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診療ガイドラインの名称が変更
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間質性膀胱炎の歴史

1887年：Skeneが膀胱上皮剥離を伴う炎症を間質性膀胱炎と記載

間質性膀胱炎：interstitial cystitis
点状出血：glomerulation
NIDDK：The National Institute of Diabetes, 
Digestive and Kidney Disorders
ICDB：Interstitial Cystitis Database

1915年：Hunnerが膀胱上皮剥離を伴う炎症病変をハンナ潰瘍と記載

1978年：MessingとStameyが間質性膀胱炎の初期診断として麻酔下
膀胱水圧拡張後の点状出血が特徴的所見と記載

1988年：NIDDKが臨床研究用の診断基準として、膀胱鏡所見でハンナ潰
瘍か点状出血かつ膀胱痛か尿意切迫感を伴う疾患と定義

1997年：骨盤痛あるいは頻尿・尿意切迫感を診断基準として症例を集積し
たICDBでは、約60%がNIDDKの診断基準に合致しないことが判明



膀胱鏡所見

ハンナ病変 あり なし

点状出血 不問 あり なし

各GLでの分類

2007年日本
ハンナ型

間質性膀胱炎
非ハンナ型

間質性膀胱炎
該当名なし

2008年ESSIC
BPS

type 3 type 2 type 1

2009/2016年東アジ
ア

HIC NHIC HSB

2011/2015年AUA IC/BPS （膀胱鏡所見が必須ではない）

2017年ICI IC BPS

2019年日本
間質性膀胱炎・膀胱痛症候群 （膀胱鏡所見が必須）

ハンナ型
間質性膀胱炎

膀胱痛症候群

2020年東アジア
IC/BPS

HIC BPS

BPS; bladder pain syndrome
HSB; hypersensitive bladder

ESSIC; European Society for the Study of Interstitial Cystitis
ICI; International Consultation on Incontinence

各ガイドラインでの分類



ガイドラインと保険診療上の病名

ハンナ型間質性膀胱炎

間質性膀胱炎（ハンナ型）

膀胱痛症候群

間質性膀胱炎

ガイドラインの分類

保険病名



病理組織学的所見
（HIC）

炎症性細胞浸潤は主に粘膜固有層にみられ、リンパ球がその多くを占める

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019



病理組織学的所見
（HIC）

膀胱の上皮剥離がみられる
間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019



病理組織学的所見
（BPS）

正常膀胱と区別が困難なものが大多数を占める

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019



**: p<0.01 vs control 
††: p<0.01 vs BPS

Furuta A, Int J Urol, 2019

免疫組織学的検討
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網羅的遺伝子発現解析

Cluster 1

ハンナ型

間質性膀胱炎

Cluster 2

膀胱痛症候群
コントロール

Akiyama Y, J Urol, 2019



網羅的遺伝子発現解析

Akiyama Y, 2020 AUA

点状出血のあるBPS群と点状出血のないBPS群とコントロール群に有意差なし
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IC/BPS診療のアルゴリズム

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019



膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感または不快感

があり、尿意亢進や頻尿などの下部尿路症状を伴い、混同し

うる疾患がない状態

◼ 頻尿：９１％

◼ 尿意切迫感：６２％

◼ 膀胱痛：４６％

IC/BPSの症状

IC/BPSの定義

伊藤貴章, 間質性膀胱炎研究会誌, 2004



IC/BPS診療のアルゴリズム

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019



✓ 病歴や症状の聴取
✓ 症状質問票と疼痛の評価
✓ 身体所見
✓ 尿検査

✓ 排尿記録
✓ 尿培養（一般細菌と結核菌）
✓ 尿細胞診
✓ PSA測定
✓ 残尿測定
✓ 尿流測定 など

基本評価

選択評価

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019

O’Leary & Santによる症状スコアと問題スコア
（Interstitial Cystitis Symptom Index and 

Problem Index：ICSI、ICPI）



HICのうち日本間質性膀胱炎研究会作成の重症度基準（表9）で
重症の基準を満たすものは、2015年に医療費助成対象疾病
（指定難病）となった

HICの重症例は指定難病（226）

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019



Ito T, IJU 2007

IC/BPS患者の既往歴

反復性膀胱炎



IC/BPS診療のアルゴリズム

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019



施設毎のIC/BPS患者数 施設毎のHICの割合

None or rarely: 20%未満
Occasionally: 20-39%
About a half: 40-59%
Sometimes: 60-79%
Often or always: 80%以上

