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はじめに 提出された試験の概要 

 医療機器「ディーシービーズ」（以下本品・図１）は、親
水性及び柔軟性／圧縮性に富むマイクロスフィア（球状微粒
子）であり、本邦初の血管塞栓ビーズである。微粒子はリン
酸緩衝生理食塩液（phosphate buffered saline; PBS）とともに

ガラスバイアルに充填されており、造影剤や抗癌剤との混和
が可能である。粒子サイズに適したマイクロカテーテルを選
択することで、カテーテル内や血管内での凝集塊形成が抑制
され、安全かつ確実に標的血管へ塞栓材を注入することがで
きる。 

 本品は、EUでは「多血性悪性腫瘍の支配血管の塞栓及び

腫瘍組織へのドキソルビシンの局所持続投与の目的で市販の
ドキソルビシンと併用して使用すること」を適応として、
2003年11月にCEマークを取得し、「DC Bead」の名称で販売

されている。また、米国では単体の塞栓物質として、「多血
性腫瘍あるいは動静脈奇形の塞栓」を適応として2002年12月
にFDAの510(k)許可を受け、「LC Bead」の名称で販売されて
いる。 本邦で既承認の血管塞栓物質は不均一な粒子であるた
め、均一な粒子である血管塞栓ビーズは2009年1月に、「第
10回医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討
会 」において協議された。本邦で承認されている既存の塞栓

物質には、薬剤含浸による有効性を標榜したものはなく、欧
米での臨床使用実績等を元に、多血性腫瘍に対する血管塞栓
材として本邦においても早期導入すべきと決議された。 

 本邦での本品の薬事承認申請において、医薬品医療機器総
合機構（以下機構）は提出された資料を詳細に検討し、本品
の使用目的を「肝細胞癌患者に対する肝動脈塞栓療法（
transcatheter arterial chemoembolization; TACE）」として承認
した。 

 本発表の目的は、実際に使用する医療従事者の方々に対し
て、本品の薬事承認申請資料に基づいて行われた審査の論点
を述べ、本品の安全な国内導入の一助とすることである。   

 本品は平成22年12月16日に承認申請が提出され、平成25年
4月12日に承認された。申請に当たり表に示す非臨床試験

（表１）および臨床試験（表２）結果が提出され、これに基
づいて論点を抽出した。 

 本品の血管塞栓性能、有効性および安全性は、それぞれ以
下の試験によって評価された。 

  
１．塞栓性能試験 

 (1)非臨床試験 

  1）ブタ腎動脈における血管塞栓能試験 

  2）ミニブタを用いた腎塞栓モデルによる有効性試験 

 (2)臨床試験： 

  1) PRECISION I試験 

２．本品の有効性および安全性の検証（臨床試験） 

  1）PRECISION V試験 

  2）PRECISION I試験 

  3）国内臨床試験（参考資料） 

  

 上記の海外臨床試験はいずれも本品単体での有効性および
安全性を評価したものではなかった。PRECISION V試験では、
ドキソルビシン150 mgを用時混和した本品4 mLを肝動脈に
注入し（150 mg/回）、塞栓を完成させるために、必要に応
じてマイクロスフィア塞栓材（Bead Block）が追加で使用さ
れた（本品群）。一方、対照群（cTACE群）では、治療前の

ビリルビン値によりドキソルビシン投与量を体表面積換算で
50～75 mg/m2の範囲（最大150 mg/bodyを越えないこと）に

決定し、リピオドールと混和して肝動脈に注入した後、必要
に応じて既存塞栓材である、①生体非吸収性素材マイクロス
フィア、②PVA粒子、③生体吸収性素材のスポンジジェルの

いずれかを注入して塞栓を完成させた。本試験の主要有効性
仮説は、切除不能HCCに対する薬剤を含浸させた本品の、既
存治療（conventional TACE）と比較した優越性を検証するこ
とであった。 しかしながら抗癌剤を含浸させた本品による
TACEの有効性（6か月時点でのEASL奏功率）は、本品群で
51.6%（48/93例）、対照群では43.5%（47/108例）であり
（片側検定p=0.1135、表３）、本品の薬剤含浸による腫瘍縮
小効果の優越性は示されなかった。 

