
説明
ニモツズマブは、ヒト上⽪成⻑因⼦受容体（EGFR）の細胞外ドメインにあるエピ
トープと相互作⽤することにより、この受容体の細胞外ドメインに特異的に結合す
る組換えヒト化モノクローナル抗体です。ニモツズマブは、マウスIgG2aモノク
ローナル抗体R3（ior egf / r3）のヒト化型です。ヒト化ニモツズマブIgG1抗体は、
マウス抗体のCDRをヒトFrs（重鎖の場合はEu、軽鎖の場合はREI）にクローニン
グし、3つのマウス残基をヒトFrsの重鎖に再導⼊することによって得られます。

局所進⾏（ステージIIIまたはIVA-B）⿐咽頭扁平上⽪癌患者を対象とした別のラン
ダム化オープンラベル多施設第II相臨床試験では、137⼈の患者が含まれ、そのう
ち70⼈が治験薬（ニモツズマブ）グループに含まれ、67⼈がコントロールグルー
プで。治験薬群の患者はニモツズマブを根治的放射線療法と組み合わせて受けた
が、対照群は放射線療法のみを受けた。患者は、放射線療法と組み合わせて、
100mgの⽤量でニモツズマブを毎週8回注⼊されました。最初の注⼊は、患者が放
射線療法を開始し、放射線療法と同時に終了した同じ⽇に⾏われました。

構成：
各10mlバイアルにはニモツズマブ

が含まれています
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分析は、治療の終了時、治療の5週間後と17週間後に別々に実施されました。治療終了時の治験薬群のCR（完全寛解）率は、原発腫瘍が

76.56％、リンパ節が75.00％、総合評価が65.63％でした。対照群と⽐較して、それぞれ34.85％、57.58％、27.27％でした。治験薬群の

CRパーセンテージは、対照群よりも⾼かった。治療の5週間後、治験薬群のCRパーセンテージは、局所腫瘍で90.63％、リンパ節で

89.06％、全体的な評価で87.50％でした。それぞれ51.52％、72.73％、42.42％のコントロールグループと⽐較して。治療の17週間後、治

験薬群のCRパーセンテージは、63.64％、80.30％、および51と⽐較して、局所腫瘍で92.19％、リンパ節で93.75％、および全体的な評価

で90.63％でした。コントロールの52％。すべての違いは統計的に有意でした。治療後17週間で観察された客観的反応は、治験薬群で

100％、対照群で90.91％でした。差は統計的に有意でした。治療後の治験薬群のカルノフスキー等級付けの平均値は、対照群のそれより

も⾼く、統計的に有意であり、これは、抗体が患者の⽣活の質を改善するのに役⽴つことを⽰している。治療前後の患者の体重の差を分

析したところ、実験群の平均値は0.35kg、対照群の平均値は0.87kgであり、この差は統計的に有意でした。治療後17週間で観察された客

観的反応は、治験薬群で100％、対照群で90.91％でした。差は統計的に有意でした。治療後の治験薬群のカルノフスキー等級付けの平均

値は、対照群のそれよりも⾼く、統計的に有意であり、これは、抗体が患者の⽣活の質を改善するのに役⽴つことを⽰している。治療前

後の患者の体重の差を分析したところ、実験群の平均値は0.35kg、対照群の平均値は0.87kgであり、この差は統計的に有意でした。治療

後17週間で観察された客観的反応は、治験薬群で100％、対照群で90.91％でした。差は統計的に有意でした。治療後の治験薬群のカルノ

フスキー等級付けの平均値は、対照群のそれよりも⾼く、統計的に有意であり、これは、抗体が患者の⽣活の質を改善するのに役⽴つこ

とを⽰している。治療前後の患者の体重の差を分析したところ、実験群の平均値は0.35kg、対照群の平均値は0.87kgであり、この差は統

計的に有意でした。これは、抗体が患者の⽣活の質を改善するのに役⽴つことを⽰しています。治療前後の患者の体重の差を分析したと

ころ、実験群の平均値は0.35kg、対照群の平均値は0.87kgであり、この差は統計的に有意でした。これは、抗体が患者の⽣活の質を改善

するのに役⽴つことを⽰しています。治療前後の患者の体重の差を分析したところ、実験群の平均値は0.35kg、対照群の平均値は0.87kg

であり、この差は統計的に有意でした。
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製品は、不溶性物質を含まない無⾊透明の溶液として処⽅されています。

