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IF利用の手引きの概要 ─日本病院薬剤師会─ 

1．医薬品インタビューフォーム作成の経緯 

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書（以下、添付文書と略す）がある。

医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際に

は、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。 

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして

情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとし

てインタビューフォームが誕生した。 

昭和 63年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第 2小委員会が「医薬品インタビュー

フォーム」（以下、IF と略す）の位置付け並びに IF 記載様式を策定した。その後、医療従事者向

け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成 10年 9月に日病薬学術第 3小委員会に

おいて IF記載要領の改訂が行われた。 

更に 10 年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双

方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成 20年 9月に日病薬医薬情報委員

会において IF記載要領 2008が策定された。 

IF記載要領 2008では、IFを紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF等の電磁的データと

して提供すること（e－IF）が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・効

果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠デー

タを追加した最新版の e－IFが提供されることとなった。 

最 新 版 の e － IF は 、 PMDA ホ ー ム ペ ー ジ 「 医 薬 品 に 関 す る 情 報 」

（http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html）から一括して入手可能となってい

る。日本病院薬剤師会では、e－IFを掲載する医薬品情報提供ホームページが公式サイトであるこ

とに配慮して、薬価基準収載にあわせて e－IFの情報を検討する組織を設置して、個々の IFが添

付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。 

2008年より年4回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、

製薬企業にとっても、医師・薬剤師にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今

般、IF記載要領の一部改訂を行い IF記載要領 2013として公表する運びとなった。 

 

2．IFとは 

IFは「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の

品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情

報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が

記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資

料」と位置付けられる。 

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤

師自らが評価・判断・提供すべき事項等は IF の記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業

から提供された IF は、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするもの

という認識を持つことを前提としている。 

［IFの様式］ 

①規格はA4版、横書きとし、原則として 9ポイント以上の字体（図表は除く）で記載し、一色

刷りとする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うもの

とする。 

②IF記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。 

③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「IF利用の手引きの概要」の全文を記載する



 

ものとし、2頁にまとめる。 

［IFの作成］ 

①IFは原則として製剤の投与経路別（内用剤、注射剤、外用剤）に作成される。 

②IFに記載する項目及び配列は日病薬が策定した IF記載要領に準拠する。 

③添付文書の内容を補完するとの IFの主旨に沿って必要な情報が記載される。 

④製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医

療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。 

⑤「医薬品インタビューフォーム記載要領 2013」（以下、「IF記載要領 2013」と略す）により作

成された IFは、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体（PDF）から

印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。 

［IFの発行］ 

①「IF記載要領 2013」は、平成 25年 10月以降に承認された新医薬品から適用となる。 

②上記以外の医薬品については、「IF記載要領 2013」による作成・提供は強制されるものではな

い。 

③使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果（臨床再評価）が公表された時点並びに適応

症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合には IFが改訂される。 

 

3．IFの利用にあたって 

「IF記載要領 2013」においては、PDFファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情

報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。 

電子媒体の IF については、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに

掲載場所が設定されている。 

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、IFの原点

を踏まえ、医療現場に不足している情報やIF作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR

等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、IF の利用性を高める必要がある。ま

た、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IFが改訂されるまでの間は、当該医

薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス

等により薬剤師等自らが整備するとともに、IFの使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療

機器情報提供ホームページで確認する。 

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」

に関する項目等は承認事項に関わることがあり、その取扱いには十分留意すべきである。 

 

4．利用に際しての留意点 

IFを薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。

しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報

として提供できる範囲には自ずと限界がある。IFは日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬

企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識し

ておかなければならない。 

また製薬企業は、IFがあくまでも添付文書を補完する情報資材であり、今後インターネットでの

公開等も踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報

を活用する必要がある。 

（2013年 4月改訂） 
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Ⅰ．概要に関する項目 

 

1. 開発の経緯 

ザイヤフレックス®注射用（以下、ザイヤフレックス）は、クロストリジウム属細菌のClostridium 

histolyticum に由来するコラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）を有効成分と

するデュピュイトラン拘縮治療剤である。 

デュピュイトラン拘縮は、緩徐に進行する手掌腱膜の線維増殖性疾患である。筋線維芽細胞

などから産生されたコラーゲンが異常に沈着することで手掌腱膜に結節や拘縮索が形成され、

病態が進行すると、罹患した指が屈曲拘縮して伸展不能になり、日常生活に影響を及ぼす。 

コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）はコラーゲン加水分解作用を有するこ

とから、拘縮索に局所投与することで拘縮索が破断され、デュピュイトラン拘縮に対する治

療効果が期待できるとの考えに基づき、臨床開発が開始された。 

デュピュイトラン拘縮患者を対象としたザイヤフレックスの臨床試験は、米国をはじめとし

て欧州各国及び豪州で複数の臨床試験が実施され、指関節の屈曲拘縮に対する矯正効果が確

認された。米国では、Auxilium Pharmaceuticals Inc.（2015 年 1 月、Endo International 

plc が買収）が承認申請を行い、2010 年にデュピュイトラン拘縮の治療薬として承認された

（販売名：XIAFLEX®）。欧州では、Pfizer Limited が承認申請を行い、2011 年に欧州連合

での承認が得られた（販売名：XIAPEX®）。2018 年 2 月現在、30 ヵ国以上で承認されてい

る。 

日本では、旭化成ファーマ株式会社が本疾患に対する開発権を取得し、日本人のデュピュイ

トラン拘縮患者を対象とした国内第Ⅲ相試験を実施した。その結果、日本人における有効性、

安全性及び薬物動態の成績は外国臨床試験の成績と大きく変わらないものと判断された。そ

こで、既存の外国臨床試験成績に国内第Ⅲ相試験成績を加えた臨床データパッケージを構成

して製造販売承認申請を行い、2015 年 7 月に「デュピュイトラン拘縮」を効能・効果として

承認された。 
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2. 製品の治療学的・製剤学的特性 

(1) 世界 30 ヵ国以上で承認されているデュピュイトラン拘縮治療剤（コラゲナーゼ製剤）で

ある。 

(2) Clostridium histolyticum 由来の 2 種類のコラゲナーゼ〔クラスⅠ及びクラスⅡコラゲ

ナーゼ（AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱ）〕を質量比 1:1 で混合した凍結乾燥製剤である。（p.3、44

参照） 

(3) コラーゲン分解特性が異なる 2 種類のコラゲナーゼ（AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱ）を等量混合

した場合、AUX-Ⅰ単独（総酵素量は混合物と同量）の場合よりも分解活性が高いことが

示された。（p.45 参照） 

(4) 拘縮索への局所注射及び投与翌日（原則として）の伸展処置により効果を示す。（p.52 参

照） 

(5) 腱断裂や靭帯損傷などの重大な副作用の発現を防ぎ、十分な治療効果を得るために、本剤

には下記制限が設けられている。（p.9 参照） 

本剤の投与は、デュピュイトラン拘縮に関する十分な知識と治療経験を有し、講習を受け、

本剤の安全性及び有効性を十分理解し、本剤による治療方法に関し精通した医師が行うこ

と。 

(6) 国内第Ⅲ相試験の有効率注）は 85.7%であった。〔主要中手指節関節（MP 関節）：93.6%、

主要近位指節間関節（PIP 関節）：73.3%〕（p.34～40 参照） 

注）有効率：最終投与 30 日後に主要関節（最初に本剤を投与した MP 関節又は PIP 関節）の伸展不足

角度が 5°以下に減少した患者の割合 

(7) 外国第Ⅲ相試験（AUX-CC-857 試験及び AUX-CC-859 試験）の有効率注）は 64.0%及び

44.4%であった。（p.19～32 参照） 

注）有効率：最終投与 30 日後に主要関節（最初にプラセボ又は本剤を投与した MP 関節又は PIP 関節）

の伸展不足角度が 5°以下に減少した患者の割合 

(8) 副作用の概要 

国内臨床試験における安全性評価対象症例 102 例中 100 例（98.0%）に副作用（臨床検査

値の異常を含む）が認められた。主な副作用は、注射部位疼痛 78 例（76.5%）、注射部位

内出血 46 例（45.1%）、注射部位腫脹 35 例（34.3%）、挫傷 30 例（29.4%）等であった。

（承認時） 

重大な副作用として、腱断裂・靭帯損傷、皮膚裂傷、アナフィラキシーが報告されている。

（p.53～55 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用できる医師・医療機関・薬剤師等の制限、流通管理等については「Ⅹ-5.承認条件等」

の項を参照すること。 
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Ⅱ．名称に関する項目 

 

1. 販売名 

(1) 和名 

ザイヤフレックス®注射用 

 

(2) 洋名 

XIAFLEX®Inj. 

 

(3) 名称の由来 

特になし 

 

2. 一般名 

(1) 和名（命名法） 

コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）（JAN） 

 

(2) 洋名（命名法） 

Collagenase（Clostridium Histolyticum）（JAN） 

COLLAGENASE CLOSTRIDIUM HISTOLYTICUM（USAN） 

 

(3) ステム 

-ase（enzyme） 

 

3. 構造式又は示性式 

クラスⅠコラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）（AUX-Ⅰ）は 1,008 個のアミ

ノ酸残基で構成される酵素であり、クラスⅡコラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチク

ム）（AUX-Ⅱ）は 991 個のアミノ酸残基で構成される酵素である。 

 

4. 分子式及び分子量 

＜クラスⅠコラゲナーゼ（AUX-Ⅰ）＞ 

分子式：C5101H7775N1329O1610S14、分子量：113,926.16（計算値） 

＜クラスⅡコラゲナーゼ（AUX-Ⅱ）＞ 

分子式：C5063H7726N1314O1579S22、分子量：112,970.80（計算値） 

 

5. 化学名（命名法） 

コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）は、Clostridium histolyticum が産生す

るクラスⅠ及びクラスⅡコラゲナーゼの混合物である。クラスⅠ及びクラスⅡコラゲナーゼ

は、それぞれ、1,008 個及び 991 個のアミノ酸残基からなるタンパク質である。 

 

6. 慣用名、別名、略号、記号番号 

AK160（治験番号） 

 

7. CAS 登録番号 

該当なし 
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Ⅲ．有効成分に関する項目 

 

1. 物理化学的性質 

(1) 外観・性状 

無色澄明の液 

 

(2) 溶解性 

該当しない 

 

(3) 吸湿性 

該当しない 

 

(4) 融点（分解点）、沸点、凝固点 

該当資料なし 

 

(5) 酸塩基解離定数 

該当資料なし 

 

(6) 分配係数 

該当資料なし 

 

(7) その他の主な示性値 

溶液の pH：6.5～8.5 

   等電点：5.3～6.0 

 比吸光度：＜クラスⅠコラゲナーゼ（AUX-Ⅰ）＞ 

             水溶液中の E %1

1cm
（280nm）：15.2 

           ＜クラスⅡコラゲナーゼ（AUX-Ⅱ）＞ 

             水溶液中の E %1

1cm
（280nm）：14.8 

 

2. 有効成分の各種条件下における安定性 

試験分類 
保存条件 

保存形態 保存期間 結果 
温度 湿度 光 

長期保存試験 −70℃ ― ― 
プラスチック製

バイアル 
36 ヵ月 36 ヵ月まで安定 

苛酷試験 −20℃ ― ― 
プラスチック製

バイアル 
36 ヵ月 

24 ヵ月目から変化を

認めた 

苛酷試験 5℃ ― ― 
プラスチック製

バイアル 
3 ヵ月 3 ヵ月まで安定 

苛酷試験 25℃ 60%RH ― 
プラスチック製

バイアル 
3 ヵ月 

1 ヵ月目から変化を

認めた 

光安定性 

試験 
5℃ ― 

白色ランプ 

（8,000lx） 

UV ランプ 

（10W/m2） 

プラスチック製

バイアル 

120 万 lx･hr 

200W･h/m2 
曝光後も安定 

試験項目：性状、確認試験、純度試験、定量法等 
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3. 有効成分の確認試験法 

ウェスタンブロット法、液体クロマトグラフィー 

 

4. 有効成分の定量法 

紫外吸光度測定法、液体クロマトグラフィー 
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Ⅳ．製剤に関する項目 

 

1. 剤形 

(1) 剤形の区別、外観及び性状 

区別：凍結乾燥注射剤（溶解液付） 

外観：白色の固体又は粉末 

溶状：本品 1 個の内容物を専用溶解用液 0.31mL に溶かしたとき、無色澄明の液 

 

(2) 溶液及び溶解時の pH、浸透圧比、粘度、比重、安定な pH 域等 

本剤 1 バイアルに専用溶解用液 0.31mL を加え溶解した場合 

pH ：7.5～8.5 

浸透圧比 ：約 2（生理食塩液に対する比） 

 

(3) 注射剤の容器中の特殊な気体の有無及び種類 

窒素 

 

2. 製剤の組成 

(1) 有効成分（活性成分）の含量 

1 バイアル中に、コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）0.9mg を含む。 

注）本剤 1 バイアルに所定量の専用溶解用液を加え溶解した薬液をシリンジで所定量投与する場合、投

与される薬液はコラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）として 0.58mg を含む。 

 

(2) 添加物 

1 バイアル中に、精製白糖 18.5mg、トロメタモール 1.1mg、pH 調節剤を含む。 

 

(3) 電解質の濃度 

該当資料なし 

 

(4) 添付溶解液の組成及び容量 

0.9%塩化ナトリウム、0.03%塩化カルシウム水和物含有注射用水 3mL 

 

(5) その他 

該当しない 

 

3. 注射剤の調製法 

(1) 調製時には本剤（凍結乾燥製剤）及び専用溶解用液を 15 分以上放置して室温に戻す。た

だし、室温での放置時間は 1 時間を超えないこと。 

(2) 本剤を専用溶解用液で溶解する際は、振盪せずに緩徐に撹拌する。 

• 中手指節関節（MP 関節）の拘縮索に投与するときは、専用溶解用液 0.39mL で溶解す

る（0.25mL 投与）。 

• 近位指節間関節（PIP 関節）の拘縮索に投与するときは、専用溶解用液 0.31mL で溶解

する（0.20mL 投与）。 
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(3) 調製後はできるだけ速やか（1 時間以内）に使用する。調製後直ちに使用しない場合は、

2～8℃で保存し、4 時間以内に使用する。その際は使用する前に約 15 分間室温に戻して

から使用する（「Ⅷ-14.（1）調製方法」の項参照）。 

 

4. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意 

該当しない 

 

5. 製剤の各種条件下における安定性 

試験分類 
保存条件 

保存形態 保存期間 結果 
温度 湿度 光 

長期保存試験 5℃ ― ― ガラスバイアル 36 ヵ月 36 ヵ月まで安定 

加速試験 25℃ 60%RH ― ガラスバイアル 6 ヵ月 6 ヵ月まで安定 

苛酷試験 40℃ 75%RH ― ガラスバイアル 3 ヵ月 3 ヵ月まで安定 

光安定性 

試験 
5℃ ― 

白色ランプ 

（8,000 lx） 

UV ランプ 

（10 

W/m2） 

ガラスバイアル 

120 万 lx･hr 

200 W･h /m2 
曝光後も安定 ガラスバイアル＋

紙箱 

試験項目：性状、確認試験、純度試験、定量法等 

 

6. 溶解後の安定性 

本剤 1 バイアルに専用溶解用液 0.31mL を加え溶解したものについて、室温保存で 1 時間ま

で、また、室温で 30 分保存後に 2～8℃で保存した場合は 72 時間まで安定であることが確認

された。（試験項目：性状［溶解後］、濃度、純度試験、力価） 

 

7. 他剤との配合変化（物理化学的変化） 

該当しない 

 

8. 生物学的試験法 

クラスⅠコラゲナーゼ（AUX-Ⅰ）の力価（生物活性）は、可溶性ラットコラーゲン（SRC）

を基質とする SRC アッセイで測定する。また、クラスⅡコラゲナーゼ（AUX-Ⅱ）の力価は、

グリシルプロリルアラニン（GPA）を基質とする GPA アッセイで測定する。 

 

9. 製剤中の有効成分の確認試験法 

ウェスタンブロット法、液体クロマトグラフィー 

 

10. 製剤中の有効成分の定量法 

紫外吸光度測定法、液体クロマトグラフィー 

 

11. 力価 

クラスⅠ及びクラスⅡコラゲナーゼ（AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱ）の力価（生物活性）は、それぞ

れ可溶性ラットコラーゲン（SRC）アッセイ及びグリシルプロリルアラニン（GPA）アッセ

イ（「Ⅳ-8. 生物学的試験法」の項参照）における原薬標準物質に対する相対力価で表す。 
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12. 混入する可能性のある夾雑物 

クラスⅠ及びクラスⅡコラゲナーゼ（AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱ）の低分子種、凝集体、酸化体及

び脱アミド体 

 

13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報 

該当しない 

 

14. その他 

該当しない 
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Ⅴ．治療に関する項目 

 

1. 効能又は効果 

デュピュイトラン拘縮 

 

効能・効果に関連する使用上の注意 

1. 本剤の投与は、デュピュイトラン拘縮に関する十分な知識と治療経験を有し、講習を受け、

本剤の安全性及び有効性を十分理解し、本剤による治療方法に関し精通した医師が行うこ

と。 

2. 本剤による治療は触知可能な拘縮索に対して行うこと。 

＜解説＞ 

1. 腱や靭帯などの拘縮索以外のコラーゲン含有組織への本剤の作用により、腱断裂や靭帯損

傷などの重大な副作用が発現するおそれがある。このような重大な副作用の発現を予防し、

本剤による十分な治療効果を得るため、本剤の投与はデュピュイトラン拘縮に関する十分

な知識と治療経験を有する医師に限定している。その上で、本剤の治療手技並びに適正使

用に関する講習を受講し、本剤の安全性及び有効性を十分理解し、本剤による治療方法に

関し精通した医師に本剤を提供する。 

2. 本剤による十分な治療効果を得るためには、拘縮索への的確な投与が重要である。拘縮索

は、X線画像診断などの検査では特定困難であり、触知が有効な特定方法であることから、

本剤による治療は触知可能な拘縮索に対して行うことを明記し、注意喚起することとした。 

 

2. 用法及び用量 

通常、成人には、コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）として 0.58mg を中手

指節関節又は近位指節間関節の拘縮索に注射する。効果が不十分な場合、投与した拘縮索に

対する追加投与は 1 ヵ月間の間隔をあけ、最大 3 回までとすること。 

 

用法・用量に関連する使用上の注意 

1. 本剤の溶解液量及び投与液量は、中手指節関節（MP 関節）と近位指節間関節（PIP 関節）

の拘縮索では異なる。本剤の溶解液量及び投与液量は、下記の表に従うこと。下表に従っ

て溶解液を調製し、投与液量を採取した場合、投与液量にはコラゲナーゼ（クロストリジ

ウム ヒストリチクム）として 0.58mg が含まれる。［調製方法は、「適用上の注意」の項

参照］ 

表 本剤の溶解液量及び投与液量 

治療関節 溶解液量 投与液量 

中手指節関節（MP 関節） 0.39mL 0.25mL 

近位指節間関節（PIP 関節） 0.31mL 0.20mL 

 

2. 本剤を投与する際の前処置として、局所麻酔をしないこと。［局所麻酔作用により拘縮索以

外の腱や神経などへの誤穿刺が隠蔽されるおそれがある。］ 

3. 本剤を投与する際は投与液量を 3 分割し、約 2～3mm の間隔をあけて、3 ヵ所に分けて投

与すること。 

4. 本剤はデュピュイトラン拘縮の原因となっている拘縮索のみに投与すること。［本剤はコ

ラーゲン加水分解作用を有するため、手の腱や靭帯等のコラーゲン含有組織に作用すると、

腱断裂、靭帯損傷等が起きるおそれがある。］ 
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5. 本剤は皮膚と癒着していない箇所の拘縮索に投与すること。［皮膚裂傷が起きるおそれがあ

る。］ 

6. 本剤を投与する際の注射針の刺入深度は、皮膚表面より 2～3mm 以内とすること。 

7. 拘縮索が複数存在し、異なる拘縮索に対して本剤を投与する場合でも、投与間隔は 1 ヵ月

間あけること。 

8. 小指の近位指節間関節（PIP 関節）の拘縮索に本剤を投与する場合には、手掌指皮線から

遠位側に 4mm 以上離れた部位には投与しないこと。 

＜解説＞ 

1. 本剤の用量 （0.58mg）は治療関節の種類にかかわらず一定だが、PIP 関節の拘縮索は MP

関節のそれよりも解剖学的に小さいため、PIP 関節への投与液量（0.20mL）は MP 関節

への投与液量（0.25mL）よりも少量となるように設定した。一方、1 バイアル中の本剤の

含量は 0.9mg となっていることから、バイアルに注入する溶解液量も治療関節ごとに異な

る。本剤を正確に調製し投与が行えるよう、本剤の溶解液量と投与液量を明記した。 

2. 本剤投与前に局所麻酔を用いた場合、誤って拘縮索以外の腱や神経などへ穿刺した際の疼

痛、違和感を患者が気づきにくくなる。その結果、腱断裂などの重大な副作用の初期対応

が遅れるおそれがあるため、投与時の注意事項として設定した。 

3. 広い範囲の拘縮索に本剤を作用させ、より効果的に治療効果を得るため、本剤は投与液量

を 3 分割し、約 2～3mm の間隔をあけて、3 ヵ所に分けて投与することを設定した。 

4. 本剤はコラーゲン加水分解作用を有するため、手の腱や靭帯などのコラーゲン含有組織へ

の作用により、腱断裂、靭帯損傷などの重大な副作用が発現するおそれがあることから設

定した。 

5. 皮膚に拘縮索が癒着している箇所に本剤を投与し、本剤が浸透した癒着部位が伸展処置に

よって物理的刺激を受けた場合は、癒着していない箇所に投与した場合に比べて皮膚裂傷

の発現リスクが高くなる可能性が考えられる。国内外の臨床試験で発現した裂傷は、いず

れも軽度又は中等度であり、多くが短期間で回復しているが、外国製造販売後において、

縫合や植皮が必要となった重篤な「裂傷」が報告されていることから設定した。 

6. 注射針の刺入深度が浅い場合、目的とする拘縮索に達しない可能性があり、逆に刺入深度

が深い場合、屈筋腱に達して腱断裂や靭帯損傷などが生じる可能性がある。そのため、本

剤が的確に拘縮索に投与されるよう刺入深度に関する注意事項として設定した。 

7. 国内では複数の拘縮索（同一指の別関節の拘縮索、別指の拘縮索）へ本剤を同時投与した

経験はない。国内外の臨床試験においては、いずれも投与間隔を約 1 ヵ月（30 日）として

本剤の有効性及び安全性が検討されている。従って、複数の拘縮索が存在し、異なる拘縮

索に投与する場合でも、1 ヵ月間の投与間隔をあけるよう設定した。 

8. 外国臨床試験において、本剤投与後に小指PIP関節で腱断裂、靭帯断裂が認められたため、

小指 PIP 関節の拘縮索に本剤を投与する場合の注意事項として設定した。小指 PIP 関節

の拘縮索へ本剤を投与する場合には刺入部位に注意して投与すること。 
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3. 臨床成績 

