
は じ め に

血液がん患者が新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）に罹患した場合，一般成人と比べて

重症化リスクが高いことが報告されている 1）。新型

コロナウイルスワクチンの接種は全国民に広く推奨

されているが，急性白血病や悪性リンパ腫などは疾

患の進行が速く，治療開始のタイミングが遅れるこ

との不利益が大きいことから，ワクチン接種のタイ

ミングが難しい場面も多く，さらに治療やがん種に

よってワクチンによる免疫の獲得が十分ではない可

能性が報告されている 2）3）。また，造血細胞移植後

の一定期間はワクチン接種後の免疫応答が不十分で

ある可能性がある 4）。実際，本邦における研究で

は，抗 CD20 抗体の治療を受けた日本人 B 細胞リ

ンパ腫の患者において，ワクチン接種後 9 カ月間は

免疫の獲得が得られない患者が多く，長期に免疫が

抑制されることが報告されている 5）6）。これらの患

者には，ワクチンによる能動免疫に加えて，新たな

選択肢として受動免疫を補充する中和抗体薬が必要

であり，その開発が進められてきた。

SARS-CoV-2 による感染症の治療及び免疫不全の

患者を対象とした曝露前の発症抑制に対する中和抗

体薬であるチキサゲビマブ/シルガビマブ（エバシェ

ルドⓇ筋注セット，以下「本剤」）が 2022 年 8 月 30

日に特例承認された。当面の間は，免疫不全の患者

に安定した投与機会を提供するため，一般流通は行

わず，厚生労働省が所有した上で，本剤特有の効能

である発症抑制目的での投与についてのみ，薬剤が

無償で配分される。本剤の配分を希望する医療機関

は，都道府県に申し出，順次「エバシェルド登録セ

ンター」に登録され，対象者への投与分を都度発注

する 7）。2022 年 9 月 14 日より本剤の供給が開始さ

れ，多くの血液がん患者に投与が開始されている。
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● 要旨

　SARS-CoV-2 による感染症の治療及び曝露前の発症抑制に対する中和抗体薬であるチキサゲビ
マブ及びシルガビマブが 2022 年 8 月 30 日に特例承認された。新型コロナウイルスワクチンを
接種しても十分に免疫応答が得られない血液がん等の患者が日常生活を取り戻すための一助とな
ることが期待される。
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1．製法・作用機序

