止例を含めて何らかの
理由で評価が得られなかった患者は，分類変数であればNRI，連続変数であればLast Observation Carried 
Forward（LOCF）を用いて解析に含めた．また，投与52週時までに80mgヒュミラ®隔週投与に移行した患
者も含めて評価した．24週時に中間報告をする．

Ⅰ．有効性
ヒュミラ®40mg隔週投与の24週後の著明改善率（主要評価項目），完全寛解率は，それぞれ45％，20％でした．
著明改善率は，本試験の有効性判定基準である25％を超えていました．

■投与24週後の著明改善率及び完全寛解率（主要評価項目及び副次評価項目）

解析対象：FAS（Full Analysis Set：最大の解析集団）
解析方法：NRI（Non-Responder Imputation：中止例を含め何らかの理由で評価が得られなかった症例はノンレスポンダーとして補完する手法）
※投与8週時以降24 週時までに，効果不十分により5例が80mg隔週投与へ増量された
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20.0％
（4/20例）

完全寛解
（副次評価項目）

45.0％
（9/20例）

著明改善
（主要評価項目）

（％）

厚生労働省ベーチェット病に関する調査研究班の診断基準による完全型，不全型又は疑いと診断され，回盲部に�
直径1cm以上の典型的潰瘍が認められた患者が対象とされた．
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ヒュミラ®40mg隔週投与の24週後，消化器症状以外のベーチェット病の症状が消失した患者例数は，�
口腔粘膜病変 10/15例，皮膚病変 6/8例，外陰部病変が2/3例でした．眼症状はベースライン時に症状を有して
いた患者はいませんでした．

■消化器症状以外のベーチェット病の症状の消失例（24週後）（副次評価項目）

解析対象：FAS（Full Analysis Set：最大の解析集団）
解析方法：NRI（Non-Responder Imputation：中止例を含め何らかの理由で評価が得られなかった症例はノンレスポンダーとして補完する手法）

症状 口腔粘膜病変 皮膚病変 外陰部病変

消失例数 10/15例 6/8例 2/3例

ヒュミラ®40mg隔週投与24週後において，消化器症状の総合評価がグレード0，グレード1以下，グレードの
1段階以上の改善を示した患者割合はそれぞれ45％，65％，80％でした．また，内視鏡所見の改善度がグレー
ド0，グレード1以下，グレード2以下の患者割合はそれぞれ45％，60％，75％でした．

■投与24週後の消化器症状の総合評価及び内視鏡所見改善度（副次評価項目）

消化器症状の総合評価
グレード0 = 症状なし
グレード1 = 最近の2週間に症状が存在したが，

日常生活にほとんど支障がなかった
グレード2 = 最近の2週間に症状が存在し，日常生活に少し支障があった
グレード3 = 最近の2週間に症状が存在し，日常生活に支障があった
グレード4 = 最近の2週間に症状が存在し，日常生活に非常に支障があった

内視鏡所見改善度（全大腸内視鏡検査）
グレード0 = 治癒又は瘢痕
グレード1 = 著明縮小（1/4以下に縮小）
グレード2 = 縮小（1/2以下–1/4未満に縮小）
グレード3 = 不変又は悪化（1/2未満の縮小，又は拡大）

解析対象：FAS（Full Analysis Set：最大の解析集団）
解析方法：NRI（Non-Responder Imputation：中止例を含め何らかの理由で評価が得られなかった症例はノンレスポンダーとして補完する手法）
※投与8週時以降24 週時までに，効果不十分により5例が80mg隔週投与へ増量された
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45.0％
（9/20例）

65.0％
（13/20例）

80.0％
（16/20例）

消化器症状の総合評価

グレード1
以下

グレードの
改善が1段階以上

グレード0
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（％）

45.0％
（9/20例）

60.0％
（12/20例）

75.0％
（15/20例）

内視鏡所見改善度

グレード1
以下

グレード2
以下

グレード0
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■参考情報：投与24週後のIBDQスコアのベースラインからの変化量（副次評価項目）
ヒュミラ®40mg隔週投与によるIBDQスコアのベースライン（20例，平均値140.5）からの平均変化量は，24週
後37.1でした．（LOCF．なお，投与8週時以降24�週時までに，効果不十分により5例が80mg隔週投与へ増量さ
れた）

IBDQ（Inflammatory Bowel Disease Questionnaire）　
おもにクローン病で用いられる QOLの国際的指標．腹部症状・全身症状・情緒社会生活などを総合的に反
映する．170点以上が寛解，16点以上の上昇が臨床的に意味のある変化とされる（Irvine,  EJ. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr . 1999; 28:S23-7. ）．

Ⅱ．安全性

■安全性検討結果（52週後）
本試験の52週時におけるヒュミラ®40mg隔週投与例（安全性評価対象症例）20例中5例（25.0％）に有害事
象※が認められました．主な有害事象※は注射部位反応2例（10.0％），悪心，咽頭炎，白癬感染，抗核抗体増加，
頭痛，感情障害，皮膚炎，各1例（5.0％）でした．重篤な有害事象※ならびに投与中止に至った有害事象※は認め
られませんでした．なお，本試験において死亡例の報告はありませんでした．
※：治療薬との因果関係は「多分関連あり」以上（「多分関連あり」「関連あり」を含む）

ヒュミラ® 添付文書より（腸管型ベーチェット病のみ抜粋）
6. 用法及び用量〈腸管型ベーチェット病〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射す
る．初回投与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．

7. 用法及び用量に関連する注意〈腸管型ベーチェット病〉
7.10 12週以内に臨床症状や内視鏡所見等による治療反応が得られない場合は，本剤の継続投与の必要性を慎重
に再考すること．
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（1）国内第Ⅱ/Ⅲ相試験29）30）

［M04-729試験：ヒュミラ®のクローン病寛解導入療法における有効性と安全性に対する多施設共
同無作為化二重盲検プラセボ対照並行群間比較試験］

［M06-837試験：ヒュミラ®の維持療法における有効性と安全性に対する多施設共同長期投与試験］
社内資料：ヒュミラ®クローン病 国内第Ⅱ/Ⅲ相試験（M04-729試験，M06-837試験）［承認時評価資料］
Watanabe M, et al. J Crohns Colitis. 2012; 6: 160-173.
利益相反： 本試験はアッヴィ，エーザイからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： 中等症〜重症の日本人クローン病患者におけるヒュミラ®導入療法及び維持療法の有効性，安全性，QOLへの
影響，薬物動態，免疫原性を評価する．

対　　象：�M04-729ー中等症又は重症のクローン病患者90例
� � ����　［15〜75歳で，診断後4ヵ月以上経過し，CDAI（Crohn's Disease Activity Index）が220〜450］

M06-837�ーM04-729試験を終了した患者
投与方法： M04-729ー0週目と2週目にそれぞれヒュミラ®160mg，80mgを皮下投与する群（33例），80mg，40mg

を投与する群（34例），プラセボを投与する群（23例）に無作為に割り付け，4週目にCDAIを評価した．CDAI
のベースラインからの減少が70ポイント以上の症例（レスポンダー）は維持療法試験（M06-837）に移行 
する．
CDAIの減少が70ポイント未満（ノンレスポンダー）のヒュミラ®群では非盲検で4週目と6週目に 
ヒュミラ®40mg，プラセボ群では非盲検でヒュミラ®160mg，80mgをそれぞれ追加投与する．
M06-837ーM04-729試験でヒュミラ®を投与し，4週目の評価でレスポンダーをヒュミラ®40mg隔週投与群
（21例），プラセボ隔週投与群（22例）に無作為に割り付け52週間投与した．
M04-729試験の4週目の評価でノンレスポンダーで，引き続きM04-729試験を投与8週時まで行い完了した
患者は非盲検下でヒュミラ®40mg隔週投与を国内承認時まで投与する．

Ｃ
Ｄ
Ａ
Ｉ
評
価

1) レスポンダーでは, M06-837試験の0x週は M04-729試験の4週後に相当する．
2) ノンレスポンダーでは, M06-837試験の0x週は M04-729試験の8週後に相当する．
※M06-837試験では，4x週以降にM04-729のレスポンダーで再燃した場合，及びノンレスポンターで再燃/効
果不十分な場合，ヒュミラ®80mg隔週に切り替えた．また，導入療法でヒュミラ®追加投与を行っても寛解
に達しないノンレスポンダーにはヒュミラ®80mgを投与した．

90例

33例

34例

23例

0週 2週 4週 0x週1) 52x週

4週

非盲検投与
（有効性解析から除外）

6週 0x週2) 52x週

導入療法試験（M04-729）

ヒュミラ®

160mg
ヒュミラ®

80mg

ヒュミラ®

80mg
ヒュミラ®

40mg

ヒュミラ®

40mg
ヒュミラ®

40mg

ヒュミラ®

160mg
ヒュミラ®

80mg

ヒュミラ®40mg隔週投与

ヒュミラ®40mg隔週投与

プラセボ隔週投与

（非盲検投与）

プラセボ プラセボ

レスポンダー
（CDAI 70以上低下）

ノン
レスポンダー

維持療法試験（M06-837）※

6． 臨床成績（クローン病）

本試験は，海外試験と同様の試験デザインとなるよう設定したため，承認用量と異なる用量の症例が含
まれます．
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ヒュミラ® 添付文書より（クローン病のみ抜粋）
4. 効能又は効果

中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）
6. 用法及び用量〈クローン病〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射す
る．初回投与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，効果が減弱した場合には1回80mgに増量
できる．

Ⅰ．寛解導入効果（M04-729試験）
CDAIを指標とする4週目の評価で，ヒュミラ®160mg/80mg群における臨床的寛解率（CDAI<150）は
33.3％，CR-70（CDAI 70ポイント以上減少した被験者の割合）は69.7％でした．

■投与4週後の寛解率（CDAI<150）（主要評価項目／サブグループ解析）

NRI
（ヒュミラ®80mg/40mg群は，承認外の用量のため，削除しています）
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例
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（％）

13.0％
（3/23例）

33.3％
（11/33例）

7.7％
（1/13例）

26.3％
（5/19例）20.0％

（2/10例）

42.9％
（6/14例）

全例 TNF阻害剤投与歴ありTNF阻害剤投与歴なし

プラセボ

主要評価項目 サブグループ解析

ヒュミラ® 160mg/80mg

評価項目：�主要評価項目/M04-729ー4週後の寛解率（CDAIが150未満に達した被験者の割合）
�M06-837ー52x週後の寛解率（CDAIが150未満に達した被験者の割合）

副次評価項目/M04-729ー・��2週時，4週時，6週時及び8週時における各投与群のCR-70（CDAI�70ポイント以
上減少した被験者の割合）
・��4週時及び8週時における各投与群のIBDQスコアのベースラインからの変化
量　など

M06-837ー・��投与48x週時までの4週ごと，52x週時以降12週ごと，及び終了時（又は中止時）
における寛解率
・��投与0x週時，8x週時，24x週時，52x週時，52x週時以降24週ごと，及び終了時（又
は中止時）におけるIBDQスコアのベースラインからの変化量　など

事前に規定されたサブグループ解析：�TNF阻害剤使用歴で層別解析した4週後の寛解率，CR-100，CR-70
安 　 全 　 性―有害事象　など

解析計画： 有効性の解析は，M04-729試験では治験薬投与を1回でも受けて有効性が評価されたすべての被験者，M06-
837試験では，M04-729試験でアダリムマブを投与されていた被験者を対象に実施した．安全性の解析は，
M04-729試験では安全性解析対象集団，M06-837試験では治験薬を1回でも投与された被験者を対象に実施
した．主要評価項目は，M04-729試験では4週後の寛解率，M06-837試験では52週後の寛解率であった．4週
後のCDAIが欠測した被験者は非寛解例として扱う手法（Non Responder Imputation：NRI）を用いた．IBDQ
スコアについて評価時点のデータが無い場合はLast Observation Carried Forward（LOCF）を使用した．

CDAI（Crohn's Disease Activity Index）　
クローン病活動性を前向きに1週毎に評価する国際基準で，150未満が寛解，150-220が軽症，220-300が中等症，
300-450が重症，450超が劇症とされています．
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■投与4週後のCR-70（副次評価項目／サブグループ解析）

NRI
（ヒュミラ®80mg/40mg群は，承認外の用量のため，削除しています）
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（12/19例）
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全例 TNF阻害剤投与歴ありTNF阻害剤投与歴なし

プラセボ
ヒュミラ® 160mg/80mg

副次評価項目 サブグループ解析

■参考情報：寛解導入療法によるIBDQスコアのベースラインからの変化量（投与4週後）
　（副次評価項目）
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24.3

平均値+SD※16ポイント以上の変化が臨床的に意味のある変化†

LOCF
（ヒュミラ®80mg/40mg群は，承認外の用量のため，削除しています）

※

ベースライン値 139.4 145.9

プラセボ
（23例）

ヒュミラ® 160mg/80mg
（33例）

IBDQ（Inflammatory Bowel Disease Questionnaire）
クローン病に伴う腹部症状・全身症状・情緒社会生活などを総合的に反映し，クローン病患者のQOLを数値化 
して評価する国際的指標で，170点以上が寛解，16点以上の上昇が臨床的に意味のある変化です．†

†：Irvine, EJ. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1999; 28: S23-7.
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Ⅱ．寛解維持療法（M06-837試験）
寛解導入療法でヒュミラ®投与によりCDAIが70ポイント以上減少した症例を対象とする二重盲検試験
（M06-837）において，ヒュミラ®40mg隔週投与群の52週後寛解維持率（CDAI<150）は38.1％でした．

■投与52x週時までの4週ごとにおける寛解率（主要評価項目／副次評価項目）
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(%)

38.1%

9.1％

症
例
の
割
合

0x 4x 8x 12x 16x 20x 24x 28x 32x 36x 40x 44x 48x 52x

プラセボ（22例）
ヒュミラ® 40mg隔週（21例）

投与期間（週）
NRI
投与52週後が主要評価項目，それ以外は副次評価項目

主要評価項目

■ 参考情報：投与0x 週時，8x 週時，24x 週時，52x 週時におけるIBDQスコアのベースラインからの 
変化量（副次評価項目）

ヒュミラ®40mg隔週投与群ではIBDQスコアのベースラインからの変化量が投与52週後で27.8と，16以上
でした．

Ｉ
Ｂ
Ｄ
Ｑ
ス
コ
ア
変
化
量
（
平
均
値
）

※

寛解導入療法試験の薬剤投与直前あるいは，それ以前の直近の評価及び測定値をベースライン値とした．
※：16 以上の変化は臨床的に意味のある変化．†

プラセボ（22例）

平均値+SD

ヒュミラ® 40mg隔週（21例）

0x 8x 24x 52x

ベースライン平均値
ヒュミラ®40mg隔週：145.2
プラセボ：153.0
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投与期間（週）

LOCF

（導入療法試験期間と区別するため投与期間（週）にxを付している）
†：Irvine, EJ. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1999; 28: S23-7.

ヒュミラ® 添付文書より（クローン病のみ抜粋）
7. 用法及び用量に関連する注意〈クローン病〉
7.11 本剤による治療反応は，通常投与開始から4週以内に得られる．4週時点で臨床症状や内視鏡所見等による治
療反応が得られない場合は，本剤の継続投与の必要性を検討し，他の治療法への切替えを考慮すること．また，
80mgへの増量は，40mgによる治療で効果は認められたものの，維持療法中に効果が減弱した患者に対して行
うこと．80mgに増量しても効果が得られない場合，本剤の継続投与の必要性を慎重に再考すること．
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Ⅲ．安全性

■寛解導入療法（M04-729試験）における安全性検討結果
本試験におけるヒュミラ®投与例（安全性評価対象症例）67例中20例（29.9％）に有害事象※1が認められまし
た．主な有害事象※2は注射部位反応4例（6.0%），注射部位疼痛3例（4.5％），腹部膨満2例（3.0％）等でした．
重篤な有害事象※2は1例（1.5％）に1件（C-反応性蛋白増加）認められました．投与中止に至った有害事象※2は
2例（3.0％）に3件（C-反応性蛋白増加，胸部不快感，気分変動，各1件）認められました．
プラセボ投与例では，23例中6例（26.1%）に有害事象※1が認められました．主な有害事象※2は注射部位反応
2例（8.7%）等でした．重篤な有害事象※1ならびに投与中止に至った有害事象※1は認められませんでした．
なお，本試験において死亡例の報告はありませんでした．

■維持療法（M06-837試験）における安全性検討結果
寛解導入が可能であった症例にヒュミラ®40mg隔週投与あるいはプラセボ投与を52週間継続した二重盲検安
全性解析対象集団で，ヒュミラ®投与例25例中6例（24.0％）に有害事象※1が認められました．主な有害事象※2は注
射部位反応及び抗核抗体増加が各2例（8.0％），足部白癬および単純ヘルペスが各1例（4.0％）でした．重篤な有
害事象※３は1例（4.0％）に1件（腸管閉塞）認められました．投与中止に至った有害事象※1は認められませんでし
た．
プラセボ投与例では，25例中7例（28.0%）に有害事象※1が認められました．主な有害事象※2は注射部位疼痛，中
耳炎，筋痙縮が各1例（4.0%）でした．重篤な有害事象※３は3例（12.0%）に3件（肝膿瘍，腸管穿孔，肛門周囲膿瘍）
認められました．投与中止に至った有害事象※３は4例（16.0%）に認められました．
なお，本試験において死亡例の報告はありませんでした．
※1：治療薬との因果関係は「多分関連あり」以上（「多分関連あり」「関連あり」を含む）
※2：治療薬との因果関係は「関連あり」
※3：治療薬との因果関係は「多分関連あり」
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（2）国内第Ⅲ相非盲検非対照試験 31）

［M13-687試験：ヒュミラ®の増量投与における有効性と安全性に対する第Ⅲ相多施設共同非盲検
非対照試験］
社内資料：ヒュミラ®クローン病 国内第Ⅲ相非盲検非対照試験（M13-687試験）［用法及び用量追加申請時評価資料］
利益相反： 本試験はアッヴィからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的：�日本人クローン病患者におけるヒュミラ®効果減弱例を対象に，増量後の有効性及び安全性，並びに薬物動
態を検討する.

対　　象：�ヒュミラ®40mg隔週投与による維持療法中に効果が減弱※した日本人クローン病患者28例［15歳以上］
方　　法： ヒュミラ®160mg/80mgによる導入療法を受け，初回投与から4週間後にCDAIが70ポイント以上減少し

たレスポンダーのうち，ヒュミラ®40mg隔週皮下投与による維持療法中に効果が減弱※した患者に対して，
ヒュミラ®80mg隔週皮下投与に増量し，52週まで非盲検下で投与し，評価した.

※ 効果減弱の定義：ヒュミラ®による治療開始後，もっともCDAIが低かった時点と比較してCDAIが50ポイント以上増
加し，かつ，200以上となること，また，スクリーニング時におけるC反応性タンパク（CRP）が1mg/dL以上であるこ
ととした.

※ヒュミラ®による導入療法を受け,初回投与から4週間後にCDAIが70ポイント以上減少したレスポンダーのうち, 
40mg 隔週投与による維持療法中に効果が減弱した患者
CR-50：ベースライン［投与 0週時］からの CDAI 50 ポイント以上の減少
投与中止例：投与 8 週時以降 , 効果不十分であった場合（投与 8 週時に CR-50 を達成できなかった場合 , または投与

8週以降の CDAI 評価時に 2度続けて CR-50 を達成できなかった場合）には試験を中止することとした .

ヒュミラ®40mg隔週皮下投与
による維持療法中に
効果が減弱※した

日本人クローン病患者
（n=28）

同意/スクリーニング

最小CDAI+50以上
かつCDAI≥200

かつCRP≥1.0mg/dL

ベースライン（0週）

ヒュミラ®

80mg隔週
皮下投与へ増量

ヒュミラ®

80mg隔週
皮下投与

最小CDAI+50以上
かつCDAI≥200

8週時 52週時 追跡

主要評価

CR-50

ヒュミラ®

40mg隔週
皮下投与

・ヒュミラ®による治療開始後，もっとも
CDAIが低かった時点と比較してCDAI
が50ポイント以上増加
・CDAI 200以上
・CRPが1mg/dL以上

評価項目：主要評価項目—�投与8週時のCR-50達成率（検証的解析項目）
副次評価項目—�投与52週時までの4週ごとの各評価時期におけるCR-50達成率，CR-70達成率，CR-100

達成率，寛解率，ベースラインからのCRP及びCDAIの変化量（CR-50達成率，投与8週時
は主要評価項目）

安 　 全 　 性—有害事象　など

CR-50達成率 ベースラインからのCDAI�50ポイント以上の減少(CR-50)を達成した被験者の割合
CR-70達成率 ベースラインからのCDAI�70ポイント以上の減少(CR-70)を達成した被験者の割合
CR-100達成率 ベースラインからのCDAI�100ポイント以上の減少(CR-100)を達成した被験者の割合
寛解率 CDAI＜150を達成した患者の割合

解析計画： 本試験は対照群を設定しない非盲検試験であったため，検定の有意水準は設定しないこととし，記述統計量
を95％信頼区間とともに算出した．主要評価項目については，点推定値及び95％信頼区間を算出し，有効性
の判定基準とした．中止例を含め，何らかの理由で評価が得られなかった症例は，ノンレスポンダーとして
取り扱うNon-Responder Imputation（NRI）を用いて解析に含めた．投与8週時におけるCR-50達成率の
95％信頼区間の下限を30％と設定した．副次評価項目については，評価時期ごとに分類変数であれば頻度
および割合，連続変数であれば記述統計量を算出した．中止例を含め，何らかの理由で評価が得られなかっ
た症例は，分類変数であればNRI，連続変数であれば，治験薬投与開始以降で直前に評価した測定値を採用
して欠測値を補完するLast Observation Carried Forward（LOCF）を用いて解析に含めた．有効性，安全
性の解析はFAS集団（28例）を対象として行った．
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Ⅰ．有効性
ヒュミラ®40mg隔週投与による維持療法からヒュミラ®80mg隔週投与へ増量した投与8週時のCR-50
達成率は75.0％（21/28例）でした［95％信頼区間： 55.1-89.3］.なお，95%信頼区間の下限値は有効性の
判定基準（30%）を上回り，ヒュミラ®40mg隔週投与への効果が減弱した日本人クローン病患者に対して，
ヒュミラ®80mg隔週投与への増量が有効であることが検証されました.
また，ヒュミラ®80mg隔週投与4週時のCR-50達成率は67.9％（19/28例）であり，投与52週時では57.1％
（16/28例）を示しました.

■投与8週時のCR-50達成率（主要評価項目）※

75.0％＊

（21/28例）

25.0％
（7/28例）

達成
未達

解析対象：FAS（Full Analysis Set: 最大の解析集団）
解析方法：NRI（Non-Responder Imputation：中止例を含めて何らかの理由で

評価が得られなかった症例はノンレスポンダーとして補完する手法）
＊有効性の判定基準は,投与8週時におけるCR-50達成率の95％信頼区間の下
限値が30％を上回ることと設定した

［95％信頼区間： 55.1-89.3］

※検証的解析項目

■ 投与52週時までの4週ごとの各評価時点におけるCR-50（8週時は主要評価項目），70，100達成
率及び寛解率（副次評価項目）

100
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25

0

(%)
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（週）5248444036322824201612840

解析対象：FAS（Full Analysis Set: 最大の解析集団）
解析方法：NRI（Non-Responder Imputation：中止例を含めて何らかの理由で評価が得られなかった症例はノンレス

ポンダーとして補完する手法）

（n=28）

CR-50達成率
CR-70達成率
CR-100達成率
寛解率
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ヒュミラ® 添付文書より（クローン病のみ抜粋）
6. 用法及び用量〈クローン病〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射す
る．初回投与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，効果が減弱した場合には1回80mgに増量
できる．

7. 用法及び用量に関連する注意〈クローン病〉
7.11 本剤による治療反応は，通常投与開始から4週以内に得られる．4週時点で臨床症状や内視鏡所見等による治
療反応が得られない場合は，本剤の継続投与の必要性を検討し，他の治療法への切替えを考慮すること．また，
80mgへの増量は，40mgによる治療で効果は認められたものの，維持療法中に効果が減弱した患者に対して行
うこと．80mgに増量しても効果が得られない場合，本剤の継続投与の必要性を慎重に再考すること．

Ⅱ．安全性
本試験におけるヒュミラ®80mg隔週投与例（安全性解析対象症例）28例中5例（17.9％）に有害事象※が認め
られました．主な有害事象※は鼻咽頭炎2例（7.1％），腹部膨満，注射部位反応，蕁麻疹，各1例（3.6％）等でし
た．また，重篤な有害事象※は1例（3.6％）に1件（細菌性肺炎）認められました．投与中止に至った有害事象※は
認められませんでした．なお，本試験において死亡例の報告はありませんでした．
※：治療薬との因果関係は「関連あり」
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（3）海外寛解導入療法試験-1（用量反応試験）  CLASSIC-Ⅰ 32）33）（海外データ） 

［M02-403試験：第Ⅱ/Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験］
CLASSIC-I: CLinical assessment of Adalimumab Safety and efficacy Studied as Induction therapy 
in Crohn's disease 
社内資料：ヒュミラ®クローン病 海外寛解導入療法試験-1（M02-403試験）［承認時評価資料］
Hanauer SB, et al. Gastroenterology. 2006; 130: 323-333.
利益相反： 本試験はアッヴィからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： TNF阻害剤未使用の中等症〜重症のクローン病患者におけるヒュミラ®導入療法の有効性，安全性を評価
する．

対　　象：�中等症又は重症のクローン病患者299例（18〜75歳で，診断後4ヵ月以上経過し，CDAI 220〜450，TNF阻
害剤投与歴なし）

投与方法： 0週目と2週目にそれぞれヒュミラ®40mg，20mgを投与する群（74例），80mg，40mgを投与する群（75例），
160mg，80mgを投与する群（76例），プラセボを投与する群（74例）に割り付け，4週目にCDAIを評価した.

