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好酸球性食道炎試験，好酸球性胃腸炎試験  

候補患者ご紹介のお願い 

 

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社では現在，治験薬 CC‐93538 を使用した好酸球性食道炎

の患者さんを対象とした国際共同第Ⅲ相試験，および日本人好酸球性胃腸炎の患者さんを対象とし

た日本単独第Ⅲ相試験を実施しております。 

つきましては，「1. 治験の概要」をご覧いただき，先生方のご施設に本治験にご参加頂ける可能性

のある患者さんがいらっしゃる場合には，以下の【連絡方法】をご参照の上，ブリストル･マイヤ

ーズ スクイブ株式会社 臨床開発部門へ Email でご連絡頂けましたら幸甚に存じます。 

 

【連絡方法】 

Email 件名：好酸球性食道炎試験/好酸球性胃腸炎試験 患者紹介連絡 

Email 宛先アドレス：MG-CC-93538-EG-001-JP-OPS@bms.com 

Email 本文：先生のお名前，医療機関名，Email アドレス 

※ 患者さんの個人情報は，個人情報保護の観点から記載しないようお願い申し上げます。 

 

上記でご連絡を頂きましたら，ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社窓口担当者より，ご紹介

可能な近隣の実施医療機関及び連絡方法等を Email にてご案内させていただきます。 

ご紹介可能な実施医療機関がない場合等，試験に参加いただけない場合がございます。 

予めご了承ください。 
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１．治験の概要 

区分 
好酸球性食道炎患者対象試験 

 (CC-93538-EE-001) 
好酸球性胃腸炎患者対象試験 

 (CC-93538-EG-001) 

治験薬 

治験薬 CC-93538 は、高親和性の遺伝子組み換えヒト化中和モノクローナル抗体であ

り、好酸球性食道炎（EoE）や好酸球性胃腸炎（EGE）の 2 型炎症特性の免疫病原性

において重要な役割を持つことが示されているインターロイキン 13（IL-13）に対し

高い選択性を有する。 
デザイン スクリーニング期：4 週間 

治験薬導入期：24 週間 
治験薬投与維持期：24 週間 
フォローアップ期間：16 週間 
 
 
 導入期：CC-93538 として 360mg も

しくはプラセボを週 1 回皮下投与 
 維持期：CC-93538 として 360mg を

週 1 回又は 2 週に 1 回、もしくはプ

ラセボを週 1 回皮下投与 
 
本治験を完了した被験者は、後に続く任

意のオープンラベル長期継続投与

（OLE）試験に移行することができる。 

スクリーニング期：4 週間 
治験薬導入期：16 週間 
治験薬投与維持期：32 週間 
オープンラベル長期投与期：最短 2 年間 
フォローアップ期間：16 週間 
 
 導入期：CC-93538 として 360mg もし

くはプラセボを週 1 回皮下投与 
 維持期：CC-93538 として 360mg を週

1 回又は 2 週に 1 回、もしくはプラセ

ボを週 1 回皮下投与 
 オープンラベル長期継続投与期：CC-

93538 として 360mg を週 1 回皮下投

与 
 

フェーズ Ⅲ相 Ⅲ相 
主要 
目的 

導入期 24 週における嚥下障害の改善な

らびに食道組織内好酸球数の減少につい

て、CC-93538 の有効性をプラセボと比

較し評価すること 

導入期 16 週における，胃十二指腸組織内

好酸球数に基づき得られる組織学的改善

による CC-93538 の有効性をプラセボと比

較し評価すること 
主な 
選択基準 

1. 12〜75 歳，かつ体重 40 kg 以上の患

者。 

2. EoE に対する抗炎症治療（コルチコ

ステロイド等）を受けていないとき

の⾷道（近位、中位、遠位）内の 2 

つのレベルにおいて、EoE の組織学

的所見が認められる患者（hpf あた

りの好酸球数の最高値が≥15）。 

3. 初回投与 前の連続する 2 週間（14 日

間）にわたり記⼊した嚥下障害に関

する患者症状日誌を用いた評価によ

り、嚥下障害症状が 4 日以上ある患

者。 

4. PPI 投与による十分な治療歴を有す

1. 12〜75 歳，かつ体重 30 kg 以上で，治

験登録の 3 ヵ月以上前に EGE と診断

された患者。 

2. EGE に対する安定した基礎治療中、

EGE の組織学的なエビデンスとして

少なくとも胃内 5 hpf の好酸球数が 30 

eos/hpf 以上及び／又は少なくとも十

二指腸内 3 hpf で 30 eos/hpf 以上であ

る患者。 

3. 初回投与 前の連続する 2 週間に収集

する出雲スケールにより評価した胃

痛、胃もたれ及び／又は下痢症状項

目のいずれかの毎週の症状スコアが 

4/15 以上の患者。 
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る必要があり、EoE に対する完全奏

