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分子標的治療薬

　大西　田中先生、分子標的治療薬と
いうテーマでうかがいます。
　関節リウマチは長期にわたって人類
を苦しめてきた病気だと思うのです。
薬としては消炎鎮痛剤やステロイドが
以前はけっこう使われていたと思うの
ですが、まずそのあたりからお話しい
ただけますか。
　田中　私が医師になったのは35年前
ですが、その当時は消炎鎮痛剤および
ステロイド薬を使って何とか炎症を抑
えることが主な治療でした。ただ、ど
んなにたくさん消炎鎮痛剤やステロイ
ドを使っても、関節の破壊が止まるわ
けではありませんでした。目の前の患
者さんはどんどん変形が進行していっ
て、だんだん日常生活ができなくなっ
てしまう。そういった状態をいつも感
じていました。
　大西　ある程度炎症は抑えるけれど
も、関節破壊は制御できなかったと考
えてよいですね。
　田中　はい。
　大西　20世紀の後半になりまして、

関節リウマチが自己免疫疾患に位置づ
けられるようになったのですね。
　田中　はい。
　大西　そして、それに伴って免疫抑
制薬が開発されたのでしょうか。
　田中　はい。
　大西　そのあたりを少しお話しいた
だけますか。
　田中　当初は単なる関節の炎症疾患
と位置づけられたわけですが、炎症を
起こす要因として免疫の異常、すなわ
ち自己免疫が関与していることが明ら
かになってきました。したがって、疾
患を制御するためには免疫の異常を是
正、あるいは免疫の異常を抑制すれば
可能ではないかと考えるようになった
のです。したがって、免疫抑制薬が使
われるようになりました。
　免疫抑制薬がリウマチに対して使わ
れた場合、これを私たちは抗リウマチ
薬、あるいは疾患修飾性抗リウマチ薬、
DMARDと呼ぶようになりました。そ
の中で最も代表的なのはメトトレキサ
ートです。メトトレキサートは、日本

では1999年、アメリカでは1988年に関
節リウマチに承認され、今は標準的な
治療薬として使われています。
　大西　メトトレキサートに関しては
どういう利点、あるいは問題点があっ
たのでしょうか。
　田中　メトトレキサートに関しては、
ゴールドスタンダードとして使われて
いて、日欧米のリウマチの治療ガイド
ラインあるいは治療リコメンデーショ
ンでは、関節リウマチと診断されれば
関節破壊が生じる前にまずメトトレキ
サートを使うことが推奨されています。
　大西　ファーストチョイスになって
いるのですね。
　田中　ファーストチョイスです。
　大西　それでかなり早期から治療を
開始するように変わってきたのですね。
　田中　そうです。関節破壊が起こる
前に的確に診断して治療を開始するの
がトレンドとなっています。
　大西　実際にかなり有効であること
は間違いないのですね。
　田中　たいへん有効だと思います。
しかし、メトトレキサートで十分な疾
患制御ができない方、あるいはメトト
レキサートを使っても関節破壊が進行
される方が、全体の半分近くいらっし
ゃいます。
　大西　かなり多いのですね。21世紀
に入ると、いわゆる生物学的製剤が出
始めましたが、どういう特徴があるの
でしょうか。

　田中　生体内にある物質、例えば抗
体などでつくるものですから、生物学
的製剤と呼ばれます。抗リウマチ薬は、
メトトレキサートのような内服できる
合成抗リウマチ薬と、生物学的製剤で
つくったバイオ抗リウマチ薬、この２
種類に分けられます。バイオ抗リウマ
チ薬を上手に使えば疾患制御が可能と
なり、大部分の患者さんで寛解に導入
することが可能となってきました。さ
らには、関節破壊もほぼ完全に抑制で
きるようになってきました。
　大西　もちろん、それなりの副作用
も起きる可能性があるのですね。
　田中　そのとおりです。バイオ抗リ
ウマチ薬はターゲットがピンポイント
です。例えば、今一番多く使われるの
がTNFを標的としたバイオ抗リウマチ
薬、それからIL-６レセプターを標的
とした抗リウマチ薬、そしてT細胞を
標的とした抗リウマチ薬です。ピンポ
イントで攻撃するわけですが、非常に
有効性は高いのです。TNF、IL-６を
完全に制御するので、免疫抑制、感染
症などの管理は十分にしていく必要が
あります。
　大西　その薬を使っても完全には制
御できないのでしょうか。
　田中　寛解に多くの方が達成できる
のですが、それでも達成できない方が
いらっしゃる。また、生物学的製剤は
分子量が９万～15万ダルトンととても
大きいので、点滴または注射でしか使
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えない。針が嫌いだという人も決して
少なくないわけで、内服薬でバイオ抗
リウマチ薬と同じぐらいいい薬がない
かと、多くの方が努力してきました。
　大西　それで新たに分子標的治療薬
が出てきたのでしょうか。
　田中　そうです。このたび、内服薬
でもバイオ抗リウマチ薬と同じぐらい
強い力を持った薬剤が出てきました。
　大西　分子標的治療薬というのはど
ういったものなのでしょうか。
　田中　まず分子量が300～500ダルト
ン、非常に小さいのです。小さな分子
ですから、内服が可能となり、細胞内
に入っていき、いろいろなシグナルを
ブロックする。その結果として強いパ
ワーを発揮することが可能となってき
ました。
　大西　代表的に開発された薬として
はトファシチニブがありますが、詳し
く教えていただけますか。
　田中　トファシチニブは、内服可能
な分子標的薬の先駆けともいえます。
この薬剤は、2013年に日本およびアメ
リカで承認され、今は世界中で使用さ
れていますが、もともとはヤヌスキナ
ーゼ、JAK阻害薬です。JAKというの
は、サイトカインがサイトカイン受容
体に結合し、その後、シグナルを伝達
しますが、そのシグナル伝達物質の一
つです。30以上のサイトカインはJAK/
STAT系を介してシグナルを伝達し、
様々な遺伝子の転写を誘導する仕組み

