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医 薬 品 適 正 使 用 情 報
平成30年 5月22日薬価収載

	 薬効分類番号	 4291	 規制区分	 劇薬，処方箋	 社名	 ノーベルファーマ

	 商品名	 成分・含量	 識別コード（本体）	 薬価￥	 最小包装単位

	ラパリムスゲル0.2％	 シロリムス 2 mg/g	 －	 3926.40円/g	 10g（チューブ）× 1

	厚生労働省コード	 4291700Q1028

＊希少疾病用医薬品

概　　　　要

【製剤情報】

ラパリムスゲル0.2％

剤 形 軟膏剤

色 無色透明のゲル剤

添 加 剤 カルボキシビニルポリマー，エタノール，2,2’,2’’-ニトリロトリエタノール

外 形 アルミチューブ

貯 法 密封容器・ 2〜 8℃保存

有効期間 15箇月

【薬理作用】

本剤は結節性硬化症（Tuberous	Sclerosis	Complex：TSC）で恒常的に活性化しているmTOR

（mammalian	target	of	rapamycin）に阻害作用を示すシロリムスの外用剤である。mTORの活性を阻

害することで，TSC1又はTSC2遺伝子の異常により引き起こされるTSCに伴う皮膚病変に効果を示

すと考えられる。

結節性硬化症はTSC1又はTSC2遺伝子の異常により，mTORが活性化することで発症する。通常，

TSC1及びTSC2遺伝子がコードするタンパク質がmTORを抑制的に制御している。TSC1又はTSC2

遺伝子に異常が生じると，mTORが活性化され，タンパク質の合成・細胞増殖が亢進され，またアポ

トーシスが抑制される。その結果，血管線維腫や線維性頭部局面，シャグリンパッチ，爪線維腫など

の腫瘍性皮膚病変を含む全身の過誤腫が生じると考えられている。また，白斑はメラニン形成プロセ

スに関与するmTOR/S6K1シグナル伝達経路の異常によりメラニン合成が障害されることが原因で生

じると考えられている。
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＊同一成分・同効薬

同一成分：ラパリムス®錠 1 mg

同 効 薬：なし

【効能又は効果】

○結節性硬化症に伴う皮膚病変

［結節性硬化症で活性化しているmTORを阻害することで，過剰な細胞増殖を抑えます。通常，結

節性硬化症に伴う皮膚病変の治療に用いられます。（「くすりのしおり」より）］

【効能又は効果に関連する使用上の注意】

・白斑，シャグリンパッチ及び爪線維腫に対する本剤の有効性は確認されていない。

白斑の改善にシロリムスが有効であることを示唆する複数の報告があり，長期試験の結果から白

斑に対する本剤の有効性が期待されるが，第Ⅰ/Ⅱ相試験及び検証試験では対象症例が少なく十

分な検討ができなかった。また，シャグリンパッチや爪線維腫に対してもシロリムスが有効であ

ることを示唆する複数の報告があるが，シャグリンパッチや爪線維腫を 3試験にて有効性評価の

対象とはしなかったため，それらに対する本剤の有効性に関するデータは得られていない。従っ

て，現時点ではこれらの病変に対する本剤の有効性が明確に示されたとは言えないことから，上

記の効能又は効果に関連する注意が設定された。

【効能又は効果に関する解説】

・TSCに伴う皮膚病変に対して局所投与可能な薬剤であり，医療上の必要性が高い薬剤であると考

えられたことから，臨床試験の結果を踏まえ，2017年10月に製造販売承認申請が行われた。また，

本剤は本邦での「先駆け審査指定制度」の対象品目（先駆審査（27薬）第 1号）及び希少疾病用医

薬品として指定され，2018年 3 月に「結節性硬化症に伴う皮膚病変」の効能又は効果で承認され

た。

・TSCの主な皮膚病変として，顔に生じる血管線維腫と線維性頭部局面（又は前額線維性局面）が

ある。TSCに伴う皮膚病変に対する現行治療法は，レーザー治療や外科的治療のみである。そこ

で，mTORの阻害作用を有するシロリムスを外用剤化することによって経口投与で懸念される全身

性の副作用を軽減しつつ，TSCに伴う皮膚病変に有用な侵襲性の低い新たな治療選択肢を提供す

べく，シロリムスゲルの開発が進められた。

・第Ⅰ/Ⅱ相試験：有効性の主要評価項目とした「投与開始12週後における治療開始時からの評価対

象腫瘤の縮小度（腫瘤体積の改善度）と紅色調改善度の合成変数（標的 3腫瘤の体積改善度及び紅

色調の改善度に基づく改善度スコアの合計値）」の頻度分布において，本剤群がプラセボ群に対し

て有意に優れていた（0.2％群でP＜0.001）。

・検証試験：主要評価項目である「投与開始12週後の血管線維腫の改善度（腫瘤の体積と紅色調の観

点からの中央写真判定（以下，「中央写真判定」））」は，本剤群がプラセボ群に対して有意に優れて

いた（P＜0.001）。また，投与開始 4， 8及び12週後の線維性頭部局面の改善度（中央写真判定）

についても，本剤群がプラセボ群に対して有意に優れていた（いずれもP＜0.01）。

・12ヵ月間の長期試験では主要評価項目である有害事象に伴う中止に至らなかった患者の割合は97.9

％（投与開始から12ヵ月カットオフ日までの追跡期間（最大444日間追跡））であり，忍容性は良
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好と考えられた。

