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0. 研究概要 
 
0.1. シェーマ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*1 原発性腹膜癌、卵管癌を含む。 
*2（Taxane + Platinum）化学療法：術前、術後、または術前＋術後の化学療法を含む。総投与コース

数は術前、術後併せて 3 コース以上 9 コース以下の実施を受けている。 
 Taxane: Paclitaxel または Docetaxel のいずれか、または、その両者。 
 Platinum: Carboplatin 
*3 登録前 28 日以内に実施した CT または MRI での評価を基本とするが、判断に困難な場合は、PET-CT
の結果を参考とする。 
*4 集積期間を 2 年から 4 年に延長することで目標症例数は 55 例から 50 例に再設定。 
 
0.2. 目的 

FIGO III 期 または IV 期卵巣癌で外科的切除と術前または術後の（Taxane + Platinum）化学療法

が施行され、画像的に残存腫瘍を認めない症例を対象に、WT1 ペプチドワクチンを投与する術後補

助免疫療法の有効性、免疫学的効果、並びに安全性を評価する第Ⅱ相臨床試験を行い、historical 
controlとの比較によりWT1ペプチドワクチンによる卵巣癌症例の無再発期間延長効果を検討する。 
・ Primary end point は、2 年無再発生存割合 
・ Secondary end point は、以下の通り。 

1) 無再発生存期間 Relapse-free survival (RFS) 
2) 全生存期間 Overall survival 

FIGO III / IV 期 原発性卵巣癌*1 
外科的切除＋(Taxane+Platinum)化学療法施行後*2 

画像検査上、残存腫瘍なし*3 
ECOG-PS 0～1, 年齢 20 歳以上 79 歳以下 

登録（50 例）*4 

HLA スクリーニング 
HLA-A*2402 and/or HLA-A*0201 陽性 

WT1 ペプチドワクチン投与 
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3) 免疫学的モニタリング：抗原非特異的免疫、WT1 特異的免疫  
4) 有害事象発生割合 
5) 再発形式 
6) 治療完遂割合  

 
 
0.3. 対象 

1） 病理組織学的に上皮性悪性卵巣腫瘍（原発性腹膜癌、卵管癌を含む）と診断されている． 
2） 病理学的に Stage III または IV と診断されている． 
3） 術前、術後、またはその両方で総投与コース 3 コース以上、9コース以下の(Taxane + Platinum)

化学療法（TC 療法*1 または DC 療法*2 のいずれか一方、または、その両者）が施行されてい

る． 
*1 TC 療法：Carboplatin + Paclitaxel 
*2 DC 療法：Carboplatin + Docetaxel 

4） 治療完了後（登録前 28 日以内）の画像検査*3において残存腫瘍*4を認めない． 
*3 画像評価には、原則、CT または MRI を用いる。 
*4 腹膜病変など CT、MRI で残存病変か、瘢痕組織かの判断が困難な場合は、FDG-PET を

用いて完全寛解を判断する。 
5） 最終化学療法完了後 28 日以上 56 日未満である． 
6） ECOG Performance Status (PS)が、0～1 である． 
7） 登録時の年齢が 20 歳以上 79 歳以下である． 
8） HLA-A 座（遺伝子型）が A*24:02 または A*02:01 またはその両者を有する． 
9） 5 年以内に他の癌腫に対する手術，化学療法，放射線照射の治療歴がなく，5 年無再発である．

＊但し、carcinoma in situ（上皮内癌）または粘膜内癌相当の病変に対する局所治療は除く。 
10）主要臓器機能が十分に保たれている． 
11）本試験の参加に関して，患者本人からの文書による同意が得られている． 

 
 
0.4. 治療 

WT1 ペプチドワクチン 
3 種類の WT1 ペプチド（np126: 2.0mg, mp235: 2.0mg, np332: 2.0mg を含む）と不完全アジュバン

トである Montanide ISA51 を主成分とし調整したエマルジョン製剤で，これを 1 回につき両上腕伸

側~腋窩、両側大腿部前面の計４ヶ所に皮内注射する． 
使用するペプチドのアミノ酸配列は以下の通り。 
 

使用ペプチド アミノ酸配列 
np126 RMFPNAPYL 
mp235 CYTWNQMNL 
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np332 KRYFKLSHLQMHSRKH 
＜投与スケジュール＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
0.5. 予定登録数と研究期間 

予定登録数：55 例 ⇒ 50 例（2017 年 5 月改訂申請） 
登録期間：  2 年 ⇒ 4 年（2017 年 5 月改訂申請） 
追跡期間：  登録終了後 2 年 
総研究期間： 4 年 ⇒ 8 年（2017 年 5 月改訂申請） 
 

＜統計的根拠＞ 
 閾値 2 年 RFS 40％ 期待 2 年 RFS 55％ 
 α=0.05 (片側)、検出力 80%  
 2 年集積、2 年間追跡 
これらの条件で 52 例、若干の脱落例を踏まえ、55 例 
2017 年 5 月の改訂申請において、集積期間を 4 年に延長したことにより解析必要症例数は 47 例に、若

干の脱落例を踏まえ、50 例に変更 
 
0.6. 問い合わせ先 
試験事務局 

西田 純幸  大阪大学大学院医学系研究科 癌ワクチン療法学寄付講座 

TEL 06-6879-3676  FAX 06-6879-3677 

E mail: sumiyuki-n@imed3.med.osaka-u.ac.jp 
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① ⑦ ⑰ 

（週）

   

1 年間 4週毎 2 週毎 

継続：最長１年間 
（治療開始から最長2 年間）

8週毎

治療開始日を Day1 とする。Day365 まで 1 年間投与。 
合計 17 回、投与する。 
・Day 85 まで 2 週毎に投与 （7 回） 
・Day 365 まで 4 週毎に投与 （10 回） 
1 年間の予定投与終了後、WT1 ペプチドワクチンの投与継続を希望された場合、

担当医の判断のもと、継続投与を可能とする。その場合、8 週毎の投与とし、最

長 1 年間（試験治療開始から 2 年間）の治療を許容する。 
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1. 目的 
FIGO III 期 または IV 期卵巣癌で外科的切除と術前または術後の（Taxane + Platinum）化学療法

が施行され、画像的に残存腫瘍を認めない症例を対象に、WT1 ペプチドワクチンを投与する術後補

助免疫療法の有効性、免疫学的効果、並びに安全性を評価する第Ⅱ相臨床試験を行い、historical 
controlとの比較によりWT1ペプチドワクチンによる卵巣癌症例の無再発期間延長効果を検討する。 
・ Primary end point は、2 年無再発生存割合 
・ Secondary end point は、以下の通り。 

1) 無再発生存期間  
2) 全生存期間 
3) 免疫学的モニタリング：抗原非特異的免疫、WT1 特異的免疫  
4) 有害事象発生割合 
5) 再発形式 
6) 治療完遂割合 

 

2. 背景と試験計画の根拠 
2.1. 対象 

2.1.1. 疫学 
本邦の卵巣癌の罹患数は年々増加傾向にあり、1999 年には 7,134 人、最近では毎年約 8,000 人と推

計されている。卵巣は骨盤内臓器であり、自覚症状に乏しく約半数が III 期・IV 期で発見される。

III 期・IV 期の 5 年生存率は約 20％であり、罹患率増加のなかで死亡率を低下させるためには、さ

らに有効な治療法の開発が必要である。 
 

2.1.2. 臨床病理 
 卵巣癌は発生学的にミューラー管を起源としており、ミューラー管を起源とした癌は Mullerian 

carcinoma と呼ばれる。Mullerian carcinoma には卵巣癌の他、卵管癌、腹膜癌が含まれる。腹膜癌

とは腹膜から発生する癌であるが、臨床的には消化器由来の癌が否定され、卵巣に腫瘍を形成しな

い癌と定義される。normal-sized ovary carcinoma syndrome と呼ばれる場合もある。卵管癌、腹

膜癌は、その発生頻度は低いが、卵巣癌とほぼ同じ biology（化学療法の効果、予後）を示すことが

報告されている。  
 

Charles M. Strnad et al: Peritoneal Carcinomatosis of Unkonwn Primary Site in Women: 
Ann Intern Med. 111(3):213-17,1989. 
Gerald A. Feuer et al: Normal-Sized Ovary Carcinoma Syndrome: Obstet Gynecol. 73(5)  
PART1:786-92,1989. 
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2.1.3. 病期分類 
FIGO 国際進行期分類（1988 年）では、卵巣内に限局する場合を stage I、腫瘍が一側または両側

の卵巣に存在し、さらに骨盤内への進展を認めるものを stage II、腫瘍が一側または両側の卵巣に

存在し、さらに骨盤外の腹膜播種ならびに/あるいは後腹膜または、鼡径部のリンパ節転移を認める

もの、また腫瘍は小骨盤に限局しているが小腸や大網に組織学的転移を認めるものや、肝表面への

転移の認められるものを stage III、腫瘍が一側または両側の卵巣に存在し、遠隔転移を伴うもの、

胸水中に悪性細胞を認めるもの、肝実質への転移を stage IV と分類している 
 
尚、FIGO 新分類（2014 年）では、卵巣あるいは卵管内に限局発育する場合を stage I、腫瘍が一

側または両側の卵巣あるいは卵管に存在し、さらに骨盤内（小骨盤）への進展を認めるもの、ある

いは原発性腹膜癌を stage II、腫瘍が一側または両側の卵巣あるいは卵管に存在し、あるいは原発

性腹膜癌で、細胞学的あるいは組織学的に確認された骨盤外の腹膜播種ならびに/あるいは後腹膜リ

ンパ節転移を認めるものを stage III、腹膜播種を除く遠隔転移を stage IV と分類している（3.2 参

照）。FIGO 新分類（2014 年）発行以降の登録症例は、この病期分類を用いる。 
 

2.1.4. 病期別の標準治療 
初回治療は，摘出可能と判断されれば、いずれの病期においても、基本術式である両側付属器摘出

術・子宮摘出術・大網切除術に加え，後腹膜リンパ節の郭清を行う。さらに腹腔内各所に播種や転

移病巣がある stage II・III・IV においても病巣の可及的摘出を行い，optimal cytoreduction に努

める。また、早期の高分化型の症例を除き、初回手術後に標準的寛解導入・補助化学療法として

taxane 製剤と platinum 製剤の併用療法（TC 療法など）を行う。最近では術前に化学療法を行う

こともある。（卵巣がん治療ガイドライン 2010） 
 

2.2. 対象に対する標準治療 
  初回化学療法後の維持化学療法については議論が残されているところである。維持化学療法とは、

初回化学療法終了後、CR（complete response:完全寛解・効果）が得られた場合、効果持続をねら

い、初回治療の後に追加の化学療法を何サイクルか行うことをいう。初回化学療法よりも強い化学

療法（大量化学療法など）を行う場合地固め療法とも呼ばれる。GOG178 試験において、標準的化

学療法（5-6 サイクルの platinum 製剤と paclitaxel の併用療法）後に、clinical CR（臨床的完全寛

解）を確認した症例において、28 日毎の paclitaxel 135mg/m2 の 3 サイクル対 12 サイクルの比

較試験が行われた。この試験では無再発生存期間の延長が示されたが、全生存期間の延長は認めら

れなかった。また、同様の AGO-GINECO 試験・MITO-1 試験においても維持化学療法による全生

存期間の延長は認められなかった。すなわち、現時点においては抗癌剤による維持化学療法の意義

は否定的とされている。一方、GOG218 試験および ICON7 試験において、べバシズマブを、TC 療

法と併用後に 1 年間維持療法として投与することで無増悪生存期間が有意に改善したとの報告がな

されているが、標準療法とまでは位置づけられていない。（卵巣がん治療ガイドライン 2010） 
 
2.3. 癌ペプチドワクチン療法 



10 
 

2.3.1. 癌ペプチド 
今日までに多くの癌関連抗原（tumor associated antigen; TAA）または癌抗原が同定され、様々な

方法で癌に対する免疫治療に用いられるようになっている。癌ペプチドワクチン療法は、癌免疫療

法の 1 つである。その機序は次のとおりである。抗原として用いられる癌抗原ペプチド（ここでは、

class I ペプチドを指す）は、免疫賦活作用を有する adjuvant と共に投与され、樹状細胞の HLA に

結合し、HLA/ペプチド複合体として細胞表面に提示される。この樹状細胞は所属リンパ節に移動し

そこで抗原特異的 T 細胞受容体（T-cell receptor; TCR）を有する CD8 陽性 T 細胞を活性化し、抗

原特異的な細胞傷害性 T 細胞（cytotoxic T-lymphocyte; CTL）が誘導される。癌細胞表面に発現さ

れた HLA/ペプチド複合体をこれらの CTL が認識し、細胞傷害活性物質の放出と Fas リガンドによ

る Fas 刺激の主な２つの機序によって細胞傷害作用を来たす。 
 
2.3.2. WT1 ペプチドワクチン 
ウイルムス腫瘍遺伝子（WT1）は、小児の腎腫瘍であるウイルムス腫瘍の原因遺伝子として単離さ

れた遺伝子であり、転写因子をコードし、種々の遺伝子の転写を制御している。我々の一連の研究

から、野生型 WT1 遺伝子および WT1 遺伝子産物が、白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫な

どの造血器悪性腫瘍や肺癌、乳癌、大腸癌、膵癌など種々の固形癌で過剰発現していることが明ら

かになった。上皮性卵巣癌においては 90％に WT1 の過剰発現が認められていて、組織型による発現

の差は認めない。さらに WT1 遺伝子は、本来、癌抑制遺伝子と定義されたが、我々の一連の研究か

ら、WT1 遺伝子は癌抑制遺伝子ではなく、細胞増殖の促進や細胞分化の抑制、またアポトーシスを

抑制する機能を持ち、癌遺伝子様の役割を果たしていることが明らかになった。更に、WT1 遺伝子

産物である WT1 タンパクは WT1 抗原特異的 CD8 陽性細胞傷害性リンパ球を誘導しうること、そ

のWT1抗原特異的CD8陽性細胞傷害性リンパ球は肺癌細胞株などの種々腫瘍細胞を傷害すること、

また多くの担癌患者の末梢血中に WT1 抗原特異的 CD8 陽性細胞傷害性リンパ球が健常者に比して

多く存在することも明らかになった。これらの結果は WT1 遺伝子産物である WT1 タンパクが、汎

腫瘍関連抗原（TAA）として癌ワクチン療法の標的になりうる可能性を強く示唆した。 
＜1＞ WT1 ペプチドを用いた癌免疫療法の第 I 相試験（2 週毎投与） 
2001 年 8 月 21 日より、大阪大学医学部附属病院において、白血病、骨髄異形成症候群、乳癌、肺

癌を対象疾患として、全 26 例に「WT1 ペプチドを用いた免疫療法の第 I 相臨床試験」を行い、結

果を 2004 年に報告している。骨髄異形成症候群の患者において汎血球減少の副作用が生じたが、そ

れ以外には grade 3 以上の重篤な副作用は認めなかった。効果に関しては、20 例中 12 例で腫瘍マ

ーカーの低下が確認された。 
＜2＞ WT1 ペプチドを用いた悪性固形腫瘍に対する免疫療法の第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験（1 週毎投与） 
2004 年 1 月 20 日より、大阪大学医学部附属病院において、種々の悪性固形腫瘍の患者を対象とし

