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臨床試験結果の説明文書 

この 治
ち

験
け ん

では、第
だ い

VIII
は ち

因子
い ん し

に対するインヒビターを保有する小

児の 血友病
けつゆうびょう

A の患者さんを対象として、emicizumab
エ ミ シ ズ マ ブ

▼の使用に

より出血を予防できるかどうかと、emicizumab を使用することで

副作用が起きるかどうかを検討しました。 
 
この治験の正式な試験名および医学用語の用語集については、この説明文書の最後

の部分をご覧ください。 
 

この説明文書について 
この文書は、臨床試験（この文書では「治験」と

呼びます）の結果の 概要
がいよう

を示したもので、以下の

方々を対象としています。 
• 一般の方 
• この治験に参加いただいたお子さんの介護者の

方 

 

この説明文書の内容 

1. この治験に関する基本情報 
2. この治験にはどのような人

が参加したのですか？ 
3. 治験の流れはどのようなも

のでしたか？ 
4. この治験の主な解析ではど

のような結果が得られまし

たか？ 
5. この治験の主な解析では、

治験薬に関連してどのよう

な副作用が報告されました

か？ 
6. この治験の結果はどのよう

に役立てられていますか？ 
7. ほかに治験の計画はありま

すか？ 
8. 詳しい情報はどこで得られ

ますか？ 
9. 試験結果を視覚的にまとめ

た要約 
10. 用語集 

 
この治験は 2016 年 7 月に開始され、2020 年 11 月

に終了しました。この説明文書には、主な解析が

実施された 2018 年 4 月までの結果が 掲載
けいさい

されて

います。その時点から現在までに、新しい情報が

得られている可能性があります。 

 
一つの治験だけで、ある薬剤のリスクと有益な効

果をすべて明らかにすることはできません。必要

な情報を得るには、いくつかの治験にたくさんの

方々に参加していただく必要があります。また、

この治験の結果は、同じ薬剤を対象とする他の治

験の結果とは異なる場合があります。 
• この説明文書のみに基づいて決定を下さないよ

うにしてください。治療に関する決定を下す前

に、必ず担当医師にご相談ください。 
 
治験にご参加いただきました患者さんに感謝申し上げます 

この治験にご参加いただいた患者さんのご協力は、血友病 A と治験対象の薬剤であ

る emicizumab に関する重要な疑問を解明するための一助になっています。 
 
 

 

 

