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J-DAVID News
新しい1年がはじまりました。みなさんお元気でしょうか？

今年は午年。駿

馬が駆けぬけるような、良き年になりますように！
さて、今回は新年特大号として、代表世話人の稲葉雅章先生と、事務局の庄
司哲雄先生からのメッセージをお届けいたします。データセンターからの情報
もお読みくださいね。

代表世話人からのメッセージ
「J-DAVID研究―残り１年を迎えて」
J-DAVID研究会代表世話人
大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学

稲葉 雅章 先生

先生方にお世話になっていますJ-DAVID研究の最
終登録症例は2011年1月であったため、追跡期間４年
間のJ-DAVID試験も最終登録症例の追跡満了まで、
後１年を残すのみとなりました。全国の先生方のご尽
力と、ビタミンＤを投与することで透析患者の生命予後
やQOLを改善できるのかを本当に知りたいと思われる
諸先生方の熱意でここまで進んでこられたと思いま
す。感謝申し上げます。
ビタミンＤが臨床の場に登場して以来、CKD-MBDの
治療はビタミンＤを中心に回ってきました。しかし、シナ
カルセトやリン吸着薬が相次いで臨床使用できるなっ
て以来、また透析液中のCa濃度の調整なども含めて
血清Ca, リンのコントロールがより容易となり、ビタミン
Ｄを必ずしも選択せずともCKD-MBDガイドラインを満
たせる症例も多くなりました。そのうえで積極的に日本
人血液透析患者にビタミンＤを投与したほうがよいか
否かは、多大な労苦を伴ってもJ-DAVIDのような前向
きRCTで証明すべき問題であり、さらにビタミンＤ製剤
でも活性型かnative ビタミンＤで良
いのかといった問題にも方向性を与
える日本発の重要な臨床研究として
捉えられると思います。

ビタミンＤは血清Ca、リンを上昇さ
せる脂溶性ホルモンとして発見され
ましたが、その後、生体内で合成さ
れることや、ビタミンＤ特異的受容体
がステロイドホルモン受容体ファミ
リーに属し、その長さが短いことか
ら、ビタミンＤはグルココルチコイドな
どより起源の古い、より生命の根源を担っている原始
ステロイドホルモンとして考えられています。血液透析
患者では腎機能喪失によりビタミンＤ活性化能を消失
している病態モデルとして捉えることができ、その結果
として免疫能の低下や栄養状態の低下、筋肉量の減
少などビタミンＤ欠乏で説明できる事象が数多く発現し
てきます。このヒト病態モデルで活性型ビタミンＤの投
与効果をRCT試験でさらに様々な観点で評価できるJDAVID試験の終了まであと１年です！
いつも「1年間、何もまとまったことができなくてこの1
年 が 早 く 終 わ っ て し ま っ た」と 嘆 い て い ま す が、JDAVID試験の結果を早く知りたいと思うと、この2014
年度がさらに早く終わってしまうのではないかと心配し
ています。最後まで先生方とともに症例の追跡に励ん
で、最終結果を感慨深く感じら
れるように励んでいきたいと思
います。

事務局からのメッセージ
「ますます厳格さが求められる臨床研究」

報告の累積に追いつくべく、イベント

J-DAVID 研究会事務局
大阪市立大学大学院医学研究科 老年血管病態学
庄司哲雄
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最近の文献から
黒人米人と白人米人におけるビタミンD結合蛋白とビタミンD充足状態
Vitamin D-binding protein and vitamin D status of black Americans and white Americans
Powe CE, et al. N Engl J Med 369: 1991-2000, 2013
【ポイント】2085人の一般住民における横断研究。血清総25(OH)D濃度、DBP濃度とDBP遺伝子多型を検討
した。白人に比較し黒人では25(OH)D濃度とDBP濃度がともに低値を示し、推算bioavailable 25(OH)Dでは差
はなかった。25(OH)D濃度を評価する時には、DBP濃度や遺伝子多型の評価が重要であることを指摘している。
【詳しくは】http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24256378

糖尿病CKDステージ4におけるバルドキソロン・メチル（BEACON試験）
Bardoxolone methyl in type 2 diabetes and stage 4 chronic kidney disease.
De Zeeuw D, et al. N Engl J Med 369: 2492-2503, 2013
【ポイント】バルドキソロン・メチルはNrf2経路を介して酸化ストレスを抑制し、GFR上昇作用を有する（先行
研究BEAM試験）。本研究は本剤の長期効果を検討したRCT。対象は2185人のCKDステージ4の糖尿病患者。
介入はバルドキソロン・メチル20 mg/day vs. プラセボ。主要評価項目は末期腎不全あるいは心血管死亡の複合
エンドポイント。介入群でGFR上昇が示されたが、心不全による入院あるいは心不全による死亡が有意に多く
(HR 1.83, 95%CI 1.32 to 2.55)、試験は早期に中止された。Independent Data and Safety Committeeの
勧告により、主要評価項目より安全性を優先して中止されたRCTの例。
【詳しくは】http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24206459

