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1．本年度の研究成果 
 
本研究の目的は、これまでに JIVROSG(日本腫瘍 IVR 研究グループ)で行われ

た臨床試験で緩和ケアにおける標準的治療となる可能性が示された IVR につい

て、既存の治療法とのランダム化比較試験を行い、緩和ケアにおける当該 IVR
の位置づけを明らかにしようとするものである。しかしながら、緩和段階の症

状に対する治療は必ずしも標準化されておらず、また多彩な症状に対しては、

医療者の判断や患者の希望により種々の治療法が適宜採用されているのが現状

である。このため、低侵襲とはいえ侵襲的治療である IVR を介入させるランダ

ム化比較試験を緩和段階の症例を対象に行うためには、倫理的に許容され、か

つ実行可能な試験デザインを構築することが最も重要である。よって、本年度

は、緩和 IVR のランダム化比較試験を行うための基本的な試験デザインについ

て検討を行い、以下に示す基本デザインを決定し、これに則り各緩和 IVR のラ

ンダム化比較試験の試験計画書を作成した（平成 21 年 1 月完成予定）。また、

試験のデータ管理を行うための体制整備を行った。 
A)対照治療：緩和段階においては、病勢の進行や全身状態の悪化に伴い多彩

な症状が出現し、これに対し種々の治療が試みられる。このため、対照治療の

範囲を制限することは難しく、また、倫理的にも許容し難い。このため、対照

治療は「当該 IVR 以外のすべての治療」とした。 
B)クロスオーバー：期待できる治療法の選択肢が限られた緩和段階の症例に

対しては、割付られた治療法が無効、あるいは患者が他治療への変更を希望し

た場合には、あらゆる選択肢が許容される必要がある。よって、割付治療中止・

終了後の治療には制限を設けず、クロスオーバーを許容することとした。この

際、対照治療に割付られた患者が希望する場合には、試験治療である当該緩和

IVR に変更することも許容することとした。 
C)エンドポイント：緩和段階における治療の目的が QOL 向上にあることは論

を待たない。しかし、緩和段階で生じる多彩な病状により当初予想し得ない症

状が発現し QOL が多様に変化することも少なくない。このため全身的 QOL を

過大評価すれば当該 IVR の評価が不明瞭になる可能性があり、反面、全身的

QOL の変化は最終的な当該 IVR の評価において十分に考慮される必要がある。

そこで、primary endpoint を「当該症状の変化」、secondary endpoint を全身

評価 QOL の変化、有害事象の内容とその頻度とすることを原則とした。また、

「当該症状の変化」と全身評価 QOL は経時的に測定し、両群の「経時的推移曲

線の曲線下面積(AUC) 
」を比較することとした。評価基準は原則として、「当該症状の変化」には

VAS(Visual analogue scale)、NRS(Numeral Rating Scale)、全身的 QOL には

EQ-5D を使用する。なお、経時的推移曲線の曲線下面積算定は割付治療継続期



間とする。 
D)全身状態評価：緩和段階の症例では予期できない全身状態の変化が高率に

生じるため、がん領域に臨床試験で広く用いられている P.S. (Performance 
Status)や「4 週以上の生存が見込める」という基準は信頼性に乏しい。よって、

P.P.I.(Palliative Prognostic Index: Support Care Cancer 7:128-33, 1999)＜6 を

用いることとした。 
 
２．前年までの研究成果 
 本研究で対象とする緩和 IVR については、JIVROSG の臨床試験において、

難治性腹水に対する経頚静脈経肝的腹腔－静脈シャント形成術の第Ⅰ/Ⅱ相試験

で許容可能な安全性と有効率 67％が、有痛性椎体腫瘍に対する椎体形成術の第

Ⅰ/Ⅱ相試験で許容可能な安全性と有効率 73％が、上部消化管狭窄に対する経頚

部食道胃管挿入術の第Ⅱ相試験で有効率 91％が、大腸狭窄に対するステント治

療の第Ⅱ相試験で有効率 88％の結果が得られている。 
 
３．研究成果の意義及び今後の発展性 
緩和 IVR の臨床試験による評価は欧米でもほとんど行われておらず、臨床試

験の手順を踏んで緩和ケアにおける IVR を評価する本研究は、世界的に見ても

追従するもののない独創的な研究である。特に、緩和における標準的治療とし

ての可能性を評価し、エビデンスに基づく IVR の緩和ケアへの導入は、がん対

策基本法の精神に則ったわが国の緩和ケアの質の向上、がん医療の向上と均て

ん化に寄与することが期待される。 
 
４．倫理面への配慮 
本研究では、ヘルシンキ宣言等の国際的倫理原則を遵守して研究計画を作成

し、研究計画書は日本 IVR 学会倫理審査委員会の承認と参加施設の施設倫理審

査委員会(IRB)における承認を必須とする。患者には説明文書を用いて十分な説

明を行い、同意は患者本人より文書で取得する。試験中に発生した有害事象、

有害反応については速やかに研究代表者ならびにグループ代表者に報告される

システムをとり、その内容ならびに対処については本試験の研究者から独立し

た委員で構成される効果・安全性評価委員会への報告とこれによる承認を必須

とする。加えて、全試験経過についても同委員会の監視を受ける。研究の進捗

状況は JIVROSG 全体会議に定期的にモニタリングレポートとして報告し、協

議する。また、患者の個人情報は厳重に保護された UMIN インターネット医学

研究データセンターのコンピュータにて管理し、登録後の患者データの通信は、

試験番号－症例登録番号のみで行う。 
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