エリスロポエチンによる早産児脳性麻痺の予防に関する多施設共同研究
EPOC：Evidence based Prevention Of Cerebral palsy in preterm infants

概要版
本資料は正式な計画書ではなく概要版です。
今回の臨床試験の全体像の把握のために用意されたものです。

平成 24 年 7 月 9 日
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Ⅰ.

研究課題名

エリスロポエチンによる早産児脳性麻痺の予防に関する多施設共同研究
（通称：EPOC スタディー）
EPOC：Evidence based Prevention Of Cerebral palsy in preterm infants
Ⅱ.

実施計画の目次（概要版）

１．研究の概要と臨床研究の意義
２. PVLモデル動物におけるEPOの脳保護効果と安全性
３. ヒトにおける安全性に関する事前小規模臨床研究
４. 研究の目的と方法、対象の選出
５．対象症例の選定基準
６．登録および登録の中止について
７．投与の方法と観察期間
８．代諾者への説明と同意
９．調査項目と症例記録
10．有害事象の取り扱いと中止の基準
11. 研究計画の変更
12. 評価項目
13. 研究期間と中間解析
14. 統計処理
15. その他

Ⅲ. 研究実施期間
2012 年 7 月 1 日 〜 2015 年 12 月 31 日
（エントリー期間は 2014 年 6 月 30 日まで）

Ⅳ.

目標症例数

本院および共同研究施設で合計 462 例（偽薬群 231 例
(1 歳半での追跡不能例 5%を含む)

Ⅴ.

研究実施組織

EPOC研究会

研究組織
Advisory Board Member 一覧
戸苅 創 名古屋市立大学学長（代表）
板橋家頭夫 昭和大学小児科教授
伊藤 進 香川大学小児科教授
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実薬群 231 例）

楠田 聡
田村正徳
藤村正哲
吉尾博之
平野慎也
米本直裕
青谷裕文
加藤稲子

東京女子医科大学新生児科教授
埼玉医科大学総合医療センター小児科教授
前大阪府立母子保健総合医療センターセンター長
聖マリアンナ医科大学小児科教授
大阪府立母子保健総合医療センター新生児科・臨床試験支援室長
国立精神・神経医療研究センタートランスレーショナルメディカルセンター
生物統計解析室長
京都きづ川病院きづ川クリニック院長
埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター教授

監事（会計監査）
二村真秀 愛知医科大学周産期センター教授
オブザーバー
Christoph Thiemermann William Harvey Research Institute 教授(UK)
エリスロポエチンの臓器別生理作用に関する助言
佐々木隆造 京都大学名誉教授
エリスロポエチンの神経細胞保護作用に関する助言
友杉直久 金沢医科大学腎臓内科教授
エリスロポエチンの測定技術に関する助言
割り付け登録
青谷裕文 京都きづ川病院きづ川クリニック院長
画像評価
平野慎也（新生児科副部長）
大阪府立母子保健総合医療センター 新生児科・臨床試験支援室長
統計担当
米本直裕 国立精神・神経医療研究センター
トランスレーショナルメディカルセンター生物統計解析室長
効果安全・評価
平野慎也 大阪府立母子保健総合医療センター新生児科・臨床試験支援室長
協力専門家医師
茨
聡 鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター新生児科部長
鮫島 浩 宮崎大学医学部生殖発達医学講座産科婦人科学分野教授
尾崎康彦 名古屋市立大学病院分娩成育先端医療センター准教授
鈴森伸宏 名古屋市立大学病院臨床遺伝医療部准教授
症例登録
Neonatal Research Network(NRN)

（http://nrn.shiga-med.ac.jp/epoc/）
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多施設共同研究事務局：埼玉医科大学総合医療センター小児科教授：田村正徳
同 総合周産期母子医療センター新生児科教授：側島久典
同 総合周産期母子医療センター新生児科教授：加藤稲子
同 総合周産期母子医療センター新生児科講師：石黒秋生
同 総合周産期母子医療センター新生児科助教：金井雅代
埼玉医科大学病院小児科准教授：國方徹也
名古屋市立西部医療センター小児科副病院長：鈴木 悟
静岡済生会総合病院小児科科長：水野恵介
藤田保健衛生大学小児外科研究員：Hamed Mohamed Fussein

Ⅵ.