 また、TACEの腫瘍縮小効果が、塞栓による阻血効果が主

体であることを踏まえると、本品には既存品に劣らない塞栓
性能が要求された。しかしながら、本品の特性上、造影剤や
抗癌剤の含浸が企図されるため、これらの含浸の有無により、
塞栓性能に大きな差が生じないことを非臨床試験および臨床
試験によって確認する必要があると考えられた。また国内臨
床試験において、肝細胞癌に対する本品単体の塞栓効果が評
価され、参考資料として提出された。同試験で安全性評価項
目として設定された、「塞栓療法後30日以内に発現した有害

事象及び不具合」に関しては、重篤なものはみとめられな
かった。 

非臨床試験   内容および適合性 

機器の安全性を裏付ける試験     

物理的、化学的特性   
適合。品目仕様に設定された性状、外来性異物、小片
／繊維、粒子径、pH、溶出残留物、エンドトキシン、無
菌性保証、カテーテル通過性に関する試験成績（後述） 

生物学的安全性   
適合。細胞毒性試験、皮内反応試験、急性・亜急性毒
性試験、遺伝毒性試験、発熱性物質試験、埋植試験、
血液適合性試験 

安定性および耐久性   適合。長期保存試験 

機器の性能を裏付ける試験     

ブタ腎動脈における
血管塞栓性能試験 

評価項目 
 
1)血流再開通 
2)生体異物反応 

3)注入の容易性 
4)血管の開裂の有無 

5)目的としない部位の塞栓及び
塞栓剤の移動 

 雌雄ブタ36例の左腎にGelspheres Embolic Agent

（本品試験試料、300～500μm）を、右腎には対照として
Embospheres（300～500μm）を注入し、塞栓後2、7及
び28日に各12例ずつの血管造影を施行。 
 
1)  両群とも塞栓後日数の経過とともに再開通が増加し

たが、本品群の方が再開通率は低かった。 
2) ①壊死の範囲と程度、②血流の欠損と鬱血、③炎症

反応、④塞栓材に対する血管壁の反応、⑤塞栓材
を含む最小血管径の測定結果、⑥塞栓材を含む血
管分岐数の所見で差はなかった。 

3) カテーテルの閉塞が、本品群で1例、対照群では6例
認められた。 

4) 全例で血管の開裂はみとめられなかった。 

5) 5/36例で目的部位以外の塞栓が観察され、また、剖
検時の組織標本において、本品群の1例で非塞栓
部位である腎上極にわずかに塞栓材が認められた。 

ミニブタを用いた腎
塞栓モデルによる有
効性試験 

  

評価項目 
 
1)画像評価 

(1)塞栓性 

(2)再開通 

(3)塞栓領域 

 

2)デバイスの評価 

(1)塞栓剤注入液量 

(2)投与中止時の詳細 

(3)カテーテル通過の容易性・
デバイス適合性 

(4)塞栓剤の視認性 

  

 雌ミニブタ10例の片側腎動脈に、本品（500~700μm）
（6例）又はジェルパート（1mm）（4例）を造影剤（イオメロ
ン300）と混合して投与。塞栓前、塞栓直後（塞栓後5

分）、3、7及び28日目に血管造影施行。 
 
 塞栓後5分の塞栓領域の平均値は、本品群35.6%、
ジェルパート群33.2%であった。本品群では7日目まで
塞栓効果が持続し、28日目の塞栓面積は塞栓後5分と
比べ1/4程度であった。ジェルパート群では7日目以降に
評価可能だった3例全例で再開通をみとめ、塞栓面積も
塞栓後5分と比べ1/10程度まで縮小した。 
 2.2Frマイクロカテーテル内で本品が詰まったものが2

例あり、いずれも2.7Fr.に交換し、容易に投与できた。注
入中の視認性に問題はなかった。 

機器の使用方法を裏付ける試験     

造影剤を混和した際
の粒子径変化に関
する試験 

  
6種類の造影剤と混和した際の
、粒子の形態と径の変化。PBS

との混合比は1:1及び3:7で、混
和1時間及び4時間後に測定。 

  
1)粒子径100～300μmでは粒子径への影響は認めら
れなかった。 

    

2)粒子径500～700μmでは処置時間又は混合比により
PBS処置の変動範囲をわずかに上回る粒子があった
が、ばらつきの範囲であり、造影剤による影響は否定で
きると考えられた。 

