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COPD 治療薬「ウルティブロ®ブリーズへラー®」の英国での発売について
当社がノバルティス社へ導出しているグリコピロニウム臭化物（開発コード：NVA237、製品
名：シーブリ ®ブリーズへラー ®）を含有する配合剤「ウルティブロ ®ブリーズへラー ®」（開発
コード：QVA149。以下、「ウルティブロ」）が、英国においてファイザー・リミテッド社（以
下、ファイザー社）により発売されましたので、お知らせいたします。

本年９月に導出先のノバルティス社とファイザー社の間で締結された独占的販売契約を基に、
「ウルティブロ」は慢性閉塞性肺疾患(以下、COPD)の諸症状を緩和する新規吸入気管支拡張剤
として英国において発売されます。COPDは英国での死亡原因の第５位となっており、乳がん、
大腸がんや前立腺がんより死亡原因として多い疾患です1。英国のCOPD患者数は370万人を超え
ており1、世界第２位の市場規模（売上ベース）を占めていると見積もられています2。

本件による当期連結業績予想に与える影響は軽微でありますが、今後修正が必要と判断した
場合には、速やかに開示いたします。

＜ご参考＞

「ウルティブロ®ブリーズヘラー®」について：
１日１回吸入の「ウルティブロ®ブリーズヘラー®」（欧州）／「ウルティブロ®吸入用カプセ
ル」（日本）は、長時間作用性抗コリン薬（LAMA）であるグリコピロニウム臭化物と長時間作
用性β2刺激薬（LABA）であるインダカテロールマレイン酸塩の固定用量の配合剤であり、COPD
の諸症状を緩和するための１日１回吸入気管支拡張剤として承認されております3。「ウルティ
ブロ」は、開発コードQVA149としてノバルティス社によって開発されました。臨床試験におい
て、サルメテロール50μg /フルチカゾン500μg（日本で未承認の用法・用量）や非盲検チオト
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ロピウム18μgを含むCOPD標準治療薬に対する「ウルティブロ」の統計学的に有意な呼吸機能改
善効果が確認されております4－6。
「ウルティブロ」は既に欧州、日本、カナダ、南米、オーストラリア等を含む50ヵ国以上に
おいて承認されております。

「シーブリ®ブリーズヘラー®」について：
「シーブリ®ブリーズヘラー®」（欧州）/「シーブリ®吸入用カプセル50μg」（日本）（開発
コード：NVA237、グリコピロニウム臭化物）は、長時間作用性抗コリン薬（LAMA）であり、
COPDの諸症状を緩和するための１日１回吸入気管支拡張剤として既に欧州、日本、カナダ、
オーストラリア、南米、中東、アジアを含む70ヵ国以上において承認されております。
2005年４月に当社とベクチュラ社はグリコピロニウムの全世界の独占的開発・販売権をノバ
ルティス社に導出いたしました。
「ウルティブロ」、「シーブリ」、および「ブリーズへラー」はノバルティス社の登録商標で
す。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)について：
COPD は、全世界で約２億１千万人が罹患しており 7、2020 年までに全世界で死亡原因の３位
になると予想されています 8。病状が徐々に悪化する致死的な進行性疾患です

7,8

。COPD の症状

によって COPD は、致死的な進行性疾患であり、息切れを引き起こすことで、患者さんの身体機
能や生活の質（QOL）に悪影響を与えます

7,8

。COPD はしばしば高齢者の疾患と思われがちです

が、患者さんの 50％は 65 歳未満であり、欠勤および早期退職を増加させ、労働参加を減少さ
せることが予想されます 9,10。

そーせいグループ株式会社について：
そーせいグループは医薬品開発に注力するバイオ医薬品会社です。グローバルベースでの新
規開発品の導入や探索、自社開発や提携による研究開発活動を通じ、リスクコントロールされ
た開発品パイプラインを構築する独自の事業展開を図っております。
そーせいグループに関する詳細な情報は、www.sosei.com をご覧下さい｡
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