評価項目：�主要評価項目—4週後の寛解率（CDAI が150未満に達した被験者の割合）（CDAI<150）（検証的解析項目）
副次評価項目—4週後のCDAIが70ポイントまたは100ポイント以上減少した患者割合　など
安 　 全 　 性—有害事象　など

Ｃ
Ｄ
Ａ
Ｉ
評
価

299例

74例

74例

75例

76例

0週 2週 4週

ヒュミラ®160mg ヒュミラ®80mg

ヒュミラ®80mg ヒュミラ®40mg

ヒュミラ®40mg ヒュミラ®20mg

プラセボ プラセボ

解析計画： 有効性，安全性の評価は，FAS（治験薬の投与を1回以上受けた被験者集団）で行った．評価時点において
CDAIが欠測した被験者は，非寛解例として扱った（Non Responder Imputation：NRI）．

Ⅰ．寛解導入療法
ヒュミラ®投与開始後4週までに寛解導入（CDAI<150）が可能であった症例の割合は，ヒュミラ® 

160mg/80mg群36％，プラセボ群12％で，有意な差がみられました（p=0.004，Pearson’s χ2 test）．

■投与4週後の寛解率（CDAI<150）（主要評価項目）※
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（％）

12％
（9/74例）

36％＊

（27/76例）

プラセボ ヒュミラ® 160mg/80mg
＊：p=0.004（vs.プラセボ）［Pearson’s χ2 test］

評価時点においてCDAIが欠測した被験者は，非寛解例として扱った（NRI）．
（ヒュミラ®80/40mg及び40/20mg群は，承認外の用量のため，削除しています）
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（％）

12％
（9/74例）

24％
（18/75例）18％

（13/74例）

36％
（27/76例）

プラセボ ヒュミラ® 

40mg/20mg
ヒュミラ® 

80mg/40mg
ヒュミラ® 

160mg/80mg

プラセボ群，80mg/40mg群，160mg/80mg群の3群間に有意差（p=0.004）あり［Perason’s χ2 test］

※検証的解析項目

ヒュミラ®は海外の臨床試験を外挿して承認されました．そのため，臨床成績中には国内での承認外の
症例が含まれています．p91〜96の臨床成績が該当します．本試験は，初回負荷投与量の違いによる有
効性・安全性を確認する目的で，投与群を設定したため，承認用量と異なる用量の症例が含まれます．
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ヒュミラ® 添付文書より（クローン病のみ抜粋）
4. 効能又は効果

中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）
6. 用法及び用量〈クローン病〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射す
る．初回投与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，効果が減弱した場合には1回80mgに増量
できる．

■投与4週後のCDAIが70ポイント/100ポイント以上減少した患者割合（副次評価項目）

評価時点においてCDAIが欠測した被験者は，非寛解例として扱った（NRI）．
（ヒュミラ®80/40mg及び40/20mg群は，承認外の用量のため，削除しています）
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（％）

37％

59％†

25％

50％＊

†：p＝0.007, ＊： p=0.002 （vs. プラセボ群）［Pearson’s χ2 test］

CDAI 70以上の減少 CDAI 100以上の減少

＊＊＊：p＜0.001（vs プラセボ群）［Fisherの直接確率法及びホムメル法］

プラセボ（74例）
ヒュミラ® 160mg/80mg（76例）
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＊： p<0.05, ‡：p=0.01, †：p＝0.007（vs. プラセボ群）［Pearson’s χ2 test］

CDAI 70以上の減少 CDAI 100以上の減少

プラセボ（74例）

ヒュミラ® 80mg/40mg（75例）
ヒュミラ® 160mg/80mg(76例）

ヒュミラ® 40mg/20mg（74例）

Ⅱ．安全性
本試験におけるヒュミラ®投与例（安全性解析対象例）225例中95例（42.2％）に有害事象※1が認められまし
た．主な有害事象※1は注射部位灼熱感30例（13.3％），注射部位反応NOS14例（6.2％），注射部位疼痛13例
（5.8％），頭痛NOS7例（3.1％）等でした．また，重篤な有害事象※2は1例（0.44％）に1件（クローン病増悪）認め
られました．投与中止に至った有害事象は2例（クローン病及びクローン病増悪，各1例）に認められました．
プラセボ投与例では，74例中27例（36.5%）に有害事象※1が認められました．主な有害事象※1は注射部位灼熱
感7例（9.5%），注射部位疼痛5例（6.8%），疲労の悪化3例（4.1%）等でした．重篤な有害事象※1ならびに投与中
止に至った有害事象※1は認められませんでした．
なお，本試験において死亡例の報告はありませんでした．
※1：治療薬との因果関係は「多分関連あり」以上（「多分関連あり」「関連あり」を含む）
※2：治療薬との因果関係は「関連あり」

NOS = Not otherwise specified
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（4）海外寛解維持療法試験  CHARM  34）35）36）（海外データ） 

［M02-404試験：第Ⅲ相二重盲検プラセボ対照比較試験］
CHARM: Crohn's Trial of the Fully Human Antibody Adalimumab for Remission Maintenance
社内資料：ヒュミラ®クローン病 海外寛解導入療法試験（M02-404試験）［承認時評価資料］
Colombel JF, et al. Gastroenterology. 2007; 132: 52–65.
Feagan BG, et al. Gastroenterology. 2008; 135: 1493–1499.
利益相反：�本試験はアッヴィからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： 中等症〜重症のクローン病患者におけるヒュミラ®維持療法の有効性・安全性を評価する．
対　　象：�中等症又は重症のクローン病患者 854例[18〜75歳で，診断後4ヵ月以上経過し，CDAIが220〜450]で，

ヒュミラ® 80mg/40mgの寛解導入療法を完了した 778例
投与方法：�ヒュミラ® 40mg隔週投与群（260例），ヒュミラ®40mg毎週投与群（257例），プラセボ群（261例）に無作為

に振り分け，盲検下で56週間投与した．プラセボ群で12週以降に発赤がみられたり，寛解維持効果が不十分
であった場合は，ヒュミラ® 40mg隔週あるいは毎週投与を行った.

評価項目：�主要評価項目—26週及び56 週後の寛解率（CDAIが150未満を維持した被験者の割合）（CDAI<150）※

副次評価項目—�各ビジット（2〜8週まで2週ごと，12，16，20，26，32，40，48，56週時/中止時）における寛解率
（主要評価項目除く），26週及び56週後のCDAIの70ポイントあるいは100ポイント以上
減少した被験者の割合（CR-70/CR-100），26週及び56週のIBDQのベースラインからの
変化量　ほか ※検証的解析項目

事前に規定されたサブグループ解析：�過去及び現在の免疫抑制剤の有無及び抗TNF阻害剤の使用歴の有無
によって層別解析した寛解率（CDAI<150），寛解達成患者における寛
解までの期間中央値，26週及び56週時に排膿を伴う瘻孔のない被験
者の割合，ベースラインのCRP値で層別化した臨床的寛解率

安 　 全 　 性—�有害事象　など

Ｃ
Ｄ
Ａ
Ｉ
評
価

Ｃ
Ｄ
Ａ
Ｉ
評
価

Ｃ
Ｄ
Ａ
Ｉ
評
価

854例

寛解導入療法を完了し
CDAI評価対象となった

778例を
無作為に3群に振り分け

261例

257例

260例

0週 2週 4週 0x週 12x週 26x週 56x週

寛解導入療法

ヒュミラ®

 80mg
ヒュミラ®

 40mg

ヒュミラ®40mg隔週投与

ヒュミラ®40mg毎週投与

発赤，寛解維持不十分な場合は
ヒュミラ®40mg隔週又は毎週
投与を行う（12週以降）

プラセボ

ヒュミラ®40mg隔週投与

ヒュミラ®40mg毎週投与

プラセボ

維持療法（CHARM）

ヒュミラ® 添付文書より（クローン病のみ抜粋）
4. 効能又は効果

中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）
6. 用法及び用量〈クローン病〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射す
る．初回投与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，効果が減弱した場合には1回80mgに増量
できる．

7. 用法及び用量に関連する注意〈クローン病〉
7.11 本剤による治療反応は，通常投与開始から4週以内に得られる．4週時点で臨床症状や内視鏡所見等による治
療反応が得られない場合は，本剤の継続投与の必要性を検討し，他の治療法への切替えを考慮すること．また，
80mgへの増量は，40mgによる治療で効果は認められたものの，維持療法中に効果が減弱した患者に対して行
うこと．80mgに増量しても効果が得られない場合，本剤の継続投与の必要性を慎重に再考すること．
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解析計画：�有効性の解析にはmITT集団，安全性の解析には安全性解析対象集団を用いた．mITT集団は，二重盲検期間に
移行し，二重盲検下で治験薬の投与を1回以上受けた被験者のうち，投与4週時にレスポンダー（ベースライ
ンに比べCDAIが70以上減少した被験者）であった被験者集団と定義した．安全性解析対象集団は，治験薬の
投与を1回以上受けた被験者集団と定義した．主要評価項目の仮説検定は，投与26週時の寛解率を先に検定
し，26週時の寛解率について帰無仮説が棄却された場合，投与56週時の寛解率について検定を行った．投与
26週及び56週時に評価のなかった被験者は寛解に達しなかったと評価した．

Ⅰ．有効性
ヒュミラ® 40mg隔週投与群の26週及び56週後の寛解率（CDAI<150）はそれぞれ40%，36％で，プラセ
ボ群に対し有意な差がみられました（p=0.001，抗TNF製剤の使用経験の有無により層別したCochran-
Mantel-Haenszel test）．

■ 投与26週及び投与56週後の寛解率（CDAI<150）（主要評価項目）※/投与2～8週まで2週ごと，12，16，
20，32，40，48週時における寛解率（副次評価項目）（mITT集団）

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

(%)

4 6 8 12 16 20 26 32 40 48 56

患
者
の
割
合

プラセボ（170例）

＊ ＊ ＊

＊＊＊＊＊

40％

17％

36％

12％

＊＊

投与期間（週）
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ヒュミラ® 40mg隔週（172例）
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＊：p=0.001（vs. プラセボ群）　†：ｐ＝0.005（vs. プラセボ群）［Cochran-Mantel-Haenszel test］

ヒュミラ® 40mg毎週（257例）
ヒュミラ® 40mg隔週（260例）

（ヒュミラ®40mg毎週投与群は，承認外の用量のため，削除しています）

投与26週及び56週時に評価のなかった被験者は，寛解
に達しなかったと評価した．

※検証的解析項目

■26週及び56週後のCR-70/-100（副次評価項目）（mITT集団）

＊：p<0.001 （vs.プラセボ群）［抗TNF製剤の使用経験により層別したCochran-Mantel-Haenszel test］
（ヒュミラ®40mg毎週投与群は，承認外の用量のため，削除しています）

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

患
者
の
割
合

（％）

28.2％

54.1％
＊

＊

＊

＊

17.6％

43.0％

26.5％

51.7％

16.5％

41.3％

26週時 56週時26週時56週時

プラセボ（170例）
ヒュミラ®40mg隔週（172例）

CR-70 CR-100



臨床成績に関する事項

95

併用薬/前治療薬の使用経験の有無による投与26週時及び56週時の寛解率のサブグループ解析の結果は以下
のとおりでした．�

■ 過去及び現在の免疫抑制剤の有無及び抗TNF阻害剤の使用歴の有無によって層別解析した，投与
26週及び56週の寛解率（CDAI<150）（主要評価項目/サブグループ解析）（mITT集団）

例数（％）

プラセボ ヒュミラ®40mg隔週

26週時

免疫抑制剤 過去/現在あり 21/131（16.0） 53/136（39.0）

なし 8/39（20.5） 15/36（41.7）

抗TNF阻害剤 あり 13/81（16.0） 28/86（32.6）

なし 16/89（18.0） 40/86（46.5）

56週時

免疫抑制剤 過去/現在あり 15/131（11.5） 50/136（36.8）

なし 5/39（12.8） 12/36（33.3）

抗TNF阻害剤 あり 8/81（9.9） 26/86（30.2）

なし 12/89（13.5） 36/86（41.9）

（ヒュミラ®40mg毎週投与群は，承認外の用量のため，削除しています）

■ 参考情報：56週時のIBDQスコアのベースラインからの変化量（副次評価項目）（mITT集団）
56週時のIBDQスコアのベースライン（平均値：プラセボ群�127.4，ヒュミラ®40mg隔週群�128.0）からの平均
変化量は，プラセボ群45.9に対し，ヒュミラ®40mg隔週群では59.8と有意な差が認められました（p=0.006，
（投与群，ベースライン値，抗TNF製剤の使用経験，投与4週時のレスポンダー/ノンレスポンダーを因子とした
共分散分析モデル））．

ヒュミラ® 添付文書より（クローン病のみ抜粋）
4. 効能又は効果

中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）
6. 用法及び用量〈クローン病〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射す
る．初回投与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，効果が減弱した場合には1回80mgに増量
できる．

7. 用法及び用量に関連する注意〈クローン病〉
7.11 本剤による治療反応は，通常投与開始から4週以内に得られる．4週時点で臨床症状や内視鏡所見等による治
療反応が得られない場合は，本剤の継続投与の必要性を検討し，他の治療法への切替えを考慮すること．また，
80mgへの増量は，40mgによる治療で効果は認められたものの，維持療法中に効果が減弱した患者に対して行
うこと．80mgに増量しても効果が得られない場合，本剤の継続投与の必要性を慎重に再考すること．
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Ⅱ．安全性

本試験におけるヒュミラ®40mg隔週投与群260例中99例（38.1％），及びヒュミラ®40mg毎週投与群257例
中97例（37.7％）に有害事象※1が認められました．主な有害事象※2はヒュミラ®40mg隔週投与群で注射部位
刺激感10例（3.8％），注射部位反応9例（3.5％）等，ヒュミラ®40mg毎週投与群で注射部位反応12例（4.7％）
等でした．また，重篤な有害事象※3はヒュミラ®40mg隔週投与群で6例（2.3％）に8件（胸痛，肺浸潤，発熱，
肛門周囲膿瘍，小腸閉塞，医療機器関連感染，クローン病，胃腸炎，各1件），ヒュミラ®40mg毎週投与群で4例
（1.6％）に7件（痔瘻2件，腹痛，排便回数増加，クローン病，肛門周囲膿瘍，肺炎，各1件）認められました．投与中
止に至った有害事象※1はヒュミラ®40mg隔週投与群で7例（2.7％）に14件（胸痛，肺浸潤，発熱，血尿，血中ク
レアチンホスホキナーゼ増加，クローン病，医薬品副作用，呼吸困難，皮膚疼痛，皮膚腫脹，腹痛，下痢，発疹，不
眠症，各1件），ヒュミラ®40mg毎週投与群で5例（1.9％）に7件（乾癬2件，血中クレアチンホスホキナーゼ増
加，疲労，気分動揺，クローン病，注射部位疼痛，各1件）認められました．
プラセボ投与例では，261例中86例（33.0%）に有害事象※1が認められました．主な有害事象※2は悪心，注射部
位刺激感，頭痛が各2例（0.8%）等でした．重篤な有害事象※3は5例（1.9%）に5件（クローン病2件，骨盤腔内腫
瘤，水痘，肛門膿瘍，各1件）認められました．投与中止に至った有害事象※1は7例（2.7%）に認められました．
なお，本試験の二重盲検期間において死亡例の報告はありませんでした．
※1：治療薬との因果関係は「多分関連あり」以上（「多分関連あり」「関連あり」を含む）
※2：治療薬との因果関係「関連あり」
※3：治療薬との因果関係「多分関連あり」
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（1）国内第Ⅱ/Ⅲ相試験37）38）

［M10-447試験：ヒュミラ®の潰瘍性大腸炎における有効性と安全性に対する多施設共同無作為化
二重盲検プラセボ対照試験］
社内資料：ヒュミラ®潰瘍性大腸炎 国内第Ⅱ/Ⅲ相試験（M10-447試験）［承認時評価資料］
Suzuki Y, et al. J Gastroenterol. 2014; 49: 283-294.
利益相反： 本試験はアッヴィ，エーザイからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： 中等症から重症の日本人潰瘍性大腸炎患者に対するヒュミラ®の有効性及び安全性，並びにヒュミラ®皮下投
与後の薬物動態について検討し，海外試験成績と比較する.

対　　象：�抗TNF製剤の使用経験のない，中等症または重症の潰瘍性大腸炎患者（273例）
[15歳以上で，疾患活動性が中等症または重症（経口の副腎皮質ステロイド又は免疫調節剤の治療にもかか
わらず，Mayoスコアが6-12かつ内視鏡所見サブスコアが2-3）]

投与方法： 対象を以下の3群に無作為に割付け，二重盲検下で皮下投与する
・ヒュミラ®160/80mg導入群（90例）：ヒュミラ®を0週時に160mg，2週時に80mg，4週時以降50週時まで

40mg隔週投与
・ヒュミラ®80/40mg導入群（87例）：ヒュミラ®を0週時に80mg，2週時に40mg，4週時以降50週時まで

40mg隔週投与
 ・プラセボ群（96例）：0週時から50週時までプラセボ隔週投与

※M10-447試験では，二重盲検期間中，投与8週時以降，効果不十分な場合には救済治療群に移行することができるこ
ととした．救済治療群では，二重盲検期間中にヒュミラ®を投与されていた被験者には，ヒュミラ®40mg隔週を，二重
盲検期間中にプラセボを投与されていた被験者には，ヒュミラ®を救済治療群移行時に160mg，救済治療群移行2週
時に80mgを盲検下で投与し，救済治療群移行4週時以降はすべての被験者にヒュミラ®40mg隔週を非盲検下で投
与することとした．救済治療群移行8週時以降，効果不十分または再燃が認められた場合には80mg 隔週投与に増
量することができることとした．なお救済治療移行例の評価はいずれも非寛解または非改善とした．救済治療に移行
した症例の割合はプラセボ群が65.6%（63/96例），ヒュミラ®160/80mg群で51.1%（46/90例）であった.

承
認

ベースライン
0週

主要評価
8週

主要評価
52週

非盲検二重盲検（4週間）

救済治療群（8週以降）

プラセボ群からの被験者

ヒュミラ®群からの被験者

ヒュミラ®
40mg隔週

ヒュミラ®
80mg隔週（60週以降）

ヒュミラ®40mg隔週
（救済4週後以降）

ヒュミラ®
160（初回）/80mg（2週後）

ヒュミラ®
40mg隔週 ヒュミラ®80mg隔週

（救済8週後以降）

スクリーニング 非盲検期間

効果   
不十分 
  or 再燃 

効果   
不十分 
  or 再燃 

効果   
不十分 

二重盲検期間（52週間）

プラセボ隔週（0-50週）（96例）
ヒュミラ®
80（0週）/40mg（2週）/
40mg隔週（4-50週）（87例）
ヒュミラ®
160（0週）/80mg（2週）/
40mg隔週（4-50週）（90例）

評価項目：�主要評価項目ー投与8週時及び52週時のMayoスコアの寛解率（検証的解析項目）
［Mayoスコアが2以下，かつ，いずれのサブスコアも1を超えない］

 7． 臨床成績（潰瘍性大腸炎）

本試験は，海外試験と同様の試験デザインとなるよう設定したため，承認用量と異なる用量の症例が含
まれます．
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副次評価項目ー・投与8週時，32週時及び52週時の以下の項目：
・ Mayoスコアの改善率［ベースラインからのMayoスコアの3かつ30％以上の減少が認めら
れ，さらに，直腸出血サブスコアの1以上の減少，または直腸出血サブスコアが0または1］
・粘膜治癒率（内視鏡サブスコアが0または1）
・IBDQの改善率（ベースラインからのIBDQスコアの16以上の増加）
・部分的Mayoスコアの改善率など

安 　 全 　 性ー有害事象　など
解析計画： 有効性の解析はFASを対象に行った．主要評価項目は，8週時及び52週時のMayoスコアの寛解率であった．

主要評価項目の解析では，中止例を含め，何らかの理由でMayoスコアが算出できなかった症例は非寛解例
として含めた（Non-Responder Imputation：NRI）．52週時の評価に際しては，ヒュミラ®80mg隔週群と
40mg隔週群を合わせて評価を行った．また，安全性の解析は安全性解析対象集団を対象に行った．

Mayoスコア構成要素 合計 0-12
内視鏡サブスコア 0-3
直腸出血サブスコア 0-3
排便回数サブスコア 0-3
医師による総合評価サブスコア 0-3

部分的Mayoスコア：�
Mayoスコアのうち，内視鏡サブスコアを除いたサ
ブスコアの合計（0-9）

ヒュミラ® 添付文書より（潰瘍性大腸炎のみ抜粋）
4. 効能又は効果〈潰瘍性大腸炎〉

中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）
5. 効能又は効果に関連する注意〈潰瘍性大腸炎〉
5.11 過去の治療において，他の薬物療法（ステロイド，アザチオプリン等）等による適切な治療を行っても，疾患に
起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること．ただし，成人においては，本剤よりも先に他の抗TNF製
剤による治療を考慮すること．成人患者を対象とした国内臨床試験において主要評価項目の1つである投与8週
時の寛解率ではプラセボ群との差は認められていない．［1.4，1.5，17.1.21参照］

5.12 維持投与は漫然と行わず経過を観察しながら行うこと．
6. 用法及び用量〈潰瘍性大腸炎〉
成人：
通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射する．初回投
与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，初回投与4週間後以降は，患者の状態に応じて40mg
を毎週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射することもできる． 
小児：
体重40kg以上の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与1週間後及び2
週間後に80mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，40mgを毎週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射す
る． 
体重25kg以上40kg未満の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを，初回投与1週間
後及び2週間後に40mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，20mgを毎週1回又は40mgを2週に1回，皮
下注射する．
体重15kg以上25kg未満の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に40mgを，初回投与1週間
後及び2週間後に20mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，20mgを2週に1回，皮下注射する．

7. 用法及び用量に関連する注意〈潰瘍性大腸炎〉
7.12 本剤による治療反応は，通常投与開始から8週以内に得られる．8週時点で臨床症状や内視鏡所見等による明
らかな改善効果が得られない場合は，本剤の投与を中止すること．
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ヒュミラ® 添付文書より（潰瘍性大腸炎のみ抜粋）
7. 用法及び用量に関連する注意〈潰瘍性大腸炎〉
7.12 本剤による治療反応は，通常投与開始から8週以内に得られる．8週時点で臨床症状や内視鏡所見等による明
らかな改善効果が得られない場合は，本剤の投与を中止すること．

Ⅰ．疾患活動性の評価
投与8週時のMayoスコア寛解率は，プラセボ群で11.5％，ヒュミラ®160/80mg導入群で10.0％と，プラセ
ボ群との間で寛解導入効果の優越性は検証されませんでした（p=0.748，χ2検定，期待度数5未満のセルが
20％以上の場合はFisherの直接確率法）．
投与52週時には，ヒュミラ®160/80mg導入群は20.0％とプラセボ群に比して，高いMayoスコア寛解率を
示しました（p＝0.011，χ2検定，期待度数5未満のセルが20％以上の場合はFisherの直接確率法）．

■Mayoスコアの寛解率（8週時，52週時）（主要評価項目）※

（％）
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

11.5％
（11/96例）（9/90例） （7/96例） （18/90例）

10.0％ 7.3％
20.0％

p=0.011

プラセボ群（n＝96）

8週時 52週時

ヒュミラ® 160/80mg
＋40mg隔週群（n＝90）

検定方法：χ2検定（期待度数5未満のセルが20％以上の場合はFisherの直接確率法）
解析対象：FAS（Full Analysis Set：最大の解析集団）
解析方法：NRI（Non-Responder Imputation：評価または測定値が算出できなかった被験者を非反応例とする手法．

中止例，非盲検投与移行例については，それ以降の評価については非反応例とした．）
（ヒュミラ®80/40mg導入群は，承認外の用量のため，削除しています）

寛
解
し
た
患
者
割
合

p=0.748

※検証的解析項目

投与8週時のMayoスコア改善率は，プラセボ群で35.4％，ヒュミラ®160/80mg導入群で50.0％でした．
（p＝0.044，χ2検定，期待度数5未満のセルが20％以上の場合はFisherの直接確率法）

■Mayoスコアの改善率（8週時，32週時，52週時）（副次評価項目）

（%）
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

35.4％

（34/96例）（45/90例） （20/96例）（34/90例） （17/96例）（28/90例）

20.8％

50.0％
37.8％

17.7％
31.1％

p=0.033

プラセボ群（n＝96）

8週時 32週時 52週時

ヒュミラ® 160/80mg
＋40mg隔週群（n＝90）

検定方法：χ2検定（期待度数5未満のセルが20％以上の場合はFisherの直接確率法）
解析対象：FAS（Full Analysis Set：最大の解析集団）
解析方法：NRI（Non-Responder Imputation：評価または測定値が算出できなかった被験者を非反応例とする手法．

中止例，非盲検投与移行例については，それ以降の評価については非反応例とした．）
（ヒュミラ®80/40mg導入群は，承認外の用量のため，削除しています）

改
善
し
た
患
者
割
合

p=0.011

p=0.044
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Ⅱ．粘膜治癒
ヒュミラ®160/80mg導入群の粘膜治癒率は，8週時，32週時，52週時において，それぞれ44.4％，31.1％，
28.9％でした．

■粘膜治癒率（8週時，32週時，52週時）（副次評価項目）

（%）
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

30.2％ 

（29/96例）（40/90例） （21/96例）（28/90例） （15/96例）（26/90例）

21.9％ 

44.4％ 
†

†
31.1％ 

15.6％ 

28.9％ 

プラセボ群（n＝96）

8週時 32週時 52週時

ヒュミラ® 160/80mg
＋40mg隔週群（n=90）

解析対象：FAS（Full Analysis Set：最大の解析集団）
解析方法：NRI（Non-Responder Imputation：評価または測定値が算出できなかった被験者を非反応例とする手法．

中止例，非盲検投与移行例については，それ以降の評価については非反応例とした．）

（ヒュミラ®80/40mg導入群は，承認外の用量のため，削除しています）

粘
膜
が
治
癒
し
た
患
者
割
合

粘膜治癒：内視鏡所見サブスコア0または1
†プラセボとの差の95％信頼区間が0を含まない．

プラセボとの差
［95％信頼区間］

14.2％
［0.5，28.0］

プラセボとの差
［95％信頼区間］

9.2％
［-3.4，21.9］

プラセボとの差
［95％信頼区間］

13.3％
［1.4，25.1］

Ⅲ．安全性（投与52週後）

本試験におけるヒュミラ®投与例（安全性評価対象症例）177例中55例（31.1％）に有害事象※が認められまし
た．主な有害事象※は注射部位反応13例（7.3％），鼻咽頭炎4例（2.3％），発熱3例（1.7％）等でした．また，重篤
な有害事象※は3例（1.7％）に3件（胃腸異形成，気管支炎，肺炎，各1例）認められました．投与中止に至った有
害事象※は7例（4.0％）（肺感染，丘疹性皮疹/顔面腫脹，胃腸異形成，注射部位反応，咳嗽/発熱/呼吸困難，結腸
狭窄，発疹，各1例）に認められました．
プラセボ投与例では，96例中17例（17.7%）に有害事象※が認められました．主な有害事象※は発熱，鼻咽頭炎
が各3例（3.1%），潰瘍性大腸炎，注射部位反応が各2例（2.1%）等でした．重篤な有害事象※は1例（1.0%）に1
件（感染性腸炎）認められました．投与中止に至った有害事象※は認められませんでした．
なお，本試験において2例の死亡例（いずれもヒュミラ®160/80mg群）が報告されました（いずれも治験薬と
の関連なし）．
※：治療薬との因果関係は「多分関連あり」以上（「多分関連あり」「関連あり」を含む）
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（2）海外第Ⅲ相試験39）40）（海外データ） 

［M06-826試験（ULTRA1）：ヒュミラ®の潰瘍性大腸炎における有効性と安全性に対する多施設共
同無作為化二重盲検プラセボ対照試験］
ULTRA：Ulcerative Colitis Long- Term Remission and Maintenance with Adalimumab
社内資料：ヒュミラ®潰瘍性大腸炎 海外第Ⅲ相試験（M06-826試験）［承認時評価資料］
Reinisch W, et al. Gut. 2011; 60: 780-787.
利益相反： 本試験はアッヴィ，エーザイからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： 中等症から重症の生物学的製剤未使用の潰瘍性大腸炎患者におけるヒュミラ®の寛解導入における有効性及
び安全性を評価する．

対　　象：�抗TNF製剤の使用経験のない，中等症または重症の活動性潰瘍性大腸炎患者（576例）
［18歳以上，Mayoスコアが6-12かつ内視鏡所見サブスコアが2-3］

投与方法： 対象を以下の3群に無作為に割付け二重盲検下で皮下投与する．
・ヒュミラ®160/80mg導入群： ヒュミラ®を0週時に160mg，2週時に80mg，4週時以降は40mg隔週投与
・ヒュミラ®80/40mg導入群：ヒュミラ®を0週時に80mg，2週時以降は40mg隔週投与
・プラセボ群：0週時以降，プラセボ隔週投与

安
全
性
評
価（
８
週
）

有
効
性
評
価（
８
週
）

ヒュミラ®160/80mg＋40mg隔週（93例）

プラセボ（93例）

ヒュミラ®80/40mg＋40mg隔週（130例）

ヒュミラ®160/80mg＋40mg隔週（130例）

プラセボ（130例）
576例

抗TNF製剤
未投与

390例
ITT-A3

バイオ
ナイーブ

186例

注）M06-826試験のオリジナルプロトコルでは，プラセボ群とヒュミラ®160/80mg導入+40mg隔週投与の2群の群分
けが設定され，抗TNF製剤の使用歴がある患者を対象から除外するとしていた．しかし臨床試験の開始後，欧州規
制当局の要請により，2群に加え，ヒュミラ®80/40mg導入+40mg隔週投与群を設定し，対象患者の除外基準を「抗
TNF製剤の使用例のある患者」から，「生物学的製剤の使用歴のある患者」に変更した（治験計画書改訂第3版以
降）．本試験では，有効性の解析対象をITT-A3集団（390例）とし，安全性の解析対象をITT-A3集団及びオリジナルプ
ロトコルにより治験開始した186例の合計576例とした．

評価項目：�主要評価項目ー投与8週時のMayoスコアの寛解率（検証的解析項目）
［Mayoスコアが2以下，かつ，いずれのサブスコアも1を超えない］

副次評価項目ー・Mayoスコアの改善率
・粘膜治癒率（内視鏡サブスコアが0または1）
・部分的Mayoスコアの改善率

安 　 全 　 性ー有害事象　など
解析計画： 有効性の解析は，治験実施計画書の改訂第3版及び改訂第4版に従って無作為化が行われ，治験薬が1回

以上投与された被験者集団を対象に行った．主要評価項目である投与8週時のMayoスコアの寛解率に
ついて，ヒュミラ®160/80mg+40mg隔週群のプラセボ群に対する優越性を検証できた場合に，ヒュミ
ラ®80/40mg+40mg隔週群のプラセボ群に対する優越性を検証した．ヒュミラ®160/80mg+40mg隔週
群とプラセボ群の比較には有意水準0.05でのχ2検定（両側）を用い，ヒュミラ®80/40mg+40mg隔週群と
プラセボ群の比較を有意水準0.05で行うこととした．また，何らかの理由でMayoスコアが算出できなかっ
た症例は非寛解例として解析に含めた（Non-Responder Imputation：NRI）．安全性の解析は安全性解析
対象集団を対象に行った．