抗癌剤（エピルビシ
ン）を混和した際の
粒子径変化に関する
試験 

  
本品とエピルビシン25 mg/mL

水溶液の混和 
  
薬剤を粒子に含浸させると粒子径が平均値で8.9～
18.0%減少した。 

抗癌剤（ドキソルビシ
ン）を混和した際の
粒子径と硬さ（圧縮
力）変化に関する試
験 

  
本品とドキソルビシン 5 ~ 4 5 

mg/mL水溶液の混和 
  
薬剤を粒子に含浸させると粒子径が減少（12.8～
16.2％）し、硬さ（圧縮力）は増加した。 

カテーテル通過試験 

  
本品（3種類の粒子径）と造影剤
とを混和(3:7)し、4種類のマイク
ロカテーテル（2.0Fr.~2.7Fr.）を
通過した際の、粒子数及び圧力
の計測 

  

粒子サイズが100～300μmのものは4種のカテーテル
すべて、粒子サイズが300～500μmのものは3種のカ
テーテル，粒子サイズが500～700μmのものは1種のカ
テーテルにおいて，それぞれ粒子の通過性が認められ
た。 

    
注入時の最大圧力はいずれも使用したカテーテルの最
大耐圧の範囲内であった。 図１ ディーシービーズ外観 

表1. 非臨床試験の概要 



参考文献 

利益相反 

考  察 

まとめ 

な し 

 切除不能HCCを対象にしたPRECISION V試験において、
本品を用いたTACEの有効性、安全性はconventional TACE

と比較した優越性は示されなかった。一方本品単体を塞栓
物質として用いた場合、既存の塞栓物質と同等の塞栓能力
を有することが、非臨床試験、参考資料である国内臨床試
験より示されたため、肝動脈塞栓療法における治療選択肢
を増やすという意味において臨床的意義があると考えた。 

 本品は欧州ではdrug eluting beadsとして販売されている

が、薬剤徐放性能が塞栓による阻血効果に上乗せされてい
ることを示す結果は得られなかった。 

 本品が有する粒子均一性、永久塞栓性能は、本邦で用い
られる粒状塞栓物質にはない性能であり、本品の臨床的意
義は高いと考える。また、薬剤徐放性能を評価するために
は、医薬品の評価も併せて前向きに検証を行う必要がある
と考えられる。本品の特徴とエビデンスを踏まえた上で、
臨床現場において適正に使用されることが望まれる。 

 機構は本品の(1)有効性および(2)安全性を論点として審
査を行った。 

 

１）有効性 

 PRECISION V試験において、本品の薬剤含浸による優

越性は確認できなかったが、既存の塞栓物質（スポンジ
ジェル等）に比較して臨床試験成績が劣っているとはい
えない。肝細胞に対する既承認の血管塞栓物質があるこ
とも踏まえ、本品単体での塞栓効果が抗癌剤を含浸させ
たものと同等であることが示されれば、本邦のTACEに
おける塞栓物質選択のひとつになり得ると考えた。 

 機構は、まず薬剤含浸により本品の粒子の形状や特性
等にどのような差分が生じるのか、また、本品は抗癌剤
の含浸を行なわなくても既存の塞栓材と同程度の塞栓性
能を有するのか検討した。申請者は、抗癌剤（ドキソル
ビシン）の含浸により、本品の粒子径は減少し、硬度が
高くなるが、抗癌剤の放出後には取込み前の状態に戻る
こと、粒子径の減少はカテーテルの通過に対して障害要
因とならないこと、体内で塞栓された後は、薬剤の放出
に伴い元の大きさに短時間で回復すること、変形能が減
少することと粒子径が縮小することが相殺され、塞栓部
位が過度な近位塞栓になり得ないことを理由に、含浸に
よる塞栓性能に違いはないと説明した。 

 症例数は少ないものの、国内臨床試験において、抗癌
剤を含浸させない本品の塞栓性能は、抗癌剤を含浸させ
た場合と同様であることが示唆されており、薬剤を含浸
させた本品と含浸させないものでは、臨床評価に影響を
与えるほどの塞栓効果の違いはなく、提出された臨床試
験から本品の臨床的塞栓性能を評価することは可能であ
ると考えた。 

 また、TACEによる腫瘍縮小効果は、主に塞栓材によ

る阻血効果によると考えられることを踏まえると、本品
単体の腫瘍縮小効果についても、提出された臨床試験成
績から補足的に評価できると考えた。 

 

 PRECISION V試験において、治療実施後30日以内に発現し

た治療と関連した重篤な有害事象の発現率（本試験の安全性
主要評価項目）は、本品群20.4%（19/93例）、対照群19.4%

（21/108例）であり、両群間に有意な差は認められず、本品

群と他の塞栓材群の有害事象は同様の傾向を示した。また、
PRECISION I試験では、28例中24例（85.7％）に有害事象を
みとめたが、このうち重篤な有害事象は2例（7.1％、いずれ
も肝膿瘍）であり、治療と関連した合併症と考えられた。 

