
 

バーニーズマウンテンドッグロングライフプロジェクト（BMDLLP）実施計画 
2017年 7月 19日 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 責任者：岐阜大学フェロー・名誉教授 

ヤマザキ学園大学比較腫瘍学研究室	  
丸尾幸嗣 

 
1 臨床試験表題   
	 バーニーズマウンテンドッグ（以下、バーニーズ）における緑茶およびローズ

マリーエキス含有フードのがん予防効果の評価およびがんの早期発見のためのが

んマーカーに関する臨床試験 
 
2 臨床試験の目的 
	 緑茶およびローズマリーエキス含有のデザイナーフードを、バーニーズに給餌

した際のがん予防効果を多施設動物病院で評価する。なお有効性については、が

んの発生の有無およびがん発生までの期間で評価する。さらに、がんの早期発見

のために定期検査時にがんマーカーとして開発中のマイクロ RNA-214および
-126の測定を行う。 
 

3 予定される効能・効果 
デザイナーフードによるがんの発生予防およびがん発生までの期間延長 
マイクロ RNA-214および-126によるがんの早期発見 

 
4 臨床試験実施期間 
臨床試験開始月：2017年 8月 
臨床試験終了日：2020年 7月（予定） 

 
5 臨床試験依頼者（責任者）および事務局、飼い主様問合せ窓口 
依頼者 1：岐阜大学がん予防ラボ 
住所：岐阜県岐阜市柳戸 1-1 
依頼者 2：ヤマザキ学園大学比較腫瘍学研究室  
住所：東京都南大沢 4-7-2  
臨床試験依頼者の長：教授	 丸尾幸嗣 
電話：042-689-5882 
メール：k_maruo@yamazaki.ac.jp  
 

   事務局：岐阜大学がん予防ラボ	  
   電話：058-293-2884、メール : sakaidaa@gifu-u.ac.jp 



 

 
	  飼い主様窓口：山梨八ヶ岳バーニーズマウンテンドッグクラブ	  
   電話： 080-4244-4081、メール : info@ bmdcy.org 
 
6 定期検診担当獣医師 
	 試験に参加するバーニーズのホームドクターが担当する。 

  
7 臨床試験に関する組織構成 
・	計画・立案、総括：岐阜大学・ヤマザキ学園大学比較腫瘍学研究室  
・	飼い主様対応：山梨八ヶ岳バーニーズマウンテンドッグクラブ 
・	症例の組入、検査、観察：各担当獣医師 
・	事務局：岐阜大学がん予防ラボ  
・	協賛：シーシーアイ株式会社、ペットライン株式会社 

 
9  被験フード 
9.1 被験フードの説明 

フードの形：ペレット  
成分：緑茶エキスとローズマリーエキス含有（ペットライン株式会社製造）	  
被験フードの成分や取扱など（別紙） 

 
9.2 対照フード 
	 	 通常与えているフード	  
	  
9.3 被験フードの品質、毒性、薬理作用等に関する試験の成績の概要等 
・	緑茶エキスとローズマリーエキスの抗がん活性については、in vitroおよび in 

vivoで有効性が認められている（自験データ）。 
・	ビーグル犬に対する被験フードの安全性は確認されている（６週間および９

週間投与試験、自験データ）。 
・	緑茶エキスとローズマリーエキスの規格、含有量（極秘事項） 

 
9.4 フードの保管方法と費用負担 
・	保管方法：室温保存 
・	費用負担：被験フードは無料で飼い主に提供される。 

 
10 被験動物およびその選定に関する事項 
10.1 被験動物の選定 
	 	 ・ 動物種：犬 
・	品	 種：バーニーズマウンテンドッグ  



 

・	性	 別：オス、去勢オス、メス、避妊メス 
・	年	 齢：２〜７歳齢 
・	飼育状況：室内飼育を主とする 
・	健康状態：がんの既往歴および現病歴のない健康犬 
・	症例数：被験群	 64症例、対照群	 49症例 

 
10.2 供試基準 

以下の条件を満たしている犬を選定する。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
・	 1 日朝夕 2 回フードを給餌し、適度な運動（１〜２時間以上/日）を実施でき
ること 

・	 おやつなど、被験フード以外のものは与えないか、最少限とすること（与え

た場合は、おやつの種類と量を記載） 
 
10.3  除外基準 

以下の基準に該当する犬は除外する。 
・	処方食フードを給餌されているもの 
・	過去において腫瘍（良性および悪性）を発症したもの 
・	重篤な現病歴があるもの 
・	ステロイド薬、NSAIDsの長期投薬（１ヶ月以上）があるもの 
・	喫煙に暴露されているもの 

