
治験結果の概要
一般の方向け

概要

•	潰瘍性大腸炎（UC）は大腸の炎症を引き起こす長期に
わたる腸の疾患です。

•	症状は人によって異なり、腹痛、さしこみ、下痢、その他
の症状などがあります。これらの症状は、時間の経過と
ともに重症度が変化する可能性があります。重症度が
高くなることを「フレア」と呼びます。

•	ヒトが UC になる原因はわかっていませんが、わたしたち
は遺伝子および感染と闘うための身体の免疫系などの
原因が組み合わさって UC が引き起こされると考えて
います。

•	この治験では、中等度から重度の UC の患者さんを対象
に、医師（治験担当医師）がウパダシチニブという薬に
ついて、プラセボ（薬でない）と比較して調べました。

•	本試験は 2018 年 10 月から 2020 年 11 月までに 40 カ国
で実施され、17 歳から 75 歳までの患者さん 522 名が
参加しました。

•	この治験は 2 つのパートで構成されています。パート 1
では、患者さんは 8 週間、ウパダシチニブまたはプラ
セボのいずれかの投与を受けました。パート 2 では、
パート 1 で治療に対して十分な効果が得られなかった
患者さんにさらに 8 週間、ウパダシチニブまたはプラセボ
を追加で投与しました。

•	この治験の主な目的は、中等度から重度のUCの患者さん
が、8 週間の治療後にウパダシチニブまたはプラセボに
対してどのように反応するかを調べることでした 

（パート 1）。

•	治療に対する反応（臨床的寛解）は、排便回数、直腸
出血、および内視鏡的評価（長い柔軟性のあるチューブ
を直腸に挿入し、小型ビデオカメラで治験担当医師が
体内を診る）に基づいていました。

•	試験により、ウパダシチニブを投与された患者さんは、
プラセボを投与された患者さんと比較して、治療に対する
反応が高いことが示されました。

•	最も多くみられた副作用は、パート 1 では、ざ瘡、
血中クレアチンホスホキナーゼ（主に体の損傷した筋肉
から放出される化学物質）の増加、感染と闘う白血球

（好中球）のわずかな減少、パート 2 では発疹、ざ瘡、
血中クレアチンホスホキナーゼの増加でした。副作用
とは、少なくとも治療に関連している可能性があると
考えられる望ましくない症状のことです。

•	この薬のさらなる発展のために、わたしたちがこの治験
の結果を使用する可能性があります。

•	この治験に参加し、あなた個人のケアについて質問が
ある場合は、ご自分の治験実施医療機関の医師または
スタッフに連絡してください。

中等症から重症の潰瘍性大腸炎を有する患者さんの治療において、ウパダシチニブと
呼ばれる薬がどれほど効果的に作用し安全であるかを研究する治験
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わたしたちは、中等度から重度の潰瘍性大腸炎（UC）の
人を治療するためにより良い治療法を模索しています。
UC とは炎症性腸疾患のことです。炎症は、害を及ぼす
ものから身体を守ろうとする身体の反応の一部です。この
炎症が大腸に起きると、緊急で頻繁な便通、胃痛、さし
こみ、下痢などの多種多様な症状につながります。症状
は患者さんによって様々です。

UC の治療に使用される薬は、すべての患者さんに同じ
効果を示すわけではありません。治療を受けても、症状が
改善しない患者さんもいます。そのため、治験担当医師ら
はこの病気を治療するための別の薬を探しています。

この治験で使用した薬はウパダシチニブでした。ウパダシ
チニブは、免疫系の反応の仕方を変え、炎症性疾患の
患者さんを助ける働きがあります。ウパダシチニブはこれ
までに、様々な炎症性疾患の患者さんを対象とした多く
の治験で検証されてきました。