▼ emicizumab は追加モニタリングの対象です。これにより、安全性に関する新たな情報を速やかに

特定することができます。この薬の使用中に副作用がみられた場合は、直ちに担当医師に知らせてく

ださい。 
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1. この治験に関する基本情報 
 
この治験はどのような目的で実施されたのですか？ 

血友病 A は、ある遺伝子の異常によって引き起こされる、まれな遺伝性の血液疾患

です。この病気は主に男性にみられ、重症の血友病 A の患者さんのうち女性が占め

る割合は 1%未満です。血友病 A の患者さんでは、「血液
けつえき

凝固
ぎょうこ

第
だ い

VIII
は ち

因子
い ん し

」

（「FVIII」とも表記されます）という血液中のタンパク質が、ほとんど働いていな

いか、全く機能していません。このタンパク質が機能しないと、必要なときに血液

が固まる反応（凝固
ぎょうこ

）が正常に起こらなくなります。このため、血友病 A の患者さ

んでは、出血が頻繁に起こり、健康な人より長時間続くことがあります。関節や筋

肉の中に出血が起こることもあります。このような出血は、ささいなけがが原因で

起こったり、明らかな原因なく起こったりすることがあります。 
 
従来、血友病 A の患者さんが受ける標準治療は、不足しているまたは機能していな

い第 VIII 因子を「第 VIII 因子製剤」によって補充するというものでした。この治療

を行えば、血液中で機能する第 VIII 因子の量が増え、血液の凝固機能が改善されま

す。第 VIII 因子製剤の補充は、静脈内に注射すること（静脈内注射といいます）に

よって行われます。 
 
出血が起こったときにだけ止血のために第 VIII 因子製剤を注射する治療のことを、

「オンデマンド療法」といいます。 
 
第 VIII 因子製剤はまた、出血の予防を目的として定期的に注射して使用することも

できます。このように予防目的で行う治療を「定期輸注
ていきゆちゅう

療法
りょうほう

」といいます。 
 
出血予防のために第 VIII 因子製剤を使用する場合、週に 2 回以上の頻度で注射する

必要があります。これは、第 VIII 因子製剤が血液中に留まっている期間が短いため

ですが、その正確な期間は、個々の人の体内で第 VIII 因子製剤がどのように処理さ

れるかと、使用する第 VIII 因子製剤の種類によって変わってきます。 
 
第 VIII 因子製剤には多くの種類があり、使用する量も人によって異なります。 
 
血友病 A の患者さんのうちおよそ 5 人に 1 人では、第 VIII 因子に対するインヒビタ

ーが体内で作られます。第 VIII 因子製剤は体にとって未知の物質なので、それを破

壊するための物質（インヒビター）が体内で作られるのです。この物質ができる

と、第 VIII 因子製剤が効果を発揮できなくなり、出血を予防するのが難しくなりま

す。 
 
このようなインヒビターができた患者さんでは、治療の選択肢が少なくなります

が、「バイパス製剤」という選択肢があります。これは、不足している第 VIII 因子

や機能していない第 VIII 因子の代わりに第 VIII 因子製剤を補充するのではなく、第

VIII 因子を 迂回
う か い

（バイパス）する仕組みを介して血液の凝固を助ける薬です。バイ

パス製剤も、静脈内に注射することで使用します。バイパス製剤による定期輸注療

法には限界があり、第 VIII 因子に対するインヒビターを保有する血友病 A の患者さ

んすべてにおいて、必ず出血を予防できるわけではありません。この治験に参加し

ている患者さんは、全員が第 VIII 因子に対するインヒビターを保有しています。 
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この治験は、第 VIII 因子に対するインヒビターを保有する小児の血友病 A の患者さ

んを対象として、emicizumab という薬剤を使用することで出血を予防できるかどう

かを調べるために実施されました。また、第 VIII 因子に対するインヒビターを保有

する小児の血友病 A の患者さんが以前に使用していた薬剤と emicizumab を比較する

とともに、emicizumab を使用したときに副作用がみられるかどうかについても調べ

ました。 
 
 
 
 
治験薬はどのようなものですか？ 

この治験では「emicizumab」という薬剤に注目しました。 
• これは「エミシズマブ」と読みます。 
• emicizumab は、血液中に含まれる（第 VIII 因子以外の）凝固因子タンパク質に作

用して、不足している第 VIII 因子や働いていない第 VIII 因子の機能を補うこと

で、効果を発揮します。 
• この作用により血液の凝固機能が改善され、血友病 A の患者さんで出血が起こり

にくくなります。 
• emicizumab は定期輸注療法の一つです。これはつまり、出血の予防を目的として

定期的に使用する薬剤ということです。 
• emicizumab は皮膚の下に注射して使用します。この点は、静脈の中に注射して使

用する第 VIII 因子製剤と異なります。 
 

この治験では、emicizumab を他の薬剤と直接比較することはしませんでした。 

 
この治験で明らかにしたいことは何ですか？ 

この治験は、第 VIII 因子に対するインヒビターを保有する小児の血友病 A の患者さ

んを対象として、emicizumab の使用により出血を予防できるかどうかを明らかにす

るために行われました（4 項「この治験の主な解析ではどのような結果が得られま

したか？」をご覧ください）。 
 
また、第 VIII 因子に対するインヒビターを保有する小児の血友病 A の患者さんが以

前受けていた定期輸注療法と比べて、emicizumab がどの程度効果的に出血を予防で

きるかについても調べました。以前受けていた定期輸注療法とは、バイパス製剤に

よる治療です。この検討を行うために、この治験に先立って別の試験（「先行試

験」）を実施して、バイパス製剤による定期輸注療法を行っている第 VIII 因子に対

するインヒビターを保有する小児の血友病 A の患者さんに、その間にみられた出血

の回数を記録していただきました。この治験では、先行試験に参加された患者さん

のうち、15 名の方に emicizumab による定期輸注療法に切り替えていただきました。

この 15 名の患者さんについて、emicizumab を使用している期間中の出血回数と、バ

イパス製剤による定期輸注療法を受けている期間中の出血回数を比較しました。 
 
更に、第 VIII 因子に対するインヒビターを保有する小児の血友病 A の患者さんに

emicizumab を週 1 回、2 週間に 1 回、または 4 週間に 1 回の頻度で注射したときの安

全性も検討しました。この治験での emicizumab の使用中に何名の患者さんに副作用
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がみられたか、またどのような副作用がみられたかを確認しました（5 項「この治