・長期試験頭部白斑の改善率は経時的に上昇し，投与開始52週後時点の改善率は，中央写真判定で

76.5％（13/17例）であり，高い割合で改善例が認められた。さらに，シロリムス外用剤による白

斑の改善が複数報告されていることから，白斑に対しても本剤の有効性が期待された。以上の結果

から，結節性硬化症に伴う主要病変である血管線維腫，線維性頭部局面等を対象として本剤の効能

又は効果を「結節性硬化症に伴う皮膚病変」と設定された。

【用法及び用量】

通常， 1日 2回，患部に適量を塗布する。［塗り忘れへの注意：塗り忘れた場合は，医師または薬

剤師に相談してください。 2回分を一度に使用してはいけません。（「くすりのしおり」より）］

【用法及び用量に関連する使用上の注意】

1 ． 1日あたりの最大塗布量については，以下を目安にすること。

　　

年齢（体表面積）区分 1日最大塗布量

5歳以下（0.8m2未満） 0.4g

6 〜11歳（0.8m2以上1.3m2未満） 0.6g

12歳以上（1.3m2以上） 0.8g

2 ．治療開始12週以内に症状の改善が認められない場合には本剤の必要性を検討し，漫然と投与を継

続しないこと。

1． 1日あたりの最大塗布量については，検証試験及び長期試験を踏まえて，安全性及び有効性

の観点から目安として設定された。検証試験及び長期試験における 1日投与量と全血中シロリム

ス濃度との関係から， 1日あたりの塗布量が 1 g増加しても血中シロリムス濃度の増加は約0.2〜

0.5ng/mLにとどまった※。すなわち，検証試験及び長期試験で使用された投与量を超えて使用さ

れた場合でも，血中シロリムス濃度の上昇は限定的であると考えられた。しかしながら，検証試

験及び長期試験の 2試験において， 1日あたりの平均塗布量が塗布上限量を超えた症例は限られ

ており，塗布上限量を超えて本剤を使用した際の安全性については十分には明確になっていない。

従って，当該 2試験において設定した年齢又は体表面積に応じた塗布上限量の目安について適切

に注意喚起する必要があると考え，上記の用法及び用量に関連する注意が設定された。

2．結節性硬化症の病態及び特性から，本剤は長期間使用されることが想定される。本剤を一定

期間使用しても症状の改善が期待できない場合には，漫然と投与を継続せず，本剤への不要な曝

露を避けるべきと考えられる。検証試験では，投与開始12週後の時点で本剤群のほぼ全例（96.7

％，29/30例）で血管線維腫の改善（「やや改善」以上）が認められたことから，本剤を少なくと

も12週間投与すれば，効果の有無を判断することが可能であると考えられた。従って，本剤によ

る治療継続の必要性を判定するために必要な期間として12週間を設定し，その期間内に症状の改

善が認められない場合には，継続投与の必要性を適切に検討するよう注意喚起する必要があると

考え，上記の用法及び用量に関連する注意が設定された。

※ 1日投与量と血中濃度との関係について検討した結果，検証試験においては回帰係数から投与開始

4週後，12週後とも投与量 1 gあたり0.2ng/mL，長期試験では投与量 1 gあたりおおむね0.3〜
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0.5ng/mLの濃度の増加（各投与時期ともP＜0.05）が予測された。