わたしたちは、この治験を二重盲検パート（パート 1）および非盲検パート（パート 2）からなる第 III 相
無作為化試験として計画しました。

•	 第 III相試験では、症状または病気を有する多数の患者さんで可能性のある新規治療について研究します。
この第 III 相試験では、治験担当医師は、プラセボと比較して、ウパダシチニブのベネフィットを調べました。
プラセボとは、治験薬と見た目は同じですが、薬が含まれていないものです。また、治験担当医師は、
治験薬を投与された後に患者さんが発現した可能性があるすべての副作用を調べました。
•	 副作用とは、少なくとも治療に関連している可能性があると治験担当医師が考える症状のことです。
•	この治験には二重盲検パートがあり、患者さん、治験担当医師の誰もが、誰がウパダシチニブまたは

プラセボを投与されているかを知りませんでした。これにより試験結果が影響を受けないことを確実に
します。また、この治験には、非盲検パートもあり、患者さん、介護者、治験担当医師が、ウパダシチ
ニブを投与された患者さんを知っていました。
•	この治験は無作為化試験でした。つまり、治験の開始時にコンピュータープログラムを使用し、2 つの群

のうちの 1 つに無作為に（偶然に）患者さんを割り付けました。この工程は「無作為割付け」と呼ばれ、
各群を類似させ、群間での差を減らすことができます。無作為化割付けをすることで、各治療の結果を
できるだけ正確に比較することができます。

1.	この治験に関する全般的な情報
1.1. この治験の主な目的は何でしたか。
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1.2. 治験はいつどこで実施されましたか。
この治験は、2018 年 10 月から 2020 年 11 月の間に以下の国で実施されました。アルゼンチン、オーストラリア、
オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、カナダ、チリ、中国、コロンビア、クロアチア、
チェコ共和国、エストニア、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イスラエル、イタリア、日本、韓国、
ラトビア、リトアニア、マレーシア、メキシコ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ロシア、セルビア、
シンガポール、スロバキア、南アフリカ、スペイン、スイス、台湾、トルコ、ウクライナ、英国および米国

（プエルトリコを含む）。

2.	どのような患者さんがこの治験に参加しましたか。
合計 522 名の患者さんが治験に参加しました。いずれかの治療を受ける
前に、1 名の患者さんが治験参加を早期に中止しました。

すべての患者さんは、治験参加の少なくとも 3 ヵ月前から中等度から
重度の UC を有し、反応不良または反応欠如であったか、UC に
対する他の治療に耐えられませんでした。

この治験では女性（38%）より男性（62%）の参加が多く、 
患者さんの年齢は 17 ～ 75 歳でした。

62%
男性

38%
女性
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3.	どの薬が対象でしたか。
本試験の薬物はウパダシチニブというもので、プラセボ（薬なし）と比較しました。ウパダシチニブおよび
プラセボを錠剤で、経口投与しました。

治験開始時に、患者さんを 2 つの群のいずれかに無作為に割り付けました。パート 1 では、患者さんに
プラセボまたはウパダシチニブを 8 週間投与しました。パート 1 の終了時に、治療に対して臨床反応が得られ
なかった患者さんは、パート 2 に継続することができ、すべての患者さんがウパダシチニブの投与をさらに
8 週間受けました。UC の症状が消失または、ほとんど消失したときに、臨床反応が得られたとしました。

パート 1 の終了時またはパート 2 の終了時に臨床反応が得られた患者さんは、別のウパダシチニブ試験に
参加することができます。その試験はウパダシチニブの追加投与に対するプラセボ比較試験であり、ウパダ
シチニブを長期投与した場合の有効性および安全性を評価するためのものでした。

パート 2 の終了時までに臨床反応が得られなかった患者さんは、治療を中止しました。

治験がどのように行われたかを下の図に示します。
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4.	副作用には何がありましたか。
副作用とは、少なくとも治験薬に関連している可能性があると治験担当医師が考える、望ましくない症状の
ことです。
死亡に至る、生命を脅かす、患者さんが入院する、患者さんが長期的に入院する、または長期的に持続する
障害を引き起こす場合、副作用は重篤です。
パート 1：
•	プラセボの投与を受けた患者さんの 1.1%（2 名）、ウパダシチニブの投与を受けた患者さんの 0.3%（1 名）