(1) 臨床データパッケージ 

＜評価資料＞ 

相 試験番号 
試験デザイン／施設数／実施

国 

薬剤・用量 
登録例数 主要目的 

国内臨床試験 

第Ⅲ相 [主要試験] 

多施設共同、非盲検試験 

（各患者に対して5回まで投与

可能；1 関節当たり最大 3 回）

／30 施設／日本 

本剤：0.58mg 104 例 

有効性 

安全性 

薬物動態 

外国臨床試験 

第Ⅰ相 
AUX- 

CC-855 

単施設、単回投与、非盲検、PK

試験／1 施設／米国 
本剤：0.58mg 

デュピュイトラン 

拘縮患者 16 例 

薬物動態 

安全性 

第Ⅱ相 
DUPY- 

202 

多施設共同、二重盲検、プラセ

ボ対照、用量反応試験（非盲検

延長期間あり）、（各患者に対し

て二重盲検期 1 回、非盲検期 5

回、合計 6 回まで投与可能）／

2 施設／米国 

本剤：2,500U 

5,000U 

10,000U 

プラセボ 

本剤 

2,500U 群：18 例 

5,000U 群：22 例 

10,000U 群：23 例 

プラセボ群：17 例 

有効性 

安全性 

サブスタディ；非盲検試験、薬

物動態測定を実施 

サブスタディ 

本剤 10,000U 投与 

10 例 

第Ⅲ相 
DUPY- 

303a） 

単施設、二重盲検、プラセボ対

照試験（各患者に対して 3 回ま

で投与可能）／1 施設／米国 

本剤：10,000U 

プラセボ 

本剤群：23 例 

プラセボ群：12 例 

有効性 

安全性 

第Ⅲ相 
DUPY- 

404 

単施設、非盲検継続試験

（DUPY-303 試験の非盲検継

続試験）、（各患者に対して 5 回

まで投与可能；1 関節当たり最

大 3 回）／1 施設／米国 

本剤：10,000U 19 例 
有効性 

安全性 

第Ⅲ相 

AUX- 

CC-851 

/852a） 

多施設共同、二重盲検、プラ

セボ対照試験（AUX-CC-852

試験は AUX-CC-851 試験の非

盲検継続試験）、（各患者に対

して二重盲検期に 3 回まで、

非盲期に 5 回まで投与可能；1

関節当たり最大 3 回）／3 施

設／米国 

本剤：0.58mg 

プラセボ 

本剤群：5 例 

プラセボ群：2 例 

有効性 

安全性 

第Ⅲ相 
AUX- 

CC-853a） 

多施設共同、二重盲検、プラセ

ボ対照試験（非盲検延長期間あ

り）、（各患者に対して二重盲検

期に 3 回まで、非盲期に 5 回ま

で投与可能；1 関節当たり最大

3 回）／2 施設／豪州 

本剤：0.58mg 

プラセボ 

本剤群：17 例 

プラセボ群：61 例 

有効性 

安全性 

第Ⅲ相 
AUX- 

CC-854 

多施設共同、非盲検試験（各患

者に対して 5 回まで投与可能；

1 関節当たり最大 3 回）／20 施

設／豪州、欧州 

本剤：0.58mg 386 例 
有効性 

安全性 

第Ⅲ相 
AUX- 

CC-856 

多施設共同、非盲検試験（各患

者に対して 5 回まで投与可能；

1 関節当たり最大 3 回）／14 施

設／米国 

本剤：0.58mg 201 例 
有効性 

安全性 
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相 試験番号 
試験デザイン／施設数／実施

国 

薬剤・用量 
登録例数 主要目的 

第Ⅲ相 

AUX- 

CC-857 

[主要試験] 

多施設共同、二重盲検、プラセ

ボ対照試験（各患者に対して 3

回まで投与可能；1 関節当たり

最大 3 回）／16 施設／米国 

本剤：0.58mg 

プラセボ 

本剤群：204 例 

プラセボ群：104 例 

有効性 

安全性 

第Ⅲ相 
AUX- 

CC-858 

多施設共同、非盲検継続試験

（AUX-CC-857 試験の非盲検

継続試験）、（各患者に対して 5

回まで投与可能；1 関節当たり

最大 3 回）／16 施設／米国 

本剤：0.58mg 286 例 
有効性 

安全性 

第Ⅲ相 

AUX- 

CC-859 

[主要試験] 

多施設共同、二重盲検、プラセ

ボ対照試験（非盲検延長期間あ

り）、（各患者に対して、二重盲

検期には 3 回まで、非盲検期に

は 5 回まで投与可能；1 関節当

たり最大 3 回）／5 施設／豪州 

本剤：0.58mg 

プラセボ 

［二重盲検］ 

本剤群：45 例 

プラセボ群：21 例 

 

［非盲検］ 

本剤群：64 例 

有効性 

安全性 

 
本剤 10,000U は 0.58mg に相当 

a） 途中中止された試験 

 

＜参考資料＞ 

相 試験番号 
試験デザイン／施設数／実施

国 

薬剤・用量 
登録例数 主要目的 

外国臨床試験 

第Ⅲ相 
AUX- 

CC-860 

多施設共同、非投与長期追跡試

験、39 施設／米国、豪州、欧州 
－ 

AUX-CC-854、856、

857、858、859 試験

で本剤を一度でも投

与された患者 645例 

有効性 

第Ⅳ相 
AUX- 

CC-862 

多施設共同、非盲検試験、再発

例への投与試験、（各患者の再

発した 1 関節に対して最大 3

回）、12 施設／米国、豪州及び

欧州 

本剤：0.58mg 

AUX-CC-860 試験

参加患者で再発を認

めた患者 52 例 

有効性 

第Ⅲ相 
AUX- 

CC-867 

多施設共同、非盲検、既存対照

試験、（同一手の 2 ヵ所の拘縮

索に本剤 0.58mgをそれぞれに

同時投与、伸展処置を投与後

24、48、72 時間後のいずれか

で実施）、56 施設／米国、豪州、

欧州 

本剤：0.58mg 

×2 

715 例 

（うち 10例再登録） 

 

伸展処置時間別 

24 時間後 268 例 

48 時間後 299 例 

72 時間後 158 例 

有効性 
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(2) 臨床効果 

＜国内臨床試験＞ 

デュピュイトラン拘縮患者（母指の拘縮索を除く）の中手指節関節（MP 関節）又は近位

指節間関節（PIP 関節）に対し、本剤 0.58mg を投与した第Ⅲ相試験 1,2）［非盲検・非対

照試験（77 例）］注１）において、有効率注２）は 85.7%（66 例）であった（次頁表参照）。

また、関節の種類別の有効率は、MP 関節が 93.6%（44 例）、PIP 関節が 73.3%（22 例）

であった。なお、有効性注３）を示すに至るまでの投与回数の平均値は 1.2 回であった。 

社内資料：国内第Ⅲ相試験 

Hirata H, et al.: J Hand Surg Eur. 2017;42（1）:30-40. 

 

＜外国臨床試験＞ 

デュピュイトラン拘縮患者（母指の拘縮索を除く）の MP 関節又は PIP 関節に対し、本

剤 0.58mg を投与する 2 つの第Ⅲ相試験［プラセボ対照、二重盲検比較試験注４）; AUX-

CC-857 試験 3,4）及び AUX-CC-859 試験（二重盲検期）5,6）］が実施された。AUX-CC-857

試験では、本剤群（203 例）で 64.0%（130 例）、プラセボ群（103 例）で 6.8%（7 例）

の有効率注２）であった。AUX-CC-859 試験では、本剤群（45 例）で 44.4%（20 例）、プ

ラセボ群（21 例）で 4.8%（1 例）の有効率注２）であった。両試験ともプラセボに対する

本剤の優越性が検証された（p<0.001）（次頁表参照）。また、本剤群における関節の種類

別の有効率は、AUX-CC-857 試験では MP 関節が 76.7%、PIP 関節が 40.0%（プラセボ

群ではそれぞれ 7.2%及び 5.9%）、AUX-CC-859 試験では MP 関節が 65.0%、PIP 関節

が 28.0%（プラセボ群ではそれぞれ 9.1%及び 0.0%）であった。なお、いずれの試験で

も、有効性注３）を示すに至るまでの投与回数の平均値は 1.5 回であった。 

社内資料：外国第Ⅲ相試験（AUX-CC-857 試験） 

Hurst LC, et al.: N Engl J Med. 2009;361（10）:968-979.  

社内資料：外国第Ⅲ相試験（AUX-CC-859 試験） 

Gilpin D, et al.: J Hand Surg Am. 2010;35（12）:2027-2038.  

 

注１）効果が不十分な場合、一関節あたり最大 3 回まで投与可能とした。なお、患者あたりの最大投与

回数は 5 回であった 

注２）最終投与 30 日後に主要関節（最初にプラセボ又は本剤を投与した MP 関節又は PIP 関節）の伸

展不足角度が 5°以下に減少した患者の割合 

注３）最終投与 30 日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること 

注４）効果が不十分な場合、一関節あたり最大 3 回まで投与可能とした。なお、患者あたりの最大投与

回数は AUX-CC-857 試験では 3 回、AUX-CC-859 試験では 8 回であった 
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最終投与 a）30 日後の有効率 b） 

 国内臨床試験 
外国臨床試験 

AUX-CC-857 試験 

外国臨床試験 

AUX-CC-859 試験 

群 本剤群 本剤群 プラセボ群 本剤群 プラセボ群 

主要関節 （N=77） （N=203） （N=103） （N=45） （N=21） 

有効率 b） 
85.7% 

（N=66） 

64.0% 

（N=130） 

6.8% 

（N=7） 

44.4% 

（N=20） 

4.8% 

（N=1） 

p 値 c） ― <0.001 ― <0.001 ― 

主要 MP 関節 （N=47） （N=133） （N=69） （N=20） （N=11） 

有効率 b） 
93.6% 

（N=44） 

76.7% 

（N=102） 

7.2% 

（N=5） 

65.0% 

（N=13） 

9.1% 

（N=1） 

p 値 d） ― <0.001 ― 0.003 ― 

主要 PIP 関節 （N=30） （N=70） （N=34） （N=25） （N=10） 

有効率 b） 
73.3% 

（N=22） 

40.0% 

（N=28） 

5.9% 

（N=2） 

28.0% 

（N=7） 

0% 

（N=0） 

p 値 d） ― <0.001 ― 0.069 ― 

a）主要関節に対する最大投与回数は 3 回 

b）主要関節の伸展不足角度が 5°以下に減少した患者の割合 

c）本剤投与前の重症度及び関節種類を層とした Cochran-Mantel-Haenszel 検定 

d）本剤投与前の重症度を層とした Cochran-Mantel-Haenszel 検定 

 

(3) 臨床薬理試験 

1）忍容性 

＜単回投与試験（外国）＞ 

AUX-CC-855 試験 7） 

外国人のデュピュイトラン拘縮患者 16 例に本剤 0.58mg を非盲検下で単回投与したと

き、投与 30 日後までに全ての患者で有害事象が報告された。重篤な有害事象は、腱断裂

が１例認められ、本剤との因果関係は否定されなかった。本剤との因果関係が否定でき

ない有害事象は、全ての患者に発現した。そのうち、発現率 20%以上の有害事象は注射

部位出血（15 例、93.8%）、注射部位腫脹（14 例、87.5%）及び注射部位疼痛（13 例、

81.3%）で、いずれもデュピュイトラン拘縮索への投与及びその後の伸展処置に関連した

局所的な事象であった。本剤との因果関係が否定できない有害事象の重症度は、腱断裂

１例を除き、いずれも軽度あるいは中等度であった。死亡例及び中止に至った有害事象

は認められなかった。以上より、本剤の忍容性は良好であると考えられた。 

社内資料：外国第Ⅰ相試験（AUX-CC-855 試験） 

 

DUPY-202 試験（二重盲検期）8,9）（「V-3.（5）検証的試験」の項参照） 

外国人のデュピュイトラン拘縮患者 80 例に本剤 2,500U（18 例）、5,000U（22 例）、

10,000U（0.58mg；23 例）又はプラセボ（17 例）を二重盲検下で単回投与したとき、投

与1ヵ月後（非盲検下での2回目投与の前）までの有害事象の発現率は、2,500U群77.8%、

5,000U 群 81.8%、10,000U（0.58mg）群 91.3%、プラセボ群 64.7%で、多くは「全身障

害及び投与局所様態」及び「皮膚及び皮下組織障害」に関連する事象であった。重篤な有

害事象は、2,500U 群で 1 例、10,000U（0.58mg）群で 1 例に認められ、5,000U 群では

発現しなかった。二重盲検期には、死亡例及び中止に至った有害事象は認められなかっ

た。因果関係が否定できない有害事象のうち、重度のものは 5,000U 群の注射部位出血

（注射部位挫傷）1 例で、その他は軽度又は中等度であった。因果関係を否定できない重

篤な有害事象は認められなかった。 

社内資料：外国後期第Ⅱ相試験（DUPY-202 試験） 

Badalamente MA, et al.: J Hand Surg Am. 2002;27（5）:788-798. 
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2）薬力学 

本剤の臨床投与量においてコラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）が全身循

環しないことを、国内第Ⅲ相試験 1,2）及び外国で実施した第Ⅰ相試験（AUX-CC-855 試   

験 7））で確認した。全身循環しないこと及び本剤が局所で作用することを考慮し、有効性

や安全性を示すバイオマーカー等の薬力学的活性は評価しなかった。 

社内資料：国内第Ⅲ相試験 

Hirata H, et al.: J Hand Surg Eur. 2017;42（1）:30-40. 

社内資料：外国第Ⅰ相試験（AUX-CC-855 試験） 

 

3）QT/QTc 

コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）は全身循環せず、本剤により心室の

再分極遅延が生じる可能性は極めて低いことから QT/QTc 評価試験は不要と判断し、実

施しなかった。 

 

4）免疫原性 

コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）は異種タンパクであることから、国

内外臨床試験で免疫原性を検討した。主要な試験における結果の概要を以下に示す。 

 

＜国内臨床試験＞ 

抗薬剤抗体：国内第Ⅲ相試験 1,2）（「Ⅴ-3.（5）検証的試験」の項参照） 

デュピュイトラン拘縮患者に本剤0.58mgを最大5回投与したときの血清検体について、

クラスⅠ及びクラスⅡコラゲナーゼ（AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱ）に対する各抗薬剤抗体の産

生の有無及び各抗体価を検討した（初回投与前、各投与 30 日後、初回投与 90 日後、180

日後及び 270 日後、並びに初回投与 360 日後；ブリッジング ELISA 法）。 

その結果、本剤初回投与 30 日後の時点で、抗 AUX-Ⅰ抗体及び抗 AUX-Ⅱ抗体がそれぞ

れ 89.1%及び 80.2%（101 例中）の患者で陽性であった。3 回目投与以降は、全ての患者

で両抗体が陽性であった。いずれの抗体価も、最大投与回数の 5 回目まで投与回数とと

もに上昇した。 

抗 AUX-Ⅰ抗体及び抗 AUX-Ⅱ抗体の抗体価は、投与回数によらず、初回投与 360 日後

（最終投与から 211～383 日後）までには低下する傾向を示した。初回投与 360 日後に

抗体陰性となった割合は、投与回数 1 回の場合、抗 AUX-Ⅰ抗体が 3.8%、抗 AUX-Ⅱ抗

体が 15.4%であった。投与回数 2 回以上の場合は、ともに 0%であった。 

中和抗体：抗体陽性検体のうち中和活性（AUX-Ⅰ／AUX-Ⅱのコラゲナーゼ活性の阻害）

を示した検体は、初回投与90日後では、抗AUX-Ⅰ抗体陽性101検体中20検体（19.8%）、

抗 AUX-Ⅱ抗体陽性 99 検体中 3 検体（3.0%）であり、初回投与 360 日後では、抗 AUX-

Ⅰ抗体陽性 97 検体中 24 検体（24.7%）、抗 AUX-Ⅱ抗体陽性 91 検体中 16 検体（17.6%）

であった。ただし、本試験において、1～3 回目の各投与回及び最終投与後に有効性（最

終投与 30 日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること）を示した又は臨床的改善（主

要関節の伸展不足角度がベースライン時から 50%以上減少）に至った患者の割合は、抗

AUX-Ⅰ中和抗体及び抗 AUX-Ⅱ中和抗体の陽性例と陰性例で大きく異ならなかった。 

交差反応性：初回投与 180 日後及び 360 日後の抗体陽性検体の一部（379 検体）を用い

た検討で、AUX-Ⅰ／AUX-Ⅱとアミノ酸配列の相同性を有するマトリックスメタロプロ

テアーゼ MMP-1、MMP-2、MMP-3、MMP-8 及び MMP-13 との交差反応性（ブリッジ

ング ELISA 反応の MMP による阻害）は認められなかった。 

社内資料：国内第Ⅲ相試験 

Hirata H, et al.: J Hand Surg Eur. 2017;42（1）:30-40. 
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＜外国臨床試験＞ 

抗薬剤抗体：AUX-CC-85410,11）、AUX-CC-85611,12）、AUX-CC-8573,4）、AUX-CC-85813）

及び AUX-CC-8595,6）試験 

外国人デュピュイトラン拘縮患者を対象として本剤 0.58mg を投与したときの血清検体

について、AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱに対する各抗体の産生の有無及び各抗体価を検討した。

測定時期は、スクリーニング時、各投与 30 日後、初回投与 180 日後、270 日後及び 360

日後とした。 

本剤初回投与 30 日後の時点において、抗 AUX-Ⅰ抗体及び抗 AUX-Ⅱ抗体がそれぞれ

91.6%及び 85.7%の患者で陽性であった。4 回目投与後以降では、全ての患者で抗 AUX-

Ⅰ抗体及び抗 AUX-Ⅱ抗体の両方が陽性であった。 

抗 AUX-Ⅰ抗体及び抗 AUX-Ⅱ抗体の抗体価は、1～3 回目投与後では投与回数とともに

上昇し、4 回目投与後以降でほぼプラトーに達した。本剤の最終投与以降、初回投与 5 年

後追跡のための来院（AUX-CC-860 試験）までには、投与回数によらず抗 AUX-Ⅰ抗体

及び抗 AUX-Ⅱ抗体両方の抗体価は低下傾向を示した。 

社内資料：外国第Ⅲ相試験（AUX-CC-854 試験） 

Witthaut J, et al.: J Hand Surg Am. 2013;38（1）:2-11. 

社内資料：外国第Ⅲ相試験（AUX-CC-856 試験） 

社内資料：外国第Ⅲ相試験（AUX-CC-857 試験） 

Hurst LC, et al.: N Engl J Med. 2009;361（10）:968-979. 

社内資料：外国第Ⅲ相試験（AUX-CC-858 試験） 

社内資料：外国第Ⅲ相試験（AUX-CC-859 試験） 

Gilpin D, et al.: J Hand Surg Am. 2010;35（12）:2027-2038. 

 

中和抗体：AUX-CC-8573,4）試験 

初回投与前及び初回投与 90 日後で抗AUX-Ⅰ抗体又は抗AUX-Ⅱ抗体が陽性を示した検

体のうち中和活性を示した検体は、抗 AUX-Ⅰ抗体陽性 200 検体中 22 検体（11.0%）及

び抗 AUX-Ⅱ抗体陽性 204 検体中 44 検体（21.6%）であった。 

抗 AUX-Ⅰ中和抗体陽性例では臨床的改善に至った患者の割合が、抗 AUX-Ⅱ中和抗体陽

性例では有効率がそれぞれ陰性例に比べ低い傾向であった。しかしながら、抗 AUX-Ⅰ中

和抗体の陽性例と陰性例で有効率は同様の傾向であり、また、抗 AUX-Ⅱ中和抗体の陽性

例と陰性例で臨床的改善割合は同様の傾向であった。従って、中和抗体は本剤の有効性

に重大な影響を及ぼさないと考えられた。 

社内資料：外国第Ⅲ相試験（AUX-CC-857 試験） 

Hurst LC, et al.: N Engl J Med. 2009;361（10）:968-979. 

 

交差反応性：AUX-CC-86014,15）試験（AUX-CC-854、AUX-CC-856、AUX-CC-857、AUX-

CC-858 及び AUX-CC-859 試験の追跡試験） 

抗 AUX-Ⅰ抗体又は抗 AUX-Ⅱ抗体が陽性であった血清検体の一部（71 検体）について、

MMP-1、MMP-2、MMP-3、MMP-8 及び MMP-13 に対する抗 AUX-Ⅰ抗体及び抗 AUX-

Ⅱ抗体の交差反応性の有無を調べた。その結果、71 検体のいずれにも、MMP-1、MMP-

2、MMP-3、MMP-8 及び MMP-13 との交差反応は認められなかった。 

社内資料：外国第Ⅲ相試験（AUX-CC-860 試験） 

Peimer CA, et al.: J Hand Surg Am. 2013;38（1）:12-22. 

