
試験結果の概要 
 
試験実施者（企業名） 第一三共株式会社 

商品名（既承認の場合） ギャバロン®髄注 0.005％、0.05％、0.2％ 

有効成分名 バクロフェン 

試験の名称 MDT-3101（植込み型ポンプシステム）を使用した DL-404（バクロフェ

ン注）の髄腔内投与による第 3 相臨床試験 

試験責任医師名 － 

試験実施施設 10 施設 

公表文献 
（本試験結果の報告文献） 

未公表 

試験期間 試験開始日：2002 年 2 月 12 日（1 例目の登録日） 

試験終了日：2004 年 3 月 16 日（最終評価日） 

試験のフェーズ フェーズ 3（第 3 相臨床試験） 

試験の目的 治療 

試験の方法 多施設共同による非盲検試験 

被験者数 
（計画時・解析時） 

計画時：40 名 

投与例数：30 名（成人：25 名、小児：5 名） 

有効性解析例数：30 名 

対象基準 対象： 

［脊髄由来の重度痙性麻痺］ 

脊髄損傷、多発性硬化症、脊髄小脳変性症（遺伝性痙性対麻痺）、脊髄

血管障害、 

後縦靭帯骨化症または頸部脊椎症に伴う痙性麻痺 

［脳由来の重度痙性麻痺］ 

痙性脳性麻痺、頭部外傷に伴う痙性麻痺 

選択基準： 

 同意取得時に以下の条件を全て満たす被験者で、性別及び入院・外来

は問わない 

1） 対象疾患に伴う重度の痙縮（以下の下肢左右計 8 部位の平均

Ashworth 評点が 3-5）を有する患者。 

｛脊髄由来の痙性麻痺｝ 

1．股関節外転、2．股関節屈曲、3．膝関節屈曲、4．足関節背屈 

｛脳由来の痙性麻痺｝ 

1．股関節外転、2．股関節屈曲、3．膝関節伸展、4．足関節背屈 

2） 痙縮発症後 6 ヵ月以上経過した患者 

3） 既存の抗痙縮剤治療で十分な効果が認められていない患者 



4） 痙性脳性麻痺の場合、痙直型又は混合型に分類される患者 

5） 感染症の合併が認められない患者 

6） スクリーニング試験時の同意取得日年齢が 17 歳以上、65 歳未満の

患者。ただし、痙性脳性麻痺の患者は 4 歳以上、30 歳未満とする。 

7） 治験期間中の定期的なフォローが可能な患者 

8） 治験参加について本人及び／又は代諾者から文書による同意を得

られた患者 

 

除外基準： 

同意取得時に以下のいずれかの条件に該当する被験者は対象から除

外する 

1） 腎機能低下、肝障害、消化性潰瘍及び精神障害の合併症を有する患

者 

2） 酸素飽和度が 90%未満又は動脈血酸素分圧 60mmHg 未満の患者 

3） てんかんを合併しており、抗てんかん薬によるコントロールが不良

である患者 

4） 痙性脳性麻痺の患者の場合、主症状がアテトーゼ、アタキシア又は

ジストニアである患者 

5） 悪性腫瘍、心不全などの生命を脅かす合併症を有する患者 

6） バクロフェンに対して過敏症の既往歴のある患者 

7） 同意取得前 6 ヵ月以内に他の治験に参加した患者 

8） 妊婦、授乳中又は閉経前で避妊をしておらず妊娠の可能性のある患

者 

9） 心臓ペースメーカーなどプログラム方式の医療用具を植込みして

いる患者 

10）本治験の検査以外に 1ヵ月あたり 20mL以上の採血が予定されてい

るか、又は同意取得前 3 ヵ月以内に献血を行った患者 

11）その他、治験責任医師又は治験分担医師が本治験の参加に不適切と

判断した患者 

被験薬、用量・投与方法、

ロット番号 
治験薬は以下の 3 種類の製剤を用いた。 

（1）  DL-404 1 mL アンプル注射剤（50 µg/mL）、ロット番号：

M01014-1A 

（2）  DL-404 5 mL アンプル注射剤（2 mg/mL）、ロット番号：

M01014-2A 

（3） DL-404 20 mL アンプル注射剤（0.5 mg/mL）、ロット番号：

M01014-4A 

治験用具は以下より選択して用いた。 

（4）ポンプ リザーバー容量 18 mL、モデル番号：8627L18 



（5）ポンプ リザーバー容量 10 mL、モデル番号：8627L10 

（6）One Piece カテーテル、モデル番号：8709 

（7）Two Piece カテーテル、モデル番号：8711 

（8）プログラマー、モデル番号：8821 

（9）トネリングアクセサリー、モデル番号：8590-41、859138、859160 

 

投与量及び投与方法は次のとおり。 

スクリーニング試験 

（1）の製剤を被験者に、腰椎穿刺し、初回投与量（50 µg 又は 25 µg）

をバルボタージ法（ポンピング）により投与した。投与後有効とされな

かった被験者には、前回投与から最低 24 時間置いて 75 µg を投与した。 

 

