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本資料は、米バイオベラティブ社が 2017 年 11 月 1 日（現地時間）に発表したプレスリリースを日本語訳として発表させていた
だくものです。よって必ずしも日本の状況を反映したものでないことをご了承ください。内容につきましては原本である英文が優
先します。 
 

2017 年 11 月 10 日 
 

報道関係各位 
バイオベラティブ・ジャパン株式会社 

 

バイオベラティブ、希少血液疾患プログラムの新データを米国血液学会（ASH）で発表 

- ASH プレゼンテーションのハイライトは、血友病、寒冷凝集素症、鎌状赤血球症、β サラセミアに 

おけるバイオベラティブの先進技術 

 

マサチューセッツ州ウォルサム 2017 年 11 月 1 日 –  希少血液疾患の患者さんの人生を変えることに

邁進するグローバルなバイオ製薬企業のバイオベラティブ（ナスダック:BIVV）は本日、ジョージア州

アトランタで開催される第 59 回米国血液学会（ASH）12 月 9 日～12 日において、血友病、寒冷凝集

素症（CAgD）、鎌状赤血球症、β サラセミアなどの治療の発展に貢献する当社の業績をご紹介する新た

なデータのプレゼンテーションを行うことを発表しました。 

 

ASH におけるハイライトの 1 つは、寒冷凝集素症（CAgD）の治療薬として開発中の画期的なモノクロ

ーナル抗体、BIVV009 の第 I/Ib 相 安全性・有効性データに関する口頭発表です。自己免疫性溶血性貧

血の 1 種である寒冷凝集素症については、まだ理解が進んでおらず、承認された治療法がありません。

そこで、CAgD の疾病負担と血栓塞栓症発生リスクを明らかにすることで、この希少血液疾患に伴う生

命にかかわる合併症を含めた予後に関する理解を深めるために役立つ新研究もご紹介する予定です。バ

イオベラティブは、CAgD における BIVV009 の 2 つの第 III 相試験を本年末までに開始する計画です。 

 

また、血友病治療に関しては、革新的なラジオ標識画像の手法を用いることにより、第 IX 因子製剤投与

後の血管外分布、とりわけ関節への分布に及ぼす影響を検証する前臨床知見など、複数のプレゼンテー

ションを予定しています。血友病 A に対するイロクテイト®［遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子 Fc 領域融

合タンパク質製剤］、血友病 B に対するオルプロリクス®［遺伝子組換え血液凝固第 IX 因子 Fc 領域融

合タンパク質製剤］の予防投与の間隔延⾧を裏付けるデータに関して、Sobi 社との共同ポスター・プレ

ゼンテーションも行います。 
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バイオベラティブの口頭／ポスター・プレゼンテーション: 

＜血友病に関する抄録＞ 

 In Vivo SPECT 画像分析法を用いた血友病 B マウスにおける従来製剤と EHL 製剤の血管外分布の

比較検証 - ポスター#1061 － 12 月 9 日（土） 5:30-7:30 PM（ET［東部標準時］）- A2 ホール 

 rFVIIIFc 週 1 回予防投与の臨床転帰:A-LONG・ASPIRE 試験の被験者集団における縦断的分析  

 － ポスター#2368 － 12 月 10 日（日） 6:00-8:00 PM（ET）－ A2 ホール 

 再生（Tissue Engineered）血管における血流下での血栓形成の至適条件の検討 

 － ポスター#2304 － 12 月 10 日（日） 6:00-8:00 PM（ET）－ A2 ホール 

 rFIXFc 14 日間予防投与の臨床転帰:B-LONG・B-YOND 試験における縦断的分析  

        － ポスター#3667 － 12 月 11 日（月） 6:00-8:00 PM（ET）－ A2 ホール 

 

