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ビンダケル®カプセル20mg添付文書 2019年11月改訂（第1版）

ビンダケル®カプセル20mg（以下、本剤）の使用に際しては、最新の添付文書、医薬品
リスク管理計画書及び本資材「ビンダケルをトランスサイレチン型心アミロイドーシスに
適正にお使いいただくために」を熟読の上、適正な使用をお願いいたします。本資材では、
適正使用の一助となるよう、トランスサイレチン型心アミロイドーシスの診断及び対象
患者の選択における注意事項について紹介します。
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●国際共同第Ⅲ相臨床試験：B3461028試験
（国内を含む海外データ）

4. 効能又は効果
◯トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチーの末梢神経障害の進行抑制
◯トランスサイレチン型心アミロイドーシス（野生型及び変異型）

6. 用法及び用量
〈トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチー〉
通常、成人にはタファミジスメグルミンとして1回20mgを1日1回経口投与する。

〈トランスサイレチン型心アミロイドーシス〉
通常、成人にはタファミジスメグルミンとして1回80mgを1日1回経口投与する。忍容性がない場合
は減量できる。

5. 効能又は効果に関連する注意
〈効能共通〉
5.1 本剤の適用にあたっては、最新のガイドラインを参照し、トランスサイレチンアミロイドーシスの診断

が確定していることを確認すること。
5.2 肝移植後の患者における有効性及び安全性は確立していない。臨床試験での使用経験がない。
〈トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチー〉
5.3 重症度の高い患者（歩行に介助が必要な患者等）における有効性及び安全性は確立していない。臨床

試験での使用経験が少ない。
5.4 トランスサイレチンのV30M変異型以外の変異を有する患者における有効性及び安全性は確立して

いない。臨床試験での使用経験が少ない。
〈トランスサイレチン型心アミロイドーシス〉
5.5 本剤は、トランスサイレチン型心アミロイドーシスによる心不全を有する患者に使用すること。また、
「臨床成績」の項の内容を熟知し、臨床試験の選択基準等を十分理解した上で、適応患者の選択
を行うこと。［17.1.3参照］

5.6 NYHA心機能分類Ⅲ度の患者では、NYHA心機能分類Ⅰ・Ⅱ度の患者より相対的に本剤の有効性が
低い可能性があるので、本剤の作用機序、及び臨床試験で示唆されたNYHA心機能分類と有効性
の関係を十分に理解し、患者の状態を考慮した上で、本剤投与の要否を判断すること。［17.1.3参照］

5.7 NYHA心機能分類Ⅳ度の患者における有効性及び安全性は確立していない。臨床試験での使用経験
がない。

1. 適正使用に関するお願い
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2. トランスサイレチン型心アミロイドーシスの診断  の流れ

「日本循環器学会. 2020年版心アミロイドーシス診療ガイドラインhttps://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/05/JCS2020_Kitaoka0424_0420.pdf（2020年6月閲覧）｣
日本循環器学会、日本アミロイドーシス学会、日本血液学会、日本心エコー学会、日本心臓病学会、日本心不全学会、日本不整脈学会、厚生労働省難治性疾患政策研究事業

「アミロイドーシスに関する調査研究班」、厚生労働省難治性疾患政策研究事業「特発性心筋症に関する調査研究」研究班2020年版心アミロイドーシス診療ガイドライン1, 2020

＊本ガイドライン策定時点では、心アミロイドーシスに対して99mTcピロリン酸シンチグラフィは保険診療として認められていない。

トランスサイレチン型心アミロイドーシスを診断する際は「日本循環器学会 心アミロイ
ドーシス診療アルゴリズム」を参考にしてください。

心アミロイドーシスを念頭に置くべき患者

とくにチェックすべき徴候・身体所見

スクリーニング検査

99mTcピロリン酸シンチグラフィ

Grade0 Grade1 Grade2-3

M蛋白の検出
・血清FLC
・血清蛋白電気泳動
・血清免疫固定法
・尿免疫固定法

（－） （＋）

・原因不明の心不全
・原因不明の心肥大
・大動脈弁狭窄症（ATTR）
・強い伝導障害

・手根管症候群（とくに両側）
・脊柱管狭窄症
・末梢神経障害
・自律神経障害

・巨舌
・Shoulder pad sign 
・蛋白尿などの腎障害
・下血などの消化器症状など

・心電図（低電位、偽梗塞パターン、伝導障害など）
・心エコー法（心肥大，拡張能障害、GLS低下、
Apical sparingなど）
・採血検査（血中心筋トロポニンT/I上昇など）
・心臓MRI（びまん性の心内膜側のLGE、
T1 mappingおよびECV高値など）