長期持続投与試験 

（6）又は（7）のカテーテルを髄腔内に固定し、（4）又は（5）のポン

プを腹部皮下に植込み、ポンプと接続した。（2）又は（3）の治験薬を

ポンプへ注入し、（8）のプログラマーを用いて投与モード、薬液濃度、

投与量をプログラミングし髄腔内へ持続投与した。 

1）初回 1 日投与量 

 植込み後の初回 1 日投与量は、スクリーニング試験で有効性が確認さ

れた投与量の 2 倍量とした。ただし、スクリーニング試験において、8

時間後の評価で有効と判定された被験者及び副作用の重症度分類基準

でグレード 2 以下の有害事象が発現した被験者の初回投与量はスクリ

ーニング試験時と同一の投与量とした。 

2）滴定期の投与量調整（植込み後 60 日未満） 

 初回投与の 24 時間以後、下肢左右計 8 部位の平均 Ashworth 評点が 1

～2 に維持されるまで、治験薬の 1 日投与量を直前の投与量に対して脊

髄由来の場合 30%以内の範囲で、脳由来の場合 15%以内の範囲で 24 時

間に 1 回増量を可とした（増量の上限は 600 µg/日）。 

3）維持期の投与量調整（植込み後 60 日以降） 

 下肢左右計 8 部位の平均 Ashworth 評点を維持するため、1 日投与量

は直前の投与量に対して脊髄由来の場合 40%以内の範囲で、脳由来の

場合 20%以内の範囲で 24 時間に 1 回の増量を可とした（増量の上限は

600 µg/日）。 

治療期間 スクリーニング試験：DL-404 を髄腔内単回投与し、24 時間後まで評価

した。 

長期持続投与試験：MDT-3101 を用いて DL-404 を 6 ヵ月間持続投与し、

6 ヵ月後まで評価した。 



対照薬、用量・投与方法、

ロット番号 
 

エンドポイント 【有効性評価項目】 

主要評価項目： 

 スクリーニング試験における投与 4 時間後の下肢左右計 8 部位の

平均 Ashworth 評点変化量 

副次評価項目： 

（1）長期持続投与試験におけるポンプ植込み 6 ヵ月後の下肢左右計 8

部位の平均 Ashworth 評点変化量 

（2）脊髄由来（成人）、脳由来（成人）、脳由来（小児）の重度痙性麻

痺患者にサブグループ化した、スクリーニング試験における投与

4 時間後の下肢左右計 8 部位の平均 Ashworth 評点変化量 

その他の有効性評価項目： 

（1）下肢左右計 16 部位の平均 Ashworth 評点変化量 

（2）上肢左右計 8 部位の平均 Ashworth 評点変化量 

（3）左右の平均 Spasm 評点変化量 

（4）痙縮に伴う痛みの評価 

（5）痙縮に伴う締め付け感の評価 

（6）腱反射（下肢）の変化量 

（7）関節可動域（ROM）（下肢）の変化量 

（8）Kenny 式セルフケア得点変化量 

【安全性評価項目】 

（1）有害事象 

（2）治験薬による副作用 

（3）治験用具による不具合 

（4）併発事象 

（5）バイタルサイン・臨床検査値 

統計手法 （1）解析対象集団 

 有効性評価項目の主たる解析対象集団を FAS とし、主要評価項目及

び副次評価項目については PPS による解析も行った。 

（2）主要評価項目の解析方法 

 治験薬投与前と、スクリーニング試験での投与 4 時間後における下肢

左右計 8 部位の平均 Ashworth 評点の差を、対応のある t 検定を用いて

評価した。スクリーニング試験を複数回実施した場合は、最高投与量時

におけるデータで解析した。有意水準は両側 5%とした。 

（3）副次評価項目の解析方法 

 治験薬投与前と長期持続投与試験におけるポンプ植込み 6 ヵ月後の



下肢左右計 8 部位の平均 Ashworth 評点の差を求め、その 95%信頼区間

を算出した。また、脊髄由来（成人）、脳由来（成人）、脳由来（小児）

の重度痙性麻痺患者にサブグループ化し、治験薬投与前とスクリーニン

グ試験での投与 4 時間後における下肢左右計 8 部位の平均 Ashworth 評

点の差を求め、その 95%信頼区間を算出した。 

（4）その他の有効性評価項目の解析方法 

 スクリーニング試験の解析に用いるデータは、治験薬投与前と最高投

与量時のデータとし、平均 Ashworth 評点の投与前後の差、平均 Spasm

評点の投与前後の差およびROMの投与前後の差の評価には対応のある

t 検定を用い、痛み/締め付け感の投与前後の差の評価および Kenny 式セ

ルフケア得点の投与前後の差には Wilcoxon 符号付順位検定を用いた。

腱反射の投与前後の差は「+++」以上の症例数を McNemar 検定を用い

て評価し、さらに、各部位別 Ashworth 評点の投与前後の差を求め、症

例ごとの有効性も評価した。 

 長期持続投与試験の解析に用いるデータは、治験薬投与前とポンプ植

込み後の各評価時のデータとし、各評価項目における投与前後の差を求