て、改変型 WT1 ペプチド（mp 235）3mg を１週間毎に投与する第 I/II 相臨床試験が実施され、phase 
I 部分について 2006 年に報告した。投与を受けた 10 名の患者において、grade 3 以上の有害事象は

認められなかった。腫瘍縮小効果については、PR が 1 名（Glioblastoma）、SD が 5 名（Glioblastoma 
4 名、乳癌 1 名）に認められた。この試験に引き続いて、WT1 ペプチドの毎週 12 回投与による抗

腫瘍効果を評価する第 II 相試験が進行中で、2012 年 11 月現在までに 600 名以上の各種癌患者に対
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する WT1 ワクチン療法を施行した。従来の化学療法不応となった原発性上皮性卵巣癌を含む婦人科

癌患者に対して、2004 年から 2010 年に集積された 40 例（うち 24 例が原発性上皮性卵巣癌）の解

析により、WT1 ワクチン投与によって抗原特異的免疫反応が誘導された症例では、免疫反応が誘導

されなかった症例に比して、統計的有意に生存期間が延長することが示唆された（下図参照）。 
 
 
 

 
＜３＞腫瘍免疫における WT1 ヘルパーペプチドの重要性を示す研究結果 

腫瘍免疫における最も重要なエフェクター細胞は HLA class I 拘束性 CD8 陽性細胞傷害性リンパ球で

ある。しかしながら、HLA class I 拘束性ペプチド（CTL ペプチド）による腫瘍抗原特異的細胞傷害性

リンパ球の活性化だけでは十分な抗腫瘍効果が得られないことも明らかになりつつある。より強い抗原

特異的細胞傷害性リンパ球の誘導やその活性の維持における HLA class II 拘束性 CD4 陽性ヘルパーT リ

ンパ球の重要性を示す研究結果が蓄積されつつある。 

我々をはじめいくつかの研究室において、HLA class II 拘束性に WT1 タンパク特異的な CD4 陽性ヘル

パーT リンパ球を誘導できる HLA class II 拘束性 WT1 ペプチド（WT1 ヘルパーペプチド）が同定され

た。WT1 ヘルパーペプチドにより誘導されたヘルパーT リンパ球は腫瘍免疫増強作用のある Th1 サイト

カインを産生し、また、WT1 ヘルパーペプチドの刺激により WT1 特異的細胞傷害性リンパ球の誘導や

活性化を増強することを in vitro 実験において示している。 

また、一般に、ヘルパーペプチドの HLA class II 拘束性は、CTL ペプチドの HLA class I 拘束性に比べ

て厳密でなく多種類の HLA class II 分子に結合できる。我々が同定した WT1 へルパーペプチド(np332)

は、HLA class II 型の HLA-DRB1*04:05、15:01、15:02、08:03 および HLA-DPB1*09:01、05:01 に結合す

る事を明らかにしている。それぞれの HLA を有する日本人の割合は 27%、12%、23%、20%、20%および 50%

で、いずれかの HLA を有する割合は約９５％となりほとんどの日本人に適応可能である。 

担癌マウスを用いた in vivo 実験では HLA class I 拘束性の WT1-CTLペプチドと HLA class II 拘束性の

WT1 ヘルパーペプチドを併用した場合、WT1-CTL ペプチド単独に比べ抗腫瘍効果の有意な増強を認め

ている（manuscript in preparation）。したがって、HLA-A*24：02 のように WT1-CTL ペプチドが同定され

ている場合、WT1-CTL ペプチドと WT1 ヘルパーペプチドの併用療法は WT1-CTL ペプチド単独より強

力な抗腫瘍効果が期待される。 

＜左図注釈＞ 
婦人科がんを対象とした WT1 ペプチドワクチ

ン療法に参加した 40 症例での全生存期間(OS)
の検討。(参考文献１７より引用) 
*DTH-WT1 ペプチドに対する遅延型免疫反応 
DTH(+):陽性例 n =27 
DTH(-):陰性例 n=13 
Log-lank テスト p= 0.023 
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＜４＞WT1 ヘルパーペプチドを用いたがん免疫療法の第Ⅰ相臨床試験 
2010 年より行った大阪大学での臨床試験では、WT1 ヘルパーペプチド（np332）を用い、１）WT1 特異

的ヘルパーT 細胞を誘導する WT1 ヘルパーペプチド単独投与、と、２）WT1-CTL ペプチド(mp235)と WT1

ヘルパーペプチド(np332)の併用投与をそれぞれ行った。いずれの投与方法においても重篤な治療関連毒

性は認めず、実施可能性について問題ない結果を得ると共に WT1-CTL ペプチド(mp235)と WT1 ヘルパーペ

プチド(np332)の併用投与が行われた症例において期待できる抗腫瘍効果を認めた。 

 
2.4. 治療計画設定の根拠 
先述のように、III 期、IV 期上皮性卵巣癌の外科的切除＋術前・術後化学療法後に完全寛解になった症

例に対しては、経過観察が標準的ではあるが、その多くの患者に再発が認められることから、同病期

完全完解後の補助免疫療法などは、医療上新たな治療選択肢としてニーズが高い。そこで、上皮性卵

巣癌における WT1 の発現率、初期の臨床試験で示された WT1 ペプチドワクチン療法の良好な忍容性

に注目し、本疾患における本治療法の proof-of-concept 試験として本研究を計画した。 
 
2.4.1. 薬剤 
WT1 ペプチドワクチン 
本試験で用いる WT1 ペプチドは以下のとおりである． 

・改変型 WT1 ペプチド（mp235）：CYTWNQMNL：HLA-A*2402 

・天然型 WT1 ペプチド（np126）：RMFPNAPYL：HLA-A*0201 

・天然型 WT1 ペプチド（np332）：KRYFKLSHLQMHSRKH：HLA-DRB1*0405 他 

各 WT1 ペプチド 2.0mg ずつ（合計 6mg）を DMSO にて溶解し WT1 ペプチド溶液を作成する。 
WT1 ペプチドワクチンは、規定された用量の WT1 ペプチド溶液と MONTANIDE ISA51VG 
STERILE を重量比 1:1 でエマルジョンにして皮内投与する。 

 
2.4.2. 本試験の治療レジメン 
WT1 ペプチドワクチンは、3 種類の WT1 ペプチドそれぞれ 2.0mg を混合したペプチド溶液と免疫ア

ジュバント MONTANIDE ISA51VG STERILE と共に混合したエマルジョン製剤である。これを 4 ヶ

所に分けて投与する。大阪大学医学部付属病院で行われている悪性固形腫瘍に対する第Ⅱ相臨床試験

では、WT1 ペプチドを 6 ヶ所に分けて投与行っているが、今回、術後アジュバントという事でコンプ

ライアンスを考慮して 4 か所投与とした。投与スケジュールについては、開始後 12 週目までは 2 週間

毎、その後 1 年目まで 4 週毎に投与とした。今までの臨床試験により WT1 ペプチドワクチン毎週投与

で 4 週目には WT1 特異的細胞傷害性 T 細胞が誘導される事が明らかとなっている。今回は

HLA-A*24:02を有さなくともHLA-A*02:01を有する症例に適応を拡大することを目的に class Iペプ

チドである np126 を加えている。更に、class II ペプチドである np332 を追加することでより効果的

にWT1特異的細胞傷害性T細胞が誘導されることが予想されるため、開始12週目までの導入部分は、

2 週間ごとにスケジュールを設定した。その後のメインテナンスフェーズのスケジュールについては至

適化の検討はされていないが、コンプライアンスも考慮して 4 週毎と設定した。 
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2.5. 試験デザイン 
本邦では上皮性卵巣癌の完全寛解後補助療法としてのペプチドワクチン治療の臨床試験はほとんどな

されておらず、この病期に対する WT1 ペプチドワクチン療法の有用性を検討する必要性は十分にある。

まずは単一施設で single arm の第 II 相試験を行い、有効性および安全性を検討する。この結果は、今後

のランダム化試験を含む後期第Ⅱ相試験、さらには大規模第 III 相試験を行うことの是非について議論す

るためのデータを得るための試験として位置づけている。 
 

2.5.1. 試験薬の投与期間 
投与は、明らかな病態の悪化を認めた場合、認容できない有害事象が発現した場合、患者の申し出

など、中止基準に抵触しない限り、予定のスケジュールが完了するまで投与を継続する。 
 
2.5.2. エンドポイントの設定根拠 
1) Primary endpoint の設定根拠 
本来、完全寛解後に行われる補助療法の臨床試験において、その多くは 5 年生存で評価されるべきで

あるが、第 II 相試験としての性格を考慮すると、より短期的な指標でなければならない。以上の点を

踏まえて、2 年無再発生存割合を指標とした。本研究では不確実性を排除するため全例（それまでに完

全切除が行われなかったり、明らかな再発が起ったりして treatment failure が確認された例をのぞき）

登録後 2 年の時点での再評価により再発の有無を確認することを必須とした。通常の臨床ではこの時

期に厳密な再評価をすることはないので、従来のデータとの正確な照合は困難であるが、既存の

historical control の結果より最低限期待される 2 年無再発割合を 40％とし、治療群でこれを 15％上

回ることを予測する。これに基づいて症例数を設定することとした。 
 
2) Secondary endpoints の設定根拠 
Secondary endpoints は、以下のものをとる。無再発生存期間、全生存期間、治療完遂割合、再発形式、 
有害事象発生割合、免疫学的モニタリング。 
その理由として、①安全性に関しての情報（試験治療に伴う有害事象）を得ることが必須である。②

生存期間（生存率）、無再発生存期間は、上記のごとく短期指標の妥当性を検証する上でも重要と思

われる。 
免疫学的モニタリングとして、１）WT1 抗原特異的免疫、並びに２）抗原非特異的免疫、について評

価する。WT1 抗原特異的免疫に関した評価法として、末梢血中 WT1 抗原特異的免疫担当細胞解析、

WT1 抗原特異的 IgG、並びに、遅延型皮膚反応(DTH)を設定した。 
 

2.5.3. 臨床的仮説と登録数設定の根拠 
対象とする症例において、2 年無再発生存割合は 40%と見込まれ、これを閾値 2 年無再発生存割合と

設定する。期待 2 年無再発生存割合を 55%、αエラー=0.05（片側）、検出力＝80％のもと、登録期間

2 年、追跡期間 2 年で必要登録数を計算すると、必要症例数は 52 例と計算される。若干の脱落例を踏

まえ、目標登録数を 55 例と設定した。 
＜集積期間延長に関して＞ 
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第 1 例目試験登録日（2015 年 5 月 15 日）から 2 年の集積終了予定であった 2017 年 4 月 30 日現在、

予定症例数に達せず、登録期間を更に約 2 年延長し、集積終了予定を 2019 年 3 月 30 日とした。尚、

上記統計的仮説の下で登録期間は 4 年に延長されることにより、解析必要症例数は 47 例となる。若干

の脱落例を踏まえ、目標登録数を 50 例に再設定する。 
 

2.6. 試験参加に伴って予想される利益と不利益の要約 
2.6.1. 予想される利益 
WT1 ペプチドワクチン療法は、上皮性卵巣癌や脳腫瘍、膵臓癌などの担癌患者を対象にした臨床試験

において、WT1 ペプチドワクチン療法に関連した重篤な毒性出現の頻度は、化学療法剤をはじめとす

る一般的な抗がん剤に比較して極めて少なく、本治療の実施可能性に関して問題はないと判断される

と共に、一定の効果が認められている。本試験で対象とする完全寛解後症例の再発予防を目的とした

補助療法においても同様の実施可能性の下でその治療効果が期待される。 
本試験では、ワクチン療法に関わる薬剤は研究代表者より提供される。一方、試験参加者の試験期間

中の薬剤費、診療費はすべて患者の保険及び患者自己負担により支払われるため、日常診療に比して、

患者が本試験に参加することで得られる、特別な診療上の利益はない。 
 
2.6.2. 予想される不利益 
本試験の登録患者には「7.薬剤情報と予期される有害反応」で述べるような有害反応の発現が予想され

る。本試験の WT1 ペプチドワクチン療法は、担癌患者に対して臨床試験を通して相応の患者に投与さ

れた治療であるが、完全寛解後の症例に対する大規模な検討はない。そこで、有害事象が予期された

範囲内かどうかを定期的にモニタリングし、重篤な有害事象や予期されない有害事象が生じた場合に

は、慎重に検討・審査され、必要な対策が講じられる体制が取られている。 
 
2.7. 本試験の意義 

上皮性卵巣癌の完全寛解後再発予防の補助療法として、殺細胞性抗がん剤などによる再発予防効果の

報告はなく、それらの毒性を鑑みても実臨床において有用とは言えず、標準的治療は経過観察である。

しかし、本試験の対象病期にある多くの症例で再発を来すことが予想され、治療成績向上の方策とし

て免疫療法への期待感が高まっている。中でも、WT1 ペプチド免疫療法は、重篤な副作用がなく、進

行期にある上皮性卵巣がんに対しても病状安定効果が報告されている。その他にも、膵がん、脳腫瘍

などの固形難治がんで一定の効果が示されていることから、上皮性卵巣癌術後補助療法としてその有

用性を評価することは意義深いと考える。 
 

3. 本試験で用いる規準・定義 
3.1. 上皮性卵巣癌（上皮性悪性卵巣腫瘍） 

日本産婦人科学会，日本病理学会作成卵巣腫瘍取扱い規約 ICD-O 腫瘍性状コード別表（1990 年） 
における以下の組織型（3.3 参照）。卵管癌、腹膜癌に関しては卵巣癌に準じる。 

1) 漿液性（嚢胞）腺癌 
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2) 粘液性（嚢胞）腺癌 
3) 類内膜腺癌 
4) 明細胞腺癌 
5) 悪性ブレンナー腫瘍 
6) 移行上皮癌 
7) 未分化癌 
8) 分類不能 

 
尚、日本産婦人科学会，日本病理学会作成「卵巣腫瘍・卵管癌・腹膜癌取り扱い規約 第 1 版（2016 年
7 月）」の出版に伴い、上皮性卵巣癌（上皮性悪性卵巣腫瘍）は、１．卵巣腫瘍、２．卵管腫瘍・３．

腹膜腫瘍の上皮性腫瘍―悪性疾患に相当する（3.3 参照）。 
 
3.2. 病期分類 
病期分類には FIGO 国際進行期分類（1988 年）を用いる。 

Stage I：卵巣内限局発育 
Ia ：腫瘍が一側の卵巣に限局し，癌性腹水がなく，被膜表面への浸潤や被膜破綻の認 

められないもの。 
Ib ：腫瘍が両側の卵巣に限局し，癌性腹水がなく，被膜表面への浸潤や破綻の認めら 

れないもの。 
Ic ：腫瘍は一側または両側の卵巣に限局するが，被膜表面への浸潤や被膜破綻が認め 

られたり，腹水または洗浄液の細胞診にて悪性細胞の認められるもの。 
Ic(a)：自然被膜破綻 
Ic(b)：手術操作による被膜破綻 
Ic(1)：腹腔洗浄液細胞診陽性 
Ic(2)：腹水細胞診陽性 