Yamada Y, Transl Androl Urol, 2015

本邦におけるIC/BPS患者の疫学調査

◼ HICの割合は施設間で大きな差が認められる

◼ IC/BPSと診断されるまでに平均36.5ヶ月も要している



ハンナ病変とは

• 正常の毛細血管構造を欠く特有の発赤粘膜

• 病理学的には、上皮はしばしば剥離し、粘膜下組織には血管の増生と炎症細胞の集簇がみられる

画像提供：泌尿器科上田クリニック 院長 上田朋宏先生 出典：難病情報センター https://www.nanbyou.or.jp/entry/4430



発赤と瘢痕形成がみられる

ハンナ型間質性膀胱炎

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019



発赤と粘膜剥離がみられる

ハンナ型間質性膀胱炎

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019



IC/BPS診療のアルゴリズム

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019



膀胱疾患 前立腺・尿道疾患 尿路性器感染症 婦人科疾患 その他

過活動膀胱 前立腺肥大症 細菌性膀胱炎 子宮内膜症 神経性頻尿

神経因性膀胱 前立腺癌 膀胱結核 子宮筋腫 多尿

膀胱癌 尿道憩室 尿道炎 膣炎

膀胱結石 尿道狭窄 前立腺炎 更年期障害

放射線性膀胱炎

混同しうる主な疾患

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019



ハンナ型間質性膀胱炎とその他の疾患（膀胱上
皮内癌、慢性膀胱炎など）を鑑別あるいは予測
出来ること

膀胱頂部に多いハンナ病変を見逃さないこと

膀胱鏡検査の重要なポイント
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IC/BPS診療のアルゴリズム

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019



治療法の一覧

ハンナ型間質性膀胱炎手術

保険

保険

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019



緊張の緩和（Stress reduction）

Nickelら

J Urol, 2010 [Ⅲ]

IC/BPS患者はコントロール群と比較して、痛み、うつ状態、
心配、ストレスなどの程度が高かった。さらに、うつ状態、
心配、ストレスは痛みの程度、IC/BPS症状、QOLの低下と
相関していた。

O’Hare PGら

Int Urogynecol J, 

2013 [Ⅴ]

2009年に施行された保存的治療に関するICA (Interstitial 
Cystitis Association) の調査によると、IC/BPS患者の約
80%が緊張の緩和を実践している

ある程度の有効性の根拠があり（レベル3）、問題となる副作用はない。

推奨グレード：B

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019

保存的治療



食事療法（Dietary modification）

ある程度の有効性の根拠があり（レベル5）、問題となる副作用はない。

O’Hare PGら

Int Urogynecol J, 

2013 [Ⅴ]

コーヒー、紅茶、チョコレート、アルコール、トマト、柑橘
類、香辛料、ビタミンCがIC/BPS症状を増悪させる。

Siobhan Sら

J Urol, 2017 [Ⅴ]

現在のところ、食事療法には確立したプロトコールはなく、
患者ごとに食品の影響も異なるようで、厳しい食事制限を一
律に行う根拠はない。個々が症状を悪化させる食品を見つけ、
その食品を避けるように助言する。

O’Hare PGら

Int Urogynecol J, 

2013 [Ⅴ]

保存的治療に関するICAの調査によると、約87%のIC/BPS
患者が症状を増悪させる飲食物を避ける食事療法を実施して
いた。

推奨グレード：B

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019

保存的治療



アミトリプチリン（Amitriptyline）

作用機序

１）セロトニンやノルアドレナリンの再取り込みを抑制して
中枢神経の痛み刺激の伝達を抑える、２）ヒスタミンH1受容
体をブロックして肥満細胞の活動を抑制する、３）抗コリン
作用により膀胱の収縮を抑制する。

van Ophovenら

J Urol, 2004 [Ⅱ]

25mgから100mgまでの投与量で4ヵ月間治療した。
amitriptyline群では42%で症状・問題スコアが30%以上改善
したのに比べて、プラセボ群で改善がみられたのは13%のみ
であった。

Fosterら

J Urol, 2010 [Ⅰ]

10mgから75mgまでの投与量で3ヵ月間治療した。Intention-
to-treat解析でamitriptyline群とプラセボ群で治療効果に有
意差は認められなかったが（55% vs. 45%, p=0.12）、
amitriptylineを50mg以上投与しえた群では有意差が認められ
た（66% vs. 47%, p=0.01）

ある程度の有効性の根拠があり（レベル2）、重大な副作用は少ない。

推奨グレード：B

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019

薬物治療



スプラタスト（Suplatast）

作用機序
ヘルパーT細胞によるIgEの産生やIL-4、IL-5の産生を抑え
る働きがある。

Uedaら

J Urol, 2000 [Ⅴ]

14例の患者に対して300mgを12ヵ月間使用したところ、膀
胱容量の増加と症状スコアの改善があり、14例中12例
（85.7%）が良好な反応を示した。

有効性の根拠は低いが（レベル5）、有効とする報告もある（レベル5） 。重大
な副作用は少ない。

推奨グレード：C1

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019

薬物治療



ステロイド（Prednisolone）

作用機序
NF-κB炎症パスウェイやIL-2の産生を抑制し、さまざまな炎症
性サイトカインやT細胞の活性化を抑制する。

Soucyら

J Urol, 2005 [Ⅴ]

14例の初期治療に抵抗性のHIC患者に対して、prednisolone 
25mgを1-2ヶ月間投与後、症状に応じて徐々に減量した。症
状・問題スコアは22%、痛みは69%と有意に減少した。

有効性の根拠は低いが（レベル5）、HICで有効とする報告もある（レベル5）。
短期間の使用で重大な副作用は少ない。

推奨グレード：C1

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019

薬物治療



膀胱水圧拡張術 （6410点）

作用機序
拡張によって膀胱壁虚血となり, 粘膜下知覚神経が障害され, 亢
進した知覚が減弱するとの説があるが、明確な作用機序は不明。

El-Hefnawy

Urology, 2015 [Ⅱ]