〈 1回あたりの使用上限量の目安〉

5 歳以下の方 1回0.2gまで（約0.5cm）， 6 〜11歳以下の方 1回0.3gまで（約0.75cm），12歳以上の

方 1回0.4gまで（約 1 cm）

【用法及び用量に関する解説】

・第Ⅰ/Ⅱ相試験：シロリムスゲル製剤の投与濃度として0.05％，0.1％及び0.2％の 3群を設定し，

1日 2回（朝，夕），12週間塗布した時の本剤の安全性と有効性についてプラセボを対照に検討し

た。なお，投与量は病変部50cm2あたりシロリムスゲルとして0.125gを目安とした。その結果，成

人及び小児のいずれにおいても0.2％ゲルが最も有効であり， 1日 2回で12週間塗布した際の忍容

性についても問題ないと考えられたことから，本剤の推奨投与濃度は成人及び小児のいずれにおい

ても0.2％であると考えられた。

・検証試験：第Ⅰ/Ⅱ相試験の投与方法に準じて，結節性硬化症に伴う皮膚病変部に対して，本剤0.2

％を 1日 2回（朝，就寝前），病変部50cm2あたりシロリムスゲルとして0.125gを目安として塗布し

た。ただし，治験薬の塗布部位は顔面と頭部の皮膚病変部に限定し， 1日あたりの塗布上限量が設

定された。主要評価項目である「中央写真判定による投与開始12週後の血管線維腫の改善度」は，

本剤群がプラセボ群に対して有意に優れていた（P＜0.001）。また，この結果は，成人及び小児の

いずれの部分集団においても同様であった（いずれもP＜0.001）。さらに，中央写真判定による血

管線維腫の大きさ，血管線維腫の紅色調及び線維性頭部局面のいずれの改善度に関しても，投与開

始12週後において本剤群がプラセボ群に対して有意に優れていた（いずれもP＜0.01）。

・長期試験：検証試験と同様の投与方法を設定し，本剤0.2％における安全性について検討した。本

剤の安全性に関しては，投与中止に至った有害事象として，眼刺激，紅斑及び接触皮膚炎が各 1件

認められ，いずれも治験薬との因果関係は否定されなかったが，重症度はすべて軽度であり，治験

薬投与中止後にいずれの症状も回復した。休薬（中断）に至った有害事象（一部の病変のみに対す

る部分休薬を含む）は23/94例（24.5％）に認められたが，大部分の事象は軽度であり，高度の事

象は認められなかった。用法及び用量の変更（ 1日 1回への減量）に至った有害事象は，適用部位

出血が 1例 2件，ほてりと適用部位異常感覚が同一症例にて各 1件発現し，いずれも因果関係が否

定されなかったが，すべて軽度の事象であり，いずれも減量により回復又は軽快した。以上より，

本剤の有効性が検証され，長期投与時の安全性も十分確保可能と考えられた用法及び用量として，

上記の用法及び用量を設定した。

・妊婦：妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対しては，治療上の有益性が危険性を上回ると判

断される場合にのみ投与すること。

本事項は，他のmTOR阻害剤の添付文書を参照の上で，経皮投与の毒性は経口投与と比較して低

いこと，及び成獣ラットと幼若ラットでの毒性パラメータの変動に大きな差異が無いことを踏ま

えて，設定された。

・小児等： 3歳未満の幼児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していな

い。

・光線過敏症が発現するおそれがあるので，本剤の使用時は，日光又は日焼けランプ等による過度の
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紫外線曝露を避けること。

光線過敏を誘発する作用がモルモットで認められたこと，及び国内臨床試験時には直射日光回避

のための対策注）を講じたために光感作性あるいは光線過敏を強く疑わせる有害事象が認められな

かった可能性を踏まえて，設定された。

注）塗布部位及びその周辺への日焼け止めの使用，帽子の着用，日傘の使用，衣服等での遮光，

可能な範囲での戸外活動の回避など

※医薬品リスク管理計画（RMP）の安全性検討事項/重要な潜在的リスクに「光線過敏症」が記載さ

れた。患者向けの資材（ラパリムス®ゲルを使用されている患者さんおよびご家族の皆さまへ）が

作成され，本剤を使用している間は，塗っている部位やその周辺に日光（紫外線）が当たらないよ

う，日よけをする必要があることが注意喚起されている。

【禁忌】

本剤の成分又はシロリムス誘導体に対し過敏症の既往歴のある患者

【副作用】

皮膚乾燥30.4％（45/148），紅斑4.1％（6/148），そう痒症8.8％（13/148）

適用部位刺激感27％（40/148），適用部位出血2.0％（3/148）

ざ瘡10.1％（15/148），ざ瘡様皮膚炎6.1％（9/148），眼刺激5.4％（8/148），毛包炎2.0％（3/148）

【相互作用】併用注意
・PUVA療法等の紫外線療法：光線過敏症が発現するおそれがある。本剤の使用により光感受性が増

強されるおそれがある。

重要な基本的注意への記載に加え，一部の患者にはPUVA（psoralen	ultraviolet	A）療法等の紫

外線療法が併用される可能性があることを踏まえ，他の外用剤の添付文書を参考に設定された。

【薬物動態】

臨床試験で確認された血中濃度

・検証試験における薬物動態：結節性硬化症患者30例（成人17例，小児13例）に本剤を 1日 2回12

週間塗布したとき，投与 4週後では全体の90.0％，投与12週後では全体の70.0％の患者で定量限界

以上の全血中シロリムス濃度が検出され，その平均値（±標準偏差）は投与 4 週後で0.22±

0.08ng/mL，投与12週後で0.24±0.11ng/mLであった。

・長期試験における薬物動態：結節性硬化症患者94例（成人44例，小児50例）に本剤を 1日 2回52

週間塗布したとき，投与12週後では全体の77.5％，投与26週後では全体の72.7％，投与39週後では

全体の67.4％，投与52週後では全体の52.3％の患者で定量限界以上の全血中シロリムス濃度が検出

され，その平均値（±標準偏差）は投与12週後で0.34±0.46ng/mL，投与26週後で0.28±0.27ng/

mL，投与39週後で0.26±0.25ng/mL，投与52週後で0.27±0.14ng/mLであった。

	〈参考〉ヒト皮膚透過性試験（in	vitro）：Franz型水平静止セルの透過セルにヒト皮膚を装着し，シ
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ロリムスゲル0.0025g/cm2を適用したときのシロリムス透過量及び皮膚中存在量を測定した。その

