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肥満症治療薬「velneperit（S-2367）」の後期第 2 相臨床試験について 

 

 
塩野義製薬株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：手代木 功)は、米国にて自社開発

中のニューロペプタイド Y (以下 NPY) Y5 受容体アンタゴニストである抗肥満薬 velneperit（開

発コード番号：S-2367）が、1 年間にわたる異なるデザインの後期第 2 相試験 2 試験において、

主要目標を達成しましたので、速報をお知らせ致します。 
 
当社は、米国内 80 施設において 1,566 例の肥満者を対象とした 1 年間にわたる velneperit の

臨床試験、2 試験を実施してきました。それらの試験では 950 キロカロリーの低カロリー食ある

いは減カロリー食（基礎代謝から算出される必要な 1 日カロリー量から 800 キロカロリーを減じ

た食事）の食事療法併用で velneperit の安全性と有効性を評価しました。両試験において最も高

い効果が見られた群では、1 年間の投与で 5%以上体重が減少した患者の割合が 35%にのぼり、そ

の値はプラセボ群のほぼ 3 倍に達しました。 さらに副次的項目において、velneperit 投与群はプ

ラセボ群に比べ、ウエスト径、血中脂質パラメーターなどで統計学的に有意な改善がみられまし

た。安全性に関しては、これまでの臨床試験と同様、この 1 年間の投与においても velneperit は
高い忍容性を示し、安全性に関し特に大きな問題を認めませんでした。なお、二次的な有効性評

価項目やメタボリックパラメーターを含む試験全体の詳細な解析については現在実施中です。 
 
試験デザインと結果 

Velneperit の後期第 2 相試験では、異なる食事療法での長期にわたる本剤の安全性ならびに有

効性を評価するために、2 種類の 1 年間におよぶ試験を実施しました。NPY は食欲やエネルギー

摂取・消費のバランスの調整に関与する食欲促進伝達分子であり、velneperit は、その Y5 受容

体をブロックするというユニークな作用機序を有しています。NPY は、食事制限状態や体重が減

少した状態では、そのレベルが上昇し、食欲を高めるものと考えられています。Velneperit はこ

のような状況において、エネルギー摂取・消費のバランスを正常状態に近づける効果があり、そ

のため体重を減少させる、あるいは減量した体重を維持できると考えられています。Velneperit
の長期間における体重減少あるいは、減少した体重を維持する効果を評価することを目的に、減

カロリー食および低カロリー食での食事療法との併用で、それぞれ減カロリー食試験（RCD 試

験）・低カロリー食試験（LCD 試験）を実施しました。 
 

RCD 試験においては、BMI（Body Mass Index）30 から 45 の肥満者を対象に、まず 6 週間の

減カロリー食を取るよう食事指導を行いました。この導入期間の完了後に、被験者はプラセボ、



velneperit 800mg 1 日 1 回投与、あるいは velneperit 1600mg 1 日 1 回投与の 3 群に無作為割付

され、54 週間の二重盲検による治療が実施されました。 
 
 

LCD 試験では、被験者はエントリー後、直ちに 3 種類の投薬群のうちの 1 群に割り付けられ、

60 週間の投薬がおこなわれました。第 1 のグループは最初の 6 週間 950 キロカロリーの低カロリ

ー食下でプラセボが投薬され、その後 RCD 試験と同様の減カロリー食下で 54 週間のプラセボの

投薬を継続しました（placebo/placebo と表記します）。第 2 のグループは最初の 6 週間 950 キロ

カロリーの低カロリー食下でプラセボを投薬し、その後 RCD 試験と同様の減カロリー食下で 54
週間、1600mg の velneperit を 1 日 1 回投薬しました(placebo/velneperit)。第 3 のグループは

最初の 6 週間 950 キロカロリーの低カロリー食下で 1 日 1 回 velneperit 1600mg の投与を行っ

た後、RCD 試験と同様の減カロリー食下で 54 週間、さらに 1 日 1 回の velneperit 1600mg の投

薬をおこないました (velneperit/velneperit)。 
 

RCD 試験、LCD 試験ともに、有効性の解析には、割り付けられた治験薬が少なくとも 1 回投

与され、投与後の体重が少なくとも 1 回測定された被験者のデータを用いました。このような被

験者の集団を Modified intent-to-treat (MITT) としました。途中で脱落した被験者については、

予定されていた Visit で得られた体重データのうち最後の体重の値 (欠測補完のひとつの方法) 
を用いました。これを last observation carried forward (LOCF) と呼びます。 
 