臨床薬理学
ニモツズマブは、上⽪成⻑因⼦受容体（EGFR、HER1、c-ErB1）の細胞外ドメイン
に結合し、上⽪成⻑因⼦（EGF）およびトランスフォーミング成⻑因⼦アルファな
どの他のリガンドの結合を阻害します。ニモツズマブの固有の特性は、細胞表⾯へ
の安定した付着のために⼆価結合（すなわち、両⽅の抗体アームと同時に2つの標
的への結合）を必要とし、これにより、ニモツズマブは中程度から⾼いEGFRレベ
ルを発現する細胞に選択的に結合します1。EGFRは、HERという名前の受容体ファ
ミリーのメンバーである膜貫通型糖タンパク質です。EGFRは、3つの胚層細胞すべ
ての細胞、特に上⽪由来の細胞（⽪膚、気道、胃腸管、尿路、肝臓）で発現しま
す。頭頸部（SCCHN）のような上⽪起源のヒト腫瘍の幅広い多様性において、⾮
⼩細胞肺がん（NSCLC）、膵臓がん、結腸がん、乳がん、腎臓卵巣がん、膀胱が
んEGFRは過剰発現しています。神経膠腫でも過剰発現しています。ニモツズマブ
がEGFRに結合すると、受容体関連キナーゼのリン酸化と活性化がブロックされ、
細胞増殖の阻害、アポトーシスの誘導、⾎管内⽪増殖因⼦産⽣の低下が起こりま
す。

⾮ランダム化試験
ニモツズマブと外照射療法を併⽤した12⼈の進⾏EGF-R発現頭頸部がん（ステージ
IIIまたはIV）患者を対象に、ニモツズマブの安全性と有効性を評価するために、単
⼀施設の第I/II相⾮盲検⾮ランダム化臨床試験が設計されました。根治的放射線療
法のため。3⼈の患者の4つの異なる治療コホートが確⽴されました。ニモツズマ
ブ50〜400mgの4つの定義されたコホートでの単回投与。患者は6週間毎週同じ⽤
量を受けました。4つのコホートでは、ニモツズマブの総累積投与量は300、600、
1200、および2400mgでした。患者はまた、Co 60線源からの応答に応じて、6週間
にわたって5⽇間毎⽇2Gyの線量で60または66Gyの放射線を受けました。発⽣を終
えた後、A431、MDA-MB-435、U87などの腫瘍細胞株を使⽤したinvitro研究およびヒト腫

瘍異種移植SCIDマウスでのinvivo研究は、ニモツズマブが抗増殖、抗⾎管新⽣およ
びアポトーシス促進活性を有することを⽰しています。

ヒトの薬物動態
併⽤化学療法または放射線療法と組み合わせて投与されたニモツズマブは、⾮線形
の薬物動態を⽰します。30分の注⼊後、濃度時間曲線下の⾯積（AUC）は、⽤量
が50から400 mgに増加するにつれて、⽤量に⽐例して増加しました。ニモツズマ
ブクリアランス（CL）は、⽤量が50から200に増加するにつれて、1.08から0.34 
mL / h / kgに減少し、200 mgを超える⽤量では、プラトーに⾒えました。ニモツ
ズマブの中央コンパートメント（Vc）の容量は2.3〜7.2Lの範囲であり、最⼤濃度
Cmaxは同じ⽤量範囲で27〜57 ng/mLでした。消失半減期（t 1/2ß）50から
400mgの⽤量で62.91から304.51時間の範囲でした。