験の主な解析では、治験薬に関連してどのような副作用が報告されましたか？」を

ご覧ください）。 
 
この治験はどのような種類の試験ですか？ 

emicizumab は、以前に小規模な第 1 相試験と第 2 相試験で検討されました。今回の

治験は、より規模の大きい「第 3 相」試験でした。第 3 相試験で新薬が有効である

こと、ならびに安全性プロファイルが良好であることが示されれば、血友病 A の患

者さんがその薬剤を使用できるようにするために、その試験結果を用いてさまざま

な国の規制当局に承認の申請を行うことが可能になります。第 1 相、第 2 相、およ

び第 3 相試験の詳しい説明については、用語集をご覧ください。 
 

この治験は「非盲検
ひ も う け ん

」試験でした。そのため、個々の患者さんがどの治療を受けて

いたかについては、治験担当医師にも治験に参加いただいた方にも知らされていま

した。 
 
この治験はいつ、どこで実施されたのですか？ 

この治験は 2016 年 7 月に開始され、2020 年 11 月に終了しました。この説明文書に

は、2018 年 4 月にデータを収集して実施された主な解析により得られた情報が掲載

されています。各治療グループ（A、B、C）で最初の患者さんが emicizumab の注射

を受けられた時期を、治験のタイムラインに示しています（治療グループに関する

詳細については、3 項「治験の流れはどのようなものでしたか？」をご覧くださ

い）。 
 

 
 
このタイムラインの図にあるカレンダーマーク（ ）は、この説明文書に記載され

た情報が収集された時点を示しています（2018 年 4 月）。 
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この治験は、世界の 10 カ国において、27 の治験実施医療機関で実施されました。下

の地図は、この治験が実施された国々を示しています。 
 

 
 
2. この治験にはどのような人が参加したのですか？ 
 
この治験には、第 VIII 因子に対するインヒビターを保有する小児の血友病 A の患者

さんが 88 名参加されました。年齢は 1 歳から 15 歳までで、全員が男児でした。 
 
以下の条件を満たす患者さんが、この治験に参加することができました。 
• 年齢が 12 歳未満（もしくは治験開始時点で 12～17 歳で、体重が 40 kg 未満）の

患者さん 
• 第 VIII 因子に対するインヒビターを保有する血友病 A の患者さん 
• 血友病 A に対してバイパス製剤による治療を受けていた患者さん 
 
以下のような患者さんは、この治験に参加することができませんでした。 
• 第 VIII 因子製剤の定期輸注療法を受けていたか治験期間中に受ける予定があった

患者さん 
• 血友病 A 以外の、出血のリスクが増加する可能性のある病気や病状のある患者さ

ん 
• 治験期間中に手術を予定していた患者さん 
 
3. 治験の流れはどのようなものでしたか？ 
 
この治験では、3 つの用量のうちのいずれかで、患者さんに emicizumab を皮膚の下

に注射しました。 
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治療グループは以下のとおりです。 
 
• グループ A：血液中の emicizumab の量を速やかに増やすために、最初の 4 週間は

週 1 回の頻度で、emicizumab 3 mg/kg（体重 1 キログラムあたり emicizumab 3 ミ

リグラム）の注射を行いました。これを「負荷用量」といいます。4 週間後から

は、emicizumab 1.5 mg/kg の注射を週 1 回、少なくとも 24 週間にわたって行いま

した。これを「維持用量」といいます。 
 

• グループ B：グループ A と同様に、最初の 4 週間は負荷用量として、emicizumab 
3 mg/kg の注射を週 1 回の頻度で行いました。4 週間後からは、維持用量として

emicizumab 3 mg/kg の注射を 2 週間に 1 回、少なくとも 24 週間にわたって行いま

した。 
 
• グループ C：グループ A と B と同様に、最初の 4 週間は負荷用量として、

emicizumab 3 mg/kg の注射を週 1 回の頻度で行いました。4 週間後からは、維持用

量として emicizumab 6 mg/kg の注射を 4 週間に 1 回、少なくとも 24 週間にわたっ

て行いました。 
 

この治験に参加された患者さんは全員、出血が起きた場合にバイパス製剤による

「オンデマンド療法」を受けることができました。 
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下の図は治験のデザインを示したものです。 
 

 
 