 

(4) 探索的試験 

該当資料なし 
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(5) 検証的試験 

1）無作為化並行用量反応試験 

外国後期第Ⅱ相試験：DUPY-2028,9） 

本試験は、本剤 3 用量の用量反応性の検討を目的とし、米国の 2 施設で実施された。ま

た、薬物動態の検討を目的とし、少数の患者で非盲検サブスタディも実施された。 

試験デザイン 無作為化、プラセボ対照、二重盲検（全例が非盲検に移行） 

対象 残余期デュピュイトラン拘縮患者、80 例 

主な選択基準 • 18 歳以上 

• 触知可能な拘縮索に起因する 20°～30°以上の屈曲を有し、残余期デュピュイトラン拘

縮と診断された患者 

• テーブルトップテスト陽性（患指及び手掌をテーブルの上に同時につけることができ

ない）の患者 

主な除外基準 • 登録前 30 日以内にデュピュイトラン拘縮に対する外科的手術を受けた患者 

• 慢性又は消耗性疾患を有する患者 

• コラゲナーゼに対する IgE 抗体が 15ng/mL を超える患者 

• 本剤又は本剤の他の含有物にアレルギーがあると判明している患者 

試験方法 【二重盲検期】 

患者を本剤 2,500U 群、5,000U 群及び 10,000U（0.58mg）群注）とプラセボ群に等比に

無作為化し、主要関節の拘縮索にプラセボ又は本剤を単回注射した。投与液量は、中手

指節関節（MP 関節）0.25mL、近位指節間関節（PIP 関節）0.20mL とした。投与翌日、

拘縮索破断の促進のために治療指に伸展処置を施した。投与後の来院は、投与 1 日後、

1 週後、2 週後、1 ヵ月後（二重盲検期終了時）とした。患者は、さらに投与 2、3、6、

9、12 ヵ月後にも来院することとした。 

非盲検サブスタディ 

• 薬物動態評価のため、本剤 10,000U（0.58mg）を 5 例に投与した。 

 

注）本剤の承認された用法・用量：通常、成人には、コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリ

チクム）として 0.58mg を MP 関節又は PIP 関節の拘縮索に注射する。効果が不十分な場合、

投与した拘縮索に対する追加投与は 1 ヵ月間の間隔をあけ、最大 3 回までとすること。 

主な評価項目 ＜有効性＞ 

主要評価項目： 

• 有効率（最終投与 30 日後に主要関節［最初にプラセボ又は本剤を投与した MP 関節

又は PIP 関節］の伸展不足角度が 5°以下に減少した患者の割合） 

主な副次評価項目： 

• 伸展不足角度のベースラインからの変化量 

• 可動域のベースラインからの変化量 

＜安全性＞ 

有害事象、握力 

＜薬物動態＞（サブスタディ） 

血清中のクラスⅠ及びクラスⅡコラゲナーゼ（AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱ）の濃度 

（外国後期第Ⅱ相試験：DUPY-202）  
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結果 ＜有効性＞ 

【二重盲検期】 

① 有効率（主要評価項目） 

有効率は、本剤 10,000U（0.58mg）群（78.3%）、2,500U 群（50.0%）及び 5,000U 群

（45.5%）であり、いずれの用量群でもプラセボ群（0.0%）より有意に高かった。 

関節の種類別でも、主要 MP関節及び主要 PIP 関節の有効率は、本剤 10,000U（0.58mg）

群ではプラセボ群よりも有意に高かった。 

 

有効率 a）（ITT） 

 
本剤群 

プラセボ群 
2,500U 5,000U 10,000U 

主要関節全体 

 

p値 b） vs. 2,500U 

5,000U 

10,000U 

プラセボ 

50.0% 

（9/18例） 

NA 

1.000 

0.097 

0.001 

45.5% 

（10/22例） 

1.000 

NA 

0.033 

0.002 

78.3% 

（18/23例） 

0.097 

0.033 

NA 

<0.001 

0% 

（0/17例） 

0.001 

0.002 

<0.001 

NA 

主要MP関節 

 

p値 b） vs. 2,500U 

5,000U 

10,000U 

プラセボ 

（7/14例） 

 

NA 

0.715 

0.122 

0.019 

（6/15例） 

 

0.715 

NA 

0.029 

0.051 

（13/16例） 

 

0.122 

0.029 

NA 

<0.001 

（0/10例） 

 

0.019 

0.051 

<0.001 

NA 

主要PIP関節 

 

p値 b） vs. 2,500U 

5,000U 

10,000U 

プラセボ 

（2/4例） 

 

NA 

1.000 

0.576 

0.109 

（4/7例） 

 

1.000 

NA 

1.000 

0.070 

（5/7例） 

 

0.576 

1.000 

NA 

0.021 

（0/7例） 

 

0.109 

0.070 

0.021 

NA 

ITT：Intent-to-treat、NA：非該当 

a）最終投与 30日後に主要関節の伸展不足角度が 5°以下に減少した患者の割合 

b）Fisherの直接確率法 

 

 ② 伸展不足角度の変化量 

本剤を 2,500U、5,000U 又は 10,000U（0.58mg）単回投与された主要関節の伸展不足

角度は、いずれの用量でも、プラセボが単回投与された主要関節の伸展不足角度に比べ

て有意にベースラインから改善（減少）した（p<0.001、ANOVA）。関節種類別では、

主要 MP及び PIP関節ともに、本剤群の伸展不足角度はプラセボ群に比べて有意にベー

スラインから改善（減少）した。本剤の 3 用量群を比べると、主要関節及び主要 PIP 関

節のいずれでも、10,000U（0.58mg）群の伸展不足角度が 2,500U 群に比べて大きく改

善（減少）する傾向が認められた。一方、主要 MP 関節では、3 用量群で伸展不足角度

の変化量に統計的に有意な差は認められなかった。 

（外国後期第Ⅱ相試験：DUPY-202）  
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 ③ 可動域の変化量 

本剤を 2,500U、5,000U 又は 10,000U（0.58mg）単回投与された主要関節の可動域は、

いずれの用量でも、プラセボが単回投与された主要関節の可動域に比べて有意にベース

ラインから改善（増加）した（p<0.001、ANOVA）。主要 MP 関節及び主要 PIP 関節の

いずれにおいても、投与 30 日後の可動域のベースラインからの変化量は、全ての用量

群でプラセボ群に対し有意な増加がみられた（p ≤ 0.004、ANOVA）。 

 ＜安全性＞ 

【二重盲検期】 

副作用の発現率は、2,500U 群で 77.8%（14/18 例）、5,000U 群で 81.8%（18/22 例）、

10,000U（0.58mg）群で 87.0%（20/23 例）、プラセボ群で 41.2%（7/17 例）であった。

本剤のいずれかの用量群で発現率が 10%以上の副作用は、圧痛（2,500U 群、5,000U 群、

10,000U（0.58mg）群でそれぞれ 10 例 55.6%、10 例 45.5%、15 例 65.2%、以下同）、

末梢性浮腫（9 例 50.0%、11 例 50.0%、14 例 60.9%）、斑状出血（9 例 50.0%、9 例

40.9%、9 例 39.1%）、皮膚裂傷（0 例、1 例 4.5%、3 例 13.0%）、腫脹（2 例 11.1%、1

例 4.5%、0 例）であった。副作用の程度は、重度の副作用が 5,000U 群の注射部位出血

（注射部位挫傷）1 例で、その他は軽度又は中等度であった。死亡例はなく、重篤な副

作用及び中止に至った副作用は認められなかった。 

ベースラインから投与 30 日後までの握力（平均値）の変動は小さく、いずれの群でも

臨床的に意味があると考えられる変動はみられなかった。 

 ＜薬物動態＞（サブスタディ） 

本剤 10,000U（0.58mg）を単回投与した患者 4 例で血清中 AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱ濃度

を、ポリクローナル抗体を用いた免疫酵素法（IEMA 法）で測定したが、検討したいず

れの時点でも AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱは検出限界（4ng/mL）未満であった。 

（外国後期第Ⅱ相試験：DUPY-202） 

社内資料：外国後期第Ⅱ相試験（DUPY-202 試験） 

Badalamente MA, et al.: J Hand Surg Am. 2002;27（5）:788-798. 

 

2）比較試験 

外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-8573,4） 

本試験は 2 つの主要な外国臨床試験のうちの 1 つであり、本剤の有効性の検証と安全性

の確認を目的とし、米国の 16 施設で実施された。 

試験デザイン 多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検、並行群間比較 

対象 デュピュイトラン拘縮患者、308 例 

主な選択基準 • 18 歳以上 

• 本剤の投与経験がなく、触知可能な拘縮索に起因した屈曲〔中手指節関節（MP 関節）

では 20°以上 100°以下、近位指節間関節（PIP 関節）では 20°以上 80°以下の伸展不

足角度の拘縮あり〕を母指以外の 1 指以上に有し、デュピュイトラン拘縮と診断され

た患者 

• テーブルトップテスト陽性（患指及び手掌をテーブルの上に同時につけることができ

ない）の患者 

（外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-857）  
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主な除外基準 • 手に影響を及ぼす慢性疾患（筋性疾患、神経疾患、神経筋疾患）を有する患者 

• 初回投与前 90 日以内に、主要関節に対して外科的手術（腱膜切開術又は腱膜切除術）、

針による腱膜切開・筋膜切開、ベラパミル・インターフェロン注射等のデュピュイト

ラン拘縮治療を受けた患者 

• コラゲナーゼ又は本剤の他の添加物にアレルギーがある患者 

• 初回投与前 14 日以内に、ドキシサイクリン又はドキシサイクリン誘導体が投与され

た患者 

• 150mg/日以下のアスピリンを除く抗凝固薬を、投与中の患者又は試験薬の初回投与前

7 日以内に投与された患者 

試験方法 患者を主要関節の種類及び伸展不足角度（MP 関節 50°以下もしくは 50°超、PIP 関節

40°以下もしくは 40°超）で層化し、本剤群又はプラセボ群に 2：1 の比率で無作為化し

た。患者には、本剤 0.58mg 又はプラセボを最大 3 回（Day 0、Day 30、Day 60）投与

した。1 回あたりの投与液量は、MP 関節 0.25mL、PIP 関節 0.20mL とした。投与翌

日に拘縮が残存する場合、必要に応じて拘縮索破断の促進のために治療指に伸展処置を

施した。局所麻酔の使用は「推奨しない」とし、伸展処置は 3 回まで可能とした。評価

のための来院は、各投与の 1、7、30 日後及び初回投与 90 日後（試験終了時）とした。 

主な評価項目 ＜有効性＞ 

主要評価項目： 

• 有効率〔最終投与 30 日後に主要関節（最初にプラセボ又は本剤を投与した MP 関節

又は PIP 関節）の伸展不足角度が 5°以下に減少した患者の割合〕 

主な副次評価項目： 

• 「伸展不足角度が 5°以下に減少」に至る時期 

• 臨床的改善（主要関節の伸展不足角度がベースライン時から 50%以上減少すること） 

• 伸展不足角度のベースラインからの変化率 

• 可動域のベースラインからの変化量 

その他の評価項目： 

• 医師による全般評価 

• 患者による全般評価 

＜安全性＞ 

有害事象、臨床検査値、バイタルサイン、握力 

免疫原性： 

• 血清中の抗薬剤抗体（「Ⅴ-3.（3）臨床薬理試験」の項参照 

（外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-857）  
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結果 ＜有効性＞ 

① 有効率 

有効率は、本剤群（64.0%）ではプラセボ群（6.8%）よりも有意に高かった。有効性注）

を示した割合は、1～3 回目の各投与時で、本剤群 35.4%～38.9%、プラセボ群 1.0%～

5.5%であった。本剤群における有効性を示すに至るまでの投与回数の平均値は 1.5 回で

あった。 

関節の種類別でも、主要 MP 関節及び主要 PIP 関節の有効率は、本剤群（MP 関節：

76.7%、PIP 関節：40.0%）のほうがプラセボ群（MP 関節：7.2%、PIP 関節：5.9%）

よりも有意に高かった。 

 

注）有効性：最終投与 30 日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること 

 

有効性 a）：主要関節全体（各投与 30日後）（MITT） 

 本剤群（N=203） プラセボ群（N=103） 

有効率 b） 

1回目投与 38.9% （79/203例） 1.0%（1/103例） 

2回目投与 35.4%  （35/99例） 1.0%（1/100例） 

3回目投与 35.6%  （16/45例） 5.5% （5/91例） 

最終投与 64.0%（130/203例） 

p<0.001c）［46.8-66.8］d） 

6.8%（7/103例） 

有効性 a）を示すに至るまでの投与回数［平均値±標準偏差］ 

 1.5±0.7回 2.6±0.8回 

MITT：Modified intent-to-treat 

a）投与 30日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること 

b）投与 30日後に主要関節の伸展不足角度が 5°以下に減少した患者の割合 

c）ベースライン時の重症度及び関節種類を層としたCochran-Mantel-Haenszel検定 

d）有効率（%）の群間差の 95%信頼区間 

 

有効性 a）：主要関節の種類別（最終投与 30日後）（MITT） 

 本剤群（N=203） プラセボ群（N=103） 

有効率 b） 

主要MP関節 76.7%（102/133例） 

p<0.001c）［57.3-79.4］d） 

7.2%（5/69例） 

主要PIP関節 40.0%（28/70例） 

p<0.001c）［13.8-52.3］d） 

5.9%（2/34例） 

有効性 a）を示すに至るまでの投与回数［平均値±標準偏差］ 

主要MP関節 1.6±0.8回 2.8±0.5回 

主要PIP関節 1.3±0.5回 2.0±1.4回 

MITT：Modified intent-to-treat 、MP：中手指節、PIP：近位指節間 

a）最終投与 30日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること 

b）最終投与 30日後に主要関節の伸展不足角度が 5°以下に減少した患者の割合 

c）ベースライン時の重症度を層としたCochran-Mantel-Haenszel検定 

d）有効率（%）の群間差の 95%信頼区間 

 

（外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-857）  
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 ②「伸展不足角度が 5°以下に減少」に至る時期注 1） 

本剤群で主要関節の有効性注 2）が確認された患者において、1 回目投与 30 日後までに約

60%が「伸展不足角度が 5°以下に減少」に至った。さらに 2 回目投与（30 日後まで）

で約 30%が、3 回目投与（30 日後まで）で約 10%が「伸展不足角度が 5°以下に減少」

に至った。1～3 回の各投与回での投与から有効性を示すまでの期間は、1、7 又は 30 日

後と多様であった。 

 

注 1）「伸展不足角度が 5°以下に減少」に至る時期：主要関節が「伸展不足角度が 5°以下に減少」に

至った最初の観察時点 

注 2）有効性：最終投与 30日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること 

 

期間別にみた主要関節における有効率 a）（MITT） 

「伸展不足角度が 5°以

下に減少」に至る時期 
本剤群（N=130）b） プラセボ群（N=7）b） 

1回目投与 1日後 

7日後 

30日後 

20.0%（26例） 

19.2%（25例） 

22.3%（29例） 

0 

0 

14.3%（1例） 

2回目投与 投与日 

1日後 

7日後 

30日後 

0.8%（1例） 

 7.7%（10例） 

 8.5%（11例） 

10.0%（13例） 

0 

0 

0 

14.3%（1例） 

3回目投与 投与日 

1日後 

7日後 

30日後 

0 

3.1%（4例） 

3.8%（5例） 

3.8%（5例） 

0 

0 

0 

71.4%（5例） 

投与 90日後 c） 0.8%（1例） 0 

MITT：Modified intent-to treat 

a）主要関節の伸展不足角度が 5°以下に減少した患者の割合 

b）該当患者数 

c）評価が 1回目投与 90日後のみ 

 ③ 臨床的改善 

最終投与 30 日後に主要関節が臨床的改善に至った患者の割合は、本剤群（84.7%）では

プラセボ群（11.7%）よりも有意に高かった。 

関節の種類別でも、主要 MP 関節及び主要 PIP 関節が臨床的改善に至った患者の割合

は、本剤群（MP 関節：94.0%、PIP 関節：67.1%）のほうがプラセボ群（MP 関節：

11.6%、PIP 関節：11.8%）よりも有意に高かった。 

 

臨床的改善 a）に至った患者の割合（最終投与 30 日後）（MITT） 

 本剤群（N=203） プラセボ群（N=103） 

主要関節全体 84.7%（172/203例） 

p<0.001b）［63.7-81.1］c） 

11.7%（12/103例） 

主要MP関節 94.0%（125/133例） 

p<0.001d）［71.6-89.8］c） 

11.6%（8/69例） 

主要PIP関節 67.1%（47/70例） 

p<0.001d）［36.8-71.2］c） 

11.8%（4/34例） 

MITT：Modified intent-to-treat、MP：中手指節、PIP：近位指節間 

a）主要関節の伸展不足角度がベースライン時から 50%以上減少すること 

b）ベースライン時の重症度及び関節種類を層としたCochran-Mantel-Haenszel検定 

c）臨床的改善割合（%）の群間差の 95%信頼区間 

d）ベースライン時の重症度を層としたCochran-Mantel-Haenszel検定 

（外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-857）  
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 ④ 伸展不足角度の変化率 

最終投与 30 日後の主要関節の伸展不足角度のベースラインからの平均変化率は、本剤

群（79.3%）ではプラセボ群（8.6%）よりも有意に大きかった。 

関節の種類別でも、主要 MP 関節及び主要 PIP 関節の伸展不足角度の平均変化率は、

本剤群（MP 関節：87.1%、PIP 関節：64.5%）のほうがプラセボ群（MP 関節：7.2%、

PIP 関節：11.4%）よりも有意に大きかった。 

本剤群における主要関節全体の伸展不足角度の平均値は、ベースラインの 50.2°から、

最終投与 30 日後には 12.2°に減少した。 

 

伸展不足角度のベースラインからの平均変化率（最終投与 30日後）（MITT） 

 本剤群 プラセボ群 

主要関節全体 N=203 N=103 

79.3% 

p<0.001a）［62.1-74.3］b） 

8.6% 

主要MP関節 N=133 N=69 

87.1% 

p<0.001c）［71.2-89.2］b） 

7.2% 

主要PIP関節 N=70 N=34 

64.5% 

p<0.001c）［39.6-68.1］b） 

11.4% 

MITT：Modified intent-to-treat 

a）投与群、ベースライン時の重症度及び関節種類を因子とした分散分析（ANOVA） 

b）伸展不足角度変化率（%）の群間差の 95%信頼区間 

c）投与群、ベースライン時の重症度を因子とした分散分析（ANOVA） 

 

 

平均値±標準偏差 

MITT：Modified intent-to-treat 

CCH：コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム） 

（外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-857）  
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 ⑤ 可動域の変化量 

最終投与30日後の主要関節の可動域のベースラインからの平均変化量は、本剤群（36.7°）

ではプラセボ群（4.0°）よりも有意に大きかった。 

関節の種類別でも、主要 MP 関節及び主要 PIP 関節の可動域の平均変化量は、本剤群

（MP 関節：40.6°、PIP 関節：29.0°）のほうがプラセボ群（MP 関節：3.7°、PIP 関節：

4.7°）よりも有意に大きかった。 

 

可動域のベースラインからの平均変化量（最終投与 30日後）（MITT） 

 本剤群 プラセボ群 

主要関節全体 N=197 N=102 

36.7° 

p<0.001a）［27.8-34.9］b） 

4.0° 

主要MP関節 N=130 N=68 

40.6° 

p<0.001c）［35.0-44.4］b） 

3.7° 

主要PIP関節 N=67 N=34 

29.0° 

p<0.001c）［12.3-30.7］b） 

4.7° 

MITT：Modified intent-to-treat 

a）投与群、ベースライン時の重症度及び関節種類を因子とした分散分析（ANOVA） 

b）可動域変化量の群間差の 95%信頼区間 

c）投与群、ベースライン時の重症度を因子とした分散分析（ANOVA） 

 

 ⑥ 医師による全般評価 

試験終了時（初回投与 90 日後）の医師の評価として、本剤群とプラセボ群の拘縮改善

度には有意差がみられた。本剤群では、「著明に改善」又は「大きく改善」の患者が 86.0%

を占めた。 

 

 

ITT： Intent-to-treat 

患者の割合：欠測を除いた患者における割合 

本剤群 vs. プラセボ群 p<0.001（重症度を層としたCochran-Mantel-Haenszel 検定） 

 

（外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-857）  
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 ⑦ 患者による全般評価 

試験終了時（初回投与 90 日後）の患者の評価として、本剤群とプラセボ群の治療満足

度には有意差がみられた。本剤群の患者の 87.0%が、治療に「非常に満足」又は「やや

満足」と評価した。 

 

 

ITT： Intent-to-treat 

患者の割合：欠測を除いた患者における割合 

本剤群 vs. プラセボ群 p<0.001（重症度を層とした Cochran-Mantel-Haenszel 検定） 

 

 ＜安全性＞ 

副作用の発現率は、本剤群で 96.6%（197/204例）、プラセボ群で 21.2%（22/104例）であっ

た。プラセボ群に比べて本剤群で多く発現した副作用は、末梢性浮腫（148例、72.5%）、挫

傷（104 例、51.0%）、注射部位出血（76例、37.3%）、注射部位疼痛（66 例、32.4%）、四

肢痛（63例、30.9%）、圧痛（54例、26.5%）、斑状出血（51例、25.0%）、注射部位腫脹（43

例、21.1%）、そう痒症（22例、10.8%）、皮膚裂傷（22例、10.8%）、リンパ節痛（21例、

10.3%）、リンパ節症（20 例、9.8%）、紅斑（13 例、6.4%）、水疱（11例、5.4%）、注射部

位そう痒感（11例、5.4%）、腋窩痛（10例、4.9%）であった。 

死亡例は認められなかった。重篤な副作用は、本剤群の 3例（腱断裂 2例、複合性局所疼痛

症候群 1例）に発現した。また、中止に至った副作用が、本剤群の 3例（注射部位疼痛、め

まい、複合性局所疼痛症候群、各 1例）にみられた。 

臨床検査値、バイタルサイン、握力のベースラインから投与 30日後、90日後の平均変化量

は小さく、いずれの群でも臨床的に意味があると考えられる変動はみられなかった。 

（外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-857） 

社内資料：外国第Ⅲ相試験（AUX-CC-857 試験） 

Hurst LC, et al.: N Engl J Med. 2009;361（10）:968-979. 
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外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-8595,6） 

本試験は 2 つの主要な外国臨床試験のうちの 1 つであり、本剤の有効性の検証と安全性

の確認を目的とし、豪州の 5 施設で実施された。 

試験デザイン 多施設共同、無作為化、プラセボ対照、二重盲検（非盲検に移行） 

対象 デュピュイトラン拘縮患者、66例 

主な選択基準 • 18歳以上 

• 本剤の投与経験がなく、触知可能な拘縮索に起因した屈曲〔中手指節関節（MP関節）で

は 20°以上 100°以下、近位指節間関節（PIP関節）では 20°以上 80°以下の伸展不足角度

の拘縮あり〕を母指以外の 1指以上に有し、デュピュイトラン拘縮と診断された患者 

• テーブルトップテスト陽性（患指及び手掌をテーブルの上に同時につけることができない）

の患者 

主な除外基準 • 手に影響を及ぼす慢性疾患（筋性疾患、神経疾患、神経筋疾患）を有する患者 

• 初回投与前 90日以内に、主要関節に対して、外科的手術（腱膜切開術又は腱膜切除術）、

針による腱膜切開・筋膜切開、ベラパミル・インターフェロン注射等のデュピュイトラン

拘縮治療を受けた患者 

• コラゲナーゼ又は本剤の他の添加物にアレルギーがある患者 

• 初回投与前 14 日以内に、ドキシサイクリン又はドキシサイクリン誘導体が投与され

た患者 

• 150mg/日以下のアスピリンを除く抗凝固薬を、投与中の患者又は、プラセボ又は本剤

の初回投与前 7 日以内に投与された患者 

試験方法 【二重盲検期】（Day 0～Day 90） 

患者を主要関節の種類及び伸展不足角度（MP 関節 50°以上又は 50°未満、PIP 関節 40°

以上又は 40°未満）で層化し、本剤群又はプラセボ群に 2：1 の比率で無作為化した。患

者には、本剤 0.58mg 又はプラセボを最大 3 回（Day 0、Day 30、Day 60）投与した。

1 回あたりの投与液量は、MP 関節 0.25mL、PIP 関節 0.20mL とした。投与翌日に拘

縮が残存する場合、必要に応じて拘縮索破断の促進のために治療指に伸展処置を施した。

局所麻酔の使用は「推奨しない」とし、伸展処置は 3 回まで可能とした。評価のための

来院は、各投与の 1、7、30 日後及び初回投与 90 日後（二重盲検期終了時）とした。 

【非盲検期】（Day 90～Month 12） 

非盲検期には、二重盲検期を終了した全ての患者が移行した。二重盲検期に伸展不足角

度が 5°以下に減少せず追加投与が必要な患者（主要関節の拘縮索にプラセボの投与、主

要関節以外の拘縮索への投与が 3 回未満）、もしくは他の未治療の拘縮索を有する患者

は、二重盲検期からの通算で、1 関節当たり最大 3 回として、非盲検期は 5 回まで本剤

0.58mgを投与できることとした（30日間隔；1回あたりの投与液量は、MP関節0.25mL、

PIP 関節 0.20mL）。投与翌日に拘縮が残存する場合、必要に応じて拘縮索破断の促進の

ために治療指に伸展処置を施した。局所麻酔の使用は「推奨しない」とし、伸展処置は

3 回まで可能とした。追加投与を受けた患者の評価は、各投与の 1、7、30 日後に実施

した。また、追跡調査のため全ての患者は、二重盲検期の投与開始から 6、9、12 ヵ月

後に来院することとした。 

（外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-859）  
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主な評価項目 ＜有効性＞ 

