
新薬開発ストーリー　

新薬への挑戦

日本から世界に発信する抗体医薬品

ポテリジオⓇ点滴静注20mg
（モガムリズマブ　成人T細胞白血病リンパ腫治療薬）

つづく

　新薬を待つ
患者さんのために

　臨床には治療薬が存在しない疾患がたくさんあり、多くの

患者さんが新薬の登場を待っておられる領域が今もある。

　血液内科で実務実習した皆さんは、医療現場で「薬がない」

という状況に直面したのではないだろうか。

　血液内科の病棟で働く薬剤師さんも「患者さんは、白血病

のいい薬を創ってくださいといわれる」といい、新薬の登場を

願う。

　実務実習で臨床の状況を見て、患者さんにお薬を届けた

い。そのため研究職や開発職をめざすという人もいる。

　「各社の製品領域」を調べると「その他の血液・体液用剤」を

もつ製薬会社は多くない。しかし各社のパイプラインでは

「血液内科領域・腫瘍血液内科領域」で臨床開発を進める会

社は多く、注目を集める分野になっている。

　2012年5月29日にポテリジオⓇ点滴静注20mg（一般名=

成人T細胞白血病リンパ腫治療薬モガムリズマブ）が発売さ

れた。世界で初めてポテリジェントと呼ばれる抗体作成技術

を用いて生まれた医薬品だ。

　ポテリジオⓇの新薬誕生について取材してみた。新薬の創

出、臨床開発の現状をつかんでもらえればと思う。

ヒトT細胞白血病ウイルス
を原因とする白血病（ATL）

　1980年にヒトT細胞白血病ウイルス「Human T-cell 

Leukemia Virus Type 1」（以下HTLV-1）が発見された。こ

れは血液中のリンパ球に感染するウイルスで、感染するとリ

ンパ球の中で生き続ける。

　ご存知の通り白血病は、血液の中の白血球が悪性腫瘍（が

ん）になる疾患で、いくつかの種類がある。

　HTLV-1の感染によって発症する「成人T細胞リンパ腫白

血病（ATL）」も白血病のひとつだ。厚生労働省の調査（2008

年）では国内に約108万人のHTLV-1感染者がおられ、世界

には3000万人以上のキャリアがいると推定されている。日

本では九州や沖縄に感染者が多かったが、人口の流動化で

関東や関西などでも増加傾向にある。

HTLV-1の感染は
授乳による母子感染が主流

　HTLV-1に感染しても約95%の人は生涯病気になること

はないが、稀にATL（成人T細胞リンパ腫白血病/以下ATL）

やHAM（神経疾患）、HU（眼の疾患）を発症することがある。

　感染は主に授乳による母子感染が多く、平成23年度から

HTLV-1抗体検査を妊婦健康診査の標準的検査項目に追加

するなど、母子感染阻止の取組みが全国規模で行われてい

る。

　HTLV-1感染者の生涯発症率は3～5%程度で、推定年間

発症者は約1150人だ。またATLは高齢での発症が多い。一

時、HTLV-1感染者が減少すると考えられていたが、高齢化

にともないATLを発症する人が増加傾向にあるのだ。

　ATLの治療には、MLSG15療法などの多剤併用療法があ

るが予後が極めて悪く、確立した治療法はなかった。しかも

ATLによる死亡者数は毎年約1050人で推移してきた。

抗体研究
ポテリジェント技術の発明

　ポテリジェント技術は「高ADCC活性抗体作製技術

（POTELLIGENTⓇ）」をいう。ADCC活性とは標的に結合し

た抗体が攻撃役であるエフェクター細胞を呼び寄せて標的

を攻撃するメカニズムをいう。ポテリジェント技術は、この

ADCC活性を従来より飛躍的に高める技術だ。ただ、この技

術は失敗から発明されたものという。

　1990年代、抗体医薬ブームが去って、多くの製薬メーカー

が抗体医薬から撤退していた。協和醗酵工業株式会社（以下:

協和醗酵）では抗体医薬の研究を行っていたが、内情は対岸

の火事とはいえない状況だった。

　当時、協和発酵では各種抗体について研究を進めており、

臨床試験への期待が高まっていた。しかし、ある抗体につい

て本格的な臨床開発に進むため抗体生産細胞の種類を変え

たところADCC活性が低下してしまう。同じ抗体遺伝子を細

胞に導入して作製しており、原理的には同等の活性が期待で

きるとはずだった。これにより研究は頓挫。想定外の状況に

陥った。

　この原因究明は非常に困難なものであったという。実験を

進めると抗体に付加する糖鎖の構造が変わっていることが

分析から明らかにした。抗体産生細胞を変えた事により、フ

コースという糖の量が変化していたのである。通常、抗体の

糖鎖にはフコースが多く付加しているが、これが減ると

ADCC活性が増加する、ということを明らかにしたのだ。
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　フコースを除去することによるADCC増強技術をポテリ

ジェント技術、低フコース抗体をポテリジェント抗体と名付

けた。ポテリジェント技術は、その後の新薬開発の技術革新

につながっていく。

※ADCC=Antibody-Dependent Cellular Cytotoxity（抗

体依存性細胞傷害活性）

CCR4抗体の研究
ATL治療剤への展開

　1990年代、B細胞リンパ腫によく効くリツキサンが開発さ

れたが、T細胞リンパ腫には診断や治療に使える抗体がな

かった。当時、協和発酵ではポテリジェント技術と並行して、

CCR4抗体の研究が進められており、ATL以外の疾患を対象

にしていた。CCR4抗体テーマを立ち上げ、ATLへの展開を

判断したのは現在の協和発酵キリン株式会社・代表取締役社

長・花井陳雄氏だった。

　癌分野の研究では、名古屋市立大学病院との共同研究が

研究を大きく前進させたという。臨床では、ケモカインレセ

プターがT細胞の増殖や機能に関与しており、CCR4（CCケ

モカイン受容体4）がATL患者の約90%という高頻度で発現

していること把握していた。

　研究チームは、CCR4に対する抗体がATL細胞表面の

CCR4に特異的に結合、マクロファージやNK細胞を呼び寄

せ、ATL細胞（がん細胞）を傷害し殺す抗腫瘍効果を発揮す

ることを確認した。

抗体ポテリジェント技術の実用化
モガムリズマブの誕生

　
　樹立された抗CCR4抗体に、ポテリジェント技術を応用す

ることとなったが、フコース量が少なくADCC活性が高い抗

体を人に投与できるレベルになかった。商業レベルで製造す

ることが出来ておらず、実用化が大きな課題となった。

　2000年に入社した中野了輔さんは、入社当初からCCR4

抗体の生産開発、およびポテリジェント技術、両方の開発プ

ロジェクトに参加していた。

　中野さんは「生産性もADCC活性も満たすCCR4抗体生

産細胞が必要と、高い要求が寄せられました。正直、無理だと

思いました。ただ、当時は研究者としてまだ未熟で、とにかく

何とかなるようにいろいろな可能性を追求しました。その結

果、幸運にも問題を解決するような、生産性と高いADCC活

性を満たす抗体生産細胞を樹立することができました。今で

も『あれは運だけで解決したね』と言われます」という。

　この生産細胞で作られた抗CCR4抗体が、のちのモガムリ

ズマブになるのだ。

　ATL細胞に対して有効性を発揮する抗体の実生産のめど

がついた。研究チームは大きな成果を上げたのであるが、当

時の中野さんには達成感よりは、開発が無事に次のステージ

に進み、「ああ終わった」という安堵感が強かったという。

ポテリジェント技術を
国内外の企業に導出

　ポテリジェント技術の完成がビジネス化に大きく貢献す

る。フコースをコントロールすることで抗体のADCC活性を

100倍、1000倍と高めることを証明したのである。

　協和醗酵は、ポテリジェント技術を応用してさらに多くの

新薬を患者さんの元に届けることを考えた。ポテリジェント

技術の導出（提携）である。

Fucose

糖鎖の中にフコース

と呼ばれる糖が存在。

フコースを除去、あるい
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ト技術という。
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　中でもアメリカにはコラボレーションできそうなバイオ