参加された患者さんは、治験の終了後、emicizumab の使用を続けるか、希望する場

合は別の治療に切り替えることができました。 
 
4. この治験の主な解析ではどのような結果が得られましたか？ 
 
疑問 1：emicizumab を週 1 回、2 週間に 1 回、または 4 週間に 1 回注射したと

き、出血はどれくらいの頻度でみられましたか？ 

この治験では、参加中の患者さんに出血が起きた場合、バイパス製剤を用いて出血

を治療できることになっていました。この方法で治療した出血のことを「治療され

た出血」と呼びます。 
 
出血予防のために emicizumab を使用している間に、治療された出血が 1 年間の平均

で何回あったかを調べました。主な解析を実施した時点で、この治験の患者さんの

中には、emicizumab の使用が 1 年に満たなかった患者さんもいました。その場合、

その患者さんが治療を受けていた期間中にみられた治療された出血の回数をもと

に、治療を受けていなかった 1 年間で起こった可能性のある治療された出血の回数

を推定しました。 
 
この治験の主な目的は、12 歳未満の小児の患者さんを対象として emicizumab の効果

を調べることだったため、以下の結果は 12 歳未満の患者さん（合計 85 名）のデー

タのみに基づいています。治験開始時に 12 歳以上で体重が 40 kg 未満だった 3 名の

患者さんについては、下記の結果には含められませんでした。 
 
グループ A の患者さんには、emicizumab の注射を週 1 回の頻度で行いました。グル

ープ A の患者さんの大半（65 名中 50 名、77%）では、治療された出血はみられませ
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んでした。グループ A の患者さんでは、治療された出血の平均回数は 1 年あたり 1
回未満でした。emicizumab の使用期間中にみられた治療された出血の回数は、この

グループのすべての患者さん（65 名中 65 名、100%）で 0 回から 3 回まででした。 
 
グループ B の患者さんには、emicizumab の注射を 2 週間に 1 回の頻度で行いまし

た。グループ B の患者さんの大半（10 名中 9 名、90%）では、治療された出血はみ

られませんでした。グループ B の患者さんでは、治療された出血の平均回数は 1 年

あたり 1 回未満でした。emicizumab の使用期間中にみられた治療された出血の回数

は、このグループのすべての患者さん（10 名中 10 名、100%）で 0 回から 3 回まで

でした。 
 
グループ C の患者さんには、emicizumab の注射を 4 週間に 1 回の頻度で行いまし

た。グループ C の患者さん 10 名のうち 6 名（60%）では、治療された出血はみられ

ませんでした。グループ C の患者さんでは、治療された出血の平均回数は 1 年あた

り 2 回でした。emicizumab の使用期間中にみられた治療された出血の回数は、この

グループのすべての患者さん（10 名中 10 名、100%）で 0 回から 3 回まででした。 
 

 
 
グループ A やグループ B と比べて、グループ C では治療された出血の 1 年あたりの

平均回数が多くなっていましたが、これは主に、グループ C の 2 名の患者さんで出

血が多くみられたためです。この 2 名のうち 1 名では、emicizumab が効かなくなり

ました。3 つの用量（emicizumab を週 1 回、2 週間に 1 回、4 週間に 1 回の頻度で使

用するもの）はいずれも出血の予防に有効であると判断されました。 
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疑問 2：この治験中にみられた出血の回数は、先行試験でバイパス製剤によ

る定期輸注療法が行われていたときにみられた出血の回数と比べて、どのよ

うに変化しましたか？ 

個々の患者さんがこの治験で emicizumab を使用したときにみられた治療された出血

の回数についても、同じ患者さんが先行試験でバイパス製剤による定期輸注療法を

受けていたときにみられた治療された出血の回数と比較して検討されました。この

検討は、グループ A の 15 名の患者さんを対象として行われました。バイパス製剤に

よる定期輸注療法には限界があり、第 VIII 因子に対するインヒビターを保有する血

友病 A の患者さんすべてにおいて、必ず出血を予防できるわけではありません。 
 
この 15 名の患者さんでみられた治療された出血の 1 年あたりの回数は、この治験で

emicizumab を使用していた期間中は平均で 0.3 回でした。その一方、先行試験でバ

イパス製剤による定期輸注療法を受けていた期間中は平均で 21.1 回でした。 
 
これはつまり、emicizumab の注射を週 1 回受けていた期間中、バイパス製剤による

定期輸注療法を受けていたときと比べて、治療された出血が 99%減少したことを意

味します。 
 

 
 