RCD 試験では MITT に該当する被験者は 656 例でした。プラセボ群と比較し、いずれの

velneperit 投薬群でも統計的に有意な体重減少が認められました。プラセボ群と比較し、最も強

い効果がみられた群は 800mg 群で、6 週間の減カロリー食下の導入期間後のベースラインの体重

から、800mg 群では 3.8kg の減少が認められたのに対し、プラセボ群では 0.8kg の減少にとどま

りました (p値<0.0001)。体重変化率ではvelneperit 800 mg 群では割付後の54週間のvelneperit
投薬期間に 3.9%の体重減少に対し、プラセボ群では 0.9%にとどまりました(p 値<0.0001)。ベー

スラインと比較して 5％以上の体重減少が見られた被験者の割合は velneperit 800mg群の 35%に

対しプラセボ群では 12%であり統計学的に有意差が認められました (p 値<0.0001)。 
 

LCD 試験での MITT は 771 例でした。この試験においても velneperit 投与群は、いずれもプ

ラセボ群に対し統計学的に有意な体重減少を認めました。最も強い効果がみられたのは 
placebo/velneperit 群で、低カロリー食開始時から 7.1kg の体重の減少がみられたのに対し、

placebo/placebo 群での体重減少は 4.3kg でした (p 値<0.0001)。体重変化率では 60 週間の投薬

期間終了後に placebo/velneperit 群では 6.9%の体重減少が認められましたが、placebo/placebo
群では 4.4%の減少にとどまりました (p 値<0.0002)。ベースラインと比較して 5％以上の体重減

少がみられた被験者の割合は placebo/velneperit 群では 52%であったのに対し、placebo/placebo
群では 35％でした(p 値<0.0001)。 
 
体重以外の有効性の指標については RCD 試験、LCD 試験ともに現在解析を実施中です。予備

的な解析結果では、velneperit 群においてウエスト径の減少や血中の脂質改善などで統計学的に

有意な差が認められています。 



 
安全性に関しては、velneperit はすべての投与群において高い忍容性を示し、これは前回の臨床

試験の成績と一致する結果でした。有害事象による被験者の脱落率は、RCD 試験においてプラセ

ボ群、velneperit 800mg 群および 1600mg 群でいずれも 7%でした。また LCD 試験では

placebo/placebo 群では 5%、placebo/velneperit 群で 7%、velneperit/velneperit 群で 10%でした。 
最も多くみられた有害事象は鼻咽頭炎、上気道感染、副鼻腔炎ならびに頭痛でした。これらはい

ずれもプラセボ群と velneperit 群との間で有意差は認められませんでした。 
また精神学的評価項目を検討した結果、velneperit 群において精神学的な作用の兆候は認められ

ませんでした。 
予備的な臨床検査値の解析結果から、RCD 試験および LCD 試験の velneperit 群においてヘマ

トクリット、ヘモグロビンならびに赤血球数の軽度な減少ならびに網状赤血球の軽度な上昇が認

められました。しかしながら今回観察された血液学的変化は基準値の範囲内の軽微な変動にとど

まりました。現在、臨床検査値，安全性，代謝パラメーター等の副次的評価項目の解析を実施中

です。 
 
本試験結果に関して、手代木代表取締役社長は次のように述べています。「今回の後期第 2 相試

験の結果から、NPY Y5 受容体アンタゴニストである velneperit が肥満ならびに関連する代謝性

疾患の治療薬としてのポテンシャルを有することを確認できました。この結果を受け、われわれ

は継続中の臨床プログラムを通じて、velneperit がもつ可能性を最大限に引き出せるよう、引き

続き検討してまいります。また、さらなる NPY Y5 受容体アンタゴニストの開発についても加速

していきます。」 
 
またシオノギ USA Inc.の Sapan Shah 社長は次のように述べております。「velneperit の２つ

の長期投与試験を完了できたことは、グローバルな臨床開発基盤を構築しようとするシオノギに

とっての大きな金字塔です。我々は、velneperit ならびに NPY Y5 プログラムの今後の方向性に

ついて、専門家ならびに規制当局との協議を続けていきます。」 
 

Velneperit（開発コード番号：S-2367）は当社の研究所において創製された低分子の NPY Y5
受容体アンタゴニストであり、一日一回の経口投与が可能です。NPY は食欲やエネルギー摂取・

消費のバランスの調整に関与する食欲促進伝達分子であり、特に食事欠乏状態（飢餓状態）や体

重が減少した状態での食欲促進、摂食亢進に関与していると考えられています。NPY Y5 受容体

アンタゴニストはこのエネルギー摂取・消費のバランスを正常状態に近づける効果があり、その

ため体重が減少すると考えられています。さらに、NPY Y5 受容体アンタゴニストは Y5 受容体

を介した NPY 伝達系を阻害することにより、特に減量した体重の維持や通常の体重より低い体重

での生活を可能にする効果があると考えられています。 
以 上 
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