ヒュミラ®は海外の臨床試験を外挿して承認されました．そのため，臨床成績中には国内での承認外の
症例が含まれています．p101〜106の臨床成績が該当します．本試験は，初回負荷投与量の違いによる
有効性・安全性を確認する目的で，投与群を設定したため，承認用量と異なる用量の症例が含まれます．
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ヒュミラ® 添付文書より（潰瘍性大腸炎のみ抜粋）
5. 効能又は効果に関連する注意〈潰瘍性大腸炎〉
5.11 過去の治療において，他の薬物療法（ステロイド，アザチオプリン等）等による適切な治療を行っても，疾患に
起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること．ただし，成人においては，本剤よりも先に他の抗TNF製
剤による治療を考慮すること．成人患者を対象とした国内臨床試験において主要評価項目の1つである投与8週
時の寛解率ではプラセボ群との差は認められていない．［1.4，1.5，17.1.21参照］

5.12 維持投与は漫然と行わず経過を観察しながら行うこと．
6. 用法及び用量〈潰瘍性大腸炎〉
成人：
通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射する．初回投
与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，初回投与4週間後以降は，患者の状態に応じて40mg
を毎週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射することもできる． 
小児：
体重40kg以上の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与1週間後及び2
週間後に80mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，40mgを毎週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射す
る． 
体重25kg以上40kg未満の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを，初回投与1週間
後及び2週間後に40mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，20mgを毎週1回又は40mgを2週に1回，皮
下注射する． 
体重15kg以上25kg未満の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に40mgを，初回投与1週間
後及び2週間後に20mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，20mgを2週に1回，皮下注射する．

7. 用法及び用量に関連する注意〈潰瘍性大腸炎〉
7.12 本剤による治療反応は，通常投与開始から8週以内に得られる．8週時点で臨床症状や内視鏡所見等による明
らかな改善効果が得られない場合は，本剤の投与を中止すること．

Ⅰ．有効性
投与8週時のMayoスコア寛解率は，プラセボ群，ヒュミラ®160/80mg導入群で，それぞれ9.2％，18.5％
でした．ヒュミラ®160/80mg導入群はプラセボ群に比して，有意に高いMayoスコア寛解率を示しました
（p=0.031，χ2検定）．

■Mayoスコアの寛解率（8週時）（主要評価項目）※
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検定方法：χ2検定
解析対象：ITT-A3（治験実施計画書の改訂第3版及び改訂第4版に従って無作為化が行われ，治験薬が1回以上投与された被験者

集団390例）
解析方法：NRI（Non-Responder Imputation：評価または測定値が算出できなかった被験者を非反応例とする手法．

中止例，非盲検投与移行例については，それ以降の評価については非反応例とした．）
（ヒュミラ®80/40mg＋40mg隔週群は，承認外の用量のため，削除しています）

プラセボ群（n＝130） ヒュミラ® 160/80mg
＋40mg隔週群（n＝130）

※検証的解析項目
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Ⅱ．安全性（投与8週後）

本試験のヒュミラ®投与例（安全性評価対象症例：576例）において，ヒュミラ®160/80mg導入群223例中43
例（19.3％），ヒュミラ®80/40mg導入群130例中28例（21.5％）に有害事象※が認められました．主な有害
事象※は，ヒュミラ®160/80mg導入群で疲労，注射部位紅斑，注射部位疼痛，頭痛，各4例（1.8％）等，ヒュミ
ラ®80/40mg導入群で発疹4例（3.1％），腹痛，潰瘍性大腸炎，注射部位血腫，各2例（1.5％）等でした．また，重
篤な有害事象※はヒュミラ®160/80mg導入群で1例（肺塞栓症），ヒュミラ®80/40mg導入群で1例（膿瘍破
裂）に認められました．投与中止に至った有害事象はヒュミラ®160/80mg導入群で12例（5.4％）（治療薬と
の因果関係が「多分関連あり」以上：薬物過敏症，肺塞栓症，各1例），ヒュミラ®80/40mg導入群で8例（6.2％）
（治療薬との因果関係が「多分関連あり」以上：大腸炎，潰瘍性大腸炎，呼吸困難，各1例）に認められました．
プラセボ投与例では，223例中48例（21.5%）に有害事象※が認められました．主な有害事象※は頭痛8例
（3.6%），注射部位疼痛6例（2.7%），発熱5例（2.2%）等でした．重篤な有害事象※は4例（1.8%）に認められま
した．投与中止に至った有害事象は12例（5.4%）に認められました．
なお，本試験において死亡例の報告はありませんでした．
※：治療薬との因果関係は「多分関連あり」以上（「多分関連あり」「関連あり」を含む）
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（3）海外第Ⅲ相試験41）42）（海外データ）
［M06-827試験（ULTRA2）：ヒュミラ®の潰瘍性大腸炎における有効性と安全性に対する多施設共

同無作為化二重盲検プラセボ対照試験］
ULTRA：Ulcerative Colitis Long- Term Remission and Maintenance with Adalimumab
社内資料：ヒュミラ®潰瘍性大腸炎 海外第Ⅲ相試験（M06-827試験）［承認時評価資料］
Sandborn WJ, et al. Gastroenterology. 2012; 142: 257-265.
利益相反： 本試験はアッヴィからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： 中等症から重症の潰瘍性大腸炎患者におけるヒュミラ®の長期寛解維持効果を検討する．
対　　象：�抗TNF製剤の使用経験の有無注）にかかわらず，中等症または重症の活動性潰瘍性大腸炎患者（518例）

［18歳以上，Mayoスコアが6-12かつ内視鏡所見サブスコアが2-3］
注）�過去の生物学的製剤の使用経験のある患者は，その薬剤で効果不十分または忍容性が認められなかった
場合に組み入れをしてよいこととした．

投与方法： 対象を以下の2群に無作為に割付け二重盲検下で皮下投与する．
・ヒュミラ®群（258例）： ヒュミラ®を0週時に160mg，2週時に80mg，4週時以降50週時まで40mg隔週投与
・プラセボ群（260例）：0週時以降，プラセボ隔週投与
有効性評価対象はヒュミラ®群248例，プラセボ群246例，安全性評価対象はヒュミラ®群257例，プラセボ
群260例とした．

主
要
評
価（
寛
解
）

主
要
評
価（
寛
解
）

※M06-827試験では，投与10週以降効果不十分の場合は，投与12週より非盲検下でヒュミラ®40mg隔週投与に移行
できることとした．非盲検ヒュミラ®投与下で，14日間の間隔をおいた連続する2回の来院でいずれも効果不十分の
場合，または疾患が再燃した場合には，40mg週1回投与に増量することができることとした．

0 2 4 6 8 10 12 52（週）14

518例
（バイオ治療歴
の有無を問わない） プラセボ隔週(260例）

ヒュミラ®群（258例）

非盲検ヒュミラ®40mg隔週投与へ移行可

160mg　80mg　40mg隔週

評価項目：�主要評価項目ー投与8週時及び52週時のMayoスコアの寛解率（検証的解析項目）
 ［Mayoスコアが2以下，かつ，いずれのサブスコアも1を超えない］

副次評価項目ーMayoスコアの改善率など
事前に規定されたサブグループ解析：�抗TNF製剤の使用経験の有無別のMayoスコアの寛解率
安 　 全 　 性ー有害事象　など

解析計画： 有効性の主要解析は ITT集団を対象として行った．主要評価項目は投与8週時及び52週時のMayo
スコアの寛解率であった．主要評価項目における解析では，抗TNF製剤の使用経験の有無により調
整した両側Cochran Mantel Haenszel検定を用いて，投与8週時のMayoスコアの寛解率でヒュミ
ラ®160/80mg+40mg隔週群とプラセボ群の差がないとする帰無仮説がα=0.05で棄却された場合，投与
52週時の寛解率を有意水準0.05で検定した．何らかの理由でMayoスコアが算出できなかった症例は非寛
解例として解析に含めた（Non-Responder Imputation：NRI）．安全性の解析は安全性解析対象集団を対
象に行った．
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Ⅰ．有効性
投与8週時，52週時ともに，ヒュミラ®160/80mg導入群はプラセボ群に比べ，有意に高いMayoスコア寛
解率を示しました（それぞれp=0.019，p=0.004，抗TNF製剤の使用経験の有無により調整したCochran 
Mantel Haenszel検定）．

■Mayoスコアの寛解率（8週時，52週時）（主要評価項目）※
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8週時 52週時

プラセボ群（n=246） ヒュミラ® 160/80mg
+40mg隔週群（n=248）

検定方法：Cochran Mantel Haenszel検定
解析対象：ITT（割付けられ，二重盲検群の治験薬が1 回以上投与された被験者集団494例）
解析方法：NRI（Non-Responder Imputation：評価または測定値が算出できなかった被験者を非反応例とする手法．

中止例，非盲検投与移行例については，それ以降の評価については非反応例とした．）

※検証的解析項目

抗TNF製剤の使用経験のない患者では，8週時，52週時ともに，ヒュミラ®160/80mg導入群はプラセボ群に
比べ，有意に高いMayoスコア寛解率を示しました〔それぞれp=0.017，p=0.029，χ2検定（期待度数5未満の
セルが20％以上の場合はFisherの直接確率法）〕．

■ 抗TNF製剤の使用経験の有無別：Mayoスコアの寛解率（8週時，52週時）（主要評価項目）
（サブグループ解析）
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（3/101例）
（10/98例） (16/145例）（32/150例）

3.0％9.2％ 10.2％ 11.0％
21.3％

p=0.017

プラセボ群

8週時 52週時 8週時

ヒュミラ® 160/80mg
＋40mg隔週群

検定方法：χ2検定（期待度数5未満のセルが20％以上の場合はFisherの直接確率法）
解析対象：ITT（割付けられ，二重盲検群の治験薬が1 回以上投与された被験者集団494例）
解析方法：NRI（Non-Responder Imputation：評価または測定値が算出できなかった被験者を非反応例とする手法．

中止例，非盲検投与移行例については，それ以降の評価については非反応例とした．）
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p=0.029

52週時

p=0.039p=0.559

抗TNF製剤の使用経験あり 抗TNF製剤の使用経験なし
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Ⅱ．安全性

■安全性検討結果（投与後52週）
本試験におけるヒュミラ®投与例（安全性評価対象症例）257例中101例（39.3％）に有害事象※が認められま
した．主な有害事象※は注射部位紅斑11例（4.3％），潰瘍性大腸炎10例（3.9％），注射部位反応8例（3.1％），悪
心6例（2.3％）等でした．また，重篤な有害事象※は5例（1.9％）に5件（潰瘍性大腸炎3件，水泡性皮膚炎，乾癬，
各1件）認められました．投与中止に至った有害事象※は5例（1.9％）（潰瘍性大腸炎3例，全身性エリテマトー
デス発疹，抗核抗体上昇，各1例）に認められました．
プラセボ投与例では，260例中86例（33.1%）に有害事象※が認められました．主な有害事象※は頭痛13例
（5.0%），潰瘍性大腸炎11例（4.2%），悪心7例（2.7%）等でした．重篤な有害事象※は5例（1.9%）に6件（壊死
性肺炎，肝膿瘍，陰嚢膿瘍，壊疸性膿皮症，サイトメガロウイルス性大腸炎，肺炎）認められました．投与中止に
至った有害事象※は12例（4.6%）に認められました．
なお，本試験において死亡例の報告はありませんでした．
※：治療薬との因果関係は「多分関連あり」以上（「多分関連あり」「関連あり」を含む）
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（4）国際共同第Ⅲ相試験43） 

［M14-033試験（SERENE試験）：潰瘍性大腸炎における高用量ヒュミラ®の有効性と安全性に対す
る多施設共同無作為化二重盲検試験］
社内資料：ヒュミラ®活動性成人潰瘍性大腸炎国際共同第Ⅲ相試験（M14-033試験）［承認時評価資料］
利益相反： 本試験はアッヴィからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： 中等症から重症の活動性成人潰瘍性大腸炎（UC）患者を対象に，高用量のヒュミラ®の有効性と安全性を既承
認用法及び用量（標準用量）と比較すること．

対　　象：�導入療法試験
中等症または重症の活動性潰瘍性大腸炎患者952例（主試験ITT集団�852例，日本人ITT集団�100例）
維持療法試験
導入療法試験を終了した846例（主試験ITT集団�757例，日本人ITT集団�89例）［18〜75歳で，診断後90日以上
が経過し，Mayoスコアが6〜12かつMayo内視鏡サブスコアが2〜3］

投与方法： 本試験は，ベースラインから投与8週までを導入療法試験，投与8週から52週までを維持療法試験として実
施した．導入療法試験では，対象をヒュミラ®高用量群（0週，1週，2週，3週時に160mg，4週，6週時に40mg
皮下投与）または標準用量群（0週時に160mg，2週時に80mg，4週，6週時に40mg皮下投与）に3：2の比率
で無作為に割り付け，二重盲検下で皮下投与した．導入療法試験を終了した患者は維持療法試験に移行し，
高用量（ヒュミラ®40mg週1回投与）群，標準用量（ヒュミラ®40mg隔週投与）群，薬物治療モニタリング
（TDM）群に2：2：1の比率で無作為に割り付け，投与52週まで皮下投与した．ただし，日本ではTDM群は設
定せず，高用量群：標準用量群に1：1の比率で無作為に割り付けた．なお，維持療法試験の無作為割り付けで
は，導入療法試験の治療群，投与8週時の改善（Mayoスコアによる評価）の有無，Mayoスコア改善例ではさ
らにMayoスコア寛解の有無を層別因子とした．

評価項目：�導入療法試験
主要評価項目ー 投与8週時のMayoスコアによる寛解率（検証的な解析項目）
副次評価項目ー（いずれも投与8週）（順位付け副次評価項目）

①投与8週時の粘膜治癒率
② 投与8週時に便中カルプロテクチン値が150mg/kg未満となった被験者の割合　など

安 　 全 　 性ー有害事象　など
維持療法試験
主要評価項目ー 投与8週時のMayoスコア改善例における，投与52週時のMayoスコア寛解率（検証的な解

析項目）
副次評価項目ー（いずれも投与52週）（順位付け副次評価項目）

①投与8週時のMayoスコア改善例における，投与52週時の粘膜治癒率
② ベースラインでの副腎皮質ステロイド投与例のうち投与8週時のMayoスコア改善例
における，投与52週時のステロイド離脱率　など

安 　 全 　 性ー有害事象　など

Mayoスコア寛解：Mayoスコアが2以下，かつ，いずれのサブスコア※も1を超えない
Mayoスコア改善： ベースラインからのMayoスコアの減少が3以上かつ30%以上，さらに直腸出血サ

ブスコアの減少が1以上あるいは直腸出血サブスコアが0または1
ステロイド離脱：90日間以上の離脱
粘膜治癒：Mayo内視鏡サブスコアが0または1 ※排便回数・直腸出血・内視鏡所見・医師による総合評価

解析計画： 導入療法試験
有効性の主要評価項目の解析は，ITT集団における高用量での導入療法群と標準用量での導入療法群の比較
とした。主要評価項目では，両群の投与8週時にMayoスコアによる寛解を達成した被験者の割合の差を，イ
ンフリキシマブでの治療歴，及びベースラインでの副腎皮質ステロイドの投与の有無で調整し，Cochran-
Mantel-Haenszel（CMH）検定で両群の差の両側95%信頼区間を算出した．また，オッズ比の均一性も
Breslow-Day検定で検討した．投与8週時のMayoスコアの結果が欠測の場合は，非寛解例（非改善例）とし
て取扱う手法（Non-Responder Imputation：NRI）で補完した．
維持療法試験
有効性の主な解析は，投与8週時に再度無作為割り付けを行った患者（ITT集団）のうち，投与8週時にMayo
スコア改善を達成した患者（ITT-RP集団）を対象に行った．主要評価項目では，高用量群と標準用量群の投
与52週時に寛解を達成した患者の割合の差を，割付けられた導入療法群，及び投与8週時のMayoスコアに
よる寛解状態で調整し，CMH検定で算出した．投与52週時のMayoスコアが欠測の場合はNRIで補完した．

潰瘍性大腸炎に対する効能又は効果，用法及び用量変更承認時に下記の国際共同試験（主試験および
日本サブ試験）が臨床パッケージとして審査・評価されました．このため本試験には承認内容と異なる用
法及び用量が含まれています．
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ヒュミラ® 添付文書より（潰瘍性大腸炎のみ抜粋）
4. 効能又は効果〈潰瘍性大腸炎〉

中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）
5. 効能又は効果に関連する注意〈潰瘍性大腸炎〉
5.11 過去の治療において，他の薬物療法（ステロイド，アザチオプリン等）等による適切な治療を行っても，疾患に
起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること．ただし，成人においては，本剤よりも先に他の抗TNF製
剤による治療を考慮すること．成人患者を対象とした国内臨床試験において主要評価項目の1つである投与8週
時の寛解率ではプラセボ群との差は認められていない．［1.4，1.5，17.1.21参照］

5.12 維持投与は漫然と行わず経過を観察しながら行うこと．
6. 用法及び用量〈潰瘍性大腸炎〉
成人：
通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射する．初回投
与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，初回投与4週間後以降は，患者の状態に応じて40mg
を毎週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射することもできる．

7. 用法及び用量に関連する注意〈潰瘍性大腸炎〉
7.12 本剤による治療反応は，通常投与開始から8週以内に得られる．8週時点で臨床症状や内視鏡所見等による明
らかな改善効果が得られない場合は，本剤の投与を中止すること．

臨床的な重要性で段階的に順位付けした副次評価項目は，評価項目欄の記載順（上から順番）に有意水準が
0.05を上回る項目まで有意水準0.05（両側）で検定した．導入療法時の投与群及び投与8週時のMayoスコ
ア寛解の有無（該当する場合）で調整した両側CMH検定で維持療法試験でのITT集団を解析し，両群の差の
両側の95%信頼区間を算出した．連続変数の副次評価項目は，治療群，層別因子及びベースライン値を因子
とした共分散分析で解析した．カテゴリー評価項目の欠測値は，NRIで補完した．連続的な有効性評価項目
には，欠測値を直前の評価又は測定値でデータ補完する統計手法解析及び観察値解析を用いた．安全性の解
析は，治療薬を投与した全ての患者（安全性解析対象集団）を対象に，有害事象を初回投与から最終投与の
70日後まで収集した．
なお，日本サブ試験は高用量での導入療法及び維持療法の有効性及び安全性の検討並びに日本人集団と統
合集団の間での有効性の一貫性を示すことを目的として行われ，解析は主試験（日本人を除く海外データ），
統合解析（海外データと日本人データの統合）及び日本人データのみの各データで行った．

〈 試験デザイン（統合ITT集団） 〉

スクリーニング

高用量群（40mg週1回投与群）175例

標準用量群（40mg隔週投与群）163例

薬物治療モニタリング（TDM）群（探索的治療群）74例

日本ではTDM群を設定せず，高用量群：標準用量群に1:1

二重盲検期間 追跡調査

52週80

最終投与後70日間維持療法試験（8～52週：44週間）導入療法試験
（8週間）最長21日間

統
計
解
析

ベースライン

＊維持療法試験に移行するため投与8週時に再度無作為
割付けを行った846例（日本人被験者を含む）のうち，中
央判定での内視鏡所見サブスコアを使用した投与8週時
のMayoスコアによる改善例412例を維持療法試験に
おける有効性解析の主要な解析対象集団とした.
†主試験（ITT集団）852例＋日本サブ試験（日本人ITT集
団）100例

中等症から重症
の潰瘍性大腸炎
患者952例†

無作為化
3:2

高用量群573例

標準用量群379例

層別
無作為化＊

2:2:1
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Ⅰ．投与8週時にMayoスコアにより寛解を達成した被験者の割合（導入療法試験）
統合解析において，投与8週時にMayoスコアによる寛解率は，高用量群13.8％（79/573例），標準用量群
11.6％（44/379例）と，標準用量群と高用量群との間に統計学的な有意差は認められず，高用量群の標準用
量群に対する優越性は検証されませんでした（インフリキシマブの投与歴及びベースラインでの副腎皮質ス
テロイド投与の有無によって調整したCMH検定，ｐ＝0.297）．また主試験では，高用量群13.3％（68/512
例），標準用量群10.9％（37/340例）であり，標準用量群と高用量群との間に統計学的な有意差は認められ
ず，高用量群の標準用量群に対する優越性は検証されませんでした（インフリキシマブの投与歴及びベース
ラインでの副腎皮質ステロイド投与の有無によって調整したCMH検定，ｐ＝0.265）［主要評価項目］（検証
的な解析項目）．

Ⅱ．投与8週時のMayoスコア改善例における投与52週時のMayoスコア寛解率（維持療法試験）
統合解析において，投与8週時のMayoスコア改善例における投与52週時のMayoスコア寛解率は，高用量群
41.1％，標準用量群30.1％と，標準用量群に対する高用量群の優越性が検証されました（導入療法試験の治
療群及び投与8週時の改善状況によって調整したCMH検定，p＝0.045，両側）［主要評価項目］（検証的な解
析項目）．
主試験では，高用量群39.5％（60/152例），標準用量群29.0％（42/145例）であり，標準用量群と高用量群と
の間に統計学的な有意差は認められず，高用量群の標準用量群に対する優越性は検証されませんでした（導
入療法試験の治療群及び投与8週時の改善状況によって調整したCMH検定，p＝0.069，両側）［主要評価項
目］（検証的な解析項目）．

■ 投与8週時のMayoスコア改善例における投与52週時のMayoスコア寛解率［主要評価項目］
（検証的な解析項目）（統合解析，ITTｰRP集団）
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p=0.045
調整後リスク差：10.3％
95％ CI：0.2～20.4％

NRI
CMH検定

（TDM群は探索的治療群であるため，削除しています．） 調整因子：導入療法試験の治療群
 投与8週時の改善状況

標準用量群
（n＝163）

高用量群
（n＝175）

49例 72例

30.1％
41.1％
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III．投与8週時のMayoスコア改善例における，投与52週時の粘膜治癒率（維持療法試験）
統合解析において，投与8週時のMayoスコア改善例における，投与52週時の粘膜治癒率は標準用量群で
41.7％（68/163例），高用量群で52.0%（91/175例）と，標準用量群と高用量群との間に統計学的な有意差は
認められませんでした（p=0.066，導入療法試験の治療群及び投与8週時の改善状況によって調整したCMH
検定，両側）［副次評価項目］．

IV． ベースラインでの副腎皮質ステロイド投与例のうち投与8週時のMayoスコア改善例に
おける投与52週時のステロイド離脱率（維持療法試験）

統合解析において，ベースラインでの副腎皮質ステロイド投与例のうち投与8週時のMayoスコア改善例に
おける投与52週時の90日間以上のステロイド離脱率は，標準用量群54.4％，高用量群74.3％でした［副次評
価項目］．

■ 副腎皮質ステロイドを投与していた投与8週時のMayoスコア改善例における投与52週時のステ
ロイド離脱率［副次評価項目］（統合解析，ITTｰRP集団）
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（TDM群は探索的治療群であるため，削除しています．） 調整因子：導入療法試験の治療群
 投与8週時の改善状況

標準用量群
（n＝103）

高用量群
（n＝109）

56例 81例

54.4％

74.3％
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V．安全性（統合解析，安全性解析対象集団）

【導入療法試験】

● 治療薬と関連ありの有害事象は，標準用量群21.9％（379例中83例），高用量群26.0％（573例中149例）に
認められました．

● 治療薬と関連ありの重篤な有害事象は，標準用量群0.8％（379例中3例，［帯状疱疹，肺炎，表皮内悪性黒色
腫，各1例］），高用量群0.2%（573例中1例，［クロストリジウム・ディフィシレ感染 1例］）に認められました．
● 治療薬と関連ありの投与中止に至った有害事象は1.6％（952例中15例）に認められ，内訳は標準用量群

1.1％（379例中4例，［注射部位紅斑，帯状疱疹，表皮内悪性黒色腫，乾癬様皮膚炎，各1例］），高用量群1.9％
（573例中11例，［潰瘍性大腸炎，下痢，悪寒，注射部位過敏反応，注射部位疼痛，注射部位そう痒感，注射部位
反応，注射部位腫脹，過敏症，肺炎，結核，クロストリジウム検査陽性，血管浮腫，湿疹，各1例］）でした．
● 死亡に至った有害事象は高用量群で2例（心停止，術後腹膜炎，各1例）が認められましたが，いずれも治療
薬との関連性はなしと判断されました．

■ 導入療法試験の有害事象一覧（治療薬と関連あり）（いずれかの群で1％以上）（統合解析，安全性解析対象集団）

事象名
例数（%）

標準用量群（n＝379） 高用量群（n＝573）

悪心  6（1.6）  7（1.2）

疲労  5（1.3）  9（1.6）

注射部位紅斑  3（0.8） 14（2.4）

注射部位疼痛  3（0.8）  6（1.0）

注射部位そう痒感  2（0.5） 13（2.3）

注射部位反応  3（0.8） 24（4.2）

注射部位腫脹  2（0.5）  9（1.6）

関節痛  5（1.3）  6（1.0）

頭痛 12（3.2） 12（2.1）

咳嗽  4（1.1）  5（0.9）

脱毛症  4（1.1）  4（0.7）

発疹  6（1.6）  3（0.5）

【維持療法試験】

● 治療薬と関連ありの有害事象は，標準用量群25.8％（345例中89例），高用量群33.4％（350例中117例）に
認められました．

● 治療薬と関連ありの重篤な有害事象は，標準用量群2.6％（345例中9例，［視神経萎縮，上腹部痛，急性膵炎，
クロストリジウム・ディフィシレ感染，外耳蜂巣炎，外耳炎，肺炎，意識変容状態，ネフローゼ症候群，リニア
IgA病，各1例］），高用量群2.6%（350例中9例，［貧血，リンパ節症，眼瞼下垂，潰瘍性大腸炎，肺炎，結核，好
中球数減少，関節痛，線維腫症，感覚鈍麻，単ニューロパチー，肺気腫，角層下膿疱性皮膚症，各1例］）に認め
られました．

● 治療薬と関連ありの投与中止に至った有害事象は4.1％（846例中35例）に認められ，内訳は標準用量群
3.5％（345例中12例，［白血球減少症，血小板増加症，視神経萎縮，潰瘍性大腸炎，限局性浮腫，肝胆道系疾
患，クロストリジウム・ディフィシレ感染，血中クレアチニン増加，肝機能検査値上昇，好中球数減少，筋炎，
ネフローゼ症候群，紅斑，リニアIgA病，各1例］），高用量群4.6％（350例中16例，［潰瘍性大腸炎3例，関節
痛，感覚鈍麻，各2例，白血球減少症，眼瞼下垂，急性腎盂腎炎，扁桃炎，結核，ループス様症候群，四肢痛，線維
腫症，浮動性めまい，頭部不快感，単ニューロパチー，錯感覚，発疹，角層下膿疱性皮膚症，各1例］）でした．
● 死亡に至った有害事象は標準用量群で2例（肺塞栓症，非小細胞肺癌，各1例），高用量群で2例（食道腺癌，肺
炎，各1例）が認められましたが，いずれも治療薬との関連性はなしと判断されました．
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■ 維持療法試験の有害事象一覧（治療薬と関連あり）（いずれかの群で1％以上）（統合解析，安全性解析対象集団）

事象名
例数（%）

標準用量群（n＝345） 高用量群（n＝350）

注射部位反応 8（2.3） 16（4.6）

発疹 7（2.0） 11（3.1）

上咽頭炎 6（1.7） 10（2.9）

関節痛 9（2.6） 10（2.9）

上気道感染 7（2.0）  4（1.1）

潰瘍性大腸炎 3（0.9）  6（1.7）

頭痛 0  8（2.3）

脱毛症 2（0.6）  6（1.7）

インフルエンザ 2（0.6）  6（1.7）

無力症 3（0.9）  4（1.1）

咳嗽 3（0.9）  4（1.1）

そう痒症 2（0.6）  5（1.4）

湿疹 1（0.3）  4（1.1）

発熱 0  4（1.1）

AST増加 0  4（1.1）

（TDM群は探索的治療群であるため，削除しています．）
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（5）国際共同第Ⅲ相試験44）45） 

