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2023 年 2 月 24 日 

アッヴィ、「リンヴォック®錠」（ウパダシチニブ水和物）について、X 線基準を満たさない

体軸性脊椎関節炎に対する成人患者さんの治療薬として、日本における適応追加承

認を取得 

 X 線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎の適応をもつ日本初の JAK 阻害剤 

 X 線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎は 10 代～30 代での発症が多い炎症性疾患 1  

 1 日 1 回投与の経口剤として、患者さんの負担軽減につながる新たな治療選択肢を提供 

 リンヴォック®錠は、本承認により日本における 6 番目の適応追加承認を取得 

 

アッヴィ合同会社（本社：東京都港区、社長 ： ジェームス・フェリシアーノ）は、本日、ヤヌスキナーゼ 

（JAK）阻害剤リンヴォック®錠（一般名：ウパダシチニブ水和物、以下、「リンヴォック」）について、既存

治療で効果不十分な X 線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎（以下、「nr-axSpA」）の成人患者さん

に対する治療薬として適応追加承認を取得しました。リンヴォックは nr-axSpA の適応をもつ日本初の

JAK 阻害剤であり、1 日 1 回投与の経口剤です。本承認取得により、リンヴォックは日本において、関

節リウマチ、関節症性乾癬（乾癬性関節炎）、アトピー性皮膚炎、強直性脊椎炎、潰瘍性大腸炎に続く

6 番目の適応症を得ました。 

 

体軸性脊椎関節炎は、主に脊椎や仙腸関節など体軸骨格が侵される一連の炎症性疾患で、強直性

脊椎炎（以下、「AS」）および nr-axSpA の 2 つに大別されます 2, 3。AS と nr-axSpA の異なる点は X

線画像での所見の有無であり、nr-axSpA 患者さんでは臨床的に X 線画像で仙腸関節の構造的損傷

を示す明確な画像所見が認められません 4。しかしながら、nr-axSpA 患者さんは、疼痛、炎症やこわ

ばりによる身体機能の障害が頻繁にみられ、患者さんの生活の質や健康に重大な負担を及ぼす可

能性があります 5。 



 
 

また、日本における nr-axSpA の有病率は、欧米など他地域と比較して 0.0006%6と低く、国内では稀

な疾患の 1 つとも言えます。 

 

これまで、nr-axSpA に対する治療として、国内では非ステロイド系抗炎症薬（以下、「NSAID」）で効果

不十分となり、より高度な全身治療を必要とする場合、利用可能な生物学的製剤はいずれも皮下投与

でした。リンヴォックは 1 日 1 回投与の経口剤であることから、患者さんの負担軽減につながる新たな治

療選択肢として期待されます。 

 

本承認は、2 種類以上の NSAID で効果不十分又は NSAID に不耐容/禁忌であった活動性の nr-

axSpA の成人患者さんを対象とした、日本を含む国際共同第 III 相試験（M19-944 試験 Study 2）の

結果に基づいています。両試験においてリンヴォック（15mg、1 日 1 回投与）は、プラセボと比較して、

主要評価項目である 14 週時の ASAS40（国際脊椎関節炎評価会（ASAS））基準で 40%の改善）を

達成しました 7。 

 

 

リンヴォック🄬錠 製品概要（下線部：今回の改訂箇所） 

販売名 リンヴォック🄬錠 45mg、同 30mg、同 15mg、同 7.5mg 

一般名 ウパダシチニブ水和物 

効果又は効能 既存治療で効果不十分な下記疾患 

〇関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） 

〇関節症性乾癬 

〇X 線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎 

〇強直性脊椎炎 

〇アトピー性皮膚炎 

〇中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入及び維持療法 

（既存治療で効果不十分な場合に限る） 



 
 

用法及び用量 〈関節リウマチ〉 

通常、成人にはウパダシチニブとして 15mg を 1 日 1 回経口投与する。 

なお、患者の状態に応じて 7.5mg を 1 日 1 回投与することができる。 

〈関節症性乾癬、X 線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎、強直性脊椎炎〉 

通常、成人にはウパダシチニブとして 15mg を 1 日 1 回経口投与する。 

〈アトピー性皮膚炎〉 

通常、成人にはウパダシチニブとして 15mg を 1 日 1 回経口投与する。 

なお、患者の状態に応じて 30mg を 1 日 1 回投与することができる。 

通常、12 歳以上かつ体重 30kg 以上の小児にはウパダシチニブとして

15mg を 1 日 1 回経口投与する。 

〈潰瘍性大腸炎〉 

導入療法では、通常、成人にはウパダシチニブとして 45mg を 1 日 1 回 8 週

間経口投与する。なお、効果不十分な場合はさらに 8 週間投与することがで

きる。 

維持療法では、通常、成人にはウパダシチニブとして 15mg を 1 日 1 回経

口投与する。なお、患者の状態に応じて 30mg を 1 日 1 回投与することがで

きる。 

 

