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ウルティブロ ブリーズヘラー へ治療薬切り替え後の
COPD患者肺機能を有意に改善
•

新たに得られたデータにおいて、中等度または重度の症候性 COPD 患者が Seretide®から
ウルティブロ® ブリーズヘラー® による治療へ切り替えることで、肺機能が改善し、良好
な忍容性を有する新たなデータが得られた。

•

FLASH 試験はステロイドおよび気管支拡張剤の配合剤である Seretide®から非ステロイド
配合剤であるウルティブロ® ブリーズヘラー®へ切り替える有効性と安全性を評価した初
の無作為化対照試験である。

•

データは、オーストラリアのシドニーで開催されたアジア太平洋呼吸器学会(APSR)総会
において発表された。
当社は本日、中等度あるいは重度の症状を有する急激増悪のない†慢性閉塞性肺疾患(COPD)患

者が、セレタイド®（サルメテロール／フルチカゾン）50/500 mcgから直接、ウルティブロ® ブ
リーズヘラー® （インダカテロール／グリコピロニウム）110/50 mcgに切り替えた場合の安全性
と有効性を検討したFLASH*試験において好ましい結果が得られたとノバルティス社が発表1しまし
た。臨床試験においては主要評価項目を達成し、ウルティブロ® ブリーズヘラー®への切り替え
が肺機能(最低FEV1値：最低努力呼気肺活量）1を有意に改善することを示しました。

FLASH試験は、ステロイドおよび気管支拡張剤の配合剤からウルティブロ® ブリーズヘラー®へ
直接切り替えた場合、吸入コルチコステロイドの長期使用に伴う副作用を回避できるベネフィッ
トを確認することを目的とした初めての無作為化対照試験です 1。この試験で特徴的なことは、
実際の臨床の環境にするため、休薬期間‡を設けずに薬剤を切り替えている点です1。肺機能改善
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およびCOPD増悪抑制4はウルティブロ® ブリーズヘラー®1日1回投与が、サルメテロール／フル

チカゾン配合剤の1日2回投与に対して優れており 4、すでに実施された臨床試験で明らかになっ

1

ています。

本試験結果は、多くの症候性COPD患者には配合剤の気管支拡張剤を使用し、ステロイド含有治
療薬の使用は特定のタイプの患者に限定するよう推奨しているGOLDガイドラインに合致する製品
として認知されるべき結果を示しています5。

重要なことに、本日発表されたデータは、2種の治療薬の安全性と忍容性プロファイルが同程
度のものであることも示しています。

FLASH試験の結果については、オーストラリアのシドニーで開催されたアジア太平洋呼吸器学
会(APSR)総会（2017年11月23-26日）で発表しました。

Ultibro® Breezhaler®,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。
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ます。革新的な基盤技術である GPCR 構造ベースドラッグデザ
インを用いて、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 2 つの COPD 治療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、Allergan 社、AstraZeneca 社、第一三共株式会社、MorphoSys 社、
Teva 社、Pfizer 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｡

FLASH study について
FLASH 試験は、12 週間の無作為化、多施設、二重盲検、ダブルダミー、並行群間比較、治療
試験です 1。この試験には、中等度または重度 COPD の症候性患者が合計 502 名参加しました 1。

この試験の主要な目的は、肺機能の改善（12 週の時点での投与前トラフ FEV1）に関して、1
日 1 回ウルティブロ® ブリーズヘラー® 110/50 mcg の優越性をサルメテロール／フルチカゾン
の 1 日 2 回投与と比較して実証することでした 1。

2

試験の副次的目的は、以下の点に関してサルメテロール／フルチカゾンと比較したウルティ
ブロ・ブリーズヘラーの効果を検証することでした 6：
•

12 週の時点での Transition Dyspnea Index (TDI)フォーカルスコア

•

12 週の時点での投与前のトラフ努力性肺活量(FVC)

•

COPD アセスメントテスト(CAT)で測定した 12 週の時点での COPD の症状

•

12 週間にわたるレスキュー薬の平均使用回数（パフ/日）とレスキュー薬を使用しな

かった日数のパーセンテージ。

この試験では、12 週間の治療期間の安全性と忍容性（有害事象、重篤な有害事象、COPD 増悪
を含む）についても評価しました 1。

ウルティブロ® ブリーズヘラー®について
ウルティブロ® ブリーズヘラー®

(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、欧
州(EU)で承認を受けている 1 日 1 回 LABA**/LAMA††の配合剤で、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の諸症
状を緩和するための気管支拡張剤です 7。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)や open-label tiotropium (18 mcg)
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を含む標準的な治療と比べ、統計的に

有意な気管支拡張作用を示すことが証明されています。ウルティブロ® ブリーズヘラー®は、欧
州、南米、日本、カナダ、スイス、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。
ノバルティス社の COPD 製品ポートフォリオについて
ノバルティス社は、COPD 患者さんの満たされていないニーズに取り組み、革新的な薬剤とデバ
イスを提供することにより、患者さんの生活の質（QOL）を改善するために最善の努力を続けて
いきます。ノバルティス社の COPD ポートフォリオには、
「ウルティブロ® ブリーズヘラー」（イ
ンダカテロール／グリコピロニウム臭化物）「シーブリ®ブリーズヘラー」（グリコピロニウム臭
化物）、オンブレス®ブリーズヘラー」
（インダカテロール）が含まれ、これらすべてが COPD 患者
さんに対する維持療法として承認されています。
グリコピロニウム臭化物および、その他の使用法や製剤に関する知的所有権は、2005 年 4 月に
そーせいグループ株式会社と Vectura 社からから独占的ライセンス供与を受けています。

ノバルティス社は、引き続き吸入抵抗が少ないブリーズヘラー®吸入デバイスを用いた呼吸器系
疾患治療薬を開発していきます。「ブリーズヘラー」は、気流制限の程度がさまざまな患者さん
に適したデバイスです 8。この「ブリーズヘラー」は、患者さんが、薬剤を正しく吸入できたか
どうかを、
「見る」
「聞く」
「感じる」ことで確認できるよう設計されています 8,9。
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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 千万人が罹患していると推定されており 12、
死亡原因の第 4 位となっています 13。COPD は進行性疾患（通常時間経過とともに悪化）であり、
生命を脅かすおそれがあります

5,12

。COPD は息切れを引き起こすことで、患者さんの身体機能

（活動制限や運動能の低減など）や QOL に壊滅的な影響を与えます 5,12。

*Assessment of switching salmeterol/Fluticasone to indacateroL/glycopyrronium in A Symptomatic COPD patient cohort
†

Patients with a history of up to one exacerbation in the past year

‡

Unlike most clinical trials, Ultibro Breezhaler was started immediately after stopping salmeterol/fluticasone, to mimic clinical

practice
**A long-acting beta2-adrenergic agonist
††

A long-acting beta2-adrenergic agonist
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