医薬関連の製薬会社があることから現地法人バイオワを設

立した。バイオワは次々とアライアンス契約を締結し、今で

は国内外の大手製薬会社も含め15社とアライアンスを結

んでいる。ポテリジェント技術が世界的に高く評価された

のである。

　ポテリジェント技術を使って創薬研究するライバルが

15社存在するということにもなる。「ポテリジェント」の導

出先でも抗体医薬の臨床試験を行っている会社が複数存在

するという。その中でもポテリジオⓇは、同技術を使って世

界で初めて生まれた医薬品なのである。

研究を大切にする
社風を今も受け継ぐ

　中野さんは「協和醗酵に就職した当初は、医薬以外の研究

をされている方も大勢おられたため、製薬会社に就職した

という意識が低かったと思います。運良く、人やテーマに恵

まれて研究成果を上市につなぐことができました。

　ポテリジオⓇ（モガムリズマブ）の研究を通じて臨床の様

子が私たちにも伝わり、臨床で使われる薬を創っているとい

う実感が得られるようになりました。

　ポテリジオⓇは固形癌への適応拡大も検討されていま

す。さらに多くの患者さんを救うことができれば社会的に大

きな貢献ができます。

　2008年、協和醗酵工業株式会社とキリンファーマ株式会

社が合併して協和発酵キリン株式会社になりました。新しい

会社になっても研究を大切にする社風が受け継がれていま

す。研究は大変ですがやり甲斐を感じる仕事です」という。

　研究所では、ポテリジオⓇの有効性や安全性、安定性につ

いて実験を繰り返した。そして人を対象とする臨床試験に

移行する段階に達した。

プロトコールにマッチした
患者さんが現れず

　2007年、モガムリズマブが人を対象とする臨床試験の

ステージに入る段階で事業性が問題になった。ATLという

疾患は年間発症者数が約1150人と少ないのである。そのた

めビジネスが成り立つのか検討され、ここでも開発中断の

可能性があった。一時的な足踏みもあったが、これもトップ

ダウンで事業化が決定した。

　臨床開発を担当した河村康一さんは、「事業性においては

患者さんが少ないという課題はありましたが、ポテリジェン

トという技術を持っているのは協和醗酵だけ。この会社だか

らできる仕事を実現しようという強い思いがありました。

　私はポテリジオⓇの開発を最初から担当しました。ATL

が対象ということで先生方のモチベーションも高く臨床試

験には追い風を感じました。かつてATLは九州や沖縄に多

い疾患でしたから地域性があり、また治療薬がなく治療法

も確立したものがありませんでした」。

　HTLV-1の感染者は、東京都が陽性率0.15%だが、最も感

染者が多い鹿児島県では陽性率が1.95%。住民の約50人に

1人にあたる数字だった。そのため臨床試験を実施した病院

も九州が中心だったようだ。

　臨床開発をはじめるにあたりアカデミアの先生とプロト

コールを作成した。しかしプロトコールにマッチしたATL

の患者は少なく登録者が現れなかったのである。

　第1相臨床試験の登録受付けを開始したものの7カ月く

らいの期間は患者の登録がまったくなく、治験が開始でき

ない状態が続いたのだ。

CCR4陽性のATL患者に対する
安全で有効な新規治療薬

　河村さんは「ATLはもともと患者さんが少ない疾病であ

り、プロトコールにマッチする患者さんは限られます。

　ATLを発症した患者さんの予後は1年程度といわれまし

たから、患者さんが治験期間を全うできないことが考えられ

ます。しかもATLの診断に数カ月かかるため、ATLと診断さ

れたときには予後が残っていないというケースもあります。

　また試験の対象は、既存の治療に一旦効果があったもの

の、その後悪化した患者さんに限るという治療のレジメンが

限定されていました。

　そこでエントリー基準を少し変更しました。レジメンを変

更したことで登録者が増えて3名づつのグループに分けて

治験を開始することができました。第1相臨床試験では有効

性と安全性を示し、期待以上の成果を残しました」と話す。