Stage II：腫瘍が一側または両側の卵巣に存在し，さらに骨盤内への進展を認めるもの。 
IIa ：進展ならびに/あるいは転移が，子宮ならびに/あるいは卵管に及ぶもの。 
IIb ：他の骨盤内臓器に進展するもの。 
IIc ：腫瘍発育が IIa または IIb で被膜表面への浸潤や破綻が認められたり，腹水ま 

たは洗浄液の細胞診にて悪性細胞の認められるもの。 
Ic および IIc の症例においてその予後因子としての関連を評価するために，（1）被膜破 
綻が，a）自然か，b）手術操作によるものか，または（2）腹腔内の悪性細胞が，a）洗 
浄細胞診にて判明したものか，b）腹水中に存在したのかを分類する 

Stage III：腫瘍が一側または両側の卵巣に存在し，さらに骨盤外の腹膜播種ならびに/あ 
るいは後腹膜または，鼡径部のリンパ節転移を認めるもの。また腫瘍は小骨 
盤に限局しているが小腸や大網に組織学的転移を認めるものや，肝表面への 
転移の認められるものも III 期とする。 

IIIa ：リンパ節転移陰性で腫瘍は肉眼的には小骨盤に限局しているが，腹膜表面に顕 
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微鏡的播種を認めるもの。 
IIIb ：リンパ節転移陰性で，組織学的に確認された直径 2cm 以下の腹腔内播種を認 

めるもの。 
IIIc ：直径 2cm をこえる腹腔内播種ならびに/あるいは後腹膜または鼡径リンパ節に 

転移の認められるもの。 
Stage IV：腫瘍が一側または両側の卵巣に存在し，遠隔転移を伴うもの。胸水の存在に 

より IV 期とする場合には，胸水中に悪性細胞を認めなければならない。また， 
肝実質への転移は IV 期とする。 

 
尚、FIGO 分類（2014 年）発刊後の症例に関しては、この病期分類を用いる。 
Stage I：卵巣あるいは卵管内限局発育 

IA 期：腫瘍が一側の卵巣（被膜破綻がない）あるいは卵管に限局し，皮膜表面への浸潤が認められ

ないもの。腹水または洗浄液の細胞診にて悪性細胞の認められないもの 
IB 期：腫瘍が両側の卵巣（被膜破綻がない）あるいは卵管に限局し，被膜表面への浸潤がみとめら

れないもの。腹水または洗浄液の細胞診にて悪性細胞の認められないもの 
IC 期：腫瘍は一側または両側の卵巣あるいは卵管に限局するが、以下のいずれかが認められるもの 

IC1 期：手術操作による被膜破綻 
IC2 期：自然被膜破綻あるいは被膜表面への浸潤 
IC3 期：腹水または腹腔洗浄細胞診に悪性細胞が認められるもの 

Stage II：腫瘍が一側または両側の卵巣あるいは卵管に存在し，さらに骨盤内（小骨盤腔）への進展

を認めるもの，あるいは原発性腹膜癌 
IIA 期：進展ならびに/あるいは転移が子宮ならびに/あるいは卵管ならびに/あるいは卵巣に及ぶも

の。 
IIB 期：他の骨盤部腹腔内臓器に進展するもの。Stage III：腫瘍が一側または両側の卵巣あるいは

卵管に存在し，あるいは原発性腹膜癌で，細胞学的あるいは組織学的に確認された骨盤外の腹膜

播種ならびに/あるいは後腹膜リンパ節転移を認めるもの 
IIIA1 期：後腹膜リンパ節転移陽性のみを認めるもの（細胞学的あるいは組織学的に確認） 

IIIA1(i)期：転移巣最大径 10ｍｍ以下 
IIIA1(ii)期：転移巣最大径 10ｍｍをこえる 

IIIA2 期：後腹膜リンパ節転移の有無にかかわらず，骨盤外に顕微鏡的播種を認めるもの 
IIIB 期：後腹膜リンパ節転移の有無にかかわらず，最大径 2cm 以下の腹腔内意播種を認めるもの 
IIIC 期：後腹膜リンパ節転移の有無にかかわらず，最大径 2cm をこえる腹腔内播種を認めるもの

（実質転移を伴わない肝および脾の被膜への進展を含む） 
Stage IV：腹膜播種を除く遠隔転移 

IVA 期：胸水中に悪性細胞を認める 
IVB 期：実質転移ならびに腹腔外臓器（鼠径リンパ節ならびに腹腔外リンパ節を含む）に転移を

認めるもの 
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3.3. 組織型分類 
組織学的分類には日本産婦人科学会，日本病理学会作成卵巣腫瘍取扱い規約 ICD-O 腫瘍性状コード別

表（1990 年）を用いる。 
表層上皮性・間質性腫瘍（悪性腫瘍） 

1) 漿液性（嚢胞）腺癌 
2) 粘液性（嚢胞）腺癌 
3) 類内膜腺癌 
4) 明細胞腺癌 
5) 悪性ブレンナー腫瘍 
6) 移行上皮癌 
7) 未分化癌 
8) 分類不能 
9) 腺癌線維腫 
10) 腺肉腫 
11) 中胚葉性混合腫瘍（ミューラー管混合腫瘍）（癌肉腫） 

 
尚、日本産婦人科学会，日本病理学会作成「卵巣腫瘍・卵管癌・腹膜癌取り扱い規約 第 1 版（2016 年
7 月）」発刊後の症例については、この組織学的分類を用いる。 
＜１＞ 卵巣腫瘍 
 I 上皮性腫瘍 

A 漿液性腫瘍 －３悪性 
a. 低異型度漿液性癌 
b. 高異型度漿液性癌 

   B 粘液性腫瘍 －３悪性 
a. 粘液性癌 

   C 類内膜腫瘍 －３悪性 
a. 類内膜癌 

   D 明細胞腫瘍 －３悪性 
a. 明細胞癌 

   E ブレンナー腫瘍 －３悪性 
a. 悪性ブレンナー腫瘍 

   F 漿液粘液性腫瘍 －３悪性 
a. 漿液粘液性癌 

   G 未分化癌 
＜２＞ 卵管腫瘍 
＜３＞ 腹膜腫瘍 
 I 上皮性腫瘍 
  ２．漿液性卵管上皮内癌 
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  ３．漿液性境界悪性腫瘍 
  ４．低異型度漿液性癌 
  ５．高異型度漿液性癌 
  ６．その他の上皮性腫瘍 
 

3.4. 用語の定義  
 3.4.1. 完全寛解の定義 

初回手術および Taxane + Platinum による化学療法にて残存腫瘍（測定可能病変および測定不能病

変）を認めないこと。リンパ節病変の場合は全ての病変の短径が 10mm 未満に縮小していること。 
測定可能病変 最長径が通常の方法で 10mm 以上（スライス厚の 2 倍）として正確に測定

され得る病変；ただしリンパ節は短径が 15mm 以上あること 

測定不能病変 測定可能病変以外の病変（例えば胸水･腹水、心膜液、等） 

判定には腹部造影 CT または腹部 MRI および胸部 Xp（正面 1 方向）または胸部 CT（単純 CT でも

可）を用いる。FDG-PETは原則用いないが、腹膜病変などCTやMRIで判断が困難な場合、FDG-PET
を用いて瘢痕組織か否かの判定を行うことを許容する。その場合、FDG-PET 陰性であることをもっ

て非腫瘍性病変（瘢痕組織）と判断する。 
 

3.4.2. Performance Status (ECOG)の分類 
PS 0 何ら制限を受けることなく、発病前と同等に社会活動が行える。 
PS 1 肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできる。たとえば軽い家事や事務労働など。 
PS 2 歩行や身の廻りのことはできるが、労働はできない。日中の 50%以上は起居している。 
PS 3 身の廻りのある程度のことはできるが、日中の 50%以上は就床している。 
PS 4 身の廻りのことは何もできず、終日就床している。 

 

4. 患者適格基準 
以下の選択基準をすべて満たし、除外基準のいずれにも該当しない患者を登録適格例とする。 
 
4.1. 選択基準 

1） 病理組織学的に上皮性悪性卵巣腫瘍（原発性腹膜癌、卵管癌を含む）と診断されている。 
2） 病理学的に Stage III または IV と診断されている。 
3） 術前、術後、またはその両方で総投与コース 3 コース以上、９コース以下の(Taxane + Platinum)

化学療法（TC 療法*1または DC 療法*2のいずれか一方、または、その両者）が施行されている。 
*1 TC 療法：Carboplatin + Paclitaxel 
*2 DC 療法：Carboplatin + Docetaxel 

4） 登録前 28 日以内の画像検査*3において残存腫瘍*4を認めない。 
*3 画像評価には、原則、CT または MRI を用いる。 
*4 腹膜病変など CT、MRI で残存病変か、瘢痕組織かの判断が困難な場合は、FDG-PET を
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用いて完全寛解を判断する。 
5） 最終化学療法完了後 28 日以上 56 日未満である。 
6） ECOG Performance Status (PS)が、0～1 である。 
7） 登録時の年齢が 20 歳以上 79 歳以下である。 
8） HLA-A 座（遺伝子型）が A*24:02 または A*02:01 またはその両者を有する。 
9） 5 年以内に他の癌腫に対する手術、化学療法、放射線照射の治療歴がなく、5 年無再発である。

＊但し、carcinoma in situ（上皮内癌）または粘膜内癌相当の病変に対する局所治療は除く。 
10）登録前 14 日以内の主要臓器機能について、以下の基準を満たしている患者。なお、当該期間内

に検査結果が複数存在する場合は、登録前直近のものを採用することとする。 
1) 好中球数  1,200 /μL 以上 
2) 血小板数  7.5 ×104 /μL 以上 
3) ヘモグロビン  8.5 g/dL 以上 
4) 血清クレアチニン 2.0 mg/dL 以下 
5) 総ビリルビン  2.0 mg/dL 以下 
6) AST、ALT  100IU/L 以下 

11）本試験の参加に関して、患者本人からの文書による同意が得られている。 
 
4.2. 除外基準 

1） 先行治療後、画像的に癌の残存を認める患者。 
2） 先行治療として腹腔内化学療法を実施された患者。 
3） 活動性の重複癌（同時性重複癌及び無病期間が5年以内の異時性重複癌）を有する患者。ただし局

所治療により治癒と判断される carcinoma in situ（上皮内癌）又は粘膜内癌相当の病変は活動性

の重複癌に含めない。 
4） 登録前28日以内に中等量以上*1のステロイド剤又は、免疫抑制剤の継続的な全身投与（内服又は

静脈内）を受けた患者。 
*1 中等量以上とはプレドニゾロン換算で20mg／日以上を目安とする。 

5） 登録前14日以内に輸血、造血因子製剤の投与を受けた患者。 
6） 登録前28日以内に他の治験薬、未承認薬の投与を受けた患者。 
7） 過去に WT1ペプチドの投与を受けた患者。 
8） 骨髄異形成症候群（MDS）、骨髄異形成／骨髄増殖性疾患（MDS/MPD）、及び慢性骨髄性白血病

などの骨髄増殖性疾患（MPD）を合併する患者。 
9） 肺線維症又は間質性肺炎を有する患者（登録前28日以内の胸部 X 線写真等の検査にて確認）。 
10）膠原病などを含む自己免疫性疾患の合併症、既往歴のある患者。 
11）重篤な合併症（重症のうっ血性心不全、重症の冠不全、3か月以内の心筋梗塞、腎不全、肝不全、

出血性の消化性潰瘍、腸管麻痺、腸閉塞、コントロール不良な糖尿病など）を有する患者。 
12）コントロール不良な活動性の感染症を有する（38℃以上の発熱を認めるなど）。 
13）既知の HIV、HBV、HCV 感染歴のある患者（登録時の新たな検査は必須としない）。 
14）CTCAE で grade 3以上の神経障害を有する患者。 
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15）重度の薬剤過敏症（ヨード系造影剤を除く）の既往歴のある患者。 
16）妊娠中・妊娠の可能性がある又は授乳中の女性。 
17）精神病又は精神症状を合併しており試験への参加が困難と判断される患者。 
18）その他、医師が本試験を安全に実施するのに不適当と判断した患者。 

 

5. 登録 
5.1. 登録の手順 
以下の手順に従い被験者を登録する。 

1) 同意の取得 
総括責任医師、試験責任医師又は試験分担医師は、選択基準をすべて満たし（ただし、8）以外），

除外基準のいずれの項目にも抵触しない症例がある場合、本試験への参加候補となる患者本人に

対して、説明文書を提供し十分な説明を行った後、本試験への参加の同意を文書で取得する。 
2) 被験者名簿の作成 

   総括責任医師、試験責任医師又は試験分担医師は、試験参加に文書で同意を得た患者に対して、

被験者識別コードを付与し、「被験者名簿」に記載および保管する。 
3) HLA スクリーニングの実施 

   総括責任医師、試験責任医師又は試験分担医師は、試験参加に文書で同意を得た患者に対して、

HLA スクリーニングを実施する。血液検査（HLA 研究所へ郵送）にて HLA が選択基準に該当す

るかを確認する。 
4) 症例登録票の作成 

   総括責任医師、試験責任医師又は試験分担医師は、HLA スクリーニングの結果、HLA が選択基

準に該当する場合、「4 患者適格基準」で規定する登録時の選択基準のすべての項目を満たし、除

外基準のいずれの項目にも該当しないことを確認し、「症例登録票」に必要事項をすべて記載する。

HLA が選択基準に該当しない場合は、被験者を登録せずに任意の治療を行う。 
5) 症例登録票の送付 

   総括責任医師、試験責任医師又は試験分担医師は、「症例登録票」を複写して診療録とともに保管

し、データセンターにその原本を送付する。FAX で送付した場合には、データセンターが受領し

た「症例登録票」を原本とする。 
6) 適格性の判定 

   データセンターは受領した「症例登録票」の記載内容に基づいて適格性を確認する。データセン

ターはこの記入済み「症例登録票」を保管する。 
7) 被験者の登録 

   データセンターは、適格と判定した場合には、適格と判定された被験者に「登録番号」を付与し、

登録番号を記載した「症例登録確認書」を総括責任医師、試験責任医師又は試験分担医師に送付

する。この「症例登録確認書」を送付した時点で、適格と判定した患者を被験者として「登録」

したものとする。不適格と判定した場合には、「登録における不適格連絡書」を総括責任医師、試

験責任医師又は試験分担医師に送付する。 
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8) プロトコール治療の開始 
   総括責任医師、試験責任医師又は試験分担医師は、受領した「症例登録確認書」に登録完了の旨

が記載されていることを確認して、登録後の必要な検査及びプロトコール治療を開始する。 
   総括責任医師、試験責任医師又は試験分担医師は、「症例登録確認書」又は「登録における不適格