［M11-290試験（ENVISION試験）：ヒュミラ®の小児潰瘍性大腸炎における有効性と安全性に対する
多施設共同無作為化二重盲検比較試験］
社内資料：ヒュミラ®活動性小児潰瘍性大腸炎国際共同第Ⅲ相試験（M11-290試験）［承認時評価資料］
Croft NM, et al. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021; 6: 616-627.
利益相反： 本試験はアッヴィからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的： 中等症から重症の小児潰瘍性大腸炎患者を対象に，ヒュミラ®の有効性と安全性を評価し，ヒュミラ®皮下投与
後の薬物動態について検討すること．

対　　象：�中等症または重症の小児UC患者101例
［4〜17歳で，副腎皮質ステロイド経口剤もしくは免疫抑制剤またはその両方での治療効果が不十分で，
Mayoスコアが6〜12かつ内視鏡サブスコアが2〜3］

投与方法： 本試験は，ベースラインから投与8週までを導入療法期，投与8週から52週までを維持療法期として実施し
た．本試験では対象患者の登録が困難であることから，治験実施計画書4.01版で試験デザインが変更され
た．治験実施計画書改訂前では，対象を導入療法期の高用量群または標準用量群に3：2の比率で無作為に割
り付け，投与8週時まで二重盲検下で投与し，投与8週時に部分的Mayoスコア（PMS）改善が認められた患
者を維持療法期の高用量群，標準用量群，内部プラセボ群に2：2：1の比率で無作為に割り付けし，二重盲検
下で投与52週時まで投与した．維持療法期間中に再燃があった場合は，盲検下で再導入用量（アダリムマブ
2.4mg/kg［最大160mg］）又はアダリムマブ0.6mg/kg［最大40mg］に，投与12週時以降再度無作為に割
り付けた．その後，従来の維持療法期の投与量を再開した（プラセボ群に割付けられた被験者には標準用量
を投与した）＊．
なお，導入療法期の無作為割り付けではベースラインの疾患重症度，TNF阻害剤での治療歴，ベースライ
ンでの副腎皮質ステロイド投与の有無を層別因子，維持療法期の無作為割り付けでは投与8週時の部分的
Mayoスコア寛解の有無，導入療法期の用量群を層別因子とした．治験実施計画書改訂後では，全例を高用
量群として非盲検下（オープンラベル）で投与し（非盲検高用量群），投与8週時に部分的Mayoスコア改善が
認められた患者を，維持療法期の高用量群または標準用量群に1：1の比率で無作為に割り付けし，投与52週
時まで二重盲検下で投与した．なお，維持療法期の無作為割り付けでは投与8週時の部分的Mayoスコア寛
解の有無を層別因子とした．
＊ 二重盲検下で少なくとも4週間投与を行っても，継続して疾患再燃が認められた場合（２回目の再燃），非盲検下でのアダリムマブ0.6mg/

kg（最大40mg）週1回投与に移行できるとされた．非盲検下でアダリムマブ0.6mg/kg（最大40mg）週1回を4週間投与しても，継続して再
燃が認められた場合（3回目の再燃），非盲検下でのアダリムマブ40mg週1回投与に移行できるとされた．

疾患再燃の基準： 投与8週時のPMSが0–2ポイントの被験者で，PMSが少なくとも投与8週時と比較し
て，3ポイント増加している/投与8週時のPMSが3–4ポイントの被験者で，PMSが少な
くとも投与8週時と比較して，2ポイント増加している/投与8週時のPMSが5–6ポイン
トの被験者で，PMSが少なくとも投与8週時と比較して，1ポイント増加している．

評価項目：�主要評価項目ー（co-primary endpoint）
●投与8週時の部分的Mayoスコア寛解率（検証的な解析項目）
●�投与8週時の部分的Mayoスコア改善例における，投与52週時のMayoスコア寛解率（検証
的な解析項目）

副次評価項目ー（順位付け副次評価項目）
①投与8週時の部分的Mayoスコア改善例における，投与52週時のMayoスコア改善率
②投与8週時の部分的Mayoスコア改善例における，投与52週時の粘膜治癒率　など

安 　 全 　 性ー有害事象　など

Mayoスコア寛解：Mayoスコアが2以下，かつ，いずれのサブスコア※も1を超えない
Mayoスコア改善： ベースラインからのMayoスコアの減少が3以上かつ30%以上，さらに直腸出血サ

ブスコアの減少が1以上あるいは直腸出血サブスコアが0または1
粘膜治癒：Mayo内視鏡サブスコアが0または1 ※排便回数・直腸出血・内視鏡所見・医師による総合評価

潰瘍性大腸炎に対する効能又は効果，用法及び用量変更承認時に下記の国際共同試験（主試験および
日本サブ試験）が臨床パッケージとして審査・評価されました．このため本試験には承認内容と異なる用
法及び用量が含まれています．
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治験実施計画書改訂後に登録された17例は
全例が高用量群として非盲検下で投与された．

※治験実施計画書改訂後に登録された患者では，内部プラセボ群は削除し，高用量群または標準用量群に1：1に無作為に割り付けた．

非盲検高用量群17例

標準用量群32例

高用量群51例

最長28日間

スクリーニング

内部プラセボ群12例

標準用量群33例

高用量群34例

8週 52週

R：層別無作為割り付け

8
週
時
の
有
効
性
評
価

非
盲
検
継
続
投
与
試
験
へ
移
行

52
週
時
の
有
効
性
評
価

ITT-E集団 mITT-E集団

3：2

0

ベース
ライン

追跡調査

2：2：1

対象の101例のうち，最後に
登録された1例は試験継続
中であったため，解析対象に
含まれていません．

中等症または
重症の

小児潰瘍性
大腸炎患者

100例

投
与
８
週
時
に
部
分
的
M
a
y
o
ス
コ
ア

改
善
を
達
成
し
た
患
者
79
例

導入療法期（0～8週） 維持療法期（8～52週：44週間）
最終
投与後
70日間

R

※R

〈 試験デザイン 〉

ヒュミラ® 添付文書より（潰瘍性大腸炎のみ抜粋）
4. 効能又は効果〈潰瘍性大腸炎〉

中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）
5. 効能又は効果に関連する注意〈潰瘍性大腸炎〉
5.11 過去の治療において，他の薬物療法（ステロイド，アザチオプリン等）等による適切な治療を行っても，疾患に
起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること．ただし，成人においては，本剤よりも先に他の抗TNF製
剤による治療を考慮すること．成人患者を対象とした国内臨床試験において主要評価項目の1つである投与8週
時の寛解率ではプラセボ群との差は認められていない．［1.4，1.5，17.1.21参照］

5.12 維持投与は漫然と行わず経過を観察しながら行うこと．
6. 用法及び用量〈潰瘍性大腸炎〉
小児：
体重40kg以上の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与1週間後及び2週
間後に80mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，40mgを毎週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射する．
体重25kg以上40kg未満の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを，初回投与1週間
後及び2週間後に40mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，20mgを毎週1回又は40mgを2週に1回，皮
下注射する．
体重15kg以上25kg未満の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に40mgを，初回投与1週間
後及び2週間後に20mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，20mgを2週に1回，皮下注射する．

7. 用法及び用量に関連する注意〈潰瘍性大腸炎〉
7.12 本剤による治療反応は，通常投与開始から8週以内に得られる．8週時点で臨床症状や内視鏡所見等による明
らかな改善効果が得られない場合は，本剤の投与を中止すること．
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〈 投与方法 〉

解析計画： 有効性の解析は，投与8週時の主要評価項目では，対象から非盲検高用量群を除いた集団（ITT-E集団），投与
52週時の評価項目では，投与8週時に部分的Mayoスコア改善を達成した患者のうち内部プラセボ群に割り
付けられた患者を除いた集団（ｍITT-E集団）を対象に行った．欠測値に対しては，欠測値を「無効例」として
データ補完する統計手法（Non-Responder Imputation：NRI）を用いた．導入療法期を完了しなかった患
者，または維持療法期に救済治療を受けた患者は，その時点以降から「無効例」とした．検定には1標本χ2検
定を用い，投与群ごとに95％信頼区間（CI）とともに要約し，全体の有意水準を5％に制御するために多重検
定手順を用いて検定を行った．
本試験では，ヒュミラ®投与群の比較対照として外部プラセボを用いた．文献検索により外部プラセボの設
定に利用可能な臨床試験として，ヒュミラ®のULTRA1試験，ULTRA2試験（投与8週時のための外部プラセ
ボ），ベドリズマブのGEMINI1試験，トファシチニブのOCTAVE Sustain試験（投与52週時の評価項目のた
め外部プラセボ）が抽出され，算出された95%信頼区間の上限値を外部プラセボとした．主要評価項目にお
けるヒュミラ®併合群（高用量群および標準用量群の併合）の外部プラセボに対する検定から開始し，次に各
用量群の外部プラセボに対する検定を個別に実施した．
安全性は，最大の解析対象集団（FAS）を安全性解析対象集団として評価した．
なお，日本サブ試験は日本の施設で登録された小児潰瘍性大腸炎患者を対象として行われ，解析は主試験
（日本人を除く海外データ），統合解析（海外データと日本人データの統合）及び日本人データのみの各デー
タで行った．

■ 主要評価項目及び順位付け副次評価項目に関して想定した外部プラセボの有効率

評価項目
外部プラセボ有効率
（メタアナリシスの

95%信頼区間の上限値）

投与8週時の部分的Mayoスコア寛解率 19.83%

投与8週時の部分的Mayoスコア改善例における，投与52週時のMayoスコア寛解率 18.37%

投与8週時の部分的Mayoスコア改善例における，投与52週時のMayoスコア改善率 26.10%

投与8週時の部分的Mayoスコア改善例における，投与52週時の粘膜治癒率 22.03%

導入療法期

投与0週時 投与1週時 投与2週時 投与4週時 投与6週時

高用量群 2.4mg/kg
（最大160mg）

2.4mg/kg
（最大160mg）

1.2mg/kg
（最大80mg）

0.6mg/kg
（最大40mg）

0.6mg/kg
（最大40mg）

標準用量群＊ 2.4mg/kg
（最大160mg）

プラセボ 1.2mg/kg
（最大80mg）

0.6mg/kg
（最大40mg）

0.6mg/kg
（最大40mg）

維持療法期

投与8週～投与52週

高用量群 0.6mg/kg（最大40mg）週1回

標準用量群 0.6mg/kg（最大40mg）隔週

＊治験実施計画書改訂後では，全例を高用量群とした．
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Ⅰ．投与8週時の部分的Mayoスコア寛解率
統合解析において，投与8週時の部分的Mayoスコア寛解率は，併合群51.8％，高用量群58.8％，標準用量
群40.6％であり，併合群，高用量群の外部プラセボに対する優越性が検証されました（1標本両側χ2検定）．
なお，標準用量群の外部プラセボに対する優越性は検証されませんでした．また，主試験では併合群53.2％
（41/77例），高用量群59.6％（28/47例），標準用量群43.3％（13/30例）であり，併合群，高用量群の外部プラ
セボに対する優越性が検証されましたが，標準用量群の外部プラセボに対する優越性は検証されませんでし
た（併合群 p<0.001，高用量群 p<0.001，標準用量群 p＝0.382，1標本両側χ2検定）［主要評価項目］（検証
的な解析項目）．日本人データのみの解析では，併合群2/6例，高用量群2/4例，標準用量群は寛解例なし（0/2
例）でした［主要評価項目］．

■ 投与8週時の部分的Mayoスコア寛解率＊［主要評価項目］（検証的な解析項目）（統合解析，ITT-E集団）
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p=0.344

p<0.001

p<0.001

1標本両側χ2検定
検定結果は，多重性検定手順で調整したp値で示した．
NRI
＊Mayoスコア寛解：Mayoスコアが2以下，かつ，いずれのサブスコアも1を超えない

外部プラセボ 標準用量群 高用量群 併合群
（高用量群＋標準用量群）

13/32例 30/51例

19.8％

40.6％

43/83例

95％CI： 
23.7-59.4

95％CI：
44.2-72.4 95％CI： 

40.6-62.9

58.8％
51.8％
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Ⅱ．投与8週時の部分的Mayoスコア改善例における，投与52週時のMayoスコア寛解率
統合解析において，投与8週時の部分的Mayoスコア改善例における投与52週時のMayoスコア寛解率は，併
合群35.8％，高用量群44.1％，標準用量群27.3％であり，併合群，高用量群の外部プラセボに対する優越性
が検証されました（1標本両側χ2検定）．なお，標準用量群の外部プラセボに対する優越性は検証されません
でした．また，主試験では併合群37.1％（23/62例），高用量群45.2％（14/31例），標準用量群29.0％（9/31
例）であり，併合群，高用量群の外部プラセボに対する優越性が検証されましたが，標準用量群の外部プラセ
ボに対する優越性は検証されませんでした（併合群 p<0.001，高用量群 p<0.001，標準用量群 p＝0.382，1
標本両側χ2検定）［主要評価項目］（検証的な解析項目）．日本人データのみの解析では，併合群1/5例，高用量
群1/3例，標準用量群は寛解例なし（0/2例）でした［主要評価項目］．

■ 投与8週時の部分的Mayoスコア改善例における，投与52週時のMayoスコア寛解率
［主要評価項目］（検証的な解析項目）（統合解析，mITT-E集団）
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1標本両側χ2検定
検定結果は，多重性検定手順で調整したp値で示した．
NRI

外部プラセボ 標準用量群 高用量群 併合群
（高用量群＋標準用量群）

9/33例 15/34例

18.4％

27.3％

24/67例

95％CI：
13.3-45.5

95％CI：
27.2-62.1 95％CI： 

24.5-48.5

44.1％

35.8％
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Ⅲ．投与8週時の部分的Mayoスコア改善例における，投与52週時のMayoスコア改善率
統合解析において，投与8週時の部分的Mayoスコア改善例において投与52週時のMayoスコア改善率は，併合
群62.7％，高用量群67.6％，標準用量群57.6％であり，外部プラセボと比較してヒュミラ®投与群で有意に高
いことが示されました（1標本両側χ2検定）．また主試験では併合群64.5％（40/62例），高用量群67.7％（21/31
例），標準用量群61.3％（19/31例）であり，�外部プラセボと比較してヒュミラ®投与群で有意に高いことが示さ
れました（併合群�p<0.001，高用量群p<0.001，標準用量群�p＝0.008，1標本両側χ2検定）．日本人データのみ
の解析では併合群2/5例，高用量群2/3例，標準用量群0/2例でした［副次評価項目］．

■ 投与8週時の部分的Mayoスコア改善例における，投与52週時のMayoスコア改善率＊

［副次評価項目］（統合解析，mITT-E集団）

（％）

p=0.038

p<0.001

p<0.001

1標本両側χ2検定
検定結果は，多重性検定手順で調整したp値で示した．
NRI

外部プラセボ 標準用量群 高用量群 併合群
（高用量群＋標準用量群）

19/33例 23/34例

26.1％

57.6％

42/67例

95％CI： 
39.2-74.5

95％CI：
49.5-82.6 95％CI：

50.0-74.2

67.6％
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＊Mayoスコア改善： ベースラインからのMayoスコアの減少
が3以上かつ30%以上，さらに直腸出血サブスコアの減少が
1以上あるいは直腸出血サブスコアが0または1
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Ⅳ．投与8週時の部分的Mayoスコア改善例における，投与52週時の粘膜治癒率
統合解析において，投与8週時の部分的Mayoスコア改善例において投与52週時の粘膜治癒率は，併合群
43.3％，高用量群50.0％，標準用量群36.4％であり，外部プラセボと比較してヒュミラ®投与群で有意に高
いことが示されましたが，標準用量群では有意な差はありませんでした（1標本両側χ2検定）．また主試験で
は併合群45.2％（28/62例），高用量群51.6％（16/31例），標準用量群38.7％（12/31例）であり，外部プラセ
ボと比較してヒュミラ®投与群で有意に高いことが示されました（併合群 p<0.001，高用量群p<0.001，標
準用量群 p＝0.382，1標本両側χ2検定）．日本人データのみの解析では併合群1/5例，高用量群1/3例，標準用
量群0/2例でした［副次評価項目］．

■ 投与8週時の部分的Mayoスコア改善例における，投与52週時の粘膜治癒率＊［副次評価項目］
（統合解析，mITT-E集団）
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1標本両側χ2検定
検定結果は，多重性検定手順で調整したp値で示した．
NRI
＊粘膜治癒：Mayo内視鏡サブスコアが0または1

外部プラセボ 標準用量群 高用量群 併合群
（高用量群＋標準用量群）

12/33例 17/34例

22.0％

36.4％

29/67例

95％CI： 
20.4-54.9

95％CI：
32.4-67.6 95％CI：

31.2-56.0

50.0％
43.3％
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Ⅴ．安全性（統合解析，安全性解析対象集団）

【導入療法期】

● 治療薬と関連ありの有害事象は，標準用量群15.6％（32例中5例），高用量群15.7％（51例中8例），非盲検
高用量群11.8%（17例中2例）に認められ，主な有害事象は，注射部位反応4.8%（83例中4例）（標準用量
群3.1％［32例中1例］，高用量群5.9%［51例中3例］），頭痛3.6%（83例中3例）（標準用量群3.1％［32例中 
1例］，高用量群3.9％［51例中2例］）でした．
● 治療薬と関連ありの重篤な有害事象は，標準用量群6.3％（32例中2例，［心膜炎，頭痛，意識消失，各1例］），
高用量群2.0%（51例中1例，［膵炎1例］），非盲検高用量群5.9%（17例中1例，［潰瘍性大腸炎1例］）に認め
られました．

● 治療薬と関連ありの投与中止に至った有害事象は，標準用量群6.3％（32例中2例，［心膜炎，注射部位疼痛，
各1例］）に認められました．
● 死亡に至った有害事象はいずれの群でも認められませんでした．

【維持療法期】

● 治療薬と関連ありの有害事象は，標準用量群24.2％（33例中8例），高用量群31.4％（35例中11例），内部プ
ラセボ群（12例中5例）に認められました．
● 治療薬と関連ありの重篤な有害事象は，高用量群2.9％（35例中1例，［無菌性髄膜炎1例］），内部プラセボ群
（12例中1例，［乾癬1例］）に認められました．
● 治療薬と関連ありの投与中止に至った有害事象，死亡に至った有害事象はいずれの群でも認められません
でした．

■ 維持療法期の有害事象一覧（治療薬と関連あり※）（統合解析，安全性解析対象集団）
例数（％）

事象名 標準用量群
（n＝33）

高用量群
（n＝35）

合計
（n＝68） 事象名 標準用量群

（n＝33）
高用量群

（n＝35）
合計

（n＝68）

注射部位反応 4（12.1） 2（5.7） 6（8.8） 関節痛 0 1（2.9） 1（1.5）

潰瘍性大腸炎 1（3.0） 2（5.7） 3（4.4） 感覚鈍麻 0 1（2.9） 1（1.5）

頭痛 2（6.1） 0 2（2.9） 錯感覚 0 1（2.9） 1（1.5）

発疹 0 2（5.7） 2（2.9） 皮膚炎 0 1（2.9） 1（1.5）

疲労 2（6.1） 0 2（2.9） 紅斑 0 1（2.9） 1（1.5）

小腸炎 0 1（2.9） 1（1.5） 紫斑 0 1（2.9） 1（1.5）

劵怠感 0 1（2.9） 1（1.5） 貧血 1（3.0） 0 1（1.5）

インフルエンザ 0 1（2.9） 1（1.5） アフタ性潰瘍 1（3.0） 0 1（1.5）

無菌性髄膜炎 0 1（2.9） 1（1.5） C-反応性蛋白増加 1（3.0） 0 1（1.5）

血中ビリルビン増加 0 1（2.9） 1（1.5） 好中球数減少 1（3.0） 0 1（1.5）

好酸球数増加 0 1（2.9） 1（1.5）

内部プラセボ群の有害事象（治療薬と関連あり※）貧血1例，好中球減少症1例，炎症1例，頭痛1例，逆むけ1例，乾癬1例
※医師により治療薬との因果関係が関連ありと判断された有害事象
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（1）国際共同第Ⅲ相試験 46） 

［M10-877試験：第Ⅲ相無作為化二重盲検プラセボ対照多施設共同試験（日本におけるサブ試験を
含む）］
社内資料：ヒュミラ®非感染性ぶどう膜炎 国際共同第Ⅲ相試験（M10-877試験）［承認時評価資料］
利益相反： 本試験はアッヴィ，エーザイからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的：�高用量のステロイドを必要とする活動性かつ非感染性の中間部，後部または汎ぶどう膜炎に対するヒュミラ®

皮下投与の有効性，安全性をプラセボと比較する．
対　　象：�非感染性の中間部，後部または汎ぶどう膜炎と診断された18歳以上の患者で，経口ステロイド投与（プレドニゾ

ロン換算10〜60mg/日）にもかかわらず，疾患活動性コントロール不良※1であった239例（日本人16例を含む）
※1�疾患活動性コントロール不良の定義：片眼または両眼で下記1項目以上に該当する場合
①活動性かつ炎症性の脈絡網膜病変または網膜血管病変が認められる，②前房内細胞グレード≧2＋，
③硝子体混濁グレード≧2＋

投与方法： 対象を1：1にヒュミラ®群またはプラセボ群に無作為割付した．ヒュミラ®群は皮下注射にて0週に80mgを
負荷投与し，1週以降，40mgを隔週投与した．
プラセボ群も同様の投与スケジュールとした．両群ともにベースラインでプレドニゾロン換算で初期用量
60mg/日から開始し，漸減し，15週までに投与を終了した．
被験者の治験参加期間は最長で投与80週までとし，有効性及び安全性をITT集団で評価した．

経口ステロイド
10~60mg/日を

2週間以上投与したにも
かかわらず活動性の患者†

（n=239）

スクリーニング 二重盲検期間

経口ステロイド※

60mg/日→漸減

0 1 4 6 8 12 16 20 24 27 32 36 80 （週）

試験期間
＃0週に80mgを投与し，1週以降，40mgを隔週皮下投与
※投与開始時にプレドニゾロン換算60mg/日を投与し，投与2週から漸減し投与15週までに投与を終了した．
†ベースラインで免疫抑制剤1剤および/または点眼ステロイドについて，予め規定された一定の投与量で使用されている場合もある．

プラセボ投与群
（n=115）

＃ヒュミラ®投与群
  （n=118） 試

験
終
了

評価項目：主要評価項目—�再燃※2,3までの期間（検証的解析項目）

※2再燃の定義（投与6週）：

片眼または両眼で下記1項目以上に該当する場合
・�新たな炎症性の脈絡網膜病変および/または網
膜血管病変
・前房内細胞グレード＞0.5＋
・硝子体混濁グレード＞0.5＋
・logMAR最高矯正視力の15文字分以上の悪化

※3再燃の定義（投与8週以降）：

片眼または両眼で下記1項目以上に該当する場合
・�新たな炎症性の脈絡網膜病変および/または網
膜血管病変
・前房内細胞グレードの2段階の悪化
・硝子体混濁グレードの2段階の悪化
・logMAR最高矯正視力の15文字分以上の悪化

副次評価項目—�VFQ-25（The�25-item�National�Eye�Institute�Visual�Function�Questionnaire）スコア変化量
など

安 　 全 　 性—�有害事象　など
解析計画： 主要評価項目は再燃までの期間であった．有効性の主要解析は，ITT集団を対象として再燃までの期間を評

価した．再燃以外の理由で脱落した患者は，脱落時点で観察打ち切りとした．安全性解析対象集団には，治験
薬を1回以上投与されたすべての患者を含めた．また，解析は①メインデータ（日本人を除く海外データ），
②併合データ（海外データ及び日本人データの併合），③日本人データ（日本人サブ試験）の各データで行った．
投与群及び日本人又は外国人を説明変数としたCox比例ハザードモデルを用いて評価した．ログランク検定
によるハザード比を，95%CI 及びp値とともに示した．

8． 臨床成績（非感染性ぶどう膜炎） VISUALⅠ試験
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Ⅰ．再燃までの期間
最長80週（18ヵ月）の試験期間（併合解析）において，ヒュミラ®投与群の再燃までの期間の中央値は4.8ヵ
月，プラセボ群の再燃までの期間の中央値は3.0ヵ月でした．再燃のハザード比（95％信頼区間）は0.56
（0.40，0.76）であり，プラセボ群に比べヒュミラ®群で再燃リスクが44％低下しました（p＜0.001，投与群
及び日本人又は外国人を説明変数としたCox比例ハザードモデル）．
日本人サブ試験における再燃までの期間の中央値はヒュミラ®群（n=8）で2.4ヵ月，プラセボ群（n=8）で
2.8ヵ月でした．

■再燃までの期間（併合解析，ITT集団）（主要評価項目）※

80

60

40

20

0
0

0/115
0/118

プラセボ群
ヒュミラ®群

再燃例数/治療例数

ステロイドを漸減し
投与15週で投与を終了

38/72
19/87

69/37
45/57

82/20
56/42

86/15
62/35

88/12
65/29

89/9
68/20

89/8
68/17

89/6
68/15

90/5
68/12

90/0
68/0

2 3.0 4 4.8 6 8 10 12 14 16 18 20（月）

100
（％）

再
燃
率

期間

プラセボ投与群（n=115）

＃ヒュミラ®投与群
   （n=118）

p＜0.001（投与群及び日本人又は外国人を説明変数としたCox比例ハザードモデル）

再燃までの
期間の中央値

＃0週に80mgを投与し，1週以降，40mgを隔週皮下投与

ステロイドを漸減し
投与15週で投与を終了

※検証的解析項目

Ⅱ．安全性＜併合解析＞

本試験の日本人を含む併合解析集団におけるヒュミラ®投与例（安全性評価対象症例）119例中101例
（84.9％）に有害事象が認められました．主な有害事象は鼻咽頭炎 21例（17.6％），頭痛13例（10.9％），疲労
12例（10.1％），ぶどう膜炎12例（10.1％）等でした．重篤な有害事象は16例（13.4％）に認められました（尿
管結石，閉塞隅角緑内障，アナフィラキシー反応／蕁麻疹，毛巣嚢胞，肺炎，結核，上気道感染，尿路感染，偶発
的過量投与，靱帯断裂／腱断裂，水分過負荷／慢性腎不全，ループス様症候群，消化管のカルチノイド腫瘍，多
形性神経膠芽細胞腫，脱髄，血管新生 各1例）．投与中止に至った有害事象は11例（9.2％）に認められました
（脈絡膜血管新生，霧視／視力低下，疲労／劵怠感，結核，軽鎖分析値増加，結核菌群検査陽性，ループス様症候
群，多形性神経膠芽細胞腫，脱髄，自殺念慮，慢性腎不全 各1例）．死亡例は1例（慢性腎不全）に認められました
（治験薬との因果関係は否定）．
本試験の日本人を含む併合解析集団におけるプラセボ投与例（安全性評価対象症例）120例中95例（79.2%）
に有害事象が認められました．主な有害事象は頭痛16例（13.3%），関節痛12例（10.0%），鼻咽頭炎11例
（9.2%）等でした．重篤な有害事象は6例（5.0％）に認められました（急性肝炎，原発性副甲状腺機能亢進症，
ウイルス性胃腸炎，急性腎盂腎炎／敗血症，手首関節骨折，人工流産 各1例）．投与中止に至った有害事象は4
例（3.3％）に認められました（嚢胞様黄斑浮腫／薬物不耐性，眼沈着物／硝子体剥離，急性肝炎 各1例）．

ヒュミラ® 添付文書より（非感染性ぶどう膜炎のみ抜粋）
4. 効能又は効果

既存治療で効果不十分な非感染性の中間部，後部又は汎ぶどう膜炎
6. 用法及び用量〈非感染性の中間部，後部又は汎ぶどう膜炎〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを，初回投与1週間後に40mgを皮下注射する．
初回投与3週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．

8. 重要な基本的注意
8.9 本剤において，サルコイドーシスの悪化（皮膚，肺又は眼症状） が報告されている．サルコイドーシス患者に本剤
を投与する場合には，十分な観察を行い，サルコイドーシスの悪化に注意すること．サルコイドーシス症状が悪化
した場合には，適切な処置を行うこと．
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（2）国際共同第Ⅲ相試験 47） 

