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COPD の世界的な治療指針が 2 成分配合気管支拡張剤の広範な使用を推奨
• 2017 年度版 GOLD レポートは、COPD 症状を有する大多数の患者さんへの治療法として、ウルティブ
ロなどの２成分配合の気管支拡張剤を、第一選択薬として推奨
• ノバルティス社の FLAME 試験の結果で示されたように、気管支拡張作用による治療は、ステロイド含
有製剤の吸入治療を用いる前に行われるべき、基礎的な治療として評価
• このたびの推奨により、医療従事者らは従来から信頼されてきたコルチコステロイド配合吸入剤を用
いた COPD 治療から他の治療法へ移行することが予想される
このたび当社は、COPD 治療の世界的な指針である the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung
Disease (GOLD)の 2017 年度版レポートに関してノバルティス社から報告を得ましたのでお知らせいたします。
GOLD では初めて、症状増悪のリスクに関わらず、慢性閉塞性肺疾患（COPD）の症状を患う患者さんの治療に
おいて、ウルティブロⓇブリーズヘラーⓇ（グリコピロニウム臭化物／インダカテロール）をはじめとした２
剤配合型の気管支拡張剤が、第一選択薬として推奨されました。

2017 年度版 GOLD レポートは、世界中の医療従事者へ有効な COPD 症状管理法を提案する発行物です。これ
までとの大きな違いとして、ステロイドを含有する吸入配合剤の利用は、直近１年間で２回以上の増悪経験
をもつ患者さんまたは入院をしたことのある患者さんなど、少数の患者さんに限定されるべきであり、
LABA/LAMA の配合剤を使用したのちに用いられるべきであると明確に示しています 1。

このたびの新たな推奨により、COPD の症状増悪を予防するためには、医療従事者がこれまで第一選択薬で
あると信頼していたステロイド（ICS）/LABA を含有する配合剤ではなく、他の治療へ移行する可能性があり
ます 1。2017 年度版 GOLD レポートは、これらの治療法を続けた場合肺炎などの有害事象のリスクが上昇する
ことを明確に示し、また３剤併用療法を受けている多くの患者さんにおいては、これらの治療から離脱する
ことによる明らかな害は示されなかったことにも触れています 1。

ウルティブロⓇブリーズヘラーⓇは、COPD 症状の増悪を防ぐために使われる ICS/LABA の配合剤**の処方に対
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して、ステロイドが配合されていない COPD 治療薬のうち現在唯一臨床的な優位性が示されているものです 2。
直接比較を行った FLAME 試験 2 は、高い増悪リスクをもつ COPD 患者さんにとって、２剤配合の気管支拡張剤
が第一選択薬として用いられることの裏付けとして、明確な証拠を示していると考えられます。

GOLD について
The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)は 1997 年に発足した独立組織で
す。COPD の疾患啓発並びに疾患の予防や治療の改善にむけて、世界中の医療従事者や公衆衛生当局者と協力
しています 3。
COPD の管理についてエビデンスをもとにした戦略的な資料を作成することで、GOLD は地球上のどこにでも
存在する COPD 患者さんの生活の改善に努めています 1。

ウルティブロⓇブリーズヘラーⓇについて
ウルティブロ(一般名：グリコピロニウム臭化物／インダカテロールマレイン酸塩、製品名：Ultibro Ⓡ
BreezhalerⓇ(欧州)、ウルティブロⓇ吸入用カプセル(日本))は、1 日 1 回吸入の LAMA(グリコピロニウム臭化
物)と LABA(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、慢性閉塞性肺疾患(以下「COPD」)
の諸症状を緩和するための気管支拡張剤です 4。臨床試験において、サルメテロール 50mcg/フルチカゾン 500
mcg (SFC)5-7 や open-label tiotropium (18 mcg)を含む標準的な治療と比べ、気管支拡張について統計的に
優位であることが証明されています。ウルティブロは、欧州、南米、日本、カナダ、オーストラリア等を含
む 90 ヵ国以上において承認されています。

2005 年 4 月にそーせいとベクチュラ社は、グリコピロニウム臭化物並びにその使用・知的所有権をノバル
ティス社へ導出しています。

呼吸に制限のある様々な重症度の患者さんに適している低抵抗のブリーズヘラーⓇの吸入デバイスを通じ
て、ノバルティス社は呼吸器疾患治療のための開発を継続しています 8。ブリーズヘラーⓇは患者さんがすべ
ての薬剤を正しく吸引できているか、耳で聞いて、感じて、目で見て確認ができる医療機器です 4,8。

「ウルティブロⓇ」、
「ブリーズヘラーⓇ」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
慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、全世界で約 2 億 1 千万人が罹患しており 9、全世界で死亡原因の 3 位となって
います 10。COPD は、致死的な進行性疾患（通常時間経過とともに増悪）であり 1,9、息切れを引き起こすこと
で、患者さんの身体機能（活動制限や運動機能の低減など）や生活の質（QOL）に壊滅的な悪影響を与えます
1,9

。

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グローバルに医薬品開発に取り組む日本発バイオ医薬品企業です。当社はアルツハイ
マー病、統合失調症、がん免疫、偏頭痛、依存症、代謝疾患等の画期的なバイオ医薬品の創出を目指してい
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ます。革新的な基盤技術（GPCR 構造ベース創薬技術、新規ペプチド創薬・合成技術やナノ粉砕化技術）を用
いて、First/Best-in-class の可能性を有する開発品でパイプラインを構築しております。また、開発およ
び販売提携を通じて、既に 3 つの医薬品（COPD 治療薬の単剤と配合剤および緊急避妊薬）を患者さんに届
けております。これらの製品よりもたらされる安定的な収益をもとに、更なる成長を目指します。当社グルー
プはこれまでに Novartis 社、Pfizer 社、Allergan 社、AstraZeneca 社、MedImmune 社、MorphoSys 社、Teva
社等と提携しており、これからも我々のプロダクトを世界中の患者さんに届けるために支援していただける、
新たなパートナーを積極的に探求してまいります。
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｡

特記
* Long-acting beta2-adrenergic agonist/Long-acting muscarinic antagonist
** Seretide® Accuhaler® (salmeterol/fluticasone) 50 microgram /500 microgram /dose inhalation powder. Seretide and
Accuhaler are registered trademarks of the GlaxoSmithKline group of companies
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