チキサゲビマブ及びシルガビマブは，SARS-

CoV-2 感染症からの回復期にある患者の B 細胞に

由来する 2 種類のヒト免疫グロブリン G1 κモノク

ローナル抗体であり，免疫グロブリン重鎖定常領域

（Fc 領域）に YTE 置換（M252Y/S254T/T256E の

アミノ酸置換）を導入することにより，胎児性 Fc

受容体（FcRn）に対する抗体の親和性が高まり，

抗体の再循環が促進され，半減期が延長する。ま

た，Fc 領域に TM 置換（L234F/L235E/P331S のア

ミノ酸置換）を導入することにより，FcγR 及び補

体 C1q への結合が減少し，COVID-19 の病態に寄与

する可能性がある抗体依存性感染増強（ADE）及

び免疫応答の不適切な活性化のリスクが制限されて

いる。

チキサゲビマブ及びシルガビマブは，SARS-

CoV-2 スパイクタンパク質の受容体結合ドメイン

（RBD）上の各抗体が互いに重複しない部位に同時

に結合し，SARS-CoV-2 に対する中和作用を示し，

ウイルスの宿主細胞への侵入を阻害することで効果

を発揮する（図 1）。

2．効能又は効果

本剤の効能又は効果は，SARS-CoV-2 による感染

症及びその発症抑制である。

SARS-CoV-2 による感染症の予防の基本はワクチ

ンによる予防であり，本剤はワクチンに置き換わる

ものではない。また，当面の間は，曝露前の発症抑

制目的での投与に限定され，投与対象となる

「SARS-CoV-2 による感染症に対するワクチン接種

が推奨されない者又は免疫機能低下等により

SARS-CoV-2 による感染症に対するワクチン接種で

十分な免疫応答が得られない可能性がある者に投与

すること。」の範囲については，日本感染症学会の

「COVID-19 に対する薬物治療の考え方 第 14.2 版」

（2022 年 9 月 30 日） 8）を踏まえ，以下のとおりとさ

れている 7）。なお，SARS-CoV-2 による感染症患者

の濃厚接触者は除外されており，曝露後の発症抑制

目的で使用することはできない。

・ 抗体産生不全あるいは複合免疫不全を呈する原発性
免疫不全症の患者

・ B 細胞枯渇療法（リツキシマブ等）を受けてから 1
年以内の患者

・ ブルトン型チロシンキナーゼ阻害薬を投与されてい
る患者

・キメラ抗原受容体 T 細胞レシピエント
・ 慢性移植片対宿主病を患っている，又は別の適応症

のために免疫抑制薬を服用している造血細胞移植後
のレシピエント

・積極的な治療を受けている血液悪性腫瘍の患者
・肺移植レシピエント
・ 固形臓器移植（肺移植以外）を受けてから 1 年以内

の患者
・ 急性拒絶反応で T 細胞又は B 細胞枯渇剤による治

療を最近受けた固形臓器移植レシピエント
・ CD4 T リンパ球細胞数が 50 cells/μL 未満の未治療

の HIV 患者

図 1　作用機序

（678）
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さらなる詳細については，日本血液学会及び日本

造血・免疫細胞療法学会より，投与タイミングに係

わるガイダンスが示されている 9）10）。

なお，SARS-CoV-2 による感染症の治療では，重

症化リスク因子を有し，酸素投与を要しない患者に

投与する。

3．用法及び用量

〈SARS-CoV-2 による感染症の発症抑制〉

通常，成人及び 12 歳以上かつ体重 40 kg 以上の

小児には，チキサゲビマブ及びシルガビマブとして

それぞれ 150 mg を併用により筋肉内注射する。な

お，SARS-CoV-2 変異株の流行状況等に応じて，チ

キサゲビマブ及びシルガビマブとしてそれぞれ 300 

mg を併用により筋肉内注射することもできる。

そのため，本剤の用法及び用量は SARS-CoV-2

変異株の流行状況等を踏まえて選択する必要がある

が，omicron 株（B.1.1.529/BA.4 系統及び BA.5 系

統）については，本剤の有効性が減弱するおそれが

あることから，これらの変異株の流行期において

は，チキサゲビマブ及びシルガビマブとしてそれぞ

れ 300 mg とすることが基本となる。

〈SARS-CoV-2 による感染症〉

通常，成人及び 12 歳以上かつ体重 40 kg 以上の

小児には，チキサゲビマブ及びシルガビマブとして

それぞれ 300 mg を併用により筋肉内注射する。

なお，本剤は各製剤 300 mg（各 3 mL）と投与量

が比較的多いため，各製剤を混和せず別々のシリン

ジに抜き取り，左右の臀部に逐次筋肉内注射するこ

とに注意を要する。

4．臨床試験における有効性

1）海外第Ⅲ相曝露前予防試験
　 （PROVENT 試験）

SARS-CoV-2 による感染症に対するワクチンの効

果が不十分と考えられる若しくは接種が推奨されな

い，又は SARS-CoV-2 の感染リスクが高い場所若

しくは状況に置かれる 18 歳以上の被験者を対象と

したプラセボ対照無作為化二重盲検並行群間比較試

験 11）において，本剤 300 mg（チキサゲビマブ 150 

mg 及びシルガビマブ 150 mg を逐次投与）又はプ

ラセボを単回筋肉内投与した。主要評価項目は，治

験薬投与後 183 日目までの SARS-CoV-2 による感

染症の症状の発現，かつ RT-PCR 陽性の確認（イ

ベント）に基づく相対リスク減少率［（1 －本剤群

のイベント発現割合 / プラセボ群のイベント発現割

合）× 100］であった。

主要解析（投与後追跡期間の中央値は本剤群及び

プラセボ群ともに 83 日）では，ベースライン時の

SARS-CoV-2 の RT-PCR 検査が陰性又は欠測の被

図 2　初発の SARS-CoV-2 による感染症の症状の発現（PROVENT 試験：主要解析）
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解析対象集団：主要解析のデータカットオフ時点における FPAS
　　　　　　　（最大の曝露前解析対象集団）
追跡期間中央値：本剤 300 mg 群 83 日，プラセボ群 83 日
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験者（FPAS）において，イベント発現割合は本剤