12⼈の患者がニモツズマブの4つの⽤量レベルを服⽤した最初の試験セクションで
は、12⼈の患者のうち7⼈がORR（PRまたはCR）を⽰し、4⼈の被験者が安定した
疾患を⽰し、併⽤療法後の1例で腫瘍の進⾏がありました。応答した7⼈の患者の
うち6⼈では、原発腫瘍とその転移が完全に寛解し、1⼈の患者は部分的な応答を
⽰しました。予備的な薬物動態分析は、受容体飽和が200mgを超えて達成された
ことを⽰した。

全体的な⽣存率は、低⽤量と⽐較して、200または400 mgの⽤量の使⽤後に有意に
増加しました（P = 0.03）。治療開始から終了⽇までの追跡期間中央値45.2か⽉
（範囲41.5〜48.1か⽉）で、50および100mgの治療を受けた患者の⽣存期間中央
値は
200および400mgを投与された患者の⽣存期間中央値は44.30ヶ⽉でしたが、
8.60ヶ⽉でした。3年⽣存率は、2つの最低⽤量で治療された被験者で16.7％、200
および400mgで治療された患者で66.7％でした。プロトコルが修正され、200およ
び400 mgグループに10⼈の新規患者が含まれるようになった後、最終的に、16⼈
の患者のうち14⼈（87.5％）がORRを達成し、11⼈がCRでした。全体の平均⽣存
期間は22か⽉です。8⼈の患者が⽣き残っており、7⼈は無病です4。

⼈体では、ニモツズマブは主に肝臓、脾臓、⼼臓、腎臓、膀胱に分布しています。
肝臓はニモツズマブの⼤部分を取り込みます。動物の薬物動態研究からの証拠は、
腫瘍中の抗体の濃度が注射後24時間で最も⾼いことを⽰しています。

臨床試験
化学療法および/または放射線療法と同時に⾏われたニモツズマブの有効性と安全
性は、2件のランダム化⽐較試験（RCT）（229⼈の患者）と2件の⾮ランダム化
（53⼈の患者）臨床試験で研究されました。これらすべての患者の安全性データ
も評価されました。 局所進⾏性の切除不能な頭頸部扁平上⽪癌（SCCHN）患者の治療における放射線

療法（RT）と組み合わせたニモツズマブの安全性と有効性を評価する別の多施設
⾮ランダム化研究が31⼈の被験者で実施されました。患者は、6600または7000 
cGyの放射線療法を33または35分割で⾏い、さらに100または200mgのニモツズマ
ブを週1回6週間治療しました。ITT集団は、ニモツズマブを少なくとも1回投与さ
れたすべての患者として定義されました。評価可能な集団は、ニモツズマブを6回
投与され、12週⽬の評価に達したすべての患者として定義されました。24⼈の患
者が完全に評価可能でした。これらのうち、17（70％）は、最良の反応として完
全な腫瘍反応を⽰しました。合計で、13⼈の患者が完全な応答者として研究を完
了しました。残りの評価可能な患者のうち、3⼈（12.5％）の患者は部分的な反応
を達成し、その後24週で進⾏し、1⼈（4.9％）の患者は3回の訪問で安定した疾患
を有し、その後進⾏した。残りの3⼈（12.5％）の患者は進⾏性疾患を持っていま
した。ITT集団の平均⽣存期間は829⽇でした。評価可能な⺟集団の⽣存期間の中
央値は現在43.4か⽉です。

ランダム化⽐較試験
無作為化多施設第II相臨床試験では、92⼈の患者が登録され、ステージIIIおよびス
テージIVAの切除不能な頭頸部がんの管理における放射線療法（RT）および化学療
法（CT）+RTの2つの標準治療レジメンへのニモツズマブの追加が研究されまし
た。2つのグループは、年齢、性別、腫瘍の病期、およびベースラインKPSに関し
て均等に⼀致し、グループ間に統計的差異はありませんでした。患者はニモツズマ
ブを200mgのIV注⼊として6週間に1回毎週受けました。治療に対する反応は、3か
⽉と6か⽉の終わりに評価されました。合計16⼈の患者は評価できませんでした。
76⼈の患者が有効性分析のために評価可能でした。