図32　心アミロイドーシス診療アルゴリズム

診断基準に則り, Probable診断が可能

ALアミロイドーシス ATTRアミロイドーシス

ATTRvアミロイドーシス

診断基準に則り、Definite診断を行う

遺伝子検査

Grade 0, M蛋白（＋）

Grade 1, M蛋白（＋）

Grade 2-3, M蛋白（＋）

Grade 2-3, M蛋白（－）
ATTRの可能性がきわめて高い

Grade 0, M蛋白（－）
心アミロイドーシスは否定的

アミロイドタイピング
　免疫組織化学染色
　組織質量分析（LMD-LC-MS/MS）

Grade 1, M蛋白（－）
再評価（ とくに心臓MRI）

低侵襲なスクリーニング部位の生検
（下記の生検を組み合わせて行う）
　　腹壁脂肪吸引生検
　　皮膚生検
　　口唇生検
　　消化管生検

生検でアミロイド沈着を認める場合

高侵襲な障害臓器の生検
（主たる障害臓器で生検を行う）

心筋生検
神経生検
骨髄生検
腎生検

ATTRwtアミロイドーシス
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3. 対象患者の選択に関する注意事項

NYHA心機能分類Ⅲ度の患者では、NYHA心機能分類Ⅰ・Ⅱ度の患者より
相対的に本剤の有効性が低い可能性があるので、本剤の作用機序、及び
臨床試験で示唆されたNYHA心機能分類と有効性の関係を十分に理解し、
患者の状態を考慮した上で、本剤投与の要否を判断すること。

ビンダケルの国際共同第Ⅲ相臨床試験（B3461028試験）ではNYHAの心機能分類別
（Ⅰ度・Ⅱ度、Ⅲ度）の探索的解析でビンダケル併合群（ビンダケル80mg群とビンダケル
20mg群の併合群）とプラセボ群との比較を実施した。

本試験の臨床成績を参考の上、本剤の投与を検討ください。

（1） 患者要件（厚生労働省発出）
ビンダケルカプセル 20mg
　トランスサイレチン型心アミロイドーシス（野生型及び変異型）
１）本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「NYHA心機能分類Ⅲ度の患者では、NYHA心機能分類Ⅰ・Ⅱ度の患者
より相対的に本剤の有効性が低い可能性があるので、本剤の作用機序、及び臨床試験で示唆されたNYHA心機能分類と
有効性の関係を十分に理解し、患者の状態を考慮した上で、本剤投与の要否を判断すること。」及び「NYHA心機能分類
Ⅳ度の患者における有効性及び安全性は確立していない。」とされているので、使用に当たっては十分留意し、本剤の初回
投与に当たっては、NYHA心機能分類Ⅰ～Ⅲ度の患者を対象とすること。

２）本製剤を「トランスサイレチン型心アミロイドーシス（野生型及び変異型）」の効能・効果に使用する場合、本製剤の薬剤料に
ついては、次の①又は②のすべての要件を満たした場合に算定でき、いずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載
すること。（「患者要件①」又は「患者要件②」と記載）

① 野生型の場合
ア 心不全による入院歴又は利尿薬の投与を含む治療を
必要とする心不全症状を有すること

イ 心エコーによる拡張末期の心室中隔厚が12mmを超える
こと

ウ 組織生検によるアミロイド沈着が認められること
エ 免疫組織染色によりTTR前駆タンパク質が同定される
こと

② 変異型の場合
ア 心筋症症状及び心筋症と関連するTTR遺伝子変異を
有すること

イ 心不全による入院歴又は利尿薬の投与を含む治療を必要
とする心不全症状を有すること

ウ 心エコーによる拡張末期の心室中隔厚が12mmを超える
こと

エ 組織生検によるアミロイド沈着が認められること

投与に際して注意すべき事項

本剤は、トランスサイレチン型心アミロイドーシスによる心不全を有する
患者に使用すること。また、「臨床成績」の項の内容を熟知し、臨床試験の
選択基準等を十分理解した上で、適応患者の選択を行うこと。