連絡書」を保管し、「症例登録確認書」に記載された登録番号を被験者名簿に記載する。 
 
5.2. 登録に際しての注意事項 

1） プロトコール治療開始後の登録は例外なく許容されない。 
2） 症例登録票の内容確認が不十分なときは、すべて満たされるまで登録は受け付けられない。 
3） 一度登録された患者は登録取り消しはなされない。重複登録の場合は、いかなる場合も初回の

登録情報（登録番号）を採用する。 
4） 誤登録・重複登録が判明した場合には、速やかにデータセンターに連絡すること。 

 

6. 治療計画と治療変更規準 
治療および治療変更は本章の記述に従って行う。 
尚、プロトコールに従ってプロトコール治療の遂行を行ったとして、医学的に危険と判断される場

合は担当医の医学的判断に従って治療変更を行う。その場合「プロトコール逸脱」となるが、「臨床

的に妥当な逸脱」と判断される。（「14.2 プロトコール逸脱・違反」参照。 
 
6.1. プロトコール治療 

登録後 14 日以内にプロトコール治療を開始する。何らかの理由で開始が 15 日目以降になった場合

はその理由を「CRF」に記載すること。治療を開始できないと判断した場合はプロトコール治療中

止として「治療終了報告」に詳細を記載する。登録後、治療開始までに臨床検査値などが悪化して

適格基準を満たさなくなった場合にプロトコール治療を開始するか中止するかは担当医の判断によ

る。投与量変更などの適切な治療変更については、「6.3. 治療変更基準」は 1 回目の投与時には適

用しない。 
 

6.1.1. WT1 ペプチドワクチン 
WT1 ペプチドワクチンは、以下、3 種類の HLA 拘束性ペプチドとアジュバントからなるエマルジ

ョン製剤である。 
1) 使用薬剤 
・WT1 ペプチド (mp235)：HLA-A*24:02 拘束性; class I ペプチド 

・H-CYTWNQMNL-OH  
・WT1 ペプチド (np126)：HLA-A*02:01 拘束性; class I ペプチド 

・H-RMFPNAPYL-OH 
 ・WT1 ペプチド（np332）：HLA-DRB1*04:05 他、拘束性; class II ペプチド 

・H-KRYFKLSHLQMHSRKH-OH 
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・アジュバント（Seppic 社）：MONTANIDE ISA VG51 STERILE 
  

2) 投与方法 
・1 回あたり、各ペプチド 2mg / body（合計 6mg）を投与する。 
・初回投与から day85, 7 回投与までは 1 回／2 週、さらにその後 17 回投与までは 1 回／4 週の投与間

隔で試験薬を投与する。（下図参照） 
・投与部位は原則、両上腕伸側~腋窩、両側大腿部前面の計４ヶ所へ皮内投与とするが、WT1 ペプチ

ドワクチン投与に伴う発赤・硬結等の副作用により被験者の日常生活が妨げられる場合、頸部や腹部

等の所属リンパ節近傍に投与することを許容する。 

 
WT1 ワクチン投与スケジュール 

 
6.2. 治療変更規準 

以下、変更基準については次の用語を用いる。 
延期 delay：投与間隔の延長、投与を規定より遅らせること 
中止 terminate：治療全体または特定の薬剤やモダリティの永久的・継続的取りやめ。再開しない。 
休止 hold / suspend：条件を満たせば再開する可能性のある一時的中断や休薬。 
スキップ skip：治療薬を投与せずに次の投与スケジュールに進むこと。 
 
6.2.1.  初回投与開始規準 
開始予定日またはその 2 日前までの血液検査にて、「4.1. 適格基準」をすべて満たし、「4.2. 除外基準」

のいずれにも抵触しないことを確認し投与する。 
但し投与規準を満たした場合でも医師により開始が危険と判断する有害事象がある場合は開始を行わ

ない。投与規準を満たさない場合、１週間前後（4～10 日）の単位で投与を延期する。投与開始予定

日より 28 日を越えても投与ができなかった場合、プロトコール治療を中止する。 
 
6.2.2.  2 回目以降の投与規準 
2回目以降の投与に際して、以下の基準をすべて満たすことを確認しWT1ペプチドワクチン投与する。

投与基準を満たさなかった場合、基準をすべて満たすまで投与は行わない。 
・検査指定日の検査結果で投与が休止された場合、次の投与予定日（または、その２日前までの検査

結果を許容する）に再検査し、投与規準を満たした場合は、投与再開を可とする。尚、休止となった
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場合は、延期とせず、その投与回は Skip とする。 
・56日間以上基準を満たさず、投与ができなかった場合は、投与を中止する。 
 
1) 好中球数         1,000 / μL 以上 （14 日以内の造血因子投与なし） 
2) 血小板数         5.0 万 / μL 以上 （14 日以内の輸血実施なし） 
3) ヘモグロビン       8.0 g / dL 以上 （14 日以内の輸血実施なし) 
4) 血清クレアチニン    2.0 mg / dL 以下 
5) AST, ALT        100 IU / L 以下 
6) 総ビリルビン      2.0 mg / dL 以下 
7) 上記以外の非血液毒性*1  Grade 2以下 

*1 WT1 ペプチドワクチン投与部位の皮膚反応を含まない。 
8) WT1 ペプチドワクチン注射部位の局所反応が CTCAE ver 4.0 Grade 2 以下で、発赤径が 10cm 未

満である（4 か所の投与部位すべてに適応され、1 か所でもこれを満たさない場合、WT1 ペプチドワ

クチンの投与は不可となる） 
9) その他、医師により投与開始が危険と判断する有害事象を認めない 

 
6.2.3. 休止・再開規準 
＜休止基準＞ 
以下のいずれかの場合、WT1 ペプチドワクチンの投与を休止する。 
1) WT1 ペプチドワクチン注射部位の局所反応が CTCAE ver 4.0 Grade 3*以上、または、発赤径が

10cm 以上である。（4 か所の投与部位すべてに適応され、1 か所でもこれを満たす場合、WT1 ペプチ

ドワクチンの投与は休止する） 
* 注射部位反応：CTCAE ver 4.0 Grade 3 潰瘍または壊死 
2) 「6.2.2. 2 回目以降の投与規準」のすべての項目を満たさない場合。 
3) その他、投与の休止が妥当と担当医師が判断した有害事象。 
 
＜再開規準＞ 
休止後、「6.2.2. 2 回目以降の投与規準」のすべての項目を満たした場合、WT1 ペプチドワクチン投与

を再開する。投与再開は、予定される次の投与からの再開を原則とする。 
1) WT1 ペプチドワクチン注射部位の局所反応で投与休止となった場合での投与再開 
・再開時は、「6.2.4. 減量規準」のレベル-2 より投与を再開する。 
・再開時及びその次のワクチン接種までは、レベル-2 のままで投与を行う。それ以降、WT1 ペプチ

ドワクチン注射部位の局所反応が、休止基準に該当しなければ、投与レベルをレベル-1, レベル 0 へ

とレベルアップすることを許容する。レベルアップの目安として、2 回以上連続してのワクチン接種

で休止基準に該当しないこととする。 
・投与レベルは、CRF に記載する。 
 
X 回目：投与休止 ⇒ （X+Y）回目：レベル-2 で投与再開⇒ (X+Y+1)回目：レベル-2 で投与⇒ 
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(X+Y+2)回目以降：レベルアップしての投与を許容する 
 

2) WT1 ペプチドワクチン注射部位の局所反応以外で投与休止となった場合での投与再開 
・再開時は、「6.2.4. 減量規準」のレベルを 1 つ下げて投与を再開する。 
・再開後のレベルアップはしない。 
・投与レベルは、CRF に記載する。 
・WT1 ペプチドワクチン注射部位の局所反応で休止規準と同時に他の休止基準を認めた場合の再開

は、こちらの再開規準を採用する。  
 

6.2.4. 減量規準 
投与レベル 投与量（WT1 ペプチド） 
レベル 0 各 2.0mg / body (合計 6.0ml/body 0.1ml / site) 
レベル -1 各 1.0mg / body (合計 3.0ml/body 0.05ml / site) 
レベル -2 各 0.7mg / body (合計 2.0ml/body 0.03ml / site) 

 
6.3. プロトコール治療完了・治療中止規準 

6.3.1. プロトコール治療完了の定義 
本試験では、プロトコール治療中止規準に該当しない限り、「6.1.1. WT1 ペプチドワクチン」2)の投与

方法に規定された投与スケジュールで WT1 ペプチドワクチンを投与する。52 週目まで治療が継続さ

れたものを「治療完了」と定義する。(総投与回数ではなく、投与期間で定義) 
 
6.3.2. プロトコール治療中止の規準 
以下のいずれかの場合、プロトコール治療を中止する。 
1) プロトコール治療無効と判断される場合 
① 治療開始後に原病の増悪が画像検査で認められた場合。 
注）画像にて微小肝転移など測定不能な新規病変（最大径 1cm 未満を目安とする）の出現や進行性の

腹膜肥厚病変を疑う所見が認められた時、明らかに良性変化を除外できる場合は、増悪としてプロト

コール治療を中止する。 
② 治療開始後に、画像上は明らかな新病変出現を認めなくても臨床的に見て、明らかに原病増悪に

起因した症状の増悪が認められた場合。（例 癌性腹水、癌性腹膜炎による腹満など） 
2) 有害事象によりプロトコール治療が継続できない場合 
① Grade 4 の血液毒性が認められた場合。 

 ・好中球数    500 / μL 未満 
 ・血小板数    25,000 / μL 未満 
 ・ヘモグロビン  6.5 g / dL 未満 
② Grade 4 の非血液毒性が認められた場合。 
③ 治療中止基準以外で，有害事象により，担当医が中止を必要と判断した場合。 
④ 投与休止後、56 日経過しても投与再開できない場合。 
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3) 有害事象との関連が否定できない理由により，患者がプロトコール治療の中止を申し出た場合 
・ 有害事象との関連が否定できない場合はこの分類を用いる． 
4) 有害事象との関連が否定できる理由により，患者がプロトコール治療の中止を申し出た場合 
・ 本人や家人の転居など，有害事象との関連がまず否定できる場合のみこの分類を用いる． 
5) プロトコール治療中の死亡 
・他の理由によりプロトコール治療中止と判断する以前の死亡 
6)その他 

登録後治療開始前の増悪、プロトコール違反が判明、登録後の病理診断変更などにより不適格性が判

明した場合など。 

 

プロトコール治療中止 / 完了日は、「6.3.1.」の完了の場合は、最終ワクチン投与日、5)の場合は死亡

日，それ以外の場合はプロトコール治療中止と判断した日とする。 
 
6.4. 併用療法・支持療法 

6.4.1. 許容される併用療法・支持療法 
再発又は二次癌の発現が確認されるまでは、「6.4.2. 禁止される併用療法・支持療法」以外の薬剤・療

法の使用を許容する。再発又は二次癌の発現後は、全ての治療を許容する。 
 

WT1ペプチドワクチン投与に際して特に発現すると思われる各治療関連有害事象に対し、許容される

併用療法・支持療法を以下に記載する。 
 
1) 接種部位の掻痒、発赤および潰瘍 
発赤が 10cm 未満であるが、掻痒が強い場合は抗ヒスタミン剤外用を局所的に塗布する。 
発赤が 10cm 以上の広範囲に及ぶ場合は副腎皮質ステロイド剤外用を抗ヒスタミン剤外用に加え適宜

局所に塗布する。 
潰瘍形成を認めた場合は抗生物質配合副腎皮質ステロイド剤外用（リンデロン VG 軟膏など）を局所

に塗布する。 
 
2) 発熱 
アセトアミノフェンあるいは NSAIDs を用いる。改善が認められない場合は経過を見つつ副腎皮質ス

テロイドを少量より開始する。 
3) 頭痛、筋肉痛、関節痛 
アセトアミノフェンあるいは NSAIDs を用いる。改善が認められない場合は経過を見つつ副腎皮質ス

テロイドを少量より開始する。 
 

6.4.2. 禁止される併用療法・支持療法 
本剤の安全性あるいは有効性の評価に影響を及ぼすと考えられる以下の薬剤及び治療は、治療期間中、

追跡期間中いずれにおいても、原病の再発又は二次癌が発現するまで併用を禁止する。本剤投与開始
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後に以下の併用禁止薬剤・療法が必要となった場合は本剤の投与を中止する。 
1) 抗悪性腫瘍治療 
・化学療法（分子標的薬を含む） 
・放射線療法 
・免疫療法（BRM 療法を含む） 
・温熱療法 
・その他、抗悪性腫瘍効果を期待する治療（細胞療法、遺伝子療法等） 
2) 中等量以上の長期的なステロイドの全身投与（頓用を除く／中等量以上：プレドニゾロン換算で

20mg／日を目安とする） 
3) 免疫抑制剤の全身投与 
4) 造血因子製剤 
5) 他の治験薬、未承認薬 

 
6.5. 後治療 
「6.3.1. プロトコール治療完了の定義」に定める治療完了後、再発・増悪や二次癌を認めるまで、原則、

無治療で観察する。但し、WT1 ペプチドワクチンの投与継続を希望された場合に限り、担当医の判

断のもと、継続投与を可能とする。その場合、8 週毎の投与とし、最長 1 年間（試験治療開始から 2
年間）の治療を許容する。 
 

7. 薬剤情報と予期される有害反応 
7.1. WT1 ペプチドワクチン 
WT1 ペプチドワクチンは、WT1 ペプチドと MONTANIDE ISA51 アジュバント、ペプチド溶解液であ

る 5%ブドウ糖液・DMSO より構成される。 
 
7.1.1. WT1 ペプチド 
本試験で用いる WT1 ペプチドは以下の通りである。 
・改変型 WT1 ペプチド（mp235）：CYTWNQMNL：HLA-A*2402 
・天然型 WT1 ペプチド（np126）：RMFPNAPYL：HLA-A*0201 
・天然型 WT1 ペプチド（np332）：KRYFKLSHLQMHSRKH ：HLA-DRB1*04:05 他 
 
以上の WT1 ペプチドは、ペプチド研究所（大阪 茨木）や Peptide Laboratory （旧 NeoMPS 社）（米

国）などの GMP 施設において製造されたものを使用する。これらのペプチドを DMSO にて溶解し、

WT1 ペプチド溶液を作成する。 

 
・特徴・作用機序 

mp235 ペプチド及び np126 ペプチドは、アミノ酸 9 個からなる合成ペプチドである。HLA-A*2402 に

結合した mp235 ペプチドは HLA-A*2402 陽性患者の CD8 陽性 T リンパ球上の T 細胞受容体(T-cell 
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receptor; TCR)により認識される。樹状細胞上の HLA-A*2402 と複合体を形成した mp235 ペプチドを