この項では、この治験の 2018 年 4 月までの重要な結果のみを記載しています。その他

の結果については、この説明文書の最後の方に記載しているウェブサイトに情報を掲

載しています（8 項「詳しい情報はどこで得られますか？」をご覧ください）。 
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5. この治験の主な解析では、治験薬に関連してどのような副作用

が報告されましたか？ 
 
疑問 3：何名の患者さんに emicizumab に関連する副作用がみられましたか？ 

副作用（「有害反応」とも呼ばれます）とは、治験中に起こる望ましくない医学的

な事象（たとえばめまい等）のことです。 
• この説明文書には、emicizumab の使用に関連していると治験担当医師が判断した

副作用が記載されています。 
• この治験に参加いただいたすべての小児患者さんに、副作用がみられたわけでは

ありません。 

• 副作用は軽度のものから 重篤
じゅうとく

なものまであり、人によって異なります。 
• ここで報告されている副作用は、他の治験でみられたものや、薬剤に関する説明

文書に記載されているものとは異なる場合があることに注意してください。 
• 以下の項では、emicizumab の使用に関連していると治験担当医師が判断した重篤

な副作用と、よくみられる副作用を説明しています。この文書には、emicizumab
の使用に関連していない副作用は記載されていません。 

 
重篤な副作用 

副作用が生命にかかわる場合、入院を必要とする場合、長期的な問題や活動に大き

な制限をもたらすか、死亡につながった場合、その副作用は「重篤」とみなされま

す。 
 
この治験の実施中に、88 名中 1 名（約 1%）の患者さんに、emicizumab の使用に関

連する重篤な副作用がみられ、それは emicizumab が効かなくなったことでした。 
 
この患者さんとご家族は、この副作用のために emicizumab の使用を中止することを

決定されました。この治験に参加された他の患者さんで、emicizumab の使用を中止

された方はいませんでした。emicizumab の使用に関連する重篤な副作用も、この治

験ではほかにみられませんでした。 
 
よくみられる副作用 

この治験の実施中に、重篤とみなされなかった emicizumab に関連する副作用が、お

よそ 3 人に 1 人（34%）の患者さんに認められました。 

副作用が軽度の不快感を引き起こし、それが 2 日以内に治まり、治療を必要としな

い場合、その副作用は「軽度」とみなされます。副作用が患者さんの活動に軽度か

ら中程度の制限をもたらし、副作用によって多少の介助が必要になることがあるも

のの、治療は不要であるかほとんど必要ない場合、その副作用は「中等度」とみな

されます。 
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このような副作用の大半は、注射した部位の皮膚が赤くなることでした。これを

「注射部位反応」といいます。注射部位反応がみられた 27 名の小児患者さんのうち

25 名（93%）では、それらの反応は軽度と判定されました。2 名（7%）では、反応

は中等度でした。 

ある副作用がすべての治療グループにおいて 5%（20 名中 1 名）を超える患者さん

でみられる場合、その副作用は「よくみられる」副作用とみなされます。 

この治験の実施中に発生した emicizumab に関連する「よくみられる」副作用は、注

射した部位の皮膚が赤くなることのみでした。 
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その他の副作用 

下の表には、この治験で認められ、emicizumab に関連していると治験担当医師が判

断したすべての副作用が記載されています。また、それぞれの副作用がグループ

A、B、C の患者さんのうち何名にみられたかも示されています。 

 

副作用 
グループ A 

（68 名） 

グループ B 

（10 名） 

グループ C 

（10 名） 

すべての 
グループ 

（88 名） 

注射部位反応 18 2 7 27 

血液型が判定できない 1 1 1 3 

白血球の一種の数の増加 1 0 0 1 

emicizumab が効かなく

なる 0 0 1 1 

青あざ（皮下出血） 1 0 0 1 

発疹
ほっしん

 1 0 0 1 

吐き気（悪心
お し ん

） 1 0 0 1 

せき（咳嗽
がいそう

） 1 0 0 1 

 

