
治験結果の概要
一般の方向け

全体的な概要

•	 研究者は、進行性核上性麻痺（PSP）の治療
方法を探しています。

•	 この治験の研究者は、規制当局によってまだ承認
されていない薬物 tilavonemab を PSP の治療に
役立てることができるかどうかを調査することを
目的としました。

•	 この治験は、2016 年 12 月から 2019 年 11 月
までの間に 8 ヵ国で実施されました。

•	 合計 377 名の成人患者さんがこの治験に参加しま
した。この治験で患者さんは薬物またはプラセボ
の投与を受けました。このうち 226 名の患者さん
が治験を中止しました。そのほとんどは、
tilavonemab の効果が不十分であったことから
治験依頼者が治験を早期に中止したためでした。

•	 この治験は 3 つのパートに分けられました：スク
リーニング期間、投与期間および投与後追跡期間。
患者さんを投与群［プラセボまたは tilavonemab

（低用量または高用量）］に無作為に（偶然に）
割り付けました。

•	 この治験では、PSP 患者さんにおいて、
tilavonemab の投与により、プラセボと比較して
PSP の症状に、意味のある改善は認められま
せんでした。その結果、この治験は早期に終了
となりました。

•	 副作用が認められた患者さんの数は、
tilavonemab の投与を受けた患者さんとプラセボ
の投与を受けた患者さんでほぼ同じでした。この
患者集団に見られた副作用は、PSP 患者に見ら
れた副作用と同じでした。

•	 他の病気や症状に対してこの薬物をさらに開発
するために、研究者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。

進行性核上性麻痺（PSP）を有する成人患者さんの治療において、プラセボと比較し
tilavonemabを含む薬物がどれほど安全で効果的に作用するかを研究する治験



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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研究者は、この治験を第 II 相、二重盲検、プラセボ対照、無作為化試験として計画しました。
•	 第 II 相試験では、症状または病気を有する少数の患者さんで新たな治療の候補として調査します。この

第 II 相試験では、治験担当医師は、プラセボと比較して、PSP の成人患者さんにおける tilavonemab の
ベネフィットを調べました。
•	プラセボとは、調べている薬物と見た目は同じですが、薬物が含まれていないものです。
•	この治験では患者さんを無作為割付けしました。つまり、患者さんを投与群に無作為に（偶然に）割り

付けました。
•	また、この治験は「二重盲検」、つまり、患者さんも治験担当医師のどちらもが誰が tilavonemab（高用量

または低用量）を投与されているか、誰がプラセボを投与されているかを知りませんでした。

この治験の主な目的は、PSP の成人患者さんを対象として、tilavonemab の投与により PSP の症状がプラセボ
と比較して改善するかどうかを明らかにすることでした。また、治験薬での治療後に患者さんが発症したすべて
の副作用を治験担当医師が調べました。この概要にはこの治験の結果のみが記載されており、他の PSP の
治験の結果とは異なっている可能性があります。

研究者は、進行性核上性麻痺（PSP）の治療方法を探して
います。PSP は、身体の動き、思考および行動をコント
ロールする、特定の脳の領域にある細胞が損傷して死滅
した場合に生じるまれな脳の病気です。PSP は、脳に自然
に存在する「タウ」と呼ばれるタンパク質が異常な状態
となり、細胞内に蓄積することによって生じます。PSP は、
症状が悪化していき、患者さんは日常生活での動作を
ひとりで行うことができなくなります。

この治験の研究者は、規制当局によってまだ承認されて
いない薬物 tilavonemab を PSP の治療に役立てることが
できるかどうかを調査することを目的としました。
Tilavonemab は、体内の免疫（防御）システムによって
作られるタンパク質で、有害な物質と戦う抗体です。
Tilavonemab は、脳内のタウタンパク質の量を減らす
抗タウ抗体で、これまでに動物を使って調査されました。
そこで、研究者は、tilavonemab がヒトでも同じ作用を
もたらすかどうかを調査することを目的としました。



