
 

試験結果の概要 
 

試験実施者 

（企業名・機関名） 
第一三共株式会社 

商品名（既承認の場合）  

有効成分名 メマンチン塩酸塩 

試験の名称 

SUN Y7017（メマンチン塩酸塩）の軽度および中等度アルツハ

イマー型認知症患者を対象とした二重盲検群間比較による検証

的試験 

試験責任医師名 朝田 隆 ほか 全 67 名 

試験実施施設 筑波大学附属病院 ほか 全 63 施設 

公表文献 

（本試験結果の報告文献） 
なし 

試験期間 

（最初の被験者の組入日～

最後の被験者の完了日） 

2003 年 10 月 11 日 

～2007 年 12 月 5 日 

試験のフェーズ フェーズ３ 

試験の目的 

軽度および中等度のアルツハイマー型認知症に対するメマンチ

ン塩酸塩の用量反応関係を検証し推奨用量を決定するとともに

プラセボに対する優越性を検証する。併せて安全性を検討する。 

試験の方法 
プラセボ（以下、P）、メマンチン塩酸塩 10 mg（以下、L）及

び 20 mg（以下、H）による二重盲検群間比較試験 

被験者数 

（計画時・解析時） 

計画時：1 群 180 例、計 540 例 

投与例数：564 例（P 群 186 例、L 群 190 例、H 群 188 例） 

有効性解析例数： 

557 例（P 群 180 例、L 群 190 例、H 群 187 例） 

対象基準 

対象：アルツハイマー型認知症 

対象基準： 

・ NINCDS-ADRDA の診断基準で probable Alzheimer's 

Disease と診断された患者。 

・ MMSE のスコアが 10 点以上、23 点以下の患者。 

・ CDR(Clinical Dementia Rating)で「1：軽度認知症」ある

いは「2：中等度認知症」の患者。 

・ 同意取得時の年齢が 50 歳以上の患者。 

除外基準： 



・ アルツハイマー型認知症以外の認知症症状を呈する神経変

性疾患を合併する患者 

・ 認知症症状を呈する全身性疾患を合併する患者 

・ DSM-IV の診断基準で診断された重大な精神疾患を合併す

る患者 

・ 過去にメマンチン塩酸塩の臨床試験に参加していた患者 

・ 重度な薬物アレルギーの既往がある患者 

・ 薬物あるいはアルコール依存症の患者 

被験薬、用量・投与方法、ロ

ット番号 

メマンチン塩酸塩 10 mg 又は 20 mg を 1 日 1 回経口投与 

ロット番号：3309、3310、4Y19、4Y20 

治療期間 24 週間 

対照薬、用量・投与方法、ロ

ット番号 

プラセボを 1 日 1 回経口投与 

ロット番号：3306、3307、3308、4Y16、4Y18、5220、5221 

エンドポイント 有効性 

主要評価項目：ADAS-J cog., CIBIC-plus (ADCS-CGIC) 

副次評価項目：DAD、クリクトン介護者評価尺度、MMSE、CDR 

安全性 

有害事象、副作用 

統計手法 有効性 

有効性解析は、最大の解析対象集団（FAS）を対象とし、主た

る解析は FAS の LOCF 解析とした。有意水準は両側 5%とした。

ただし、最大対比法による検定の有意水準は片側 2.5%とした。 

1) 主要評価項目 

ADAS-J cog.：二重盲検期投与前の合計スコアと投与 24 週後の

合計スコアの差（スコア変化量）を P、L、H の投与群別に算出

した。3 群間の用量反応性を検証すると共に、メマンチン塩酸塩

群（L、H 郡）のプラセボ群に対する優越性を検討した。 

CIBIC-plus：投与 24 週後の全般的臨床症状評価（全般的変化）

について、対比検定を実施し 3 群間の用量反応性を検証すると

共に、メマンチン塩酸塩群のプラセボ群に対する優越性を検討

した。 

2) 副次評価項目 

DAD、クリクトン介護者評価尺度、MMSE、CDR について、

二重盲検期開始時の合計スコアと投与24週後の合計スコアの差

（スコア変化量）を投与群別に算出した。3 群間の用量反応性を

検証すると共にメマンチン塩酸塩群のプラセボ群に対する優越



性を検討した。 

 
安全性 

有害事象及び副作用の発現率を投与群別に算出し、発現率にお

ける 3 群間の用量反応性を検討した。 

要約・結論 有効性 

ADAS-J cog.のスコア変化量（LOCF 解析）は P 群 1.80±0.34

（最小二乗平均値±標準誤差）、L 群 0.55±0.33、H 群 1.45±

0.34 であった。対比係数を（−1, 0, 1）とした対比検定では

p=0.5863、（−2, 1, 1）では p=0.0785 であり、いずれも有意差が

認められなかった。t 検定においては、P 群に対し L 群で有意差

が認められた（p=0.0088）。 

CIBIC-plus の投与 24 週後の全般的臨床症状評価（LOCF 解析）

は、P 群 4.53±1.04（平均±標準偏差）、L 群 4.30±1.08、H 群

4.28±0.99 であった。対比係数を（−2, 1, 1）とした対比検定で

は p=0.0197 となり有意差が認められ、用量反応関係が確認され

た。また、t 検定においては、P 群に対して L 群（p=0.0417）

及び H 群（p=0.0222）のいずれにおいても有意差が認められた。 

DAD のスコア変化量（LOCF 解析）は、対比係数を（−1, 0, 1）

とした対比検定では p=0.6266、（−2, 1, 1）では p=0.6219 であ

り、いずれも有意差が認められなかった。 

クリクトン介護者評価尺度のスコア変化量（LOCF 解析）は、

対比係数を（−1, 0, 1）とした対比検定では p=0.0191、（−2, 1, 1）
で p=0.0140 であり、用量反応関係が確認された。 

MMSE のスコア変化量（LOCF 解析）は、対比係数（−1, 0, 1）

とした対比検定は p=0.0006、（−2, 1, 1）では p=0.0001 であり、

用量反応関係が確認された。 

CDR-SB（CDR の各項目合計スコア）のスコア変化量（LOCF

解析）は、対比検定における対比係数（−1, 0, 1）では p=0.1152、

（−2, 1, 1）では p=0.0582 であり、いずれも有意差は認められ

なかった。 

 

安全性 

有害事象及び副作用発現率は 3 群間に差は認められなかった。 

本概要の作成日 2011 年 2 月 14 日 

 