めた。 

（5）安全性評価項目の解析方法 

 有害事象発現症例、治験薬による副作用発現症例、治験用具の不具合

発現症例および併発事象発現症例、異常変動症例の一覧表を作成し、

各々の発現率を求めた。 

 バイタルサイン・臨床検査値について、検査時期ごとに要約統計量（例

数、平均値、標準誤差、中央値、最小値、最大値）を求めた。また、各

項目別に正常範囲から外れる異常値の発現数および発現率を求め、各検

査項目における個々の症例の変化については、治験薬投与前と長期持続

投与時でのポンプ植込み 6 ヵ月後の散布図あるいはシフトテーブルを

作成した。 

要約・結論 【有効性の結果】 

 スクリーニング試験における解析対象集団は FAS で 30 例、PPS で 26

例、長期持続投与試験における解析対象集団は FAS で 25 例、PPS で 22

例であった。 

主要評価項目： 

 スクリーニング試験の投与前に対する投与 4 時間後の下肢左右計 8

部位の平均 Ashworth 評点変化量（95%信頼区間）は、2.03（1,77, 2.29）

であり、有意な低下が認められ本剤の抗痙縮効果が確認された（対応の

ある t 検定、P<0.001）。 

副次評価項目： 

（1）長期持続投与試験におけるポンプ植込み 6 ヵ月後の下肢左右計 8



部位の平均 Ashworth 評点変化量（95%信頼区間）は、1.65（1.37, 1.92）

であり、有意な低下が認められ本剤の抗痙縮効果が確認された。 

（2）脊髄由来、脳由来（成人）、脳由来（小児）の重度痙性麻痺にサブ

グループ化した場合、スクリーニング試験の投与前に対する投与 4 時間

後の下肢左右計 8 部位の平均 Ashworth 評点変化量（95%信頼区間）は、

脊髄由来 2.35（2.09, 2.60）、脳由来（成人）1.38（0.79, 1.96）、脳由来（小

児）1.30（0.96, 1.64）であり、いずれも有意な抗痙縮効果が認められた。 

その他の有効性評価項目： 

 スクリーニング試験の投与 4 時間後では、下肢左右計 16 部位の平均

Ashworth 評点、左右平均 Spasm 評点、痙縮に伴う痛みおよび締め付け

感、腱反射、ROM（3 関節合計）が有意に改善した。長期持続投与試験

では、6 ヵ月後の痙縮に伴う痛みおよび 3 ヵ月後の Kenny 式セルフケア

合計得点を除いて、各評価時期において、すべての項目［下肢左右計

16 部位の平均 Ashworth 評点、左右平均 Spasm 評点、痙縮に伴う痛みお

よび締め付け感、腱反射、ROM（3 関節合計）、Kenny 式セルフケア合

計得点］が有意に改善した。 

【安全性の結果】 

 スクリーニング試験および長期持続投与試験における有害事象発現

率は、それぞれ 76.7%、100.0%であった。死亡例は認められず、その他

の重篤な有害事象は、長期持続投与試験において 25 例中 5 例（20.0%）

に 7 件認められた。このうち 2 例 4 件の因果関係は否定された。因果関

係が否定できなかった 3 例 3 件は、すべて治験用具のカテーテルに関す

る不具合（カテーテルの閉塞の疑い、カテーテルの自然抜去、カテーテ

ルの移動）であった。重度の不具合である「カテーテル閉塞の疑い」お

よび他の不具合 2 例は、一時的に Ashworth 評点の上昇が見られたが、

カテーテル交換等の適切な処置により症状は回復した。スクリーニング

試験および長期持続投与試験における副作用発現率は、それぞれ

43.3%、56.0%であった。治験用具の不具合発現率は 25 例中 10 例（40.0%）

であり、併発事象発現率は 25 例中 5 例（20.0%）であった。また、小

児に特化した副作用の発現はなかった。 

【結論】 

 DL-404 50 µg（または 25 µg、75 µg）の髄腔内単回投与は、エントリ

ーされなかった多発性硬化症を除く 7 疾患［脊髄損傷、脊髄血管障害、

後縦靭帯骨化症、頸部脊椎症、脊髄小脳変性症、痙性脳性麻痺（小児を

含む）、頭部外傷］において投与 1 時間後から 8 時間後まで平均 Ashworth

評点を有意に低下させる。また、重度の副作用は認められず、24 時間

後まで被験者を医療機関の監視下におくことで、被験者の安全を確保す

ることが可能と考えられる。 



 MDT-3101 を用いて DL-404 を髄腔内持続投与することにより、平均

Ashworth 評点の有意な低下が 6 ヵ月間持続する。また、いずれの疾患

に対しても DL-404に起因する重篤な副作用が観察されなかったことか

ら、DL-404 の長期持続投与は有用であると判断した。ただし、カテー

テルに関連した不具合が 3 件見られたことから、長期持続投与時には十

分な観察を要する。 

本概要の作成日 2011 年 7 月 30 日 

 