になっています。
　大西　そうしますと、最近は開発さ
れたトファシチニブが、かなり使われ
るようになってきているのですね。
　田中　はい。
　大西　ただ、一方でJAK阻害薬には
新しい薬、バリシチニブというものが
出てきたのですね。どういった特徴が
あるのでしょうか。
　田中　JAKはファミリーでして、JAK
１、２、３、TYK２というアイソフォ
ームがあります。これまでのトファシ
チニブはJAK１とJAK３を標的とした
薬剤でした。すなわち、IL-２、４、７、
９、15、21というサイトカインのシグ
ナルをブロックしました。ただ、そう
いったシグナルをブロックするのは副
作用の面で懸念もありました。そこで、
今度は違った種類のJAKをブロックし
ようと、JAK１とJAK２をブロックす
る薬剤としてバリシチニブが開発され
たのです。
　JAK１とJAK２というのは、トファ
シチニブと違って、IL-６（gp130）、
GM-CSF、あるいはインターフェロン
を介するシグナルに関与し、少し違っ
たターゲットを標的とすることになり
ました。
　大西　この両者は臨床の現場での使
い分けはあるのでしょうか。
　田中　バリシチニブは2017年に発売
されたばかりですので、まだ使い分け
には至っていません。ただ、トファシ

チニブに関しては適応症はメトトレキ
サートを中心とした合成抗リウマチ薬
を用いても十分な治療効果が得られな
かった方という適応症になっています。
実際には生物学的製剤を使っても有効
でなかった方に使われている傾向もあ
りますが、今後はさらに幅広く使われ
ていくだろうと思います。
　大西　今後、バリシチニブが臨床で
使われるようになってくると、さらに
いろいろメリットがあるのでしょうか。
まずは経口剤ということですね。
　田中　トファシチニブに関しては、
世界で全部で７本の第Ⅲ相試験が行わ
れました。メトトレキサートを使って
いない方、使っても治療がうまくいか
なかった、TNF阻害薬を使っても治療
がうまくいかなかった方に対して、メ
トトレキサートの併用あるいは単独療
法によって、いずれもプラセボに対し
て有意に高い効果が得られました。さ
らに、トファシチニブはTNF阻害薬と
同等の効果が得られました。
　一方、バリシチニブに関しては、最
近５つの第Ⅲ相試験がすべて終わり、
これもまた同様な患者さん方に使って、
プラセボに対していずれも高い効果が
得られたのですが、特筆すべきことと
してTNF阻害薬であるアダリムマブに
対して有意に高い効果を得られたとい
うことです。つまり、内服薬として初

めてバイオに勝った薬剤といえるので
す。
　大西　非常に今後の発展が期待され
る薬なのですね。
　田中　はい。今、このバリシチニブ、
トファシチニブ以外にも様々なJAKを
標的とした少なくとも４剤が第Ⅲ相試
験で治験が進行中です。
　大西　JAK阻害薬の気をつけなけれ
ばいけない副作用はあるのでしょうか。
　田中　内服薬だからといって安易に
使っていては、恐ろしいところがある
と思います。バイオ抗リウマチ薬はピ
ンポイントで抑えますが、それに比べ
ると内服薬のほうが標的が少し幅広く
なるので、より注意して使わなくては
いけないのかもしれません。
　一般的に多い副作用としては、上気
道炎や頭痛、あるいは消化器症状、皮
膚症状などですが、注意すべき副作用
としては、感染症、特に日和見感染症、
あるいは肝障害、腎障害などがありま
す。特に長期安全性についてはまだ十
分なエビデンスが得られていません。
例えば、悪性腫瘍がどれだけ増えるか、
感染症がどれほど増えるか。まだまだ
重大な課題が残っていて、それに関し
ては現在、市販後全例調査を実施中で
す。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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プラセボに対していずれも高い効果が
得られたのですが、特筆すべきことと
してTNF阻害薬であるアダリムマブに
対して有意に高い効果を得られたとい
うことです。つまり、内服薬として初

めてバイオに勝った薬剤といえるので
す。
　大西　非常に今後の発展が期待され
る薬なのですね。
　田中　はい。今、このバリシチニブ、
トファシチニブ以外にも様々なJAKを
標的とした少なくとも４剤が第Ⅲ相試
験で治験が進行中です。
　大西　JAK阻害薬の気をつけなけれ
ばいけない副作用はあるのでしょうか。
　田中　内服薬だからといって安易に
使っていては、恐ろしいところがある
と思います。バイオ抗リウマチ薬はピ
ンポイントで抑えますが、それに比べ
ると内服薬のほうが標的が少し幅広く
なるので、より注意して使わなくては
いけないのかもしれません。
　一般的に多い副作用としては、上気
道炎や頭痛、あるいは消化器症状、皮
膚症状などですが、注意すべき副作用
としては、感染症、特に日和見感染症、
あるいは肝障害、腎障害などがありま
す。特に長期安全性についてはまだ十
分なエビデンスが得られていません。
例えば、悪性腫瘍がどれだけ増えるか、
感染症がどれほど増えるか。まだまだ
重大な課題が残っていて、それに関し
ては現在、市販後全例調査を実施中で
す。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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