群 0.2％（8/3441 例），プラセボ群 1.0％（17/1731

例）であり，相対リスク減少率は 76.73％（95％信

頼区間：46.05％，89.96％）であった（p ＜ 0.001）

（図 2）。

より長期間の有効性を検討するために行った追加

解析（投与後追跡期間の中央値は本剤群及びプラセ

ボ群ともに 196 日）では，FPAS において，イベン

ト発現割合は本剤群 0.3％（11/3441 例），プラセボ

群 1.8％（31/1731 例）であり，相対リスク減少率

は 82.80％（95％信頼区間：65.79％，91.35％）で

あった（p ＜ 0.001）。この結果は主要解析の結果と

一貫しており，本剤 300 mg 群の有効性は持続的で

あり，6 カ月以上維持されたことが示された。

さらに補足的解析として，RT-PCR 検査で陽性が

確認された初発の SARS-CoV-2 による感染症の症

状（イベント）発現までの期間の Kaplan-Meier 曲

線を作成し，Cox 比例ハザードモデルによる解析を

実施した。イベント発現までの期間は，プラセボ群

と比較して本剤 300 mg 群で長かった（ハザード比

＝ 0.17［95％信頼区間：0.08，0.33］，p ＜ 0.001，

log-rank 検定）（図 3）。

2）海外第Ⅲ相曝露後予防試験
　 （STORM CHASER 試験）

SARS-CoV-2 感染者と接触した可能性があり，

SARS-CoV-2 による感染症を発症するリスクがある

18 歳以上の被験者を対象としたプラセボ対照無作

為化二重盲検並行群間比較試験において，本剤 300 

mg（チキサゲビマブ 150 mg 及びシルガビマブ 150 

mg を逐次投与）又はプラセボを単回筋肉内投与し

た。主要評価項目は，治験薬投与後 183 日目まで

の SARS-CoV-2 による感染症の症状の発現，かつ

RT-PCR 陽性の確認（イベント）に基づく相対リス

ク減少率［（1 －本剤群のイベント発現割合 / プラ

セボ群のイベント発現割合）× 100］であった。

主要解析（投与後追跡期間の中央値は本剤群 49

日，プラセボ群 48 日）では，全体集団（FAS）に

おいて，イベント発現割合は本剤群 3.1％（23/749

例），プラセボ群 4.6％（17/372 例）であり，相対

リスク減少率は 33.31％（95％信頼区間：－ 25.92

％，64.68％）であった（p ＝ 0.212）。本剤 300 mg

群はプラセボ群と比較して統計学的に有意な有効性

は認められなかったことから，SARS-CoV-2 による

感染症患者の濃厚接触者は本剤の投与対象からは除

外されている。

図 3　初発の症状発現までの期間の Kaplan-Meier 曲線（PROVENT 試験：補足的解析）
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3）国際共同第Ⅲ相外来治療試験
　 （TACKLE 試験）