主要評価項目： 

• 有効率〔最終投与 30 日後に主要関節（最初にプラセボ又は本剤を投与した MP 関節

又は PIP 関節）の伸展不足角度が 5°以下に減少した患者の割合〕 

主な副次評価項目： 

• 「伸展不足角度が 5°以下に減少」に至る時期 

• 臨床的改善（主要関節の伸展不足角度がベースライン時から 50%以上減少すること） 

• 伸展不足角度のベースラインからの変化率 

• 可動域のベースラインからの変化量 

その他の評価項目： 

• 医師による全般評価 

• 患者による全般評価 

• 再発： 

［再発の定義］有効性を示した後、最終投与 30日後と比較して伸展不足角度が増大し 20°

以上に達し、触知可能な拘縮索が認められた場合 

＜安全性＞ 

有害事象、臨床検査値、バイタルサイン、握力 

免疫原性： 

• 血清中の抗薬剤抗体（「Ⅴ-3.（3） 臨床薬理試験」の項参照） 

結果 ＜有効性＞ 

【二重盲検期】 

① 有効率 

有効率は、本剤群（44.4%）ではプラセボ群（4.8%）よりも有意に高かった。有効性注）を示

した割合は、1～3回目の各投与時も、本剤群 25.0%～27.3%、プラセボ群 0%～4.8%であっ

た。本剤群において有効性を示すに至るまでの投与回数の平均値は 1.5回であった。 

関節の種類別では、主要MP関節及び主要 PIP関節の有効率は、本剤群：MP関節 65.0%、

PIP関節 28.0%、プラセボ群：MP関節 9.1%、PIP関節 0%であった。 

 

注）有効性：最終投与 30日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること 

 

有効性 a）：主要関節全体（各投与 30日後）（ITT） 

 本剤群（N=45） プラセボ群（N=21） 

有効率 b） 

1回目投与 26.7%（12/45例） 4.8%（1/21例） 

2回目投与 27.3% （6/22例） 0%  （0/19例） 

3回目投与 25.0%  （2/8例） 0%  （0/18例） 

最終投与 44.4%（20/45例） 

p<0.001c）［13.7-62.3］d） 

4.8%（1/21例） 

有効性を示すに至るまでの投与回数［平均値±標準偏差］ 

 1.5±0.7回 1.0回 

ITT： Intent-to-treat 

a）投与 30日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること 

b）投与 30日後に主要関節の伸展不足角度が 5°以下に減少した患者の割合 

c）ベースライン時の重症度及び関節種類を層としたCochran-Mantel-Haenszel検定 

d）有効率（%）の群間差の 95%信頼区間 

（外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-859）  
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 有効性 a）：主要関節の種類別（最終投与 30日後）（ITT） 

 本剤群（N=45） プラセボ群（N=21） 

有効率 b） 

主要MP関節 65.0%（13/20例） 

p=0.003c）［19.2-83.3］d） 

9.1%（1/11例） 

主要PIP関節 28.0% （7/25例） 

p=0.069c）［−9.7-61.4］d） 

0% （0/10例） 

有効性を示すに至るまでの投与回数［平均値±標準偏差］ 

主要MP関節 1.4±0.7回 1.0回 

主要PIP関節 1.7±0.8回 NA 

ITT：Intent-to-treat、NA：非該当 

a）最終投与 30日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること 

b）最終投与 30日後に主要関節の伸展不足角度が 5°以下に減少した患者の割合 

c）ベースライン時の重症度を層としたCochran-Mantel-Haenszel検定 

d）有効率（%）の群間差の 95%信頼区間 

 

 ②「伸展不足角度が 5°以下に減少」に至る時期注1） 

本剤群で主要関節の有効性注2）が確認された患者において、1回目投与 30日後までに 60.0%

が「伸展不足角度が 5°以下に減少」に至った。さらに 2回目投与（30日後まで）で 30.0%

が、3回目投与（30日後まで）で 10.0%が「伸展不足角度が 5°以下に減少」に至った。1～

3回の各投与回での投与から有効性を示すまでの期間は、1、7又は 30日後と多様であった。 

 

注 1）「伸展不足角度が 5°以下に減少」に至る時期：主要関節が「伸展不足角度が 5°以下に減少」

に至った最初の観察時点 

注 2）有効性：最終投与 30日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること 

 

期間別にみた主要関節における有効率 a）（ITT） 

「伸展不足角度が 5°以下

に減少」に至る時期 
本剤群（N=20）b） プラセボ群（N=1）b） 

1回目投与 1日後 

7日後 

30日後 

 5.0%（1例） 

15.0%（3例） 

40.0%（8例） 

0 

100%（1例） 

0 

2回目投与 投与日 

1日後 

7日後 

30日後 

0 

0 

10.0%（2例） 

20.0%（4例） 

0 

0 

0 

0 

3回目投与 投与日 

1日後 

7日後 

30日後 

0 

10.0%（2例） 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ITT：Intent-to-treat 

a）主要関節の伸展不足角度が 5°以下に減少した患者の割合 

b）該当患者数 

 

（外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-859）  
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 ③ 臨床的改善 

最終投与 30 日後に主要関節が臨床的改善に至った患者の割合は、本剤群（77.8%）ではプ

ラセボ群（14.3%）よりも有意に高かった。 

関節の種類別でも、主要 MP 関節及び主要 PIP 関節が臨床的改善に至った患者の割合は、

本剤群：MP関節 95.0%、PIP 関節 64.0%、プラセボ群：MP関節 18.2%、PIP関節 10.0%

であった。 

 

臨床的改善 a）に至った患者の割合（最終投与 30日後）（ITT） 

 本剤群（N=45） プラセボ群（N=21） 

主要関節全体 77.8%（35/45例） 

p<0.001b）［40.1-81.9］c） 

14.3%（3/21例） 

主要MP関節 95.0%（19/20例） 

p<0.001d）［43.6-94.5］c） 

18.2%（2/11例） 

主要PIP関節 64.0%（16/25例） 

NA［17.3-81.3］c） 

10.0%（1/10例） 

ITT： Intent-to-treat、NA：階層仮説検定で上位の仮説が棄却されなかったため解析せず 

a）主要関節の伸展不足角度がベースライン時から 50%以上減少すること 

b）ベースライン時の重症度及び関節種類を層としたCochran-Mantel-Haenszel検定 

c）臨床的改善割合（%）の群間差の 95%信頼区間 

d）ベースライン時の重症度を層としたCochran-Mantel-Haenszel検定 

 

 ④ 伸展不足角度の変化率 

最終投与 30 日後の主要関節の伸展不足角度のベースラインからの平均変化率は、本剤群

（70.5%）ではプラセボ群（13.6%）よりも有意に大きかった。 

関節の種類別では、主要 MP 関節及び主要 PIP 関節の伸展不足角度の平均変化率は、本剤

群：MP 関節 84.4%、PIP 関節 59.3%、プラセボ群：MP 関節 13.7%、PIP 関節 13.5%で

あった。同変化率は、PIP関節に比べMP関節で大きい傾向がみられた。 

本剤群における主要関節全体の伸展不足角度の平均値は、ベースラインの 53.2°から、最終

投与 30日後には 16.7°に減少した。 

 

伸展不足角度のベースラインからの平均変化率（最終投与 30日後）（ITT） 

 本剤群 プラセボ群 

主要関節全体 N=45 N=21 

70.5% 

p<0.001a）［46.4-70.8］b） 

13.6% 

主要MP関節 N=20 N=11 

84.4% 

p<0.001c）［54.8-91.1］b） 

13.7% 

主要PIP関節 N=25 N=10 

59.3% 

NA［16.3-74.7］b） 

13.5% 

ITT：Intent-to-treat、NA：階層仮説検定で上位の仮説が棄却されなかったため解析せず 

a）投与群、ベースライン時の重症度及び関節種類を因子とした分散分析（ANOVA） 

b）伸展不足角度変化率（%）の群間差の 95%信頼区間 

c）投与群、ベースライン時の重症度を因子とした分散分析（ANOVA） 

 

（外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-859）  
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ITT：Intent-to-treat 

平均値±標準偏差 

CCH：コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム） 

 

 ⑤ 可動域の変化量 

最終投与 30日後の主要関節の可動域のベースラインからの平均変化量は、本剤群（35.4°）

ではプラセボ群（7.6°）よりも有意に大きかった。 

関節の種類別では、主要MP関節及び主要 PIP関節の可動域の平均変化量は、本剤群：MP

関節 40.0°、PIP関節 31.8°、プラセボ群：MP関節 8.6°、PIP関節 6.5°であった。 

 

可動域のベースラインからの平均変化量（最終投与 30日後）（ITT） 

 本剤群 プラセボ群 

主要関節全体 N=45 N=21 

35.4° 

p<0.001a）［18.3-32.5］b） 

7.6° 

主要MP関節 N=20 N=11 

40.0° 

p<0.001c）［21.5-41.1］b） 

8.6° 

主要PIP関節 N=25 N=10 

31.8° 

NA［1.8-37.0］b） 

6.5° 

ITT：Intent-to-treat、NA：階層仮説検定で上位の仮説が棄却されなかったため解析せず 

a）投与群、ベースライン時の重症度及び関節種類を因子とした分散分析（ANOVA） 

b）可動域変化量の群間差の 95%信頼区間 

c）投与群、ベースライン時の重症度を因子とした分散分析（ANOVA） 

 

（外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-859）  
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 ⑥ 医師による全般評価 

二重盲検期終了時（初回投与 90日後）の医師の評価として、本剤群とプラセボ群の拘縮改

善度には有意差がみられた。本剤群では、「著明に改善」又は「大きく改善」の患者が 80.0%

を占めた。 

 

 

ITT：Intent-to-treat 

患者の割合：欠測を除いた患者における割合 

本剤群 vs. プラセボ群 p<0.001（重症度を層としたCochran-Mantel-Haenszel 検定） 

 

 ⑦ 患者による全般評価 

二重盲検期終了時（初回投与 90日後）の患者の評価として、本剤群とプラセボ群の治療満

足度には有意差がみられた。本剤群の患者の 86.7%が、治療に「非常に満足」又は「やや満

足」と評価した。 

 

 

ITT：Intent-to-treat 

本剤群 vs. プラセボ群 p<0.001（重症度を層とした Cochran-Mantel-Haenszel 検定） 

 

（外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-859）  
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 【非盲検期（二重盲検期含む）】 

有効率は、全体で 50.7%（68/134 個）であった。関節の種類別では、有効率は、MP 関節

（67.7%）、PIP関節（36.1%）であった。 

有効性を示すに至るまでの投与回数の平均値は 1.4～1.5回であった。 

 

有効性 a）（投与 30日後） 

 
治療関節全体 

（N=134）b） 

MP関節 

（N=62）b） 

PIP関節 

（N=72）b） 

有効性を示した関節数 

1回目投与 43 個（32.1%） 27個（43.5%） 16 個（22.2%） 

最終投与 68 個（50.7%） 42個（67.7%） 26 個（36.1%） 

有効性を示すに至るまでの投与回数［平均値±標準偏差］ 

 1.4±0.63回 

（N=68） 

1.4±0.63回 

（N=42） 

1.5±0.65回 

（N=26） 

a）投与 30日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること 

b）N：投与された関節数 

 

 ⑧再発 

二重盲検期及び非盲検期の 12ヵ月間を通じて、再発は認められなかった。 

 ＜安全性＞ 

【二重盲検期】 

副作用の発現率は、本剤群で 100%（45/45例）、プラセボ群で 38.1%（8/21例）であった。

本剤群で発現率が 25%以上の副作用は、末梢性浮腫（35例、77.8%）、挫傷（33例、73.3%）、

四肢痛（22例、48.9%）、注射部位出血（19例、42.2%）、注射部位疼痛（17例、37.8%）、

注射部位腫脹（16例、35.6%）であった。 

死亡例及び中止に至った副作用は認められなかった。本剤群の 1例に重篤な副作用（靭帯損

傷）が発現した。 

臨床検査値、バイタルサイン及び握力のベースラインからの変動は小さく、本剤群及びプラ

セボ群ともに臨床的に意味があると考えられる変動はみられなかった。 

【通期（二重盲検期及び非盲検期の全体）】 

本試験で本剤を 1回以上投与された患者における副作用の発現率は 100%（63/63例）であっ

た。発現率が 25%以上の副作用は、末梢性浮腫（54 例、85.7%）、挫傷（46 例、73.0%）、

四肢痛（34例、54.0%）、注射部位疼痛（28例、44.4%）、注射部位出血（27例、42.9%）、

注射部位腫脹（23例、36.5%）、圧痛（20例、31.7%）であった。 

死亡例及び中止に至った副作用は認められなかった。1例 2件に重篤な副作用（デュピュイ

トラン拘縮、感覚障害）が発現した。 

非盲検期では、臨床検査値、バイタルサイン及び握力のベースラインからの変動は小さく、

臨床的に意味があると考えられる変動はみられなかった。 

（外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-859） 

社内資料：外国第Ⅲ相試験（AUX-CC-859 試験） 

Gilpin D, et al.: J Hand Surg Am. 2010;35（12）:2027-2038. 

 

3）安全性試験 

該当資料なし 
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4）患者・病態別試験 

外国第Ⅳ相試験：AUX-CC-86216） 

本試験は、本剤投与後の長期安全性と拘縮の再発の程度を非投与下で長期追跡したAUX-

CC-860 試験において再発を認めた患者を対象とし、米国、豪州及び欧州の 12 施設で実

施された。 

試験デザイン 多施設共同、非対照、非盲検、非無作為化、長期追跡試験 

対象 デュピュイトラン拘縮患者、52例 

組み入れ基準 先行のAUX-CC-854、856、857、858又は 859試験に参加した患者（いずれも 18歳以上）

を対象としたAUX-CC-860試験〔非投与、長期追跡（初回投与 2年後～5年後）〕の患者の

うち、以下に該当する患者 

先行試験で有効性（本剤 0.58mg 最終投与 30 日後の評価で伸展不足角度が 5°以下に減

少）を示した関節に再発（最終投与 30 日後と比較して伸展不足角度が 20°以上増加）が

認められた患者 

試験方法 本試験の投与は、再発した関節 1個のみとした。治験担当医師又は患者が満足する結果が得

られるまで、もしくは拘縮索が触知不能になるまで、再発した関節に本剤 0.58mgを最大 3

回投与した（約 28日間隔）。1回あたりの投与液量は、中手指節関節（MP関節）0.25mL、

近位指節間関節（PIP関節）0.20mLとした。投与翌日に拘縮索破断の促進のために治療指

に伸展処置を施した。評価は、各投与 1日後、30日後と、本試験での初回投与から 365日

後に実施した。 

主な評価項目 ＜有効性＞ 

• 有効性（最終投与 30 日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること） 

• 伸展不足角度のベースラインからの変化率 

• 再発 

［再発の定義］有効性（最終投与 30日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること）を示

した後、最終投与 30 日後と比較して伸展不足角度が増大し 20°以上に達し、触知可能な

拘縮索が認められた場合 

＜安全性＞ 

有害事象、臨床検査値、バイタルサイン 

結果 ＜有効性＞ 

① 有効性 

有効性注）を示したMP関節は 64.5%（20/31個）、PIP関節は 45.0%（9/20個）であった。 

有効性を示した関節の割合は、ベースライン時の拘縮重症度が低い（MP関節 50°以下／PIP

関節 40°以下）とき、MP関節で 66.7%、PIP関節で 66.7%、拘縮重症度が高い（MP関節

50°超／PIP関節 40°超）とき、MP関節で 57.1%、PIP関節で 12.5%であった。 

有効性を示すに至るまでの投与回数の平均値は、MP関節で 1.4回、PIP関節で 1.2回であっ

た。 

 

注）有効性：最終投与 30 日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること 

 

② 伸展不足角度の変化率 

ベースライン時から最終投与 30日後までに、MP関節では 83.2%、PIP関節では 69.1%、

伸展不足角度が減少した。なお、初回投与後の伸展不足角度は、MP関節で 70.7%、PIP関

節で 58.6%減少した。 

（外国第Ⅳ相試験：AUX-CC-862）  
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 ③再発 

本試験で有効性を示した関節 29個のうち 6個（MP関節 3個、PIP関節 3個）が投与 365

日後の評価で再発が確認された。再発した関節のうち 5個は、再発時の伸展不足角度がベー

スライン時と同等（N=1）又はそれ以下（N=4）であった。 

 ＜安全性＞ 

副作用の発現率は 84.6%（44/52 例）であった。発現率 10%以上の副作用は、末梢性浮腫

（32例、61.5%）、挫傷（23例、44.2%）、四肢痛（16例、30.8%）、そう痒症（10例、19.2%）、

注射部位疼痛（9例、17.3%）、リンパ節症（8例、15.4%）、注射部位血腫（7例、13.5%）

であった。発現した副作用の重症度は軽度又は中等度で、重度のものはなかった。 

本剤と関連のある死亡例は認められなかった。また、重篤な副作用や中止に至った副作用も

認められなかった。 

臨床検査値及びバイタルサインのベースラインからの変動は小さく、臨床的に意味があると

考えられる変動はみられなかった。 

（外国第Ⅳ相試験：AUX-CC-862） 

社内資料：外国第Ⅳ相試験（AUX-CC-862 試験） 

 

5）その他の重要な試験  

国内第Ⅲ相試験 1,2） 

本試験は、日本人における本剤の有効性、安全性及び薬物動態が外国臨床試験と大きく

変わらないことの確認を目的とし、本邦の 30 施設で実施された。 

試験デザイン 多施設共同、非対照、非盲検 

対象 デュピュイトラン拘縮患者、102例 

主な選択基準 • 同意取得時の年齢が 20 歳以上の患者 

• 本剤投与経験がなく、触知可能な拘縮索に起因した屈曲〔中手指節関節（MP関節）では

20°以上 100°以下、近位指節間関節（PIP 関節）では 20°以上 80°以下の伸展不足角度の

拘縮あり〕を母指以外の 1指以上に有し、デュピュイトラン拘縮と診断された患者 

• テーブルトップテスト陽性（患指及び手掌をテーブルの上に同時につけることができない）

の患者 

主な除外基準 • 評価に影響を及ぼす手の慢性疾患（筋性疾患、神経疾患、神経筋疾患）を合併している患

者 

• 初回投与前 90日以内に、主要関節に対し腱膜切除術、腱膜切開術、針による腱膜切開・

筋膜切開、ベラパミル・インターフェロン注射などのデュピュイトラン拘縮治療を受けた

患者 

• コラゲナーゼ又は本剤の添加物にアレルギーのある患者 

• 初回投与前 14日以内に、ミノサイクリン、ドキシサイクリンなどのテトラサイクリン誘

導体が投与された患者 

• 抗凝固薬、抗血小板薬（150mg/日以下のアスピリンを除く）を投与中の患者、又は本剤の

初回投与前 7日以内に投与された患者 

（国内第Ⅲ相試験）  
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試験方法 患者への本剤 0.58mg の投与は、初回（0 日）とその後 30、60、90、120 日後の最大 5 回

とし、同一関節の拘縮索への投与は最大 3 回とした。1 回あたりの投与液量は、MP 関節

0.25mL、PIP関節 0.20mLとした。投与翌日に拘縮が残存する場合、必要に応じて拘縮索

破断の促進のために治療指に伸展処置を施した。局所麻酔を使用可能とし、伸展処置は 3回

まで可能とした。評価は、投与日、各投与 1、7、30日後のほか、初回投与から 90、180、

270、360日後に実施した。一部施設では、初回投与日とその翌日に、血漿中薬物濃度を測

定するための採血を行った。 

ステップ 1（限定した医療機関で実施）とステップ 2（全ての医療機関で実施）により目標

投与関節数 50個以上を満たせない場合、ステップ 3でさらに症例を集積した。 

主な評価項目 ＜有効性＞ 

主要評価項目： 

• 有効率〔最終投与 30日後に主要関節（最初に本剤を投与したMP関節又はPIP関節）の

伸展不足角度が 5°以下に減少した患者の割合〕 

主な副次評価項目： 

• 「伸展不足角度が 5°以下に減少」に至る時期 

• 主要関節の臨床的改善（伸展不足角度がベースライン時から 50%以上減少すること）に

至った患者の割合 

• 主要関節におけるベースラインからの伸展不足角度の変化率 

• 主要関節におけるベースラインからの可動域の変化量 

その他の評価項目： 

• 医師による全般評価 

• 患者による全般評価 

• 再発 

［再発の定義］以下のいずれかの条件を満たした場合 

・有効性を示した後、最終投与 30日後と比較して伸展不足角度が 20°以上増大し、触知

可能な拘縮索が認められた 

・新たに発生した、又は悪化が認められたデュピュイトラン拘縮の治療を目的として外科

的治療介入がなされた 

＜安全性＞ 

有害事象、臨床検査値、バイタルサイン、握力 

免疫原性： 

• 血清中の抗薬剤抗体（「Ⅴ-3.（3） 臨床薬理試験」の項参照） 

＜薬物動態＞ 

血中濃度（「Ⅶ-1. （3）臨床試験で確認された血中濃度」の項参照） 

（国内第Ⅲ相試験）  
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結果 ＜有効性＞［ステップ 1、2］ 