さまざまな治療群の客観的奏効率（ORR）は次のとおりです。

治療群
n = 54＃ ORR％（p値）

表⽰
ニモツズマブは、化学療法および/または放射線療法を併⽤した頭頸部の進⾏性扁
平上⽪癌の治療に使⽤することが⽰されています。

ニモツズマブ+RT 13 76.47∗（0.02）

RT 7 36.84

ニモツズマブ+CT+ RT 20 100.00♦
（0.02）

CT + RT 14 70.00 投与量と投与⽅法
ニモツズマブは、頭頸部がんに対する標準的な放射線療法および/または化学療法
と組み合わせて、200mgの週⽤量で6週間の持続静脈内（IV）注⼊として投与され
ます。200mgの抗体を250mlの塩化ナトリウムで希釈し、60分かけて注⼊しま
す。

∗

♦
ニモツズマブ+RTvs RT
ニモツズマブ+CT+ RT vs CT + RT

＃54⼈の患者が分析に評価可能な76⼈のORRを⽰した

ニモツズマブは、CT + RTおよびRTに追加された場合、患者のKPSを悪化させませ
んでした。CTおよび/またはRTと同時に使⽤した場合のニモツズマブは、対照治療
群よりも⾼い客観的反応率を⽰しました。30か⽉のフォローアップ2で、ニモツズ
マブと化学放射線療法群の⽣存率は69.5％でしたが、化学放射線療法単独群では
21.7％であり、ニモツズマブと放射線療法群では39.1％でしたが放射線療法単独群
では21.7％でした。化学放射線療法にニモツズマブを追加すると、死亡リスク
（rrd）が85％（HR 0.15、p-0.0006）、RTに36％rrd（HR0.64、p 0.33）（OS /プ
ロトコル）減少しました。

通常の⽣理⾷塩⽔で希釈する際は、偶発的な汚染を避けるためにすべての予防措置
を講じてください。溶液に濁りが⾒られる場合は、偶発的な微⽣物汚染が原因で
す。このような場合は、溶液を廃棄して新しい溶液を準備してください。

有害反応
ニモツズマブがRTおよび/またはCTの有無にかかわらず同時に使⽤された頭頸部が
ん患者を対象としたランダム化臨床試験では、放射線療法群で⼀般的に報告された
有害事象は発熱でした。
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悪寒、粘膜炎、そう痒症、じんましん/発疹、頭痛、⾼⾎圧、⾎圧の変動。化学放
射線療法群で報告された有害事象は、粘膜炎、無⼒症、めまい、⾎尿（顕微鏡
的）、嘔吐および軟便でした。発疹と悪寒のみが、確かにニモツズマブに関連して
いると研究者によって評価されました。これらの有害事象は軽度から中等度の重症
度であり、⾃⼰制限的な可逆性であり、おそらくまたはおそらくニモツズマブに関
連していました。3⼈の患者は初回投与の注⼊反応を⽰し、後遺症なしで回復し、
その後のニモツズマブの注⼊に耐えることができました。1⼈の患者は対症療法で
治療された⽪膚発疹を伴う深刻なアナフィラキシー反応を⽰し、研究から除外され
ました。

低い抗イディオタイプ応答は、抗体のヒト化された性質を⽰しており、低過敏反応
の原因でもある可能性があります。免疫原性応答の発⽣は、サンプル収集のタイミ
ング、サンプルの取り扱い、収集の時間、基礎疾患、および併⽤薬などの多くの要
因に依存します。ニモツズマブに対する抗体の発⽣率は決定的ではありません。