Hydrodistension (HD)群（12例）と上下腹神経叢ブロック群
（12例）を比較検討した結果、症状スコア、昼間排尿回数が
HD群で有意に改善した。

有効性の根拠は低いが（レベル3）、多くの報告がある程度の有効性を支持している。
麻酔が必要で、合併症を起こす可能性もある。

推奨グレード：B

◼ 治療効果について、有効率は約50％、有効期間は6ヶ月未満との報告が多い

◼ 2010年にわが国で承認

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019

外科的治療



ハンナ型間質性膀胱炎手術 （9930点）

作用機序
HICにおける症状の程度とハンナ病変の大きさは相関しており、
ハンナ病変部の切除・焼灼は症状の緩和に有効である。

Lee

Urology, 2017 [Ⅴ]

HICにおいて、TUC+HD群（22例）とTUC単独群（22例）を
比較検討した結果、術12ヶ月の時点でTUC+HD群の方が有意
に最大膀胱容量が増大し、１日排尿回数が減少した。

Chennamsetty

Urology, 2015 [Ⅴ]

複数回のTURを施行した51例の膀胱容量の変化について検討
した結果、平均約3回のTUR後も有意な膀胱容量の低下は認め
られなかった。

有効性の証拠は低いが（レベル4）、HICに対しては有効な治療法である。多く
は反復治療を要する。麻酔が必要で、合併症を起こす可能性もある。

推奨グレード：B

◼ 単回の治療効果は12-24ヶ月と報告されている

◼ 2022.4年に保険収載された
間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019

外科的治療



ジメチルスルホキシド（Dimethyl sulfoxide: DMSO）

作用機序

炎症抑制、筋弛緩、鎮痛、コラーゲンの分解、肥満細胞の脱
顆粒などの作用があるといわれているが、明確な作用機序は
不明。
本剤は同時に注入した他の薬剤の吸収を促進させる。

Peeker

J Urol, 2000 [Ⅱ]

BCGとのRCTにおいて、DMSO群で最大膀胱容量の増加は認
められなかったが、HICにおいて膀胱痛と頻尿が有意に改善
した。
一方、BCG群で、HIC、BPSともに有意な改善は認められな
かった。

Sairanen

Sand J Urol Nephrol, 

2009 [Ⅱ]

BCGとのRCTにおいて、DMSO群はBCG群より有意な治療効
果を認めたが、QOLに有意差は認められなかった。

有効性の根拠があり（レベル2）、重大な副作用は少ない。

推奨グレード：B

◼ FDAが認可、日本でも2021.4に保険適用となった

◼ 治療期間に上限はないが、長期の効果は不明である

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン2019

膀胱内注入療法



ジムソ®膀胱内注入液50% 製品特性
１．本邦初*の間質性膀胱炎治療剤である。

＊製造販売承認を取得した医薬品として

２．2週間間隔で6回膀胱内に注入することで間質性膀胱炎(ハンナ型)の諸症状*を改善した。

*膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状

３．国内第Ⅲ相試験において、O’Leary & Sant 間質性膀胱炎症状スコア(ICSI)のベースラ

インからの変化量でプラセボに対する優越性が検証された。（p=0.0188、MMRM）

４．国内第Ⅲ相試験において、O’Leary & Sant 間質性膀胱炎問題スコア(ICPI)、24時間

あたりの平均排尿回数、1回排尿量、1回最大排尿量をプラセボに比べて有意に改善した。

（12週、p=0.0014、p=0.0068、p=0.0042、p=0.0023、MMRM）

５．主な副作用(発現頻度5%以上)は、膀胱痛(30.6%)、尿道痛、膀胱刺激症状、膀胱
不快感、頻尿、呼気臭・皮膚臭異常(ニンニク様の臭い)が報告されている。

電子添文の副作用の項及び臨床成績の項の安全性の結果をご参照下さい。

＜ジムソ🄬膀胱内注入液50％の【6.用法及び用量】
通常、成人には50%(w/w)ジメチルスルホキシド溶液を1回あたり1バイアル50mL(ジメチルスルホキシドとして27g)、2週間間隔で6回膀胱内に注入
する。なお、膀胱内注入後、可能な限り15分間以上膀胱内に保持してから排出させる。

製品特性3, 4の臨床成績には、承認外の非ハンナ型症例も含まれます

ジムソ®膀胱内注入液50%



薬効薬理

間質性膀胱炎に対するジメチルスルホキシドの作用機序は十分に
解明されていないが、炎症抑制及び鎮痛等の関与が考えられている。

作用機序

ジムソ🄬膀胱内注入液50％ 電子添文 2022年5月改訂(第3版)

ジムソ®膀胱内注入液50%

基礎研究で膀胱組織の炎症及び浮腫を抑制し、膀胱炎症組織のCD8+T細胞の浸潤、
IFN-γ、MCP-1、NGF、TNF-α 及びIL-6のmRNA増加を抑制

膀胱拡張に伴う脊髄後角の神経活動の増大（侵害反応）を抑制



国内第Ⅲ相検証的試験
日本人間質性膀胱炎患者を対象としたKRP-116D
多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照並行群間比較試験
（L301試験）