 
11 試験計画概要 
11.1試験群 
群 フード 給餌量 給餌間隔、給餌回数 供試頭数 

試験群 被験フード 体重に応じて 朝夕 2回 
最長 3年 64頭 

	 試験開始後、1ヶ月以内に被験フードが体質に合わないと判断した場合、希望によ
り元の通常フードに戻し、対照群に加わることができる。 
 
11.2対照群 
群 フード 給餌量 給餌間隔、給餌回数 供試頭数 

対照群 通常 
フード 体重に応じて 朝夕 2回 

最長 3年 49頭 

 
12 供試動物の管理 
12.1  動物福祉 

供試動物の管理は動物の所有者により動物福祉の精神に準拠した方法で行い、

担当獣医師は適切に動物が管理されていることを確認する。 



 

 
12.2  飼育施設 

供試動物は動物の所有者の下で室内飼育される。それぞれの動物の飼育形態を

記録用紙に記載する。 
 
12.3  給餌および給水方法 

給餌方法は動物の所有者の下で 1日朝夕 2回通常の方法にて行い、給水方法は
自由給水とする。 

 
13 試験手順 
13.1  臨床試験スケジュール 

来院日 実施項目 
供試前（－14日目～0日目） 1) 稟告 

2) 身体検査 
3) 血液・血液化学検査、尿検査 
4) X線検査、超音波検査 
5) マイクロ RNA測定 
6) インフォームドコンセント 

１年、2年、3年 1) 稟告 
2) 身体検査 
3) 血液・血液化学検査、尿検査 
4) X線検査、超音波検査 
5) マイクロ RNA測定 

注) 定期検査の時期にかかわらず、飼い主から異常の連絡があった場合には、適
切な対応を行う（定期検査のみ主催者負担、それ以外の費用は飼い主負担とする）。

マイクロ RNA に異常が認められた場合、測定間隔を短縮して定期検査以外の時
期に採血をお願いすることがある。 
 

13.2  供試前後の検査 
13.2.1 インフォームドコンセント 

試験に供試する前に、動物の所有者に対するインフォームドコンセントを行う。

その記録として動物の所有者および臨床試験担当獣医師の署名を同一の日付で３

部作成し、動物の所有者および臨床試験担当獣医師および試験依頼者がそれぞれ

保管する。 
 
13.2.2 供試動物の稟告聴取 

それぞれの供試動物は名前および独自の供試動物番号により個体管理する。供

試動物の名前および供試動物番号は記録用紙に記載する。供試時に動物に関する

情報（病歴、薬剤使用歴、食餌の種類および給与歴、飼育状況）を可能な範囲で

聴取する。 
 



 

13.2.3 各種検査と費用負担 
	 各種検査 

・	身体検査 
・	血液・血液化学検査 
・	尿検査 
・	X線検査 
・	超音波検査 
・	血漿中マイクロ RNA-214および-126 

	 費用負担 
・	定期検査の費用は、試験の依頼者が負担する。	

	

13.3  臨床試験期間中の観察・検査項目 
全ての記録用紙は臨床試験担当獣医師が記入する。 

 
13.4  身体検査 

臨床試験担当獣医師は年１回身体検査を行う。身体検査の項目には心拍数、呼

吸数、体温、体重、腹部触診、体表リンパ節の触診、心および肺野の聴診、なら

びに眼、耳、口腔内および指趾の肉眼検査が含まれる。身体検査の結果は記録用

紙に記録する。 
 
13.5  血液検査、血液化学検査、マイクロ RNA検査用採血と血漿保存 

臨床試験中、年１回血液検査および血液化学検査を実施し、その結果は記録用

紙に記録する。検査の項目は少なくとも以下に示す項目とする。 
 
血液検査：全血サンプルを用いて検査する。 

WBC、 RBC、 HGB、 HCT、 PLT、白血球百分比  
血液化学検査：血清（血漿）サンプルを用いて検査する。 

TP、 GPT、 GOT、 BUN、 Cre、 TCHO、 Glu、 TBILL、 IP、 ALB、 Na、 
K、 Cl 
 
	 それ以外に、開発中のがん早期発見検査用に 3-5mlを採血し、所定の方法で保
管する（別紙）。 

 
13.6  尿検査 
	 	 試験紙法、尿沈渣 
 
13.7  X線検査 
	 	 胸部３方向および腹部２方向の X線画像検査	  



 