 本品単体による塞栓又は抗癌剤を注入した後に本品で塞栓
した場合は、海外臨床試験でみられた以上にリスクが高まる
ことはないと考えられたため、慎重に判断する必要はあるも
のの、提出された試験成績に基づき評価は可能であると判断
した。 

 一方本品は永久塞栓物質であり、他臓器に流入した場合、
梗塞、臓器不全等を引き起こす可能性があることから、本品
は既存の塞栓材とは血管内の挙動が異なる可能性があること
に留意した上で、緊急時の十分な対応ができる医療施設にお
いて使用する必要があることを添付文書で注意喚起し、講習
等において、本品の使用方法について十分に指導を行う必要
があると判断した。また本品を本邦へ安全に導入するために
は、学会との協力が不可欠であるため、関連学会が定めた基
準に従って使用されるよう、適切な措置を講じる必要がある
と判断した。 

２）安全性 

表3. 初回治療後6カ月時のEASL基準による奏功率（中央判定） 

ディーシービーズ審査報告書. 医薬品医療機
器総合機構ホームページ.  

（PDFファイル、1.4M) 

  
  PRECISION V 試験   PRECISION I

試験 

試験デザイン 
  前向き無作為化単盲検並行群間比較   オープン試験 

    DC bead群 cTACE群     

塞栓材   DC bead 

Gelform, 

Embosphere, 

Contour SE, Bead 

block, PVA 

particleのいずれ
か 

  DC bead 

併用抗癌剤   ドキソルビシン ドキソルビシン   ドキソルビシン 

施術を少なくと
も1回受けた被
験者数（人） 

  

93 108   28 

計画治療回数   3回 3回   2回 

治療間隔   2か月 2か月   2か月 

評価時点   6か月 6か月   3及び6か月 

平均年齢   67.3歳 67.4歳   67.4歳 

Child A/B   77/16 89/19   28/0 

ECOG PS 0/1 
  

74/19 80/28   28/0 

腫瘍結節数 
 単発/単発＋衛星
結節/2結節/多結節 

  

60/19/37/85   9/3/7/8 

腫瘍径の累積
合計(mm) 

  88.9±52.0 89.2±59.3   70.1±26.7 

  （17.4-262） （15-340）   （33-150） 

主要評価項目 

  有効性 
 腫瘍縮小効果（EASL基準） 
安全性 
 治療後30日以内の治療と関連した重
篤な有害事象の発現率 

  安全性 
 ドキソルビシ
ンの薬物動態 

副次評価項目 

   塞栓エンドポイント 
 腫瘍縮小効果(RECIST基準) 

 毒性 
 AFP 

 退院までの期間 
 進行までの期間 

   腫瘍縮小効果 
 塞栓性能 

表2. 臨床試験の概要 

治療群 EASL基準による初回治療後6カ月時の   

腫瘍縮小効果の判定 P値 

  完全奏功 部分奏功 不変 進行 観察不備   

本品群 26.9% 24.7% 11.8% 32.3% 4.3% 

n=93 (25/93例) (23/93例） (11/93例） (30/93例) (4/93例) 

奏功率：51.6％ 

  (48/93例）       奏功率 

対照群 22.2% 21.3% 8.3% 40.7% 7.4% P=0.1135 

n=108 (24/108例) (23/108例) (9/108例) (44/108例) (8/108例) 

奏功率：43.5％ 

  (47/108例)         

    PRECISION V試験 PRECISI

ON I試験 

      (a) (b) (c) (a)＋(b)＋
(c) 

  

    本品 Lipのみ Lip＋スポン
ジジェル 
以外 

Lip＋スポン
ジジェル 

  

奏功率（CR+PR）(%) 51.6 33.3  49.2  40.0  43.5 64.0  

塞栓成功率(%) 初回 94.6 90.0  100  100  96.3   

第2回 94.7 90.2  97.2  100  94.3 

  第3回 100 94.1  90.0  100  93.3   

有害事象発現率(%) 84.9 63.3  85.7  100  85.7  

重症度別(%) 軽度 66.7 50.0  63.5  80.0    84.9  

中等度 66.7 46.7  71.4  93.3  12.1  

  高度 20.4 30.0  30.2  33.3    3.0  

重篤な有害事象(%)   35.5 26.7  34.9  46.7    7.1  

表4. 塞栓成功率および有害事象発現率 