投与対象となる患者

前項「2. トランスサイレチン型心アミロイドーシスの診断の流れ」、本試験の試験方法、
組み入れ基準、臨床成績を参考の上、本剤の投与を検討ください。

ビンダケルの国際共同第Ⅲ相臨床試験（B3461028試験）では下記の組み入れの基準を設けた。

【組み入れ基準】
心不全に関する項目
・ 心不全の既往歴がある
・ 少なくとも1回は心不全による入院歴がある。あるいは入院歴がなくとも利尿剤による
治療を受けた、または治療を要する程度の用量負荷、心内圧上昇の症候または症状
（頚静脈圧の上昇、息切れ、X線画像所見または聴診によって確認された肺うっ血、
末梢浮腫等）を呈する心不全の臨床症状を有する患者

トランスサイレチン型心アミロイドーシスを示唆する画像所見の関連項目
・ 心臓超音波検査に基づき測定した拡張末期の心室中隔壁厚が12mm超

トランスサイレチン型心アミロイドーシス症例に対するビンダケル
適性投与のための施設要件、医師要件に関するステートメント　患者要件とは

ATTR-ACT試験において除外された患者群
●心不全の原因がATTRアミロイドーシスによらないもの　●NYHA Class IVの心不全患者　
●ALアミロイドーシスの存在　●心臓デバイスが植え込まれた患者　
●推算糸球体濾過量（eGFR）25 ml/min/1.73 m2未満の患者　
●肝トランスアミナーゼが正常上限の2倍を超える患者　
●著しい低栄養患者（修正Body Mass Index（血清アルブミン(g/L)×BMI）が600未満）
●非ステロイド性抗炎症薬、タウロウルソデオキシコール酸、ドキシサイクリン、カルシウム拮抗薬，ジギタリ
スを内服中の患者　●肝または心臓移植を行った患者　●タファミジスでの治療歴がある患者

一般社団法人 日本循環器学会ホームページ 日本循環器学会からのお知らせ（3月30日）
トランスサイレチン型心アミロイドーシス症例に対するビンダケル適性投与のための施設要件、医師要件に関するステートメント

http://www.j-circ.or.jp/topics/83thjcs_statement_dr_fukuda.pdf　2020年6月23日参照

Mauere, MS. et al.: N Engl J Med 379（11）: 1007, 2018より作図
本試験はファイザー社の支援により実施された試験である。

著者にファイザー社より謝礼、コンサルティング料、講演報酬などを受領した者が含まれる。
本試験結果の論文掲載に当たってはファイザー社の支援を受けた。

本論文の著者のうち8名はファイザー社の社員である。

6 7



3. 対象患者の選択に関する注意事項

［主要評価項目］

承認時評価資料：トランスサイレチン型心アミロイドーシス患者を対象とした国際共同試験 ［L20190111010］

主解析〈ITT集団〉
試験期間中の死因を問わない死亡＊及び心血管事象に関連する入院頻度を組み合わせ
た評価項目の検証的解析（国内を含む海外データ）
ITT集団を対象とした主解析において、試験期間中の死因を問わない死亡＊及び心血管
事象に関連する入院頻度を組み合わせた評価項目について、ビンダケル併合群でプラ
セボ群に対して優越性が検証されました（p=0.0006、Finkelstein-Schoenfeld法）。
30ヵ月時の生存例の割合は、ビンダケル併合群で70.5%（186/264例）、プラセボ群
で57.1％（101/177例）でした。また、30ヵ月時の生存例における心血管事象に関連
する入院頻度（1年あたり）の平均は、ビンダケル併合群で0.297回、プラセボ群で
0.455回でした（表1）。

国際共同第Ⅲ相臨床試験：B3461028試験（国内を含む海外データ）

※40mgに減量した可能性のある患者を含む。

試験デザイン
目 的

対 象
方 法

：
：

：
：

無作為化、二重盲検、プラセボ対照、多施設国際共同、3群、並行群間、検証試験
TTR遺伝子変異型または野生型を有するATTR-CM患者に対するビンダケルの有効性、安全性及び
忍容性を評価する。
TTR遺伝子変異型または野生型を有するATTR-CM患者441例（うち日本人17例）
441例を2：1：2の割合で無作為に割り付け（ビンダケル80mg群176例、ビンダケル20mg群88
例、プラセボ群177例）、ビンダケル80mg、ビンダケル20mgもしくはプラセボを1日1回最長30ヵ
月間投与し、比較検討した。ITT集団を主要な有効性解析対象集団とした。