　第1相臨床試験では、再発・再燃CCR4陽性のATL患者に

対し、モガムリズマブ0.01～1.0mg/kgを週1回、4回投与し

た。設定された投与量0.01、0.1、0.5、1.0mg/kgの4グルー

プとも毒性はみられなかった。

　安全性解析対象の16名全員には、それぞれ何らかの副作

用が生じたが個別に対処でき、ATL患者に対する奏効率は

30.8%という好成績だったのである。これでCCR4陽性の

ATL患者に対して安全で有効な新規治療薬となる可能性が

高まった。
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　第1相臨床試験の結果を受けて第2相臨床試験の推奨用量を

1.0mg/kgとする。

希少疾病用医薬品の指定
により優先審査を受ける

　第1相臨床試験の結果が良好だったことから、先生方の期

待がさらに高まった。

　第2相臨床試験では再発・再燃CCR4

陽性のATL患者に対し、モガムリズマブ

1.0mg/kgを週1回、8回投与した。26名

のATL患者が治験に参加し、単独投与の

奏効率が50%という好成績だった。

　被験者に副作用が生じ一部には処置

が必要だったが、いずれも副作用から回

復・軽快し、安全性が確認できた。しかも

第2相臨床試験では再発後の平均生存期

間が13.7カ月という結果を得たのであ

る。

　臨床試験で追い風になったのが希少

疾病用医薬品（オーファクドラッグ）の指定だろう。2010年

8月に希少疾患医薬品に指定され、承認審査は優先審査が

受けられたため9カ月という期間で承認を得た。

　河村さんは「ATLの患者さんの中に、告げられた余命では

娘さんの結婚式まで生きられないという方がおられました。

モガムリズマブの投与を受けて、結婚式に出席されたという

エピソードを聞き、開発をやってきて本当によかったと実感

できました」と話す。

日本初の抗体医薬が
世界の患者の治療に貢献

　ポテリジオⓇ（モガムリズマブ）は、日本初のポリジェント

技術を使って生まれた抗体医薬品だ。世界初のATL治療薬

を日本で創出したばかりか国内で臨床試験を実施し、初め

て人に投与した業績は高く評価される。海外でも臨床試験

が進められ、さらに今後の摘要拡大も検討されている。

　河村さんも「日本から世界に発信する医薬品」と表現す

る。

　アカデミアの先生の協力が得られる環境もあり、臨床試

験はスムーズに進んだ。ポテリジオⓇ（モガムリズマブ）に対

する臨床の期待、患者さんの期待も膨らんだという。

　さらに2014年3月には「再発または難治性のCCR4陽性

の抹消性T細胞リンパ腫（PTCL）」および「皮膚T細胞性リン

パ腫（CTCL）」にも適応拡大の承認を得た。

　抹消性T細胞リンパ腫（PTCL）はATLよりも患者数が多

い疾患だ。世界的な発売となれば多くの患者さんに投与さ

れるようになる。

　ポテリジオⓇ（モガムリズマブ）の臨床試験は、患者数が極

めて少ないという条件下で行われた。そのため、臨床で多く

の患者さんに投与されることにより他の医薬品や食品との

相互作用が明らかになるだろう。

　実際の投薬にあたっては、全例調査対象に指定され600

症例について調査している。

　薬剤師となる皆さんには、患者さんを薬害から守るため、

またより効果的な治療にポテリジオⓇ（モガムリズマブ）が

役立つように育薬に努めてもらいたい。

●ポテリジオⓇ点滴静注20mg
2011年4月　医薬品製造販売承認申請

2012年3月30日　承認取得

　（効能・効果/再発または難治性のCCR4陽性のATL）

2012年5月29日　薬価収載・発売

2014年3月17日　一部変更承認取得

　（適応症/再発または難治性のCCR4陽性の末梢性T細胞リン

　パ腫および皮膚T細胞性リンパ腫）

2014年12月18日　一部変更承認取得

　（適応症/化学療法未治療のCCR4陽性の成人T細胞白血病リ

　ンパ腫）

●ポテリジェント技術
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