［M10-880試験：第Ⅲ相無作為化二重盲検プラセボ対照多施設共同試験（日本におけるサブ試験を含
む）］
社内資料：ヒュミラ®非感染性ぶどう膜炎 国際共同第Ⅲ相試験（M10-880試験）［承認時評価資料］
利益相反： 本試験はアッヴィ，エーザイからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的：�ステロイド（プレドニゾロン換算で10〜35mg/日）を必要とする非活動性かつ非感染性の中間部，後部また
は汎ぶどう膜炎に対するヒュミラ®皮下投与の有効性，安全性をプラセボと比較する．

対　　象：�非感染性の中間部，後部または汎ぶどう膜炎と診断された18歳以上の患者で，ステロイド減量による再燃の
既往があり，経口ステロイド投与（プレドニゾロン換算10〜35mg/日）により疾患活動性がコントロールさ
れている261例（日本人32例を含む）
疾患活動性コントロールの定義：両眼が下記3項目を満たす場合
①活動性かつ炎症性の脈絡網膜病変または網膜血管病変が認められない，②前房内細胞グレード≦0.5＋，
③硝子体混濁グレード≦0.5＋

投与方法： 対象を1：1にヒュミラ®群またはプラセボ群に無作為割付した．ヒュミラ®群は皮下注射にて0週に80mgを
負荷投与し，1週以降，40mgを隔週投与した．プラセボ群も同様の投与スケジュールとした．両群ともにプ
レドニゾロンの漸減を投与2週から開始し，投与19週までに投与を終了する．被験者の治験参加期間は最長
で投与80週とし，有効性及び安全性を評価した（ITT集団）．

経口ステロイド
10～35mg/日投与により
疾患活動性が28日以上
コントロールされている
患者†（n=261）

スクリーニング 二重盲検期間

経口ステロイド※

漸減

0 2 4 8 12 16 20 24 27 32 36 40 80 （週）

試験期間
＃0週に80mgを投与し，1週以降，40mgを隔週皮下投与
※経口ステロイドは投与2週から漸減し，投与19週までに投与を終了した．
†ベースラインで免疫抑制剤1剤および/または点眼ステロイドについて，予め規定された一定の投与量で使用されている場合もある．

プラセボ投与群
（n=127）

＃ヒュミラ®投与群
  （n=131） 試

験
終
了

評価項目：主要評価項目—�再燃までの期間（検証的解析項目）

再燃の定義（投与2週以降）：

片眼または両眼で下記1項目以上に該当する場合

・新たな炎症性の脈絡網膜病変および/または網膜血管病変

・前房内細胞グレードの2段階の悪化

・硝子体混濁グレードの2段階の悪化

・logMAR最高矯正視力の15文字分以上の悪化

副次評価項目—�VFQ-25スコア変化量など
安 　 全 　 性—有害事象　など

解析計画： 有効性の解析は，ITT集団を対象として実施した．主要評価項目は再燃までの期間であり，ヒュミラ®群とプ
ラセボ群を比較した．再燃をイベントとして計数した．再燃以外の理由で脱落した患者は，脱落時点で観察
打ち切りとした．安全性解析対象集団を対象として，安全性の解析を実施した．また，解析は①メインデータ
（日本人を除く海外データ），②併合データ（海外データ及び日本人データの併合），③日本人データ（日本人
サブ試験）の各データで行った．

VISUALⅡ試験
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Ⅰ．再燃までの期間
最長80週（18ヵ月）の試験期間（併合解析）において，ヒュミラ®投与群の再燃までの期間の中央値はNE（未
到達），プラセボ群の再燃までの期間の中央値は5.6ヵ月でした．再燃のハザード比（95％信頼区間）は0.52
（0.37，0.74）であり，プラセボ群に比べヒュミラ®群で再燃リスクが48％低下しました（p＜0.001，投与群
及び日本人又は外国人を説明変数としたCox比例ハザードモデル）．
日本人サブ試験における再燃までの期間の中央値はヒュミラ®群（n=16）で2.9ヵ月，プラセボ群（n=16）で
2.1ヵ月でした．

■再燃までの期間（併合解析，ITT集団）（主要評価項目）※
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p＜0.001（投与群及び日本人又は外国人を説明変数としたCox比例ハザードモデル）

再燃までの期間の中央値

＃ヒュミラ®投与群
   （n=131）

プラセボ投与群（n=127）

期間

（月）

プラセボ群
ヒュミラ®群

再燃例数/治療例数

＃0週に80mgを投与し，1週以降，40mgを隔週皮下投与

ステロイドを漸減し
投与19週で投与を終了

※検証的解析項目

Ⅱ．安全性＜併合解析＞

本試験の日本人を含む併合解析集団におけるヒュミラ®投与例（安全性評価対象症例）131例中117例
（89.3％）に有害事象が認められました．主な事象は関節痛28例（21.4％），鼻咽頭炎23例（17.6％），頭痛17
例（13.0％），疲労14例（10.7％）等でした．重篤な有害事象は9例（6.9％）に認められました（白内障，肺腺癌 
第4期，肺炎／好中球減少症，心タンポナーデ／大動脈解離，一過性失明／嚥下障害／構語障害，気管支炎／胸
膜炎／レジオネラ菌性肺炎，腓骨骨折，片頭痛発作重積，鼻出血 各1例）．投与中止に至った有害事象は11例
（8.4％）に認められました（結核菌群検査陽性3例，薬疹，好中球減少症，心タンポナーデ／大動脈解離，脂肪
肝，気管支炎，片頭痛発作重積，肺サルコイドーシス，皮膚炎各1例）．死亡例は1例（心タンポナーデ／大動脈
解離，1例）に認められました（治験薬との因果関係は否定）．
本試験の日本人を含む併合解析集団におけるプラセボ投与例（安全性評価対象症例）130例中106例
（81.5%）に有害事象が認められました．主な有害事象は鼻咽頭炎20例（15.4%），頭痛17例（13.1%），関節
痛12例（9.2%）等でした．重篤な有害事象は10例（7.7％）に認められました（骨壊死，深部静脈血栓症2例，脈
絡膜血管新生／網膜下液，網膜剥離，無菌性髄膜炎，扁桃炎，上腕骨骨折，関節炎，高血圧クリーゼ 各1例）．投
与中止に至った有害事象は7例（5.4%）に認められました（後天性色覚異常，黄斑浮腫，結核菌群検査陽性，大
腸腺腫，肺サルコイドーシス，アレルギー性皮膚炎，斑状皮疹，各1例）．

ヒュミラ® 添付文書より（非感染性ぶどう膜炎のみ抜粋）
6. 用法及び用量〈非感染性の中間部，後部又は汎ぶどう膜炎〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを，初回投与1週間後に40mgを皮下注射する．
初回投与3週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．

8. 重要な基本的注意
8.9 本剤において，サルコイドーシスの悪化（皮膚，肺又は眼症状）が報告されている．サルコイドーシス患者に本剤
を投与する場合には，十分な観察を行い，サルコイドーシスの悪化に注意すること．サルコイドーシス症状が悪化
した場合には，適切な処置を行うこと．
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（1）国内第Ⅲ相非盲検非対照試験 48）49） 

［M14-193試験：ヒュミラ®の膿疱性乾癬（汎発型）における有効性と安全性に対する第Ⅲ相多施設
共同非盲検単群試験］
社内資料：ヒュミラ®膿疱性乾癬 国内第Ⅲ相非盲検非対照試験（M14-193試験）［承認時評価資料］
Morita A, et al. J. Dermatol. 2018; 45: 1371-1380.
利益相反： 本試験は，アッヴィからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的：�日本人膿疱性乾癬（汎発型）患者に対するヒュミラ®の有効性と安全性を評価する．
対　　象：�日本皮膚科学会（JDA）の膿疱性乾癬（汎発型）�（GPP）診療ガイドライン2014年度版の重症度判定基準において，

皮膚症状スコア≧3及び膿疱を伴う紅斑を呈する15歳以上の日本人膿疱性乾癬（汎発型）患者10例．
投与方法： ヒュミラ®40mg隔週投与（初回80mg負荷投与，必要に応じて80mg隔週投与まで増量）で52週間実施する

オープンラベル多施設第III相国内臨床試験．
評価項目：�主要評価項目— 投与16週目の臨床的改善率（ベースライン時のSkin Score3から≧1ポイントの低下又は

ベースライン時のSkin Score≧4から≧2ポイントの低下）
副次評価項目—各ビジットごと（2週時,�4〜52週時（又は中止時）までの4週ごと，主要評価項目を除く）の以下

の項目：臨床的改善率，「なし」又は「軽微」のPhysician Global Assessment（PGA）改善率，
JDA Total Skin Score≧1の改善率，PASI50/75改善率，及びベースラインからの膿疱性乾
癬重症度スコア（皮膚症状，全身症状・検査所見），Dermatology Life Quality Index（DLQI）
スコアのそれぞれの変化量

安 　 全 　 性—有害事象　など
解析計画： 有効性及び安全性の解析は，治験薬を1回以上投与されたすべての被験者を対象として行った．主要評価項

目である投与16週目の臨床的改善率では，閾値有効率を10％と仮定した．何らかの理由で評価が得られな
かった被験者は，Non-responder imputation（NRI）を用いて解析に含めた．また，副次評価項目である膿
疱性乾癬重症度スコアでは，何らかの理由で評価が得られなかった被験者は， Last observation carried 
forward（LOCF）を用いて解析に含めた．安全性は，24週まで，24〜52週まで，0〜52週までに分けて解析
した．24週時に中間報告を行うことが予定された．

Ⅰ．皮膚症状の改善
ヒュミラ®は，16週目において臨床的改善率70％（7/10例）を示しました．閾値有効率の10%を超えました．

■ 投与16週目の臨床的改善率（主要評価項目）/各ビジット（2週時，4～52週時までの4週ごと）ごとの臨
床的改善率（副次評価項目）（主要評価項目を除く，ここでは12週までを示す）
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膿疱性乾癬重症度スコアの平均値はベースライン時7.5，16週時3.1でした．また，DLQIスコアの平均値は
ベースライン時10.8，8週時6.6，16週時4.0でした．

■ 投与16週時の膿疱性乾癬重症度スコア（皮膚症状，全身症状・検査所見）及び投与8週時及び16週時
のDLQIスコアのベースラインからの変化量（副次評価項目）

ヒュミラ® 添付文書より（尋常性乾癬，関節症性乾癬及び膿疱性乾癬のみ抜粋）
4. 効能又は効果

既存治療で効果不十分な下記疾患
　尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬

7. 用法及び用量に関連する注意〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
7.8 本剤による治療反応は，通常投与開始から16週以内に得られる．16週以内に治療反応が得られない場合は，現
在の治療計画の継続を慎重に再考すること．また，増量を行っても効果が得られない場合，現在の治療計画の継続
を慎重に再考すること．

M14-193試験における膿疱性乾癬皮膚症状の評価と有効性判定基準＊1

患者背景 n=10
性別（男性 %） 70.0 GPP罹病期間（年）† 10.6±12.6 インフリキシマブ

使用経験（人） 3

尋常性乾癬
既往なし（人） 5

年齢（歳）† 49.8±13.3 GPP重症度‡ 7.5（5-11）

体重（kg）† 70.7±12.5 PASIスコア† 28.3±16.0
†：平均値±SD　‡：平均値（範囲）

高度 中等度 軽度 なし

紅斑面積＊2 3 2 1 0

膿疱を伴う紅斑面積＊3 3 2 1 0

浮腫の面積＊3 3 2 1 0

投与開始時の
皮膚症状スコア

皮膚症状スコアの減少度

スコア =0 ⊿ 3 ⊿ 2 ⊿ 1 ⊿ 0 スコア増加

4～9 寛解 改善 改善 軽度改善 不変 悪化

3 寛解 寛解 改善 改善 不変 悪化
＊1 膿疱性乾癬（汎発型）の診療ガイドライン※での重症度判定基準に基づく
＊2 体表面積に対する％（高度：75％以上，中等度：25％以上75％未満，軽度：25％未満）
＊3 体表面積に対する％（高度：50％以上，中等度：10％以上50％未満，軽度：10％未満）

※：日本皮膚科学会膿疱性乾癬（汎発型）診療ガイドライン作成委員会：日皮会誌. 2015; 125（12）: 2211-2257.

DLQIスコア

n 評価時の平均値 ベースラインからの変化量
（平均値±SD）ベースライン 10 10.8

8週時 10 6.6 －4.2±6.6

16週時  8 4.0 －6.6±5.3

膿疱性乾癬重症度スコア（皮膚症状，全身症状・検査所見）

n 評価時の平均値 ベースラインからの変化量
（平均値±SD）ベースライン 10 7.5

16週時  8 3.1 －4.6±1.9
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Ⅱ．安全性
本試験におけるヒュミラ®投与例8例に有害事象が認められました．主な有害事象は，そう痒3例（30％），鼻咽
頭炎2例（20％）でした．重篤な有害事象は2例に3件認められ，主な重篤な有害事象は慢性副鼻腔炎，細菌性
腸炎，膿疱性乾癬の悪化でした．投与中止に至った有害事象は1例（10％）に認められ，膿疱性乾癬でした．特
に注目すべき有害事象は感染症であり，6例（60％）に認められました．

■有害事象発現状況（24週）

ヒュミラ® 添付文書より（尋常性乾癬，関節症性乾癬及び膿疱性乾癬のみ抜粋）
6. 用法及び用量〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを皮下注射し，以後2週に1回，40mgを皮下注射
する．なお，効果不十分な場合には1回80mgまで増量できる．

7. 用法及び用量に関連する注意〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
7.8 本剤による治療反応は，通常投与開始から16週以内に得られる．16週以内に治療反応が得られない場合は，現
在の治療計画の継続を慎重に再考すること．また，増量を行っても効果が得られない場合，現在の治療計画の継続
を慎重に再考すること．

ヒュミラⓇ40mg隔週投与（初回80mg負荷投与）群
（n=10）

n（%）

有害事象 8（80）

重篤な有害事象 2（20）※1

投与中止に至った有害事象 1（10）※2

感染症 6（60）

重篤な感染症 2（20）※1

結核 –

B型肝炎ウイルス再活性化 –

悪性腫瘍 –

うっ血性心不全 1（10）※3

死亡 –

2例以上の有害事象

　そう痒 3（30）

　鼻咽頭炎 2（20）

※1  細菌性腸炎（治験薬に関連する合理的な可能性がある）及び膿疱性乾癬の悪化（治験薬と関連なしと考
えられる）1例，慢性副鼻腔炎（治験薬と関連なしと考えられる）1例

※2 細菌性腸炎を有する患者の膿疱性乾癬（治験薬に関連する合理的な可能性がない）1例
※3 70歳男性（治験薬と関連なしと考えられる）
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（1）国際共同第Ⅲ相試験 50）（海外データ）
［M11-313 試験（PIONEER I）及びM11-810 試験（PIONEER II）：海外第Ⅲ相無作為化二重盲検

プラセボ対照比較試験］
社内資料：ヒュミラⓇ化膿性汗腺炎 海外第Ⅲ相試験（M11-313試験, M11-810試験）［承認時評価資料］
利益相反：�本試験はアッヴィからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的：�中等症から重症の化膿性汗腺炎（HS）患者にヒュミラ®を12週間投与したときの臨床的な安全性及び有効性
をプラセボと比較した．

対　　象：�中等症〜重症のHS患者　PIONEERⅠ試験：307例　PIONEERⅡ試験：326例
投与方法： （PIONEERⅠ，PIONEERⅡ）

本試験は30日間のスクリーニング期，12週間の二重盲検投与期（期間A），期間Aに続く24週間の二重盲検
投与期（期間B），治験薬最終投与後の約70日間の追跡調査期間から構成された．
【期間A】 対象をヒュミラ®40mg毎週投与群（PIONEERⅠでは153例，PIONEERⅡでは163例）とプラセボ

群（PIONEERⅠでは154例，PIONEERⅡでは163例）に無作為に割り付け，ヒュミラ®40mg毎週
投与群には，投与開始時にヒュミラ®160mg，投与2週時に80mg，投与4週時以降は40mgを毎週
投与した．
無作為割り付け時の層別因子は，PIONEER IではHSのHurley重症度分類，PIONEER IIでは
Hurley重症度分類およびベースライン時の抗菌薬投与の有無とした．

【期間B】 期間Aでヒュミラ®40mg毎週投与群に割り付けられた患者は，ヒュミラ®40mg毎週投与群，隔週
投与群，プラセボ群のいずれかに無作為に割り付けた．PIONEERⅠでは，期間Aでプラセボ群に割
り付けられた患者をヒュミラ®40mg毎週投与群に割り付け，投与12週時にヒュミラ®160mg，投
与14週時に80mg，投与16週時以降は40mgを毎週投与した．PIONEERⅡでは，期間Aでプラセボ
群に割り付けられた患者をプラセボ継続投与に再度割り付けた．

評価項目： （PIONEERⅠ，PIONEERⅡ）
主要評価項目（検証的解析項目）— 投与12週時にHiSCRを達成した患者割合
副次評価項目—以下の3項目の順位付け検定を行った．

①ベースライン時のHurley重症度分類がステージⅡであった患者において，投与12週時
にAN数が0，1，2を達成した患者割合，②患者による皮膚疼痛の総合評価（NRS）のベース
ライン値が3以上であった患者において，投与12週時に「最悪の疼痛」でベースラインから
30％以上低下し，かつ1単位以上低下を達成（NRS30）した患者割合，③ベースラインから
投与12週時までの改訂Sartoriusスコアの変化量

安 　 全 　 性—有害事象　など
解析計画： （PIONEERⅠ，PIONEERⅡ）
有 効 性： 【期間A】 主要評価項目はベースライン時のHurley重症度分類（Ⅱ vs Ⅲ），および抗菌薬併用の有無

（PIONEERⅡ）を層別因子とし，投与12週時にHiSCRを達成した患者数および割合を算出し，ヒュ
ミラ®群とプラセボ群の差はCochran-Mantel-Haenszel （CMH）検定を用いて解析した．また，事
前に規定したサブグループ解析として，ベースライン時の抗菌薬投与有無別のHiSCRを達成した
患者割合を解析した．

【期間B】 カテゴリカル変数は，ベースラインのHurley重症度分類で調整したCMH検定を用いて解析し
た．連続変数は，ベースライン値およびベースラインのHurley重症度分類を因子とした共分散分
析（ANCOVA）を用いて解析した．欠測値は，NRI法（欠測値をノンレスポンダーとして補完）又は
LOCF法（欠測値を最終測定値で補完）で補完した．

安 全 性： すべての有害事象，重篤な有害事象，治験薬の投与中止に至った有害事象を治験薬の初回投与日から最終投
与の70日後まで収集した．非盲検継続投与（OLE）試験に移行した患者では，最終投与から70日間の安全性
評価をOLE試験結果として解析した．
期間Bにおける有害事象は，治験薬の初回投与日から最終投与の70日後までに発現又は悪化した事象と定
義した．
いずれの解析でも治験薬初回投与前の最終測定値をベースライン値とした．
有害事象はICH国際医薬用語集（MedDRA ver 16.1），重症度のグレードはCTCAE ver 3.0に準拠した．

10． 臨床成績（化膿性汗腺炎）

ヒュミラ®は海外の臨床試験を外挿して承認されました．そのため，臨床成績中には国内での承認用量
外の症例が含まれます．p129〜136の臨床試験が該当します．



130

臨床成績（化膿性汗腺炎）

0 12 16 36（週）

スクリーニング 期間A
二重盲検，プラセボ対照

12週間

期間Bc）

二重盲検，プラセボ対照
24週間

ヒュミラ®40mg毎週投与群
（n=153）a）

ヒュミラ®40mg毎週投与群（n=48）

ヒュミラ®40mg隔週投与群（n=48）

プラセボ群（n=49）

ヒュミラ®40mg毎週投与群（n=145）b）
プラセボ群
（n=154）

無作為化

無作為化

ヒュミラ®40mg毎週投与群
（n=163）a）

ヒュミラ®40mg毎週投与群（n=51）

ヒュミラ®40mg隔週投与群（n=53）

プラセボ群（n=51）

プラセボ群（n=151）
プラセボ群
（n=163）

無作為化

無作為化

a）第0週：160mg，第2週：80mg，第4週以降：40mgを毎週投与
b）第12週：160mg，第14週：80mg，第16週以降：40mgを毎週投与
c）投与12週時にレスポンダーであった患者は期間Bにおいて，36週時まで，もしくはレスポンスが消失するまで治療を継続した．
　また，投与12週時にノンレスポンダーであった患者は期間Bにおいて，最低16週時，最長36週時まで治療を継続した．

PIONEERⅠ試験
（n=307）

PIONEERⅡ試験
（n=326）

統
計
解
析

統
計
解
析

統
計
解
析

統
計
解
析

■ベースライン時の患者背景

ヒュミラⓇ 添付文書より（化膿性汗腺炎のみ抜粋）
6. 用法及び用量〈化膿性汗腺炎〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与２週間後に80mgを皮下注射す
る．初回投与４週間後以降は，40mgを毎週１回又は80mgを2週に1回，皮下注射する．

項目
PIONEER Ⅰ（n=307） PIONEER Ⅱ（n=326）

ヒュミラ®40mg
毎週投与群（n=153）

プラセボ群
（n=154）

ヒュミラ®40mg
毎週投与群（n=163）

プラセボ群
（n=163）

女性　患者数（%） 91（59.5） 105（68.2） 108（66.3） 113（69.3）

人種
患者数（%）

白人 116（75.8） 118（76.6） 143（87.7） 130（79.8）
黒人 33（21.6） 29（18.8） 9（5.5） 20（12.3）
その他 4（2.6） 7（4.5） 11（6.7） 13（8.0）

年齢　歳　平均±SD 36.2±10.8 37.8±11.3 34.9±9.96 36.1±12.8
体重　kg  平均±SD 97.1±24.9 99.3±25.1 90.2±21.7 95.7±25.9

BMI
患者数 152 154 163 161
平均値±SD 33.0±7.6 34.5±7.94 31.3±7.41 32.9±7.94

喫煙
患者数（％）

現在喫煙中 81（52.9） 92（59.7） 105（64.4） 109（67.3）
かつて喫煙 22（14.4） 22（14.3） 22（13.5） 18（11.1）
喫煙歴なし 50（32.7） 40（26.0） 36（22.1） 35（21.6）
不明 0 0 0 1

Hurley重症度分類
患者数（%）

Ⅱ 80（52.3） 81（52.6） 86（52.8） 89（54.6）
Ⅲ 73（47.7） 73（47.4） 77（47.2） 74（45.4）

全身治療歴あり　患者数（%） 71（46.4） 63（40.1） 82（50.3） 76（46.6）
罹病期間中央値（範囲）　年 8.8（1.1-40.4） 9.4（1.0-43.0） 9.0（1.0-43.5） 9.9（1.2-68.5）
HSに対する外科手術歴あり　患者数（%） 21（13.7） 13（8.4） 27（16.6） 18（11.0）

病変数
平均値±SD

膿瘍と炎症性結節
の総数 14.3±11.9 14.4±14.8 10.7±8.10 11.9±11.0

膿瘍の数 2.8±3.48 2.7±3.69 2.0±2.60 2.4±3.34
炎症性結節の数 11.5±10.9 11.6±13.9 8.6±6.92 9.4±9.60
排膿性瘻孔の数 4.6±5.20 3.8±4.40 3.0±4.11 3.7±5.20

患者による
皮膚疼痛の評価

患者数 122 109 105 111
平均スコア±SD 6.0±1.8 6.0±2.0 5.7±1.9 6.2±1.9

高感受性
C反応性蛋白

患者数 152 151 163 163
平均値±SD　mg/L 20.3±25.0 17.4±20.2 13.3±18.0 18.3±30.7

DLQI
患者数 151 153 162 162
平均スコア±SD 16.3±6.64 16.0±7.11 14.1±7.65 14.9±7.33
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Ⅰ．有効性

■HiSCRを達成した患者割合（投与12週時）【主要評価項目（検証的解析項目）】
PIONEER I試験において，投与12週時のHiSCRを達成した患者割合はヒュミラ®40mg毎週投与群41.8%
であり，プラセボ群の26.0%と比較して，有意な差があり，優越性が検証されました（p=0.003，ベースライ
ンのHurley重症度分類（II/III）で調整したCMH検定）．
PIONEER II試験において，投与12週時のHiSCRを達成した患者割合はヒュミラ®40mg毎週投与群58.9%
であり，プラセボ群の27.6%と比較して，有意な差があり，優越性が検証されました（p<0.001，ベースライ
ンのHurley重症度分類（Ⅱ/Ⅲ）及びベースラインの抗生物質併用の有無で調整したCMH検定）．

CMH検定
NRI

CMH検定
NRI
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0

（%） （%）

プラセボ群
（n=154）

ヒュミラ®40mg毎週投与群
（n=153）

40例 64例

26.0%

41.8%

p=0.003

プラセボ群
（n=163）

ヒュミラ®40mg毎週投与群
（n=163）

45例 96例

27.6%

58.9%

p＜0.001
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調整因子：ベースラインのHurley重症度分類（Ⅱ/Ⅲ）
ベースラインの抗生物質併用の有無

調整因子：ベースラインのHurley重症度分類（Ⅱ/Ⅲ）

■ベースライン時に抗菌薬を投与されていた患者におけるHiSCRを達成した患者割合（投与12週時）
【主要評価項目/サブグループ解析】
ベースライン時に抗菌薬を投与されていた患者において，投与12週時にHiSCRを達成した患者割合は，ヒュ
ミラ®40mg毎週投与群64.5％（20/31例）であり，プラセボ群の25.0％（8/32例）と比較して，有意に高値を
示しました（p＝0.002，ベースラインのHurley重症度分類（Ⅱ/Ⅲ）及びベースライン時の抗生物質併用の有
無で調整したCMH検定）．
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ヒュミラ®40mg毎週投与群
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p=0.002
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調整因子：ベースラインのHurley重症度分類（Ⅱ/Ⅲ）
ベースラインの抗生物質併用の有無
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■ ベースラインのHurley重症度分類がステージIIであった被験者において，投与12週時にAN数が
0，1又は2を達成した患者割合【副次評価項目】

PIONEER Ⅰ試験において，ベースラインにHurley重症度分類IIであった被験者のうち，投与12週時にAN 
数が0，1又は2を達成した被験者の割合（順位付けした副次評価項目の第1位）は，ヒュミラ®40mg毎週投
与群28.9%（24/83例），プラセボ群28.6%（24/84例）と，群間差は統計学的に有意ではありませんでした
（p=0.961，ベースラインのHurley重症度分類（II/III）で調整したCMH検定）．PIONEER Ⅱ試験において認
められた投与群間差（ヒュミラ®40mg毎週投与群51.8%（44/85例）vs プラセボ群32.2%（28/87例））は
統計学的に有意でした（p＜0.010，ベースラインのHurley重症度分類（Ⅱ/Ⅲ）及びベースラインの抗生物質
併用の有無で調整したCMH検定）．

CMH検定
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p=0.961

プラセボ群
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ヒュミラ®40mg毎週投与群
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51.8%

p＜0.010

PIONEERⅠ試験 PIONEERⅡ試験
投
与
12
週
時
に
A
N
数
が
0 ,
1
又
は
2
を
達
成
し
た
患
者
割
合

投
与
12
週
時
に
A
N
数
が
0 ,
1
又
は
2
を
達
成
し
た
患
者
割
合

調整因子：ベースラインのHurley重症度分類（Ⅱ/Ⅲ）
ベースラインの抗生物質併用の有無

調整因子：ベースラインのHurley重症度分類（Ⅱ/Ⅲ）

■ NRS30を達成した患者割合＊（投与12週時）【副次評価項目】
＊ 患者による皮膚疼痛の総合評価（NRS）のベースライン値が3以上であった患者において，投与12週時に「最悪の疼痛」でベース

ラインから30％以上低下し，かつ1単位以上低下を達成（NRS30）した患者割合

PIONEER II試験において，投与12週時にNRS30を達成した患者割合は，ヒュミラ®40mg毎週投与
群45.7%（48/105例）であり，プラセボ群の20.7%（23/111例）と比較して，有意に高値を示しました
（p<0.001，ベースラインのHurley重症度分類（Ⅱ/Ⅲ）及びベースラインの抗生物質併用の有無で調整した
CMH検定）．
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〔PIONEER Ⅰ試験は順位付けの第1位の項目で統計的有意差が認められなかったため，PIONEER Ⅱ試験の結果のみ示した〕
調整因子：ベースラインのHurley重症度分類（Ⅱ/Ⅲ）