に、治験中に重篤な副作用が認められました。
•	プラセボの投与を受けた患者さんの 1.1%（2 名）、ウパダシチニブの投与を受けた患者さんの 0.9%（3 名）

が、治験期間中の副作用により治験薬の投与を中止しました。
パート 2：
•	パート 1 でプラセボの投与を受け、パート 2 でウパダシチニブに変更した患者さんの 1.5%（1 名）、

パート 1 でウパダシチニブの投与を受け、パート 2 でウパダシチニブの投与を継続した患者さんの 1.7%
（2 名）が、治験中の副作用のため治験薬の投与を中止しました。
•	重篤な副作用が認められた患者さんはいませんでした。

治験期間中に死亡した患者さんはいませんでした。
治験で患者さんに生じた重篤な副作用、および患者さんが治験薬の投与を中止するに至った副作用について
の情報を下の表に示します。

パート1 パート2
プラセボ

（患者 177 例）
ウパダシチニブ

（患者 344 例）
プラセボから 

ウパダシチニブ
（患者 116 例）

ウパダシチニブから
ウパダシチニブへ

（患者 68 例）
重篤な副作用が発現した
患者さんの数

2（1.1% の患者） 1（0.3% の患者） 0（0.0% の患者） 0（0.0% の患者）

重篤な副作用
• 赤血球減少（貧血） 1（0.6%） 0（0.0%） 0（0.0%） 0（0.0%）
• 骨盤内静脈血栓 

（骨盤静脈血栓症）
1（0.6%） 0（0.0%） 0（0.0%） 0（0.0%）

• 肺に体の別の場所から
流れる血栓（肺塞栓症）

1（0.6%） 0（0.0%） 0（0.0%） 0（0.0%）

• 潰瘍性大腸炎の悪化 0（0.0%） 1（0.3%） 0（0.0%） 0（0.0%）
副作用のために治験薬の
投与を中止した患者さんの
数

2 （1.1%） 3 （0.9%） 2 （1.7%） 1 （1.5%）

中止の理由 骨盤内の静脈の血栓
（骨盤静脈血栓症）、

肺に体の別の場所
から流れる血栓 

（肺塞栓症）、疲労、
脱力感（無力症）

霧視、灼熱感、関節
痛、リンパ球と呼ば
れる白血球の一種の
減少（リンパ球減少
症）、耳鳴り（耳鳴）、
潰瘍性大腸炎の悪化

発熱、発疹、潰瘍性
大腸炎の悪化

潰瘍性大腸炎の悪化
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パート1 パート2

プラセボ
（患者 177 例）

ウパダシチニブ
（患者 344 例）

プラセボから 
ウパダシチニブ

（患者 116 例）

ウパダシチニブから
ウパダシチニブへ

（患者 68 例）

副作用を最低 1 件発現した患者
さんの数

12（6.8% の
患者）

81（23.5% の
患者）

17（14.7% の
患者）

11（16.2% の
患者）

よく見られる副作用
いずれかの群の 3 名以上の患者さんに生じた副作用

発疹 1（0.6%） 4（1.2%） 4（3.4%） 0（0.0%）

ざ瘡 1（0.6%） 14（4.1%） 3（2.6%） 0（0.0%）

血中クレアチンホスホキナーゼ
（体の損傷した筋肉から放出さ

れる化学物質）の増加

0（0.0%） 12（3.5%） 2（1.7%） 3（4.4%）

感染と闘う白血球（好中球）
のわずかな減少

0（0.0%） 9（2.6%） 0（0.0%） 1（1.5%）

白血球数の減少 0（0.0%） 7（2.0%） 0（0.0%） 0（0.0%）

感染と闘う体の能力に影響を
及ぼす可能性のある、好中球と
いう白血球の一種の大幅な減少

（好中球減少症）

0（0.0%） 6（1.7%） 0（0.0%） 0（0.0%）

上気道感染（鼻、喉および気道
の一般的なウイルス感染）

0（0.0%） 3（0.9%） 0（0.0%） 1（1.5%）

頭痛 1（0.6%） 3（0.9%） 0（0.0%） 0（0.0%）

疲労 1（0.6%） 3（0.9%） 0（0.0%） 0（0.0%）

パート 1 でプラセボの投与を受けた患者さんの 6.8%（12 名）、ウパダシチニブの投与を受けた患者さんの
23.5%（81 名）が治験期間中に副作用を発現しました。

パート 2 では、パート 1 でプラセボの投与を受け、パート 2 でウパダシチニブに変更した患者さんのうち