本試験開始時に発行されていた間質性膀胱炎(IC)診療ガイドラインでは、ICはハンナ病変を有するハンナ型と、ハ
ンナ病変は有さないが点状出血又は拡張後粘膜出血がある非ハンナ型とに分類されていたため、本試験はハンナ型
及び非ハンナ型のいずれも組み入れ対象となっています。承認時評価資料であるため、承認外である非ハンナ型を含
めた試験成績を記載しています。

本試験には承認外の非ハンナ型症例も含まれています
ジムソ®膀胱内注入液50％の【4．効能又は効果】

間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症状（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状）の改善

ジムソ®膀胱内注入液50％承認時評価資料：第Ⅲ相検証的試験（KRP116D-L301 試験）

ジムソ®膀胱内注入液50%
国内第Ⅲ相検証的試験



目的

主 要 目 的

日本人間質性膀胱炎患者を対象として、投与後12週の
O’Leary & Sant の間質性膀胱炎症状スコア(ICSI)の
ベースラインからの変化量について、ジメチルスルホキシド
(DMSO)群のプラセボ群に対する優越性を検証する。

本試験には承認外の非ハンナ型症例も含まれています
ジムソ®膀胱内注入液50％の【4．効能又は効果】

間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症状（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状）の改善

ジムソ®膀胱内注入液50％承認時評価資料：第Ⅲ相検証的試験（KRP116D-L301 試験）

ジムソ®膀胱内注入液50%
国内第Ⅲ相検証的試験



副 次 的 目 的

•投与後12週の各項目についてDMSO群のプラセボ群に対する
優越性を検討する。
✓ベースラインからの変化量

・O’Leary & Santの間質性膀胱炎問題スコア(ICPI)

・24時間あたりの平均排尿回数

・1回平均排尿量

・1回最大排尿量

・膀胱痛の数値化スケール(pain NRS)

✓全般的改善度評価(GRA)

・DMSO膀胱内注入液50％を2週間間隔で6回膀胱内注入し
た際の安全性を検討する。

本試験には承認外の非ハンナ型症例も含まれています
ジムソ®膀胱内注入液50％の【4．効能又は効果】

間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症状（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状）の改善

ジムソ®膀胱内注入液50％承認時評価資料：第Ⅲ相検証的試験（KRP116D-L301 試験）

目的
ジムソ®膀胱内注入液50%

国内第Ⅲ相検証的試験



対象

日本人間質性膀胱炎患者* 96例
(DMSO群：49例、プラセボ群：47例)

＊膀胱内視鏡検査で間質性膀胱炎の確定診断を受け、膀胱痛を
有し、かつ頻尿、尿意亢進又は尿意切迫感のいずれかの間質性
膀胱炎症状を有する

本試験には承認外の非ハンナ型症例も含まれています
ジムソ®膀胱内注入液50％の【4．効能又は効果】

間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症状（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状）の改善

ジムソ®膀胱内注入液50%
国内第Ⅲ相検証的試験

ジムソ®膀胱内注入液50％承認時評価資料：第Ⅲ相検証的試験（KRP116D-L301 試験）



試験デザイン／方法

観察期(2週間)にプラセボ50mLを単回膀胱内注入した。ICSIスコアを割付因子とした動的割付けによ
り、被験者をDMSO群又はプラセボ群のいずれかに1:1の比で無作為に割り当て、それぞれDMSO膀胱
内注入液50％50mL又はプラセボ50mLを2週間間隔で6回膀胱内注入した。
投与方法は、経尿道的に膀胱内に挿入されたカテーテルから、治験薬を膀胱内に注入し、可能な限り
15分間以上膀胱内に保持させた後、自然排尿させることとした。

・多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照並行群間比較試験

主な組み入れ基準は、1回排尿量50mL以上、残尿量100mL未満、1日排尿量3000mL未満、1日平均排尿回数が8回以上、
膀胱痛のNRSが4以上、O’Leary & Sant間質性膀胱炎症状スコア(ICSI)が9点以上とした。

：治験薬投与（＋局所麻酔剤投与による前処置）

スクリーニング プラセボ

プラセボ

DMSO

スクリーニング期
（1～4週間）

観察期
（2週間）

治療期
（12週間）

割付

-6～-3 -2 0 2 4 6 8 10 12 （週）

本試験には承認外の非ハンナ型症例も含まれています
ジムソ®膀胱内注入液50％の【4．効能又は効果】

間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症状（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状）の改善

ジムソ®膀胱内注入液50％承認時評価資料：第Ⅲ相検証的試験（KRP116D-L301 試験）

ジムソ®膀胱内注入液50%
国内第Ⅲ相検証的試験



被験者の内訳
同意取得被験者

n=109

観察期に移行した被験者

n=97

観察期に移行しなかった被検者

n=12

治療期移行基準を満たした被検者

n=96

治療期移行基準を満たさなかった被検者

n=1

無作為に割り付けられた被験者

全体 n=96

DMSO群 n=49

プラセボ群 n=47

無作為に割り付けられなかった被験者

全体 n=0

DMSO群 n=0

プラセボ群 n=0

治験薬の投与が完了した被験者

全体 n=93

DMSO群 n=48

プラセボ群 n=45

治験中止した被験者

全体 n=3

DMSO群 n=1

プラセボ群 n=2

本試験には承認外の非ハンナ型症例も含まれています
ジムソ®膀胱内注入液50％の【4．効能又は効果】

間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症状（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状）の改善