 
13.8  超音波検査 
	 	 腹部超音波画像検査 

 
13.9  併用薬の記録 
	 臨床試験期間中、投薬した場合には記録する。ただし、持続性ステロイド剤お

よび免疫抑制剤の使用は原則禁止する。ただし、投与期間が１ヶ月以内の場合は

許容範囲とする。 
 

13.10  有害事象 
臨床試験担当者が有害事象や副作用の発生を認めた場合、あるいは飼い主から

その連絡を受けた場合には、内容を記録用紙に記載し、適切な治療を行う。特に

重篤な有害事象を確認した場合、臨床試験担当者は 1労働日内に事務局に報告す
るとともに、その内容を重篤有害事象報告書に記載し、適切な治療を行う。すべ

ての有害事象および副作用は、被験フードとの関連性の有無を明らかにしたうえ

で最終報告書に記載する。臨床試験期間中に死亡した犬については飼い主の同意

の基、可能な限り死因を究明し、その結果と被験フード給餌との関連性の有無を

最終報告書に記載する。被験フードとの関連性が証明された有害事象に対する診

療費は、試験依頼者が負担する。 
 
13.11 死因の原因究明 

臨床試験期間中に死亡した動物で死因が不明な場合には、可能な限り死亡原因

を究明し、それらの所見を記録し、最終報告書に記載する。剖検を実施する必要

のある場合には、剖検前に臨床試験担当獣医師は動物の飼い主に文書で同意を得

る。剖検の方法として、死因と考えられる該当臓器のみの摘出や遺体の返還など、

飼い主の希望に十分に配慮する。 
 
13.12 臨床試験脱落基準 
	 定期検査もしくは任意の時期に腫瘍性疾患もしくは試験の続行に支障をきたす

異常が認められた場合には、確定診断をしたのち、試験を終了する。その後、飼

い主と相談の上、適切な治療を提案する。	    	  
 
13.13 臨床試験中止基準 
	 試験群に臨床上重度の異常が多発した場合、試験を中止し、異常が認められた

犬から検査材料を採取し、病理学的検査等を実施し、その原因を究明する。 
 
13.14 試験終了の記録 

供試動物の最後の観察が終了した時に、臨床試験担当獣医師は各症例の飼育状



 

況および試験終了について記録する。計画書の規定通りに試験を終了しなかった

場合は、その理由を記載する。 
 
14 有効性および安全性評価項目の詳細 
・	有効性評価項目 
デザイナーフードの主要有効性評価項目は、がん発生の有無と、がん発生ま

での期間である。試験群のがん発生数が対照群と比較して統計的に有意に低下

した場合、また試験群のがん発生までの期間が対照群と比較して統計的に有意

に延長した場合、被験フードは有効であると判断する。 
マイクロ RNA による早期発見評価については、両群間における測定値の比

較および画像検査を含めた臨床評価によって判断する。   
  

 
・	安全性評価項目 
デザイナーフードの安全性主要評価項目は、全身性および局所性の有害反応

である。臨床試験期間中に発生した有害事象については最終報告書に記述統計

としてまとめる。 
 
15 統計解析 
15.1 	 被験フード群と対照群との比較 

本臨床試験で供試された動物は、がんの発生の有無とがん発生までの期間につ

いて対照群と比較検討される。統計学的解析方法は、がんの発生率はχ二乗検定、

がん発生率の推移はカプランマイヤー曲線とログランク検定とする。 
マイクロ RNA-214および-126は、それぞれの相対的発現量についてマン-ウィ
ットニー検定により２群間の比較をする。 
	  

16 臨床試験の管理 
16.1 	 モニタリング 

モニターは、原則として臨床試験担当獣医師からの定期検査データの信頼性が

十分に保たれていることを確認する。また、飼い主および獣医師に対して年２回

アンケート調査を実施し、試験が問題なく遂行されているかをモニターする。 
 
16.2 	 臨床試験フードの管理 
	 臨床試験依頼者は定期的に被験フードを飼い主に送付して、臨床試験期間中の

管理を一任する。 
 
16.3 	 データ管理 
	 臨床試験に関するすべての記録用紙には臨床試験番号を記載する。これらの記

録用紙には該当項目に担当獣医師の署名および日付を記入する。記録用紙原本は



 

臨床試験主導責任者の所有物とし、臨床試験主導責任者が保管する。臨床試験に

関する記録は、臨床試験終了後、適切な期間保管する。 
 
17 報告書 
	 総括報告書は臨床試験主導責任者が作成する。総括報告書には供試動物を特定

するための番号、年齢、体重、性別、品種および検査に関する情報を記載した表

を添付する。 
 
18 公表 
	 公表に際しては、共同研究者を明記する。	

	

                                               以上 


