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J-DAVID News
新年を迎え、心が引き締まります。冬本番ですが、みなさんお元気でしょ
うか？厳しい寒さではありますが、あつあつのお鍋を囲むのには絶好の機会
ですね。あらためて絆を感じる季節です。さて、今回は新年特大号として、
代表世話人の西澤良記先生と、世話人の鶴屋和彦先生にご挨拶をいただいて
おります。

代表世話人からのメッセージ
」

様、患者受け入れに尽力されました
皆様に、改めて敬意を表したい気持
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ちでいっぱいであります。
いくつもの教訓があったと思いま

皆様、新年おめでとうございます。
J-DAVID試験は昨年１月に目標症例数を達成すること

測に基 づ いた「対 策」の重 要性。想
定 外の 事 態 が 起こ っ てし まった 時
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す。正しい「現状把握」と「予測」、予

ができ、早くも１年を経過しようとしております。世話人・
幹事の先生方をはじめ、多数の皆様からの温かいご支

の、現場の責任感。克明な記録と分
析により今後に活用しなければなりません。これらは、災

援を得て、新たな年を迎えることができました。心より御

害を超えて、医療・医学一般にも当てはまるものと思われ

礼申し上げます。今後は、先生方には質の高い追跡を継
続していただき、またイベント評価委員会の先生方には

ます。マクロ的な「現状把握」のためには、例えば透析医
学会の毎年の年末調査のようなレジストリーが役立つで

定期的なイベント判定を積み重ねていただきながら、残り
約３年間の試験を継続いたしたいと考えております。引き

しょうし、稀な事象については症例報告が参考になりま
す。「予測」は観察コホート研究や介入試験に対応し、「対

続きご協力をお願いいたします。

策」は、診療ガイドラインや各種マニュアルの作成と実践
ということになろうかと思います。これらの活動を繰り返し

さて、昨年2011年には、ニュージーランド地震、3.11の
東日本大震災、引き続く福島原発事故、台風12号による

が、よりレベルが高く安全な医療にバージョンアップしてい

被害、タイの洪水など、自然の力の大きさを再認識させら
れる出来事が、国の内外でたくさん起こりました。東日本

く。先人達も繰り返し述べていることではありますが、この
ような地道な活動が命を支えているのだと実感させられた

大震災に関しては、阪神大震災ではみられなかった津波
の恐ろしさを伝える映像が世界中に流れました。一方、

一年ではなかったかと改めて考えさせられました。
この新たな年の初めにあたり、J-DAVIDにご賛同いただ

透析の現場では、十分な情報が得られない状況での対

きました全国202施設の先生方、支援作業をお願いして

応が求められました。ご自身も被災されているにもかか
わらず、患者さんのために奮闘されました医師、看護師

おりますCRCの皆様、データセンターのスタッフの方々、
イベント判定委員の先生方、約1000人の透析患者さん、

はじめ多くの医療関係者がおられたことも知り、医療に携
わる者として感動もし、誇りにも思いました。何日も病院

その他のサポーターの皆様に、新ためて感謝申し上げま
すとともに、J-DAVIDが完遂し、腎臓領域で数あるRCTの

から出ることなく、疲労しきった中での医療。その様子の

ひとつとなり、複雑で集学的な透析診療を考える１ピース
となり、透析医療の向上に役立つこと祈念いたしま

一部は、透析医会などのメールリストで全国に伝わって
おりました。現場で孤軍奮闘された先生方・スタッフの皆

して、新年のご挨拶とさせていただきます。

世話人・幹事からのメッセージ
「 『 真 理 』 を 見 出 す た め の
仮 説 と 実 践 的 検 証 の 重 要 性 」
九州大学大学院包括的腎不全治療学
鶴屋 和彦 先生
透析医療に携わって約20年が経過するが，この間の透
析医療の発展は著しく，特に骨ミネラル代謝異常の分野