ジムソ®膀胱内注入液50％承認時評価資料：第Ⅲ相検証的試験（KRP116D-L301 試験）
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治験中止に至った理由

カテゴリ 全被験者 DMSO群 プラセボ群

無作為に割り付けられた被験者 96 49 47

治験薬の投与が完了した被験者(%) 93 (96.9) 48 (98.0) 45 (95.7)

治験中止した被験者(%) 3 (3.1) 1 (2.0) 2 (4.3)

有害事象(%) 3 (3.1) 1 (2.0) 2 (4.3)

無作為に割り付けられなかった (%) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

フォローアップ不足(%) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

脱落した被験者(%) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

妊娠(%) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

その他(%) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

本試験には承認外の非ハンナ型症例も含まれています
ジムソ®膀胱内注入液50％の【4．効能又は効果】

間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症状（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状）の改善

ジムソ®膀胱内注入液50％承認時評価資料：第Ⅲ相検証的試験（KRP116D-L301 試験）
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患者背景(1)
DMSO群 プラセボ群

ｎ ％ ｎ ％
被験者数 49 47

性別
男性 6 12.2 3 6.4
女性 43 87.8 44 93.6

年齢(歳)＊1

＜65 21 42.9 19 40.4
65≦ 28 57.1 28 59.6
ｎ 49 47
平均値 63.6 64.5
標準偏差 14.2 13.5
最小値 30 36
中央値 66.0 67.0
最大値 87 87

身長(cm)＊2

n 49 47
平均値 155.14 154.28
標準偏差 8.58 7.50
最小値 139.0 135.4
中央値 152.90 154.10
最大値 179.7 171.1

体重(kg)＊2

＜50 20 40.8 19 40.4
50≦ 29 59.2 28 59.6
ｎ 49 47
平均値 55.80 52.88
標準偏差 11.79 11.52
最小値 38.6 29.6
中央値 53.60 52.80
最大値 90.0 86.8

＊1：同意取得時、＊2：-6週～-3週

本試験には承認外の非ハンナ型症例も含まれています
ジムソ®膀胱内注入液50％の【4．効能又は効果】

間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症状（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状）の改善

ジムソ®膀胱内注入液50％承認時評価資料：第Ⅲ相検証的試験（KRP116D-L301 試験）
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患者背景(2)
DMSO群 プラセボ群

ｎ ％ ｎ ％

被験者数 49 47

BMI(kg/m2)＊

＜25.0 37 75.5 39 83.0

25.0≦ 12 24.5 8 17.0

ｎ 49 47

平均値 23.08 22.12

標準偏差 3.87 4.18

最小値 17.6 14.5

中央値 22.83 21.39

最大値 34.9 36.0

間質性膀胱炎の病変
ハンナ型 42 85.7 41 87.2

非ハンナ型 7 14.3 6 12.8

膀胱水圧拡張術

経験無し 6 12.2 9 19.1

経験有り 43 87.8 38 80.9

1年未満 18 36.7 15 31.9

1年以上前 25 51.0 23 48.9

DMSOの膀胱内注入
経験無し 43 87.8 42 89.4

経験有り 6 12.2 5 10.6

Visit1での薬物投与
経験無し 9 18.4 16 34.0

経験有り 40 81.6 31 66.0

＊：-6週～-3週

本試験には承認外の非ハンナ型症例も含まれています
ジムソ®膀胱内注入液50％の【4．効能又は効果】

間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症状（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状）の改善

ジムソ®膀胱内注入液50％承認時評価資料：第Ⅲ相検証的試験（KRP116D-L301 試験）
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-3.4

-5.2

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

プラセボ群 DMSO群

ICSIのベースラインからの変化量（12週、FAS）

(n=47)                                          (n=49)

-1.8［-3.3,-0.3］
p=0.0188

最小二乗平均値［95％信頼区間］
群間差［95％信頼区間］
MMRM、 vs. プラセボ群、共変量＝ベースライン値（0週）

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
か
ら
の
変
化
量

[-6.2,-4.2]

[-4.5,-2.4]

（点）

プラセボ群 DMSO群

ベースライン値(点) 13.7 13.9

＜主要評価項目＞

ICSI：O’Leary & Santの
間質性膀胱炎症状スコア
尿意切迫感、頻尿、夜間頻
尿、痛みの症状について4つ
の質問で構成され、この1ヵ月
の状態について、各問0～5
点で集計し20点満点の合計
スコアで評価。点数が大きい
ほど、症状・状態が悪いことを
示している。

本試験には承認外の非ハンナ型症例も含まれています
ジムソ®膀胱内注入液50％の【4．効能又は効果】

間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症状（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び
不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状）の改善