結果，適用後24時間までレセプター液中にシロリムスは検出されず，シロリムスの皮膚透過性は低

いことが示された。また，角質層には適用量の2.80％，角層下皮膚には適用量の0.42％が検出され，

シロリムスは角質バリアを透過することが示された。

	〈参考〉本剤経皮投与時の血中シロリムス濃度については，ラットに本剤0.01〜0.8％を 1日 2回13

週間反復経皮投与した試験において，投与13週目には全血中からシロリムス未変化体濃度が検出さ

れ，濃度推移は24時間を通して概ね一定に推移し，吸収相及び消失相に相当するような明らかな濃

度変化は認められなかった。また，サルに本剤0.05〜0.8％を 1日 2回39週間反復経皮投与した試

験においても投与 4週目以降の全血中シロリムス未変化体濃度は投与期間に依存せず，概ね一定の

レベルを維持し，吸収相及び消失相に相当するような明らかな濃度変化は認められなかった。

	なお，国内長期投与試験において，TSCに伴う皮膚病変を有する患者に本剤0.2％を 1日 2回経皮

投与したとき，長期投与により血中シロリスム濃度が上昇する傾向は認められていない。

※薬剤師向けに保管方法および使用時の注意などがまとめられたパンフレット「ラパリムス®ゲル0.2％

を調剤される際に」が公開されている。
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医 薬 品 適 正 使 用 情 報
令和元年 5月22日（テリルジー100），

令和 3年 2月18日（テリルジー200）薬価収載

概　　　　要

【製剤情報】

薬効分類番号 2290 規制区分 処方箋 社名 GSK

商品名 成分・含量 識別コード（本体） 薬価￥ 最小包装単位

テリルジー100	

エリプタ	

14吸入用

フルチカゾンフランカルボン酸エス

テル100μg

ウメクリジニウム臭化物74.2μg

（ウメクリジニウムとして62.5μg）

ビランテロールトリフェニル酢酸塩

40μg（ビランテロールとして25μg）

－
4,160.8/	

キット

1個

テリルジー100	

エリプタ	

30吸入用

－
8,805.1/	

キット

テリルジー200	

エリプタ	

14吸入用

フルチカゾンフランカルボン酸エス

テル200μg

ウメクリジニウム臭化物74.2μg

（ウメクリジニウムとして62.5μg）

ビランテロールトリフェニル酢酸塩

40μg（ビランテロールとして25μg）

－
4,738.5/	

キット

テリルジー200	

エリプタ	

30吸入用

－
10,043.3/

キット

厚生労働省コード

テリルジー100エリプタ14吸入用：2290804G1022

テリルジー100エリプタ30吸入用：2290804G2029

テリルジー200エリプタ14吸入用：2290804G3025

テリルジー200エリプタ30吸入用：2290804G4021

テリルジー100	エリプタ	30	吸入用 テリルジー200	エリプタ	30	吸入用
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剤 形 定量式吸入粉末剤