に急速に発展している分野では，そ
の傾向が顕著である．そのような分
野において，永久に変わらない「常
識」（すなわち「真理」）を見出すこと
は，極 め て 意 義 深 い こ と と 思 わ れ
る．
「真理」を見出すためには，十分に

における進歩は目を見張るものがある．20年前，副甲状

裏付けされた確信のある仮説を立て，それを実践で証

腺ホルモン（PTH）の測定法としてはC-PTHが主で，リン

明することが必要と言われている．J-DAVID研究におけ

吸着薬はアルミゲルと炭酸カルシウムが中心であった．ビ

る「ビタミンDは長寿ホルモンである」という仮説は，これ

タミンDに関しては，活性化が阻害されている透析患者に

までに報告された質の高い大規模観察研究によりしっか

対する補充療法という認識とPTH上昇の抑制を最も重視

りと裏付けられており，「真理」を見出すための仮説とし

して，活性型ビタミンD製剤をほとんどの患者に投与して

ての条件を満たしている．しかしながら，どんなに論理的

いた．また，ビタミンDパルス療法の有効性が報告されて

によくできた仮説であっても，実践的検証を経ていない

からは，静注薬がなかったために経口薬を用いたパルス

理論は「真理」とは言えない．また，現実世界では，米国

療法を行い，その有効性に驚いたことをよく覚えている．

でのサプリメント市場においてビタミンDが急速に伸びて

その後，アルミゲルの使用禁忌，低回転骨や血管石灰化

いるという事実があり，この仮説が「真理」であるか否か

の問題，塩酸セベラマーや炭酸ランタンなどのリン吸着薬

の検証が急務とされている．したがって，J-DAVID研究

やカルシウム受容体作動薬の登場など，目覚ましく発展

においてこの仮説を実践的に検証する意義は極めて大

した結果，それまでの様々な「常識」が，必ずしも「常識」で

きいと思われる．

なくなったことは周知の通りである．
「常識」と考えられていたことが新しいエビデンスの構築
により「非常識」となることは医療においてはよくみられる

このような意義深い研究に参加させていただいている
ことは非常に有り難いことであり，感謝の念に耐えない．
J-DAVID研究の成功を心より祈念している．

ことで，なかでも，透析医療や骨ミネラル代謝異常のよう

最近の文献から
二次性副甲状腺機能亢進症治療におけるアルファカルシドールとパリカルシトールの比較：ランダム化クロス
オーバー試験
No difference between alfacalcidol and paricalcitol in the treatment of secondary hyperparathyroidism
in hemodialysis patients: a randomized crossover trial
Hansen D, et al. Kidney Int 80: 841-50, 2011
【ポイント】30％以上のPTH低下率を示す割合は両群で差がなく、高カルシウム血症頻度にも差がなかった。
【詳しくは】http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?
cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=21832979

経口コレカルシフェロール投与はRAAS抑制薬投与中の２型糖尿病腎症患者におけるアルブミン尿と尿中TGF
β 1を低下させる
Oral cholecalciferol decreases albuminuria and urinary TGF-beta1 in patients with type 2 diabetic
nephropathy on established renin-angiotensin-aldosterone system inhibition
Kim MJ, et al. Kidney Int 80: 851-60, 2011
【ポイント】25(OH)D濃度が欠乏～丌十分レベル（＜32 ng/mL）の患者54症例に対してコレカルシフェロー
ル40,000単位/日を投不して、アルブミン尿と尿中TGFβ1の変化をみた前向きオープンラベルの観察研究。
【詳しくは】http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?
cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=21832985

2011年のまとめ
できごとと取り組み
1月

・目標症例数達成！
・第3回学術講演会開催(大阪)
・第6回世話人・幹事会開催(大阪)

10月

・観察開始時CRF100%回収！

3月

・「症例数調査(consortデータ)アンケート」
実施

11月

4月

・共同研究費(2010年)支払完了

5月

・第1回イベント評価委員会開催(名古屋)