ジムソ®膀胱内注入液50％承認時評価資料：第Ⅲ相検証的試験（KRP116D-L301 試験）
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ICSIのベースラインからの変化量（FAS）

ｎ

DMSO群 49 48 48 48

プラセボ群 47 47 46 45

プラセボ群 DMSO群

ベースライン値(点) 13.7 13.9

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 4 8 12

＜その他の有効性評価項目＞
(週)

最小二乗平均値±標準誤差

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
か
ら
の
変
化
量

－2.1

－2.8

－4.4

－2.5

－3.4

－5.2* p<0.05、**p<0.01
（vs. プラセボ群、MMRM、
共変量＝ベースライン値（0週））

**

*

（点）

DMSO群

プラセボ群

本試験には承認外の非ハンナ型症例も含まれています
ジムソ®膀胱内注入液50％の【4．効能又は効果】

間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症状（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び
不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状）の改善

ジムソ®膀胱内注入液50％承認時評価資料：第Ⅲ相検証的試験（KRP116D-L301 試験）
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-2.4

-4.9

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

プラセボ群 DMSO群

ICPIのベースラインからの変化量（12週、FAS）

(n=47)                                          (n=49)

-2.5［-4.0,-1.0］
p=0.0014

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
か
ら
の
変
化
量

最小二乗平均値［95％信頼区間］
群間差［95％信頼区間］
MMRM、 vs. プラセボ群、共変量＝ベースライン値（0週）

[-3.5,-1.3]

[-5.9,-3.8]

（点）

プラセボ群 DMSO群

ベースライン値(点) 11.8 12.0

＜副次的評価項目＞

ICPI：O’Leary & Santの
間質性膀胱炎問題スコア
尿意切迫感、頻尿、夜間頻
尿、痛みによる困窮度につい
て4つの質問で構成され、この
1ヵ月の状態について、各問0
～4点で集計し16点満点の
合計スコアで評価。点数が大
きいほど、困窮度が高いことを
示している。

本試験には承認外の非ハンナ型症例も含まれています
ジムソ®膀胱内注入液50％の【4．効能又は効果】

間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症状（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び
不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状）の改善

ジムソ®膀胱内注入液50％承認時評価資料：第Ⅲ相検証的試験（KRP116D-L301 試験）
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ｎ

DMSO群 49 48 48 48

プラセボ群 47 47 46 45

ICPIのベースラインからの変化量（FAS）

＜その他の有効性評価項目＞

プラセボ群 DMSO群

ベースライン値(点) 11.8 12.0

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 4 8 12 (週)

最小二乗平均値±標準誤差

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
か
ら
の
変
化
量

－2.4

－4.9

－4.0

－1.2

－2.4

－1.6

*p<0.05、**p<0.01、***p<0.001
（vs. プラセボ群、MMRM、共変量＝ベースライン値（0週））

*

***

**

（点）

DMSO群

プラセボ群

本試験には承認外の非ハンナ型症例も含まれています
ジムソ®膀胱内注入液50％の【4．効能又は効果】

間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症状（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び
不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状）の改善
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＜副次的評価項目＞

pain NRS
(膀胱痛の数値化スケール)
膀胱の痛みについて、「全くない」を0、
想像できる最大の強さを10としたときに、
昨日起床してから今日起きる前までに
感じた一番強い痛みを数値化して患
者自身で評価する。
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＜その他の有効性評価項目＞

プラセボ群 DMSO群

ベースライン値(点) 6.51 6.50

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 4 8 12 (週)

最小二乗平均値±標準誤差

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
か
ら
の
変
化
量

－1.11
－1.55

－2.09

－1.97

－2.57 －2.87

*p<0.05
（vs. プラセボ群、MMRM、共変量＝ベースライン値（0週））

*

*

（点）

DMSO群

プラセボ群

本試験には承認外の非ハンナ型症例も含まれています
ジムソ®膀胱内注入液50％の【4．効能又は効果】

間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症状（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び
不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状）の改善

ジムソ®膀胱内注入液50％承認時評価資料：第Ⅲ相検証的試験（KRP116D-L301 試験）

ジムソ®膀胱内注入液50%
国内第Ⅲ相検証的試験



GRA（12週、FAS）

52.1％

30.４％
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■GRAレスポンダーの割合

DMSO群（n=48） プラセボ群（n=46）

vs.プラセボ群
（フィッシャーの正確確率検定）

DMSO群プラセボ群との比率の差

p₌0.0385

＜副次的評価項目＞

GRA(Global response assessment）
本試験の開始前に比べて膀胱の状態がどのように変化した
のか、7段階で患者自身が評価しました。本試験では、
GRAにおいて「1 : 非常によくなった」及び「2 : 良くなった」と
評価した被験者をGRAレスポンダー、それ以外の被験者をノ
ンレスポンダーと定義しました。
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＜副次的評価項目＞

GRA（12週、FAS）
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＜その他の有効性評価項目＞
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安全性（副作用）