18 歳以上の SARS-CoV-2 による感染症患者を対

象としたプラセボ対照無作為化二重盲検並行群間比

較試験 12）において，本剤 600 mg（チキサゲビマブ

300 mg 及びシルガビマブ 300 mg を逐次投与）又

はプラセボを単回筋肉内投与した。主要評価項目

は，ベースライン時に入院しておらず，症状発現か

ら 7 日以内に治験薬を投与した被験者（mFAS）に

おける治験薬投与後 29 日目までの SARS-CoV-2 に

よる感染症の重症化又は理由を問わない死亡の発現

（イベント）に基づく相対リスク減少率［（1 －本剤

群のイベント発現割合 / プラセボ群のイベント発現

割合）× 100］であった。

主要解析（投与後追跡期間の中央値は本剤群及び

プラセボ群ともに 84 日）では，イベント発現割合

は本剤群 4.4％（18/407 例），プラセボ群 8.9％

（37/415 例）であり，相対リスク減少率は 50.49％

（95％信頼区間：14.56％，71.31％）であった（p

＝ 0.010）。mFAS における日本人は 9 例（本剤 600 

mg 群 6 例，プラセボ群 3 例）であり，いずれの被

験者でもイベントは認められなかった。

事前に規定した付加的な解析による，プラセボ群

と比較した SARS-CoV-2 による感染症の重症化又

は理由を問わない死亡の期間別の相対リスク減少率

は，症状発現後 3 日以内に投与を受けた被験者で

88.01％，症状発現後 5 日以内に投与を受けた被験

者で 66.93％，症状発現後 7 日以内に投与を受けた

被験者で 50.49％であり，症状発現後早期に本剤

600 mg を投与された被験者で，最大の治療ベネ

フィットが認められた。

5．変異株に対する有効性

臨床試験（PROVENT 試験）においては，delta

株（B.1.617.2 系統）流行期までの臨床的有効性が

確認されている。その後流行した Omicron 株

（B.1.1.529 系 統 ） の う ち，BA.1，BA.1.1 及 び

BA.2 系統の臨床分離株に対して，チキサゲビマブ

及びシルガビマブ併用の中和活性の 50％有効濃度

（EC50）はそれぞれ野生型の 12 ～ 30，176 及び 5.4

倍であった。また，BA.1，BA.1.1，BA.2，BA.2.12.1，

BA.3 及び BA.4/BA.5 系統のスパイクタンパク質の

主要変異を有するシュードウイルス粒子に対して，

チキサゲビマブ及びシルガビマブ併用の中和活性の

EC50 はそれぞれ野生型の 132 ～ 183，424，3.2，

5，16 及び 33 ～ 65 倍であった。米国立衛生研究所

（National Institutes of Health：NIH）の COVID-19

治療ガイドラインでは，BA.1，BA.1.1，BA.4 及び

BA.5 系統に対して，in vitro での中等度の感受性の

低下が認められるが，予想される臨床的活性は

Active とされている 13）。

米国では 2021 年 12 月に緊急使用許可を取得し，

omicron 流行期間中に本剤の使用が開始されている

が，ワクチンの追加接種後に抗体反応がみられな

かった血液がん患者 37 例のサブグループ中 25 例

に曝露前予防として本剤を投与したレトロスペク

ティブ研究においては，本剤投与群では COVID-19

感染は認められなかったのに対し，本剤を投与しな

かった 12 例では，3 例が感染，1 例が死亡してお

り，少数ながら omicron 株流行期の臨床的有効性

も報告されている 14）。また，イスラエルにおいて，

omicron 株流行期に主に血液がん患者を含む免疫不

全状態の患者に曝露前予防として本剤を投与した

データベース研究では，COVID-19 感染は本剤を投

与していない群では 308/4,299 例（7.2％）であった

のに対し，本剤投与群では 29/825 例（3.5％）と，

感染リスクは約半分に減少し（OR：0.51，95％ CI：

0.30-0.84），入院及び死亡のリスクは 92％減少する

ことが報告されている（OR：0.08，95％ CI：0.01-

0.54） 15）。しかしながら，米国では BQ.1 及び BA.4.6

などの新たな系統が報告されており，引き続き変異

株の流行状況を注視していく必要がある 16）。

6．安　全　性

1）重大な副作用

アナフィラキシーを含む重篤な過敏症（頻度不

明 ） が 設 定 さ れ て い る。 海 外 第 Ⅲ 相 試 験

（PROVENT 試験及び STORM CHASER 試験）の

注目すべき有害事象として集計されたアナフィラキ

シー及びその他の重篤な過敏症反応の発現割合は，

本剤群 0.1％未満（1/4,210 例），プラセボ群 0％

（0/2,108 例）であった。国際共同第Ⅲ相試験

（TACKLE 試験）では，該当の事象は認められな

かった。本剤群の 1 例に発現したアナフィラキシー

は，治験実施計画書で規定したアナフィラキシーの

基準に合致していなかった。しかしながら，アナ

（681）



　　診療と新薬・第 59 巻　第 11 号（2022 年 11 月）　　26

フィラキシーを含む重篤な過敏症があらわれること

があるので，アナフィラキシーショック，アナフィ

ラキシーに対する適切な薬物治療（アドレナリン，

副腎皮質ステロイド薬，抗ヒスタミン薬等）や緊急

処置を直ちに実施できるようにしておくことが重要

であり，投与終了後も症状のないことを確認する必

要がある。

2）その他の副作用

海外第Ⅲ相試験（PROVENT 試験及び STORM 

CHASER 試験）の注目すべき有害事象として集計

された注射部位反応の発現割合は，本剤群 2.0％

（86/4,210 例），プラセボ群 1.9％（40/2,108 例）で

あった。国際共同第Ⅲ相試験（TACKLE 試験）で

は，本剤群 3.1％（14/452 例），プラセボ群 2.9％

（13/451 例）に認められた。

お　わ　り　に

新型コロナウイルス感染症は，数度にわたる流行

の波を繰り返しながらいまだ収束の気配なく流行が

続いている。今般，本邦で投与が開始された曝露前

の発症抑制に対する適応を有するチキサゲビマブ及

びシルガビマブは，新型コロナウイルスワクチンを

接種しても十分に免疫応答が得られない方々が日常

生活を取り戻すための一助となることが期待されて

いる。本剤の投与が先行した海外では，omicron 株

の流行期において，血液がん患者等の免疫抑制状態

の患者での COVID-19 感染の減少などのインパク

トが報告されている。本邦において本剤の投与対象

となる免疫抑制状態の患者は約 16 万人と推定され

ており，国と連携して本剤を必要とするこれらのす

べての患者にお届けする供給体制を整えている。

次の感染拡大に備えて，本邦における新型コロナ

ウイルスワクチン接種率の更なる増加に加えて，免

疫不全の患者における追加の予防策として本剤が活

用されることが期待される。
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