emicizumab に関連していないその他の副作用（ここに記載されていないもの）につ

いては、この説明文書の最後に記載しているウェブサイトに情報を掲載しています

（8 項「詳しい情報はどこで得られますか？」をご覧ください）。 
 
6. この治験の結果はどのように役立てられていますか？ 
 
ここに記載されている結果は、第 VIII 因子に対するインヒビターを保有する小児の

血友病 A の患者さん 88 名を対象とした一つの治験から得られたものです。この結果

は、第 VIII 因子に対するインヒビターを保有する小児の血友病 A の患者さんにおけ

る emicizumab の効果について知見を深めるのに役立っています。 
 
別の試験では、第 VIII 因子インヒビター保有・非保有血友病 A の成人の患者さんに

emicizumab を週 1 回、2 週間に 1 回、または 4 週間に 1 回の頻度で注射したとき、

emicizumab が出血の予防に役立つことが示されました。 
 
この治験で得られた結果からは、emicizumab を週 1 回、2 週間に 1 回、または 4 週間

に 1 回注射する治療が、第 VIII 因子に対するインヒビターを保有する小児の血友病

A の患者さんの出血予防に役立つことが示されました。第 VIII 因子に対するインヒ

ビターを保有する小児の血友病 A の患者さんのうち、およそ 3 人に 1 人の割合で、

重篤とはみなされない emicizumab に関連する副作用が認められました。1 人の患者

さんでは、emicizumab に関連する重篤な副作用（emicizumab が効かなくなったこ

と）がみられました。 
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一つの治験だけで、ある薬剤のリスクと有益な効果をすべて明らかにすることはで

きません。必要な情報を得るには、複数の治験にたくさんの方々に参加していただ

く必要があります。 
• そのため、この説明文書のみに基づいて決定を下さないようにしてください。お

子さまの治療に関する決定を下す前に、必ず担当医師にご相談ください。 
 
7. ほかに臨床試験の計画はありますか？ 
 
この治験のほかにも、emicizumab による治療について調べる臨床試験が現在進行中

です。また、さらなる臨床試験も計画されています。 
 
8. 詳しい情報はどこで得られますか？ 
 
以下のウェブサイトに、この治験に関する詳細な情報が掲載されています。 
• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02795767 
• https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2016-000073-21/results 
 
この治験の結果について更にお知りになりたい場合は、関連する論文として、以下

を正式な標題とする論文が公開されています：「A multicentre, open-label phase 3 
study of emicizumab prophylaxis in children with hemophilia A with inhibitors」論文の著

者：Guy Young, Ri Liesner, Tiffany Chang, Robert Sidonio Jr, Johannes Oldenburg、その

他。この論文は「Blood」誌第 134 巻 2127～2138 ページに公開されています。 
 
この治験について質問がある場合、どこに連絡すればよいですか？ 

この説明文書をお読みになった後に質問がある場合： 
• ForPatients プラットフォームにアクセスして、連絡フォームにご質問を記入して

ください： 
https://forpatients.roche.com/en/About.html  

• 日本においては中外製薬株式会社の担当者までご連絡ください。 

• e-mail：clinical-trials@chugai-pharm.co.jp 
• Tel：フリーダイヤル 0120-049699 
• お願い事項：上記フリーダイヤルは中外製薬の製品に関する問合せ窓口番号とな

りますので、電話でのお問合せの際には「emicizumab の臨床試験結果の説明文書

に関する問合せ」である旨を最初にご説明ください。 
 
この治験に参加された方で結果について質問がある場合： 
• 治験実施医療機関の治験担当医師またはスタッフにお尋ねください。 
 
お子さまの治療に関して質問がある場合： 
• お子さまの治療を担当する医師にご相談ください。 
 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02795767
https://forpatients.roche.com/en/About.html
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この治験を計画して費用を負担しているのはだれですか？ 

この治験は、スイスのバーゼルに本社を置くエフ・ホフマン・ラ・ロシュ社と、日

本の東京に本社を置く中外製薬株式会社が計画して費用を負担しています。 
  
治験の正式名称とその他の識別情報 

この治験の正式名称：A multicentre, open-label, phase III clinical trial to evaluate the 
efficacy, safety and pharmacokinetics of subcutaneous administration of emicizumab in 
haemophilia A paediatric patients with inhibitors 

インヒビター保有血友病 A 小児患者を対象として emicizumab 皮下投与の有効性、安

全性及び薬物動態を評価する多施設共同、非盲検、第 III 相臨床試験 
 
この治験は「HAVEN 2」試験として知られています。 
 
• 治験実施計画書番号：BH29992 
• ClinicalTrials.gov での識別番号：NCT02795767 
• EudraCT 番号：2016-000073-21 
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9. 試験結果を視覚的にまとめた要約 
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10. 用語集 