ベースラインの抗生物質併用の有無
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■ベースラインから投与12週時までの改訂Sartorius スコアの変化量【副次評価項目】
ベースラインから投与12週時までの改訂Sartoriusスコアの変化量の平均値は，PIONEER Ⅱ試験にお
いて，プラセボ群の－9.5に対してヒュミラ®40mg毎週投与群では－28.9と有意差が認められました 
（p<0.001，ベースラインのHurley 重症度分類（II/III）及びベースラインの抗生物質併用の有無で調整した
CMH検定）．

PIONEER Ⅱ

プラセボ群
（n=163）

ヒュミラ®40mg毎週投与群
（n=163）

－9.5 －28.9

p<0.001＊

＊ベースラインのHurley 重症度分類（II / III）及びベースラインの抗生物質併用の有無で調整したCMH 検定
LOCF

〔PIONEER Ⅰ試験は順位付けの第1位の項目で統計的有意差が認められなかったため，PIONEER Ⅱ試験の結果のみ示した〕
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Ⅱ．安全性

■有害事象
【PIONEER I 試験】
期間A（投与0〜12週時）における有害事象は，40mg QW群で52.9%（81/153例），プラセボ群で61.8%
（94/152例）に認められました．重篤な有害事象は，40mg QW群2.0%（3/153例〔腎盂腎炎，慢性閉塞性肺
疾患，汗腺炎各1例〕），プラセボ群3.3%（5/152例〔汗腺炎3例，滲出液/椎間板石灰化/腱炎，浸潤性乳管癌各
1例〕）に認められ，中止に至った有害事象は，40mg QW群0.7%（1/153例〔汗腺炎1例〕），プラセボ群2.0%
（3/152例〔浸潤性乳管癌，頭痛，汗腺炎各1例〕）に認められました．

■いずれかの投与群で2%以上に発現した有害事象（投与12週時まで，安全性解析対象集団）

期間B（投与12〜36週時）における有害事象は，40mg QW/QW群60.4%（29/48例），40mg QW/
Q2W群56.3%（27/48例），40mg QW/プラセボ群63.3%（31/49例），プラセボ/40mg QW群64.8%
（94/145例）に認められました．重篤な有害事象は，40mg QW/QW群2.1%（1/48例〔異所性妊娠〕），
40mg QW/Q2W群6.3%（3/48例〔汗腺炎2例，人工流産1例〕），40mg QW/プラセボ群4.1%（2/49例 
〔汗腺炎2例〕），プラセボ/40mg QW群3.4%（5/145例〔汗腺炎2例，腹痛/A型肝炎抗体陽性/肝機能検査異
常，異所性妊娠，肺炎各1例〕）に認められ，中止に至った有害事象は，40mg QW/QW群2.1%（1/48例〔汗腺
炎〕），40mg QW/Q2W群2.1%（1/48例〔汗腺炎〕），40mg QW/プラセボ群4.1%（2/49例〔汗腺炎，乾癬様
皮疹各1例〕），プラセボ/40mg QW群3.4%（5/145例〔膿疱性乾癬2例，副鼻腔炎/処置後感染/レンサ球菌性
咽頭炎，尋常性乾癬，苔癬様角化症各1例〕）に認められました．

事象名 本剤群（153例） プラセボ群（152例）
汗腺炎 14（9.2） 20（13.2）
頭痛 14（9.2） 15（9.9）
鼻咽頭炎 9（5.9） 16（10.5）
上気道感染 5（3.3） 4（2.6）
尿路感染 5（3.3） 3（2.0）
浮動性めまい 4（2.6） 2（1.3）
悪心 3（2.0） 4（2.6）
背部痛 3（2.0） 4（2.6）
疲労 3（2.0） 4（2.6）
C-反応性蛋白増加 3（2.0） 3（2.0）
体重増加 3（2.0） 3（2.0）
下痢 3（2.0） 2（1.3）
副鼻腔炎 3（2.0） 1（0.7）
関節痛 3（2.0） –
うつ病 3（2.0） –
口腔咽頭痛 2（1.3） 4（2.6）
咳嗽 2（1.3） 3（2.0）
インフルエンザ 2（1.3） 3（2.0）
上腹部痛 1（0.7） 3（2.0）
発熱 1（0.7） 3（2.0）
高血圧 1（0.7） 3（2.0）
呼吸困難 – 3（2.0）

例数（%）
QW：毎週投与
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■いずれかの投与群で5%以上に発現した有害事象（投与12週時から36週まで，安全性解析対象集団）

【PIONEER II 試験】
期間Aにおける有害事象は，40mg QW群57.7%（94/163例），プラセボ群66.9%（109/163例）に 
認められました．重篤な有害事象は，40mg QW群1.8%（3/163例〔感染/急性腎不全，腱断裂，性的虐待各 
1例〕），プラセボ群3.7%（6/163例〔自殺企図，浮動性めまい/失神寸前の状態/疲労/国際標準比増加，貧血
/コントロール不良の糖尿病/汗腺炎，偶発的過量投与，胃腸炎/汗腺炎，ウイルス感染各1例〕）に認められ， 
中止に至った有害事象は，40mg QW群2.5%（4/163例〔薬疹，膿疱性皮疹，心房細動，類乾癬各1例〕），プラ
セボ群4.3%（7/163例〔リウマチ性多発筋痛，ウイルス感染，肺炎，関節痛，汗腺炎，浮動性めまい/失神寸前
の状態/疲労，コントロール不良の糖尿病各1例〕）に認められました．

■いずれかの投与群で2%以上に発現した有害事象（投与12週時まで，安全性解析対象集団）

事象名 本剤群（163例） プラセボ群（163例）
頭痛 21（12.9） 21（12.9）
鼻咽頭炎 9（5.5） 10（6.1）
下痢 9（5.5） 4（2.5）
上気道感染 8（4.9） 9（5.5）
汗腺炎 7（4.3） 21（12.9）
悪心 7（4.3） 5（3.1）
浮動性めまい 7（4.3） 2（1.2）
注射部位疼痛 6（3.7） 5（3.1）
胃腸炎 5（3.1） 4（2.5）
疲労 5（3.1） 3（1.8）
嘔吐 4（2.5） 2（1.2）
毛包炎 4（2.5） –
気管支炎 2（1.2） 4（2.5）
尿路感染 1（0.6） 5（3.1）
不眠症 1（0.6） 4（2.5）
無力症 – 6（3.7）

例数（%）
QW：毎週投与

事象名
40mg QW/

QW群
（48例）

40mg QW/
Q2W群

（48例）

40mg QW/
プラセボ群
（49例）

プラセボ/
40mg QW群

（145例）
上気道感染 4（8.3） 3（6.3） 2（4.1） 5（3.4）
鼻咽頭炎 3（6.3） 1（2.1） 9（18.4） 11（7.6）
汗腺炎 2（4.2） 9（18.8） 10（20.4） 16（11.0）
頭痛 2（4.2） 3（6.3） 4（8.2） 9（6.2）
発熱 2（4.2） 3（6.3） – 2（1.4）
関節痛 1（2.1） 1（2.1） 3（6.1） 1（0.7）
接触性皮膚炎 – 3（6.3） – 1（0.7）

例数（%）
QW：毎週投与　　Q2W：隔週投与
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期間Bにおける有害事象は，40mg QW/QW群58.8%（30/51例），40mg QW/Q2W群58.5%（31/53
例），40mg QW/プラセボ群66.7%（34/51例），プラセボ/プラセボ群49.7%（75/151例）に認められ
ました．重篤な有害事象は，40mg QW/QW群3.9%（2/51例〔肺炎，発疹各1例〕），40mg QW/Q2W
群3.8%（2/53例〔急性心筋梗塞/汗腺炎/心肺停止，リンパ節炎各1例〕），プラセボ/プラセボ群4.6%
（7/151例〔クロストリジウム・ディフィシル感染/汗腺炎，うつ病，虫垂炎/腹腔内血腫，人工流産，自殺
企図，腎疝痛，心房細動各1例〕）に認められ，中止に至った有害事象は，40mg QW/QW群2.0%（1/51
例〔発疹〕），40mg QW/Q2W群1.9%（1/53例〔急性心筋梗塞〕），プラセボ/プラセボ群2.0%（3/151例 
〔虫垂炎/腹腔内血腫，クロストリジウム・ディフィシル腸炎，白血球減少症各1例〕）に認められました．

■いずれかの投与群で5%以上に発現した有害事象（投与12週時から36週まで，安全性解析対象集団）

事象名
40mg QW/

QW群
（51例）

40mg QW/
Q2W群

（53例）

40mg QW/
プラセボ群
（51例）

プラセボ/
プラセボ群
（151例）

頭痛 5（9.8） 3（5.7） 4（7.8） 4（2.6）
汗腺炎 3（5.9） 9（17.0） 10（19.6） 14（9.3）
鼻咽頭炎 3（5.9） 3（5.7） 1（2.0） 5（3.3）
ウイルス性胃腸炎 3（5.9） 2（3.8） – –
インフルエンザ 3（5.9） – 2（3.9） 3（2.0）
上気道感染 1（2.0） 4（7.5） 5（9.8） 13（8.6）
下痢 1（2.0） 4（7.5） 1（2.0） 2（1.3）
胃腸炎 1（2.0） 2（3.8） 1（2.0） 7（4.6）
歯痛 1（2.0） – 3（5.9） 3（2.0）
気管支炎 1（2.0） – 3（5.9） 2（1.3）

例数（%）
QW：毎週投与　　Q2W：隔週投与
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（2）国内第Ⅲ相非盲検非対照試験 51）

［M15-573 試験：多施設共同非盲検単一用量試験］
社内資料：ヒュミラⓇ化膿性汗腺炎 国内第Ⅲ相非盲検臨床試験（M15-573試験）［承認時評価資料］
利益相反： 本試験はアッヴィからの資金提供による支援を受けた．

目　　的：�中等症から重症の日本人化膿性汗腺炎患者における，ヒュミラ®の安全性及び有効性，長期投与時の安全性，
有効性及び忍容性を検討した．さらに，ヒュミラ®80mg隔週投与に変更した患者に対する応答特性の情報に
ついても取得した．

対　　象：�15例
投与方法： 本試験は35日間のスクリーニング期，非盲検投与期間，試験薬最終投与から約70日間の電話による追跡調

査期間から構成された．
全例にヒュミラ®を投与0週時（ベースライン）に160mg，投与2週時に80mg，投与4週時以降に40mgを週1回 
投与し，投与52週時以降，80mg隔週投与について同意した患者は，投与0x週時※から本試験の終了時まで
80mgを2週に1回投与した．40mg毎週投与が8例，80mg隔週投与が6例，同意撤回による中止が1例であった．
投与期間は，国内での化膿性汗腺炎効能・効果の承認時まで，効能・効果申請の中止時まで，又は80mg隔週
投与期が承認時を超えるときは80mg隔週投与期終了時（投与12x週時）までとした．
※80mg隔週投与への変更時を投与0x週時とし，xが付された期間は80mg隔週投与の期間を示す．

評価項目： 主要評価項目—投与12週時にHiSCRを達成した患者割合
副次評価項目—・ 投与12週時に膿瘍及び炎症性結節（AN）数が0，1又は2を達成した患者割合

・ 患者による皮膚疼痛の総合評価のベースライン値が3以上の患者において，投与2週時に
「最悪の疼痛」でベースラインから30%以上低下し，かつ1単位以上低下（NRS30）を達成
した患者割合
・ ベースラインから投与12週後までの改訂Sartoriusスコアの変化量

その他の評価項目—〔各評価時点は，2，4，8，12，16，20，24，28，32，36，40，44，48，52週，52週以降は12週ごと〕
　・各評価時点におけるHiSCRを達成した患者割合，など
＊ 投与52週以降に80mg隔週投与を受けた群の有効性はその他の評価項目を用いて評価した（サブグルー
プ解析）．

安全性評価項目—  有害事象の頻度，試験薬との因果関係及び重症度，バイタルサイン，臨床検査値（血液学的検査，血
液生化学検査，尿検査）

解析計画： 有効性—  有効性の解析対象は，試験薬を少なくとも1回投与され，有効性の評価が少なくとも1回行われた
すべての患者（FAS）とした．有効性評価項目として，HiSCRを達成した患者数と百分率を評価時
点ごとに算出して評価した．欠測値はNon-Responder Imputation（NRI）及びLast Observation 
Carried Forward（LOCF）により補完した．NRIは原則として分類変数に適用し，LOCFは原則と
して連続変数の解析に使用して副次的に分類変数の解析に使用した．また，事前に規定したサブグ
ループ解析として，投与52週時以降に40mg毎週投与を受けた群と80mg隔週投与を受けた群に
おけるHiSCRを達成した患者割合を評価した．

安全性— 安全性の解析対象は，試験期間中に試験薬を1回以上投与されたすべての患者とした．事前に規定
したサブグループ解析として，投与52週時以降に40mg毎週投与を受けた群と80mg隔週投与を
受けた群における安全性を評価した．

＊化膿性汗腺炎の効能･効果の承認時，効能･効果申請の中止時，又は，80mg隔週投与が承認時を超えるときは80mg隔週投与期終了時まで

投与0x週時 投与12x週時

スクリーニング

〈試験デザイン〉

投与2週時 投与4週時以降
化膿性汗腺炎
効能・効果承認＊ベースライン 投与52週時投与12週時

任意の時点で
80mg隔週投与に
同意した6例

8例は40mg
毎週投与を継続

ヒュミラ®

160mg
ヒュミラ®

80mg

ヒュミラ®

40mg
毎週投与

ヒュミラ®

80mg
隔週投与

投与24週時

非盲検投与期間

主
要
評
価
項
目

中
間
解
析

中
間
解
析（
長
期
安
全
性
）
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■ベースライン時の患者背景

Ⅰ．有効性

■ 投与12週時にHiSCRを達成した患者割合【主要評価項目】/各評価時点（12週を除く）において
HiSCRを達成した患者割合【その他の評価項目】

投与12週時にHiSCRを達成した患者の割合は86.7%（13/15例）でした．

100

80

60

40

20

0

（%）

H
i
S
C
R
を
達
成
し
た
患
者
割
合 主要評価項目

2 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52（週）
投与期間

0

0.0

60.0

80.0

60.0

86.7 86.7
80.0

66.7
73.3 73.3

66.7

80.0 80.0 80.0 80.0

NRI

 n=15

欠測値はNRIにより補完した．NRIは原則として分類変数に適用した．

〔各評価時点は，2，4，8，12，16，20，24，28，32，36，40，44，48，52週，52週以降は12週ごと〕

項目
ヒュミラ®40mg

毎週投与群
（n=15）

ヒュミラ®40mg毎週投与群
（投与52週以降）

（n=8）

ヒュミラ®80mg隔週投与群
（投与52週以降）

（n=6）

性別　例（%）
女性 2（13.3） 1（12.5） 1（16.7）
男性 13（86.7） 7（87.5） 5（83.3）

人種　（%） アジア人 100 100 100
年齢，歳　平均値 42.1 42.1 40.7
体重，kg　平均値 83.1 76.7 80.8
現在の喫煙　例（%） 12（80） 7（87.5） 5（83.3）

BMI　例（％）

25kg/m2未満 7（46.7） 5（62.5） 2（33.3）
25kg/m2以上30kg/m2未満 4（26.7） 1（12.5） 3（50.0）
30kg/m2以上40kg/m2未満 2（13.3） 1（12.5） 1（16.7）
40kg/m2以上 2（13.3） 1（12.5） 0

Hurley重症度ステージ
例（%）

Ⅱ 9（60.0） 3（37.5） 5（83.3）
Ⅲ 6（40.0） 5（62.5） 1（16.7）

病変型 平均値
病変数

膿瘍および炎症性結節 10.3 7.9 11.7
膿瘍 2.8 3.5 2.3
炎症性結節 7.5 4.4 9.3
排膿性瘻孔 3.0 3.0 3.5
肥厚性瘢痕 8.1 9.1 6.3

DLQl　平均値 5.5 6.4 3.3

ヒュミラⓇ 添付文書より（化膿性汗腺炎のみ抜粋）
6. 用法及び用量〈化膿性汗腺炎〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射する．
初回投与４週間後以降は，40mgを毎週１回又は80mgを2週に1回，皮下注射する．

7. 用法及び用量に関連する注意〈化膿性汗腺炎〉
7.5 臨床試験では，投与52週以前に本剤80mgの2週間に1回皮下注射に切り替えた際の有効性及び安全性は検討
されていないことから，本剤80mgの2週間に1回皮下注射を開始する時期については，患者の状態を考慮し，慎
重に判断すること．［17.1.6参照］
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■各評価時点におけるHiSCRを達成した患者割合（ヒュミラ®40mg毎週投与群※）【その他の評価項目】
※投与52週以降にヒュミラ®80mg隔週投与を受けた群の40mg毎週投与期間を含む

HiSCRを達成した患者の割合は，投与52週時が73.3%（11/15例），終了時が66.7%（10/15例）でした．
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投与期間

0

0.0

60.0

80.0

60.0
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86.7

86.7

73.3

80.0

80.0
73.3

86.7 86.7 86.786.7

73.3

66.7

66.7

66.7

66.7

66.7

66.7

LOCF

 n=15

欠測値はLOCFにより補完した．LOCFは原則として連続変数の解析に使用して副次的に分類変数の解析に使用した．

〔各評価時点は，2，4，8，12，16，20，24，28，32，36，40，44，48，52週，52週以降は12週ごと〕

■ 投与52週以降に80mg隔週投与を受けた群におけるHiSCRを達成した患者割合（ヒュミラ®80mg
隔週投与群）【その他の評価項目/サブグループ解析】

投与52週時以降に80mg隔週投与に切り替えた患者（切り替え時点：投与77〜133週）において，HiSCR
は投与0x週時（80mg隔週投与期）から試験終了時まで6例中4例で達成されました．

投与0x週 投与4x週 投与12x週 終了時

HiSCRの達成 4例/6例 4例/6例 4例/6例 4例/6例
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Ⅱ．安全性

■ヒュミラⓇ40mg毎週投与群※

※ ヒュミラ®40mg毎週投与の初回投与日から最終投与日の70日後までのすべての有害事象及びその発現日，臨床検査値，及びバイ
タルサインのデータを収集した．ただし，ヒュミラ®80mg隔週投与に移行後に収集されたデータは安全性解析対象集団から除外
し，投与52週以降に80mg隔週投与を受けた群（ヒュミラ®80mg隔週投与）（サブグループ解析）にて要約した．

有害事象は15例（100％）に発現しました．主な有害事象は，インフルエンザ，上咽頭炎が各5例（33.3%），歯
周炎が4例（26.7%），便秘，齲歯，下痢，歯痛，発熱，腫脹，蜂巣炎，歯髄炎，皮下組織膿瘍，背部痛，頭痛，湿疹，そ
う痒症が各2例（13.3%）でした．重篤な有害事象は4例（子宮平滑筋腫，蜂巣炎，蜂巣炎/皮下組織膿瘍，深部静
脈血栓症）に認められました．投与中止に至った有害事象は1例（蜂巣炎）でした．死亡例は認められませんで
した．

■投与52週以降に80mg隔週投与を受けた群（ヒュミラ®80mg隔週投与）（サブグループ解析）
有害事象は4例（66.7%）に発現し，上咽頭炎，インフルエンザ，体重増加，間質性肺疾患が各1例（16.7%）で
した．重篤な有害事象は1例（間質性肺疾患）に認められました．投与中止に至った有害事象，死亡例は認めら
れませんでした．

ヒュミラ®40mg毎週投与群
n=15 人年=27.7
n （%） 件数（件/100人年）

有害事象 15（100.0） 86（310.0）
治験薬との因果関係「関連あり」と判断された有害事象 7（46.7） 16（57.7）
高度の有害事象 2（13.3） 3（10.8）
重篤な有害事象 4（26.7） 5（18.0）
治験薬との因果関係「関連あり」と判断された重篤な
有害事象 2（13.3） 2（7.2）

感染症 12（80.0） 32（115.3）
重篤な感染症 2（13.3） 3（10.8）
血液障害（汎血球減少症を含む） 1（6.7） 1（3.6）
治験薬の投与中止に至った有害事象 1（6.7） 1（3.6）
死亡 – –

ヒュミラ®80mg隔週投与群
n=6 人年=1.7

n （%） 件数（件/100人年）
有害事象 4（66.7） 5（290.3）
治験薬との因果関係「関連あり」と判断された有害事象 1（16.7） 1（58.1）
高度の有害事象 1（16.7） 1（58.1）
重篤な有害事象 1（16.7） 1（58.1）
治験薬との因果関係「関連あり」と判断された重篤な
有害事象 1（16.7） 1（58.1）

感染症 2（33.3） 3（174.2）
重篤な感染症 – –
血液障害（汎血球減少症を含む） – –
治験薬の投与中止に至った有害事象 – –
死亡 – –
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（1）国内第Ⅲ相非盲検試験 52）53）

［M16-119試験：活動性潰瘍を有する患者を対象とした国内第Ⅲ相非盲検試験］
社内資料：ヒュミラⓇ壊疽性膿皮症 国内第Ⅲ相非盲検試験（M16-119試験）［承認時評価資料］
Yamasaki K , et al. J Dermatol. 2020; 47: 1383-1390．
利益相反：�本試験はアッヴィからの資金提供等による支援を受けた．

目　　的：�壊疽性膿皮症（PG）による活動性潰瘍を有する患者に対するヒュミラ®の有効性，安全性及び薬物動態の検討
対　　象：�日本国内15施設で活動性潰瘍型PG（ストーマ周囲型PGを含む）と診断された18歳以上の患者で，下記①②を

満たす，局所治療で十分効果が得られない又は局所療法が適切ではないと判断された患者
①周囲が上皮化した皮膚組織に囲まれた明瞭な潰瘍辺縁を有する測定可能な活動性潰瘍を1つ以上有する
② 標的PG潰瘍のサイズ：非ストーマ周囲型PGの場合は最長部分で3cm以上，ストーマ周囲型PGの場合は（ス
トーマを除いて）1cm以上，かつ最大径が10cm未満

投与方法： ヒュミラ®を投与開始時に160mg，投与2週時に80mg，投与4週以降，投与終了まで40mgを毎週1回（ew）
皮下注射した．

 *最終投与日の約70日後に全ての患者に電話での追跡調査を行い，新たに発現した有害事象，又は持続中の有害事象の追跡情報を収集した.
†26週時に標的PG潰瘍の医師による総合評価（PGA）が1，2又は3の患者は治験薬投与延長期に移行することができ，52週時までヒュミラ®40mgを毎週皮
下注射する.26週時に全ての潰瘍において治癒した（PGA0）患者は治験を終了し，PGA4，5又は6の患者は治験を中止する.

スクリーニング期 治験薬投与期 治験薬投与延長期

Day-35
to -15

免疫抑制剤の中止

ベースライン時に投与していたプレドニゾロン経口剤換算量10mg/ 日以下については併用可

PGA5 or 6

副次的評価
主要評価
副次的評価 副次的評価

ステロイド減量

PGA†

PGA5 or 6

治験中止 *

治験中止 *

1-3 = ヒュミラ®40mg ew*

4-6 =治験中止*
0 =治験終了*

ヒュミラ®

‒2 0 2 4 6 12 18 26 34 42 52‒5Week

160mg

80mg
40mg ew

参加適格性

評価項目： 主要評価項目— 投与26週時において標的PG潰瘍が治癒（PGAR100＊達成）した患者の割合（検証的解析
項目）
＊ PGAR（PG潰瘍面積減少率）100：投与26週時点でのデジタル写真画像面積測定に基づ
く，標的PG潰瘍の皮膚の完全な再上皮化と定義した

副次評価項目—
■治験薬投与期：

・�26週時までの各評価時点（2,6,12,18,26週時）の潰瘍が治癒（PGAR100達成）した患者の�
割合
・�26週時までにおける治癒（PGAR100達成）までの平均時間
・�6週時及び26週時における標的PG潰瘍面積のベースラインからの変化率（%）
・�ベースラインから6週時まで，6週時から26週時までの治癒速度
・�6週時及び26週時における紅斑及び境界隆起の両評価に対する治験責任医師による炎症
評価スコア（IIA�Score）が0である患者の割合
・�6週時及び26週時におけるPGA（physician’s�global�assessment：医師による総合評価）0又
は0/1を達成した患者の割合
・6週時及び26週時における皮膚疼痛の数値評価尺度（NRS）のベースラインからの変化量
・�6週時及び26週時における皮膚疾患のQOL評価指標（DLQI）スコアのベースラインからの
変化量
・�6週時及び26週時における鎮痛薬を使用した患者の割合のベースラインからの変化量
・�26週時における活動性潰瘍（定義：紅斑又は境界隆起の評価に対するIIAスコアが1以上の
潰瘍）総数のベースラインからの変化量

11． 臨床成績（壊疽性膿皮症）
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■治験薬投与延長期：
・52週時までの各評価時点（2,6,12,18,26,34,42,52週時）のPGAR100を達成した患者の割合
・52週時までにおける治癒（PGAR100達成）までの平均時間
・�52週時までの各評価時点（2,6,12,18,26,34,42,52週時）の全ての潰瘍においてPGA0を達成
した患者の割合
・�52週時までにおける新たに発生した壊疽性膿皮症潰瘍の発現までの平均時間

安 　 全 　 性—投与開始から最終投与日の70日後までの有害事象，臨床検査値，バイタルサイン．有害事象
は治験責任（分担）医師が，重症度，治験薬との因果関係，及び重篤性を評価した．

スクリーニング時

投与26週時

投与52週時

治験薬投与延長期移行（PGA1-3）
n=9（41%）

治験薬投与延長期完了
n=9（41%（100％＊））

治験薬投与完了（PGA0）
n=7（32%）

投与中止
n=6（27%）

有害事象：n=4，同意撤回：n=1，その他：n=1

登録
n=22

ヒュミラ ®投与（非盲検） 
n=22（100%）

＊治験薬投与延長期移行例中

解析計画： 主要評価項目を含む26週中間解析における有効性解析集団はFAS_Tとした．治験薬投与延長期における有
効性解析集団はFAS_Eとした（FAS：治験薬が1回以上投与され，かつ治験薬投与開始後に有効性評価が1回
以上行われた集団，FAS_T：治験薬投与期にヒュミラ®が1回以上投与され，かつ治験薬投与開始後に有効性
評価が1回以上行われた集団，FAS_E：治験薬投与延長期にヒュミラ®が1回以上投与され，かつ治験薬投与
延長期の治験薬投与開始後に有効性評価が1回以上行われた集団）．なおサブグループ解析として，ベースラ
イン時に経口副腎皮質ステロイドの使用有無別でも同様の解析を行った．主要評価項目の解析は，投与26
週時にPGAR100を達成した患者数及び割合，並びに割合の95%信頼区間を算出した．また閾値有効率を
20%と仮定し1標本χ2検定を用いて仮説検定を行った．欠測値はNRI（Non-responder imputation：評価
不可の場合Non-responderに含める）を用いて補完した．副次評価項目の解析は2値変数の評価項目では頻
度，パーセンテージ（%）及び95%信頼区間を，連続変数の評価項目では平均値，標準偏差，中央値，最小値，
最大値及び95%信頼区間の要約統計量を算出した．患者による皮膚疼痛の総合評価（NRS）は来院の際の記
録を評価した．安全性解析対象集団は，試験期間中に治験薬が1回以上投与された全ての患者とした．

7. 用法及び用量に関連する注意（抜粋）
〈壊疽性膿皮症〉
7.6 本剤による治療反応は，通常投与開始から26週以内に得られる．26週以内に治療反応が得られない場合は，本
剤の治療計画の継続を慎重に再考すること．
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■患者背景

Ⅰ．有効性（治験薬投与期）（26週間）

■ 投与26週時において標的PG潰瘍が治癒（PGAR100達成）した患者の割合【主要評価項目（検証的
評価項目）】

22例中12例が主要評価項目である投与26週時での標的PG潰瘍のPGAR100を達成しました．主要評価項目
の解析は他の薬剤などの臨床試験を考慮し，PGAR100の達成率の閾値有効率を20％と仮定しましたが，それ
と比較して有意に高いことが検証されました（54.5%［95% CI，32.2%‒75.6%］; P<0.001，χ2 検定）．
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ヒュミラ®群
（NRI）