認識した CD8 陽性 T リンパ球は活性化し、増殖、各種サイトカインの産生並びに抗原陽性細胞に対す

る細胞傷害活性を呈することが期待される。同様に、np126 ペプチドは、HLA-A*0201 に結合し、

HLA-A*0201 陽性患者の CD8 陽性 T リンパ球上の TCR により認識され、CD8 陽性 T リンパ球は活

性化し、抗原陽性細胞を傷害する。また、np332 ペプチドは、アミノ酸 16 個からなる合成ペプチドで、

上記 2 種のペプチドと異なり、class II ペプチドとして、樹状細胞上の HLA-DRB1*04:05 他との複合

体を形成し、np332 ペプチドを認識する TCR を有する CD4 陽性 T リンパ球を活性化する。結果、WT1
特異的 CTL の活性化、細胞傷害活性を促進することが期待される。 
 

・適応：不明 [承認はされていないものの、腫瘍細胞で WT1 発現陽性のがん患者に対して WT1 を標的

とした癌ワクチン療法で使用されている] 
・主な薬物動態：不明 
・主な薬物有害反応（WT1 ペプチドワクチンとして使用した場合）： 

WT1特異的な免疫が強力に誘導された場合、WT1を発現している正常組織へ障害がおこる可能性があ

る。正常WT1発現臓器として、骨髄（造血細胞）の他に、腎臓（足細胞）、胸膜、脾膜、腹膜、卵巣、

精巣などがある。これらの臓器が障害されるとそれぞれ（汎）血球減少症、蛋白尿、胸水、腹水の貯

留、生殖能の低下、性ホルモンの産生低下等が起こり得る。 

1) 局所皮膚反応： 
ほぼ全例に WT1 ペプチドワクチン投与部位の発赤、硬結、時に水疱形成を来たす。掻痒を伴うこと

もある。稀に、潰瘍形成に至ることがある。 
2) 汎血球減少症：（頻度不明） 

特に骨髄異形成症候群患者において汎血球減少が認められたことが報告されている。 
好中球減少（頻度不明）、血小板減少（頻度不明）を来たすことがある。 

3) 発熱：（頻度不明） 
WT1 ペプチドワクチン投与当日から数日後に、一過性に発熱を認めることがある。 

4) その他： 
その他の重篤な有害反応としてこれまでの臨床試験（600 数十例中で）で経験されたものは、間質

性肺炎（2 例）、肝障害（3 例）、全身性浮腫（1 例）が認められた。 
5) 経験されていないが、起こる可能性のある薬物有害反応： 

以下の異常な免疫反応を契機とした有害反応（時に重篤になる）が起こり得ることが予想される 
 ・アナフィラキシー反応 
 ・蕁麻疹などを含む種々のアレルギー反応 
・禁忌：不明 
・主な相互作用：不明 
 
7.1.2. MONTANIDE ISA51 VG STERILE® （SEPPIC 社） 
・特徴・作用機序 
MONTANIDE ISA51 VG STERILE は、高純度のミネラルオイル（Drakeol 6VR）と表面活性剤（植物
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由来マンニド－オレイン酸）の混合物である。50/50 の割合で抗原を含む水溶液を混合するときは、オイ

ルエマルジョンの中に水分を溶解することになる。このオイルインエマルジョンは免疫反応を増強する

ワクチンアジュバントとして用いられる。MONTANIDE ISA51 VG STERILE は、我が国を含め世界で

行われているワクチン臨床研究の多くに使用されており、厚生労働省並びに米国食品衛生局(FDA)の
Drug Master File に登録されている。 
・適応：不明（承認はされていないものの、各種ワクチン療法の免疫賦活のための不完全アジュバント

として用いられている実績がある） 
・主な薬物動態：不明 
・主な薬物有害反応：GCP に基づいて有害事象を検討した報告はなされていない。研究者主体の臨床研

究において、投与局所の炎症反応が発生することが知られている。 
・禁忌：不明 
・主な相互作用：不明 
 
7.1.3. DMSO (dimethyl sulfoxide) 
・特徴・作用機序 
難溶性の薬剤・試薬を溶解する際の溶媒に用いられる。医療領域においては、造血幹細胞移植で用いる

幹細胞保存の際に、凍害防止剤として使用されている。 
・適応 
医薬品としての承認は得られていないものの、造血幹細胞移植をはじめとする各種細胞療法における細

胞保存の際、凍害防止剤として多くの医療機関で使用されている。 
・主な薬物動態 
酸化により dimethyl sulfone (MSM)もしくは dimethyl sulfide (DMS)に代謝され、尿中あるいは便中に

排泄される。DMS は呼吸あるいは皮膚により排泄されることがあり、投与後の特徴的な臭気の原因とな

っている。 
・主な薬物有害反応 
DMSO の毒性試験は行われていない。一方、動物実験結果や DMSO を使用する実験従事者の観察より、

皮膚反応、アレルギー反応、眼への毒性（白内障等）、溶血、肝毒性、催奇形性がみられることが知られ

ている。その他、DMSO を含む溶液の直接静脈内投与によって、ニンニク臭、皮膚掻痒感が見られる例

があることが知られている。 
・禁忌：不明 
・主な相互作用：Clinoril との併用で四肢のしびれ感が出現するとされているが、GCP 研究において証

明されてはいない。 
 
7.2. 有害事象・有害反応の評価 
有害事象・有害反応の評価には、CTCAE v4.0 日本語訳 JCOG 版を用いる。 

有害事象の grading に際しては、それぞれ grade 0~4 の定期内容にもっとも近いものに grading する。 
治療関連死の場合、original の CTCAE v4.0 では原因となった有害事象を「grade 5」とすることとなっ

ているが、本試験の記録用紙への記録においては「grade 5」とせず、「grade 4」とする。治療関連死に
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際して見られた有害事象と死亡との因果関係の考察については、治療終了報告用紙や追跡調査用紙の「死

亡時の状況」欄に記述し、急送報告を行う。（急送報告を含む事後の検討において担当医、研究代表者、

試験責任医師、試験分担医師らの考察をもとに、最終的には、効果安全性評価委員会において grade 5
とするかどうかが決定される） 
「8.2.プロトコール治療期間中の検査と評価」、「8.3.プロトコール治療中止時の安全性評価」で規定さ

れた毒性項目については、該当する記録用紙（有害事象報告用紙）に grade と異常変動の有無、因果関

係を記載する。それ以外の毒性についても、治療経過記録用紙の自由記入欄に毒性項目と grade、その

grade の発現日を記載する。 
また重篤な有害事象の報告については、「10 有害事象の報告」に従う。 

 

8. 評価項目・臨床検査・評価スケジュール 
8.1. 登録前評価項目 

8.1.1 登録日前 28 日以内に評価する項目 
1） 患者背景： 

生年月日，性別， 
病理病期 III 期/IV 期，病理組織診断，原発性卵巣癌に対する治療歴，手術に関する詳細（手術日、

術式、根治度、リンパ節郭清の程度），化学療法治療レジメン，化学療法コース数（術前、術後） 
HLA 型[HLA-A 座 DNA タイピング]，HIV 抗体検査*1、HBs 抗原検査*1、HCV 抗体検査*1、 
5 年以内の他の癌腫の有無，基礎疾患（既往疾患*2・合併疾患*3） 
*1 根治術実施時に確認した検査値を採用することを可とする 

*2 試験薬投与開始 1 年前から試験薬投与開始までの治癒した臨床的に問題となる疾患及び試験薬投与開始 1 年以

上前に治癒した疾患でも患者背景として重要と判断された疾患 

*3 治験薬投与開始時点で治癒していない疾患 

2） 胸部 Xp（正面 1 方向）または胸部 CT（単純 CT でも可）  
3） 腹部 CT（造影）または、腹部 MRI 
4） 安静時 12 誘導心電図 

 
8.1.2. 登録日前 14 日以内に評価する項目 
1） 末梢血：白血球数、好中球数、リンパ球数、ヘモグロビン値、血小板数  
2） 血液生化学：ナトリウム, カリウム, カルシウム, Cr, AST(GOT), ALT(GPT), ALP, LDH, 総ビリ

ルビン, アルブミン, CRP 
3） 尿検査（随時尿）：尿蛋白定性、尿潜血定性、尿糖定性 
4） 全身状態：ECOG-PS 

 
8.2. プロトコール治療期間中の検査と評価 
8.2.1. 投与予定日に評価する項目 

1) ワクチン投与部位の皮膚反応 
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発赤、硬結、水疱、潰瘍形成などの局所反応 
掻痒の有無、治療の有無・内容 

2) 自他覚症状 
全身障害：疲労、発熱（Grade 3 以上の好中球減少なし） 
臨床症状：体温、血圧、脈拍数、酸素飽和度など 

3) 血液検査 
末梢血：白血球数、白血球分画、ヘモグロビン、血小板数 
血液生化学：ナトリウム, カリウム, カルシウム, Cr, AST(GOT), ALT(GPT), ALP, LDH, 総ビリ

ルビン, アルブミン, CRP 
*血液検査については投与予定日以外に、その 2 日前以内の実施を許容する。 

 
8.2.2. 指定日に検査する項目 
 1) 尿検査（随時尿）：尿蛋白定性、尿潜血定性、尿糖定性 
  12 週、24 週、36 週、48 週に検査を実施する 
 
8.2.3. 必要に応じて実施する安全性評価項目 
１）呼吸困難が見られた場合 
 ・動脈血ガス 
 ・胸部 Xp 
２）不整脈が見られた場合 
 ・安静時 12 誘導心電図 
 
8.2.4. 有効性評価項目 
1) 画像評価 
プロトコール治療中およびプロトコール治療完了後は、12 週（±3 週）毎に以下の検査を行い、「11.1. 
効果判定」に従って無再発生存期間を評価する。 
・腹部 CT または腹部 MRI（ベースライン評価と同じ検査方法にて評価する） 
＊PET-CT は、有効性評価項目として原則用いないが、「11.1. 効果判定」に従い、実施されることを

許容する。 
2) 腫瘍マーカー 

CA125 などの腫瘍マーカー検査は、必要に応じて実施しても構わないが、有効性評価の項目としては

用いない。検査を実施しなくても逸脱としない。 
 
8.2.5. 投与状況の報告 

・投与量（投与レベル） 
・延期の有無と延期の理由 
・スキップの有無とスキップの理由 
・減量の有無と減量の理由 
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・プロトコール治療中止の有無とプロトコール治療中止の理由、プロトコール治療中止日 
・WT1 ペプチドワクチン投与部位局所皮膚反応に対する処置（局所療法または全身療法）の有無とそ

の内容 
 
8.3. プロトコール治療中止時の安全性評価 
プロトコール治療中止 1 か月後もしくは後治療開始日までのいずれか早い時期に行う。 
1) 全身状態：ECOG-PS 
2) 末梢血：白血球数、好中球数、リンパ球数、ヘモグロビン、血小板数 
3) 血液生化学：ナトリウム, カリウム, カルシウム，Cr, AST(GOT), ALT(GPT), ALP, LDH, 総ビリル

ビン,アルブミン, CRP 
 
8.4. プロトコール治療完了後の検査と評価項目 

8.4.1. プロトコール治療完了後に実施する安全性評価項目 
 接種開始後 52 週目（最大 17 回）までのワクチン接種完了後、接種開始後 54~60 週目の間に以下の項

目を実施 
1) 全身状態：ECOG-PS 
2) 自他覚症状： 
全身障害：疲労、発熱（Grade 3 以上の好中球減少なし）、 
臨床症状：体温、血圧、脈拍数、酸素飽和度など 

3) 末梢血：白血球数、好中球数、リンパ球数、ヘモグロビン、血小板数 
4) 血液生化学：ナトリウム, カリウム, カルシウム，Cr, AST(GOT), ALT(GPT), ALP, LDH, 総ビリル

ビン,アルブミン, CRP 
5) 尿検査（随時尿）：尿蛋白定性、尿潜血定性、尿糖定性 
6) 胸部 Xp（正面 1 方向）または胸部 CT 
 

8.5. プロトコール治療完了後の継続投与中に実施する検査と評価項目 
1) 全身状態：ECOG-PS 
2) 自他覚症状： 
3) 末梢血：白血球数、好中球数、リンパ球数、ヘモグロビン、血小板数 
4) 血液生化学：ナトリウム, カリウム, カルシウム，Cr, AST(GOT), ALT(GPT), ALP, LDH, 総ビリル

ビン,アルブミン, CRP 
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8.5. スタディーカレンダー 
以下のスケジュールに従い、試験を実施する。 

 
試験登録前 

プロトコール治療中 プロトコール

治療完了時 

プロトコール

治療中止時 WT1 ペプチドワクチン 投与回数（上段） 投与週（下段） 

28 日以内 14 日以内 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   

0 2 4 6 8 10 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 54~60 週目  

患者背景調査 ○    

説明・同意取得 ○    

全身状態・投与状況 

ECOG PS  ○                  ○ ○ 

投与状況   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●  

臨床検査 

HLA 検査 ○    

心電図 ○ ■ ■ ■ 
末梢血検査  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
血液生化学検査  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
尿検査  ○ ○      ○   ○   ○   ○  ○ ◇ 
腫瘍マーカー  ■ ■ ■ ■ 
動脈血ガス   ■  ■ 
放射線検査   

胸部 Xp または胸部 CT ○ ■ ○ ■ 
腹部CTまたは腹部MRI ○       ○   ○   ○   ○  ○ ■ 

PET-CT ■ ■ ■ ■ 

毒性評価   

自他覚症状  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◇ 



33 
 

ワクチン投与部位   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◇ 

免疫学的モニタリング   

DTH   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ◇ 

WT1 抗原特異的免疫細

胞解析・細胞 
  ○   ○   ○   ○   ○   ○   ◇ 

WT1 特異的 IgG・血清   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ◇ 
○：必須検査、 
●：継続投与の場合は必須検査、 
◇：可能な限り実施することが望ましい検査 
■：必要に応じて実施することが許容されている検査 
 
*有効性評価に関した画像検査は、プロトコール治療完了後も 12 週（±3 週）毎に腹部 CT または腹部 MRI の検査を行い、「11.1. 効果判定」に従

って無再発生存期間を評価する。 
 
追跡期間中： 

 継続投与中 継続投与なし 投与開始後 2 年目 

  24（±1）ヵ月 

２ヶ月（ワク

チン接種時） 
２～３ヶ月毎 

 

全身状態・投与状況 

ECOG PS ○ ○ ○ 

投与状況 ●   

臨床検査 

心電図 ■ ■ ■ 
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末梢血検査 ○ ◇ ○ 

血液生化学検査 ○ ◇ ○ 
尿検査 ○ ◇ ○ 
腫瘍マーカー ■ ■ ■ 
放射線検査 

胸部 Xp または胸部 CT ■ ■ ■ 
腹部CTまたは腹部MRI ○* ○* ○* 

PET-CT ■ ■ ■ 

毒性評価 

自他覚症状 ○ ◇ ○ 
ワクチン投与部位 ○ ◇ ○ 
免疫学的モニタリング ＜18 か月（±２ヶ月）で実施＞ 
DTH ◇ ◇ ◇ 
WT1 抗原特異的免疫細

胞解析・細胞 
◇ ◇ ◇ 

WT1 特異的 IgG・血清 ◇ ◇ ◇ 
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9. データ収集 
9.1. 記録用紙（Case Report Form; CRF） 