効が得られなかったか、継続治療で

症状が消失していない患者。 

4. 初回スクリーニング来院時から治験

期間を通して、常に安定した食事法

を維持することに同意した患者。さ

らに、初回スクリーニング来院の 4 

週間以上前から安定した食事法を維

持し、かつ治験参加中に食事法を変

更しないことに同意した患者。 
 

主な 
除外基準 

1. 本治験の組織学的検査、内視鏡検査

及び臨床症状の評価項目に干渉する

又は影響を及ぼす可能性があるその

他の疾患の臨床的所見又は内視鏡検

査所見を有する患者。（ロサンゼル

ス分類でグレード B 以上のびらん性

食道炎、バレット食道、炎症性腸疾

患、好酸球性胃腸炎，等） 
2. 食道静脈瘤、活動性ヘリコバクタ

ー・ピロリ感染、進行中の感染症を

有する患者（B 型肝炎、C 型肝炎、

ヒト免疫不全ウイルス［HIV］、結

核等）が確認されている患者。 
3. 現在全身性又は嚥下局所経口剤のコ

ルチコステロイド投与を受けている

患者で，今後も継続投与が必要な患

者。 
4. 妊婦，授乳婦 
5. 5 年以内に、がん又はリンパ増殖性

障害の既往歴がある患者。（ただ

し，治療に成功した非転移性の皮膚

扁平上皮がん、基底細胞がん、又は

適切に治療された子宮頚部上皮内が

んを除く） 
 

1. 治療を必要とする腹水又は症候性の

腹水がある患者。 
2. 炎症性腸疾患、アカラシア又は食道

の手術の病歴がある患者。 
3. 胃及び／又は十二指腸の好酸球増加

症の他の原因を有する患者。又は好

酸球性多発血管炎性肉芽腫症

（EGPA）を有する患者。 
4. 妊婦，授乳婦 
5. 5 年以内に，がん又はリンパ増殖性障

害の既往歴がある患者。（ただし，

治療に成功した非転移性の皮膚扁平

上皮がん、基底細胞がん、又は適切

に治療された子宮頚部上皮内がんを

除く） 
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２．実施医療機関所在地 

区分 
好酸球性食道炎患者対象試験 

 (CC-93538-EE-001) 
好酸球性胃腸炎患者対象試験 

 (CC-93538-EG-001) 

東北 
秋田県秋田市 
山形県山形市 

青森県弘前市 
秋田県秋田市 
山形県山形市 

関東 

群馬県前橋市 
群馬県渋川市 
東京都港区 
東京都文京区 
東京都世田谷区 
東京都新宿区 
神奈川県 

群馬県前橋市 
群馬県渋川市 
東京都港区 
東京都文京区 
東京都世田谷区 

中部 
新潟県新潟市中央区 
愛知県名古屋市瑞穂区 

新潟県長岡市 
新潟県新潟市中央区 
愛知県名古屋市中川区 
愛知県名古屋市瑞穂区 

近畿 
大阪府大阪市阿倍野区 
兵庫県神戸市中央区 
兵庫県西宮市 

大阪府大阪市阿倍野区 
兵庫県神戸市中央区 
兵庫県西宮市 
兵庫県姫路市 

中国 岡山県岡山市 広島県広島市南区 

九州 － 
福岡県北九州市小倉北区 
長崎県長崎市 
鹿児島県鹿児島市 

 

３．連絡窓口 

ブリストル･マイヤーズ スクイブ株式会社 臨床開発部門 

Email: MG-CC-93538-EG-001-JP-OPS@bms.com 

 

 

先生方から頂きました情報につきましては，ブリストル・マイヤーズ スクイブ社の個人情報保護ポ

リシーに従って管理いたします。 

Privacy Notice Center - Bristol Myers Squibb (bms.com) 

以上 

 

 


