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当院 リウマチ外来 (単 .施設)における生物学的製剤の使刷 犬況について,継統率と中[摘 要

例につき検討した.対象は2004年から2010年 3月寒までに生物学的製剤を導入された関節 リ

ウマチ患者205例.インブリキシマプ (IFX群)(49例),エタネルセプ ト (ETN群)摘0例)エ

タネルセプ ト+メトトレキサ-卜(FrN+MrⅠⅩ群)(76例)トシリズマプ汀CZ群)(亜 例)

の 1年継続率はそれぞれ 72.ま,82.0,83.9,86.6%,2年継続率はそれぞれ 55.4,7ま珠 77.5,

74.6%であった.また,ETN+MTXが2剤目で選択 された場合の継続率は 1剤Flで選択 され

た場合の継続率よりも有意に低いことが示 された.十方,TCZは2剤目で選択 された場合でも

1割目の場合と同等の継統率を維持 していた.無効,二次無効で中止となった症例はIFX群で

は 13例中6例がユタネルセプ トへ,ETN群では7例中6例,およびwN+MTX群では 12例

中 10例が トシリズマプへと変更されていた.

有害事象中j目刺では計21例中 16例 (760/a)が生物学的製剤中はこのまま経過を見られてお

り,無効 ･二次無効で中日二となった症例 (3射列中 4例 ,12%)とは柳沼的であった,

石山効で中止となった症例がIFX群で1例,ETN+MTX群で3例,ADA群で 1例見られ 経

過観察期間中は生物学的製剤中止にて寛解を維持していた

キーワード:関節リウマチ,生物学的製剤,継統率,無効 ･二次無効,有害事象

は じ め に

関節 リウマチ (RA)は持続性の滑膜炎症によ

り関節破壊 をきたす自己免疫性疾患で,滑膜炎に

よる関節軟骨,軟骨下骨破壊から関節変形や靭帯

など周囲結合組織の弛緩を生 じ,蜂痛をはじめ日

常生活動作が大 きく制限 されて しまう疾患であ

る.1999年 に認可 されたメ トトレキサ- 卜に加

え,2003年に生物学的製剤が認可 され使用可能と

なったことで早期診断,治療介入により病初期の

滑膜炎を抑制 し関節破壊や身体機能障害を進行 さ

せないという治療体系に大 きく変わりつつある.

そこで今回我々は,当施設 リウマチ外来における

生物学的製剤の使用状況について検討 した.

対象と方法

対象は2004年から2010年 3月末 日までに当院

リウマチ外来 (整形外科及び リウマチ腰療病内科)

において生物学的製剤を導入された関節 リウマチ

患者 205例.生物学的製剤の内訳は,インブリキ

シマプ HFX群)49例,ユ タネルセプ ト116例

(メ トトレキサ- 卜非併用 (ETN群)40例,メ ト

トレキサー ト併用 (FrN+MTX群)76例),ト

シリズマブ (TCZ群)40例,アダリムマプ(ADA)

群8例で,各々の症例の概要 を衰lに示す.ETN

群の投与時年齢,将病期間は他群に比 して有意に

高かった (p<0.05,卜検定) (ただし,ADA群は

症例数が少ないため統計学的分析からは除外 し

た).
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検討項目

Kaplan-Meier法を用いて各生物学製剤の継続

率を求めた.また,各生物学的製剤の 1剤 目と2

剤 冒以降の継続率を各々算出し,logranktestに

て比較 した.使用中止に至った症例数と理由,無

効 ･二次無効症例あるいは有害事象中止例の治療

内容の変更,について検討 した

結 果

生物学的製剤の使用状況の検討

1)継統率

各生物学的製剤の継続率を図 1に示す.

IFX群の 1年継続率 は 72.1%,2年継続率 は

55.4%であった.以下同様 にfTN群 は 82.00/0,

71.40/0,m + MTX群 は 83.9%,77.5%,TCZ
郡は86.6%,74.6%であった.

ErN+MTX群が 1剤目で選択 された場合 (63

例)の継続率 (1年 ;88.2%,2年 82.8%)は2

剤冒以降で選択 された場合 (13例)の継統率 (1

午 ;54.5%,2年 ;36.4%)より有意に高かった

(p-0.0001,又ogranktest).

TCZ群 1剤 目 (26例)の継統率 (1年 ;84適

a/0,2年 ;78.4%)は 2割目以降で選択 された場

令 (14例 )の継続 寧 日 牛 ;90.9%,2年 ;

68.2%)と有意な差を認めなかった (p-0.798,

logranktes虹 王FX群およびETN群は2剤冒以降

の変更 となった症例数がごく少数であったこと,

衰 1
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ADA群は症例が少ないため,比較から除外 した.

2)中止に至った症例

観察期間中に中止に至った症例数はIFX群 21

例 拍3.30/a),ETN群 11例 (27.5%),W N+

MTX群 20例 (26.3%),TCZ群 8例 (20.0%),

ADA帯 3例 (37.5%)であった.

IFX群では無効 7,二次無効 6例,有効で中止 1

例,有害事象で中止 7例であり,ETN群では無効

6,二次無効 1例,有害事象で中止 射列,m +

MTX群では無効 7棒J,二次無効 5例,有害事象で

中止 4例,寛解で中止 1例,有効で中止 3例であ

った.さらにTCZ群では無効 1,二次無効 1例,

有害事象で中止 6例でありADA群では無効 1,

二次無効 1,寛解で中止 1例,有害事象による中

止例は見られなかった.