略語一覧（Abbreviations）
PVL: Periventricular Leukomalacia 脳室周囲白質軟化症
CP: Cerebral Palsy 脳性麻痺
EPO: Erythropoietin エリスロポエチン
HIF: Hypoxia induced factor 低酸素誘発因子
PD: Prolonged deceleration 遷延一過性徐脈
SVD: Severe Variable Deceleration 高度変動一過性徐脈
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１．研究の概要と臨床研究の意義
在胎 33 週未満の低出生体重児の約 5%に Periventricular Leukomalacia (PVL)およびそ
れに引き続いて脳性麻痺（CP）が発症することが判明している。また、母体に Deceleration
あるいは炎症兆候が見られた場合には、約 20%に PVL が発症することが判明している。PVL
は、脳白質に生じる虚血性疾患でいまだ原因および予防法が確立されていない。両側に対
称的にこの虚血病変が発生するとほぼ 100%の確率で CP に発展する。その発生部位の特徴
から両下肢の痙直性の麻痺が最も多く、いわゆる成熟児にみられる脳性麻痺と明らかに区
別され、
「早産児 CP」と呼ばれている。現在、脳性麻痺の患者の約半数がこの早産児 CP と
いわれており、その予防あるいは症状の軽減が出来ればまさに画期的なことであり、貢献
度は計り知れない。
日齢 3 のラット新生仔に血管結紮/低酸素負荷を加えることで PVL のモデル動物の作成に
成功したこと、これに EPO およびその誘導体を投与し、劇的な効果がみられたこと、さら
に大規模な多施設共同研究の前の、事前小規模多施設共同研究にてその安全性が確認され
たことから、これらの証拠に基づいて、PVL に対する EPO の予防治療効果に関する臨床研
究を全国主要 NICU を対象に企画するものである。
２. 研究の目的と対象の選出
（1）本研究の目的
在胎 25 週以上 33 週未満の早産児のうち、PVL の発症リスクの高い早産児を対象に、出
生後早期に EPO を投与することで、PVL に伴う CP の発症率の減少および重症度の低下が得
られるか否かを検証することを目的とする。多施設共同ランダム化比較試験とし、プラセ
ボ投与群と比較し EPO 投与群において、修正 1 歳 6 ヶ月での CP の発症割合が有意に軽減す
るか否かを検証する。副次的な目的として、日齢 28 および修正 1 歳 6 ヶ月での PVL の発症
割合が有意に軽減するか否かを検証する。
３．対象症例の選定基準
(1)選択基準
1)在胎25週以上33週未満の早産児
2)以下の①あるいは②のいずれかを満たすものを対象とする
①分娩前 1 時間以内に、CTG（胎児心拍数モニター）上、各子宮収縮に伴って 50%以
上に以下のいずれかを認める症例
・ Moderate または Severe Variable Deceleration
（産科ガイドラインでは重度の Variable Deceleration）
・Prolonged Deceleration (2 分~10 分)
・ Bradycardia (10 分以上)
②分娩前 1 週間以内に、母体の 38℃以上があり、以下のいずれかの炎症兆候のうち 2
項目以上を認める症例：
・羊水混濁
・母体白血球数 20,000/mm3 以上
・母体 CRP 2mg/dl 以上
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・母体（100bpm 以上）又は胎児（160bpm 以上）の頻脈
3）生後12時間未満に投与可能（生後6時間未満が望ましい）なこと
4）本試験に参加することの同意が代諾者から得られること
(2)除外基準
1）先天奇形（出生時に明らかな中枢神経異常、生命予後不良な合併奇形、重症心奇形）
2）染色体異常
3）胎児水腫
4）極端なIUGR（-3.0SD未満）
5）重症仮死（5分アプガー6点未満）
6）出生時にPVLを認めた症例
7）その他担当医が不適切と判断した症例
４．登録について
参加施設の責任医師は当該施設の審査委員会（IRB等）の承認を得た後、登録はNeonatal
Research Network ホームページ（http://nrn.shiga-med.ac.jp/epoc/）から行う。登録
には本研究担当者の、個人登録及び本研究への参加登録が必要である（NRNの他のプロジ
ェクトに登録済みの担当者は本研究への参加登録のみ必要）。症例登録時には、担当者の
ユーザー名とパスワードが必要である。
１） 選択基準、除外基準の判定、
２） 説明と同意の取得、
３） 症例登録、
４） 試験薬の投与