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 377 名の成人患者さんがこの治験に参加し、薬物
またはプラセボの投与を受けました。この治験には、
男性（58.1%）が女性（41.9%）よりも多く参加しました。
患者さんの年齢は 49 ～ 86 歳で、平均年齢は 68.8 歳
でした。治験担当医師は、40 歳以上の成人のみをこの
治験の参加対象として選びました。これは、PSP が主に
高齢者に発症する変性疾患であるためです。この治験
に参加するには、患者さんは 40 歳以上で PSP の症状
が初めて認められ、症状が 5 年未満続いている必要が
あります。

58.1%
男性

41.9%
女性
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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 2016 年 12 月から 2019 年 11 月までの間に以下の国で実施されました：オーストラリア、カナダ、
ドイツ、フランス、イタリア、米国、スペインおよび日本。



スクリーニング期間

（8週間）

1日目、15日目、29日目およびその後は28日ごとに静脈内投与。

投与期間（52週間）

Tilavonemab（高用量）

Tilavonemab（低用量）

プラセボ

投与後追跡期間
（最終投与後20週間）

または長期継続投与試験
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3.	どの薬物が研究されましたか。
この治験の薬物は tilavonemab でした。治験がどのように行われたかを下の図に示します。

この治験は 3 つのパートに分けられました：スクリーニング期間、投与期間および投与後追跡期間。治験
開始前に、患者さんが組み入れ基準を満たして治験に参加できるかどうかを確認するためにスクリーニング
期間を実施しました。患者さんにスクリーニングを行った後、3 つの投与群のうちの 1 群に無作為に（偶然に）
割り付けました。
•	 Tilavonemab（高用量）
•	 Tilavonemab（低用量）
•	プラセボ（非薬物）

患者さんも治験担当医師もどちらもが、どの治療に割り付けられたかは知らされていませんでした。スクリー
ニングから追跡調査までの合計参加期間は約 1.5 年でした。

投与期間では、tilavonemab 群の患者さんに tilavonemab を静脈内に投与しました。プラセボ群の患者さん
には、プラセボを静脈内に投与しました。

52 週間の投与期間を完了し、tilavonemab の投与継続を希望した患者さんは、PSP 患者さんを対象として
tilavonemab の安全性と有効性を引き続き調査する別の長期継続投与試験に移りました。投与を受けた
ものの投与期間を完了しなかった患者さん、治験を完了したが継続投与試験に移らないことを選択した患者
さん、または継続投与試験への参加に適さなかった患者さんは、投与後追跡期間に移りました。
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4.	副作用には何がありましたか。
副作用とは、治験中に生じた望ましくない医学的事象です。これらは、治験での治療により引き起こされた
可能性もあればそうでない可能性もあり、また病気に関連する可能性もあればそうでない可能性もあります。

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。

関連のある副作用とは、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副作用の
ことです。
•	この治験中、約 25.5%（96 名）の患者さんが重篤な副作用を発症しました。治験薬と関連があるかも

しれないと考えられた重篤な副作用を発症した患者さんは、合計で 1.1%（4 名）でした。
•	この治験中に、患者さんの約 6.9%（26 名）が、副作用のために治験薬の投与を中止しました。治験薬

と関連があるかもしれないと考えられる副作用のために投与を中止した患者さんは、合計で 0.8%（3 名）
でした。
•	この治験中に合計 26 名（6.9%）の患者さんが死亡しました。いずれも治験薬と関連ありと考えられま

せんでした。

この治験で患者さんに発症した関連のある重篤な副作用、患者さんが治験薬の投与を中止するに至った関連
のある副作用、および死亡に至った関連のある副作用についての情報を下の表に示します。

