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本資料は、米国イーライリリーが 2023年 3月 8日（米国現地時間）に発表したプレスリリースを日本語に翻

訳したもので、内容および解釈については原本である英語が優先されます。なお、適応症と安全性重要情報

など一部情報は海外のもので、日本の情報ではありません。また、日本の法規制などの観点から一部、削

除、改変または追記している部分があります。https://www.lilly.com/news/をご参照ください。 

 

リリー、プレクリニカル期のアルツハイマー病を対象とした 

ソラネズマブ A4試験における最新情報を提供 
 
⚫ ソラネズマブは、プレクリニカル期のアルツハイマー病の認知機能低下を遅延させないこと、症候性アル

ツハイマー病への進行リスクを低下させないことが、A4試験の結果から示されました。 

⚫ ソラネズマブは可溶性アミロイドβを標的としますが、ソラネズマブの投与により脳内アミロイドプラークは
除去されませんでした。 

⚫ リリーは、引き続き、脳内アミロイドプラーク除去をメカニズムに持つ、現在第III相試験実施中の
donanemabやremternetug等によりアルツハイマー病に対する薬剤開発に貢献していきます。 

 

2023年3月8日米国インディアナポリス－イーライリリー・アンド・カンパニー（以下、リリー）は3月8日、プレクリ

ニカル期のアルツハイマー病（Alzheimer’s disease：AD）で、アミロイドプラークを有するが臨床症状を伴わな

い被験者において、ソラネズマブの投与開始によりADの病理に起因する認知機能低下の遅延は認められな

かったと発表しました1。ソラネズマブは可溶性アミロイドβのみを標的とします。無症候性のアルツハイマー病

に対する抗アミロイド療法（A4）試験において、本剤の投与を受けた被験者では、プラークの除去やアミロイド

蓄積の抑制は認められませんでした。 

 

リリーのグローバルブランド開発部門のソラネズマブ責任者であるJohn Simsは次のように述べています。「A4

試験の主要評価項目および副次的評価項目は達成されませんでした。したがって、A4試験はソラネズマブの

臨床開発を結論づけるものとなり、この機序を介して可溶性アミロイドβを標的とすることは、この集団には有効

でないことを示唆しています。本試験の結果は望ましいものではありませんでしたが、得られた独自のデータに

より、プレクリニカル期のADに対する理解が深まり、次世代のAD予防の研究が進むと期待されます。原データ

と解析結果は、米国国立衛生研究所（National Institutes of Health：NIH）が出資するアルツハイマー病臨床

試験コンソーシアムとの官民連携を通じて、研究者が広く利用できるようになります。これらのデータは、リリー

およびその他の医薬品開発者が、アルツハイマー病を標的とする他の潜在的な薬剤の臨床試験デザインを構

築する際の参考にすることができます。」 
 

2013年に開始したA4試験は、PET画像による脳内アミロイドプラーク蓄積の所見があるが、臨床的に記憶障

害が認められない65～85歳の1,100例を超える被験者を登録した世界初の二次予防の試験でした。被験者を

ソラネズマブ群とプラセボ群に無作為に割り付け、約4、5年間投与しました。 

 

ソラネズマブは可溶性アミロイドβ蛋白にのみ結合しますが、沈着したアミロイドプラークを有意に除去すること

はないと考えられました。現在リリーが第III相試験で開発中である、他の抗体医薬品のdonanemabおよび

remternetugは、沈着したアミロイドプラークを特異的に標的とし、投与を受けた被験者においてプラークのクリ

アランスをもたらすことが示されている点で、ソラネズマブとは異なります。 

 

現在、650万人を超える米国人がアルツハイマー病による認知症に罹患しており2、科学者らはこの数が2050
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年までにほぼ3倍になると予想しています3。米国で2000万人超、全世界で約3億1500万人が、アルツハイマー

病の初期段階であるプレクリニカル期のADを発症していると推定されています4, 5。 

 

試験の二重盲検期間中の結果は以下のとおりです。 

 

 ソラネズマブは、主要評価項目であるPreclinical Alzheimer Cognitive Composite（PACC）による認知

機能低下を遅延させませんでした［平均変化量（95%CI）：プラセボ -1.4（-1.76, -1.04）、ソラネズマブ -

1.69（-2.13, -1.26）、p値 0.26］。PACCは、プレクリニカル期のADに関連する認知機能低下の状態を評

価するために開発されたものであり、エピソード記憶、時間的実行機能、および全般的認知機能の評価

を、等しく重み付けされた複合指標です。  

 

 副次的評価項目の結果は主要評価項目と一致しており、プラセボの方がソラネズマブよりも数値的に良

好でした。 

 

 プレクリニカル期のADの段階から開始した被験者の36.1%がClinical Dementia Rating-Global Scale 

（CDR-GS）で疾患進行となりました（CDRの全般スコアが連続2回の来院または最終来院で0を超える

と定義）。CDR-GSは、臨床医が評価する尺度であり、被験者のADの臨床的病期の全般的評価が可能

です。ソラネズマブ群とプラセボ群における疾患の進行率は同程度でした。 

 