器官別大分類
及び基本語

DMSO群 (n=49) プラセボ群 (n=47)

n 件数 % n 件数 %

腎および尿路障害 27 91 55.1 13 21 27.7

膀胱不快感 4 6 8.2 1 1 2.1

膀胱刺激症状 5 8 10.2 1 1 2.1

膀胱痛 15 47 30.6 9 13 19.1

頻尿 4 9 8.2 1 1 2.1

尿道痛 6 21 12.2 2 5 4.3

MedDRA/J Ver. 20.0

■副作用（いずれかの投与群で発現例数3例以上）

DMSO群 プラセボ群

安全性評価例数 49 47

発現例数（％） 29（59.2） 13（27.7）

発現件数 105 25

■副作用発現率

投与中止に至った副作用は、プラセボ群の1例1件発疹であった。

本試験においては死亡例、重篤な副作用は認められなかった。
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〈注目すべき有害事象〉

呼気・皮膚の異常臭

有害事象

DMSO群 (n=49) プラセボ群 (n=47)

基本語 n 件数 % n 件数 %

呼気・皮膚の異常臭に関する
有害事象

3 4 6.1 0 0 0.0

呼気臭 2 3 4.1 0 0 0.0

皮膚異常臭 1 1 2.0 0 0 0.0

MedDRA/J Ver. 20.0

■呼気・皮膚の異常臭に関する有害事象（治療期）
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〈注目すべき有害事象〉

投与時反応

■投与時反応に関する有害事象：DMSO群の治験薬投与回数別の発現割合

61.2%
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合計*a 1回(0週) 2回(2週) 3回(4週) 4回(6週) 5回(8週) 6回(10週)

D群 P群 D群 P群 D群 P群 D群 P群 D群 P群 D群 P群 D群 P群

被験者数 49 47 49 47 49 47 48 47 48 46 48 45 48 45

有害事象例数/件数 30/100 15/26 26/26 11/13 16/16 2/2 13/15 4/4 16/20 3/3 12/14 2/2 7/9 2/2

発現までの時間(日)*b 1
(1-2)

1
(1-13)

1
(1-2)

1
(1-6)

1
(1-1)

1
(1-1)

1
(1-2)

1
(1-1)

1
(1-2)

1
(1-13)

1
(1-1)

1
(1-1)

1
(1-1)

1
(1-1)

転帰までの時間(日)*c 2
(1-50)

1
(1-27)

2
(1-12)

3
(1-27)

2
(1-3)

1
(1-1)

2
(1-4)

1
(1-2)

1.5
(1-50)

1
(1-1)

1
(1-12)

1
(1-1)

1
(1-2)

2
(1-3)

D群：DMSO群
P群：プラセボ群
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*a：治験期間の累積データ

*b：治験薬の最終投与日から有害事

象が発現するまでの時間

[中央値(最小-最大)]

*c：有害事象の発症日から転帰まで

の時間[中央値(最小-最大)]



病型別部分集団解析
（ハンナ型、非ハンナ型）

部分集団におけるMMRM解析は、当初計画されたものではなく承認審査の過程において実施されました。
承認時評価資料であり、電子添文17. 臨床成績の項へ全体集団に加えてハンナ型集団及び非ハンナ型集団の結
果の記載が求められたため本資材にも掲載しています。

本試験には承認外の非ハンナ型症例も含まれています
ジムソ®膀胱内注入液50％の【4．効能又は効果】

間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症状（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状）の改善

ジムソ®膀胱内注入液50%
国内第Ⅲ相検証的試験



投与群 症例数
ベースライン
（平均値±
標準偏差）

変化量# 本剤とプラセボとの群間差#

最小二乗平均
（95％信頼区間）

最小二乗平均
（95％信頼区間）

IC
S

I

ハンナ型
DMSO群 42例 13.9±3.2 -5.6（-6.7, -4.4）

-2.2 （-3.8, -0.6）
プラセボ群 41例 13.8±3.2 -3.4（-4.5, -2.2）

非ハンナ型
DMSO群 7例 13.7±3.1 -2.9（-5.4, -0.3）

0.9 （-2.8, 4.7）
プラセボ群 6例 13.2±2.7 -3.8（-6.5, -1.1）

IC
P

I

ハンナ型
DMSO群 42例 12.0±3.1 -5.3（-6.4, -4.2）

-3.1 （-4.7, -1.5）
プラセボ群 41例 11.9±2.8 -2.2（-3.3, -1.1）

非ハンナ型
DMSO群 7例 11.9±4.2 -2.2（-5.4, 1.0）

1.3 （-3.4, 6.0）
プラセボ群 6例 11.3±4.2 -3.6（-7.0, -0.1）

p
a
in

 N
R

S

（
点
）

ハンナ型
DMSO群 42例 6.64±1.46 -3.28（-3.99, -2.57）

-1.23 （-2.23, -0.22）
プラセボ群 41例 6.54±1.56 -2.05（-2.77, -1.34）

非ハンナ型
DMSO群 7例 5.62±1.21 -0.54（-1.91, 0.82）

1.72 （-0.31, 3.74）
プラセボ群 6例 6.28±1.10 -2.26（-3.73, -0.78）

病型別部分集団解析（ハンナ型及び非ハンナ型、12週、FAS ）

部分集団におけるMMRM解析は、当初計画されたものではなく承認審査の過程において実施されました。承認時評価資
料であり、電子添文17.臨床成績の項へ全体集団に加えてハンナ型集団及び非ハンナ型集団の結果の記載が求められ
たため本資材にも掲載しています。