血液型 血液は主に 4 つの種類（血液型）に分けられます（A
型、B 型、O 型、AB 型）。血液型は、両親から受け継

いだ遺伝子によって決まります。 

バイパス製剤 第 VIII 因子に対するインヒビターを保有する血友病の

患者さんに行われる治療の一つ。バイパス製剤は、不

足している第 VIII 因子や機能していない第 VIII 因子の

代わりに第 VIII 因子製剤を補充するのではなく、第

VIII 因子を迂回（バイパス）する仕組みを介して血液

の凝固を助けます。 

臨床試験（治験） ある薬が作用する仕組みや、患者さんの病状を改善す

るのに役立つかどうか、あるいは副作用を起こすかど

うかを詳しく調べるために、その薬を複数の患者さん

に実際に使用する研究のこと。その薬を使用する患者

さんを定期的に追跡して、検査を行います。 

よくみられる副作用 5%（20 人に 1 人）を超える割合の患者さんでみられる

副作用。 

DNA DNA は、細菌から人間に至るまでのすべての生物にお

いて、体の設計図として機能しています。体内の DNA
には、私たちの体を作り上げるのに必要な指示が記録

されています。DNA は遺伝子を構成する物質です。 

遺伝子 遺伝子は、両親から受け継ぐ DNA の単位で、目の色や

血液型など、その人の体の特徴を再現するのに必要な

すべての情報が含まれています。 

遺伝性 病気が特定の遺伝子を通じて、ある世代からその次の

世代へと受け継がれる性質のこと。 

第 VIII 因子に対するイン

ヒビター 
第 VIII 因子製剤による治療に対する反応として、免疫

系の働きによって作り出される抗体（人体の免疫機能

が、体内に入り込んできたものを異物として認識し、

それを排除するために作るタンパク質）。第 VIII 因子

に対するインヒビターがあると、第 VIII 因子製剤を使

用しても出血を予防できなくなる可能性があります。

第 VIII 因子に対するインヒビターは多くの場合、小児

の患者さんが低年齢で初めて第 VIII 因子製剤による治

療を受けたときに発生します。 

注射部位反応 注射した部位の皮膚に起きる 発赤
ほっせき

、痛みまたは 腫
は

れ。 

静脈内注射 静脈の中に注射すること。 
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負荷用量 治療開始後速やかに薬の血中濃度を上昇させるため

に、最初に多めに投与する際の用量のことで、その後

は同じ薬を少なめの用量（維持用量）で投与します。 

維持用量 許容可能な出血予防効果が得られる薬の血中濃度を維

持するために投与する際の用量。 

軽度の副作用 軽度の不快感を引き起こし、2 日以内に治まり、かつ治

療の必要がない副作用。 

中等度の副作用 活動に軽度から中程度の制限をもたらし、多少の介助

が必要になることがあるものの、治療はほとんどまた

は全く必要ない副作用。 

オンデマンド療法 出血が起きた後に出血を止めるために行われる治療。 

非盲検試験 治験に参加している個々の患者さんがどの治験薬を使

用しているかが、研究者と参加者の方の両方に知らさ

れる臨床試験。 

第 1 相試験 新薬について調べる最初の段階の臨床試験。治験担当

医師が少数の対象者に新薬を投与することにより、ど

のような影響がみられるかを調べ、その薬に関する理

解を深めます。 

第 2 相試験 研究対象の病気をもつ患者さんを対象として、新薬が

どれくらい有効かを調べ、どのような副作用があるか

を確認するための臨床試験。第 2 相試験では、第 1 相

試験と比べて、より多くの方に参加していただき、通

常はより長い期間にわたって実施されます。 

第 3 相試験 新薬の有効性と安全性を更に評価する臨床試験で、通

常は第 1 相試験や第 2 相試験よりも多くの方に参加し

ていただきます。また第 3 相試験では、新薬を既存の

治療薬と比較して、どちらの薬の方がよく効くのか、

新薬にはどのような副作用があるか、新しい治療薬が

人々の生活の質にどのような影響を与えるのかを調べ

ることもあります。 

定期輸注療法 出血とそれに続いて起こる関節や筋肉の損傷を予防す

るために定期的に行われる治療。 

タンパク質 アミノ酸と呼ばれる非常に小さな物質が多数連なって

できた物質。アミノ酸は単純な構造と複雑な構造の 2
つのレベルで組織化されてタンパク質になります。タ

ンパク質は毛髪や 皮膚
ひ ふ

、酵素や抗体など、生物の体を

構成するほぼすべてのものを形作ります。遺伝子には

タンパク質の設計図が記録されています。 

第 VIII 因子製剤 血友病の患者さんに第 VIII 因子の不足や機能不全を補

うために投与される第 VIII 因子の製剤。献血された血
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液から抽出することができるほか、工場で人工的に作