*** 54.5%

***P<0.001 （χ2検定，vs閾値有効率20%）

100

50

0

PGAR：PG潰瘍面積減少率
PGAR100は投与26週時点でのデジタル写真画像面積測定に基づく標的PG潰瘍の皮膚の完全な再上皮化と定義
NRI：Non-responder imputation

（%）

例数 12/22

ヒュミラ®　n=22
女性 12例（54.5%）
年齢，歳 56.4（18.6）
体重，kg 67.5（21.7）
罹患期間，年 3.3（5.25）
併存疾患
　高血圧症 10例（45.5%）
　高脂血症 6例（27.3%）
　高尿酸血症 5例（22.7%）
　骨粗鬆症 4例（18.2%）
　潰瘍性大腸炎 4例（18.2%）
　関節リウマチ 3例（13.6%）
標的PG潰瘍面積 （デジタル写真画像面積測定値），cm2 33.3（25.16）
医師による炎症評価スコア（IIA），中等度 - 非常に重度
　紅斑 16例（72.7%）
　境界隆起 15例（68.2%）
皮膚疼痛の数値評価尺度（NRS） 4.6（2.89）
皮膚疾患のQOL評価指標（DLQI） 9.3（7.25）
ベースライン時のコルチコステロイドの使用 16例（72.7%）
　上記のうちPGに対するコルチコステロイドの使用例 13例（81.3%）

単位の明記のないものは平均値（±SD）を示した．
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■ ベースライン時の経口ステロイドの有無別のPGAR100達成率（26週時）【主要評価項目（サブグ
ループ解析）

サブグループ解析として，ベースライン時に経口副腎皮質ステロイドを使用していた患者群に対しても同様
の解析を行ったところ，11/16例が投与26週時での標的PG潰瘍のPGAR100を達成し，本試験で仮定した
閾値有効率（20%）と比較して有意に高い値を示しました（68.8%［95% CI，41.3%‒89.0%］; P<0.001，
χ2検定）．
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例数

ベースライン時の経口ステロイド有群
（NRI）

*** 68.8%

11/16

PGAR：PG潰瘍面積減少率
PGAR100は投与26週時点でのデジタル写真画像面積測定に基づく標的PG潰瘍の皮膚の完全な再上皮化と定義
NRI：Non-responder imputation

ベースライン時の
経口ステロイド無群は

6例中1例が達成
（NRI）

■ 26週時までの各評価時点（2，6，12，18，26週時）のPGAR100 達成率【副次評価項目】
PGAR100達成（潰瘍の治癒）した患者の割合は投与6週時が13.6%，投与12週時が27.3%，投与26週時が
54.5%でした．
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PGAR：PG潰瘍面積減少率，PGAR100はデジタル写真画像面積測定に基づく標的PG潰瘍の皮膚の完全な再上皮化と定義
NRI：Non-responder imputation

（%）

0 2 6 12 18 26（週）

ヒュミラ®群 n=22（NRI） ●
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■ 6週時及び26週時の標的PG潰瘍面積のベースラインからの変化率【副次評価項目】
標的PG潰瘍面積のベースラインからの平均変化率は，投与6週時が‒31.8%，投与26週時が‒63.8%でした．
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ヒュミラ®群 n=22（LOCF） 

LOCF：Last observation carried forward

■ 6週時及び26週時のIIA Score=0の達成率【副次評価項目】
IIAスコア（炎症評価スコア）=0を達成した患者の割合は，投与6週時が18.2%，投与26週時が45.5%でした．

IIA：Investigator in�ammation assessment；医師による炎症評価スコア
NRI：Non-responder imputation
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■ 6週時及び26週時のPGA0及びPGA0/1達成率【副次評価項目】
PGA（医師による総合評価）0/1を達成した患者の割合は，投与6週時で22.7%，投与26週時で54.5%でした．

PGA0を達成した患者の割合は，投与6週時で9.1%，投与26週時で36.4%でした．
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PGA：physician’s global assessment；医師による総合評価
PGA0は全ての潰瘍が治癒した症例と定義
NRI：Non-responder imputation
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　PGA0  　PGA0/1

 IIA（Investigator Inflammation Assessment：医師による炎症評価）
炎症の重症度として，紅斑と境界の隆起の状態から0〜4段階で評価する．

紅斑 境界の隆起
なし（0） 紅斑なし 潰瘍と周辺皮膚の境界は平坦で，隆起はない

僅か（1） 軽度のピンク色 潰瘍及び周辺皮膚よりも，境界が僅かに隆起している

中等度（2） 中程度のピンク色 潰瘍及び周辺皮膚よりも，境界が明瞭に隆起している

重度（3） 赤色 潰瘍及び周辺皮膚よりも，境界が顕著に隆起している

非常に重度（4） 暗赤色又は青紫色 潰瘍及び周辺皮膚よりも，境界が高く起伏している
Foss CE, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008; 22（8）: 943-949. Table2

和訳監修：福島県立医科大学 皮膚科学講座 教授 山本俊幸 先生

 PGA（physicianʼs global assessment：医師による総合評価）
有効性の評価指標として，医師による総合的改善度を0〜6段階で評価する．
グレード

0 完全に消失：色素沈着の残存は除く

1 ほぼ消失：非常に顕著な消退（約90％）；しかし薄暗い紅斑や，非常に小さい潰瘍が部分的に残存する状態

2 著明改善：顕著な改善（約75％）；しかし疾患が少し残存（例えば大きさの縮小した潰瘍，軽微な紅斑，かろうじて
わかる程度の辺縁隆起が残存）する状態

3 中等度改善：軽度〜高度の中間；約50%改善した状態

4 僅かに改善：ある程度の改善（約25％）；しかし重度の疾患が残存（例えば大きさが僅かに減少したのみの潰瘍，
紅斑，辺縁隆起が残存）する状態

5 ベースラインから変化なし

6 悪化
Foss CE, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008; 22（8）: 943-949. Table1

和訳監修：福島県立医科大学 皮膚科学講座 教授 山本俊幸 先生
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■ 6週時及び26週時のDLQIスコア及び皮膚疼痛のNRSのベースラインからの変化量【副次評価項目】
DLQIスコアのベースラインからの平均変化量は投与6週時が‒3.1，投与26週時が‒3.6でした．NRSに基づく
皮膚疼痛スコアのベースラインからの平均変化量は，投与6週時が‒1.8，投与26週時に‒2.5でした．
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DLQI：Dermatology Life Quality Index
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ヒュミラ®群 n=22（LOCF）

■ ベースラインから6週時まで，6週時から26週時までの治癒速度／26週時までにおける治癒
（PGAR100達成）までの平均時間／6週時及び26週時における鎮痛薬を使用した患者の割合の

ベースラインからの変化量／26週時における活動性潰瘍（定義：紅斑又は境界隆起の評価に対す
るIIAスコアが1以上の潰瘍）総数のベースラインからの変化量【副次評価項目】

ベースラインからの平均治癒速度は，投与6週時までが‒0.21cm2/day，投与26週時までが‒0.11cm2/day
でした．投与26週時までに治癒（PGAR100達成）した患者の治癒までの平均時間は114.9日でした．22例
のうち11例がベースラインで鎮痛薬を使用していましたが，鎮痛薬を使用した患者の割合は投与6週時に
36.4%（8/22例），投与26週時が11.8%（2/17例）でした．活動性潰瘍（紅斑又は境界隆起の評価に対する
IIAスコアが1以上の潰瘍）総数のベースラインから投与26週時の平均変化量は，‒3.3でした．
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Ⅱ. 有効性（治験薬投与延長期）（52週間）

■ 52週時まで各評価時点（2，6，12，18，26，34，42，52週時）のPGAR100及びPGA0達成患者数
【副次評価項目】

52週までヒュミラ®投与を延長した9例のうち，PGAR100を達成した患者数は投与26週時4例，投与34週時 
6例，投与52週時6例でした（a）．PGA0を達成した患者数は投与34週時4例，投与52週時6例でした（b）．

Ⅲ. 安全性

本試験における有害事象は，ヒュミラ®投与群81.8%（18/22例）に認められました．主な有害事象は，上咽頭
炎が4例（18.2%），貧血，クッシング様症状，湿疹，不眠症，及び壊疽性膿皮症各3例（13.6%）でした．重篤な
有害事象は，ヒュミラ®投与群18.2%（4/22例）［貧血，細菌性関節炎，白内障及び壊疽性膿皮症による疼痛各
1例］に認められました．投与中止に至った有害事象は，ヒュミラ®投与群18.2%（４/22例）［中毒性皮疹及び
蜂巣炎1例，皮膚細菌感染及び壊疽性膿皮症の悪化1例，細菌性関節炎，薬疹各1例］に認められ，そのうち重
篤な有害事象は細菌性関節炎1例でした．治験薬との因果関係「関連あり」と判断された有害事象は9例であ
り，皮膚細菌感染2例が最も多く，重篤な有害事象は細菌性関節炎，貧血各1例に認められました．ヒュミラ®

投与52週時まで死亡例は認められませんでした．

■ 有害事象の概要

（a）PGAR100を達成した患者数（FAS_E） （b）PGA0を達成した患者数（FAS_E）

投与後評価時点 ヒュミラ®群（NRI） 投与後評価時点 ヒュミラ®群（NRI）

 2週時 0例  2週時 0例
 6週時 0例  6週時 0例
12週時 1/９例 12週時 0例
18週時 2/９例 18週時 0例
26週時 4/９例 26週時 0例
34週時 6/９例 34週時 4/９例
42週時 6/９例 42週時 6/９例
52週時 6/９例 52週時 6/９例

PGAR：PG潰瘍面積減少率，PGAR100はデジタル写真画像面積測定に基づく標的PG潰瘍の皮膚の完全な再上皮化と定義
PGA：physicianʼs global assessment；医師による総合評価，PGA0は全ての潰瘍が治癒した症例と定義
NRI：Non-responder imputation

（n=22）

例数 （%）
有害事象 18（81.8）
　重篤な有害事象 4（18.2）
　治験薬投与の中止に至った有害事象 4（18.2）
　治験薬投与の中止に至った重篤な有害事象 1（4.5）
　治験薬との因果関係「関連あり」の有害事象 9（40.9）
　治験薬との因果関係「関連あり」の重篤な有害事象 2（9.1）
死亡 –
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■ 有害事象一覧

有害事象 例数 （%）
血液及びリンパ系障害
貧血 3（13.6）
耳及び迷路障害
耳漏 1（4.5）
内分泌障害
クッシング様症状 3（13.6）
眼障害
白内障 1（4.5）
アレルギー性結膜炎 1（4.5）
霧視 1（4.5）
胃腸障害
腹痛 1（4.5）
便秘 1（4.5）
下痢 1（4.5）
腸炎 1（4.5）
胃炎 1（4.5）
悪心 2（9.1）
嘔吐 2（9.1）
一般・全身障害及び投与部位の状態
注射部位内出血 1（4.5）
末梢性浮腫 2（9.1）
疼痛 1（4.5）
発熱 1（4.5）
感染症及び寄生虫症
急性副鼻腔炎 1（4.5）
細菌性関節炎 1（4.5）
蜂巣炎 1（4.5）
結膜炎 2（9.1）
性器カンジダ症 1（4.5）
上咽頭炎 4（18.2）
歯周炎 1（4.5）
副鼻腔炎 1（4.5）
皮膚細菌感染 2（9.1）
皮膚感染 2（9.1）
傷害，中毒及び処置合併症
熱傷 2（9.1）

有害事象 例数 （%）
臨床検査

C-反応性蛋白増加 1（4.5）
細胞マーカー増加 1（4.5）
代謝及び栄養障害
高脂血症 2（9.1）
高尿酸血症 1（4.5）
亜鉛欠乏 1（4.5）
筋骨格系及び結合組織障害
背部痛 1（4.5）
関節可動域低下 1（4.5）
変形性関節症 1（4.5）
滑液嚢腫 1（4.5）
神経系障害
味覚障害 1（4.5）
精神障害
アルコール症 1（4.5）
不眠症 3（13.6）
ストレス 1（4.5）

呼吸器，胸郭及び縦隔障害
発声障害 1（4.5）

口腔咽頭痛 1（4.5）

皮膚及び皮下組織障害
ざ瘡 1（4.5）

接触皮膚炎 2（9.1）

薬疹 1（4.5）

湿疹 3（13.6）

ヘノッホ・シェーンライン
紫斑病 1（4.5）

過角化 1（4.5）

壊疽性膿皮症 3（13.6）

脂漏性皮膚炎 1（4.5）

皮膚剥脱 1（4.5）

中毒性皮疹 1（4.5）

蕁麻疹 1（4.5）

血管障害
高血圧 1（4.5）

（n=22）
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臨床成績（壊疽性膿皮症）
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臨床成績に関する事項

Ⅰ． 関節リウマチ
臨床試験におけるアダリムマブに対する抗体（抗アダリムマブ抗体）の陽性率は，DE035X試験（国内第Ⅰ/Ⅱ
相試験）では32.4%，M02-575では全体で37.0%でした．MTX併用の海外第Ⅱ/Ⅲ相試験及び海外第Ⅲ相試
験における，40mg隔週投与群のAAA陽性率はそれぞれ0％及び1.0％でした．

■用量別のAAA陽性率
用量 投与例数 AAA陽性例数（%）

国内試験-アダリムマブ単独

DE035X※（国内第Ⅰ/Ⅱ相試験）

20mg隔週
40mg隔週
80mg隔週

12
11
14

3（25.0）
5（45.5）
4（28.6）

アダリムマブ投与群　小計 37 12（32.4）

M02-575（国内第Ⅱ/Ⅲ相試験）
プラセボ

20mg隔週
40mg隔週
80mg隔週

87
87
91
87

0（0.0）
35（40.2）
40（44.0）
23（26.4）

アダリムマブ投与群　小計 265 98（37.0）

海外試験-アダリムマブ単独

DE011（海外第Ⅲ相試験）
プラセボ

20mg隔週
20mg週1回
40mg隔週
40mg週1回

110
106
112
113
103

0（0.0）
19（17.9）
11（9.8）
20（17.7）

4（3.9）
アダリムマブ投与群　小計 434 54（12.4）

海外試験-メトトレキサート併用

ARMADA（海外第Ⅱ/Ⅲ相試験）
プラセボ

20mg隔週
40mg隔週
80mg隔週

60
67
63
70

1（1.7）
1（1.5）
0（0.0）
1（1.4）

アダリムマブ投与群　小計 200 2（1.0）

DE019（海外第Ⅲ相試験）
プラセボ

20mg週1回
40mg隔週

161
196
183

1（0.6）
1（0.5）
2（1.0）

アダリムマブ投与群　小計 379 3（0.8）
※アダリムマブ初回投与と2回目投与の間に32から47日間の投与間隔あり．
本表においては，治療途中での用量変更は考慮せずに，最初に割付けられた投与群に分類して示した．

有効性に与えるAAAの影響は，国内第Ⅱ/Ⅲ相試験において，アダリムマブ投与24週目におけるアダリムマ
ブ投与群のACR反応率は，AAA陽性群（14.3〜34.8%），AAA陰性群（38.5〜56.9%）という結果となりまし
た．海外第Ⅲ相試験では，ACR20反応率はアダリムマブ投与全例でAAA陽性群では18.5%，AAA陰性群では
45.3%でした．

12．免疫原性（抗アダリムマブ抗体［Anti-Adalimumab-Antibody（AAA）］陽性率）
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6. 用法及び用量（抜粋）
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL

〈関節リウマチ〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，効果不十分な場
合，1回80mgまで増量できる．

〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを皮下注射し，以後2週に1回，40mgを皮下
注射する．なお，効果不十分な場合には1回80mgまで増量できる．

〈強直性脊椎炎〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，効果不十分な場
合，1回80mgまで増量できる．

8. 重要な基本的注意（抜粋）
8.10 本剤の投与により，本剤に対する抗体が産生されることがある．臨床試験における日本人での産生率は，関節
リウマチ44.0%（メトトレキサート併用下では19.3%），化膿性汗腺炎13.3%，壊疽性膿皮症0%，尋常性乾癬
11.6%，膿疱性乾癬30.0%，強直性脊椎炎16.0%，若年性特発性関節炎20.0%（メトトレキサート併用下では
15.0%），腸管型ベーチェット病5.0%，クローン病6.1%，潰瘍性大腸炎3.7%及び非感染性ぶどう膜炎12.5%
であった．臨床試験において本剤に対する抗体の産生が確認された患者においては，本剤の血中濃度が低下する
傾向がみられた．血中濃度が低下した患者では効果減弱のおそれがある．

Ⅱ． 尋常性乾癬
M04-688試験（国内第Ⅱ/Ⅲ相試験）におけるアダリムマブに対する抗体（抗アダリムマブ抗体）の陽性率は
アダリムマブ40mg隔週投与（80mg負荷投与なし）群で38例中8例（21.1%），アダリムマブ40mg隔週投与
（80mg負荷投与あり）群で43例中3例（7.0%），アダリムマブ80mg隔週投与群で42例中2例（4.8%）でし
た．

用量 投与例数 AAA陽性例数（%）

国内試験-アダリムマブ単独

M04-688試験（国内第Ⅱ/Ⅲ相試験）

40mg隔週（80mg負荷投与なし）
40mg隔週（80mg負荷投与あり）

80mg隔週

38
43
42

8（21.1%）
3（7.0%）
2（4.8%）

アダリムマブ投与群　小計 123 13（10.6%）

海外試験-アダリムマブ単独

M03-656試験（海外第III相試験）

40mg隔週（80mg負荷投与あり） 825 73（8.8%）

アダリムマブ投与群　小計 825 73（8.8%）

  Ⅲ．強直性脊椎炎
M10-239試験（国内第Ⅲ相試験）においては，アダリムマブに対する抗体（抗アダリムマブ抗体）の陽性率は
41例中4例（9.8%）でした．
M03-607試験（海外第Ⅲ相試験）による欧米人のAAA陽性率は204例中17例（8.3%）でした．
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　　  Ⅳ．多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎
M10-240試験（国内第Ⅲ相試験）においては，アダリムマブに対する抗体（抗アダリムマブ抗体）の陽性率は
25例中6例（24.0%）でした．
DE038試験（海外第Ⅲ相試験）による欧米人のAAA陽性率は171例中27例（15.8%）で，MTX併用群では85
例中5例（5.8％），MTX非併用群では86例中22例（22.6％）でした．

  Ⅴ．腸管型ベーチェット病
M11-509試験（国内第Ⅲ相試験）においては，アダリムマブに対する抗体（抗アダリムマブ抗体）の陽性率は
20例中1例（5.0％）でした．

  Ⅵ. クローン病
導入療法試験であるM04-729試験（国内第Ⅱ/Ⅲ相試験）においては，アダリムマブに対する抗体（抗アダリ
ムマブ抗体）の陽性例は認められませんでした．
維持療法試験であるM06-837試験（国内第Ⅱ/Ⅲ相試験）でのAAA陽性率は82例中5例（6.1%）でした．
海外臨床試験における欧米人のAAA陽性率は436例中7例（1.6%）でした．

  Ⅶ. 潰瘍性大腸炎
M10-447試験（国内第II/Ⅲ相試験）においては，アダリムマブに対する抗体（抗アダリムマブ抗体）の陽性率
は160/80mg群で90例中7例（7.8%）でした．
M06-827試験（海外第Ⅲ相試験）による欧米人のAAA陽性率は487例中19例（3.9%）でした．
M14-033試験（国際共同第Ⅲ相試験，主試験＋日本サブ試験）におけるAAA陽性率は24/952例（2.5%），
M11-290試験（国際共同第Ⅲ相試験，主試験＋日本サブ試験）におけるAAA陽性率は3/101例（3%）でした．

  Ⅷ. 非感染性ぶどう膜炎
M10-877試験（国際共同第Ⅲ相試験）においては，アダリムマブ（40mg隔週投与）に対する抗体（抗アダリム
マブ抗体）の陽性率は，全被験者（併合解析）で118例中4例（3.4％），日本人では8例中1例（12.5％）でした．
M10-880試験（国際共同第Ⅲ相試験）においては，アダリムマブ（40mg隔週投与）に対する抗体（抗アダリム
マブ抗体）の陽性率は，全被験者（併合解析）で131例中8例（6.1％），日本人では16例中2例（12.5％）でした．

  Ⅸ．膿疱性乾癬
M14-193試験（国内第Ⅲ相試験）において，アダリムマブに対する抗体（抗アダリムマブ抗体）の陽性率は10
例中2例（20.0％）でした．

  Ⅹ．化膿性汗腺炎
M11-313試験及びM11-810試験（海外第III相試験）による欧米人のアダリムマブに対する抗体（抗アダリム
マブ抗体）の陽性率は，461例中30例（6.5%）でした．
M15-573試験（国内第Ⅲ相試験）において，アダリムマブに対する抗体（抗アダリムマブ抗体）の陽性率は15
例中2例（13.3%）でした．

  XI．壊疽性膿皮症
M16-119試験（国内第Ⅲ相試験）においては，アダリムマブに対する抗体（抗アダリムマブ抗体）の陽性例は
22例中0例（0%）でした．
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6. 用法及び用量（抜粋）
ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL／ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL

〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉
通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として，体重15kg以上30kg未満の場合は20mgを，体重30kg以上の場合は
40mgを2週に1回，皮下注射する．

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL／ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL／ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL

〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを皮下注射し，以後2週に1回，40mgを皮下注
射する．なお，効果不十分な場合には1回80mgまで増量できる．

〈腸管型ベーチェット病〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射す
る．初回投与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．

〈クローン病〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射す
る．初回投与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，効果が減弱した場合には1回80mgに増量
できる．

〈潰瘍性大腸炎〉
成人：
通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射する．初回投
与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，初回投与4週間後以降は，患者の状態に応じて40mg
を毎週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射することもできる．
小児：
体重40kg以上の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与1週間後及び2
週間後に80mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，40mgを毎週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射す
る．
体重25kg以上40kg未満の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを，初回投与1週間 
後及び2週間後に40mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，20mgを毎週1回又は40mgを2週に1回，皮
下注射する．
体重15kg以上25kg未満の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に40mgを，初回投与1週間 
後及び2週間後に20mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，20mgを2週に1回，皮下注射する．

〈非感染性の中間部，後部又は汎ぶどう膜炎〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを，初回投与1週間後に40mgを皮下注射する．
初回投与3週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．

〈化膿性汗腺炎〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射す
る．初回投与4週間後以降は，40mgを毎週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射する．

〈壊疽性膿皮症〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射す
る．初回投与4週間後以降は，40mgを毎週1回，皮下注射する．

7. 用法及び用量に関連する注意（抜粋）
〈化膿性汗腺炎〉

7.5 臨床試験では，投与52週以前に本剤80mgの2週間に1回皮下注射に切り替えた際の有効性及び安全性は検討
されていないことから，本剤80mgの2週間に1回皮下注射を開始する時期については，患者の状態を考慮し，慎
重に判断すること．［17.1.6参照］
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薬物動態

薬物動態

（1）単回投与時の血清中濃度（健康成人男性：日本人）54）

日本人健康成人男性15例にアダリムマブ0.1mg/kgを皮下単回投与したところ，投与後168.0時間（Tmax；中
央値）で最高血清中濃度（Cmax）に達しました．Cmaxは0.47±0.15μg/mLであり，薬物濃度半減期（t1/2）はお
よそ2週間（14.6日）でした．

1． 血中濃度

■アダリムマブ単回投与における血清中濃度の推移（健康成人男性）

投与後時間
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濃
度
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■アダリムマブ単回投与による薬物動態パラメータ（健康成人男性）

Cmax

［μg/mL］
Tmax1）

［h］
t1/22）

［h］
AUC0-t

［μg･h/mL］
AUC0-∞2）

［μg･h/mL］
CL/F2）

［mL/h］

0.4678±0.1476 168.0
（72.0－336.0） 349.20±73.91 230.37±121.27 348.80±106.10 18.560±6.686

AUC0-t：0時間から最終測定可能時点までのAUC，AUC0-∞：0時間から無限大のAUC，CL/F：見かけのクリアランス 平均値±SD
1）中央値（最小値－最大値）
2）n=10例（消失半減期を求めるのに十分なデータがない例を除いた）

＊承認外の情報が含まれます。次項の用法及び用量をご参照ください
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6. 用法及び用量
〈関節リウマチ〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，効果不十分な場合，
1回80mgまで増量できる．

〈化膿性汗腺炎〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射す
る．初回投与4週間後以降は，40mgを毎週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射する．

〈壊疽性膿皮症〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射す
る．初回投与4週間後以降は，40mgを毎週1回，皮下注射する．

〈尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを皮下注射し，以後2週に1回，40mgを皮下注
射する．なお，効果不十分な場合には1回80mgまで増量できる．

〈強直性脊椎炎〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，効果不十分な場合，
1回80mgまで増量できる．

〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉
通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として，体重15kg以上30kg未満の場合は20mgを，体重30kg以上の場合は
40mgを2週に1回，皮下注射する．

〈腸管型ベーチェット病〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射す
る．初回投与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．

〈クローン病〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射す
る．初回投与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，効果が減弱した場合には1回80mgに増量
できる．

〈潰瘍性大腸炎〉
成人：
通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射する．初回投
与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，初回投与4週間後以降は，患者の状態に応じて40mg
を毎週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射することもできる． 
小児：
体重40kg以上の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与1週間後及び2
週間後に80mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，40mgを毎週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射す
る．
体重25kg以上40kg未満の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを，初回投与1週間 
後及び2週間後に40mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，20mgを毎週1回又は40mgを2週に1回，皮
下注射する．
体重15kg以上25kg未満の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に40mgを，初回投与1週間 
後及び2週間後に20mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，20mgを2週に1回，皮下注射する．

〈非感染性の中間部，後部又は汎ぶどう膜炎〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを，初回投与1週間後に40mgを皮下注射する．
初回投与3週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．
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■アダリムマブ単回投与における血清中濃度の推移（関節リウマチ患者）

投与後時間

血
清
中
ア
ダ
リ
ム
マ
ブ
濃
度

10
（μg/mL）

8

6

4

2

0
0 100 200 300 400 500 600 700（h）

平均値＋SD

80mg（n=14）

40mg（n=14）

■アダリムマブ単回投与による薬物動態パラメータ（関節リウマチ患者）
Cmax

［μg/mL］
Tmax

［h］
t1/2

［h］
AUC0-336h

［μg･h/mL］
AUC0-672h

［μg･h/mL］
CL/F

［mL/h］

ア
ダ
リ
ム
マ
ブ

40mg
群

4.265±2.411
（n=14）

204±82
（n=14）

298.0±88.9
（n=9）

1039.1±530.7
（n=14）

1620.8±814.9
（n=14）

22.1±13.9
（n=9）

80mg
群

6.390±1.504
（n=14）

210±85
（n=14）

265.6±64.0
（n=9）

1697.2±455.8
（n=14）

2864.1±735.4
（n=14）

24.1±8.7
（n=9）

 平均値±SD

20mg隔週投与は本邦承認外用量のため結果から除外しました

（2）単回投与時の血清中濃度（関節リウマチ患者：日本人）55）

過去に少なくとも1剤のDMARDs治療が効果不十分であった日本人関節リウマチ患者にアダリムマブ40，
80mgを単回皮下投与したときの血清中濃度推移及び薬物動態パラメータを以下に示しました．

ヒュミラ® 添付文書より
6. 用法及び用量（抜粋）
〈関節リウマチ〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，効果不十分な場合，
1回80mgまで増量できる．
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（3）反復投与時の血清中濃度（関節リウマチ患者：日本人）1）

Miyasaka N, The CHANGE Study Investigators. Mod Rheumatol. 2008; 18: 252-262.
本試験はアッヴィ，エーザイからの資金提供等による支援を受けた．

日本人関節リウマチ患者にアダリムマブ40mg，80mg隔週を24週間皮下投与したところ，アダリムマブの
血清中濃度は以下のように推移しました．

■反復皮下投与した際の血清中アダリムマブ濃度（トラフ値）の推移（関節リウマチ患者）

評価時期
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平均値±SD

20mg隔週投与は本邦承認外用量のため結果から除外しました．

（4）反復投与時の血清中濃度（化膿性汗腺炎患者：日本人）51）

日本人化膿性汗腺炎患者にアダリムマブ160mgを初回投与し，2週目に80mg，4週目以降に40mgを毎週
1回皮下投与したときの定常状態におけるトラフ濃度は約16〜18μg/mLでした．80mg隔週投与に変更し
た被験者における変更前後のトラフ濃度はいずれも約13〜14μg/mLでした．