妊娠中および授乳中の使⽤妊娠中の
使⽤
ニモツズマブを⽤いた動物の⽣殖研究は実施されていません。
ただし、EGFRは出⽣前発育の制御に関与しているため、発育中の胚における正常
な器官形成、増殖、および分化に不可⽋である可能性があります。ヒトIgG1は胎
盤関⾨を通過することが知られています。したがって、抗体は⺟親から発育中の胎
児に感染する可能性があります。しかし、抗体が妊婦に投与されたときに胎児に害
を及ぼす可能性があるかどうかは不明です。抗体は、妊娠中の⼥性、または潜在的
な利益が胎児への潜在的なリスクを上回る場合は、適切な避妊を⾏っていない⼥性
にのみ投与する必要があります。この薬の投与中に患者が妊娠した場合は、胎児へ
の潜在的な危険性および/または妊娠喪失の潜在的なリスクについて通知する必要
があります。

化学放射線療法群では、ニモツズマブ群でグレードIIIおよびIVの有害事象を報告し
た患者の割合は、ニモツズマブを投与しなかった群よりも多かった。これらの有害
事象は、ニモツズマブではなく、主に同時CT+RTに関連していました。放射線療法
群は、グレードIIIおよびIVの有害事象を有する患者の割合が、ニモツズマブ群より
もRTに関連してニモツズマブなしの群で多いことを⽰しました。ニモツズマブの
追加は、RTの毒性作⽤を増強することを⽰していません。

アナフィラキシー性⽪膚反応は、ニモツズマブが原因で報告された唯⼀のSAEでし
た。報告された他のSAEは、根底にある悪性疾患によるものか、化学療法または放
射線療法の併⽤による治療の結果でした。 授乳期での使⽤

抗体が⺟乳に分泌されるかどうかは不明です。⼈間以来
IgG1は⺟乳に分泌され、摂取後の乳児への吸収と害の可能性は不明です。ニモツ
ズマブを授乳中の⺟親に投与することの潜在的な利益とリスクについての推奨はあ
りません。

進⾏性⿐咽頭扁平上⽪がんの臨床試験で最も頻繁に観察される副作⽤には、微熱、
低⾎圧、悪⼼、めまい、⽪膚の発疹などがあります。薬剤で治療された実験群の
70⼈の患者のうち、グレードIの発熱の発⽣率は4.28％であり、最⾼温度は39℃で
あり、治療後に低下し、治療スケジュールを中断しませんでした。低⾎圧とめまい
の発⽣率は2.86％で、記録された最低⾎圧は80/50で、安静後に正常化しました。
グレードIの悪⼼および⽪膚発疹の発⽣率は1.43％でした。

⼩児科での使⽤
神経学的な⼩児患者を対象に現在臨床試験が進⾏中です
関連する重⼤な有害事象のない腫瘍

ニモツズマブ。
⼩児および⼩児における⾼度に前治療された再発性⾼悪性度神経膠腫における有効性

ニモツズマブを放射線療法と併⽤して頭頸部がんの進⾏性表⽪由来腫瘍を治療した
場合に臨床試験で観察された有害反応は、⼀般的およびまれな反応として分類さ
れ、表1にリストされています。薬剤に関連する副作⽤のほとんどは、グレードIお
よびIIの重症度でした。⽪膚の発疹やその他の⽪膚毒性は報告されていません。

⻘年期は第II相試験で実証されています。単剤療法としてのニモツズマブの反復投
与は、忍容性が⾼く安全でした。どのSAEも治験薬に関連するとは⾒なされません
でした。臨床的悪化は、主に腫瘍疾患の合併症、腫瘍の進⾏、またはまれに別の付
随する疾患と関連していた。特に、アレルギー反応や重度の⽪膚毒性または胃腸毒
性は観察されませんでした。

表1進⾏した表⽪由来のがん患者における⼀般的な副作⽤の発⽣率
臨床検査、バイタルサイン、または⾝体検査の所⾒から安全上の懸念は⽣じません
でした。ニモツズマブ抗体に関連する重度の⾎液学的または⾮⾎液学的副作⽤は⾒
られず、重度の感染症、輸⾎、⼊院のリスクを最⼩限に抑えています。⼊射％