① 有効率（主要評価項目） 

最終投与30日後の有効率は85.7%（66/77例）であった。関節の種類別では、MP関節93.6%、

PIP関節 73.3%であった。 

有効性を示すに至るまでの投与回数の平均値は、関節の種類によらず 1.2回であった。 

 

有効性 a）（各投与 30日後）[FAS（1-2）] 

 
主要関節全体 

（N=77） 

主要MP関節 

（N=47） 

主要PIP関節 

（N=30） 

有効率 b） 

1回目投与 71.4%（55/77

例） 

［60.0-81.2］c） 

78.7%（37/47例） 

［64.3-89.3］c） 

60.0%（18/30例） 

［40.6-77.3］c） 

2回目投与 56.3%（9/16

例） 

［29.9-80.2］c） 

66.7%（6/9例） 

［29.9-92.5］c） 

42.9%（3/7例） 

［9.9-81.6］c） 

3回目投与 100.0%（2/2

例） 

［15.8-100.0］c） 

100.0%（1/1例） 

［2.5-100］c） 

100.0%（1/1例） 

［2.5-100.0］c） 

最終投与 85.7%（66/77

例） 

［75.9-92.6］c） 

93.6%（44/47例） 

［82.5-98.7］c） 

73.3%（22/30例） 

［54.1-87.7］c） 

有効性を示すに至るまでの投与回数［平均値±標準偏差］ 

 （N=66） 

1.2±0.47回 

（N=44） 

1.2±0.45回 

（N=22） 

1.2±0.53回 

FAS（1-2）：Full analysis setのうち、ステップ 3で登録された患者を除く全患者 

a）投与 30日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること 

b）投与 30日後に主要関節の伸展不足角度が 5°以下に減少した患者の割合 

c）有効率（%）の群間差の 95%信頼区間 

 

 

有効率：最終投与 30日後に主要関節の伸展不足角度が 5°以下に減少した患者の割合 

（国内第Ⅲ相試験）  



 

－37－ 

 

 ②「伸展不足角度が 5°以下に減少」に至る時期注1） 

主要関節で有効性注2）が確認された患者において、1回目投与 30日後までに 83.3%が「伸展

不足角度が 5°以下に減少」に至った。さらに 2回目投与（30日後まで）で 13.6%が、3回

目投与（30日後まで）で 3.0%が「伸展不足角度が 5°以下に減少」に至った。 

 

注 1）「伸展不足角度が 5°以下に減少」に至る時期：主要関節が「伸展不足角度が 5°以下に減少」に

至った最初の観察時点 

注 2）有効性：最終投与 30日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること 

 

「伸展不足角度が 5°以下に減少」に至る時期の頻度分布[FAS（1-2）] 

「伸展不足角度が 5°以下

に減少」に至る時期 

主要関節全体 

（N=66）a） 

1回目投与 1日後 

7日後 

30日後 

41例（62.1%） 

 8例（12.1%） 

6例（9.1%） 

2回目投与 投与日 

1日後 

7日後 

30日後 

0 

5例（7.6%） 

2例（3.0%） 

2例（3.0%） 

3回目投与 投与日 

1日後 

7日後 

30日後 

0 

0 

1例（1.5%） 

1例（1.5%） 

FAS（1-2）：Full analysis setのうち、ステップ 3で登録された患者を除

く全患者 

a）有効性（伸展不足角度が 5°以下に減少すること）を示した患者のみ該当 

 

※ 有効性を示した患者のみ該当 

有効性：最終投与30日後に伸展不足角度が5°以下に減少すること 

「伸展不足角度が 5°以下に減少」に至る時期：主要関節が「伸展不足角度が 5°以下

に減少」に至った最初の観察時点 

（国内第Ⅲ相試験）  
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 ③ 臨床的改善 

最終投与 30 日後に主要関節が臨床的改善に至った患者の割合は 96.1%（74/77 例）であっ

た。関節の種類別では、最終投与後に MP 関節は全ての患者で改善し、PIP 関節は 90%で

改善した。 

 

臨床的改善 a） に至った患者の割合（投与 30日後）[FAS（1-2）] 

時期 
主要関節全体 

（N=77） 

主要MP関節 

（N=47） 

主要PIP関節 

（N=30） 

最終投与 96.1%（74/77例） 

［89.0-99.2］b） 

100%（47/47例） 

［92.5-100.0］b） 

90%（27/30例） 

［73.5-97.9］b） 

FAS（1-2）：Full analysis setのうち、ステップ 3で登録された患者を除く全患者 

a）主要関節の伸展不足角度がベースライン時から 50%以上減少すること 

b）臨床的改善割合（%）の群間差の 95%信頼区間 

 ④ 伸展不足角度の変化率 

最終投与 30日後の主要関節の伸展不足角度は、ベースラインから平均 91.4%の減少が認め

られた。関節の種類別の平均減少率は、MP関節： 97.1%、PIP関節： 82.5%であった。 

主要関節全体の伸展不足角度の平均値は、ベースラインの 43.8°から、最終投与 30 日後に

は 4.1°に減少した。 

 

ベースラインからの伸展不足角度の平均変化率 

（投与 30日後）[FAS（1-2）] 

時期 
主要関節全体 

（N=77） 

主要MP関節 

（N=47） 

主要PIP関節 

（N=30） 

最終投与 91.4±17.9% 

［87.3-95.5］a） 

97.1±7.8% 

［94.8-99.4］a） 

82.5±24.7% 

［73.3-91.7］a） 

平均値±標準偏差 

FAS（1-2）：Full analysis setのうち、ステップ 3で登録された患者を除く全患者 

a）伸展不足角度変化率の群間差の 95%信頼区間 

 

FAS（1-2）：Full analysis setのうち、ステップ 3で登録された患者を除く全患者 

平均値±標準偏差 

（国内第Ⅲ相試験）  
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 ⑤ 可動域の変化量 

最終投与 30 日後に主要関節の可動域はベースラインから平均 38.4°改善した。関節の種類

別では、可動域の改善（平均変化量）は、MP関節： 41.6°、PIP関節：33.3°であった。 

 

可動域のベースラインからの平均変化量（投与 30日後）[FAS（1-2）] 

時期 
主要関節全体 

（N=77） 

主要MP関節 

（N=47） 

主要PIP関節 

（N=30） 

最終投与 38.4±18.8° 

［34.1-42.6］a） 

41.6±18.9° 

［36.0-47.1］a） 

33.3±17.7° 

［26.7-40.0］a） 

平均値±標準偏差 

FAS（1-2）：Full analysis setのうち、ステップ 3で登録された患者を除く全患者 

a）可動域変化量の群間差の 95%信頼区間 

 ⑥ 医師による全般評価 

試験終了時（初回投与 360日後）の医師の評価として、拘縮症状が「著明に改善」又は「大

きく改善」した患者の割合は 92.1%（70/76例）であった。 

 

 

FAS（1-2）：Full analysis setのうち、ステップ 3で登録された患者を除く全患者 

患者の割合：欠測を除いた患者における割合 

（国内第Ⅲ相試験）  
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 ⑦ 患者による全般評価 

試験終了時（初回投与 360 日後）、患者の 92.1%（70/76 例）が治療に「非常に満足」又は

「やや満足」と評価した。 

 

 

FAS（1-2）：Full analysis setのうち、ステップ 3で登録された患者を除く全患者 

患者の割合：欠測を除いた患者における割合 

 ⑧ 再発［ステップ 1～3］ 

有効性を示した治療関節〔131/158個（82.9%）〕のうち、MP関節の 3/74個（4.1%）、PIP

関節の 15/57個（26.3%）で再発が認められた。有効性注）を示してから 181～270日後に再

発した関節が最も多く（7/18個）、有効性を示してから再発するまでの平均調査日数は 184

日であった。 

 

注）有効性：最終投与 30 日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること 

 ＜安全性＞［ステップ 1～3］ 

副作用の発現率は 98.0%（100/102例）であった。発現率 10%以上の副作用は、注射部位疼

痛（78例、76.5%）、注射部位内出血（46例、45.1%）、注射部位腫脹（35例、34.3%）、挫

傷（30例、29.4%）、注射部位裂傷（16例、15.7%）、注射部位浮腫（12例、11.8%）、注射

部位血腫（11例、10.8%）であった。いずれも軽度又は中等度であり、多くが 30日以内に

回復した。 

本剤と関連のある死亡例は認められなかった。また、重篤な副作用や投与中止を要した副作

用も認められなかった。 

臨床検査値及びバイタルサインにベースライン時からの大きな変化は認められなかった。ま

た、本剤投与による握力への影響はみられなかった。 

（国内第Ⅲ相試験） 

社内資料：国内第Ⅲ相試験 

Hirata H, et al.: J Hand Surg Eur. 2017;42（1）:30-40. 
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外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-85813） 

本試験は、本剤の有効性の検証と安全性の確認を目的として米国の 16 施設で実施された

AUX-CC-857 試験（プラセボ対照、二重盲検）の非盲検継続試験である。 

試験デザイン 多施設共同、非対照、非盲検 

対象 デュピュイトラン拘縮患者、286例 

組み入れ基準 AUX-CC-857試験で初回投与 90日後の来院を完了した全ての患者 

試験方法 AUX-CC-857 試験で投与された関節の伸展不足角度が 5°以下に減少せず、かつ拘縮索への

投与が 3回未満である患者あるいは他に投与可能な拘縮索があるもののAUX-CC-857試験

で投与を受けていない患者は、本試験で追加投与可能とした。患者には、本剤 0.58mgを最

大 5回（1つの関節には最大 3回）投与した（4週間隔）。1回あたりの投与液量は、中手指

節関節（MP関節）0.25mL、近位指節間関節（PIP関節）0.20mLとした。投与翌日に拘縮

が残存する場合、必要に応じて拘縮索破断の促進のために治療指に伸展処置を施した。追加

投与を受けた患者の評価は、各投与の 1、7、30日後に実施した。また、追跡調査のため患

者は、投与 90日後、6ヵ月後、9ヵ月後に来院することとした。 

主な評価項目 ＜有効性＞ 

主要評価項目： 

• 有効率（最終投与 30 日後に治療関節の伸展不足角度が 5°以下に減少した患者の割合） 

主な副次評価項目： 

• 臨床的改善（治療関節の伸展不足角度がベースライン時から 50%以上減少すること） 

• 伸展不足角度のベースラインからの変化率 

• 可動域のベースラインからの変化量 

• 再発： 

［再発の定義］有効性（最終投与 30日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること）を示

した後、最終投与 30 日後と比較して伸展不足角度が増大し 20°以上に達し、触知可能な

拘縮索が認められた場合 

＜安全性＞ 

有害事象、臨床検査値、バイタルサイン、握力 

免疫原性： 

• 血清中の抗薬剤抗体価（「Ⅴ-3.（3）臨床薬理試験」の項参照） 

結果 ＜有効性＞ 

① 有効率 

有効率は、治療関節全体で 50.5%（264/523個）であった。関節の種類別では、最終投与後

に有効性を示した割合は、MP関節 66.6%、PIP関節 29.0%であった。 

有効性を示すに至るまでの投与回数の平均値は 1.3～1.4回であった。 

MP関節、PIP関節ともに、ベースラインの拘縮の重症度が高い集団より低い集団で、有効

性を示した関節の割合が高い傾向がみられた。 

（外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-858）  
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 有効性 a）（投与 30日後）（ITT） 

 
治療関節全体 

（N=523）b） 

MP関節 

（N=299）b） 

PIP関節 

（N=224）b） 

有効性を示した関節数 

1回目投与 187 個（35.8%） 137個（45.8%） 50 個（22.3%） 

最終投与 264 個（50.5%） 199個（66.6%） 65 個（29.0%） 

有効性を示すに至るまでの投与回数［平均値±標準偏差］ 

 1.4±0.67回 

（N=264） 

1.4±0.69回 

（N=199） 

1.3±0.57回 

（N=65） 

ITT：Intent-to-treat 

a）投与 30日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること 

b）治療された関節数 

 

 

有効性：最終投与 30日後に伸展不足角度が 5°以下に減少すること 

 ② 臨床的改善 

最終投与 30 日後に臨床的改善に至った関節の割合は、全体で 73.0%（382/523 個）で

あった。関節の種類別では、最終投与後の臨床的改善割合は、MP 関節 86.3%、PIP 関

節 55.4%であった。 

 

臨床的改善 a）に至った関節数（投与 30日後）（ITT） 

時期 
治療関節全体 

（N=523）b） 

MP関節 

（N=299）b） 

PIP関節 

（N=224）b） 

1回目投与 317 個（60.6%） 217 個（72.6%） 100 個（44.6%） 

最終投与 382 個（73.0%） 258 個（86.3%） 124 個（55.4%） 

ITT：Intent-to-treat 

a）治療関節の伸展不足角度がベースライン時から 50%以上減少すること 

b）治療された関節数 

（外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-858）  
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 ③ 伸展不足角度の変化率 

最終投与 30 日後の治療関節の伸展不足角度は、ベースラインから平均 68.0%の減少が

認められた。最終投与 30 日後の関節の種類別の平均減少率は、MP 関節 80.4%、PIP 関

節 51.5%であった。 

 

伸展不足角度のベースラインからの平均変化率 a）（投与 30日後）（ITT） 

時期 
治療関節全体 

（N=523）b） 

MP関節 

（N=299）b） 

PIP関節 

（N=224）b） 

1回目投与 58.1% 68.6% 44.2% 

最終投与 68.0% 80.4% 51.5% 

ITT：Intent-to-treat 

a）100×（ベースライン時の伸展不足角度－投与後最終評価時の伸展不足角度）÷ベースライン時の伸展

不足角度 

b）治療された関節数 

 ④ 可動域の変化量 

最終投与 30 日後に治療関節の可動域はベースラインから平均 28.9°改善した。関節の種

類別では、可動域の改善（平均変化量）は MP 関節で 33.3°、PIP 関節で 23.1°であっ

た。 

 ⑤ 再発 

AUX-CC-857 試験（プラセボ対照、二重盲検）又は本試験で有効性（伸展不足角度が 5°

以下に減少）を示した 264 関節のうち 12 関節（4.5%）で再発が認められた。12 関節の

うち 9 関節が PIP 関節であった。 

AUX-CC-857 試験でプラセボ投与を受けた 2 例の患者（MP 関節、PIP 関節、各 1 例）

で再発が認められた。本試験に移行後、本剤 0.58mg の初回投与 7 日以内に両患者では

当該関節の有効性が認められた。MP 関節で再発が認められた患者では、本剤 0.58mg

投与後にも MP 関節で再発がみられた。 

 ＜安全性＞ 

AUX-CC-857 試験又は本試験で本剤を 1 回以上投与された患者における副作用の発現

率は 97.7%（292/299 例）であった。発現率が 25%以上の副作用は、末梢性浮腫（239

例、79.9%）、挫傷（177 例、59.2%）、四肢痛（117 例、39.1%）、注射部位出血（109 例、

36.5%）、注射部位疼痛（102 例、34.1%）、圧痛（85 例、28.4%）、斑状出血（83 例、

27.8%）であった。 

本試験で死亡例及び中止に至った副作用は認められなかった。1 例に重篤な副作用（指

変形）が発現した。 

臨床検査値、バイタルサイン及び握力のベースラインからの変動は小さかった。 

（外国第Ⅲ相試験：AUX-CC-858） 

社内資料：外国第Ⅲ相試験（AUX-CC-858 試験） 

 

(6) 治療的使用 

1）使用成績調査・特定使用成績調査（特別調査）・製造販売後臨床試験（市販後臨床試験） 

該当資料なし 

 

2）承認条件として実施予定の内容又は実施した試験の概要 

「Ⅹ-5. 承認条件等」の項参照 
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Ⅵ．薬効薬理に関する項目 

 

1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群 

該当しない 

 

2. 薬理作用 

(1) 作用部位・作用機序 

コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）は、Clostridium histolyticum が産

生するクラスⅠコラゲナーゼ（AUX-Ⅰ）とクラスⅡコラゲナーゼ（AUX-Ⅱ）の等量（質

量比）混合物であり、注射部位（拘縮索）において、コラーゲン加水分解作用 17～20）によ

り沈着コラーゲンを分解して拘縮索の破断強度を低下させる 21）。 

 

＜ドメイン構造と金属イオン補因子＞ 

AUX-Ⅰ及びAUX-Ⅱのドメイン構造には、触媒部位であるアミノ酸配列HEXXH（HEXXH、

H：ヒスチジン、E:グルタミン酸、X：任意）があり、Zn2+がこの部分にモル比約 1 で結

合して酵素活性を発揮する 22～24）。AUX-Ⅰには多発性嚢胞腎様ドメイン（PKD）が 1 つ、

コラーゲン結合ドメイン（CBD）が 2 つ存在するのに対し、AUX-Ⅱは PKD が 2 つで、

CBD は 1 つである 24,25）。CBD の立体構造をコラーゲンに結合できる状態に維持するた

めに、0.1～10mmol/L の Ca2+が必要である 26）。 

 

クロストリジウム属由来コラゲナーゼのドメイン構造 27） 
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＜切断部位＞ 

AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱは、ともにコラーゲンの 3 重らせん領域（へリックスドメイン）

の N 末端及び C 末端側の部位を分解するエキソペプチダーゼ活性並びにコラーゲン分

子鎖の中央側の部位を分解するエンドペプチダーゼ活性の両方を有しているが、AUX-

Ⅰはエキソペプチダーゼ活性、AUX-Ⅱはエンドペプチダーゼ活性がそれぞれ優先的に

働くことが示されている 20,22）。 

 

コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）によるコラーゲン切断のイメージ 

 
(2) 薬効を裏付ける試験成績 

1）クラスⅠ及びクラスⅡコラゲナーゼの混合による効果（in vitro） 

①コラーゲン分解活性 28） 

クラスⅠ及びクラスⅡコラゲナーゼ（AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱ）を等量混合した場合、AUX-

Ⅰ単独（総酵素量は混合物と同量）の場合と比較して、ラット尾由来Ⅰ型コラーゲンに

対する分解活性は高かった。 

 

②コラーゲン分解特性 28）（in vitro） 

クラスⅠ及びクラスⅡコラゲナーゼ（AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱ）並びに AUX-Ⅰ及び AUX-

Ⅱの混合物（質量比 1:1）による可溶性ラット尾由来Ⅰ型コラーゲンの分解特性を、SDS-

ポリアクリルアミドゲル電気泳動（SDS-PAGE）で解析した。AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱは、

可溶性ラット尾由来Ⅰ型コラーゲンをそれぞれ異なる分子量の断片に分解し、そのコラー

ゲン分解及び分解断片の発生は濃度増加に伴って増加した。AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱの混合

物は、それぞれを単独で作用させた場合よりも分解断片の分解を促進し、単独で作用さ

せた場合には認められない分解断片が検出された。 

 

2）各コラーゲンサブタイプに対する分解活性及びⅣ型コラーゲン含有組織への影響（in 

vitro 及び in vivo）29～35） 

デュピュイトラン拘縮で主にみられるコラーゲンサブタイプはⅠ型及びⅢ型である 29）。

精製コラゲナーゼ注）の酵素活性を、Ⅰ型、Ⅱ型及びⅢ型コラーゲンを用いて in vitro で

評価した結果、各サブタイプに対して同程度の酵素活性が認められた 30）。 

一方、血管や神経の組織構成要素となるコラーゲンは主にⅣ型である。Ⅳ型コラーゲン

であるマウスのエンジェルブレス‐ホーム‐スワーン腫瘍組織由来合成基底膜に対して

は、精製コラゲナーゼの活性は認められなかった 31）。しかし、クラスⅠコラゲナーゼ由

来組換えコラーゲン結合ドメインはⅣ型コラーゲンを認識し 32）、精製コラゲナーゼはヒ

ト胎盤由来の可溶性Ⅳ型コラーゲン 33）及びウシ水晶体基底膜のⅣ型コラーゲン 34）を分

解した。 

一方、正常組織に対するコラゲナーゼの影響を検討する目的で、ラットの大腿部の神経
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血管組織に精製コラゲナーゼ 600U を浸潤させた場合、神経周膜及び毛細静脈の破壊が

認められるものの、神経線維、大腿動脈及び細動脈には組織学的変化は認められなかっ

た 35）。さらに、摘出したヒト陰茎海綿体に精製コラゲナーゼを 400U 注入した場合も、

注入部位の神経線維及び血管の損傷は認められなかった 35）。 

 

注）Biospecifics Technologies Corp.（BTC 社）、Auxilium 社以外で製造されたクロストリジウム属細

菌由来コラゲナーゼ 

 

3）摘出デュピュイトラン拘縮索に対する作用（in vitro）21） 

コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）（初期製造プロセス）注）150、300

及び 600U をヒト摘出デュピュイトラン拘縮索に注入し、24 時間インキュベート後、組

織学的な解析を行ったところ、注入部位でコラーゲン分解作用が認められ、その分解の

程度は用量増加に応じて増強した。 

また、引張試験を行った結果、コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）（初

期製造プロセス）はデュピュイトラン拘縮索の破断強度を用量増加に応じて低下させ、

拘縮索の引張変形に必要な応力を示す引張弾性係数も低下させた。300 及び 600U 注入

した拘縮索では、破断強度がヒトの指の推定正常伸筋力の下限を下回った。 

 

注）BTC 社の初期製造プロセスで製造されたコラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム） 

 

(3) 作用発現時間・持続時間 

該当資料なし 
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Ⅶ．薬物動態に関する項目 

 

1. 血中濃度の推移・測定法 

(1) 治療上有効な血中濃度 

該当資料なし 

 

(2) 最高血中濃度到達時間 

該当資料なし 

 

(3) 臨床試験で確認された血中濃度 

日本人（6 例）及び外国人（米国人：16 例）のデュピュイトラン拘縮患者の中手指節関

節（MP 関節）又は近位指節間関節（PIP 関節）に対し、本剤 0.58mg を単回投与したと

き、いずれの患者においても、血漿中から本剤の活性成分であるコラゲナーゼ（クロスト

リジウム ヒストリチクム）は検出されなかった 36）〔クラスⅠ及びクラスⅡコラゲナー

ゼ（AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱ）、それぞれ 5ng/mL 未満及び 25ng/mL 未満〕。 

 

このように、本剤の局所投与後に全身曝露は認められなかったことから、本剤の薬物動

態学的相互作用に係る試験や、コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）の薬

物動態に対する肝機能障害及び腎機能障害の影響を評価する試験は実施しなかった。 

 

(4) 中毒域 

該当資料なし 

 

(5) 食事・併用薬の影響 

該当資料なし 

 

(6) 母集団（ポピュレーション）解析により判明した薬物体内動態変動要因 

該当資料なし 

 

2. 薬物速度論的パラメータ 

(1) 解析方法 

該当資料なし 

 

(2) 吸収速度定数 

該当資料なし 

 

