
＜⽶国医療従事者向けレターの参考和訳＞ 
 
医薬品に関する重要なお知らせ 

TNF 阻害剤治療と⽐較したゼルヤンツの使⽤に関する主要な心血管系有害事象と悪
性腫瘍（非⿊⾊腫⽪膚癌を除く）のリスク 
この資料中に提示されるトファシチニブの用法・用量について、10 mg 1 日 2 回投与は、関節リウマチに対して

本邦では承認されていません。 

医療従事者の皆様 

本書の目的は、中等症から重症の活動性関節リウマチ（RA）、中等症から重症の活動性潰瘍

性大腸炎（UC）の成人に対して承認されているゼルヤンツに関し、重要な安全性情報をお知

らせすることです（本剤の使用にあたっては最新の添付文書をご確認ください）。 
 
最近終了した市販後安全性臨床試験（A3921133 試験；NCT02092467）の 2 つの主要評価項目

の結果に基づき、主要な心血管系有害事象（MACE）が新しい重要な潜在的リスク１）に特定

され、悪性腫瘍（非黒色腫皮膚癌を除く）は依然として重要な潜在的リスクです。 
 

１）本邦の医薬品リスク管理計画においては、既に重要な潜在的リスクと特定しています。 
 

 
TNF 阻害剤治療と比較したゼルヤンツの使用に関する主要な心血管系有害事象と悪性腫瘍

（非黒色腫皮膚癌を除く）のリスク 

 
2021年1月27日、米国ファイザー本社は、2つの主要評価項目の結果を発表しました。 
www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-shares-co-primary-endpoint-results-
post-marketing のプレスリリースをご覧ください。 
本試験の主な目的は、50歳以上で少なくとも1つの心血管リスク因子（治験実施計画書の定

義による現喫煙者、高血圧、高比重リポ蛋白質[HDL] 40 mg/dL未満、糖尿病、冠動脈疾患の

既往歴、早発性冠動脈心疾患の家族歴、関節外症状合併）がある関節リウマチを有する被験

者を対象に、ゼルヤンツの2つの用量（5 mg 1日2回と10 mg 1日2回）とTNF阻害剤の安全性

を比較することでした。これらのリスク因子の一部は悪性腫瘍のリスク因子としても知られ

ています。 
この試験の2つの主要評価項目は、MACEおよび悪性腫瘍（非黒色腫皮膚癌を除く）でした。 
TNF阻害剤群とトファシチニブ併合群の主要比較の結果から、これらの主要評価項目におい

て、事前に規定したトファシチニブのTNF阻害剤に対する非劣性基準（いずれの主要評価項

目についてもトファシチニブ群の発現リスクはTNF阻害剤群の発現リスクと比べ劣っていな

いこと）を満たしませんでした。最も重要な結果は、これらのリスクが承認されている用
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法・用量（5 mg 1日2回と、UCのみに承認された10 mg 1日2回）と関連していることを示唆

しています。 
 
この試験は、少なくとも 1,500 人の被験者を 3 年間追跡し、試験終了までに MACE と悪性腫

瘍（非黒色腫皮膚癌を除く）の目標症例数が確認される必要がありました。合計 4,362 人の

被験者が試験薬の投与を受けました。主要解析には、MACE と判定された 135 人および悪性

腫瘍（非黒色腫皮膚癌を除く）が発現した 164 人が含まれました。トファシチニブについて、

MACE は新たに重要な潜在的リスクと特定されました。最も高頻度に報告された MACE は

非致死性の心筋梗塞でした。 
悪性腫瘍（非黒色腫皮膚癌を除く）は、引き続き重要な潜在的リスクと特定しました。最も

高頻度に報告された悪性腫瘍（非黒色腫皮膚癌を除く）は肺癌でした。 
すべての試験薬群において、MACE および悪性腫瘍の既知のリスク因子（高齢、喫煙など）

を有する被験者でのイベント発現率がより高値でした。 

 
判定されたMACE* 
 トファシチニブ 

5 mg BID群 
トファシチニブ 
10 mg BID群** 

トファシチニブ 
併合群 

TNF阻害剤群 

総被験者数 1455 1456 2911 1451 
リスク期間に初回イ

ベントが発生した被

験者の数*** (%) 

47 (3.23) 51 (3.50) 98 (3.37) 37 (2.55) 

観察人年 5166.32 4871.96 10038.28 5045.27 IR（95% CI）（イ

ベントが発生した被

験者の数/100観察

人年） 

0.91 (0.67, 1.21) 1.05 (0.78, 1.38) 0.98 (0.79, 1.19) 0.73 (0.52, 1.01) 