データセンターからのご挨拶
大阪市立大学医学部附属病院 医薬品・食品効能評価センター
J-DAVID 試験データセンター 松本有香

みなさま、あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
J-DAVID試験の最終登録症例の48ヶ月観察まで残すところあと1年余りとなり、データ収集もいよい
よ大詰めを迎えます。加えて、前号でお知らせいたしましたとおり、観察中止症例の追跡調査実施も決
定いたしました。また新たな取り組みが始まる年初、ますます身が引き締まる思いです。
昨年は、2回の独立データモニタリング委員会が開催され、データセンターとしても多くの学びを得られる場となり
ました。委員の先生方にはこの場をお借りして御礼申し上げます。
データセンターでは、ご施設より提出された症例報告書をデータベースに入力し、同時にデータチェックを行い、
記載不備や不整合について担当医に問い合わせ、回答に従いデータを修正する、という作業を繰り返し、ひとつひ
とつの症例報告書、ひとつひとつのデータを大切に扱っております。全ての症例報告書に対し、この一連の作業を
経てようやくデータ固定への一歩が踏み出せます。さて、その中でも担当医への問い合わせ、いわゆる「クエリー」
発行は特に重要で、4ページの進捗報告にもあるようにこれまで6575件ものクエリーを発行してまいりました。1症
例あたり約7件という計算になりますが、多くの先生方には即時ご対応いただいており、既に9割以上の回答を得て
おります。データの固定に向け、観察が終了した症例にも多くの問い合わせが予想されますが、引き続きご協力賜
わりますようよろしくお願いいたします。

2013年のできごと・取り組みとデータのまとめ
できごとと取り組み
3月

・共同研究費(2012年分)の支払い完了
・第6回イベント評価委員会開催(大阪)
・ホームページリニューアル

4月

・第1回独立データモニタリング委員会開催(大阪)

6月

・世話人・幹事会開催(福岡)
・西澤良記先生顧問着任、稲葉雅章先生代表世話人着任
・第7回イベント評価委員会開催(大阪)

7月

・未回答クエリーの再送①
・12ヶ月データ固定に向けて未提出の症例報告書提出の
お願い

9月

・第8回イベント評価委員会開催(大阪)
・試験実施計画書改訂(Version2.3)

10月

・第2回独立データモニタリング委員会開催(大阪)

12月

・第9回イベント評価委員会開催(大阪)
・未回答クエリーの再送②

2013年はイベント評価委員会を第6回～第9回の計4回開催いたしました。
第9回までの総評価件数は378件です。（この件数には再評価した数も含
まれていますので確定した件数とは一致していません。）

J-DAVIDホームページ画面
http://j-david.info/info

第1回独立データモニタリング委員会

第9回イベント評価委員会

最新進捗状況

進捗状況を報告いたします。（12月27日現在）

症例報告書回収状況報告
観察
開始時
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932
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746
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368

265

162
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(－)
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(－)
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(－)
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(+11)

(前月比)

内容確認書（クエリー）回収状況報告
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(イベ
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総数

発行

1136

771

613

633

582

497

425

210

147

84 1173

139

22

143 6575

回収

1136

762

600

617

555

410

297

163

86

36 1100

134

22

124 6042

98.8 97.9

97.5

95.4

82.5

70.0

77.6

58.5

93.8 96.4

100

回収率
(%)

100

42.9

86.7

91.9

クエリーお問い合わせ内容
試験開始より2013年12月までにクエリーを
6575件発行しました。そのうち回収が6042件
（回収率91.9％）です。参加ご施設の皆様には
ご協力いただきありがとうございます。
お問い合わせ内容についてはクエリー番号で
管理しており、それを番号毎に発行数を表示し
たグラフが右図です。症例報告書の提出をお
願いする内容（グラフのオレンジ色）が最も多く
958件で、総発行数の14.5％を占めています。
次いで、併用薬の記載についてなどです。
症例報告書記入の際にはご留意ください。ま
た、ご記入できましたら速やかにご提出くださ
いますようお願いいたします。

データセンターからのお知らせ
未回答クエリーを再送いたしました
2013年10月11日までに発行したクエリーのうち、未回答のものを12月14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12月27日に設定いたしましたが、まだご対応いただけていないご施設様にはお早目のご対
応をお願いいたします。

「J-DAVIDカレンダー」をご活用ください
症例登録があるご施設の先生方には、当ニュースレターに「J-DAVIDカレンダー」（2013年・2014年）を同封
いたしました。「1α (OH)D3服薬コンプライアンス調査票」の記載にぜひお役立てください。

本年もどうぞよろしく
お願い申し上げます！
データセンタースタッフ一同
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