3)有害事象中止症例の詳細

IFX群では投与暗反応 3例,発熱,結核,悪性

魔壕 (肺癌),高度肝機能障害各 1例であった.

ETN群では発熱,ウイルス感染,皮疹,アミロイ

ドーシス各 1例,またETN+ MTX群では発熱 2

例,ニューモシスチスカリニ (PCP)肺炎,化膿

性膝関節炎各 1例であった.TCZ群では人工関節

置換術後の感染2例 (人工股関節 1例,人工肘関

節晩期感染 1例),足底べんちからの化膿から波

及 した第 Ⅰ中足骨骨髄炎 且例,細歯性肺炎,非定

型性抗酸菌症,重篤な口内炎各 1例であった.

4)無効 ･二次無効症例の治療内容の変更

IFX群 無効 ･二次無効 13例の うち,6例 が

インフiJキシマ-} ェタネル･L,ブト トシリズマプ アグリムマフ

肝X ETN ETN十MTX TCZ ADA

症例数

女性(%)

授与時年齢 書轟き

帝病期間

投与期間

授与期間(幅)

49 40 76 40 8
78 88 87 83 75

54.8 60･3♯ 52.4 53.6 64.8

10y6m 15y3-㌔ 10y7■¶ 10y7｡, 11y3m

lylOm lylOm 2ylm ly7m 7m

lI-1･5y4m 7d-4ylOl¶ 15d-4ylOm Od-6y6m 19d･1y2nl

*;pく0.05,t-test
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ETNへ,2例がADAへ,3例がTCZへ変更,生物

学的製剤を使用せずに経過を見ていたものが2例

であった.同様にETN群無効 ･二次無効 7例の

うち,6例がTCZへ,旦例が生物学的製剤中止で

あった.ETN+MTX群無効 ･二次無効 12例の

うち.10回がTC7Jへ.1)例がIFXへ変更 された.

TCZ無効の 1例はADA(無効)からETNへと変

壁,TCZ二次 無効 の 1例 は ADA(無効)か ら

TCZ (無効) さらにFrN(無効)に変更 し再び

IFX (無効)を使用 した.2010年 3f∃現在は生物

学的製剤を中止 して経過を観察 している.

5)寛解,有効による中止症例の治療内容の変更

寛解で中止 したETN+MrrX投与の 1例は後

に RA再燃 し,ETN再開に至 ったが無効であり

IFXへ変更となった.有効で中止 した王FX投与の

i例,ETN+MTX投与の 3例はすべて生物学的
製剤 中止のままであった.寛解で中止 したAL)A

投与の 1例はMTX内服例であり,開始 3か月で

図 1
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寛解導入となり,6か月で中止を試みている,

6)有害事象中止例の治療内容の変更

IFX7例 中 6例 が生物学的製剤 中止,1例 が

FTNへ変更,ETN8例中5例が生物学的製剤中

止 (うち 1例がタクロリムス開始),3例がETN
再開,TCZ6例中5例が生物学的製剤中IL (うち

2例がタクロリムス開始),1例が ETNへ変更で

あった.

考 察

継続率はETN+MTX群,TCZ郡で最 も高 く,

次いでETN群,IFX群であった.本邦の報告でも

ETN群がIFX郡 よりも高い継続率であると示す

報吉が多く1),本検討でも同様であった,IFX群

は全例3mg/l唱と増量が認可になる前のデ-タで

あり,これにより継統率の低 く出た可能性 も考え

られる.米国からの報告ではIFXが 10mg/kgま
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で増量可能かつ授与間隔の短縮も認可されていた

ことから継続率は一般に高いとされている2)那,

本邦と同様の3mg/kgかつ 8週間隔の欧州からの

報告では一般に低い3).ADAについてはまだ投与

平均が7か月間であり,今後の検討を待たぬばな

らない.

無効 ･二次無効症例の うちIFX群はETN+

MrTXへ,ETN群はTCZへの変更が最多であっd

た.さらに変更された症例数の多いこれらの群で

1剤 目と2剤 目以降の継続率 を比較 した場合,

ETN+MTX群は2剤目以降となった場合有意に

継続率が低下 し,中止理由はすべて無効であり,

さらに6例中5例はIFX無効症例であった.一

方,TCZは2剤冒以降として変更された場合でも

1剤目と同等の継続率を示 していた.発売時期や

ETNが無効となった場合に当時はTCZへの変更

以外有効な生物学的製剤が存在 しなかったこと,

TCZが2剤目以降の製剤として変更 された場合

の授与期間が最長でも2年程度と比較的短いこと

も要因の一つとして考えられるため,今後も経過

を追うことが必要である.

我々の検討では無効症例は他の生物学的製剤変

更が多かったが,有害事象中止例はその割合が低

かった.Hyrichらは無効で中止された症例は他の

生物学的製剤変更後再び無効で中止される可能性

が高く,有害事象で中止された症例は勉の生物学

的製剤変更後再び有害事象で中止される可能性が

高いと報告 している4).本検討においては,前者

については同様であったが後者についてはそのま

ま変更中止となって経過を見ていた場合が多かっ
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た.有害事象中止症例については今後 RAの活動

性が抑制できなくなった場合に他の生物学的製剤

への変更も視野に入れるが,再度有害事象で中止

される危険が高いことを念頭に置き懐重な治 療 方

法の検討が必要であると思われた.
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