(3) バイオアベイラビリティ 

該当資料なし 

 

(4) 消失速度定数 

該当資料なし 
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(5) クリアランス 

該当資料なし 

 

(6) 分布容積 

該当資料なし 

 

(7) 血漿蛋白結合率 

該当資料なし 

 

3. 吸収 

該当資料なし 

 

4. 分布 

臨床試験において、本剤の局所投与後に全身曝露は認められなかった（「Ⅶ-1.（3）臨床試験

で確認された血中濃度」の項参照）。局所投与後のクラスⅠ及びクラスⅡコラゲナーゼ（AUX-

Ⅰ及び AUX-Ⅱ）は、注射部位近傍の組織にとどまり全身循環に到達する前に分解されるか、

全身循環に到達すると同時に急速に分解されるかのいずれか又は両方であることが示唆され

た。従って、非臨床を含め、コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）を用いた組

織分布に関する試験は実施しなかった。 

 

(1) 血液-脳関門通過性 

該当資料なし 

 

(2) 血液-胎盤関門通過性 

該当資料なし 

 

(3) 乳汁への移行性 

該当資料なし 

 

(4) 髄液への移行性 

該当資料なし 

 

(5) その他の組織への移行性 

該当資料なし 

 

5. 代謝 

(1) 代謝部位及び代謝経路 

該当資料なし 

 

＜参考＞ 

クロストリジウム属由来コラゲナーゼは、ヒトを含む様々な動物種の血清 α2-マクログロ

ブリンによって不活化されることが報告されている 37～39）。 
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1）ヒト α2-マクログロブリンによるクラスⅠ及びクラスⅡコラゲナーゼ（AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱ）

の不活化（in vitro）40） 

AUX-Ⅰ又は AUX-Ⅱをヒト血清中濃度に相当する濃度のヒトα2M と混合し、経時的に

AUX-Ⅰ又は AUX-Ⅱの活性を評価した。ヒトα2M は AUX-Ⅱを速やかに不活化した。す

なわち、活性阻害率が、混合直後（0 時間の時点）には 43%となり、1 時間後で 78%に

達し、24 時間後では 88%であった。AUX-Ⅱに比べて AUX-Ⅰの不活化の経時推移は緩

やかではあったものの、24 時間後にはほぼ完全に不活化された（活性阻害率：90%）。 

 

2）ヒト血漿によるクラスⅠ及びクラスⅡコラゲナーゼ（AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱ）の 

不活化（in vitro）41） 

AUX-Ⅰ又は AUX-Ⅱを 66%ヒト血漿と混合し、経時的に AUX-Ⅰ又は AUX-Ⅱの活性を

評価した。いずれの酵素活性も、ヒト血漿に曝露された直後に低下した。また、AUX-Ⅰ

及び AUX-Ⅱの不活化の濃度依存性を確認したところ、いずれの酵素の活性も、低濃度で

活性の低下が顕著であった。 

 

(2) 代謝に関与する酵素（CYP450 等）の分子種 

コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）は高分子（約 110～120kDa）であ

ることから、チトクロム P450 や他の薬物代謝酵素の基質とはならないと考えられた。 

 

(3) 初回通過効果の有無及びその割合 

該当資料なし 

 

(4) 代謝物の活性の有無及び比率 

該当資料なし 

 

(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ 

該当資料なし 

 

6. 排泄 

臨床試験において、コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）の局所投与後に全身

曝露は生じていないことから（「Ⅶ-1.（3）臨床試験で確認された血中濃度」の項参照）、クラ

スⅠ及びクラスⅡコラゲナーゼ（AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱ）が投与部位から循環血中に移行した

のちに尿中又は糞便中に排泄される可能性は極めて低いと考えられた。また、AUX-Ⅰ及びAUX-

Ⅱは約 110～120kDa の蛋白質であることから、正常な糸球体濾過障壁を通過して尿中に排泄

される可能性は低いと考えられた。従って、非臨床を含め、コラゲナーゼ（クロストリジウム 

ヒストリチクム）の排泄に関する試験は実施しなかった。 

 

(1) 排泄部位及び経路 

該当資料なし 

 

(2) 排泄率 

該当資料なし 

 

(3) 排泄速度 

該当資料なし 
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7. トランスポーターに関する情報 

該当資料なし 

 

8. 透析等による除去率  

該当資料なし 
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Ⅷ．安全性（使用上の注意等）に関する項目 

 

1. 警告内容とその理由 

該当しない 

 

2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む） 

禁忌（次の患者には投与しないこと） 

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 

＜解説＞ 

医薬品全般に対する一般的な注意事項として設定した。 

本剤の成分に対して過敏症の既往歴がある患者では、本剤の投与により、さらに重篤な過敏

症状が発現する可能性があるため、本剤の投与に際しては問診などを行い、本剤の成分に対

して過敏症の既往歴のある患者には、本剤を投与しないこと。 

 

3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由 

「Ⅴ. 治療に関する項目」の項参照 

 

4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由 

「Ⅴ. 治療に関する項目」の項参照 

 

5. 慎重投与内容とその理由 

慎重投与（次の患者には慎重に投与すること） 

血液凝固障害のある患者あるいは抗凝固剤又は抗血小板剤（150mg/日以下のアスピリンを除

く）を投与中の患者［斑状出血、挫傷による出血、注射部位出血等を助長するおそれがある。］ 

＜解説＞ 

国内外の臨床試験において、本剤投与により出血に関連する有害事象が多く認められている。

「注射部位出血」の原因としては、注射そのものによる血管の損傷に加えて、本剤のコラー

ゲン分解作用による毛細血管及び細い血管の損傷が関与する可能性が考えられている。血液

凝固障害のある患者、又は抗凝固療法を併用している患者では、出血が助長されるおそれが

あることから設定した。 

なお、国内外の臨床試験では低用量アスピリン（150mg/日以下）の併用による影響が認めら

れなかったため、低用量アスピリンの投与患者は慎重投与の対象から除外した。 
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6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法 

重要な基本的注意 

(1) 本剤投与後は、原則として本剤の投与翌日（約 24 時間後）に診察を行うこと。その時点

で完全な伸展が認められない場合は伸展処置を行うことができる。伸展処置は、次の点

に注意して行うこと。 

1）患者の手首を屈曲位にして、指を約 10～20 秒かけてゆっくり伸展させること。 

2）最初の指の伸展で完全な伸展が得られない場合、指の伸展を 5～10 分の間隔でさ

らに 2 回行うことができる。合計 3 回を超えた指の伸展は行わないこと。 

(2) 注射部位の指が曲がりにくい等の異常が認められた場合には、腱断裂や靭帯損傷を起こ

している可能性があるため、このような症状が認められた場合は、直ちに受診するよう患

者に指導すること。 

(3) 発熱、悪寒、投与部位の発赤、浮腫等が認められた場合、注射部位の感染が原因となって

いる可能性があるため、このような症状が認められた場合は、直ちに受診するよう患者に

指導すること。 

(4) 投与後にめまい、頭痛、注射部位の疼痛や腫脹等があらわれることがあるので、自動車運

転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分に説明すること。 

＜解説＞ 

(1) 本剤投与後に拘縮部位の完全な伸展が認められないため指の伸展処置を行う場合は、原

則として本剤の投与翌日（約 24 時間後）の診察時に行う。国内臨床試験で実施された伸

展処置の方法に基づき、指の伸展に伴う皮膚裂傷等の事故の発生を防ぐための注意事項

を記載した。 

(2) 腱断裂、靭帯損傷などの発現を疑う症状を認めた場合、速やかに適切な処置を行うこと

ができるよう、設定した。 

(3) 投与部位に感染を認めた場合、速やかに適切な処置を行うことができるよう、設定した。 

(4) 本剤投与後に治療指に生じた腫脹や疼痛によって、手の使用が妨げられ、自動車の運転

及び機械の操作に影響を及ぼす可能性がある。また、本剤治療後に報告されている浮動

性めまい、頭痛などが、自動車の運転及び機械の操作に影響を及ぼす可能性がある。従っ

て、患者に対して、本剤治療後に自動車の運転や機械操作などの危険を伴う作業をする

際には注意するよう十分な説明を行うこと。 
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7. 相互作用 

(1) 併用禁忌とその理由 

該当しない 

 

(2) 併用注意とその理由 

該当しない 

 

8. 副作用 

(1) 副作用の概要 

国内臨床試験における安全性評価対象症例 102 例中 100 例（98.0%）に副作用（臨床検

査値の異常を含む）が認められた。主な副作用は、注射部位疼痛 78 例（76.5%）、注射部

位内出血 46 例（45.1%）、注射部位腫脹 35 例（34.3%）、挫傷 30 例（29.4%）等であっ

た。（承認時） 

＜解説＞ 

国内の臨床試験の成績に基づき、概要を記載した。 

 

(2) 重大な副作用と初期症状 

重大な副作用 

1）腱断裂、靭帯損傷（頻度不明注））：注射部位の腱断裂、靭帯損傷等が起こることがあ

るので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、適切な処置を行うこと。 

2）皮膚裂傷（頻度不明注））：皮膚裂傷が起こることがあるので、異常が認められた場合

には、適切な処置を行うこと。 

3）アナフィラキシー（頻度不明注））：アナフィラキシーがあらわれることがあるので、

異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。 

注）外国において発現した副作用であるため、頻度不明とした。 

＜解説＞ 

1）国内臨床試験では報告はないが、外国臨床試験において重篤な「腱断裂」及び「靭帯

損傷」の報告がある。また、外国製造販売後においても重篤症例が報告されている。

観察を十分に行い、異常が認められた場合には、適切な処置を行うこと。 

2）国内外の臨床試験では重篤な副作用の報告はないが、外国製造販売後において、皮膚

の移植を必要とする重篤な皮膚裂傷の発現が報告されている。異常が認められた場合

には、適切な処置を行うこと。 

3）国内臨床試験ではアナフィラキシーの報告はないが、国内未承認の用法・用量（同じ

手の 2 ヵ所の拘縮索にそれぞれ本剤 0.58mg を同時に投与）での有効性及び安全性を

検討した外国臨床試験（AUX-CC-867 試験）において、過去に本剤の治療歴がある患

者で重篤なアナフィラキシー反応が 1 例報告されている。本剤の投与に際しては、患

者に本剤の治療歴を確認すること。また、呼吸困難、過度の血圧低下などの症状があ

らわれた場合には、本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。 
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(3) その他の副作用 

以下のような副作用があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。 
頻度 

分類 
10%以上 1～10%未満 1%未満 頻度不明注） 

感染症及び寄生
虫症 

   リンパ管炎、注射部位蜂
巣炎 

血液及びリンパ
系障害 

 リンパ節炎、リ
ンパ節痛 

 リンパ節症、血小板減少
症 

免疫系障害    過敏症 

精神障害    失見当識、激越、易刺激
性、落ち着きのなさ、不眠
症 

神経系障害    錯感覚、灼熱感、浮動性め
まい、頭痛、複合性局所疼
痛症候群、血管迷走神経
性失神、感覚鈍麻、単麻
痺、振戦 

眼障害    眼瞼浮腫 

血管障害   血行不全、血腫、潮紅、
末梢血管障害 

 

呼吸器、胸郭及
び縦隔障害 

   呼吸困難、過換気 

胃腸障害    悪心、嘔吐、下痢、上腹部
痛 

皮膚及び皮下組
織障害 

 皮下出血、そう
痒症 

紅斑、水疱、皮膚炎、
稗粒腫、蕁麻疹 

斑状出血、発疹、湿疹、皮
膚変色、皮膚障害、血性水
疱、多汗症、顔面腫脹 

筋骨格系及び結
合組織障害 

 四肢痛  関節痛、関節腫脹、筋肉
痛、腋窩腫瘤、筋骨格硬
直、胸壁痛、鼡径部痛、関
節摩擦音、関節硬直、四肢
不快感、筋痙縮、筋力低
下、筋骨格不快感、頸部
痛、肩痛、腱炎 

生殖系及び乳房
障害 

   乳房圧痛、乳房肥大 

一般・全身障害
及び投与部位の
状態 

注射部位疼痛、注
射部位内出血、注
射部位腫脹、注射
部位裂傷、注射部
位血腫、注射部位
浮腫 

局所腫脹、注
射部位そう痒
感、末梢性浮
腫、注射部位
小水疱、注射
部位出血 

圧痛、硬結、腫瘤、注
射部位紅斑、注射部位
皮膚剥脱、疼痛 

浮腫、腋窩痛、注射部位炎
症、注射部位熱感、注射部
位刺激感、注射部位反応、
炎症、発熱、熱感、不快
感、疲労、倦怠感、インフ
ルエンザ様疾患 

臨床検査  血圧上昇、血
圧低下 

アスパラギン酸アミノ
トランスフェラーゼ増
加、アラニンアミノト
ランスフェラーゼ増
加、血中アルカリホス
ファターゼ増加、血中
トリグリセリド増加、
血中ブドウ糖増加、好
酸球数増加、尿中ブド
ウ糖陽性 

リンパ節触知 

傷害、中毒及び
処置合併症 

挫傷 皮下血腫 皮膚創傷 四肢損傷、開放創、創離開 

注）外国において発現した副作用であるため、頻度不明とした。 

 
＜解説＞ 
国内外の臨床試験の成績に基づき、設定した。 

 



 

－55－ 

 

(4) 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧 

（国内第Ⅲ相試験、承認時） 
評価対象症例数 102 

副作用発現症例数（%） 100（98.0） 
副作用発現件数 440 

 
副作用の種類 発現症例数（%） 

一般・全身障害および投与部位の状態 96（94.1） 
注射部位疼痛 78（76.5） 

注射部位内出血 46（45.1） 
注射部位腫脹 35（34.3） 

注射部位裂傷 16（15.7） 
注射部位浮腫 12（11.8） 

注射部位血腫 11（10.8） 
局所腫脹 9（8.8） 

注射部位そう痒感 6（5.9） 
注射部位小水疱 5（4.9） 

末梢性浮腫 5（4.9） 
注射部位出血 4（3.9） 

圧痛 1（1.0） 
硬結 1（1.0） 

腫瘤 1（1.0） 
注射部位紅斑 1（1.0） 

注射部位皮膚剥脱 1（1.0） 
疼痛 1（1.0） 

傷害、中毒および処置合併症 38（37.3） 
挫傷 30（29.4） 

裂傷 8（7.8） 
皮下血腫 2（2.0） 

処置による疼痛 1（1.0） 
皮膚創傷 1（1.0） 

筋骨格系および結合組織障害 2（2.0） 
四肢痛 2（2.0） 

皮膚および皮下組織障害 12（11.8） 
皮下出血 5（4.9） 

そう痒症 3（2.9） 
紅斑 1（1.0） 

水疱 1（1.0） 
皮膚炎 1（1.0） 

稗粒腫 1（1.0） 
蕁麻疹 1（1.0） 

臨床検査 4（3.9） 
血圧低下 2（2.0） 

尿中ブドウ糖陽性 1（1.0） 
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 1（1.0） 

血中アルカリホスファターゼ増加 1（1.0） 
血中ブドウ糖増加 1（1.0） 

アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 1（1.0） 
血圧上昇 1（1.0） 

血中トリグリセリド増加 1（1.0） 
好酸球数増加 1（1.0） 

血管障害 5（4.9） 
高血圧 1（1.0） 

血行不全 1（1.0） 
血腫 1（1.0） 

潮紅 1（1.0） 
末梢血管障害 1（1.0） 

血液およびリンパ系障害 7（6.9） 
リンパ節炎 6（5.9） 

リンパ節痛 2（2.0） 
用語：ICH 国際医薬用語集日本語版（MedDRA/J）version 16.1 

同一器官別大分類（SOC）や同一基本語（PT）で複数の事象が報告された場合には、治療関節ごとに一つの事象の
みカウントした。ただし、同一治療関節に、異なる因果関係の同一 SOC や同一 PT がある場合は、“副作用”でカウ
ントした。 

 



 

－56－ 

 

(5) 基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度 

該当資料なし 

 

(6) 薬物アレルギーに対する注意及び試験法 

関連事項として添付文書に以下の記載あり。 

「Ⅷ-2.禁忌内容とその理由」 

禁忌（次の患者には投与しないこと） 

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 

「Ⅷ-8.（2）重大な副作用と初期症状」 

3）アナフィラキシー（頻度不明注））：アナフィラキシーがあらわれることがあるので、異常

が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。 

注）外国において発現した副作用であるため、頻度不明とした。 

 

9. 高齢者への投与 

該当資料なし 

 

10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与 

(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。［妊娠中の投与

に関する安全性は確立していない。］ 

(2) 授乳婦への投与は避けることが望ましい。［授乳婦における使用経験はない。また、本剤

の母乳中への移行は不明である。］ 

＜解説＞ 

(1) 国内外において妊婦への投与経験は少なく、妊娠中の投与に関する安全性は確立してい

ない。デュピュイトラン拘縮患者を対象とした国内外の薬物動態試験では、拘縮索への

本剤 0.58mg 投与後に定量可能な全身曝露は認められておらず、ラットを用いた生殖発

生毒性試験で、本剤を体重（kg）当たりの用量換算で臨床用量の約 50 倍、体表面積（m2）

当たりの用量換算で臨床用量の約 10 倍の用量を静脈内投与した結果、本剤に起因する受

胎能の障害や胎児への悪影響は認められなかった。また、本剤を投与したほとんどの患

者で、本剤の成分であるクラスⅠ及びクラスⅡコラゲナーゼ（AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱ）に

対する抗体（抗 AUX-Ⅰ抗体又は抗 AUX-Ⅱ抗体）が検出されているが、それらの胎児の

発育に対する影響は不明である。しかし、動物を用いた生殖発生毒性試験から必ずしも

ヒトでの反応を予測できず、本剤を妊婦又は妊娠している可能性のある婦人へは使用し

ないことが望ましいことから設定した。 

(2) 国内外において授乳婦への使用経験はなく、本剤のヒトでの母乳中への移行は不明であ

る。従って、授乳婦に対しては本剤を使用しないことが望ましいことから設定した。 

 

11. 小児等への投与 

小児等に対する安全性及び有効性は確立していない。［使用経験がない。］ 

＜解説＞ 

国内外において小児への投与経験はなく、安全性及び有効性は確立されていない。 

 

12. 臨床検査結果に及ぼす影響 

該当資料なし 
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13. 過量投与 

該当資料なし 

 

14. 適用上の注意 

(1) 調製方法 

1）調製時には本剤（凍結乾燥製剤）及び専用溶解用液を 15 分以上放置して室温に戻す

こと。ただし、室温での放置時間は 1 時間を超えないこと。 

2）本剤を専用溶解用液で溶解する際は、振盪せずに緩徐に撹拌すること。 

3）調製後はできるだけ速やか（1 時間以内）に使用すること。調製後直ちに使用しない

場合は、2～8℃で保存し、4 時間以内に使用すること。その際は使用する前に約 15 分

間室温に戻してから使用すること。 

(2) 投与時 

針植え込み式シリンジ（針の太さ：26～27 ゲージ、針の長さ：1/2 インチ、容量 1mL）

を用いることが望ましい。 

(3) 患者に対する指導 

以下の点を患者に指導すること。 

1）本剤を投与した後は、患者自身で指の伸展処置を行わないこと。 

2）医師の指示に従い、副子の装着や指の曲げ伸ばし運動を適切に実施すること。また、

医師の指示があるまで本剤を投与した手の指の曲げ伸ばしを行わないこと。 

＜解説＞ 

（1） 本剤は専用溶解用液を用いて調製する。本剤の調製方法に関する注意事項を記載し

た。 

（2） 本剤の投与に用いるシリンジは、拘縮索に投与する際のシリンジ内圧上昇により注

射針が脱落することがないこと、デッドスペースが少なく正確な液量を投与できる

ことから、針植え込み式シリンジが推奨される。また、拘縮索は細いため針を深く

刺入すると腱まで達するおそれがあることから、注射針の長さ及び太さを設定し

た。 

（3）-1） 指の伸展処置は、デュピュイトラン拘縮に関する知識と治療経験を有し、講習を受

け、本剤の安全性及び有効性を十分理解し、本剤による治療方法に関し精通した医

師のみが行うことができる。患者自身が指の伸展処置を行うことで腱断裂などの重

大な副作用が発生するおそれがあるため、患者自身で指の伸展処置を行わないよう

に指導すること。 

（3）-2） 本剤による治療効果を高めるため、副子の装着や指の曲げ伸ばし運動などの後療法

について指導すること。また、拘縮索からの薬液の漏出を防ぐため、患者が適切な

指示がないまま本剤を投与した手の指の曲げ伸ばしを行わないよう指導すること。 
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15. その他の注意 42） 

本剤の投与により、本剤の成分に対する抗体の産生が高頻度で認められたとの報告がある。 

＜解説＞ 

国内臨床試験において、本剤初回投与 30 日後の時点で、抗クラスⅠコラゲナーゼ抗体及び抗

クラスⅡコラゲナーゼ抗体（抗AUX-Ⅰ抗体及び抗AUX-Ⅱ抗体）はそれぞれ89.1%及び80.2%

の患者で陽性を示し、外国臨床試験においても、同様に本剤初回投与 30 日後の時点で、抗

AUX-Ⅰ抗体及び抗 AUX-Ⅱ抗体はそれぞれ 91.6%及び 85.7%の患者で陽性を示した。 

抗薬剤抗体価が本剤の投与回数とともに上昇したことから、投与回数増加に伴う主要関節に

対する効果の変動や関節の治療順に伴う効果の変動について検討したが、国内外の臨床試験

のいずれも、投与回数増加に伴い本剤の効果が低下する明確な傾向は認められなかった。ま

た、国内臨床試験の解析並びに外国臨床試験の併合解析を行った結果、関節の治療順と本剤

の効果に明確な相関は認められなかった。さらに、国内外の臨床試験のいずれも、投与回数

増加に伴い、比較的よくみられた副作用の重症化及び持続時間延長の傾向は認められなかっ

た。以上より、抗 AUX-Ⅰ抗体及び抗 AUX-Ⅱ抗体は、本剤の有効性及び安全性に対して重大

な影響を与えないものと考えられている。 

 

16. その他 

該当資料なし 
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Ⅸ．非臨床試験に関する項目 

 

本剤の非臨床試験には、製造工程の異なる 3 種類のコラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリ

チクム）が使用された。 

 

コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）

（初期製造プロセス） 
BTC 社の初期製造プロセスで製造されたもの 

コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）

（プロセスⅠ） 
BTC 社のプロセスⅠで製造されたもの 

コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）

（プロセスⅢ） 

Auxilium 社の最適化した製造工程（プロセス

Ⅲ）により製造されたもの 

BTC 社：Biospecifics Technologies Corp. 

Auxilium 社：Auxilium Pharmaceuticals, Inc. 

