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１．本年度の研究成果 

移植片対宿主病（GVHD）と感染症は、同種造血幹細胞移植成績の向上には克服すべき重

要な課題であり、特に近年、増加傾向にある非血縁骨髄や臍帯血などの代替ドナーからの

移植でリスクが高くなる。GVHD 治療薬である抗ヒトＴリンパ球ウサギ免疫グロブリン（ATG）、

ミコフェノール酸モフェチル(MMF)やサイトメガロウイルス（CMV）感染症治療薬であるホ

スカルネットナトリウム水和物（FCN）などの薬剤は、海外では標準治療として広く用いら

れているが、国内では造血幹細胞移植分野における保険適応がない。本研究により、これ

らの薬剤の我が国における適応外使用の現状を明らかにし、日本人におけるエビデンスを

確立することで適応拡大を図る。既に当該企業との協議も重ね、各薬剤に関する十分な科

学的根拠が収集された場合には、当該企業が承認申請を行う意思を確認し、申請準備にも

着手している。これらの研究により、移植治療の安全性と成績向上に寄与する。 

1)  造血細胞移植学会データベースを基盤として、本邦における ATG、MMF、FCN の実際の

用法・用量や安全性・有効性に関する全国調査を行った。二次調査が可能であった FCN 使

用患者 192 例の解析では、電解質異常・血球減少・腎障害などの有害事象は許容範囲内で、

CMV 抗原血症陰性化率は 7割前後であった。この結果を参考資料として適応拡大申請を準備

している。 

2)  MMF を用いた GVHD 予防試験において、GVHD ハイリスク群では Day 30 以降も MMF を継

続・漸減する方法を用いると、Day 30 で一律に MMF を中止した場合と比較して有意に Grade 

II-IV 急性 GVHD が少なかった。臍帯血ミニ移植においても、MMF を併用することで従来の

カルシニュリン阻害剤（CI）単独予防法と比較して早期の治療関連死亡率が 4割前後から 2

割弱まで減少することを確認している。 

3) 非血縁者間骨髄移植における GVHD 予防法を比較したところ、タクロリムス（TAC）群

の方がシクロスポリン（CSP）群よりも Grade III-IV 急性 GVHD が有意に少なかった。先行

するCI単独のGVHD予防法をランダム化比較したHLA一致血縁者間ミニ移植試験の解析でも、

TAC 群の方が CSP 群よりも Grade II-IV 急性 GHVD や非再発死亡が有意に少なかった。また詳

細な分画キメリズム検査を行ったミニ移植患者 117 例の検討で、Day 28 時点で 60％以下のドナー

T 細胞キメリズムが死亡の高リスクであることを報告した。 

4)  「非血縁者間同種骨髄移植におけるフルダラビン、静注ブスルファンおよび低用量 ATG

による骨髄非破壊的前処置の安全性・有効性に関する多施設共同研究」を作成し、9施設で

IRB の承認を得て、7施設では審査中である。主要評価項目は移植後 100 日での生着生存割

合で、27 例を予定登録症例数としている。またアスペルギルスなどの真菌感染症のリスク



が極めて高い GVHD 合併患者を対象とした「ボリコナゾールまたはイトラコナゾール投与時

の深在性真菌症発症予防効果を検討する多施設共同無作為化非盲検臨床試験」を作成し、8

施設で IRB の承認を得て、11 施設では審査中である。主要評価項目は試験薬投与開始後 60

日目における深在性真菌症発症予防成功率とし、各群 33 例、計 66 例を予定登録症例数と

している。上記、２試験とも保険適応外の薬剤を用いるため、現在、高度医療評価制度で

審査中の状態であり、平成 21 年度へ向けて迅速に症例登録を行う。 

5) 日本ではほとんど行われていなかった造血幹細胞移植患者に対する栄養管理に関する

研究を行った。ICU 領域では厳格血糖管理（IGC）により予後が改善することが知られてい

るが、経静脈栄養を要することが多い造血細胞移植患者においても、IGC により感染症のリ

スクが減少することを明らかにした。この結果を基に、「IGC 下における脂肪乳剤非投与群

と投与群のランダム化第 II 相臨床試験（NST01）」を作成し、予定登録症例数の 80 例中 26

例が既に登録されている。また自家移植患者における synbiotics 非投与群と投与群のラン

ダム化第 II 相臨床試験（NST02）」および「造血細胞移植後の耐糖能に関する前方視的モニ

タリング研究（NST03）」の登録も開始している。 

 

２．前年までの研究成果 

 急性 GVHD に対する治療法・予後を解析した結果、海外の報告と比較して、日本人におい

ては急性 GVHD に対する全身ステロイド投与量が少なくてもよい可能性が示唆された。急性

GVHD 発症後の予後不良因子は、代替ドナーからの移植、肝臓または下部消化管を含む GVHD、

高齢者、初期治療に反応しない GVHD などであった。 

TBI 4 Gy を併用した非血縁者間骨髄ミニ移植後の 1 年非再発死亡率が 5割以上と高いこと

を報告した。欧米と比較して 4分の１以下の低用量 ATG を併用することで、非血縁者間骨

髄ミニ移植後の Grade III-IV 急性 GVHD や非再発死亡を著明に減少させることを明らかに

し、この結果を基に多施設共同臨床試験を作成した。 
薬物動態検査を基にした MMF による至適 GVHD 予防法確立に関する研究を行い、1 日

分 3 経口投与法により活性代謝産物の MPA は十分な血中濃度が得られ、消化管粘膜毒性は

軽微であることが確認された。 
 

３．研究成果の意義及び今後の発展性 

本研究により GVHD や感染症治療薬の日本人における至適用法・用量や安全性・有効性に

関するエビデンスが確立される。さらに、当該企業、行政、日本造血細胞移植学会と協働

し、本研究成果と共に、国内外での使用状況と海外論文などの客観的データを総括し、こ

れらの薬剤の移植領域での効能追加、適応拡大の承認を得るための申請データ作成を目指

す。これらの薬剤の造血幹細胞移植領域での適応が拡大されれば、GVHD や感染症などの治

療関連合併症を減少させることが可能となり、同種造血幹細胞移植後の生存率が向上する。 

 



４．倫理面への配慮 

本研究を実施するにあたっては、ヘルシンキ宣言や「臨床研究に関する倫理指針」にの

っとり、対象患者の人権を 大限に尊重する。患者の安全性の確保と、十分な説明同意文

書を用いた自由意志による同意の取得を行う。また個人情報保護と研究の第三者的監視を

行う。既に実施されている臨床試験と同様に、ICH-GCP の精神に準拠した研究計画書を作

成し、倫理審査委員会の承認を得て臨床試験登録を完了させた後に行う。 
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