＜寒冷凝集素症に関する抄録＞ 

 寒冷凝集素症（CAgD）では血栓塞栓症の発現リスクが上昇:大規模コホート後ろ向き観察研究の

解析結果 － ポスター#928 － 12 月９日（土） 5:30-7:30 PM（ET）－ A2 ホール 

 原発性寒冷凝集素症患者における抗 C1s 抗体（BIVV009）の⾧期的有効性、安全性および PK/PD

プロファイル － 口頭発表#703 － 12 月 11 日（月） 2:45 PM（ET）－ C208 ～ C210 

 

＜β サラセミア、鎌状赤血球症に関する抄録＞ 

 β サラセミアおよび鎌状赤血球症治療薬としての ST-400 の可能性  

 － ポスター#2066 － 12 月９日（土） 5:30-7:30 PM（ET）－ A2 ホール 

 

Sangamo Therapeutics 社とバイオベラティブは、β サラセミアと鎌状赤血球症の治療を目的に、ZFN

仲介ゲノム編集細胞治療法を開発·製品化するためのグローバルな独占的提携を結んでいます。 

 
イロクテイト®について  
イロクテイト®［遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子 Fc 領域融合タンパク質製剤］は、血友病 A 患者を対象
とし、Fc 領域融合技術を用いて体内を⾧時間循環するよう開発された、遺伝子組換え血液凝固第Ⅸ因子
製剤です。第 VIII 因子を免疫グロブリン G サブクラス（IgG1:身体に広くみられるタンパク質）の Fc
領域に融合させることで、イロクテイト®は自然の経路を利用して、より⾧時間体内に留まることが可能
になります。Fc 領域融合技術は 15 年以上使われてきたものですが、バイオベラティブと Swedish 
Orphan Biovitrum AB（publ）（Sobi）がその技術を最適化し、血友病の治療に利用する最初の企業と
なっています。イロクテイト®は、動物やヒトの添加物を用いずにヒト細胞株を使用して製造されていま
す。 
イロクテイト®は、米国、日本およびカナダにおいて承認されており、バイオベラティブによって販売さ
れています。また、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジルなどの国々でも承認され、バイオベ
ラティブはそれらの地域での販売権を有しています。EU、スイス、アイスランド、リヒテンシュタイン、
ノルウェー、クウェート、サウジアラビアでは Elocta®として承認されており、Sobi 社によって販売さ
れています。 
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他の因子置換療法剤と同様、血友病 A の治療中に、アレルギーのような過敏反応、およびインヒビター
の発現が起きる可能性があります。イロクテイト®／Elocta®については、未治療の患者さんを含め、イ
ンヒビターの発現が観察されています。詳細は、イロクテイト®の U.S. prescribing information をご
覧ください。なお、未治療の患者さんについての適応は、Elocta®の EU Product Information に含まれ
ていません。 
 
オルプロリクス®について 
オルプロリクス®［遺伝子組換え血液凝固第 IX 因子 Fc 領域融合タンパク質製剤］は、血友病 B 患者を
対象とし、Fc 領域融合技術を用いて体内を⾧時間循環するよう開発された、遺伝子組換え血液凝固第Ⅸ
因子製剤です。第 IX 因子を免疫グロブリン G サブクラス（IgG1:身体に広くみられるタンパク質）の
Fc 領域に融合させることで、オルプロリクス®は自然の経路を利用して、より⾧時間体内に留まること
（半減期の延⾧）が可能になります。Fc 領域融合技術は 15 年以上使われてきたものですが、バイオベ
ラティブと Sobi がその技術を最適化し、血友病の治療に利用する最初の企業となっています。オルプロ
リクス®は、動物やヒトの添加物を用いずにヒト細胞株を使用して製造されています。 
オルプロリクス®は、米国、日本およびカナダにおいて、血友病 B の治療薬として承認されており、バ
イオベラティブによって販売されています。また、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジルなど
の国々でも承認され、バイオベラティブはそれらの地域での販売権を有しています。EU、アイスランド、
リヒテンシュタイン、ノルウエー、スイスなどの国々でも承認されており、Sobi 社によって販売されて
います。 
オルプロリクス®については、血友病 B の治療中のアレルギーのような過敏反応、およびインヒビター
の発現が、未治療の患者さんを含め、観察されています。詳細は、オルプロリクス®の U.S. prescribing 
information をご覧ください。なお、未治療の患者さんについての適応は、EU Product Information に
含まれていません。 
 
