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J-DAVID News
皆様、新しい年を迎えました。今年もよろしくお願い申し上げます。去年12月3
日、はやぶさ２は打ち上げに成功し、地球帰還予定は2020年。気の長いプロジェクト
ということではJ-DAVIDも負けていません。さて、今月号は新年特大号として４面企
画！広島腎臓機構 頼岡德在先生からのメッセージをお届けいたします。
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ゲルの投与が禁忌となり、沈降炭酸カルシウムしか用

当時は外シャント、入院透析のみであり、生存期間も

いることができなかった時代に、ＰＴＨを低下させるため
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と、さらには、血痰を吐きながら呼吸困難を訴える肺水

コントロール下での活性型ＶＤ3の心血管に対する真の

腫患者に対し、緊急ＰＤを施行したことである。その

効果が明らかになるものと確信している。さらに、活性

後、内シャント、ホロファイバー型人工腎臓の導入、透

型ＶＤ3の多面的作用により、心血管イベント発生減少

析台数の増加に伴い、生命予後の改善も顕著となり、

のみならず、癌発生予防などによる生命予後改善効果

長期透析合併症の対策が必要となってきた。私は、2

も明らかになることが期待される。

年間の研修期間を終了後、旧広島大学医学部第二内
科に所属し、腎臓内科・透析内科の設立に心血を注い
だ。その間に、ＰＤはＩＰＤからＣＡＰＤ時代に移行した。
私のライフワークの一つとして、ＣＡＰＤにおける腹膜
障害機序及び障害進展防止の解明、さらには腹膜再
生の研究がある。日常臨床では、ＰＤ液は酸性液から

庄司 哲雄先生をはじめ、関係各位の現在までのご努
力に謝意を表し、稿を終えたい。

J-DVID事務局からのメッセージ
「J-DAVID試験、全員 大気圏突入に備えよ」
J-DAVID試験運営委員会
庄司哲雄

今2015年1月を迎え、2014年に多くの方々からいた
だきました温かいご支援に感謝しつつ、本年をより充実
したものにすべく、心を新たにしております。
さて、J-DAVID試験は972症例を4年の観察を行うこ
ととして開始されました。2008年夏に札幌から最初の
症例登録をいただき、2011年春に大阪から976人目の
最終症例が登録されました。その後早くも４年を経過し

第4にサンプリングSDVの実施です。
症例報告書の内容が診療録と整合性
があるかどうかを、ランダムサンプリン
グした症例で確認いたします。サンプリ
ングSDVをご依頼するご施設様にはご
協力いただきますよう、よろしくお願い
申し上げます。
第5にデータクリーニングです。データセンターからのク
エリーが届きましたら、タイムリーなご回答をお願いいた
します。

ようとしており、試験全体の観察期間が間もなく終了す

第6に第3回独立データモニタリング委員会です。Data

ることになります。いよいよ最終局面を迎えます。競馬

reviewを含めて第三者から試験全体の進捗をモニタリン

では「最終コーナーを回る」といい、ゴルフでは「上がり
３ホール」。人工衛星の帰還なら「大気圏突入」です。こ
こからが最も大切な段階だと考えております。
まだまだいくつものハードルを越えなければなりませ
ん。第1に全データの回収です。ご参加の先生方から
の正確な情報のご送付をお待ちしております。
第2にイベント評価の継続です。1月中旬に第13・14
回イベント評価委員会を開催予定ですが、2015年度中
にあと何度かお願いせねばなりません。委員の先生方
には心より感謝しております。
第3に中止症例の追加予後調査です。転院などで追
跡が途切れた症例についても、一次・二次エンドポイン
トに関する情報を調査せよとの独立データモニタリング
委員会勧告を実行します。ご依頼状が届きましたら、ご

グしていただきます。また、同委員会には試験の監査も
兼任していただくことになります。
このような作業を着実に進めつつ、いよいよ最終解析と
なるわけですが、これは2016年になるかもしれません。
どんな結果になるか期待と不安が高まります。
「千里の道も一歩から」で開始したJ-DAVID試験でし
た。J-DAVID が今後の臨床試験の「良い手本」になるの
か「悪い見本」になるのか、重い責任を感じながら、研究
のかじ取りをしてまいりました。歩き出すこと以上に、無
事に目的地に到着することの険しさを、いま実感しており
ます。J-DAVID investigatorsの先生方、各委員会の先
生方、CRCさんやデータセンターの皆さん、それ以外に
も様々な形で協力いただいている方々に、最後までご支
援賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