グレードI
⼊射％

グレードII
⼊射％

グレードIII
有害反応

熱 14.2 2.62.6 16.8
震え 11.6 5.2 16.8 ⽼⼈使⽤

頭頸部がんの臨床研究で評価された最⼤年齢制限は吐き気と嘔吐 10.9 2.62.6 13.5
寒気 12.2 1.3 13.5 78年。ニモツズマブを⽤いて実施された臨床研究は、⾼齢の影響による反応の違

いを⽰すのに⼗分ではありません。低⾎圧 5.2 2.62.6 7.8
弱点 7.8 0.0 7.8
頭痛 5.6 0.0 5.6 過剰投与

完了した臨床試験で400mgまでの投与量が実証されています貧⾎ 4.3 1.3 5.6
⼈間にとって安全です。現在、400mgを超える⽤量の安全性について結論は出て
いません。アクラチアノーゼ 3.0 2.62.6 5.6

⽚腕の⾮ランダム化臨床試験では、1⼈の患者が最初の投与後にグレード3の傾眠
を発症しました。その他の軽度または中等度の反応は、発熱、嘔吐、悪⼼、低⾎
圧、震え、悪寒、頭痛、⽅向感覚喪失、前胸部痛、不全失語症、筋⾁痛でした。こ
れらの有害事象は、標準的な投薬によって制御されました。標準的な放射線療法に
ニモツズマブを追加しても、照射毒性は悪化しませんでした。

包装
4バイアルのシングルカートンおよび10mLの各バイアルとして利⽤可能（50 mg
ニモツズマブ）。

安定性と保管
BIOMab EGFRTM（ニモツズマブ）は、次の冷蔵庫に保管する必要があります。

SCCHN患者を対象とした2番⽬の⾮ランダム化研究では、放射線に関連する最も⼀
般的な有害事象は、味覚変化、嚥下障害、⼝内炎、粘膜炎、喉の痛み、および放射
線分野の紅斑でした。これらはいずれも予想外ではなく、抗体の投与に関連する悪
化は⾒られませんでした。悪⼼および倦怠感は、最も⼀般的に報告された⾮放射線
関連の有害事象でした。注⼊反応は、ニモツズマブの特定のロットを1回投与され
た4⼈の患者でのみ発⽣しました。13のSAEが報告されました。報告された重篤な
有害事象は、主に疾患の進⾏または転移性疾患によるものであり、治験治療とは関
係がないと⾒なされました。これには2⼈の死亡が含まれていました。

2°Cと8°Cの間の温度。凍結しないでください。凍結融解は
ニモツズマブの⽣物活性を破壊します。
塩化ナトリウム溶液で希釈されたニモツズマブは、物理的および化学的です
2〜8°Cで12時間、室温（25±3°C）で6時間安定。ニモツズマブは、これらの条件
を超えて調製された溶液中で活性がない可能性があるため、溶液を廃棄し、新しい
溶液を注⼊⽤に調製する必要があります。

貯蔵寿命
24ヶ⽉。
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予防
BIOMab EGFRTMは、既知の患者には注意して使⽤する必要があります
ニモツズマブまたは製剤の既知の成分のいずれかに対する過敏症。（配合の他の成
分については説明を参照してください）

禁忌
知られていない。

薬物相互作⽤
ニモツズマブと他の薬剤の併⽤投与の効果
逆は評価されていません。

免疫原性
4つの⽪内からなるサバンナモンキーの免疫毒性研究
アジュバント添加ニモツズマブの⽤量は、最⼤以下の免疫原性応答のみを誘発し、
⾮アジュバントニモツズマブでは免疫原性が低いことを⽰唆している。

ニモツズマブに対する抗イディオタイプ反応を決定するための免疫原性[ヒト抗ヒ
ト抗体（HAHA）]は、臨床試験で最⼤2400mgまでの単回および複数回投与で評価
され、1年間の追跡調査が⾏われました。評価された34⼈の患者のうち、1⼈の患
者だけが反応を⽰しました。
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