9.1.1. 記録用紙の種類 
本試験で用いる記録用紙（Case Report Form; CRF）は臨床試験事務局に送付する。内容は以下の通

り。 
1. 患者背景報告書（治療前記録）－プロトコール治療開始後 3 か月以内に臨床試験事務局に送付 
2. 治療経過報告書 －プロトコール治療開始後 6 か月後と完了時に速やかに臨床試験事務局に送付 

中止時にはそれまでの経過を記載し速やかに臨床試験事務局に送付 
3. 治療終了報告書 －プロトコール治療完了時または中止時に速やかに臨床試験事務局に送付 
4. 追跡調査 －プロトコール治療完了時または中止時 6 カ月に 1 回、規定の期日までに臨床試験事

務局に送付 
 

9.1.2. 記録用紙の送付方法 
すべての CRF は臨床試験事務局に送付する。 

 
9.1.3. 記録用紙の修正 
記録用紙の作成にあたって臨床試験事務局は細心の注意を払っているが、試験開始後に記録用紙に必

要なデータ項目の欠落や不適切なカテゴリー分類等の不備が見つかることが時にある。その場合、「8. 
評価項目・臨床検査・評価スケジュール」で規定した収集データの範囲を超えず、かつ記録用紙の修

正により登録患者の医学的・経済的負担を増さないと判断される限りにおいて、総括責任医師と臨床

試験事務局の合意の上で記録用紙の修正を行う。プロトコール本文の改定を要さない記録用紙の修正

はプロトコール改定とはしない。 
 

 

10. 有害事象の報告 
本章の規定に従い、“重篤な有害事象”または“予期されない有害事象”が生じた場合、担当医は臨床試

験事務局・総括責任医師へ報告する。 
尚、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく副作用などの厚

生労働大臣への報告（宛先：医薬品医療機器総合機構安全第一部安全性情報課）、「人を対象とする医

学系研究に関する倫理指針」（平成 26 年文部科学省・厚生労働省告示第 3 号）に基づく重篤な有害事象

などの各施設の医療機関の長への報告、予期されない重篤な有害事象の医療機関の長からの厚生労働大

臣への報告については、医療機関の規定に従って施設研究責任者の責任において適切に行うこと。 
 
10.1. 報告義務のある有害事象 

10.1.1. 緊急報告義務のある有害事象 
以下のいずれかに該当する有害事象は緊急報告の対象とする。 
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1）死亡 
＊登録後、プロトコール治療未施行で死亡した場合も、登録時の適格性の検討が必要な場合があるた

め緊急報告の対象とする。 
2）Grade 4 の有害事象 
3）予期されない Grade 3/2/1 の有害事象かつ有害事象の治療のために 24 時間以上の入院または入院

期間の延長が必要となるもの 
＊「予期されない」とは、「7. 薬剤情報と予期される有害反応」に記載されていないものを指す 
＊「入院または入院期間の延長」については、有害事象の治療のために 24 時間以上の入院/入院期間

の延長が医学的に必要となるもののみを指し、次のような場合は報告対象外とする。 
 有害事象が消失または軽快しているものの経過観察のために行われた入院/入院期間の延長 
 遠隔地から受診する場合等、患者の負担を軽減する目的の入院/入院期間の延長 
 その他、医学的には必要のない入院/入院期間の延長 

4）その他の医学的に重篤な状態と判断される有害事象 
＊1)~3)のいずれにも該当しないが、研究グループで共有すべきと思われる重篤な情報と判断される

もの。永続的または顕著な障害（MDS、二次がん等を除く）、先天異常など後世代への影響につい

てなど。 
 
ただし、1)~4)とも以下の a)~c)のいずれかに該当する場合は緊急報告の対象外とする。 

a) 最終プロトコール治療日から 31 日以降に発生した有害事象（死亡を含む）のうち、治療との因果

関係が否定できる（unlikely, not related のいずれか）もの 
・プロトコール治療中止例の場合、後治療が既に開始されていても、最終プロトコール治療日から 30
日以内であれば緊急報告の対象とする。（「30 日」とは、最終プロトコール治療日を day0 とし、そ

の翌日から数えて 30 日（day30）を指す） 
b) 骨髄異形成症候群、二次がんの発生 
c) 以下に定める緊急報告対象外の有害事象 
本試験では当該疾患や治療の特性として対処方法が既に確立されていて生命を脅かす状況になりにく

いと考えられる事象については緊急報告の対象外とする（緊急報告による 1 例毎の検討の価値が低いた

め）。具体的には以下の有害事象のうち死に至らないものを緊急報告の対象外とする。 
 

CTCAE v4.0 
器官別大分類 term 日本語 
血液およびリンパ系障害 貧血、 
胃腸障害 便秘 
代謝および栄養障害 食欲不振、低アルブミン血症、低 Na 血症、高 Na 血症、 

 
 
10.2.報告義務と報告手順 

10.2.1. 緊急報告 
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10.1.1 で定義した緊急報告の対象となる有害事象が発生した場合は、担当医は研究対象者等への説明

等、必要な措置を講じるとともに、速やかに研究事務局に報告する。 
緊急報告の対象となる有害事象のまとめを、以下の表に示す。 

因

果

関

係 

Grade 1/2/3 Grade 4 死亡 

その他医学的に

重要な状態 

予期される 予期されない 
予期 

される 

予期 

されない 

予期 

される 

予期 

されない 
入院 

なし 

入院 

あり 

入院 

なし 

入院 

あり 

あ

り 
報告不要 報告必要 報告必要 報告必要 

な

し 
報告不要 

＜治療中または最終プロトコール治療日から 30 日以内のみ＞ 

報告必要 報告必要 報告必要 

 
10.2.2. その他の報告先に対する報告 
本試験に適応される規制により義務づけられている次の報告は、実施医療機関の規定に従って施設の

責任において適切に行う。 
医薬品・医療機器・再生医療等製品安全性情報の報告 
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 68 条の 10 第 2 項に基づき、

報告の必要があると判断した情報を厚生労働大臣に報告する。 
 
10.3. 研究代表者/研究事務局の責務 
10.3.1. 登録停止と施設への緊急通知の必要性有無の判 
報告を受けた研究事務局は、研究代表者に報告し相談の上、報告内容の緊急性、重要性、影響の程

度などを判断し、必要に応じて登録の一時停止や関係各所への緊急連絡などの対策を講ずる。 
10.3.2.  効果安全性評価委員会への報告 
研究事務局は、施設から緊急報告された有害事象が、「10.1. 報告義務のある有害事象」に該当する

と判断した場合、研究代表者に相談した上で、有害事象の発生を知りえてから 15 日以内に効果安全

性評価委員会に文書で報告し、同時に当該有害事象に対する研究代表者（総括責任医師）の見解と

有害事象に対する対応の妥当性についての審査を依頼する。 
 
10.4.  医療機関の長に対する報告 

緊急報告の対象となる有害事象が発生した場合、施設研究責任者は「人を対象とする医学系研究に

関する倫理指針」における「重篤な有害事象」として、当該医療機関の規定に従い当該医療機関の

長に対し報告する。なお、報告の際に、当該有害事象については、研究代表者/研究事務局を通じて

効果・安全性評価委員会に報告され審査される予定であることを添える。 
 
 10.5.  有害事象発生施設の研究機関の長の対応 

本試験の実施中に、プロトコール治療との因果関係あり（definite, probable, possible のいずれか）

と判断される予期しない重篤な有害事象が発生した場合、当該有害事象が発生した医療機関の長は、
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「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の規定に従って、厚生労働大臣に報告を行い、倫

理審査委員会による検討結果を公表する。 
 

 10.6.  効果安全性評価委員会の責務 
効果安全性評価委員会は、報告内容を審査・検討し、登録継続の可否やプロトコール改定の要否を含

む今後の対応について研究代表者（総括責任医師）および臨床試験事務局に文書で勧告する。 
 

11. 効果判定とエンドポイントの定義 
11.1. 効果判定 
再発抑制効果（Relapse free rate）の判定は Response Evaluation Criteria in Solid Tumor (RECIST 
criteria1.1)に従い、以下の時期に実施する。効果判定にあたってはスライス幅、造影剤の有無などベー

スライン評価と同じ検査条件で原則評価する。但し、造影剤アレルギーなどで造影 CT の実施や同じモダ

リティでの検査の継続が困難な場合、単純 CT や異なるモダリティによる検査（例 MRI 検査）を許容す

る。 
1) 効果判定の時期 
登録から明らかな増悪（PD）となるまで 12 週毎に行う。（本来の予定日から±3 週間まで許容する）． 
 
2) 効果判定に用いる検査 
・腹部造影 CT または腹部造影 MRI 
その他新規病変が疑われる場合、その場所を評価できる画像検査（胸部造影 CT など）。 
FDG-PET は、ベースライン評価および効果判定に原則用いないが、腹膜病変など CT や MRI で判断が

困難な場合、FDG-PET を用いて瘢痕組織か否かの判定を行うことを許容する。その場合、FDG-PET 陰

性であることをもって非腫瘍性病変（瘢痕組織）と判断する。 
 
11.1.1. 新規病変出現の有無 
新規悪性病変の出現の有無を判定する。 
＜PET-CT を実施した場合＞ 
ベースラインの FDG-PET にて陰性であった部位に FDG-PET 陽性（減弱補正画像にて FDG の取り込

みが周囲組織の 2 倍を超える FDG 集積を認める）の病変が出現した場合は新病変の出現とする。ベー

スラインの FDG-PET を施行しておらず、治療開始後に行った FDG-PET により FDG-PET 陽性の病

変が出現した場合は、FDG-PET 陽性の部位に CT もしくは MRI にてベースラインには認められなか

った病変が確認された場合に新病変出現とする。 
 
11.2. 解析対象集団の定義 
最終解析で用いる解析対象集団について以下のように定義する。 
 
11.2.1. 全登録例 



39 
 

「5.1.登録の手順」に従って登録された患者のうち、重複登録や誤登録を除いた集団を「全登録例」とす

る。 
11.2.2. 全適格例 
全登録例から、グループでの検討によって決定された「不適格例」を除く集団を「全適格例」とする。 
11.2.3. 全治療例 
全登録例のうち、プロトコール治療の一部または全部が施行された全患者を「全治療例」とする。 
プロトコール治療が全く施行されなかった「治療非施行例」の決定と安全性の集計の解析から除くかど

うかは臨床試験事務局が決定してよい。 
 
11.3. エンドポイントの定義 

11.3.1. 無再発生存期間 Relapse-free survival (RFS) 
起算日を臨床試験参加前の先行治療開始日とし、WT1 ワクチン療法開始後増悪と判断された日または

あらゆる原因による死亡日のうち早い方までの期間。 
 再発と判断されていない生存例では臨床的に増悪がないことが確認された最終日（最終無増悪生存

確認日）をもって打ち切りとする（画像検査による無増悪の確認は必須としない）。 
 再発の診断が画像診断による場合、「画像上疑い」の検査日ではなく、後日「確診」が得られた画像

検査の「検査日」をもってイベントとする。画像診断によらず臨床的に増悪と判断した場合は、増

悪と判断した日をもってイベントとする。 
 再発や新病変の確定診断を生検病理診断による場合、臨床上の再発や新病変と診断し得た場合は臨

床診断日を、臨床上再発と診断せず生検病理診断によって再発と診断した場合は、生検施行日をも

ってイベントとする。 
 二次がん（異時性重複がん）の発生はイベントとも打ち切りともせず、他のイベントが観察される

まで無再発生存期間とする。 
 毒性や患者拒否などの理由によるプロトコール治療中止例で、後治療として他の治療が加えられた

場合も、イベントと打ち切りは同様に扱う。すなわち、プロトコール治療の中止時点や後治療の開

始日で打ち切りとしない。 
 尚、本臨床試験参加登録日を起算日とした無再発生存期間（WT1 ワクチン療法のみでの無再発生存

期間）も併せて評価する。 
 

11.3.2. 全生存期間 Overall survival (OS) 
起算日を臨床試験参加前の先行治療開始日とし、WT1 ワクチン療法開始後あらゆる原因による死亡日

までの期間。 
生存例では最終生存確認日をもって打ち切りとする。 
追跡不能例では追跡不能となる以前で生存が確認されていた最終日をもって打ち切りとする。 
尚、本臨床試験参加登録日を起算日とした全生存期間（WT1 ワクチン療法のみでの全生存期間）も

併せて評価する。 
 

11.3.3. 治療完遂割合 
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全適格例を分母とし、1 年間のプロトコール治療を完了した患者数を分子とした割合を求める。 
「6.3.1. プロトコール治療完了の定義」参照。 
 

11.3.4. 有害事象（有害反応）発生割合 
全治療例を分母とし、次の有害事象（毒性）についてそれぞれ CTCAE v4.0 による全コース中の最悪

の Grade の頻度を求める。不適格患者を解析対象に含めるかどうかは、不適格の内容を検討し、臨床

試験事務局が決定する。 
1) 末梢血：白血球数，好中球数，リンパ球数，ヘモグロビン値，血小板数 
2) 血液生化学：ナトリウム, カリウム, カルシウム， Cr, AST(GOT), ALT(GPT), ALP, 総ビリルビン, 
アルブミン 
3) 尿検査：尿蛋白、尿鮮血 
4) 自他覚症状（CTCAE v4.0 の Terms） 
・全身障害および投与局所様態 (General disorders and administration site conditions) 
：疲労 (Fatigue)，発熱 (Fever)（grade 3 以上の好中球減少なし）, 浮腫 (edema; 部位を記載する) 

・皮膚および皮下組織障害 (Skin and subcutaneous tissue disorders) 
： *皮疹（WT1 ペプチドワクチン投与部位の皮膚反応は除く） 

・代謝および栄養障害 (Metabolism and nutrition disorders) 
：食欲不振 (Anorexia) 

・神経系障害 (Nervous system disorders) 
 ：末梢神経障害 (Peripheral neuropathy) 
それ以外の項目についても報告されたものの頻度を求める。 
5) WT1 ペプチドワクチン注射部位局所皮膚反応 
・全身障害および投与局所様態 (General disorders and administration site conditions) 
 ：注射部位反応 (Injection site reaction) 
・皮膚および皮下組織障害 (Skin and subcutaneous tissue disorders) 
 ：掻痒症 (Pruritus)，皮膚硬結 (Skin induration)，皮膚潰瘍 (Skin ulceration)，皮膚疼痛 (Pain of 
skin) 
それ以外の項目についても報告されたものの頻度を求める。 

 
11.3.5. 重篤な有害事象発生割合 
全治療患者数を分母として、以下のいずれかの重篤な有害事象が 1 つ以上観察された患者数を分子と

する割合を重篤な有害事象発生割合とする。 
1) プロトコール治療期間中、あるいは最終プロトコール治療日から 30 日以内のすべての死亡（死因

は治療との因果関係を問わない）。 
2) 最終プロトコール治療から 31 日以降であるが、治療との因果関係を否定できない死亡 
3) Grade 4 の血液毒性（発熱性好中球減少症含む） 
4) Grade 4 の非血液毒性（血液／骨髄区分の有害事象を除く）。 
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11.3.6. 再発形式 
再発した場合、再発部位により、血行性、リンパ節、局所再発に分類する。 