 

1. 薬理試験  

(1) 薬効薬理試験（「Ⅵ. 薬効薬理に関する項目」参照） 

 

(2) 副次的薬理試験 

1）血管透過性亢進作用 43～45） 

• コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）（初期製造プロセス）の 600U（注

入量 1mL）をウサギの脛骨神経周囲に投与したところ、投与初日に投与部位で腫脹が

生じ、その後徐々に消失した。また、神経周囲の血管の透過性亢進及び神経上膜層の

浮腫がみられたが、神経周膜のバリア機能への影響は認められなかった。神経生理学

的検査で、神経機能への影響は認められなかった 43）。 

• 精製コラゲナーゼ注）をラット足底へ投与した場合、投与部位での血漿蛋白の滲出及び

浮腫が認められた。これらの血漿蛋白の滲出及び浮腫は選択的ブラジキニン B2 受容

体拮抗薬あるいはセロトニン受容体（サブタイプ 1 及び 2）拮抗薬によりそれぞれ部

分的に抑制された 44～45）。 

 

注）BTC 社、Auxilium 社以外で製造されたクロストリジウム属細菌由来コラゲナーゼ 

 

2）炎症惹起作用 46～52） 

• コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）（プロセスⅢ）の 259、517、1,034

及び 2,586U をラット皮下に投与した場合、投与部位の出血、浮腫及び炎症が認めら

れた 46）。 

• コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）（初期製造プロセス）400 及び

500U をミニブタ皮内に投与した場合、投与部位に炎症が認められた 47）。 

• コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）（初期製造プロセス）を 120、600

あるいは 3,000U/mL の濃度でハムスターの頬袋に 2～4 回に分けて投与すると、投与

部位の微細血管で白血球が血管壁に接着する数が用量に応じて増加した 48）。 

• Ⅰ型、Ⅱ型及びⅢ型コラーゲンの分解断片が好中球及びマクロファージの走化性因子

として働くことが報告されている。49～52） 

以上から、コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）は、コラーゲンの分解断

片を介して炎症惹起作用を有する可能性が示唆された。 

 

3）創傷治癒促進作用 53） 
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精製コラゲナーゼ注）によるヒトⅠ型、Ⅱ型及びⅢ型コラーゲンの分解断片は、培養ヒト

線維芽細胞の走化性因子であることが in vitro で示されている 53）。従って、コラゲナー

ゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）は、コラーゲン分解断片を介した創傷治癒促進

作用を有する可能性が考えられた。 

 

注）BTC 社、Auxilium 社以外で製造されたクロストリジウム属細菌由来コラゲナーゼ 

 

(3) 安全性薬理試験 

安全性薬理試験は実施していない。 

＜参考＞ 

臨床試験において本剤をデュピュイトラン拘縮索内に投与したときクラスⅠ及びクラス

Ⅱコラゲナーゼ（AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱ）の全身曝露は認められなかった（「Ⅶ-1.（3）臨

床試験で確認された血中濃度」の項参照）。また、ラット及びイヌを用いた臨床適用部位

近傍（それぞれ、後肢の中足骨−趾節骨領域及び前肢の中手骨−指節骨領域）への皮下投

与によるコラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）の反復投与毒性試験 

（「Ⅸ-2.（2）反復投与毒性試験」の項参照）において AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱの全身曝露量

は低く、コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）の全身毒性を示唆する所見

は認められなかった。以上のことから、安全性薬理試験は実施しなかった。 

 

(4) その他の薬理試験 

該当資料なし 
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2. 毒性試験 

(1) 単回投与毒性試験 54） 

1）マウスを用いた急性投与毒性試験（GLP 非適用） 

マウスにコラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）（初期製造プロセス）を腹

腔内及び筋肉内に単回投与したときの概略の致死量は、それぞれ40U/回及び640U/回（体

重当たり：2,000U/kg 及び 32,000U/kg、体表面積当たり：5,714U/m2及び 91,429U/m2）

であった。 

 

2）ラットを用いた急性毒性試験（GLP 非適用） 

ラットにコラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）（プロセスⅢ）を静脈内に

単回投与したときの概略の致死量は 10,000U/回（体重当たり：40,000U/kg、体表面積当

たり：277,778U/m2）であった。 

 

マウス、ラットのいずれにおいても、急性死した個体では剖検時に胸／腹腔内の出血が

認められた。 

 

(2) 反復投与毒性試験 55）  

1）ラットを用いた静脈内投与による反復投与毒性試験 

①試験 1 

1群当たり雌雄各10匹のラットに、コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）

（プロセスⅢ）［CCH］の 0、50、150 及び 500U/回（体重当たり：0、200、600 及び

2,000U/kg、体表面積当たり：0、1,389、4,167 及び 13,889U/m2）を 16 日間にわたり 1

日おきに計 8 回（Day 1、3、5、7、9、11、13 及び 15）尾静脈内に投与した。また、別

の 1 群（雌雄各 10 匹）にコラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）（プロセ

スⅠ）［CCH（プロセスⅠ）］の 500U/回を同様に投与した。Day 17 又は 18 に剖検した。

同日、血清を採取し、抗薬剤抗体価を測定した。 

• 死亡／早期安楽死動物は認められなかった。 

• 一般状態の観察では、尾の変色が CCH の 150U/回群の雌 1 例、500U/回群の雄 4 例

及び雌 6 例、並びに CCH（プロセスⅠ）の 500U/回群の雄 5 例及び雌 8 例に認めら

れた。 

• 剖検では、投与部位の変色が CCH の 500U/回群の雄 1 例及び CCH（プロセスⅠ）の

500U/回群の雌 2 例に認められた。 

• 病理組織学的検査では、CCH の 500U/回群及び CCH（プロセスⅠ）の 500U/回群の

雌雄において、対照群に比べて投与部位の血管周囲出血あるいは慢性血管周囲炎の発

現率の増加が認められた。 

• CCH 及び CCH（プロセスⅠ）の毒性に差は認められなかった。 

• 全ての被験物質投与群において抗薬剤抗体の産生が認められたものの、抗体が介在す

る毒性を示唆する変化は認められなかった。 

以上の結果より、本試験における全身毒性に対する無毒性量は 500U/回と考えられた。

また、投与部位に対する無毒性量は、病理組織学的検査結果を指標として 150U/回と考

えられた。 

 

②試験 2 

1 群当たり雌雄各 10 又は 15 匹のラットに、CCH（プロセスⅢ：ロット番号［lot.］7280）

の 0、500、2,240 及び 5,000U/回（体重当たり：0、2,000、8,960 及び 20,000U/kg、体

表面積当たり：0、13,889、62,222 及び 138,889U/m2）、CCH（プロセスⅢ：lot.NFF-
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0035）の 500 及び 5,000U/回、並びに CCH（プロセスⅠ）の 500U/回を、16 日間にわ

たり 1 日おきに計 8 回（Day 1、3、5、7、9、11、13 及び 15）尾静脈内に投与した。

Day 16 に雌雄各 10 匹/群を剖検した（主試験）。残りの雌雄各 5 匹/群は 2 週間休薬し

Day 30 に剖検した（回復試験）。投与開始前、Day 7 の投与前並びに Day 16 及び 30 に

血清を採取し、抗薬剤抗体価を測定した。 

• CCH（lot.NFF-0035）の 5,000U/回群の雌雄各 2 例、CCH（lot.7280）の 5,000U/回

群の雌 2 例が Day 9～11 に死亡した。また、投与部位の状態悪化（尾の変色の程度の

増悪、尾の創傷等）が認められたことから CCH（lot.NFF-0035）の 5,000U/回群の雌

2 例、CCH（lot.7280）の 5,000U/回群の雌雄各 1 例を Day 7～15 に早期安楽死させ

た。一部の死亡動物の剖検では腹腔内の出血並びに肝臓又は脾臓の脆弱化が認められ

た。 

• 一般状態の観察では、尾の変色が対照群を含む全ての群で認められた。 

• 血液学的検査では、軽度の貧血及び網状赤血球の増加が CCH（lot.NFF-0035）及び

CCH（lot.7280）の 5,000U/回群で認められたが、2 週間の休薬により回復した。 

• 血液生化学検査では、AST 及び ALT の上昇が CCH の 2,240U/回以上の群の雄で認

められたが、2 週間の休薬により回復した。 

• 器官重量では、肝臓重量増加が CCH（lot.NFF-0035）及び CCH（lot.7280）の 5,000U/

回群の雄で、脾臓重量増加が CCH（lot.7280）の 5,000U/回群の雌で認められたが、

2 週間の休薬により回復した。 

• 剖検では、肝臓の腫瘤、隆起巣／領域、暗色巣／領域等が CCH（lot.NFF-0035）及

び CCH（lot.7280）の 5,000U/回群の雌雄で認められた。また、投与部位の変色が主

に 2,240U/回以上の群で散見された。 

• 病理組織学的検査では、肝臓の慢性炎症（活動性）あるいは胆管過形成が 2,240U/回

以上の群の雌雄で、肝臓の出血／血腫、肝細胞壊死及び線維化がCCH（lot.NFF-0035）

及び CCH（lot.7280）の 5,000U/回群の雌雄で認められた。脾臓の髄外造血が CCH

（lot.NFF-0035）の 5,000U/回群の雄及び CCH（lot.7280）の 5,000U/回群の雌で認

められた。投与部位の血管周囲の浮腫／出血及び炎症が対照群を含む全ての群で認め

られた。投与部位の潰瘍が 2,240U/回以上の群で散見された。投与部位の血管周囲の

壊死が CCH（lot.NFF-0035）及び CCH（lot.7280）の 5,000U/回群の雌で認められ

た。回復試験の病理組織学的検査では、脾臓の変化は回復した。肝臓及び投与部位の

病理組織学的変化は完全な回復には至らなかったが、回復途中であることを示す所見

が認められた。 

• CCH（lot.NFF-0035）の500及び5,000U/回を投与したときの毒性と、CCH（lot.7280）

の同用量を投与したときの毒性に差は認められなかった。また、上記の両 CCH ロッ

ト 500U/回を投与したときの毒性と、CCH（プロセスⅠ）500U/回を投与したときの

毒性に差は認められなかった。 

• 全ての被験物質投与群において抗薬剤抗体の産生が認められたものの、抗体が介在す

る毒性を示唆する変化は認められなかった。 

以上の結果より、本試験における全身毒性に対する無毒性量は、2,240U/回以上の用量で

肝臓への影響がみられたことから、500U/回と考えられた。500U/回群では投与部位に対

する影響がほとんど認められなかったことから、投与部位に対する無毒性量も 500U/回

と考えられた。 

 

2）ラットを用いた皮下投与による反復投与毒性試験 

1 群当たり雌雄各 15 匹のラットに、CCH の 0、259、517 及び 776U/回（体重当たり：

0、1,036、2,068 及び 3,104U/kg、体表面積当たり：0、7,194、14,361 及び 21,556U/m2）

を 3 ヵ月間にわたり 14 日ごとに計 7 回（Day 0、14、28、42、56、70 及び 84）右後肢
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の中足骨−趾節骨領域に皮下投与した。Day 85 に雌雄各 10 匹/群を剖検した（主試験）。

残りの雌雄各 5 匹/群は 4 週間休薬し Day 114 に剖検した（回復試験）。投与開始前並び

に Day 41、85 及び 114 に血清を採取し、抗薬剤抗体価を測定した。別途、サテライト

群を設置し、Day 0 及び 42 に血漿を採取してクラスⅠ及びクラスⅡコラゲナーゼ（AUX-

Ⅰ及び AUX-Ⅱ）濃度を測定した。 

• AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱの全身曝露量は低かった。 

• 死亡／早期安楽死動物は認められなかった。 

• 一般状態の観察では、右後肢の腫脹及び変色が全ての CCH 投与群の雌雄で認められ

た。これらは投与量の増加に伴い発現率が増加する傾向がみられたが、いずれの投与

群においても次の投与の前までにほぼ回復し、4 週間の休薬により完全に回復した。 

• 右後肢周囲長の増加が全ての CCH 投与群の雌雄で認められた。右後肢周囲長の増加

の程度は投与量の増加に伴い増強する傾向がみられた。いずれの CCH 投与群におい

ても次の投与の前までに回復が認められた。Day 0、42 及び 84 の右後肢周囲長の増

加の程度に明らかな差は認められなかった。 

• 主試験の剖検では、投与部位（右後肢）の局所反応（腫脹あるいは暗赤色化）が全て

の CCH 投与群の雌雄で認められたが、4 週間の休薬により回復した。 

• 主試験の病理組織学的検査では、投与部位の出血、炎症、浮腫、コラーゲン分解（間

質あるいは腱）及び線維増生／血管新生が全ての CCH 投与群の雌雄で認められた。

投与部位の骨格筋壊死及び血管のフィブリノイド壊死が、雄では 517U/回以上の群、

雌では全ての CCH 投与群で認められた。投与部位の動脈壁出血が 776U/回群の雌 1

例で認められた。主要器官・組織に特記すべき所見は認められなかった。回復試験の

病理組織学的検査では、投与部位の間質線維化が全ての CCH 投与群の雌雄で認めら

れた。これは、投与部位で治癒が進行中であることを示唆する所見と考えられた。 

• CCHを投与した全ての個体で抗薬剤抗体の産生が認められたものの、抗体が介在する

毒性を示唆する変化は認められなかった。 

以上の結果より、本試験における全身毒性に対する無毒性量は 776U/回と考えられた。

投与部位に対する無毒性量は算出できなかった。 

 

3）イヌを用いた皮下投与による反復投与毒性試験 

1 群当たり雌雄各 5 匹のイヌに CCH の 0、2,586、3,879 及び 6,466U/回（体重当たり：

0、323、485 及び 808U/kg、体表面積当たり：0、6,277、9,415 及び 15,694U/m2）を

3 ヵ月間にわたり 4 週間ごとに計 4 回（Day 0、28、56 及び 84）右前肢の中手骨−指節

骨領域に皮下投与した。Day 85 に雌雄各 3 匹/群を剖検した（主試験）。残りの雌雄各 2

匹/群は 4 週間休薬し Day 113 又は 114 に剖検した（回復試験）。Day 0 及び 85 並びに

Day 113 又は 114 に血漿を採取し、抗薬剤抗体価を測定した。Day 0 及び 84 に血漿を採

取し、クラスⅠ及びクラスⅡコラゲナーゼ（AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱ）濃度を測定した。 

• AUX-Ⅰ及び AUX-Ⅱの全身曝露量は低かった。 

• 死亡／早期安楽死動物は認められなかった。 

• 一般状態の観察では、右前肢の腫脹が CCH 投与群の全例で、右前肢の変色が CCH 投

与群の多くの個体で認められたが、次の投与の前までには回復した。投与部位の硬化

が全てのCCH投与群の雌雄でDay 49以降に認められた。6,466U/回群では他のCCH

投与群に比べ投与部位の硬化の発現率が高かった。回復試験終了時の一般状態の観察

においても、投与部位の硬化が 2,586U/回群の雄 1 例、3,879U/回群の雌 1 例、6,466U/

回群の雌雄各 1 例で認められた。 

• 右前肢周囲長の増加が全ての CCH 投与群の雌雄で認められた。右前肢周囲長の増加

の程度は投与量の増加に伴い増強する傾向がみられたが、次の投与の前までには回復

が認められた。 
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• 主試験の剖検では、投与部位（右前肢）の暗赤色化が 2,586U/回以上の群の雄及び

3,879U/回以上の群の雌で、腫脹が全ての CCH 投与群の雌雄で認められた。回復試験

の剖検では、特記すべき変化は認められなかった。 

• 主試験の病理組織学検査では、投与部位の出血、炎症、浮腫、線維増生／血管新生、

線維化及び間質のコラーゲン分解が CCH 投与群のほぼ全例で認められた。投与部位

の血管壊死及び血栓が 3,879U/回以上の群の雌雄で認められた。主要器官・組織に特

記すべき所見は認められなかった。回復試験の病理組織学的検査では、投与部位の線

維化が全ての CCH 投与群の雌雄で認められた。これは、投与部位で治癒が進行中で

あることを示唆する所見と考えられた。 

• CCHを投与したほぼ全ての個体で抗薬剤抗体の産生が認められたものの、抗体が介在

する毒性を示唆する変化は認められなかった。 

以上の結果より、本試験における全身毒性に対する無毒性量は6,466U/回と考えられた。

投与部位に対する無毒性量は算出できなかった。 

 

(3) 生殖発生毒性試験 56） 

1）ラットを用いた静脈内投与による受胎能及び着床までの初期胚発生に関する試験 

1群当たり雌雄各25匹のラットに、コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）

（プロセスⅢ）［CCH］の 0、250、750 及び 2,240U/回（体重当たり：0、1,000、3,000

及び 8,960U/kg、体表面積当たり：0、6,944、20,833 及び 62,222U/m2）を尾静脈内に

投与した。同じ用量群の雌雄ラットを 1：1 で最長 21 日間交配（同居）させた。交配開

始から14日以内に交尾が確認できなかった場合には同じ用量群の交尾歴のある別の雄に

交換し、さらに最長 7 日間交配させた。投与開始日を Day 1、交尾成立日を妊娠 0 日と

して起算した。雄は交配前 28 日～交配期間中及び剖検の数日前までの計 64 日間、1 日

おきに投与した。雌は交配前 15 日～交配期間（最長 21 日間）中は 1 日おきに、妊娠期

間中は妊娠 0、3、5 及び 7 日に投与した。雄は Day 64～67 に、雌は妊娠 13 日に剖検し

た。剖検日に血清を採取し、抗薬剤抗体価を測定した。 

• CCH の毒性に起因する死亡／早期安楽死動物は認められなかった。 

• 一般状態の観察では、雄では 750U/回以上の群、雌では 2,240U/回群において CCH の

投与に起因すると考えられる尾の異常（腫脹及び変色）が認められた。 

• 2,240U/回群の雄において Day 21～28 に体重増加抑制が認められた。2,240U/回群の

雌において妊娠 0～8 日に体重増加抑制及び摂餌量の減少が認められた。 

• 性周期、交尾成立までに要した日数、雄の授胎率及び雌の受胎率に CCH 投与の影響

は認められなかった。 

• 剖検において雌雄とも CCH 投与に起因する異常は認められなかった。 

• 雄の精巣、精巣上体、精嚢及び前立腺の重量並びに精子検査において CCH 投与の影

響は認められなかった。 

• 黄体数、着床数、生存胚数、死亡吸収胚数及び死亡吸収胚率に CCH 投与の影響は認

められなかった。 

• CCH を投与した全ての雌雄動物で抗薬剤抗体の産生が認められたものの、抗体が介

在する毒性を示唆する変化は認められなかった。 

以上の結果より、本試験における無毒性量は、雌雄動物に及ぼす一般毒性学的影響に関

しては体重に影響がみられない 750U/回、雌雄動物の生殖能力に対しては 2,240U/回、次

世代の発生に対しては 2,240U/回と考えられた。また、投与部位に対する無毒性量は雄で

250U/回、雌で 750U/回と考えられた。 
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2）ラットを用いた静脈内投与による胚・胎児発生に関する試験 

1 群当たり 25 匹の交尾が成立したラットに CCH の 0、250、750 及び 2,240U/回（体重

当たり：0、1,000、3,000 及び 8,960U/kg、体表面積当たり：0、6,944、20,833 及び

62,222U/m2）を妊娠 7～17 日まで 1 日 1 回尾静脈内に投与した（交尾成立日を妊娠 0 日

として起算）。妊娠 21 日に帝王切開して母動物及び胎児を観察した。 

• CCH の毒性に起因する死亡／早期安楽死動物は認められなかった。 

• 一般状態の観察では、750U/回以上の群で CCH 投与に起因する尾の変色及び腫脹が

用量依存的に認められた。250U/回群における尾の変色の発現率は対照群とほぼ同等

であった。 

• 母動物の体重及び摂餌量に CCH 投与の影響は認められなかった。 

• 母動物の剖検では、CCH 投与に起因する異常は認められなかった。 

• 黄体数、着床数、死亡吸収胚数、死亡吸収胚率、生存胎児数、胎児重量及び胎児の性

比に CCH 投与の影響は認められなかった。生存胎児の外表、内臓及び骨格に CCH 投

与の影響は認められなかった。 

以上の結果より、本試験における無毒性量は、母動物における一般毒性学的影響に関し

ては全身毒性がみられない2,240U/回、母動物の生殖及び次世代の発生に対しては2,240U/

回と考えられた。投与部位に対する無毒性量は 250U/回と考えられた。 

 

なお、上記 1）、2）の結果及び臨床試験で CCH の全身曝露は認められなかったことを踏

まえ、出生前及び出生後の発生並びに母動物の機能に関する試験は実施しなかった。ま

た、同様の理由で、非げっ歯類を用いた胚・胎児発生に関する試験も実施しなかった。 

 

(4) その他の特殊毒性 

1）抗原性試験（GLP 非適用）57） 

モルモットを用い、コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）（初期製造プロ

セス）の腹腔内投与で感作後、心臓内投与で誘発する全身性アナフィラキシー試験及び

腹腔内投与で誘発する全身性アナフィラキシー試験を実施した（感作、誘発とも 120U/

回［300U/kg；2,400U/m2］）。その結果、これらの試験で全身性アナフィラキシー症状の

誘発は認められなかった。 

 

2）局所刺激性試験 46） 

①ラットを用いた単回皮下投与局所刺激性試験 

1 群当たり雌雄各 5 匹のラットにコラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）

（プロセスⅢ）［CCH］の 0、259、517、1,034 及び 2,586U/回（体重当たり：0、1,036、

2,068、4,136 及び 10,344U/kg、体表面積当たり：0、7,194、14,361、28,722 及び

71,833U/m2）を右後肢の中足骨−趾節骨領域に単回皮下投与した（Day 0）。Day 3 に雌

雄各 3 匹/群を剖検した（主試験）。残りの動物は 4 週間休薬し Day 28 に剖検した（回復

試験）。 

• 腱の露出を伴う皮膚裂傷が右後肢に認められたため、2,586U/回群の雄 2 例及び雌 1

例を、それぞれ Day 0 及び 1 に早期安楽死させた。 

• 一般状態の観察では、投与後に右後肢の腫脹及び変色が CCH 投与群のほぼ全例で認

められた。また、投与後に右後肢からの赤色滲出物、右後肢の運動性低下あるいは足

趾腫脹が 1,034U/回以上の群の雌雄で認められた。右後肢の足趾屈曲が Day 1 又は 2

より 1,034U/回以上の群の雌雄で認められた。以上の所見の回復に要する日数は、投

与量の増加に伴って延長する傾向が認められた。 

• 右後肢周囲長の増加が全ての CCH 投与群の雌雄でみられ、回復に至るまでの日数は

投与量の増加に伴って延長する傾向が認められた。 



 

－66－ 

 