対応よろしくお願い申し上げます。

最近の文献から
尿酸はin vitroおよびin vivoにおいて1α 水酸化酵素を抑制する
Uric acid suppresses 1 alpha hydroxylase in vitro and in vivo.
Chen W, et al. Metabolism 63: 150-160, 2014/12/11
【ポイント】痛風患者ではcalcitriolレベルが低く尿酸を低下させると改善することが知られている。その機序を
SDラットモデルで検討したところ、尿酸がNFκBを介して1α水酸化酵素を抑制することがわかった。ヒトでの重
要性を検討するためにNHANESの9773人のデータを解析したところ、UA 1 mg/dL高値でPTH高値となる
オッズ比が1.16 (1.03 -1.31)となった。
【詳しくは】http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24269076

CKDにおける25(OH)D測定と補充療法：NKF-KDOQI コントロバシーレポート
25-Hydroxyvitamin D testing and supplementation in CKD: an NKF-KDOQI controversies report.
Kramer H, et al. Am J Kidney Dis 64: 499-509, 2014
【ポイント】CKDにおける25(OH)D投与のベネフィットや閾値については明確ではない。この論文は、CKDに
おける栄養型ビタミンDの役割についてまとめた、NKF-KDOQIによる最新情報のレポートである。25(OH)Dの
骨維持に対する生物学的機序は全ステージのCKDに拡張されてきているが、投与方法や至適レベルについてのコ
ンセンサスはない。
【詳しくは】http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25082101

201４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

イベント評価件数

3月 ・共同研究費(2012年分)の支払い完了
4月 ・第10回イベント評価委員会開催(大阪)
6月 ・第10回J-DAVID研究会 世話人・幹事会開催
(神戸)
・J-DAVIDアンケート調査
・未回答クエリーの再送と未回収CRF催促①
7月 ・第11回、第12回イベント評価委員会開催(大
阪)
10月 ・第33回腎と骨代謝研究会学術集会において
「臨床研究におけるデータセンターの意義ーJ
-DAVID試験の事例を通じてー」を発表

201４年はイベント評価委員会を第10回～第12回の計3回
開催いたしました。現在までの総評価件数は489件です。
ようやく報告分の9割程度評価するに至りました。

12月 ・未回答クエリーの再送と未回収CRF催促②

最新進捗状況

進捗状況を報告いたします。（12月22日現在）
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内容確認書（クエリー）回収状況報告
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94.0

91.5

87.5

73.9

76.2

回収率
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2010年6月以降、症例報告書回収促進のため、観察の目安日から6ヵ月経過した時点で、原則、半年ごと（およそ6月と12
月）に未提出の症例報告書の催促のクエリーを送付しています。回収可能な症例報告書数に対する回収した症例報告書数
の割合は、催促を始める前の2010年5月では57％でしたが催促開始後回収率は徐々に増加し、2014年では93％となりタイ
ムリーなデータ回収ができています。各ご施設様にご協力いただきまして誠にありがとうございます。

J-DAVID事務局からのお知らせ
「試験中止症例」に関する追跡調査にご協力お願いします【重要】
J-DAVID試験では、試験全体の進捗を安全性と有効性の視点から監査する第三者機関として、独立データモニタリング委
員会を設置しております。第2回独立データモニタリング委員会におきまして、試験中止になった症例についても、本来の観
察期間4年間についてのアウトカムの調査（追跡調査）するように勧告されました。調査依頼の書類は別途郵送いたします。
J-DAVID試験の臨床試験としての質を確保するために是非とも必要であると考えております。何卒ご協力の程よろしくお願
い申し上げます。

サンプリングSDVにご協力お願いします
独立データモニタリング委員会におきまして、症例報告書がカルテ記載と整合性があるかどうかのチェック（直接閲覧）を一
部症例で実施（サンプリングSDV）するように勧告されました。対象のご施設様には別途ご連絡させていただきます。ご協力
お願い申し上げます。

J-DAVIDデータセンターからのお知らせ
アンケート調査にご協力ありがとうございました
2014年6月にJ-DAVID試験実施施設の先生方、症例報告書記入担当の方を対象にJ-DAVID試験のデータ回収方法につい
て下記のようなEDCに関するアンケート調査を実施し、79名の方からご回答をいただきました。アンケートにご回答くださいま
してありがとうございました。集計結果は追ってご報告させていただきます。
◇現在のJ-DAVIDでは 紙ベー スの症例報告書によ る デ ータ 提出です が、Web入力を行うEDC
(Electronic Data Capture)と比較して、どちらがいいと思われますか？
◇現在のJ-DAVIDでは紙ベースの内容確認書（クエリー）を発行していますが、Web入力を行うEDC
(Electronic Data Capture)と比較して、どちらがいいと思われますか？

未回答クエリーを再送いたしました
2014年10月10日までに発行したクエリーのうち、未回答のものを12月12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2014年12月26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。

次回のイベント評価委員会日程が決まりました
第13回イベント評価委員会を1月9日（金）、第14回イベント評価委員会を翌日10日（土）と2日間連続で、大阪市立大学医学
部にて開催することがきまりました。
重篤な有害事象（イベント報告含む）をまだご報告されていないものがありましたらご提出お願いいたします。

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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