へと進む
【症例の振り分け、症例番号】
・インターネット上で症例登録が行われると、本研究の対象に該当する症例には直ち
に試験薬番号の割付が行われ、インターネット上で登録者に通知される。試験薬番号
が症例番号となる。その番号以外の試験薬をその被験者に投与してはならない。
５．投与の方法と観察期間
(1)試験薬
試験薬は、ヒトエリスロポエチン製剤（エポエチンβ；エポジン 中外製薬株式会社）
の実薬あるいはプラセボ薬かの区別が出来ない形で作成され、試験薬割付管理責任者の
厳重な管理の下におかれる。
(2)用量および用法
一回試験薬100U/Kgをツベルクリン注射筒に取り分けた上で、抹消あるいは中心静脈
を介して一回静脈内投与する。
投与時間は、生後12時間未満（生後６時間未満が望ましい）とする。
(3)観察期間とPVLの確定診断
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登録対象例は、日齢7（ 1）、日齢14（ 2）、日齢28（ 2）にエコーによるPVLの
診断を実施する。必要に応じて同時期にMRIおよびCT検査を実施する。これらPVLの画像
診断は後述する診断基準に準拠して行う。
対象症例が退院した後は、小児科医による神経発達の観察を行う。修正1歳~1歳6ヶ月
時の頭部MRIをもってPVLの確定診断とする（通常の経過観察の範囲内で可）。同時期に
CPの臨床的診断を行う。CPの臨床診断は前述の診断指針（平成９年度厚生省研究班）に
準拠して行う。
(4)CPの診断
修正１歳6ヶ月でCPの診断、重症度判定を行う。
(5)晩期循環不全（LCD）を発症した場合の治療
各施設の従来の方針に従う。一般的に、カテコラミンと循環補液を施行して昇圧を
はかり、無効な場合はステロイドを使用する。また、症例登録画面に発症日を記載する。
６．調査項目と症例記録
症例報告書において、新生児のデータおよび児のCP発症リスクに関する周生期のデータ
を記載する。新生児の検査項目は：血算（WBCおよび分画/RBC/Hb/Hct/Plt/Ret.）、肝機
能：AST（GOT）/ALT（GPT）、総ビリルビン）、腎機能（BUN/Cre）、血糖、血圧（非観血
的でも可）、の経過を記録する（試験薬投与前、日齢7（ 1）、日齢28（ 2）は必須。
経過によっては項目が追加されることもある）。また期間中の晩期循環不全の発症の有無
（発症日を含む）、脳室内出血の有無、症候性動脈管開存症の有無、貧血改善を目的とし
たEPOの投与の有無、等を記載する。その他のデータは各施設の従来の治療に従って記録
する。
７．評価項目
(1) 主要評価項目
EPO投与群において、修正1歳~1歳6ヶ月でのCPの発症および死亡が有意に軽減するか
否かを検証する。
(2) 副評価項目
1.EPO投与群において、日齢28および修正1歳~1歳6ヶ月でのPVLの発症が有意に軽減
するか否かを検証する。
2.EPO投与群において、修正1歳~1歳6ヶ月でのCPの重症度が有意に軽減するか否かを
検証する。
3.日齢7および28における血算、肝機能、腎機能、血糖、血圧への影響を検証する。
4.生後28日までの晩期循環不全の有無について検証する。
5.生後28日までの脳室内出血(3-4度)の有無について検証する。
6.生後28日までの症候性動脈管開存症の有無について検証する。
7.生後28日までの貧血改善目的のEPO投与の有無について検証する。
8.修正１歳~１歳６ヶ月での死亡率を検証する。
観察期間：
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原則として長期予後の観察は各施設の経過観察の基準に合わせて行う。１歳~１歳半
でMRI等によるPVL/CP発症の有無の確認を依頼することがある。
８.その他
(1)診療形態
当該研究の治療は、試験薬を除いてすべて保険診療の範囲で行われる。この研究に使
用される試験薬 EPO は日本腎臓財団から EPOC 研究会へ提供された基金により購入され
る。
(2) 参加医師の賠償責任保険
研究を実施する医師は賠償責任保険に加入済みであることが求められる。また、当該
研究参加に伴う健康被害発生時の補償については、各医療機関で対応するものとする。
(3) 本試験遂行に関与する財源
本臨床研究の実施に関しては、主として日本腎臓財団の基金による。
(4) 記録の保存および研究成果の帰属
すべてのデータは事務局で解析され、解析終了後 5 年間保管管理される。研究成果お
よび公表論文は EPOC 研究会に帰属する。
(5) 参加医師の倫理的対応
当該研究に参加する医師等は、
「ヘルシンキ宣言」、
「臨床試験に関する倫理指針」およ
び当該臨床研究実施計画書を遵守して実施する。
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