色 白色の粉末

外 形 ドライパウダーインヘラー

貯 法 室温保存

有効期間 24ヵ月　包装トレイ開封後は 6週間以内に使用

【薬理作用】

フルチカゾンフランカルボン酸エステル（FF）は，合成コルチコステロイドの一種であり，炎症

性サイトカイン産生の抑制，抗炎症蛋白発現の促進，上皮細胞の保護及び好酸球浸潤の抑制等の作用

を介して抗炎症作用を示す。

ウメクリジニウム臭化物（UMEC）は，長時間作用性の選択的ムスカリン受容体拮抗薬（LAMA）

であり，気管支平滑筋に存在するムスカリン受容体へのアセチルコリンの結合を競合的に阻害するこ

とにより気管支平滑筋収縮を抑制する。

ビランテロールトリフェニル酢酸塩（VI）は，長時間作用性吸入β2刺激剤であり，アデニル酸シク

ラーゼを活性化し細胞内の環状アデノシン一リン酸を増加させることで，気管支平滑筋を弛緩させる。

＊同一成分・同効薬：

同一成分：同一の 3成分［FF/UMEC/VI］配合吸入剤はなし。

　　　　　各成分を含有する製品は，以下のとおり。

　　　　　FF：アニュイティ®エリプタ，アラミスト®点鼻液

　　　　　UMEC：エンクラッセ®エリプタ

　　　　　UMEC/VI：アノーロ®エリプタ

　　　　　FF/VI：レルベア®エリプタ

同 効 薬：COPD治療剤：ビレーズトリ®エアロスフィア®

　　　　　 3成分配合喘息治療剤：エナジア®吸入用カプセル等

【効能又は効果】

テリルジー100エリプタ

〇	気管支喘息（吸入ステロイド剤，長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併

用が必要な場合）

［抗炎症作用，ムスカリン受容体拮抗作用およびβ2受容体刺激作用により，気道の炎症を抑え長時

間にわたり気管支を拡げることで発作や症状が出にくい状態を維持します。通常，気管支喘息あるい

は慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の治療に用いられます。既に起こった発作や急な症状

の悪化を速やかに鎮める薬ではありません。（「くすりのしおり」より）］

〇	慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状の緩解（吸入ステロイド剤，長時間作用性吸

入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合）

テリルジー200エリプタ

　	気管支喘息（吸入ステロイド剤，長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併
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用が必要な場合）

［抗炎症作用，ムスカリン受容体拮抗作用およびβ2受容体刺激作用により，気道の炎症を抑え長時

間にわたり気管支を拡げることで発作や症状が出にくい状態を維持します。通常，気管支喘息の治療

に用いられます。既に起こった発作を速やかに鎮める薬ではありません。（「くすりのしおり」より）］

【効能又は効果に関連する注意】

〈気管支喘息〉

患者に対し，次の注意を与えること。

本剤は発現した発作を速やかに軽減する薬剤ではないので，急性症状に対しては使用しないこと。

〈慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状の緩解〉

本剤は慢性閉塞性肺疾患の増悪時の急性期治療を目的として使用する薬剤ではない。

【効能又は効果に関する解説】

・効能又は効果に関連する注意の設定根拠について，日本の喘息予防・管理ガイドラインでは，ステ

ップ 2以上の喘息患者に対する薬物療法として吸入ステロイド薬（ICS）及び長時間作用性気管支

拡張薬の定期使用が推奨されている。FF/UMEC/VIは，ICS及び長時間作用性気管支拡張薬を含

む配合剤であり，安定期の喘息患者に対する長期管理に使用され，増悪時の急性期治療として使用

する薬剤ではないことから，効能又は効果に関連する注意を「本剤は発現した発作を速やかに軽減

する薬剤ではないので，急性症状に対しては使用しないこと。」と設定された。

・	作用発現時間・持続時間について

　FF：除去した12時間後においても持続した（in	vitro）。
　UMEC：メサコリン誘発気管支収縮に対して投与24時間後に約70％の抑制作用，投与30時間後に

約80％の最大抑制作用を示し，投与 6日後まで有意な抑制作用が持続した。アセチルコリン誘発気

管支収縮に対してそれぞれ投与 1及び 2日後まで50％以上の抑制作用を示した（in	vitro）。
　VI：PGF2α誘発の収縮反応に対してOT50＊が 8 分と早く，イソプレナリン及びホルモテロールと

明らかな差はみられなかった。カルバコールで収縮させたときに，22時間後においても約30％の有

意な収縮抑制作用を示した（in	vitro）。モルモットにおけるヒスタミン誘発気管支収縮に対し投与
18時間後まで抑制作用が持続した。

	 ＊OT50：EC50の濃度で添加したときの最大反応の50％に達するまでの時間

・ヒト末梢血単核球を用いたin	vitro 併用試験において，VIはFFのTNF-α誘発IL-8放出抑制作用を
増強した。また，FFはラットの卵白アルブミン誘発肺好酸球増加症モデル等の複数のアレルギー

疾患モデルにおける症状を抑制した。

・UMECはin	vitro ですべてのムスカリン受容体サブタイプ（M1〜M5受容体）に対して高い親和性
を示し，UMECのM3受容体に対する拮抗作用は緩徐な回復性を示した。