り出すこともできます。 

安全性プロファイル 薬が作用する仕組みや、薬が及ぼす影響、副作用な

ど、薬の特徴をまとめたもの。 

重篤な副作用 副作用のうち、生命を脅かすもの、入院を必要とする

もの、長期間続く問題や活動に大きな制限をもたらす

もの、または死に至ったもの。 

副作用 薬剤を使用したことで起こる、意図しない医学的な影

響のこと。副作用には、よい作用と悪い作用がありま

す。 

治療された出血 第 VIII 因子製剤またはバイパス製剤によって治療され

た出血。 

白血球 免疫系を構成する細胞の一種。体が感染症などの病気

と戦うのを助けます。 
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代理人配信イベント ステータス タイムスタンプ

仲介者配信イベント ステータス タイムスタンプ

証明書付き配信イベント ステータス タイムスタンプ

カーボンコピーイベント ステータス タイムスタンプ

立会人イベント 署名 タイムスタンプ

公証人イベント 署名 タイムスタンプ

エンベロープ概要イベント ステータス タイムスタンプ



エンベロープ概要イベント ステータス タイムスタンプ

エンベロープの送信 ハッシュ/暗号化済み 2021/06/15 22:04:32

証明書付き配信 セキュリティ確認済み 2021/06/15 22:04:55

署名の完了 セキュリティ確認済み 2021/06/15 22:05:17

完了 セキュリティ確認済み 2021/06/15 22:05:17

支払いイベント ステータス タイムスタンプ
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Guidelines for the use of the DocuSign 

electronic signing system within Chugai 

Pharmaceutical Co., Ltd. and companies of 

the Chugai Group 

LEGAL DISCLOSURE 

By placing my electronic signature on this document, I expressly consent to use and rely on 

Electronic and Digital Signatures and I understand my signature will have the same binding 

effect as if I was providing a handwritten signature. I also confirm the email address that I am 

using as a valid one to be notified and identified electronically, for example through the 

DocuSign System, and/or to identify me as the signer of the document. I should inform Chugai in 

the case that the email address changes. 

CONSUMER DISCLOSURE 

From time to time, Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. and companies of the Chugai Group 

(hereinafter referred to as we, us or Company) may be required by law to provide to you certain 

written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you 

such notices and disclosures electronically through the DocuSign, Inc. (DocuSign) electronic 

signing system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can 

access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and 

conditions, please confirm your consent by clicking the ‘I agree’ button at the bottom of this 

document. 

Consequences of changing your mind 

To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the 

DocuSign ‘Withdraw Consent’ form on the signing page of a DocuSign envelope instead of 

signing it. This will indicate to us that you have withdrawn your consent to receive required 

notices and disclosures electronically from us and you will no longer be able to use the DocuSign 

system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically 

documents from us. 

All notices and disclosures will be sent to you electronically 

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 
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us. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see 

the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive 

delivery of the notices and disclosures electronically from us. 

How to contact us 

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request certain information from us and to withdraw your prior consent to receive notices and 

disclosures electronically. To do so contact the sender of the envelope. 

To advise us of your new email address 

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to the sender of the envelope and in the 

body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We 

do not require any other information from you to change your email address. In addition, you 

must notify DocuSign, Inc. to arrange for your new email address to be reflected in your 

DocuSign account by following the process for changing email in the DocuSign system. 

To withdraw your consent 

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may decline to sign a document from within your DocuSign session, and on the 

subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent. 

 

 

Acknowledging your access and consent to receive materials electronically 

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were 

able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or 

electronically save this page for your future reference and access or that you were able to email 

this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for 

your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures 

exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know 

by clicking the ‘I agree’ button below. 

By checking the ‘I agree’ box, I confirm that: 

 I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF 

ELECTRONIC CONSUMER DISCLOSURES document; and 

 I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can 

print it, for future reference and access; and 



 Until or unless I notify the account owner as described above, I consent to receive from 

exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, 

acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to me by the account owner during the course of my relationship with you.  

 I acknowledge the information included in the DocuSign Privacy Policy  

 

https://www.docusign.com/company/privacy-policy
https://www.docusign.com/company/privacy-policy

	10. 用語集
	Guidelines for the use of the DocuSign electronic signing system within Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. and companies of the Chugai Group

		2021-06-17T09:42:41-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