HR（95% CI） 
トファシチニブvs TNF阻害剤群 

1.24 (0.81, 1.91) 1.43 (0.94, 2.18) 1.33 (0.91, 1.94)****  

BID=1日2回投与、CI=信頼区間、HR=ハザード比、IR=発現率、MACE=主要な心血管有害事象 (*) コックス比例ハザードモデルに基づく。 (**) 10 mg BID群には、2019年2月の試験デザインの変更により10 mg BIDから5 mg BIDに切り替えられた被験者が含まれ

る。 (***) リスク期間は治療開始から 終投与の60日後までとした。 (****) TNF阻害剤群に対するトファシチニブ群（5 mg BID群＋10 mg BID群）のハザード比の95％ CIの上限が1.8を超えた

（1.94 >1.8）ため、あらかじめ設定した非劣性基準を満たさなかった。 
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判定された悪性腫瘍（非黒色腫皮膚癌を除く）*  トファシチニブ 
5 mg BID群 トファシチニブ 

10 mg BID群** トファシチニブ 
併合群 TNF阻害剤群 

総被験者数 1455 1456 2911 1451 
リスク期間に初回イ

ベントが発生した被

験者数*** (%) 62 (4.26) 60 (4.12) 122 (4.19) 42 (2.89) 
観察人年 5491.48 5311.71 10803.19 5482.30 IR（95% CI）（イ

ベントが発生した被

験者の数/100観察

人年） 
1.13 (0.87, 1.45) 1.13 (0.86, 1.45) 1.13 (0.94, 1.35) 0.77 (0.55, 1.04) 

HR（95% CI） 
トファシチニブvs TNF阻害剤群 1.47 (1.00, 2.18) 1.48 (1.00, 2.19) 1.48 (1.04, 2.09)****  
BID=1日2回投与、CI=信頼区間、HR=ハザード比、IR=発現率 (*) コックス比例ハザードモデルに基づく。 (**) 10 mg BID群には、2019年2月の試験デザインの変更により10 mg BIDから5 mg BIDに切り替えられた被験者が含まれ

る。 (***) リスク期間は投与の有無に関わらず，すべての追跡期間が含まれる。 (****) TNF阻害剤群に対するトファシチニブ群（5 mg BID群＋10 mg BID群）のハザード比の95％ CIの上限が1.8を超えた

（2.09 >1.8）ため、あらかじめ設定した非劣性基準を満たさなかった。 
 
2021年2月4日、米国食品医薬品局（FDA）は、これらの予備結果についてDrug Safety 
Communication（DSC）を発出しました。www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/initial-
safety-trial-results-find-increased-risk-serious-heart-related-problems-and-cancer-arthritisのDSCをご

覧ください。この発表の中で、FDAは以下のように述べています。 
 

FDAは、関節リウマチと潰瘍性大腸炎の治療薬であるゼルヤンツについて、市販後安

全性試験の主要な解析結果から、別の治療薬であるTNF阻害剤と比べて重篤な心疾患

および悪性腫瘍のリスクが高いことが示されたとして警告を発出する。FDAは、肺塞

栓や死亡を含めた他のリスクも調査する安全性試験を要求した。最終結果はまだ出て

いない。 
 
当局は現在までに受領している臨床試験結果を評価し、米国ファイザー本社と協力し

てできる限り早急に詳しい情報を取得する。当局のレビューが終わった段階で、ある

いは詳しい情報を取得した段階で、最終的な結論と勧告を通達する。 
 
患者は、疾患が悪化する可能性があるため、自己判断でゼルヤンツの服用を中止せず、

医療専門家に相談すること。疑問や不安がある場合は医療専門家に相談する。 
 
医療専門家は、患者への処方や治療継続を判断する際に、ゼルヤンツのベネフィット

とリスクを考慮すべきである。引き続きゼルヤンツの添付文書の注意喚起に従うこと。 
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米国ファイザー本社はFDAおよび他の規制当局と協力し、すべての結果と解析を入手次第レ

ビューします。さらに米国ファイザー本社は、リスク増加の原因となった可能性があるリス

ク因子を詳しく特定するために追加解析を実施し、必要な場合は追加のリスク軽減策を通知

いたします。 
 
処方医へのお願い 

 患者への処方や治療継続を判断する際は、ゼルヤンツのベネフィットとリスクを考慮

してください。 
 ゼルヤンツのリスクとベネフィットについて患者と相談してください。 
 自己判断でゼルヤンツの服用を中止せず、医療専門家に相談し、疑問や不安がある場

合は医療専門家に相談するよう患者に伝えてください。 
 引き続きゼルヤンツの添付文書の注意喚起に従ってください。 

 
 
 
 
Tamas Koncz, MD, MSc, PhD 
炎症・免疫領域 担当最高医学責任者 
ファイザー社 
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