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（日本語）臨床治験の割付、データ解析、臨床治験の監査

開発課題名⑨：

（英 語）Random assignment, data analysis, and audit in a clinical trial

研究開発分担者
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Department Director. Tetsuji Yokoyama.

II. 成果の概要（総括研究報告）
＜和文＞
潰瘍性大腸炎とは大腸の粘膜にびらんや潰瘍ができる大腸の炎症性疾患である。特徴的な症状は粘血
便、下痢、腹痛である。厚生労働省の指定難病になっており、2014 年で全国に 18 万人を超える患者が
認定を受けている。原因はまだ明らかになっていないが、遺伝的因子に腸内細菌、食事などの環境因子
が加わって免疫異常が引き起こされ、それが持続する状態と言われている。再燃、寛解を繰り返し進行
してゆき、根治治療はまだない。現在の治療法は、抗炎症薬である 5-アミノサリチル酸（以下 5-ASA）
製剤を基準薬として、それが無効である場合はステロイド、免疫調節薬、生物学的製剤といった免疫調
節を行う治療が中心に行われる。これらの治療にはかなり高額なものも含まれ、また副作用も問題とな
っており、新しい治療法の出現が期待されている。
近年潰瘍性大腸炎の発症・増悪因子として腸内細菌が注目されるようになり、潰瘍性大腸炎の病勢を
制御する目的に抗菌薬治療が以前から試みられている。大草らはアモキシシリン（A）
、テトラサイクリ
ン（T）
、メトロニダゾール（M）の 3 種類の抗菌薬を併用した ATM 療法を開発し、臨床試験において
3 ヶ月後の改善率はプラセボ群 22.8%に対し ATM 療法群は 44.8%と有意な改善を示した（P=0.0011）。
その後 ATM 療法は保険適応が得られていないものの多くの施設で施行されてきた。
今回我々は、これら 3 剤の抗菌薬併用療法を再度検証することにより、標準治療である抗炎症薬、免
疫調節に次いで抗菌薬治療という新しい分野の治療法を開拓するために医師主導治験を計画した。具体
的には、多施設共同プラセボ対照無作為化二重盲検並行群間比較試験（第 II 相試験）として、1)プラセ
ボ群、2)単剤群（M）
、3)２剤群（M＋A）
、4)３剤群（M＋A＋T）の４つの群に分けて治療しその効果
と安全性について比較検討するために、多施設共同での医師主導治験を開始した。
平成 27 年度に PMDA の事前相談、対面助言を経てプロトコールおよび各種手順書の作成、電子症例
登録システムの構築、治験薬製造等の準備を行った。平成 28 年度は、治験薬製造完了、プロトコー
ル・手順書を確定、北海道大学病院にて平成 28 年 10 月 18 日 IRB 承認取得、平成 28 年 10 月 20 日付
で治験届を提出、15 日調査を終了した。それを踏まえ各実施医療機関での IRB 申請を行い、IRB 承認
が得られた実施医療機関で医師主導治験を開始した。
また、探索的研究として被験者の腸内細菌の遺伝子解析を実施し、腸内細菌叢の変化と治験薬の有効
性・安全性との関連について検討するため、治験参加者より採取した腸液の一部を用いて予備解析を実
施した。
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＜英文＞
Ulcerative colitis is an inflammatory disease of the colon where erosion or ulceration occurs in the
mucosa of the large intestine. Characteristic symptoms are bloody stool, diarrhea, and abdominal
pain. It has become designated intractable disease by The Ministry of Health, Labor and Welfare,
and more than 180,000 patients are accredited nationwide in 2014. Although the cause has not been
clarified yet, it is said that the genetic factors are accompanied by environmental factors such as
meals, and intestinal bacteria, and immune abnormality is caused, and it persists.
This disease has recurred and remitted progressively, and there is no curative treatment yet. The
current therapies are 5-aminosalicylic acid (5-ASA) as an anti-inflammatory drug, and
steroid/immunomodulator/anti TNF-alpha antibody as an immunoregulator. These treatments
include those that are rather expensive, and side effects are also a problem, and the emergence of
new treatments is expected.
Intestinal bacteria have been attracting attention as an onset and exacerbating factor of ulcerative
colitis in recent years, and antibiotics has been attempted for the purpose of controlling the disease
activity of ulcerative colitis. Ohkusa et al have developed an ATM therapy was a combination of
three types of antibiotics amoxicillin (A), tetracycline (T), and metronidazole (M). In this clinical
trial, the response rate after 3 months was 22.8% in the placebo group and 44.8% in the ATM
therapy group (P = 0.0011). After that, ATM therapy has been enforced at many facilities although
insurance adaptation has not been obtained.
In 2015, we prepared PMDA's advance counseling, face-to-face advice, preparation of protocols and
various procedural documents, construction of Electronic Data Capture (EDC), preparation of
investigational drugs, etc. In 2016, completion of investigational drug manufacture, confirmation of
protocol and procedure manual, acquisition of IRB approval on October 18, 2016 at Hokkaido
University Hospital, submission of a report of examination on 20th October, finished. Based on that,
we applied for IRB at each medical institution and started doctor-initiated clinical trial at a medical
institution that was approved by IRB.
In addition, as an exploratory study, we also conduct genetic analysis of intestinal bacteria in order
to examine the relationship between changes in intestinal flora and the efficacy and safety of the
investigational drugs. Preliminary analysis was carried out using a part of intestinal fluid collected
from participants.

III. 成果の外部への発表
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なし
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