 アミロイドPET画像では、アミロイドはプラセボ群［ベースラインで65.9（Centiloid 単位）、17.5（Centiloid 

単位）の増加］とソラネズマブ群［ベースラインで66.2（Centiloid 単位）、12.1（Centiloid 単位）の増加］の

両方で経時的な蓄積が持続しました。 

 

 ベースラインのアミロイド値が高いことは、症候性アルツハイマー病への進行リスクが高いことと強く関連

していました（p値<0.001）。 

 

 ソラネズマブ群とプラセボ群はベースラインでは均衡がとれており、結果は複数の解析方法やモデルで一

致していました。 

 

 A4試験の安全性に関する結果は、これまでのソラネズマブの第III相試験で観察された安全性プロファイ

ルと一致していました。アミロイド関連画像異常－浮腫／滲出液（ARIA-E）はまれであり、投与群とプラセ

ボ群で同様でした。 

 

ハーバード医科大学院ブリガム・アンド・ウィメンズ病院の神経内科医であり、A4試験プロジェクトの責任者でも

あるReisa Sperling医学博士は、次のように述べました。「これらの知見は、アミロイドがADのプレクリニカル期

における認知機能低下の主な要因であることを示しています。残念ながら、ソラネズマブは、脳内のアミロイド

プラーク量に実質的な影響を及ぼさず、認知機能低下を遅延させませんでした。これらのデータは、疾患が非

常に初期の段階であっても、より積極的にアミロイド除去を行う必要があるという可能性を示唆しています。こ

の重要な試験に長年にわたり献身的に取り組んできた被験者の皆さん、スタディパートナー、実施医療機関の

治験責任医師およびスタッフ、ならびにスタディチーム全体に対して、非常に感謝しています。ADによる認知機

能低下を予防するためには、進行中および将来の試験に情報を提供できるよう、可能な限りの知見を得ること

が不可欠です。」 
 

A4試験は、米国国立老化研究所（米国国立衛生研究所の一部）、リリー、アルツハイマー病協会、GHR基金、

米国国立衛生研究所財団、その他の組織および後援者から研究助成を受けた画期的な官民連携です。A4試

験は、南カリフォルニア大学ケック医学校のアルツハイマー病治療研究所（ATRI）によってコーディネートされ

ているアルツハイマー病臨床試験コンソーシアム（ACTC）のプロジェクトです。 

 

本試験の結果は、今年後半に開催される学会で全面的に開示する予定です。 

以上 

 

A4試験について 

無症候性のアルツハイマー病に対する抗アミロイド療法（A4）試験は、65～85歳の男女のプレクリニカル期の

ADの方（すなわち、PETアミロイド画像により脳内にアミロイドの病理所見が認められ、臨床的に記憶障害は
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ないが認知機能低下のリスクが高い方）を対象とした、第III相二重盲検プラセボ対照比較試験です。 

 

A4試験では、ソラネズマブがADに関連する認知機能低下、脳画像検査、およびその他のバイオマーカーの進

行を遅延させることができるかどうかを約4、5年間にわたり検討しました。本試験には、米国、日本、カナダ、オ

ーストラリアの67施設で1,100例を超える被験者が登録されました。 

 

イーライリリー・アンド・カンパニーについて  

イーライリリー社は、世界中の人々の生活をより良いものにするためにケアと創薬を結び付けるヘルスケアに

おける世界的なリーダーです。イーライリリー社は、1世紀以上前に、真のニーズを満たす高品質の医薬品を

創造することに全力を尽くした 1人の男性によって設立され、今日でもすべての業務においてその使命に忠実

であり続けています。世界中で、イーライリリー社の従業員は、それを必要とする人々の人生を変えるような医

薬品を開発し届けるため、病気についての理解と管理を向上させるため、そして慈善活動とボランティア活動を

通じて地域社会に利益を還元するために働いています。 

イーライリリー社の詳細については https://www.lilly.comおよび https://www.lilly.com/newsをご覧ください。 

 

日本イーライリリーについて 

日本イーライリリー株式会社は、米国イーライリリー・アンド・カンパニーの日本法人です。人々がより長く、より
健康で、充実した生活を実現できるよう、革新的な医薬品の開発・製造・輸入・販売を通じ、がん、糖尿病、筋
骨格系疾患、中枢神経系疾患、自己免疫疾患、成長障害、疼痛、などの領域で日本の医療に貢献していま
す。詳細はウェブサイトをご覧ください。https://www.lilly.co.jp 
 
Lilly Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements  
This press release contains forward-looking statements (as that term is defined in the Private Securities 
Litigation Reform Act of 1995) about A4 Study results, the conclusion of Lilly’s clinical development of 
solanezumab, and regarding other Lilly product candidates, and reflects Lilly’s current beliefs and ex-
pectations. However, there are substantial risks and uncertainties in the process of drug research, de-
velopment, and commercialization. For a discussion of risks and uncertainties that could cause actual 
results to differ from Lilly’s expectations, see Lilly’s Form 10-K and Form 10-Q filings with the United 
States Securities and Exchange Commission. Except as required by law, Lilly undertakes no duty to 
update forward-looking statements to reflect events after the date of this release.                  
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