治験全体

プラセボ 
（N = 126）

Tilavonemab 
低用量 

（N = 126）

Tilavonemab 
高用量 

（N = 125）

関連のある重篤な副作用が
発症した患者数

2（1.6% の
患者）

1（0.8% の
患者）

1（0.8% の
患者）

関連のある重篤な副作用 前立腺癌、間質性肺
疾患（肺の瘢痕化を
引き起こす肺疾患）

手首関節骨折 治験薬に対する過敏
症、眼部腫脹、眼充
血（眼の赤み）

関連のある副作用のため 
治験薬の投与を中止した 
患者数

2（1.6% の
患者）

0（0.0% の
患者）

1（0.8% の
患者）

中止の理由 無力症（脱力）、 
間質性肺疾患

– 運動能力の機能障害

死亡に至った関連のある 
副作用の件数

0（0.0% の
患者）

0（0.0% の
患者）

0（0.0% の
患者）
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治験全体

プラセボ 
（N = 126）

Tilavonemab 
低用量 

（N = 126）

Tilavonemab 
高用量 

（N = 125）

関連のある副作用を最低
1 件発症した患者数

38（30.2% の患者） 34（27.0% の患者） 36（28.8% の患者）

無力症（脱力） 3（2.4% の患者） 3（2.4% の患者） 5（4.0% の患者）

疲労（疲れ） 2（1.6% の患者） 5（4.0% の患者） 3（2.4% の患者）

転倒 2（1.6% の患者） 5（4.0% の患者） 3（2.4% の患者）

体重減少 3（2.4% の患者） 3（2.4% の患者） 2（1.6% の患者）

頭痛 5（4.0% の患者） 2（1.6% の患者） 2（1.6% の患者）

この治験中、患者さんの約 87.5%（330 名）が副作用を発症しました。治験薬と関連があるかもしれない
と考えられた副作用を発症した患者さんは、合計で 108 名（28.6%）でした。

この治験において、よく見られる（全体で 8 名以上の患者さんに発症した）関連のある副作用についての
情報を下の表に示します。最もよく見られる関連する副作用は無力症（脱力）でした。

副作用が認められた患者さんの数は、tilavonemab 群の患者さんとプラセボ群の患者さんでほぼ同じでした。

5.	治験の全般的な結果はどうでしたか。
この治験では、PSP 患者さんにおいて、tilavonemab の投与により、プラセボと比較して PSP の症状に、
意味のある改善は認められませんでした。その結果、この治験は早期に終了となりました。症状に対する
治験薬の効果は、進行性核上性麻痺評価尺度（PSPRS）と呼ばれる特定の評価尺度を用いて評価しました。
PSPRS により、治験薬投与前から 52 週目までの PSP の症状の変化を評価しました。この尺度は、日常活動、
運動能力、平衡感覚などの基準に対する治療の影響を評価するものです。Tilavonemab（低用量または
高用量）の投与を受けた患者さんに、プラセボと比較して PSP の症状の改善は認められませんでした。

副作用が認められた患者さんの数は、tilavonemab の投与を
受けた患者さんとプラセボの投与を受けた患者さんでほぼ同じ
でした。この患者集団に見られた副作用は、PSP 患者に見ら
れた副作用と同じでした。 
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治験課題名 進行性核上性麻痺患者を対象とした ABBV-8E12 の有効性、安全性、忍容性及び
薬物動態を評価する無作為化、二重盲検、プラセボ対照、反復投与試験

治験実施計画書番号 M15-562

ClinicalTrials.gov NCT02985879
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02985879

EudraCT 2016-001635-12
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/
search?query=2016-001635-12

治験依頼者 AbbVie
電話：(800) 633-9110
電子メール：abbvieclinicaltrials@abbvie.com

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、この治験の実施に寄与し、時間
を割き努力していただいたことに感謝いたします。

治験参加者は科学の発展に寄与します！

2020 年 10 月 19 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。

6.	この治験は患者さんと研究者をどのように助けましたか。
この治験では、tilavonemab の投与を受けた患者さんに、プラセボの投与を受けた患者さんと比較して
PSP の症状の改善は認められませんでした。また、この治験から tilavonemab の忍容性はおおむね良好で
あることが分かりました。この治験の結果は、tilavonemab が他の疾患を有する患者さんの一助となるか
どうかを研究する他の治験に使用される可能性があります。

この概要はこの治験の結果のみが記載されており、他の同じような治験の結果とは異なっている可能性が
あります。患者さんは、かかりつけ医および／または治験担当医師と個々の治療についてさらに話し合うべき
であり、1 治験の結果のみに基づき自分自身の治療を変更すべきではありません。

7.	将来的な治験の計画は何かありますか。
現時点では、PSP の治療を目的とした tilavonemab の今後の治験は計画されていません。

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。この概要の可読性は患者さんの弁護団が審査しました。

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。