・UMECはモルモットへの単回気管内投与により，アセチルコリン誘発気管支収縮に対して長時間

持続性の抑制作用を示した。また，VIはモルモットへの単回噴霧投与によりヒスタミン誘発気管

支収縮を持続的に抑制した。
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【用法及び用量】

〈気管支喘息〉

通常，成人にはテリルジー100エリプタ 1吸入（フルチカゾンフランカルボン酸エステルとして

100μg，ウメクリジニウムとして62.5μg及びビランテロールとして25μg）を 1日 1回吸入投与する。

なお，症状に応じてテリルジー200エリプタ 1吸入（フルチカゾンフランカルボン酸エステルとして

200μg，ウメクリジニウムとして62.5μg及びビランテロールとして25μg）を 1日 1回吸入投与する。

〈慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状の緩解〉

通常，成人にはテリルジー100エリプタ 1吸入（フルチカゾンフランカルボン酸エステルとして

100μg，ウメクリジニウムとして62.5μg及びビランテロールとして25μg）を 1日 1回吸入投与する。

［吸入し忘れへの注意：吸入を忘れた場合は気がついた時点で 1回分を吸入してください。ただし，

1日 1回を超えて吸入しないでください。 2回分を一度に吸入してはいけません。（「くすりのしお

り」より）］

【用法及び用量に関する解説】

〈気管支喘息〉

・喘息患者を対象とした第III相試験におけるFF及びVIの用法・用量は，喘息治療薬として国内外

で既に承認されている 2剤配合剤［FF/VI（レルベア®100・200エリプタ）］及びFF単剤（アニュ

イティ®100μg・200μgエリプタ）における各成分の 1日用量（FF	100又は200μg，VI	25μg）に基

づき設定された。また，第III相試験におけるUMECの用法・用量は，海外第II相試験等を踏まえ

て31.25μg又は62.5μgを 1 日 1 回吸入投与することが設定され，第II相試験及び第III相試験にお

いて検討された。

・臨床試験において，主要評価項目である投与24週後のトラフFEV1値のベースラインからの変化量

について，FF/UMEC/VI	100/62.5/25群及びFF/VI	100/25群間並びにFF/UMEC/VI	200/62.5/	

25群及びFF/VI	200/25群間の各対比較において，統計学的に有意な差が認められ，FFの配合用

量が100μg及び200μgの各FF/VI群に対してUMECを62.5μg配合するFF/UMEC/VI群の優越性が

示された。また，投与24週後のトラフFEV1値において，FF/VI群に対するUMECの上乗せ効果

（対照群との変化量の差）は，UMEC	31.25μg配合群よりもUMEC	62.5μg配合群で数値的に上回った。

・第III相試験における本剤の安全性プロファイルは，各有効成分における既知のクラスエフェクト

と同様であり，既承認薬であるFF/VIを上回るリスクは認められていない。また，FF/UMEC/VI

の喘息患者に対する投与時に，COPD患者に対する投与時を上回るリスクは認められていない。

〈慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の諸症状の緩解〉

・COPD患者を対象とした第III相試験における本剤の用法・用量は，COPD治療薬として国内外で

既に承認されている 2剤配合剤［FF/VI（レルベア®），UMEC/VI（アノーロ®）］及びUMEC単剤

（エンクラッセ®）における各成分の 1日用量（FF	100μg，UMEC	62.5μg，VI	25μg）に基づき，

FF/UMEC/VI	100/62.5/25μgを 1 日 1回吸入投与することが設定された。

・第III相試験において，主要評価項目である投与52週までの中等度又は重度のCOPD増悪の年間発

現率について，本剤群とFF/VI群及びUMEC/VI群との各対比較において統計学的に有意な差が

認められ，FF/VI群及びUMEC/VI群に対する本剤の優越性が検証された。

・第III相試験における本剤の安全性について，既承認薬であるFF/VI又はUMEC/VIの安全性プロ
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ファイルと比較し新たな懸念は示唆されなかった。