（5）反復投与時の血清中濃度（壊疽性膿皮症：日本人）52）

壊疽性膿皮症患者にアダリムマブ160mgを初回投与し，2週目に80mg，4週目以降に40mgを毎週1回皮下
投与したときの定常状態におけるトラフ濃度は約18〜23μg/mLでした．

（6）反復投与時の血清中濃度（尋常性乾癬，関節症性乾癬，膿疱性乾癬患者：日本人）11）

日本人乾癬患者にアダリムマブ80mgを初回投与し，2週目以降に40mgを隔週皮下投与したときの定常状
態におけるトラフ濃度は約4μg/mLでした．

（7）反復投与時の血清中濃度（強直性脊椎炎患者：日本人）18）

日本人強直性脊椎炎患者にアダリムマブ40mgを隔週皮下投与したときの定常状態におけるトラフ濃度は，
メトトレキサート併用時で約12μg/mL，メトトレキサート非併用時で約8μg/mLでした．
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（8）反復投与時の血清中濃度（若年性特発性関節炎患者：日本人）23）

日本人若年性関節リウマチ患者にメトトレキサート併用でアダリムマブ20mg及び40mgを隔週皮下投与し 
たときのトラフ濃度は投与16週時で約7〜10μg/mLでした．

（9）反復投与時の血清中濃度（腸管型ベーチェット病患者：日本人）27）

日本人腸管型ベーチェット病患者にアダリムマブ160mgを初回投与し，2週目に80mg，4週目以降に40mgを
隔週皮下投与したときの定常状態におけるトラフ濃度は約9μg/mLでした．

（10）反復投与時の血清中濃度（クローン病患者：日本人）30）

Watanabe M, et al. J Crohns Colitis. 2012; 6: 160-173.
利益相反：本試験はアッヴィ，エーザイからの資金提供等による支援を受けた

日本人クローン病患者にアダリムマブ160mgを初回投与し，2週目に80mgを皮下投与したときのトラフ濃
度は，4週目において約12μg/mL，4週目以降に40mgを隔週皮下投与したときの定常状態におけるトラフ
濃度は約5〜7μg/mLでした．
また，維持療法中に効果が減弱した日本人クローン病患者（ベースライントラフ濃度：約3μg/mL）にアダリ
ムマブ80mgを隔週皮下投与したときの定常状態におけるトラフ濃度は約7〜9μg/mLでした．

投与後時間

血
清
中
ア
ダ
リ
ム
マ
ブ
濃
度

25

20

15

10

（μg/mL）

5

0
0 1 2 4（週）

平均値＋SD

初回160mg, 2週目に80mg（n=33）

初回80mg, 2週目に40mg（n=34）

ヒュミラ® 添付文書より
6. 用法及び用量（抜粋）
〈クローン病〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射す
る．初回投与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，効果が減弱した場合には1回80mgに増量
できる．

7. 用法及び用量に関連する注意（抜粋）
〈化膿性汗腺炎〉

7.5 臨床試験では，投与52週以前に本剤80mgの2週間に1回皮下注射に切り替えた際の有効性及び安全性は検討
されていないことから，本剤80mgの2週間に1回皮下注射を開始する時期については，患者の状態を考慮し，慎
重に判断すること．［17.1.6参照］
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（11）反復投与時の血清中濃度（潰瘍性大腸炎患者）（外国人データを含む）37）43）44）45）

日本人潰瘍性大腸炎患者にアダリムマブ160mgを初回投与し，2週目に80mg，4週目以降に40mgを隔週
皮下投与したときの定常状態におけるトラフ濃度は約6〜9μg/mLでした．
日本人及び外国人潰瘍性大腸炎患者にアダリムマブ160mgを初回投与し，2週目に80mg，4週目及び6週目
に40mg，8週目以降に40mgを毎週1回皮下投与したときの定常状態におけるトラフ濃度は約14〜17μg/
mLでした
5〜17歳の日本人及び外国人潰瘍性大腸炎患者にアダリムマブ0.6mg/kg（体重換算用量，最大40mg）を毎
週1回皮下投与したときの定常状態におけるトラフ濃度は約15〜17μg/mLでした．

（12）反復投与時の血清中濃度（非感染性ぶどう膜炎患者：日本人）46）

日本人非感染性ぶどう膜炎患者にアダリムマブ80mgを初回投与し，1週目以降に40mgを隔週皮下投与し
たときの定常状態におけるトラフ濃度は約8μg/mLでした．

欧米人関節リウマチ患者にアダリムマブを隔週静脈内投与したとき，滑液中アダリムマブ濃度は血
清中濃度の31〜96%の範囲でした．

アダリムマブはヒトIgG抗体であるため，内因性の免疫グロブリンの代謝過程と同様に，細網内皮系
に取り込まれた後，エンドソームにおいて構成要素のアミノ酸と糖に分解されると推定されます．

2. 分布（外国人データ）56）

3. 代謝・排泄

ヒュミラ® 添付文書より
6. 用法及び用量（抜粋）
〈関節リウマチ〉
通常，成人にはアダリムマブ（遺伝子組換え）として40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，効果不十分な場合，
1回80mgまで増量できる．

〈潰瘍性大腸炎〉
成人：
通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与2週間後に80mgを皮下注射する．初回投
与4週間後以降は，40mgを2週に1回，皮下注射する．なお，初回投与4週間後以降は，患者の状態に応じて40mg
を毎週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射することもできる．
小児：
体重40kg以上の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に160mgを，初回投与1週間後及び2
週間後に80mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，40mgを毎週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射す
る．
体重25kg以上40kg未満の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に80mgを，初回投与1週間後
及び2週間後に40mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，20mgを毎週1回又は40mgを2週に1回，皮下
注射する．
体重15kg以上25kg未満の場合は，通常，アダリムマブ（遺伝子組換え）として初回に40mgを，初回投与1週間後
及び2週間後に20mgを皮下注射する．初回投与4週間後以降は，20mgを2週に1回，皮下注射する．
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薬効薬理

TNFαは炎症反応に関わる重要なサイトカインの一つであり，そのTNFαに対する抗体であるアダリムマブ
は，可溶型及び膜結合型TNFαに特異的に結合します．
その結果，可溶型TNFαと標的細胞の受容体との結合は阻害され，標的細胞が惹起する炎症反応が抑制され
ると考えられています．
またアダリムマブは，膜結合型TNFαと結合し，標的細胞のアポトーシスを誘導することにより炎症反応を
抑制します．

Tracey D, et al.：Pharmacol Ther, 2008; 117：244-279より作図

TNFα

アダリムマブ

TNFα受容体

TNFα産生細胞TNFα産生細胞

可溶性TNFαを分泌

アダリムマブ

アポトーシス
を誘導

アポトーシス
（細胞死）

可溶性TNFα
を中和

炎症反応の進行抑制

可溶性TNFαを中和し、標的細胞表面のTNFα受容体との結合を阻止
TNFα産生細胞の膜結合型TNFαに結合し、アポトーシス（細胞死）を誘導

1． 作用機序57）

＜概念図＞

Tracey D, et al.：Pharmacol Ther. 2008; 117：244-279．
利益相反：著者にアッヴィ社員が含まれる．
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（1） TNFαに対する結合特性（in vitro）
①遺伝子組換えヒトTNFαとの結合特性
アダリムマブはin vitro試験において，遺伝子組換えヒトTNFαに対して，結合親和性を示しました．
②膜結合型TNFαとの結合性
ヒト膜結合型TNFαを高度に発現する骨髄腫細胞株の遺伝子組換え細胞及びその対照細胞を用いて，ヒト膜
結合型TNFαに対するアダリムマブの結合性を検討しました．アダリムマブはヒト膜結合型TNFα発現細胞
のみに結合したことから，アダリムマブはヒト膜結合型TNFαにも結合性を示しました．

（2） TNFα受容体へのTNFα結合に対する阻害作用（in vitro）
ラジオイムノアッセイにおいて，アダリムマブはTNFα受容体サブタイプTNF RI及びTNF RIIにおける 
遺伝子組換えヒトTNFαの結合をともに阻害し，そのIC50値は，それぞれ1.47×10-9mol/L及び1.26× 
10-9mol/Lでした．

（3） TNFα生物活性に対する中和作用（in vitro）
遺伝子組換えヒトTNFα誘発細胞傷害に対する中和作用
［方法］ 試験系にはL929細胞を使用した．マイクロプレート・ウェルにアダリムマブ溶液を加え，次いで遺伝

子組換えヒトTNFα（500pg/mL）を添加した．さらに，ウェルに細胞懸濁液を添加し（5.0×104細胞/
ウェル），CO2存在下に37℃で18〜24時間インキュベートした．その後，上清を除去した後にMTTを
添加し，4時間インキュベートして生細胞を染色した．続いてドデシル硫酸ナトリウム（SDS）を添加
して一晩放置し，細胞を溶解した．細胞溶解液の吸光度を測定して細胞の生存率を算出した．

遺伝子組換えヒトTNFαで誘発されるマウス線維芽細胞の細胞死に対するアダリムマブの中和作用を検討
しました．そのIC50値は，それぞれ3.5×10-11mol/L及び1.4×10-11mol/Lでした．

■遺伝子組換えヒトTNFα誘発細胞傷害に対する中和作用

アダリムマブ（mol/L）

吸
光
度（570-630nm

）

0.45

0.25

0.30
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0.40

0.20
1.0×10－11 1.0×10－10 1.0×10－9 1.0×10－8

IC50値
製品aロット：3.5×10－11 mol/L
製品cロット：1.4×10－11 mol/L

製品aロット

製品cロット

2． 非臨床試験58）
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（4） ヒトTNFαトランスジェニックマウスの関節炎に対する作用（in vivo）
［方法］ 雌雄のTg197マウスを1週齢の時点で1群8匹として6群に分けた．毎週体重を測定し，両側の後肢関

節を肉眼的に観察して関節炎スコア＊を算出した．
＊： 0＝関節炎症状なし（外観及び屈曲運動が正常），1＝軽度の関節炎症状（関節の湾曲），2＝中等度の関節炎症状（腫脹，関節
の変形），3＝重度の関節炎症状（屈曲運動時の強直，重度の運動障害）

■トランスジェニックマウスの関節炎に対するアダリムマブの作用

週齢

関
節
炎
ス
コ
ア

4

2

0

－2

－4

－6
0 10（週）8642

リン酸緩衝液
アダリムマブ 0.01mg/kg
アダリムマブ 0.1mg/kg
アダリムマブ 0.5mg/kg
アダリムマブ 1mg/kg
アダリムマブ 10mg/kg

値は各群（8匹）の平均値（算術平均）±SEを示す

ヒトTNFα遺伝子を導入して作製したトランスジェニックマウスを用いて，アダリムマブ（0.01，0.1，0.5，
1，10mg/kg）を週3回投与の間隔で，1週齢時から8週間腹腔内投与しました．ED50値は0.25（関節スコア）及
び0.48mg/kg（病理組織学的スコア）でした．
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安全性薬理試験及び毒性試験

アダリムマブの安全性薬理作用を各種動物を用いて検討しました．
その結果，一般症状及び行動に関しては，786mg/kgをマウスに単回静脈内投与しても生理的意義のある
変化は認められませんでした．中枢神経系，消化器系に関しては，786mg/kgをマウスに，89.4mg/kgを
ラットに単回静脈投与しても生理的意義のある変化は認められませんでした．呼吸・循環器系に関しては，
46.4mg/kgをビーグル犬に単回静脈内投与しても血圧，心拍数，心電図パラメータ，呼吸数，血液ガスパラ
メータに生理的意義のある変化は認められませんでした．
局所麻酔作用に関しては，雄のモルモットにおいてwhealテストを用い，アダリムマブの26mg及び78mg/
mLを皮内投与したとき，26mg/mLは作用を示しませんでしたが，78mg/mLでは投与後30秒に36.1±
2.8%皮膚収縮反応が抑制されました．この作用は2分以内の一過性のものでした．

（1） 単回投与毒性試験（マウス，ラット）
アダリムマブを雌雄のマウス及びラットに投与可能最大量である898mg/kg単回静脈内投与した結果，マウ
ス及びラットとも死亡はみられず，致死量は898mg/kg以上と考えられました．また，一般状態，体重推移，剖
検及び病理組織学的検査において，アダリムマブ投与に起因すると考えられる変化は認められませんでし
た．

（2） 反復投与毒性試験
1） マウス4週
雌雄マウスにアダリムマブ32，70.9，157.2mg/kgを週1回4週間にわたって合計5回静脈内投与しました．
その結果，アダリムマブ投与に起因すると考えられる死亡はなく，一般状態，体重推移，摂餌量に異常はあ
りませんでした．臨床検査，剖検及び病理組織学的検査にもアダリムマブ投与に起因すると考えられる変
化は認められませんでした．

2） サル4週
雌雄カニクイザルにアダリムマブ32，70.9，157.2mg/kgを週1回4週間にわたって合計5回静脈内投与し
ました．その結果，アダリムマブ投与に起因すると考えられる死亡はなく，一般状態，体重推移，摂餌量及
び摂水量に異常はみられませんでした．臨床検査，剖検及び病理組織学的検査にもアダリムマブ投与に起
因すると考えられる変化は認められませんでした．無毒性量は157.2mg/kg/週と考えられました．

3） サル39週
雌雄カニクイザルにアダリムマブ32，82.9，214.8mg/kgを週1回39週間にわたって合計40回静脈内投与
しました．その結果，アダリムマブ投与に起因すると考えられる死亡はなく，一般状態，体重推移，摂餌量
及び摂水量に異常はありませんでした．機能検査，尿検査，血液生化学的検査及び剖検でもアダリムマブ
投与に起因すると考えられる異常は認められませんでした．82.9，214.8mg/kg群で赤血球数，ヘマトク
リット及び血色素量の低値が認められました．また，同群で胸腺重量が減少し，病理組織学的検査におい
て，対照群にもみられる加齢性の変化，すなわち胸腺の退縮及び嚢胞形成が82.9，214.8mg/kg群でより強
く認められました．無毒性量は32mg/kg/週と考えられました．

1． 安全性薬理試験（マウス，ラット，イヌ，モルモット）59）

2． 毒性試験60）
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安全性薬理試験及び毒性試験

（3） 生殖発生毒性試験
サル胚・胎児発生及び出生児への影響に関する試験：
妊娠雌カニクイザルにアダリムマブ30，100mg/kgを妊娠20〜97日にわたって週1回合計12回静脈内投与し，
胚・胎児発生及び出生児への影響を検討しました．その結果，アダリムマブ投与に起因すると考えられる母体
への影響はみられず，流産や死産は増加しませんでした．母体の一般状態，体重（妊娠時及び授乳時）及び自
然分娩までの平均妊娠期間に影響はみられませんでした．妊娠100±1日に帝王切開により摘出された胎児
の体重，胎盤重量，胎児臓器重量及び胎児の体躯計測に影響はみられませんでした．一部の胎児で外表，内臓
及び骨格異常並びに骨格変異が散見されましたが，いずれもこの種にみられる種類のもので，発現率も背景
データの範囲内であり，アダリムマブ投与に起因する可能性は低いと考えられました．出生児に関して，出生
7日後生存率，体重，一般状態及び剖検に異常は認められませんでした．

（4） その他の特殊毒性
1） 依存性
実施していません

2） 免疫原性（マウス，サル）
マウス： マウスにアダリムマブ（1.6，16，786mg/kg）を単回静脈内投与し，投与後12週まで中和抗体

（MAHA）血清抗体価を測定しました．その結果，投与後5週から血清中にMAHAが検出されまし
た．高用量では，MAHAが初めて確認されるまでの期間が延長しました．

サ　ル： 雌雄カニクイザルにアダリムマブ2，32mg/kgを月1回（合計2回）あるいは週1回（合計5回）の頻
度で4週間静脈内及び皮下投与した結果，投与量が中和抗体（PAHA）の産生に大きな影響を及ぼ
し，32mg/kgに比較して2mg/kg投与で高い抗体価が確認されました．また，抗体価は投与頻度
が低い方が高く，皮下よりも静脈内投与で高くなりました．

3） 変異原性
細菌を用いた復帰突然変異試験：ヒスチジン要求性のS.typhimurium及びトリプトファン要求性のE.coli 
WP2 uvrAを用い，5,000mg/plateまでの用量でアダリムマブの復帰突然変異誘発性を検討した結果，代謝
活性化の有無にかかわらず復帰変異コロニー数の増加は認められませんでした．
マウス小核試験：雌雄マウスにアダリムマブ224.5，449，898mg/kgを単回静脈投与して小核誘発性の有無
を検討しました．その結果，アダリムマブによる小核を有する多染性赤血球の増加は認められませんでした．

4） がん原性
実施していません

（理由）
アダリムマブは，以下の（1）から（7）に示す理由により，がん原性試験を実施していません．なお，以下の
（5）から（7）よりアダリムマブのがん原性を示唆する所見は得られていません．
（1） マウスにおいてアダリムマブに対するMAHAが認められ，マウスではアダリムマブの影響を正確に評

価することは困難である．
（2） がん原性試験に一般的に用いられるマウス及びラットでは，TNFα中和活性が低く，アダリムマブの

薬理作用は発現しないと考えられることから，げっ歯類を用いたがん原性試験はアダリムマブのが
ん原性評価に適切ではないと考えられる．

（3） げっ歯類に代わる適切ながん原性のモデルが確立されていない．
（4） ICHS6ガイドラインはアダリムマブのようなバイオテクノロジー応用医薬品について，必ずしも

げっ歯類を用いたがん原性試験の実施を要求していない．
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（5） TNFαの欠如は発がんに影響しないということが報告されている：TNFα欠損マウスは12〜18ヵ月
齢（465例）において野生型マウスに比べて自然発生腫瘍の増加はなく，既知の発がん物質をTNFα
欠損マウスに投与したがん原性試験においても野生型マウスと比較して腫瘍発生の増加は認められ
なかった．また，TNFαは発がんのプロモーター作用を有することが報告されており，TNFαが中和
されると，発がん機構が抑制的に修飾される．従って，アダリムマブのTNFα中和作用はマウスの発
がん機構に抑制的に作用する可能性は考えられるが，腫瘍発生を増加させる可能性は低いと考えら
れる．

（6） サルの39週反復投与毒性試験において，アダリムマブ投与に起因した前腫瘍性変化は認められてい
ない．

（7） 遺伝子毒性試験結果が陰性であった．ICHS6ガイドラインに記載してあるように，抗体成分がDNAや
他の染色体成分に直接作用するとは考えにくい．アダリムマブにおいても，細菌を用いた復帰突然変
異試験及びマウスを用いた小核試験において，いずれの試験結果も陰性であり，アダリムマブは遺伝
毒性を示さないものと考えられた．

5） 局所刺激性（ウサギ）
ニュージーランドホワイト（NZW）ウサギにアダリムマブ注射剤（市販用製剤，40mg/0.8mL）注）及び
プラセボ（注射剤用溶媒）を静脈内（0.8mL/耳介静脈），皮下（0.8mL/胸部皮下），筋肉内（0.5mL/後肢筋
肉），静脈傍（0.2mL/耳介静脈周囲結合組織）及び動脈内（0.8mL/耳介中心動脈）に投与し，投与部位の臨
床徴候の観察，剖検及び病理組織学的検査を行いました．その結果，アダリムマブ製剤の局所投与によっ
て各投与部位に出血及び細胞浸潤等がみられましたが，プラセボ投与でも認められたことから，アダリム
マブに起因するものではないと考えられました．

注）販売中止

有効成分に関する理化学的知見

一般的名称： アダリムマブ（遺伝子組換え）
（Adalimumab（Genetical Recombination））［JAN］

分　子　量：約148,000

本　　　質： ヒト抗ヒトTNFαモノクローナル抗体であるIgG1の重鎖（γ1鎖）及び軽鎖（κ鎖）をコード
するcDNAの発現によりチャイニーズハムスター卵巣細胞で産生される451個のアミノ酸
残基（C2197H3396N584O678S15；分子量：49,318.95，C末端のリジン残基が欠落しているもの
C2191H3384N582O677S15；分子量：49,190.78を含む）からなる重鎖2分子と214個のアミノ酸残
基（C1027H1606N282O332S6；分子量：23,407.82）からなる軽鎖2分子からなる糖たん白質

安全性薬理試験及び毒性試験　有効成分に関する理化学的知見
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製剤学的事項　取扱い上の注意　包装

製剤学的事項61）

■ ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL，ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL及びヒュミラ
皮下注80mgシリンジ0.8mLの安定性

保存条件 保存形態 保存期間 結果

5℃遮光
プレフィルド

シリンジ

36ヵ月＊ リジン変異体の減少傾向及び単量体の減少傾向を認めたが，
ごくわずかであった．

25℃/60%RH遮光 6ヵ月 リジン変異体の減少及び単量体の減少を認めた．
40℃/75%RH遮光 6ヵ月 リジン変異体の減少及び単量体の減少を認めた．

測定項目：性状，pH，イオン交換HPLC，SEC-HPLC，不溶性異物，不溶性微粒子，力価（TNF中和能）
＊：ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mLは24ヵ月間

■ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL及びヒュミラ皮下注80mgペン0.8mLの安定性
保存条件 保存形態 保存期間 結果

5℃

ペン＊

24ヵ月 測定項目の基準に適合していることを認めた.
25℃/60％RH 9ヵ月 40mgペン0.4mLでは測定項目の基準に適合していることを

認めたが，80mgペン0.8mLでは投与時間の増加を認めた．
40℃/75％RH 6ヵ月 動作の不適合及び投与時間の増加を認めた.

測定項目：ばね式オートインジェクターデバイスの外観，動作，投与時間，投与量精度
＊： ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL又はヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mLを内蔵（これら製品の安定性については「ヒュミラ皮下
注40mgシリンジ0.4mL及びヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL」を参照）

取扱い上の注意

規制区分： 生物由来製品 
劇薬 
処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること

有効期間：24ヵ月

貯　　法：2〜8℃で保存

取扱い上の注意：外箱開封後は遮光して保存すること．

包　装

〈ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL〉シリンジ×1本（ゲージ：29G）
〈ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL〉シリンジ×1本（ゲージ：29G）
〈ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL〉シリンジ×1本（ゲージ：29G）
〈ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL〉ペン×1本（ゲージ：29G）
〈ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL〉ペン×1本（ゲージ：29G）
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関連情報

国 際 誕 生 年 月： 2002年12月

承 認 年 月： ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL　2018年2月
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4ｍL　2016年6月
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8ｍL　2016年6月
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL　2017年7月
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL　2017年12月

承 認 番 号： ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL　23000AMX00187000
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4ｍL　22800AMX00410000
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8ｍL　22800AMX00411000
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL　22900AMX00636000
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL　22900AMX00995000

薬価基準収載年月： ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL　2018年6月
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4ｍL　2016年11月
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8ｍL　2016年11月
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL　2018年5月
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL　2018年5月

販 売 開 始 年 月： ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL　2018年6月
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4ｍL　2016年11月
ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8ｍL　2016年11月
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL　2018年6月
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL　2018年6月

効能又は効果追加，用法及び用量変更追加等の年月及びその内容：
 ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL

既存治療で効果不十分な下記疾患
多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎　2018年2月
中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）（小児）
2021年9月

ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL
関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）　2016年6月
既存治療で効果不十分な下記疾患
尋常性乾癬，関節症性乾癬　2016年6月
強直性脊椎炎　2016年6月
多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎　2016年6月
腸管型ベーチェット病　2016年6月
非感染性の中間部，後部又は汎ぶどう膜炎　2016年9月
膿疱性乾癬　2018年3月
中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法（既存治療で効
果不十分な場合に限る）　2016年6月
中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）
2016年6月
クローン病の用法及び用量（尚書きを追加）　なお，効果が減弱した場合には1回
80mgに増量できる．
2016年9月

関連情報



169

関連情報

化膿性汗腺炎　2019年2月
化膿性汗腺炎の用法及び用量（下線部を追加）　初回投与4週間後以降は，40mgを毎
週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射する．
2020年5月
壊疽性膿皮症　2020年11月
中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）（小児）
2021年9月
潰瘍性大腸炎の治療の用法及び用量（高用量）　成人の潰瘍性大腸炎では，初回投与 
4週間後以降，患者の状態に応じて40mgを毎週1回又は80mgを2週に1回投与が可
能2021年9月

ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL
関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）　2016年6月
既存治療で効果不十分な下記疾患
尋常性乾癬，関節症性乾癬　2016年6月
強直性脊椎炎　2016年6月
腸管型ベーチェット病　2016年6月
非感染性の中間部，後部又は汎ぶどう膜炎　2016年9月
膿疱性乾癬　2018年3月
中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法（既存治療で効
果不十分な場合に限る）　2016年6月
中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）
2016年6月
クローン病の用法及び用量（尚書きを追加）　なお，効果が減弱した場合には1回
80mgに増量できる．
2016年9月
化膿性汗腺炎　2019年2月
化膿性汗腺炎の用法及び用量（下線部を追加）　初回投与4週間後以降は，40mgを毎
週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射する．
2020年5月
壊疽性膿皮症　2020年11月
中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）（小児）
2021年9月
潰瘍性大腸炎の治療の用法及び用量（高用量）　成人の潰瘍性大腸炎では，初回投与 
4週間後以降，患者の状態に応じて40mgを毎週1回又は80mgを2週に1回投与が可
能2021年9月

ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）　2017年7月
既存治療で効果不十分な下記疾患
尋常性乾癬，関節症性乾癬　2017年7月
強直性脊椎炎　2017年7月
多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎　2017年7月
腸管型ベーチェット病　2017年7月
非感染性の中間部，後部又は汎ぶどう膜炎　2017年7月
膿疱性乾癬　2018年3月
中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法（既存治療で効
果不十分な場合に限る）　2017年7月
中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）
2017年7月
クローン病の用法及び用量（尚書きを追加）　なお，効果が減弱した場合には1回
80mgに増量できる．
2017年7月
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化膿性汗腺炎　2019年2月
化膿性汗腺炎の用法及び用量（下線部を追加）　初回投与4週間後以降は，40mgを毎
週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射する．
2020年5月
壊疽性膿皮症　2020年11月
中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）（小児）
2021年9月
潰瘍性大腸炎の治療の用法及び用量（高用量）　成人の潰瘍性大腸炎では，初回投与 
4週間後以降，患者の状態に応じて40mgを毎週1回又は80mgを2週に1回投与が可
能2021年9月

ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）　2017年12月
既存治療で効果不十分な下記疾患
尋常性乾癬，関節症性乾癬　2017年12月
強直性脊椎炎　2017年12月
腸管型ベーチェット病　2017年12月
非感染性の中間部，後部又は汎ぶどう膜炎　2017年12月
膿疱性乾癬　2018年3月
中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法（既存治療で効
果不十分な場合に限る）　2017年12月
中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）
2017年12月
クローン病の用法及び用量（尚書きを追加）　なお，効果が減弱した場合には1回
80mgに増量できる．
2017年12月
化膿性汗腺炎　2019年2月
化膿性汗腺炎の用法及び用量（下線部を追加）　初回投与4週間後以降は，40mgを毎
週1回又は80mgを2週に1回，皮下注射する．
2020年5月
壊疽性膿皮症　2020年11月
中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る）（小児）
2021年9月
潰瘍性大腸炎の治療の用法及び用量（高用量）　成人の潰瘍性大腸炎では，初回投与 
4週間後以降，患者の状態に応じて40mgを毎週1回又は80mgを2週に1回投与が可
能2021年9月
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関連情報関連情報

再 審 査 期 間： 関節リウマチ
 2008年4月16日〜2016年4月15日（8年）
 関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）

2012年8月10日〜2016年4月15日（3年8ヵ月）
尋常性乾癬，関節症性乾癬
2010年1月20日〜2016年4月15日（5年3ヵ月）
強直性脊椎炎
2010年10月27日〜2016年4月15日（5年6ヵ月）
多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎
2011年7月1日〜2016年4月15日（4年9ヵ月）
クローン病
2010年10月27日〜2016年4月15日（5年6ヵ月）
腸管型ベーチェット病
2013年5月16日〜2017年5月15日（4年）
潰瘍性大腸炎
2013年6月14日〜2017年5月15日（3年11ヵ月）
非感染性の中間部，後部又は汎ぶどう膜炎
2016年9月28日〜2020年9月27日（4年）
化膿性汗腺炎
2019年2月21日〜2029年2月20日（10年）
壊疽性膿皮症
2020年11月27日〜2030年11月26日（10年）

承 認 条 件： 医薬品リスク管理計画を策定の上，適切に実施すること．
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