●有効性の評価項目
［主要評価項目］
・ 試験期間中の死因を問わない死亡＊及び心血管事象に関連する入院頻度を組み合わせた評価項目（検証項目）
●安全性の評価項目
・ 有害事象など
●解析方法
[主要評価項目]
〔主解析〕
死因を問わない死亡＊及び心血管事象に関連する入院頻度を階層的に評価した。
ビンダケル80mg群及びビンダケル20mg群の患者を1つの群に併合し、Finkelstein-Schoenfeld法を用いて
ビンダケル併合群とプラセボ群を比較した（両側検定、有意水準0.05）。
〔探索的解析〕
Finkelstein-Schoenfeld法を用いてベースライン時のNYHA心機能分類別にビンダケル併合群とプラセボ群を
比較した。

注1）:主な選択基準は以下のとおりであった。
NYHA心機能分類Ⅰ度～Ⅲ度で、少なくとも1回の心不全による入院歴がある患者又は入院歴がなくとも利尿薬による治療歴のある循環血流量増加若しくは心内圧亢進の所見を
伴う心不全を有する患者
野生型：
・ TTR遺伝子変異を有さない。
・ 組織生検によるアミロイド沈着が認められる。
・ 免疫組織染色、質量分析法等によりアミロイド前駆タンパク質がTTRであると同定される。
・ 心エコーによる拡張末期の心室中隔厚が12mm超
変異型：
・ 心筋症症状及び心筋症と関連するTTR遺伝子変異を有する。
・ 組織生検によるアミロイド沈着が認められる。
・ 心エコーによる拡張末期の心室中隔厚が12mm超

0ヵ月時 30ヵ月時

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

無
作
為
化（
2
：
1
：
2
）

ビンダケル
継続試験

（B3461045試験）

ビンダケル80mg/日群※

（n=176）

ビンダケル20mg/日群
（n=88）

プラセボ群
（n=177）

試験方法

無作為化、二重盲検、プラセボ対照試験

＊死因を問わない死亡：心臓移植及び人工心臓の埋め込みによる中止症例は死因を問わない死亡に含む。

30ヵ月時の生存例と割合

30ヵ月時の心血管事象に関連する入院頻度（1年あたり）の平均1）

p値、Finkelstein-Schoenfeld法（vs プラセボ群）2）

表1　トランスサイレチン型心アミロイドーシスにおけるビンダケルの有効性（30ヵ月時）

ビンダケル併合群
（n＝264）

プラセボ群
（n＝177）

186（70.5）

0.297

101（57.1）

0.455

0.0006

本剤は外国及び国内における臨床試験成績を基に承認されました。
以下の臨床試験には、ビンダケルのトランスサイレチン型心アミロイドーシスに対する用法及び用量について、本邦における　承認外の成績を含みます。
「禁忌を含む使用上の注意」等はDI頁をご参照ください。

6.用法及び用量
〈トランスサイレチン型心アミロイドーシス〉
通常、成人にはタファミジスメグルミンとして1回80mgを1日1回経口投与する。忍容性がない場合は減量できる。

1）心血管事象に関連する入院頻度（1年あたり）は、（心血管事象による入院の発症数）/（試験期間［年］）と定義した。
2）死因を問わない死亡＊及び心血管事象に関連する入院頻度の群間差はFinkelstein-Schoenfeld法を用いて階層的に解析した。また、各被験者は同じ層内のすべての
被験者とpairwise法により比較した。

主解析は、ビンダケル併合群とプラセボ群で死因を問わない死亡＊及び心血管事象に関連する入院頻度の差異を階層的に評価した。
なお、本解析の入院は、試験期間中の心血管事象に関連する入院のみとし、無作為化前の理由を問わない入院は含めなかった。

＊死因を問わない死亡：心臓移植及び人工心臓の埋め込みによる中止症例は死因を問わない死亡に含む。
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治験薬と関連が否定されなかった有害事象の発現率はビンダケル併合群で42.8％
（113/264例）、プラセボ群で50.8％（90/177例）でした。治験薬と関連が否定されな
かった主な有害事象は、ビンダケル併合群で下痢16例（6.1％）、悪心11例（4.2％）、尿路
感染10例（3.8％）等、プラセボ群で下痢18例（10.2％）、悪心10例（5.6％）、尿路感染8例
（4.5％）等でした。治験薬との因果関係が否定されなかった死亡は認められず、治験薬と
の因果関係が否定されなかった重篤な有害事象は、ビンダケル併合群で5例（膵炎、尿路
感染、肝機能検査値上昇、胃炎、急性腎障害　各1例）でした。治験薬との因果関係が
否定されなかった投与中止に至った有害事象は、ビンダケル併合群で１例（血中クレア
チニン増加）でした。