・ASN Kidney Week 2011でポスター発表
「Randomized controlled trial on the cardiovascular efficacy of active vitamin D in
hemodialysis patients (J-DAVID): Rationale
and study design 」

6月

・「第56回日本透析医学会学術集会・総会」 12月
(横浜)で「日本透析活性型ビタミンD試験中
間報告」の口頭発表
・第7回世話人・幹事会開催(横浜)

9月

・第2回イベント評価委員会開催(神戸)

症例報告書回収の推移(累計)

・臨床薬理学会でポスター発表(浜松)
「CRCによる臨床研究支援のあり方の考察～
J-DAVID試験支援を振り返って～」

クエリー発行/回収の推移(累計)
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最新進捗状況
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進捗状況を報告いたします。（12月26日現在）

症例報告書回収状況報告
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J-DAVID事務局からのお知らせ
共同研究費(2011年分)のお支払について
1月中旬を目途に、「共同研究費 振込請求書（2011年分）」を各ご施設のJ-DAVIDご担当(代表者)様宛て
にご郵送いたします。
事務局にて予め登録番号および算定単位（昨年以降の分のみ）を書き入れた用紙をお送りいたします。ご
担当者様にてご確認いただいた後、振込先をご記入いただき、事務局までご返信ください。
お手元にご案内書が届きましたら、ご担当部署ならびにご担当者の皆様とご供覧くださいますようお願い
いたします。

J-DAVIDデータセンターからのお知らせ
2011年のデータセンターの取り組み

「J-DAVID内容確認書(クエリー)」の発行/再送につ

3月

・未回答クエリーの再送①
・未提出症例報告書の提出依頼

いて

4月

・「登録症例一覧 兼 観察目安日一
覧」の送付①
・クエリーシステム刷新

8月

・「観察開始時」未回答クエリーの
再送

これまでは隔週金曜日に発行しておりましたが、2012年1月より当
面は毎月第2金曜日の発行に変更いたします。
また、未回答のクエリーについては、6ヶ月に1度再送いたします。
この場合、回答期限を再送日の2週間後に設定させていただきます
ので、なるべくお早目のご対応をお願いいたします。

9月

・2010年12月までの「服薬コンプラ
イアンス調査票」一斉確認開始

10月 ・「登録症例一覧 兼 観察目安日一
覧」の送付②
12月 ・未回答クエリーの再送②

未回答クエリーを再送いたしました
2011年10月22日までに発行したクエリーのうち、未回収のものを
12月22日にFAXまたはレターパックにて再送いたしました。回答締
切日を2012年1月5日に設定いたしておりますので、該当ご施設様
はご対応をお願いいたします。

「服薬コンプライアンス調査票」の一斉確認について

2010年12月までの「服薬コンプライアンス調査票」について、一斉調査を進めております。問い合わせ確認票（クエ
リー）で個別にもお問い合わせしておりますが、一定期間内の服薬状況をまとめて確認させていただくことが目的です。
1ヶ月に1度のクエリー発行時に、個別のクエリーとともにレターパックで「確認書」をお送りいたしますので、お手元に届
きましたらご対応くださいますようお願いいたします。

症例報告書・内容確認書とも、タイムリーにご回答・ご提出いただきありがとうございます。
データセンターではまだまだ手作業が多く、中には不明瞭な問い合わせや不手際もあり、
ご担当者の先生方にはお手数をおかけしていることもあるかと思います。
今後も作業手順を随時見直し、システマティックなデータ処理ができるよう改善を重ねて参ります。
発展途上のデータセンターではございますが、本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

編集・発行：J-DAVID研究会事務局
〒545-8585大阪市阿倍野区旭町1-4-3
大阪市立大学大学院医学研究科
代謝内分泌病態内科学 内
電話 06-6645-3806
FAX 06-6645-3808
J-DAVID試験データセンター
電話 06-6645-3443
FAX 06-6646-3588

ホームページもご覧下さい。
http://j-david.info/