 
11.3.7. 免疫学的解析 
WT1 抗原特異的免疫反応を解析する目的で、1) 末梢血中の WT1 特異的免疫担当細胞の解析、2) WT1
特異的 IgG、3) WT1 ペプチドに対する遅延型過敏反応（DTH; delayed type hypersensitivity）を行う。 
・末梢血中の WT1 特異的免疫担当細胞（CTL、helper T 細胞を含む）の解析（テトラマー法など） 

投与前、6 週、12 週、24 週、36 週、48 週、（可能な場合、1 年 6 か月、2 年）に、末梢血 15ml
をヘパリンコーティングの専用スピッツに採血する。 

・WT1 特異的 IgG の解析  
投与前、6 週、12 週、24 週、36 週、48 週、（可能な場合、1 年 6 か月、2 年）に、末梢血 3ml
を分離剤入りの専用スピッツに採血する。 

・WT1 ペプチドに対する遅延型過敏反応（DTH; delayed type hypersensitivity） 
投与前、6 週、12 週、24 週、36 週、48 週、（可能な場合 2 年後）に、class I WT1 ペプチド( 

mp235 または np126; 患者の有する HLA に従い選択する)を 200μg / ml の濃度で生理食塩水に溶

解し、前腕に 50μｌ（10μg）皮内注射する。陰性コントロールとして生理食塩水を 50μl 皮内注

射する。皮内注射の 48 時間後に発赤の長径を測定する。その他の随伴反応（硬結、水疱の有無な

ど）についても記録する。発赤長径の判定は以下の通りである。 

 

DTH 判定基準 0mm (-) negative 
       1~4mm (+) positive 
       5~9mm (++) positive 
       >10mm (+++) positive 

 

12. 統計的事項 
12.1. 主たる解析と判断基準 

本試験の主たる目的は、WT1 ペプチドワクチン免疫療法が、十分な有効性と安全性を有するかどう

かを評価し、更なる late-phase の臨床試験に進むことが適切であるかどうかを判断することである。 
Primary endpoint である 2 年無再発生存割合について、全適格例を対象として、2 年無再発生存割

合の点推定値を Kaplan-Meier 法を用いて求め、Greenwood の公式によって 90%信頼区間を算出する。

信頼区間の下限が閾値である 40％を越えているかどうかを評価する。 
 

Secondary endpoints の解析については、データの種類に基づきχ2 検定、t 検定、Wilcoxon 検定な

ど解析方法を適切に選択して行う。毒性については、CTCAE v4.0 の grade に基づき頻度集計を行う。

Time-to-event データについては、Kaplan-Meier 法を用いて生存曲線を推定する。更に、本試験対象

群と historical control 群の Time-to-event データを log-rank 検定を用いて群間比較を行う。 
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12.2. 予定登録数・登録期間・追跡期間 
「2.5.3.臨床的仮説と登録数設定根拠」で示した根拠に基づき、閾値 2 年無再発生存割合を 40%、期待 2
年無再発生存割合を 55%、 
αエラー=0.05（片側）、検出力＝80％のもと、登録期間 2 年、追跡期間 2 年で必要登録数を計算すると、

必要症例数は 52 例と計算される。若干の脱落例を踏まえ、目標登録数を 55 例と設定した。 
主たる解析終了後も、secondary endpoints である全生存期間や後治療における WT1 ワクチン投与によ

る有害事象、有効性の評価目的にて登録終了後２年間を追跡期間とする。 
 
予定登録数： 55 例 ⇒ 50 例（2017 年 5 月改訂） 
登録期間：2 年 ⇒ 4 年（2017 年 5 月改訂）、追跡期間：登録終了後 2 年 
ただし 6 か月以内の登録期間の延長は、プロトコール改訂手続き不要とする。 
 
＜集積期間延長による予定症例数の変更に関して＞ 

第 1 例目試験登録日（2015 年 5 月 15 日）から 2 年の集積終了予定であった 2017 年 4 月 30 日現在、

予定症例数に達せず、登録期間を更に約 2 年延長し、集積終了予定を 2019 年 3 月 30 日とする。尚、

上記統計的仮説の下で登録期間を 4 年に延長することにより、解析必要症例数は 47 例となる。若干の

脱落例を踏まえ、目標登録数を 50 例に再設定する。 
 
12.3. 中間評価 
試験途中で WT1 ペプチドワクチンの再発抑止効果が期待できない可能性が高いと判断されるときに

試験を中止できる（futility による中止）ように、ベイズ流の中間解析を行う。症例集積開始から 2 年

後にその時点で観察されている生存期間データをもとに解析を行う。 
＜中間解析時期の変更について＞ 

第 1 例目の症例集積開始から約 2 年後となる 2017 年 4 月 30 日現在、中間解析を実施するには十分な

集積症例数に達せず、この時点での中間解析は行わず、2 年の集積延長完了時（4 年間の総集積期間完

了時）に改めて実施する。 
 
12.4. 最終解析 

追跡期間終了後、最終調査によりデータを確定した後にすべてのエンドポイントに対する解析を行う。 
 
12.5. 「癌抗原 WT1 に関連した臨床試験の臨床検体バンク」と「抗腫瘍関連免疫担当細胞の動態解析」 

本研究で採取される試料は、「癌抗原 WT1 に関連した臨床試験の臨床検体バンク（承認番号：13110 

研究期間：2013 年 10 月 17 日～3000 年 3 月 31 日）」の説明文書に基づき被験者に説明、同意を得た

上で検体バンクとして大阪大学大学院医学系研究科に保管する。 

更に「11.3.7. 免疫学的解析」で予定された以外の探索的な免疫学的解析等は、「抗腫瘍関連免疫担

当細胞の動態解析（承認番号：11293 研究期間：2012 年 6 月 15 日～2021 年 3 月 31 日）」の説明文書

に基いて被験者に説明し、同意を得た上で解析を行う。 
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13. 倫理的事項 
13.1. 患者の保護 
本試験に関係するすべての研究者は「臨床研究に関する倫理指針」（平成 20 年厚生労働省告示第 415 号 
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/index.html ）およびヘルシンキ宣言（2009 年韓

国ソウル 18. 付表）に従って本試験を実施する。 
本プロトコールでの「医療機関」は、上記指針における「臨床研究機関」に対応する。 
 
13.2. インフォームド・コンセント 

13.2.1. 患者への説明 
登録に先立って、総括責任医師、試験責任医師又は試験分担医師は医療機関の承認が得られた説明文

書（付表の説明文書または医療機関で改変を加えた説明文書）を患者本人に渡し、以下の内容を口頭

で詳しく説明する。 
なお、本プロトコールで「医療機関の承認」とは、以下のいずれかに該当する場合を指す。 
1．医療機関の長が諮問する倫理審査委員会（IRB：Institutional Review Board）で審査された結果

を基に、当該医療機関の長が、申請した研究者宛に発行した承認文書が得られた場合 
2．医療機関の長が諮問する倫理審査委員会で審査された結果を基に、当該委員会が、申請した研究者

宛に発行した承認文書が得られた場合 
 
患者への説明事項 
1） 病名、病期、推測される予後に関する説明 
2） 本試験が臨床試験であること 
臨床試験（Clinical Trial）と一般診療（Clinical Practice）との違い 

3） 本試験のデザインおよび根拠（意義、登録数、必要性、目的など） 
4） プロトコール治療の内容 
薬品名、投与法、投与量、治療周期、プロトコール治療全体の期間、試験中止条件など 

5） プロトコール治療により期待される効果 
再発予防、延命効果、など 

6） 予期される有害事象、合併症、後遺症とその対処法について 
合併症、後遺症、治療関連死を含む予期される有害事象の程度と頻度、及びそれらが生じた際の対

処法に関する説明 
7） 費用負担と補償 
治療にかかる費用は保険制度でまかなわれること。健康被害が生じた場合の補償は一般診療での対

処に準ずることなど、一般診療と同等であることの説明 （臨床試験に関連する健康被害が発生し

た場合に被験者が受けることのできる金銭的補償はない） 
8） 代替治療法 
現在の一般的治療法（緩和医療も含む）や標準治療法の内容、効果、毒性など 
代替治療を選択した場合の利益と不利益 
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9） 予想される利益と可能性のある不利益について 
試験に参加することによって享受できると思われる利益と被る可能性のある不利益に関する説明 

10） 同意拒否と同意撤回 
試験参加に先立っての同意拒否が自由であることや、一旦同意した後の撤回も自由であり、それに

より不当な診療上の不利益を受けないこと 
11） 結果公表と人権保護 
臨床試験の結果が公表される場合、氏名や個人情報は守秘されるための最大限の努力が払われるこ

と 
12） 知的所有権の帰属 
知的所有権が生じた場合、被験者にはその所有権はないこと 

13） 質問の自由 
試験分担医師の連絡先のみでなく、医療機関の研究責任者（総括責任医師）、臨床試験事務局の連絡

先を文書で知らせ、試験や治療内容について自由に質問できることの説明 
14） 患者が守るべき事項 
本臨床試験の参加中に他の開発中試験薬の投与や治療法を極秘に受けないようにしていただくこと、

など 
 
13.2.2 同意 

試験についての説明を行い、十分に考える時間を与え、患者が試験の内容をよく理解したことを確認

した上で、試験への参加について依頼する。患者本人が試験参加に同意した場合、医療機関で定めら

れた書式の本試験の同意書を用い、説明をした医師名、説明を受け同意した患者名、同意を得た日付

の記載があることを確認する。 
同意文書は 2 部コピーし、1 部は患者本人に手渡し、1 部は施設研究責任者が保管する。原本はカル

テに保管する。但し、電子カルテの場合、原本をスキャンして取り込んだ後も、原本は破棄せず、施

設研究責任者が保管する。 
 
13.3. 個人情報の保護と患者識別 
個人情報および診療情報などのプライバシーに関する情報は個人の人格尊重の理念の下、厳重に保護さ

れ慎重に取り扱われるべきものとする。 
 
13.4. 安全管理体制 
臨床試験事務局が、個人情報の利用に当たっては情報流出のリスクを最小化すべく各種安全管理対策を

講じる。 
 
13.5. プロトコールの遵守 
本試験に参加する研究者は、患者の安全と人権を損なわない限り、本プロトコールを遵守する。 
 
13.6. 医療機関の倫理審査委員会の承認 
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13.6.1. 試験参加開始時の承認 
本試験への参加に際しては、本プロトコール及び患者への説明文書が、実施医療機関の承認を得なけ

ればならない。承認が得られた場合、医療機関の施設研究責任者は医療機関の承認文書のコピーを臨

床試験事務局へ送付する。承認文書原本を医療機関の施設研究責任者が保管し、コピーを臨床試験事

務局が保管する。 
 
13.7. プロトコールの内容変更について 

13.7.1. プロトコールの内容変更の区分 
プロトコールの内容変更の際には、変更内容の実行に先立って「プロトコール改訂申請」を効果安

全性評価委員会に提出し承認を得なければならない。 
プロトコールの内容の変更を改正・改訂の 2 種類に分けて取り扱うが、改正・改訂の区別は効果安

全性評価委員長が行うため、研究者の委員会申請はすべて「改訂申請」とする。 
 

1) 改正（Amendment） 
試験に参加する患者の危険を増大させる可能性のある、または試験の primary endpoint に関連する

プロトコールの部分的変更。効果安全性評価委員会および実施医療機関の承認を要する。効果安全

性評価委員会への申請前に研究代表者（総括責任医師）の承認が必要である。プロトコールのカバ

ーページに改正についての承認日および発効日を記載する。 
2) 改訂（Revision） 
試験に参加する患者の危険を増大させる可能性がなく、かつ試験の primary endpoint にも関連しな

いプロトコールの変更。効果安全性評価委員長の承認を要する。効果安全性評価委員長への申請前

に研究代表者（総括責任医師）の承認が必要である。実施医療機関の承認については、そこの取り

決めに従う。プロトコールのカバーページに承認日および発効日を記載する。 
 

13.7.2. プロトコール改正／改訂時の医療機関の承認 
試験中に効果安全性評価委員会の承認を得て本プロトコールまたは患者への説明文書の改正がなさ

れた場合は、改正されたプロトコールおよび説明文書は実施医療機関で承認されなければならない。

内容変更が改正ではなく改訂の場合に、実施医療機関の承認を要するか否かはそこの取り決めに従う。 
改正に対する承認が得られた場合、実施医療機関の研究責任者は承認文書のコピーを臨床試験事務

局へ送付する。承認文書原本を実施医療機関の研究責任者が保管し、コピーを臨床試験事務局が保管

する。 
 

14. モニタリングと監査 
14.1. モニタリング 
試験が安全にかつプロトコールに従って実施されているか、データが正確に収集されているかを確認

する目的で、不定期であるが年 1～2 回程度モニタリングが行われる。モニタリングは臨床試験事務局に

収集される CRF の記入データに基づいて行われる中央モニタリングである。 



46 
 

 
14.2. プロトコール逸脱・違反 
薬剤投与、その他の治療、臨床検査や毒性・有効性の評価などがプロトコールの規定に従って行われ

なかったものをプロトコール逸脱とする。モニタリングに際しては、臨床試験事務局の検討を経て以下

のいずれかに分類される。 
1) 違反 violation 
臨床的に不適切であり、かつ以下の複数項目に該当するプロトコール規定からの逸脱を「違反」とする。 

① 試験のエンドポイントの評価に影響を及ぼす 
② 試験分担医師/施設に原因がある 
③ 故意または系統的 
④ 危険または逸脱の程度が著しい 

「違反」は論文公表する際に原則として個々の違反の内容を記載する。 
2) 逸脱 deviation 
1)の違反にも 3)の許容範囲にも該当しない逸脱。 
特定の逸脱が多く認められた場合は、論文公表の際に記載することが望ましい。 
モニタリングレポート検討時に以下のいずれかに分類する。 
① 逸脱・・・・・・・・・望ましくないもので減らすべきもの 
② 逸脱（やむを得ない）・・積極的に減らすほどではないもの 
③ 逸脱（臨床的に妥当）・・試験分担医師/施設の判断を積極的に肯定するもの 
＊逸脱は、常に施設の試験分担医師に問題があることを意味しない。臨床試験においては患者の安全

が第一優先されるもので、プロトコールの規定に従うと危険であると判断される場合は、担当医の医

学的判断によりむしろ「逸脱」すべきである。患者の安全のために臨床的に妥当な逸脱を判断された

場合は上記③と記録される。臨床的に妥当な逸脱が少数例見られる場合は特に問題とする必要はない

が、多発している場合にはプロトコールの規定が不適切である可能性が高いため、プロトコール改訂

を検討する必要がある。 
3) 許容範囲 acceptable deviation 
研究グループまたは研究代表者（総括責任医師）/ 臨床試験事務局等で事前にまたは事後的に試験ごと