14.7%（17 名）、パート 1 でウパダシチニブの投与を受け、パート 2 でウパダシチニブの投与を継続して受けた
患者さんの 16.2%（11 名）で、治験中に副作用が認められました。

この治験において、よく見られる（いずれかの群で 3 名以上の患者さんに発現した）副作用についての情報を
下の表に示します。最も多くみられた副作用は、パート 1 で、ざ瘡、血中クレアチンホスホキナーゼ（主に
体の損傷した筋肉から放出される化学物質）の増加、感染と闘う白血球（好中球）のわずかな減少、パート 2
では発疹、ざ瘡、血中クレアチンホスホキナーゼの増加でした。



7

5.	治験の全般的な結果はどうでしたか。
この治験の主な目的は、中等度から重度の UC 患者さんが、8 週間の投与後にプラセボと比較してウパダ
シチニブに対してどのように反応するかを調べることでした（パート 1）。

治療に対する反応（臨床的寛解）は、排便回数、直腸出血、内視鏡的評価（柔軟性のあるチューブを直腸
に挿入し、小型ビデオカメラでビデオ撮影と画像撮影を行い評価する）を含むカテゴリーを検討する
Adapted Mayo スコアというスコアリングシステムに基づいていました。

この治験では、8 週間の治療後、ウパダシチニブを投与された患者さんの 33.5% が Adapted Mayo スコアに
基づき臨床的寛解を達成したのに対し、プラセボを投与された患者さんでは 4.1% がこれを達成したことが
示されました。

6.	この治験は患者さんと研究者にどのように役立ちましたか。
この治験では、中等症から重症の UC を有する患者さんにとってウパダシチニブが安全かつ有効であることが
示されました。

この概要はこの治験の結果のみが記載されており、他の治験の結果とは異なっている可能性があります。

7.	将来的な治験の計画は何かありますか。
ウパダシチニブの追加試験が進行中であり、今後の試験が計画される可能性があります。

8.	この治験の治験依頼者は誰ですか。
この治験は AbbVie 社により実施されました。この概要の読みやすさは患者支援団体が審査しました。
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治験課題名 中等症から重症の活動性潰瘍性大腸炎患者さんを対象としたウパダシチニブ（ABT-
494）の有効性及び安全性を評価する多施設共同、無作為化、二重盲検、プラセボ
対照導入試験

治験実施計画書番号 M14-675

Clinicaltrials.gov NCT03653026
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03653026?term=m14-
675&draw=2&rank=1

EudraCT 2016-000642-62
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=M14-675

治験依頼者 AbbVie, Inc.
電話：+1 800-633-9110
電子メール：abbvieclinicaltrials@abbvie.com

2021 年 6 月 30 日。この資料には資料の最終化時点での既知の事実が記載されています。

9.	この治験に関する詳しい情報はどこで見つけることができますか。

ありがとうございました
AbbVie 社は治験参加者の皆様に対して、この治験の実施のために、
時間と労力を割いて頂いたことに感謝いたします。

皆様の医学の進歩、医療の発展への貢献に心より御礼申し上げます。

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03653026?term=m14-675&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03653026?term=m14-675&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=M14-675
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