バイオベラティブと Sobi 社の協力関係について 
バイオベラティブと Sobi 社は、オルプロリクス®［遺伝子組換え血液凝固第 IX 因子 Fc 領域融合タンパ
ク質製剤］とイロクテイト®［遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子 Fc 領域融合タンパク質製剤］(欧州では
Elocta®として販売）の開発と商業化について協力関係にあります。バイオベラティブは、北米とその他
の世界における Sobi 社の担当を除いた地域における最終的な開発・商業化権、また、製造を担当してい
ます。Sobi 社は、担当地域（基本的に欧州、北アフリカ、ロシア、および中東市場の大半）における、
最終的な開発・商業化権を有しています。 
 
バイオベラティブと Sangamo 社の協力関係について  
バイオベラティブと Sangamo 社は、β サラセミアと鎌状赤血球症の治療を目的に、ZFN 仲介ゲノム編
集細胞治療法を開発·製品化するためのグローバルな独占的提携を結んでいます。提携契約条件に基づい
て、Sangamo 社は ST-400 の第 1/2 相治験の実施を担当し、バイオベラティブはそれに続くグローバ
ルな臨床開発と製造、製品化を担当します。 
 
バイオベラティブについて 
バイオベラティブは、血友病などの希少血液疾患領域に特化したグローバル・バイオテクノロジー企業
です。 革新的な治療薬の世界レベルの研究開発とその製品化を通じて、患者さんの人生を変えることに
貢献すべく、2017 年 2 月１日バイオジェンの血液病事業から分社して業務を開始しました。バイオベ
ラティブは、バイオジェンの科学的イノベーションの基盤を受け継ぐとともに、血液疾患の患者コミュ
ニティと積極的に協働し、患者さんが最も必要とすることに進歩を生み出すことをミッションとしてい
ます。バイオベラティブの開発した血友病治療薬は、20 数年ぶりに血友病治療の進展に大きく貢献しま
した。 
バイオベラティブは本社をマサチューセッツ州ウォルサムに置く NASDAQ 上場企業です。 
詳細は www.bioverativ.com をご覧ください。 
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将来予想に関するセーフハーバー 
このプレスリリースには、研究開発プログラムに関する記述や、それらのプログラムに関連した初期段
階の知見、潜在的利益、臨床効果、臨床試験に関する記述など、将来予想に関する記述が含まれていま
す。かかる記述は、当社の現在の信念と予想に基づいて、“believe”（信じる）、“expect”（期待する）、
“may”（可能性がある）、“plan”（計画する）、“potential”（潜在性がある）、“will”（するつもりであ
る）などの用語やこれらに類似した意味をもつ表現を使用している場合があります。医薬品の開発と製
品化には高いリスクを伴い、製品化までこぎつける研究開発プログラムは極僅かです。研究や臨床試験
の初期結果が全体の結果、あるいは臨床試験の結果を示すわけではなく、規制当局による承認を保証す
るものでもありません。当社の現在の予想と実際の結果が大きく異なる要因には、臨床試験の各段階の
開始、登録、完了に関連する不確実性、臨床試験中に得られるデータ、知見、分析または結果から生じ
る予期せぬ問題、規制当局による追加情報または追加試験の実施要求、あるいは製品候補の承認不可、
承認拒否、承認遅延、当社が遭遇するその他の予期せぬ障害などがあります。バイオベラティブの医薬
品の開発と製品化に伴うリスクと不確実性の詳細については、米国証券取引委員会に提出している直近
の年次報告書または四半期報告書の「リスク要因」セクションを参照してください。将来予想に関する
記述は、本プレスリリースの発表日現在のものであり、当社は将来予想に関する一切の記述を更新する
義務を負いません。 
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