#：投与群及び測定時期を固定効果とし、ベースラインのICSIを共変量としたMMRM

本試験には承認外の非ハンナ型症例も含まれています
ジムソ®膀胱内注入液50％の【4．効能又は効果】

間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症状（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状）の改善

ジムソ®膀胱内注入液50％承認時評価資料：第Ⅲ相検証的試験（KRP116D-L301 試験）

ジムソ®膀胱内注入液50%
国内第Ⅲ相検証的試験



投与群 症例数
ベースライン
（平均値±
標準偏差）

変化量# 本剤とプラセボとの群間差#

最小二乗平均
（95％信頼区間）

最小二乗平均
（95％信頼区間）

24
時
間
あ
た
り

の
平
均
排
尿

回
数
（
回
）

ハンナ型
DMSO群 42例 15.67±7.85 -3.86（-5.01, -2.72）

-2.59 （-4.23, -0.96）
プラセボ群 41例 15.43±5.92 -1.27（-2.44, -0.10）

非ハンナ型
DMSO群 7例 20.86±16.13 -3.06（-4.99, -1.14）

2.70 （-0.26, 5.66）
プラセボ群 6例 11.50±1.95 -5.76（-7.85, -3.67）

1

回
平
均

排
尿
量

（m
L

）

ハンナ型
DMSO群 42例 113.8±52.9 45.2（32.6, 57.9）

33.4 （15.4, 51.4）
プラセボ群 41例 110.5±58.0 11.9（-0.9, 24.7）

非ハンナ型
DMSO群 7例 83.3±63.0 -5.1（-26.6, 16.4）

-40.4 （-73.3, -7.5）
プラセボ群 6例 138.6±61.2 35.3（11.9, 58.7）

1

回
最
大

排
尿
量

（m
L

）

ハンナ型
DMSO群 42例 183.5±101.3 52.3（36.0, 68.5）

45.2 （22.1, 68.2）
プラセボ群 41例 172.4±100.9 7.1（-9.3, 23.5）

非ハンナ型
DMSO群 7例 183.9±129.7 -9.5（-54.9, 35.9）

-33.4 （-101.6, 34.8）
プラセボ群 6例 265.8±94.5 24.0（-25.2, 73.1）

#：投与群及び測定時期を固定効果とし、ベースラインのICSIを共変量としたMMRM

本試験には承認外の非ハンナ型症例も含まれています
ジムソ®膀胱内注入液50％の【4．効能又は効果】

間質性膀胱炎（ハンナ型）の諸症状（膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感及び不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状）の改善

ジムソ®膀胱内注入液50％承認時評価資料：第Ⅲ相検証的試験（KRP116D-L301 試験）

病型別部分集団解析（ハンナ型及び非ハンナ型、12週、FAS ）

部分集団におけるMMRM解析は、当初計画されたものではなく承認審査の過程において実施されました。承認時評価資
料であり、電子添文17.臨床成績の項へ全体集団に加えてハンナ型集団及び非ハンナ型集団の結果の記載が求められ
たため本資材にも掲載しています。

ジムソ®膀胱内注入液50%
国内第Ⅲ相検証的試験



■ 間質性膀胱炎の定義

■ 間質性膀胱炎の診断

■ 間質性膀胱炎の治療

■ 日常診療における理想的な間質性膀胱炎治療



間質性膀胱炎診療における病診連携の重要性



✓間質性膀胱炎の診断

・間質性膀胱炎を疑う症状
(クリニックでのスクリーニング)

・間質性膀胱炎の確定診断
(麻酔下での治療が望ましい ハンナ病変の確認と組織評価の必要性）



✓間質性膀胱炎の治療
確定診断後は、逆紹介が望ましい

・行動療法、食事療法
・ジムソ膀胱内注入療法

(クリニックでは患者さんとの信頼関係が高く、丁寧かつ細かいフォローアッ
プが可能)



HICとBPSに分けた治療戦略

ハンナ型間質性膀胱炎 膀胱痛症候群

病因・病態 膀胱内 膀胱外

膀胱鏡所見
ハンナ病変

（微小血管の集簇）
ほぼ正常

（一部、点状出血）

病理学的所見
リンパ球を主体とした炎症細胞浸潤

膀胱の上皮剥離
ほぼ正常

保存的治療
緊張の緩和
食事療法

緊張の緩和
食事療法

薬物治療
ステロイド

アセトアミノフェン
スプラタスト

アミトリプチリン
プレガバリン
トラマドール

膀胱内注入療法 DMSO※ ー

外科的治療
ハンナ型間質性膀胱炎手術※

膀胱摘出術
（膀胱水圧拡張術※）
（仙骨神経刺激療法）

※ 保険適用



◆新たな間質性膀胱炎の定義の確認
（ハンナ病変の有無をルールアウト)

◆水圧拡張（ハンナ病変焼灼）とDMSO膀胱内注入治療の活用

◆病診連携を深めることで、IC/BPSで困っている多くの患者さんを
キャッチアップして効果的な治療提供が可能になる



ご清聴ありがとうございました