• 主試験の剖検では、投与部位の局所反応（腫脹、暗赤色化あるいは暗赤色領域）が全

ての用量で認められた。投与部位の皮膚裂傷が 2,586U/回群の早期安楽死させた雄 2

例及び雌 1 例並びに計画解剖した雌 1 例に認められた。回復試験の剖検では、投与部

位に特記すべき所見は認められなかった。 

• 主試験の病理組織学的検査では、投与部位の出血、炎症、浮腫、コラーゲン分解（間

質あるいは腱）、骨格筋壊死及び線維増生／血管新生が CCH 投与群のほぼ全例で認め

られた。1,034U/回以上の群では投与量の増加に伴い所見の程度が増強した。2,586U/

回群の早期安楽死させた雄 2例及び雌 1例並びに計画解剖した雌 1例で投与部位の潰

瘍が認められた。その他、CCH 投与群では投与部位の動脈壁出血、動脈のフィブリノ

イド壊死等が認められた。回復試験の病理組織学的検査では、投与部位の間質の線維

化が CCH 投与群の全例で認められた。これは、投与部位で治癒が進行中であること

を示唆する所見と考えられた。 

以上の結果より、本試験では投与部位に対する無毒性量は算出できなかった。 

 

②イヌを用いた単回皮下及び腱内投与局所刺激性試験 

1 群当たり雌雄各 5 匹のイヌに CCH の 1,293、2,586 及び 5,172U/回（体重当たり：162、

323 及び 647U/kg、体表面積当たり：3,138、6,277 及び 12,553U/m2）を右前肢の浅指

屈筋腱に単回投与した。また、1 群当たり雌雄各 4 匹のイヌに CCH の 2,586、7,759 及

び 12,931U/回（体重当たり：323、970 及び 1,616U/kg、体表面積当たり：6,277、18,833

及び 31,386U/m2）を右前肢の中手骨領域に単回皮下投与した。対照群の雌雄各 5 匹のイ

ヌにはプラセボを左前肢の腱内及び右前肢の皮下に同様に投与した。投与日を Day 0 と

した。対照群及び CCH の腱内投与では雌雄各 3 匹/群、皮下投与では雌雄各 2 匹/群を

Day 3 に剖検した（主試験）。残りの雌雄各 2 匹/群は 8 週間休薬し Day 56 に剖検した

（回復試験）。 

• 死亡／早期安楽死動物は認められなかった。 

• 一般状態の観察では、腱内及び皮下のいずれに投与した場合にも、右前肢の腫脹、変

色及び運動性低下が全ての CCH 投与群の雌雄で認められた。所見の回復に要する日

数は、投与量の増加に伴って延長する傾向が認められた。皮下投与では、さらに皮膚

裂傷が 2,586U/回以上の群の雄及び 7,759U/回以上の群の雌で認められた。 

• 右前肢周囲長の増加が全ての CCH 投与群の雌雄で腱内及び皮下のいずれに投与した

場合にも認められた。 

• 主試験の剖検及び病理組織学的検査では、腱内及び皮下のいずれに投与した場合にも、

投与部位に類似した所見が認められた。 

• 主試験の剖検では、投与部位の局所反応（腫脹、暗赤色化あるいは暗赤色領域）が CCH

投与群のほぼ全例で認められた。投与部位の皮膚裂傷が 1,293U/回の腱内投与群の雌

1例、2,586U/回の皮下投与群の雄 1例、7,759U/回の皮下投与群の雄 1例及び雌 2例、

12,931U/回の皮下投与群の全例で認められた。回復試験の剖検では、特記すべき所見

は認められなかった。 

• 主試験の病理組織学的検査では、投与部位の出血、炎症、浮腫及び線維増生／血管新

生が CCH 投与群のほぼ全例で認められた。間質及び腱のコラーゲン分解が CCH 投

与群のほぼ全例で認められたが、屈筋腱の完全な破壊には至らなかった。右前肢手掌

表皮の潰瘍が雄では 2,586U/回以上、雌では 7,759U/回以上の皮下投与群で認められ

た。投与部位の動脈壁出血が 12,931U/回の皮下投与群の全例で認められた。また、腋

窩／胸部の皮膚及び骨格筋の出血が12,931U/回の皮下投与群の雌2 例で認められた。

回復試験の病理組織学的検査では、投与部位の線維化が CCH 投与群の全例で認めら

れた。これは、投与部位で治癒が進行中であることを示唆する所見と考えられた。 

以上の結果より、本試験では投与部位に対する無毒性量は算出できなかった。 
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3）遺伝毒性試験 58） 

コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）（プロセスⅢ）［CCH］は細菌由来

の蛋白質であることから「バイオテクノロジー応用医薬品の非臨床における安全性評価

について」（平成 24 年 3 月 23 日 薬食審査発 0323 第 1 号審査管理課長通知）を踏まえ

ると、標準的な遺伝毒性試験を実施する意義はないと考えられた。従って、CCH の遺伝

毒性試験は実施しなかった。上記ガイドラインの通知前に実施したコラゲナーゼ（クロ

ストリジウム ヒストリチクム）（初期製造プロセス）の遺伝毒性試験（細菌を用いた復

帰突然変異試験、哺乳類培養細胞を用いた染色体異常試験及びマウスを用いた小核試験）

は、いずれも陰性であり、遺伝毒性は認められなかった。 
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Ⅹ．管理的事項に関する項目 

 

1. 規制区分 

製  剤：ザイヤフレックス®注射用  劇薬 処方箋医薬品注） 

注）注意―医師等の処方箋により使用すること 

有効成分：コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム） 

 

2. 有効期間又は使用期限 

使用期限：外箱等に表示（3 年） 

 

3. 貯法・保存条件 

凍結を避け、2～8℃に保存 

 

4. 薬剤取扱い上の注意点 

(1) 薬局での取り扱い上の留意点について 

該当しない 

 

(2) 薬剤交付時の取り扱いについて（患者等に留意すべき必須事項等） 

該当しない 

 

(3) 調剤時の留意点について 

「Ⅷ-14. 適用上の注意」の項参照 

 

5. 承認条件等 

(1) 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。 

(2) 本剤についての講習を受け、本剤の安全性及び有効性を十分に理解し、本剤による治療

方法に関し精通した医師によってのみ用いられるよう、必要な措置を講じること。 

 

＜使用できる医師・医療機関・薬剤師等の制限、流通管理について＞ 

本剤の投与に際しては、デュピュイトラン拘縮に関する十分な知識と治療経験を有する

医師が、講習を受け、本剤の安全性及び有効性を十分理解し、本剤による治療方法に精

通することが必要である。一般社団法人日本手外科学会と旭化成ファーマは、運営組織

を共催設置し、講習の制定・実施並びに講習修了の認定は一般社団法人日本手外科学会

が行い、講習修了医師の管理は旭化成ファーマが行う。また、旭化成ファーマは講習修

了医師が所属する医療機関にのみ本剤を納入するとの流通管理を行う。 

 

＜リスク管理計画書について＞ 

本剤の「医薬品リスク管理計画」は下記 URL に公表されている。 

医薬品医療機器総合機構ホームページ 

「RMP 提出品目一覧」 

http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0001.html 

 

6. 包装 

ザイヤフレックス注射用：1 バイアル（専用溶解用液添付） 
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7. 容器の材質 

バイアル：ガラス 

ゴ ム 栓：塩素化ブチルゴム 

キャップ：アルミニウム 

 

8. 同一成分・同効薬 

該当しない 

 

9. 国際誕生年月日 

2010 年 2 月 2 日（米国） 

 

10. 製造販売承認年月日及び承認番号 

製 造 販 売 承 認 年 月 日：2015 年 7 月 3 日 

承    認    番    号：22700AMX00699000 

 

11. 薬価基準収載年月日 

2015 年 8 月 31 日 

 

12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容 

該当しない 

 

13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容 

該当しない 

 

14. 再審査期間 

2015 年 7 月 3 日～2023 年 7 月 2 日（8 年） 

 

15. 投薬期間制限医薬品に関する情報 

本剤は、投薬（あるいは投与）期間に関する制限は定められていない 

 

16. 各種コード 

販売名 HOT（13 桁）番号 
厚生労働省薬価基準 

収載医薬品コード 
レセプト電算コード 

ザイヤフレックス®注射用 1244250010101 2900401D1020 622442501 

 

17. 保険給付上の注意 

該当しない 
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ⅩⅡ．参考資料 

 

1. 主な外国での発売状況 

本邦での効能・効果、用法・用量は以下のとおりであり、外国での承認状況とは異なる。 

 

【効能・効果】 

デュピュイトラン拘縮 

 

【用法・用量】 

通常、成人には、コラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）として 0.58mg を中手

指節関節又は近位指節間関節の拘縮索に注射する。効果が不十分な場合、投与した拘縮索に

対する追加投与は 1 ヵ月間の間隔をあけ、最大 3 回までとすること。 

 

下表には、2017 年 7 月時点の米国（添付文書）及び 2017 年 12 月時点の EU（製品特性概要

［SPC］）における販売名、剤形、含量、効能・効果、及び用法・用量（翻訳）を示す。ペイ

ロニー病に対する適応を有する点で、日本の承認状況とは異なる。 

 米 国 E U 

承認年月 2010 年 2 月 2011 年 2 月 

販売名 XIAFLEX® XIAPEX® 

剤形 注射剤（凍結乾燥粉末と溶解液） 注射剤（凍結乾燥粉末と溶解液） 

含量 1 バイアル中 コラゲナーゼ（クロストリジウ

ム ヒストリチクム）0.9mg 

1 バイアル中 コラゲナーゼ（クロストリジウ

ム ヒストリチクム）0.9mg 

効能・効

果 

 触知可能な拘縮索を有する成人デュピュイ

トラン拘縮患者の治療 

 治療開始時に触知可能なプラーク及び30°

以上の湾曲変形を有する成人男性ペイロ

ニー病の患者の治療 

 触知可能な拘縮索を有する成人デュピュイ

トラン拘縮患者の治療 

 治療開始時に触知可能なプラーク及び 30°

以上の湾曲変形を有する成人男性ペイロ

ニー病患者の治療 

用法・用

量 

＜デュピュイトラン拘縮＞ 

XIAFLEX は、手への投与手技及びデュピュイ

トラン拘縮の治療における経験を有する医療提

供者が投与するべきである。 

XIAFLEX は、凍結乾燥粉末であり、添付の溶

解液で使用前に溶解する。XIAFLEXを中手指

節関節（MP 関節）又は近位指節間関節（PIP

関節）の触知可能な拘縮索へ 0.58mg 注射す

る。各 XIAFLEX 及び無菌溶解液は単回投与

に使用する。同日に同じ手の 2 関節に注射す

る場合、別々のバイアルとシリンジをそれぞれ

の溶解と注射に使用する。 

表 1 は、溶解のための無菌溶解液の液量、拘

縮内への局所投与に使用する液量を示す。注射

の約 24～72 時間後に拘縮が残存する場合、拘

縮索の破断を促進するため、指の伸展処置を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

用法 

病変内投与 

 

溶解液量 

Xiapexは使用前に添付溶解用液で溶解して適

当な液量にしなければならない。 

＜デュピュイトラン拘縮＞ 

Xiapex は、Xiapex の適正投与について適切な

訓練を受け、デュピュイトラン病の診断及び治

療の経験を有する医師が投与しなければならな

い。 

Xiapex の推奨用量は、触知可能な拘縮索あた

り 0.58mg である。拘縮索に投与する Xiapex

の液量は、関節の種類によって異なる（表 1 参

照）。 

表 1 溶解及び投与に必要な液量 

投与部位 溶解液量 Xiapex 0.58mg

を投与するため

の投与液量 a） 

MP 関節 0.39mL 0.25mL 

PIP 関節 0.31mL 0.20mL 

a）0.58mg を投与するための投与液量は溶解液量よ

り少ないことに注意する。 

投与手技に従い同日に同じ手の 2 つの拘縮索
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表 1 デュピュイトラン拘縮における溶解及び投与

に必要な液量 

 MP 関節の 

拘縮索 

PIP 関節の 

拘縮索 

溶解液 

液量 0.39mL 0.31mL 

投与に使用する溶液 1 

液量 0.25mL 0.20mL 

1 XIAFLEX 0.58mgを含有する溶液を拘縮索内に投

与すること。 

注意：溶液の全量は XIAFLEX を 0.9mg 含有する。 

注射後にバイアル内に残ったXIAFLEX溶液は廃棄

すること。 

XIAFLEX の投与及び指の伸展処置の 4 週後

に MP 関節又は PIP 関節の拘縮が残っていれ

ば、拘縮索に XIAFLEX 0.58mg を単回注射

し、指の伸展処置（注射の約 24～72 時間後）

を繰り返すことができる。投与及び指の伸展処

置は、約 4 週間の間隔で 1 つの拘縮索あたり

3 回まで行うことができる。 

投与手技に従い同日に同じ手に 2 関節まで投与

できる。同日に 2 関節の屈曲を支配する 2 つの

触知可能な拘縮索へ投与するか、もしくは、同じ

指の 2 関節の屈曲を支配する 1 つの触知可能な

拘縮索の 2 ヵ所へ投与することができる。他に

も拘縮索が存在する場合、約 4 週間の間隔で別

の来院時に注射する。 

＜ペイロニー病＞ 

XIAFLEX は、男性泌尿器疾患の治療経験を有

し、ペイロニー病治療における XIAFLEX の

使用に必要な訓練を完了した医療提供者が投

与すること。 

XIAFLEX は、凍結乾燥粉末として提供され、

添付の溶解液で使用前に溶解する。XIAFLEX 

0.58mg をペイロニープラークへ注射する。複

数プラークが存在する場合、湾曲変形の原因と

なるプラークに注射する。 

治療クールは 4 回以下の治療サイクルによっ

て構成される。各治療サイクルは、2 回の

XIAFLEX注射処置及び陰茎モデリング処置に

よって構成される。1 回目投与 1～3 日後に 2

回目投与を行う。各治療サイクルの 2 回目投

与 1～3 日後に陰茎モデリング処置を行う。治

療サイクルの間隔は約 6 週間である。従って、

治療クールは最大で 8 回の投与処置と 4 回の

モデリング処置によって構成される。 

1 回目、2 回目、又は 3 回目治療サイクル後に

湾曲変形が 15°未満になるか、あるいは医療提

供者がそれ以上の治療は臨床的に不要と判断

した場合、その後の治療サイクルを実施しては

ならない。 

複数治療クールにおける XIAFLEX の安全性

は不明である。 

表2は、溶解のための無菌溶解液の液量、プラー

ク内への局所投与に使用する液量を示す。 

か 2 つの関節まで投与することができる。同日

に 2 関節の屈曲を支配する 2 つの触知可能な拘

縮索へ投与するか、もしくは、同じ指の 2 関節

の屈曲を支配する1つの触知可能な拘縮索の2ヵ

所へ投与することができる。各投与量は 0.58mg

である。拘縮索が複数存在する場合は、約 4 週

間の間隔で別の来院時に注射する。投与の約

24～72 時間後に、必要に応じて、拘縮索の破

断を促進するために指の伸展処置を行うことが

できる。十分な効果が得られなかった場合、約

4 週間後に投与及び指の伸展処置を再度実施

できる。投与及び指の伸展処置は、約 4 週間

隔で拘縮索あたり 3 回まで可能である。現在、

Xiapex の臨床試験成績は、拘縮索あたり 3 回

まで、合計 8 回までの投与に限られている。 

 

患者には以下のように指示する： 

•投与された手の検査及び拘縮索を破断する指

の伸展処置のため、投与の約 24～72 時間後

に診察を受ける。 

•指の伸展処置が終了するまで拘縮索からの

Xiapexの漏出を軽減するため、投与した指の

曲げ伸ばしを行ってはならない。 

•患者自身で指の伸展処置をし、拘縮索を破断

しようとしてはならない。 

•指の伸展処置翌日までは、Xiapex を投与し

た手を可能な限り挙上する。 

＜ペイロニー病＞ 

Xiapex は、適正な投与方法について適切な訓

練を受け、男性泌尿器疾患の診断及び治療経験

を有する医師が投与しなければいけない。90°

を超える陰茎湾曲を有する患者は臨床試験に

組み入れなかった。従って、このような患者へ

の投与は奨められない。 

Xiapex の推奨用量は、ペイロニープラークへ

の注射 1 回につき 0.58mg である。プラークに

投与する、溶解後の Xiapex の液量は 0.25mL

である（表 2 参照）。複数のプラークが存在す

る場合、湾曲変形の原因となっているプラーク

のみに注射を行う。 

治療クールは最大 4 回の治療サイクルで構成

される。各治療サイクルは、2 回の Xiapex 注

射及び 1 回の陰茎モデリング処置からなる。

Xiapex の 1 回目投与から 1～3 日後に 2 回目

の投与を行う。各治療サイクルの 2 回目投与

から 1～3 日後に陰茎モデリング処置を行う。

治療サイクルの間隔は約 6 週間である。 

1 回目、2 回目、又は 3 回目の治療サイクル後

に、湾曲変形が 15°未満となった場合、あるい

は医師がその後の治療は臨床的に不要であると

判断した場合、その後の治療サイクルを行って

はならない。 

ペイロニー病に対する複数治療クールにおける

Xiapex の安全性は不明である。 
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表2 ペイロニー病における溶解及び投与に必要な液量 

溶解液 

液量 0.39mL 

投与に使用する溶液 1 

液量 0.25mL 

1 XIAFLEX 0.58mgを含有する溶液をプラーク内に

投与すること。 

注意：溶液の全量は XIAFLEX を 0.9mg 含有する。 

注射後にバイアル内に残ったXIAFLEX溶液は廃棄

すること。 

表 2 溶解及び投与に必要な液量 

投与部位 溶解液量 Xiapex 0.58mg

を投与するため

の投与液量 a） 

ペイロニー 

プラーク 

0.39ｍL 0.25ｍL 

a） 0.58mgを投与するための投与液量は溶解液量よ

り少ないことに注意する。 

 

特殊集団 

高齢患者 

デュピュイトラン拘縮患者ではXiapexは定量

可能な全身曝露量に達しないため、また、ペイ

ロニー病患者におけるXiapexの全身曝露はご

くわずかであり速やかに消失することから、用

量調節は不要である。高齢患者と若年患者の間

に安全性又は有効性の差は認められなかった。 

肝機能障害患者 

デュピュイトラン拘縮患者ではXiapexは定量

可能な全身曝露量に達しないため、また、ペイ

ロニー病患者におけるXiapexの全身曝露はご

くわずかであり速やかに消失することから、用

量調節は不要である。 

腎機能障害患者 

デュピュイトラン拘縮患者ではXiapexは定量

可能な全身曝露量に達しないため、また、ペイ

ロニー病患者におけるXiapexの全身曝露はご

くわずかであり速やかに消失することから、用

量調節は不要である。 

小児集団 

デュピュイトラン拘縮の治療において、0～18

歳の小児集団へXiapexが使用されることはな

い。 

ペイロニー病は成人男性のみに生じるため、0～

18 歳の小児集団に対してペイロニー病の治療

を目的としてXiapexが使用されることはない。 
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2. 海外における臨床支援情報 

(1) 妊婦に関する海外情報 

本邦における使用上の注意「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項の記載は以下のとおりである。 

妊婦、産婦、授乳婦等への投与 

(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。［妊娠

中の投与に関する安全性は確立していない。］ 

(2) 授乳婦への投与は避けることが望ましい。［授乳婦における使用経験はない。ま

た、本剤の母乳中への移行は不明である。］ 

 

米国の添付文書及び EU の SPC における妊婦等への投与に関する内容は以下のとおりであ

る。 

出典 記載内容 

米国の 
添付文書 
（2017 年 7 月） 

Pregnancy 
Pregnancy Category B* 
There are no adequate and well-controlled studies of XIAFLEX in 
pregnant women.  
Because animal reproduction studies are not always predictive of human 
response, XIAFLEX should be used during pregnancy only if clearly 
needed. 
 
Nursing Mothers 

It is not known whether collagenase clostridium histolyticum is 

excreted in human milk. Because many drugs are excreted in human 

milk, caution should be exercised when XIAFLEX is administered to a 

nursing woman. 

EU の SPC 
（2017年12月） 

 
 

Fertility, pregnancy and lactation 
Pregnancy and fertility 
For Xiapex no clinical data on exposed pregnancies are available. Animal 
studies do not indicate direct or indirect harmful effects with respect to 
fertility, pregnancy, or embryonal/ foetal development）. Parturition or 
postnatal development studies in animals were not conducted since 
human pharmacokinetic studies show that Xiapex levels are not 
quantifiable in the systemic circulation following injection into a 
Dupuytren’s cord. Patients develop ADAs after repeated administration, 
the cross-reactivity of which versus endogenous MMPs involved in 
pregnancy and labour cannot be excluded. The potential risk for humans 
on parturition and postnatal development is unknown. Therefore the use 
of Xiapex is not recommended in pregnancy and treatment should be 
postponed until after pregnancy. 
 
Peyronie’s disease occurs exclusively in adult male patients and hence 
there is no relevant information for use in females. Low levels of Xiapex 
were quantifiable in the plasma of evaluable male patients 
for up to 30 minutes following administration of Xiapex into the penile 
plaque of patients with Peyronie’s disease. 
 
Breast-feeding 
It is not known whether collagenase clostridium histolyticum is excreted 
in human milk. Caution should be exercised when Xiapex is 
administered to a breast-feeding woman. 

* FDA の分類（B: Animal reproduction studies have failed to demonstrate a risk to the fetus and there 
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are no adequate and well-controlled studies in pregnant women.） 

 

(2) 小児に関する海外情報 

本邦における使用上の注意「小児等への投与」の項の記載は以下のとおりである。 

小児等への投与 

小児等に対する安全性及び有効性は確立していない。［使用経験がない。］ 

 

米国の添付文書及び EU の SPC における小児等への投与に関する内容は以下のとおりであ

る。 

出典 記載内容 

米国の 
添付文書 
（2017 年 7 月） 

Pediatric Use 
The safety and effectiveness of XIAFLEX in pediatric patients less 
than 18 years old have not been established. 

EU の SPC 
（2017年12月） 

 
 

Posology and method of administration 
Special population 
Paediatric population 
There is no relevant use of Xiapex in the paediatric population aged 
0-18 years for the treatment of Dupuytren’s contracture. 
 
Peyronie’s disease occurs exclusively in adult male patients and 
hence there is no relevant use of Xiapex in the paediatric population 
aged 0-18 years for the treatment of Peyronie’s disease. 
 
Pharmacokinetic properties 
Special population 
Paediatric population 
Xiapex has not been studied in children and adolescents aged 0-18 
years and hence no pharmacokinetic data are available. 
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ⅩⅢ．備考 

 

その他の関連資料 

なし 
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