・本剤の配合成分であるFFの作用時間は，フルチカゾンプロピオン酸エステルより長時間であるこ

とにより， 1日 1回投与に適していることが臨床試験で示されている。また，FF単剤の 1日量と

して同じ用量を 1日 1回夜投与した場合と 1日 2回に分けて投与した場合を比較した試験で，非劣

性が示されている。

・UMECの投与間隔を 1日 1回投与と 1日 2回投与の比較により検討された。 1日 1回投与時の24

時間にわたる連続FEV1値の推移から，プラセボと比較して改善が示された。また， 1日用量が同

じ場合， 1日 2回投与に 1日 1回投与を上回る利点は認められなかった。

・VIは，長時間作用性β2刺激薬（LABA）である。 1日用量が同じ場合では 1日 2回投与に 1日 1

回投与を上回る利点は認められなかった。臨床試験の結果から，VIは気管支喘息による気道閉塞

に対し，約24時間の気管支拡張作用を発揮することが認められている。

・結核性疾患又は感染症（有効な抗菌剤の存在しない感染症，深在性真菌症を除く）の患者：ステロ

イドの作用により症状を増悪するおそれがある。

・心疾患を有する患者：抗コリン作用により心不全，心房細動，期外収縮が発現又は悪化するおそれ

がある。β2刺激作用により上室性頻脈，期外収縮等の不整脈が発現又は悪化するおそれがある。ま

た，QT延長が発現するおそれがある。

・甲状腺機能亢進症の患者：甲状腺機能亢進症の症状を悪化させるおそれがある。

甲状腺は交感神経系の支配を受けており，一方，甲状腺ホルモンはβ受容体の数と親和性を増大

させる。それゆえに，甲状腺機能亢進症ではβ受容体を介するシステムの感受性が高まっている

状態にあるため，本剤の配合成分であるβ受容体刺激作用を持つVIに過剰反応する可能性があ

る。その結果，甲状腺機能亢進症の症状を悪化させるおそれがある。

・高血圧の患者：血圧を上昇させるおそれがある。

・糖尿病の患者：血糖値をモニタリングするなど慎重に投与すること。高用量のβ2刺激剤を投与する

と，血糖値が上昇するおそれがある。

本剤の配合成分であるVIのβ受容体刺激作用により肝臓におけるグリコーゲン分解が促進され，

血糖値が上昇するおそれがある。したがって，糖尿病の患者では血糖値をモニタリングするなど

患者の状態に注意し慎重に投与すること。

・前立腺肥大（排尿障害がある場合を除く）のある患者：排尿障害が発現するおそれがある。

本剤の配合成分であるUMECの抗コリン作用による膀胱括約筋の収縮と排尿筋の弛緩により，

排尿障害を誘発するおそれがある。

・肝障害のある患者：本剤の血中濃度が増加し，全身性の作用が発現する可能性が高くなるおそれが

ある。

本剤の配合成分であるVI及びFFはいずれも主に肝臓においてCYP3A4により代謝されるため，

肝障害のある患者では本剤の血中濃度が増加することにより，全身性の作用が発現する可能性が

高くなる。
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・妊婦への投与：妊婦又は妊娠している可能性のある女性には，治療上の有益性が危険性を上回ると

判断される場合にのみ投与すること。

FFの高用量の吸入投与により，ラットの胎児では母動物毒性に関連した胎児の低体重，胸骨の

不完全骨化の発現率増加，ウサギでは流産が報告されている。また，VIの高用量の吸入又は皮

下投与により，ウサギの胎児に眼瞼開存，口蓋裂などの所見及び発育抑制が報告されている。

・授乳婦への投与：治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し，授乳の継続又は中止を検討する

こと。

他のβ2刺激剤及び副腎皮質ステロイド剤はヒト乳汁中に移行することが知られている。ラットの

授乳期にFF，UMEC又はVIを単独で投与したとき，生後10日の出生児血漿中に薬物が検出され

た。

・過量投与：本剤の過量投与により，抗コリン剤の薬理学的作用による症状（口内乾燥，視調節障害

及び頻脈等），β2刺激剤の薬理学的作用による症状（頻脈，不整脈，振戦，頭痛及び筋痙攣等）や

副腎皮質機能抑制等の全身性の作用が発現するおそれがある。また，外国人健康成人にFF/VI		

800/100μgを 1 日 1 回 7 日間吸入投与したとき，又はUMEC/IV	500/100μgを 1 日 1 回10日間吸

入投与したときQT間隔延長が認められた。

【禁忌】

1 ．有効な抗菌剤の存在しない感染症，深在性真菌症の患者［ステロイドの作用により症状を増悪す

るおそれがある。］

2．閉塞隅角緑内障の患者［抗コリン作用により，眼圧が上昇し症状を悪化させるおそれがある。］

3．前立腺肥大等による排尿障害がある患者［抗コリン作用により，尿閉を誘発するおそれがある。］

4．本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【副作用】　＊は重大な副作用

アナフィラキシー反応＊（0.1％未満）

アナフィラキシー反応（咽頭浮腫，気管支痙攣等）があらわれることがある。

皮膚のかゆみ，蕁麻疹，紅斑，皮膚の発赤等，胃痛，吐き気，視覚異常，声のかすれ，くしゃみ，

のどの痒み，息苦しさ等のアナフィラキシー反応の前駆症状がみられた場合には本剤の投与を中

止し適切な処置を行うこと。

肺炎＊（0.9％）

COPD患者を対象とした本剤の国際共同第III相試験（IMPACT試験）及び喘息患者を対象とし

た本剤の国際共同第III相試験（CAPTAIN試験）において肺炎が報告されている。一般に肺炎

の発現リスクが高いと考えられる患者へ本剤を投与する場合には注意すること。
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心房細動＊（0.1％）

COPD患者を対象とした本剤の国際共同第III相試験（IMPACT試験）及び喘息患者を対象とし

た本剤の国際共同第III相試験（CAPTAIN試験）において心房細動が報告されている。本剤の

配合成分であるUMECの抗コリン作用により心不全，心房細動，期外収縮が発現又は悪化する

おそれがある。

COPD患者を対象とした国際共同第III相試験（IMPACT試験）で認められた副作用一覧

	口腔カンジダ症2.43％（101/4151）， 肺炎1.08％（45/4151）， ウイルス性上気道感染039％

（16/4151），カンジダ感染0.29％（12/4151）

発声障害0.63％（26/4151），慢性閉塞性肺疾患0.51％（21/4151），咳嗽0.39％（16/4151）

頭痛0.36％（15/4151），口内乾燥0.34％（14/4151），筋痙縮0.29％（12/4151）

	臨床検査値異常 :体重減少0.05％（2/4151），アラニンアミノトランスフェラーゼ増加0.02％

（1/4151），アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加0.02％（1/4151），血中クレアチンホス