に設けた許容範囲内のプロトコールからの逸脱。 

事前に設定された許容範囲内の逸脱はモニタリングレポートに掲載しない。 
 

15. 特記事項 
15.1. 中央判定 
病理中央診断や画像診断の中央判定は行わない。 
 
15.2. 生体試料等の利用と保管 
試験期間中に採取される生体試料（血液サンプル）は、大阪大学大学院医学系研究科 癌ワクチン療法

学寄附講座内にて厳重に保管する。本試験に定められた検査が終了した後に残った余剰検体は、試験終
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了後も関連する他の研究に利用する可能性がある。そのため、被験者には、将来他の研究に利用する可

能性を告げ、本試験の同意書とは別に、「癌抗原 WT1 に関連した臨床試験の臨床検体バンク（承認番号：

13110 研究期間：2013 年 10 月 17 日～3000 年 3 月 31 日）」の説明文書にて別途同意を取得する。廃

棄する場合は大阪大学医学部附属病院感染性医療廃棄物規定及び大阪大学医学部附属病院感染性医療廃

棄物の処理要項に従って廃棄する。 
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16. 研究組織 
16.1. 総括責任医師（研究代表者） 

職務：本試験に関わる業務を統括する医師 

杉山 治夫（大阪大学大学院医学系研究科・癌免疫学共同研究講座 特任教授） 

：TEL/FAX 06-6879-2593 or 2597 

：E mail: sugiyama@sahs.med.osaka-u.ac.jp 

 
16.2. 試験責任医師（施設研究責任者） 

職務：参加各施設で、試験に関わる業務を分担し、臨床試験事務局との連絡を担う。 

木村 正（大阪大学大学院医学系研究科・器官制御外科学 産科学婦人科学 教授） 
：TEL 06-6879-3351 

：E mail: tadashi@gyne.med.osaka-u.ac.jp 

 
16.3. 試験分担医師 （別紙参照） 
 
16.4. 臨床試験事務局 
  西田 純幸 （大阪大学大学院医学系研究科・呼吸器・免疫内科学） 

事務局：大阪大学大学院医学系研究科癌ワクチン療法学寄附講座内 

TEL 06-6879-3676, FAX 06-6879-3677 

E mail:  vaccine@cit.med.osaka-u.ac.jp   
 
16.5. データセンター 

大阪大学医学部附属病院未来医療開発部 データセンター  
  TEL 06－6879－8318 FAX 06－6879－8320 
 
16.6. 統計解析責任者 
森田 智視 （京都大学大学院医学研究科・医学統計生物情報学・教授 

京都大学医学部附属病院 臨床研究総合センター データサイエンス部） 
 

16.7. 効果安全性評価委員会 
 ・榎本 隆之  （新潟大学医学部 産科婦人科学） 

〒951-8510 新潟市中央区旭町通 1-757 TEL.025-227-2320 FAX.025-227-0789 
・水木 満佐夫 （大阪大学大学院医学系研究科 血液腫瘍内科学） 

  〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-2  TEL 06-6879-3871 FAX 06-6879-3871 
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18. 付表 

ヘルシンキ宣言 

日本医師会訳 

ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則  

1964 年 6 月、フィンランド、ヘルシンキの第 18 回 WMA 総会で採択 

1975 年 10 月、東京の第 29 回 WMA 総会で修正 

1983 年 10 月、イタリア、ベニスの第 35 回 WMA 総会で修正 

1989 年 9 月、香港、九龍の第 41 回 WMA 総会で修正 

1996 年 10 月、南アフリカ共和国、サマーセットウエストの第 48 回 WMA 総会で修正 

2000 年 10 月、英国、エジンバラの第 52 回 WMA 総会で修正 

2002 年 10 月、米国、WMA ワシントン総会で第 29 項目明確化のための注釈が追加 

2004 年 10 月、WMA 東京総会で第 30 項目明確化のための注釈が追加 

 

Ａ．序言  

１． 世界医師会は、ヒトを対象とする医学研究に関わる医師、その他の関係者に対する指針を示す倫理的原則

として、ヘルシンキ宣言を発展させてきた。ヒトを対象とする医学研究には、個人を特定できるヒト由来

の材料および個人を特定できるデータの研究を含む。 

２． 人類の健康を向上させ、守ることは、医師の責務である。医師の知識と良心は、この責務達成のために捧

げられる。 

３． 世界医師会のジュネーブ宣言は、「私の患者の健康を私の第一の関心事とする」ことを医師に義務づけ、

また医の国際倫理綱領は、「医師は患者の身体 的および精神的な状態を弱める影響をもつ可能性のある

医療に際しては、患者の利益のためにのみ行動すべきである」と宣言している。 

４． 医学の進歩は、最終的にはヒトを対象とする試験に一部依存せざるをえない研究に基づく。 

５． ヒトを対象とする医学研究においては、被験者の福利に対する配慮が科学的および社会的利益よりも優先

されなければならない。 

６． ヒトを対象とする医学研究の第一の目的は、予防、診断および治療方法の改善ならびに疾病原因および病

理の理解の向上にある。最善であると証明され た予防、診断および治療方法であっても、その有効性、

効果、利用しやすさおよび質に関する研究を通じて、絶えず再検証されなければならない。 

７． 現在行われている医療や医学研究においては、ほとんどの予防、診断および治療方法に危険と負担が伴う。 

８． 医学研究は、すべての人間に対する尊敬を深め、その健康と権利を擁護する倫理基準に従わなければなら
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ない。弱い立場にあり、特別な保護を必要とす る研究対象集団もある。経済的および医学的に不利な立

場の人々が有する特別のニーズを認識する必要がある。また、自ら同意することができないかまたは拒否 

することができない人々、強制下で同意を求められるおそれのある人々、研究からは個人的に利益を得ら

れない人々およびその研究が自分の治療と結びついてい る人々に対しても、特別な注意が必要である。 

９． 研究者は、適用される国際的規制はもとより、ヒトを対象とする研究に関する自国の倫理、法および規制

上の要請も知らなければならない。いかなる自国の倫理、法および規制上の要請も、この宣言が示す被験

者に対する保護を弱め、無視することが許されてはならない。 

 

Ｂ．すべての医学研究のための基本原則  

10． 被験者の生命、健康、プライバシーおよび尊厳を守ることは、医学研究に携わる医師の責務である。 

11． ヒトを対象とする医学研究は、一般的に受け入れられた科学的原則に従い、科学的文献の十分な知識、

他の関連した情報源および十分な実験ならびに適切な場合には動物実験に基づかなければならない。 

12． 環境に影響を及ぼすおそれのある研究を実施する際の取扱いには十分な配慮が必要であり、また研究に

使用される動物の生活環境も配慮されなければならない。 

13． すべてヒトを対象とする実験手続の計画と作業内容は、実験計画書の中に明示されていなければならな

い。この計画書は、考察、論評、助言、および適 切な場合には、承認を得るために特別に指名された倫

理審査委員会に提出されなければならない。この委員会は、研究者、スポンサーおよびそれ以外の不適

当な 影響を及ぼすすべてのものから独立であることを要する。この独立した委員会は、研究が行われる

国の法律および規制に適合していなければならない。委員会は 進行中の実験をモニタリングする権利を

有する。研究者は委員会に対し、モニタリングによる情報、特にすべての重篤な有害事象について情報

を報告する義務が ある。研究者は、資金提供、スポンサー、研究関連組織との関わり、その他起こりう

る利害の衝突および被験者に対する報奨についても、審査のために委員会に 報告しなければならない。 

14． 研究計画書は、必ず倫理的配慮に関する言明を含み、またこの宣言が言明する諸原則に従っていること

を明示しなければならない。 

15． ヒトを対象とする医学研究は、科学的な資格のある人によって、臨床的に有能な医療担当者の監督下に

おいてのみ行われなければならない。被験者に対する責任は、常に医学的に資格のある人に所在し、被

験者が同意を与えた場合でも、決してその被験者にはない。 

16． ヒトを対象とするすべての医学研究プロジェクトは、被験者または第三者に対する予想しうる危険およ

び負担を、予見可能な利益と比較する注意深い評 価が事前に行われていなければならない。このことは

医学研究における健康なボランティアの参加を排除しない。すべての研究計画は一般に公開されていな

けれ ばならない。 

17． 医師は、内在する危険が十分に評価され、しかもその危険を適切に管理できることが確信できない場合

には、ヒトを対象とする医学研究に従事すること を控えるべきである。医師は、利益よりも潜在する危

険が高いと判断される場合、または有効かつ利益のある結果の決定的証拠が得られた場合には、すべて

の実 験を中止しなければならない。 
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18． ヒトを対象とする医学研究は、その目的の重要性が研究に伴う被験者の危険と負担にまさる場合にのみ

行われるべきである。これは、被験者が健康なボランティアである場合は特に重要である。 

19． 医学研究は、研究が行われる対象集団が、その研究の結果から利益を得られる相当な可能性がある場合

にのみ正当とされる。 

20． 被験者はボランティアであり、かつ十分説明を受けたうえでその研究プロジェクトに参加するものであ

ることを要する。 

21． 被験者の完全無欠性を守る権利は常に尊重されることを要する。被験者のプライバシー、患者情報の機

密性に対する注意および被験者の身体的、精神的完全無欠性およびその人格に関する研究の影響を最小

限にとどめるために、あらゆる予防手段が講じられなければならない。 

22． ヒトを対象とする研究はすべて、それぞれの被験予定者に対して、目的、方法、資金源、起こりうる利

害の衝突、研究者の関連組織との関わり、研究に 参加することにより期待される利益および起こりうる

危険ならびに必然的に伴う不快な状態について十分な説明がなされなければならない。対象者はいつで

も報 復なしに、この研究への参加を取りやめ、または参加の同意を撤回する権利を有することを知らさ

れなければならない。対象者がこの情報を理解したことを確認 したうえで、医師は対象者の自由意志に

よるインフォームド･コンセントを、望ましくは文書で得なければならない。文書による同意を得ること

ができない場合 には、その同意は正式な文書に記録され、証人によって証明されることを要する。 

23． 医師は、研究プロジェクトに関してインフォームド･コンセントを得る場合には、被験者が医師に依存し

た関係にあるか否か、または強制の下に同意す るおそれがあるか否かについて、特に注意を払わなけれ

ばならない。もしそのようなことがある場合には、インフォームド･コンセントは、よく内容を知り、そ 

の研究に従事しておらず、かつそうした関係からまったく独立した医師によって取得されなければなら

ない。 

24． 法的無能力者、身体的もしくは精神的に同意ができない者、または法的に無能力な未成年者を研究対象

とするときには、研究者は適用法の下で法的な資 格のある代理人からインフォームド･コンセントを取

得することを要する｡これらのグループは､研究がグループ全体の健康を増進させるのに必要であり、か

つ この研究が法的能力者では代替して行うことが不可能である場合に限って、研究対象に含めることが

できる。 

25． 未成年者のように法的に無能力であるとみられる被験者が、研究参加についての決定に賛意を表するこ

とができる場合には、研究者は、法的な資格のある代理人からの同意のほか、さらに未成年者の賛意を

得ることを要する。 

26． 代理人の同意または事前の同意を含めて、同意を得ることができない個人被験者を対象とした研究は、

インフォームド・コンセントの取得を妨げる身体 的／精神的情況がその対象集団の必然的な特徴である

とすれば、その場合に限って行わなければならない。実験計画書の中には、審査委員会の検討と承認を

得る ために、インフォームド･コンセントを与えることができない状態にある被験者を対象にする明確

な理由が述べられていなければならない。その計画書には、本 人あるいは法的な資格のある代理人から、

引き続き研究に参加する同意をできるだけ早く得ることが明示されていなければならない。 

27． 著者および発行者は倫理的な義務を負っている。研究結果の刊行に際し、研究者は結果の正確さを保つ
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よう義務づけられている｡ネガティブな結果もポ ジティブな結果と同様に、刊行または他の方法で公表

利用されなければならない｡この刊行物中には､資金提供の財源､関連組織との関わりおよび可能性のあ

る すべての利害関係の衝突が明示されていなければならない｡この宣言が策定した原則に沿わない実験

報告書は、公刊のために受理されてはならない。 

 

Ｃ．メディカル･ケアと結びついた医学研究のための追加原則  

28． 医師が医学研究を治療と結びつけることができるのは、その研究が予防､診断または治療上価値がありう

るとして正当であるとされる範囲に限られる｡医学研究が治療と結びつく場合には､被験者である患者を

守るためにさらなる基準が適用される。 

29． 新しい方法の利益､危険､負担および有効性は、現在最善とされている予防､診断および治療方法と比較考

量されなければならない｡ただし、証明された予防､診断および治療方法が存在しない場合の研究におい

て､プラセボまたは治療しないことの選択を排除するものではない。 

30． 研究終了後、研究に参加したすべての患者は、その研究によって最善と証明された予防、診断および治

療方法を利用できることが保障されなければならない｡  

31． 医師は治療のどの部分が研究に関連しているかを患者に十分説明しなければならない。患者の研究参加

の拒否が、患者と医師の関係を断じて妨げるべきではない。 

32． 患者治療の際に、証明された予防、診断および治療方法が存在しないときまたは効果がないとされてい

るときに、その患者からインフォームド・コンセ ントを得た医師は、まだ証明されていないかまたは新

しい予防、診断および治療方法が、生命を救う、健康を回復する、あるいは苦痛を緩和する望みがある

と判 断した場合には、それらの方法を利用する自由があるというべきである。可能であれば、これらの

方法は、その安全性と有効性を評価するために計画された研究 の対象とされるべきである。すべての例

において、新しい情報は記録され、また適切な場合には、刊行されなければならない。この宣言の他の

関連するガイドラ インは、この項においても遵守されなければならない。 

 

＊脚注：  

WMAヘルシンキ宣言第 29項目明確化のための注釈  

WMA はここに、プラセボ対照試験を行う際には最大限の注意が必要であり、また一般にこの方法は既存の証

明された治療法がないときに限って 利用するべきであるという立場を改めて表明する。しかしながら、プラ

セボ対照試験は、たとえ証明された治療法が存在するときであっても、以下の条件のもと では倫理的に行っ

てよいとされる。 ・やむを得ず、また科学的に正しいという方法論的理由により、それを行うことが予防、

診断または治療方法の効率性もしくは安全性を決定するために必要であ る場合。 ・予防、診断、または治療

方法を軽い症状に対して調査しているときで、プラセボを受ける患者に深刻または非可逆的な損害という追加

的リスクが決して生じな いであろうと考えられる場合。  
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ヘルシンキ宣言の他のすべての項目、特に適切な倫理、科学審査の必要性は順守されなければならない。  

 

 

WMAヘルシンキ宣言第 30項目明確化のための注釈  

WMA はここに次の見解を再確認する。すなわち、研究参加者が研究によって有益と確認された予防、診断お

よび治療方法、または他の適切な治療を試験 終了後に利用できることは、研究の計画過程において明確にさ

れていることが必要である。試験後の利用に関する取決めまたはその他の治療については、倫理審 査委員会

が審査過程でその取決めを検討できるよう、実験計画書に記載されなければならない。 

 

 
 