 

体軸性脊椎関節炎（axSpA）について 

体軸性脊椎関節炎は、脊椎に発症し、背部痛、運動制限および構造的損傷を引き起こす慢性の炎症性

疾患です 4。臨床的に強直性脊椎炎（AS）または X 線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎（nr-axSpA）

と定義された 2 つのサブセットで構成されます 4。強直性脊椎炎の患者さんでは、X 線画像で明らかな仙

腸関節の構造的損傷が認められます 4。X 線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎は、臨床的に単純 X

線撮影で仙腸関節の構造的損傷を示す明確な画像所見がないことと定義されます 4。 

 

リンヴォックについて 

アッヴィが自社開発したリンヴォックは、低分子の選択的 JAK 阻害剤で、複数の免疫関連疾患の治療

薬として開発が進められています。本剤は機能的選択性を示し、JAK2 のペアを介してシグナルを伝達



 
 

するサイトカイン受容体と比較して、JAK1 または JAK1/3 を介するシグナル伝達を優先的に阻害します

3。リンヴォックは 2020 年 1 月に、既存治療で効果不十分な関節リウマチの患者さんに対する治療薬と

して日本における製造販売承認を取得しました。また、2021 年 5 月には既存治療で効果不十分な関節

症性乾癬（乾癬性関節炎）、同年 8 月には、既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎、2022 年 5 月

には既存治療で効果不十分な強直性脊椎炎、同年 9 月には既存治療で効果不十分な中等症から重症

の潰瘍性大腸炎の寛解導入及び維持療法の治療薬として、適応追加承認を取得しました。 

 

 

リウマチ領域におけるアッヴィについて 

アッヴィは 20 年以上にわたり、リウマチ性疾患とともに生きる患者さんの治療の向上に取り組んできま

した。革新的な治療を発見し、提供するという当社の長年の取り組みに基づき、より多くのリウマチ性疾

患の患者さんを治療目標達成に導く、有望な新たな経路や標的への理解を深める最先端科学を追求し

ていきます。詳細については AbbVie in rheumatology をご覧ください。 

 
 

アッヴィについて 

アッヴィのミッションは現在の深刻な健康課題を解決する革新的な医薬品の創製と提供、そして未来に

向けて医療上の困難な課題に挑むことです。患者さん一人ひとりの人生を豊かなものにするため次の

主要領域に取り組んでいます。免疫疾患、がん、精神・神経疾患、アイケア、ウイルス、ウイメンズヘル

ス、消化器疾患、さらにアラガンエステティクスポートフォリオの製品・サービスです。アッヴィの詳細につ

いては、www.abbvie.com をご覧ください。Twitter アカウント@abbvie、Facebook、 Instagram、

YouTube や LinkedIn でも情報を公開しています。 

 

日本においては、1,500 人を超える社員が、医療用医薬品の開発、輸入、製造販売に従事しています。 

免疫疾患、肝疾患、精神・神経疾患、がんの各領域を中心に、患者さんの人生を豊かにしたいと願い、 

日々の業務に取り組んでいます。詳しくは、www.abbvie.co.jp をご覧ください。Facebook や YouTube

でも情報を公開しています。 

 

 

 

https://www.abbvie.com/our-science/therapeutic-focus-areas/immunology/immunology-focus-areas/rheumatology.html.
https://www.abbvie.com/
https://twitter.com/abbvie
https://www.facebook.com/AbbVieGlobal
https://www.instagram.com/abbvie/
https://www.youtube.com/user/AbbVie
https://www.linkedin.com/company/abbvie
https://www.abbvie.co.jp/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAbbVieJapan%2F&data=05%7C01%7Cekumazawa%40abbvie.com%7C800220c6de2d47537e1608daef7253d5%7C6f4d03de95514ba1a25bdce6f5ab7ace%7C0%7C0%7C638085571552674823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YjfOT8z4JBBk52%2Fe%2Fig3HWXGUxX%2FRUnbIyLd7Pq%2B9B4%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fc%2FAbbVieJapan&data=05%7C01%7Cekumazawa%40abbvie.com%7C800220c6de2d47537e1608daef7253d5%7C6f4d03de95514ba1a25bdce6f5ab7ace%7C0%7C0%7C638085571552674823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Emvz7yC1ND63PsSMKtzEWmcbGkJc6Rhd6UJkFyeHuLk%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fc%2FAbbVieJapan&data=05%7C01%7Cekumazawa%40abbvie.com%7C800220c6de2d47537e1608daef7253d5%7C6f4d03de95514ba1a25bdce6f5ab7ace%7C0%7C0%7C638085571552674823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Emvz7yC1ND63PsSMKtzEWmcbGkJc6Rhd6UJkFyeHuLk%3D&reserved=0
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アッヴィ合同会社 広報部   
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