ホキナーゼ増加0.02％（1/4151），血中クレアチニン増加0.02％（1/4151）

喘息患者を対象とした国際共同第III相試験（CAPTAIN試験）で認められた副作用一覧

・FF/UMEC/VI	100/62.5/25群

	口腔カンジダ症0.5％（2/406），上咽頭炎0.5％（2/406），上気道感染0.5％（2/406）

発声障害1.0％（4/406），口腔咽頭痛0.5％（2/406），咳嗽0.5％（2/406）

	臨床検査値異常:体重減少0.2％（1/406），アラニンアミノトランスフェラーゼ増加0.2％（1/406），

好酸球数増加0.2％（1/406），心拍数増加0.2％（1/406）

・FF/UMEC/VI	200/62.5/25群

	口腔カンジダ症0.2％（1/408），気管支炎0.2％（1/408），上咽頭炎0.2％（1/408），喉頭炎0.2％

（1/408），蜂巣炎0.2％（1/408），膀胱炎0.2％（1/408）

	発声障害0.7％（3/408），口腔咽頭痛0.2％（1/408），湿性咳嗽0.2％（1/408），咽喉刺激感0.2％

（1/408）

臨床検査値異常:体重増加0.2％（1/408）

【相互作用】　併用注意
・併用薬剤のCYP3A4阻害作用による血中濃度上昇：CYP3A4阻害作用を有する薬剤（リトナビル，

ケトコナゾール（経口剤:国内未発売），エリスロマイシン等）

リトナビル等のCYP3A4阻害作用を有する薬剤との併用時において，VI及びFFの血中濃度が上

昇する可能性が考えられたため，CYP3A4を強力に阻害するケトコナゾールの経口投与とFF/VI

配合剤の吸入投与を併用する臨床薬理（薬物相互作用）試験が行われた。その結果，ケトコナゾ

ール併用時のVI及びFFの血漿中濃度は，いずれも上昇した。また，ケトコナゾールとの併用投

与により，VI及びFFのβアドレナリン受容体を介した全身性作用（心拍数，血中カリウム等）

の増加は確認されなかったものの，ステロイドの全身性作用がみられ，これにより血清コルチゾ

ールが低下した。
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・併用薬剤のβ遮断による作用減弱：β遮断薬

β遮断剤はβ受容体に結合することにより作用を発揮する。そのため，本剤と併用した場合，β受

容体において本剤の配合成分であるVIと競合し，本剤の作用を減弱する可能性がある。

・QT間隔延長の可能性：QT間隔延長を起こすことが知られている薬剤（抗不整脈剤，三環系抗う

つ剤等）

本剤の有効成分を含む配合剤の過量投与において，QT間隔延長が認められている。その機序と

しては，過量投与でVIがβ1受容体を刺激する可能性が考えられている。そのため，抗不整脈剤，

三環系抗うつ剤等のQT間隔延長を起こすことが知られている薬剤と本剤を併用すると，QT間

隔が延長され心室性不整脈等のリスクが増大する可能性がある。

【薬物動態】

・tmax：（h）0.25（0.05-2.00）（FF），tmax：（h）0.08（0.05-0.12）（UMEC），tmax：（h）0.12（0.08-

0.17）（VI）（健康成人男女43例にFF/UMEC/VI	400/250/100μgを単回吸入投与）

・健康成人16例にFF/VI	800/100μgを吸入投与した時のFF及びVIの絶対的バイオアベイラビリテ

ィはそれぞれ15.2及び27.3％であった（外国人データ）。

・健康成人 9例にUMEC	1000μgを吸入した時のUMECの絶対的バイオアベイラビリティは12.8％で

あった（外国人データ）。

・健康成人16例にFF	250μg及びVI	55μgを静脈内投与した時の定常状態における分布容積の幾何平

均値はそれぞれ661及び165Lであった（外国人データ）。

・健康成人 6例にUMEC	65μgを静脈内投与した時の定常状態における分布容積の幾何平均値は，

86Lであった（外国人データ）。

・FF，UMEC及びVIのヒト血漿蛋白結合率は，それぞれ99％超，88.9％及び93.9％であった（in	
vitro）。
・ヒトでFF及びVIは主にCYP3A4で代謝され，UMECは主にCYP2D6で代謝された（in	vitro）。
・FFはS-フルオロメチルカルボチオエート基が加水分解された代謝物が生成する。UMECは主に酸

化（他に，水酸化及びO-脱アルキル化）され，更に抱合体（グルクロン酸抱合等）が生成する。

VIは主にO-脱アルキル化された代謝物が生成する。

・健康成人 5例に14C-FF 2 mgを単回経口投与した時の放射能は主に代謝物として糞中に排泄され，

放射能の尿中排泄率は 1％未満であった（外国人データ）。

・健康成人 6例に14C-UMEC	65μgを単回静脈内投与した時の放射能は主に代謝物として尿・糞中に

排泄され，放射能の尿・糞中排泄率はそれぞれ約22及び58％であった（外国人データ）。

・健康成人16例にFF/VI	800/100μgを単回吸入投与した時の血漿中VIのみかけの消失半減期は約

2.5時間であった（外国人データ）。

・健康成人 6例に14C-VI	200μgを単回経口投与した時の放射能は主に代謝物として尿・糞中に排泄さ

れ，放射能の尿・糞中排泄率はそれぞれ約70及び30％であった（外国人データ）。
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