3. 対象患者の選択に関する注意事項

NYHA心機能分類別の探索的解析〈ITT集団〉
30ヵ月時における死因を問わない死亡＊及び心血管事象に関連する入院頻度を組み合わ
せた評価項目のベースライン時のNYHA心機能分類別解析（国内を含む海外データ）
（サブグループ解析）
ITT集団を対象とした主解析のベースライン時におけるNYHA心機能分類別解析において、
試験期間中の死因を問わない死亡＊及び心血管事象に関連する入院頻度を組み合わせた評価
項目について、ベースライン時のNYHA心機能分類Ⅰ・Ⅱ度の集団では、ビンダケル併合群は
プラセボ群と比較して統計学的に有意な差が認められました（p=0.0005、Finkelstein- 
Schoenfeld法）。また、ベースライン時のNYHA心機能分類Ⅲ度の集団では、ビンダケル
併合群はプラセボ群と比較して統計学的な有意差は認められませんでした（p=0.7819、
Finkelstein-Schoenfeld法）。
30ヵ月時の生存例の割合は、ベースライン時のNYHA心機能分類Ⅰ・Ⅱ度の集団ではビンダ
ケル併合群で81.2%（151/186例）、プラセボ群で67.5％（77/114例）、 ベースライン時の
NYHA心機能分類Ⅲ度の集団ではビンダケル併合群で44.9%（35/78例）、プラセボ群で
38.1％（24/63例）でした。また、30ヵ月時の生存例における心血管事象に関連する入院頻
度（1年あたり）の平均は、 ベースライン時のNYHA心機能分類Ⅰ・Ⅱ度ではビンダケル併合群で
0.246回、プラセボ群で0.457回、ベースラインのNYHA心機能分類Ⅲ度ではビンダケル併合群
で0.516回、プラセボ群で0.447回でした（表2）。
＊死因を問わない死亡：心臓移植及び人工心臓の埋め込みによる中止症例は死因を問わない死亡に含む。

5. 効能又は効果に関連する注意
〈トランスサイレチン型心アミロイドーシス〉
５.6 NYHA心機能分類Ⅲ度の患者では、NYHA心機能分類Ⅰ・Ⅱ度の患者より相対的に本剤の有効性が低い可能性があるので、本剤の作用
機序、及び臨床試験で示唆されたNYHA心機能分類と有効性の関係を十分に理解し、患者の状態を考慮した上で、本剤投与の要否を判断
すること。［17.1.3参照］
５.7 NYHA心機能分類Ⅳ度の患者における有効性及び安全性は確立していない。臨床試験での使用経験がない。
6. 用法及び用量
〈トランスサイレチン型心アミロイドーシス〉
通常、成人にはタファミジスメグルミンとして1回80mgを1日1回経口投与する。忍容性がない場合は減量できる。

表2　トランスサイレチン型心アミロイドーシスにおける
ビンダケルのNYHA心機能分類別有効性（30ヵ月時）

1）心血管事象に関連する入院頻度（1年あたり）は、（心血管事象による入院の発症数）/（試験期間［年］）と定義した。
2）死因を問わない死亡＊及び心血管事象に関連する入院頻度の群間差はFinkelstein-Schoenfeld法を用いて階層的に解析した。また、各被験者は同じ層内のすべて
の被験者とpairwise法により比較した。

主解析は、ビンダケル併合群とプラセボ群で死因を問わない死亡＊及び心血管事象に関連する入院頻度の差異を階層的に評価した。なお、本解析の入院は、試験期間
中の心血管事象に関連する入院のみとし、無作為化前の理由を問わない入院は含めなかった。

p値、Finkelstein-Schoenfeld法
（vs プラセボ群）2）

30ヵ月時の生存例と割合（%）

30ヵ月時の心血管事象に関連する
入院頻度（1年あたり）の平均1）

全症例a
ベースライン時に

NYHA心機能分類Ⅰ・Ⅱ度b
ベースライン時に

NYHA心機能分類Ⅲ度b

プラセボ群
（n=114）

77（67.5）

ビンダケル
併合群†

（n=186）

151（81.2）

プラセボ群a

（n=177）

101（57.1）

ビンダケル
併合群†

（n=264）

186（70.5）

0.297 0.455 0.246

ビンダケル
併合群†

（n=78）

35（44.9）

0.5160.457

プラセボ群
（n=63）

24（38.1）

0.447

0.0006

a 主要評価項目（検証項目）　b 主要評価項目の探索的解析

0.0005 0.7819
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