（平成 23 年度研究報告書）
23-A-20 希少悪性腫瘍に対する標準治療確立のための多施設共同試験

独立行政法人国立がん研究センター中央病院 脳脊髄腫瘍科

渋井 壮一郎

研究の分類・属性
外科系その他
研究の概要
元来、症例数が少なく大規模な臨床試験が困難である JCOG 脳腫瘍グループ、骨軟部腫瘍グループ、泌尿器科腫
瘍グループの 3 つのグループが継続的な治療開発を行う活動基盤として機能し、新規臨床試験の立案計画を支援す
る。作成した研究計画は、厚労科研がん臨床研究事業に引き継ぎ、それに採択されない場合は本研究班の研究とし
て継続する。また、希少疾患特有の課題の議論を通じて希少疾患における臨床試験の方法論の進歩を図ることを目
的とする。
脳腫瘍領域においては、悪性神経膠腫および中枢神経系原発悪性リンパ腫例(PCNSL)を対象として臨床試験を実
施する。前者に対しては、1p, 19q LOH をはじめとする遺伝子学的変化を調べ、治療効果との関連性を調べる。後
者については、従来の MTX 大量療法＋放射線治療に Temozolomide(TMZ)を併用することの意義を検討する第 III 相
試験(JCOG1114)を行う。本試験においては、JCOG 初の高度医療評価制度に基づき、TMZ の適応拡大も視野に入れて
いる。3 コースの MTX 大量療法後、放射線治療開始とともに TMZ を併用し、さらに 28 日ごとに維持化学療法を行
う。全生存期間を primary endpoint とし各群 65 例（合計 130 例）の登録を行う。
骨肉腫に対しては、転移のない四肢発生の骨内通常型骨肉腫において、MTX、ADM、CDDP の 3 剤による術前化学
療法を行い、切除された腫瘍の病理学的腫瘍壊死率が 90%未満であった患者に対し、術後補助化学療法として IFO
を追加することにより無病生存期間が向上することを第 III 相試験(JCOG0905)により確認する。この臨床試験は、
本研究班において立案、検討され、がん臨床研究事業岩本班に受け継ぎ、平成 22 年 2 月より症例の登録を開始し
た。四肢に発生する非円形細胞肉腫に対する標準治療を確立することを目的として、ADM＋IFO 併用術前術後化学
療法の有効性と安全性を第II 相試験により評価した。
平成23 年10 月に行った解析では2 年無増悪生存割合76.4%、
5 年無増悪生存割合 64.3%、2 年全生存割合 91.7%、5 年全生存割合 84.1%と予想を上回る良好な成績が得られてお
り本治療法により、生命予後が改善される可能性が高いと予測され、今後も引き続き追跡調査を行っていく予定で
ある。また、近年増加の一途をたどる癌の骨転移に対する標準治療確立のため、単発骨転移例に対する根治的腫瘍
切除術の有効性を検証するプロトコールを作成し、その妥当性について現在検討中である。
浸潤性膀胱癌については、がん臨床研究事業塚本班で JCOG0209 として実施された T2-4aN0M0 癌に対する標準治
療である膀胱全摘術と、術前に MVAC 化学療法 2 コースを追加してから膀胱全摘術を実施する群のランダム化比較
試験について､本研究班にて経過観察を行っていく。2011 年 7 月 1 日現在の両群を併せた 5 年生存率は 68.8%、術
前化学療法の有無と術後早期の合併症の発生頻度には概ね有意差は認めていない。前立腺がんに対する根治術後の
PSA 再発患者に対して標準治療群（ホルモン療法）と試験治療群（救済放射線療法）の 2 群を前向きに比較する試
験（JCOG0401 試験）は、厚労科研費より本研究班に移行し、登録を終了した 210 例について観察研究を継続して
いる。腎盂・尿管がんに対する根治手術ではリンパ節郭清の意義や郭清範囲にコンセンサスが全くないこと、腎尿
管全摘術後の膀胱内再発を予防する標準的治療法が確立されていないという背景を受け、将来の第Ⅲ相試験の準備
として、多施設による過去症例の調査研究を計画し、JCOG1110-A 研究として開始した。
以上のように、脳神経外科、整形外科、泌尿器科がそれぞれの臨床研究活動を行ない、それを通して知り得た情
報を交換することにより、希少悪性腫瘍に対する標準治療法確立のための多施設共同試験の方法論を確立していく
とともに、本研究班で立案された臨床試験をがん臨床研究事業へと引き継いでいく。
研究経費
28,800 千円
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研究の目的と到達目標及び実績要点
全期間
（目的と到達目標）
：
元来症例数が少なく大規模な臨床試験が困難である悪性脳腫瘍・骨軟部腫瘍・泌尿器科腫瘍に対して、第 II 相
III 相臨床試験を実施しつつその問題点を浮き彫りにし、希少悪性腫瘍の標準治療を確立していく。本研究班は
JCOG の脳腫瘍グループ、骨軟部腫瘍グループ、泌尿器科腫瘍グループの 3 つのグループが継続的な治療開発を行
う活動基盤として機能し、各グループの会議での議論に基づく新規臨床試験の立案計画を支援する。研究計画が固
まれば厚労科研がん臨床研究事業に応募し、採択されればがん臨床研究事業の研究班に研究を引き継ぎ、採択され
ない場合は本研究班の研究として臨床試験を実施する。また、希少疾患特有の課題の議論を通じて希少疾患におけ
る臨床試験の方法論的の進歩を図る。
【脳腫瘍グループ】
脳腫瘍領域においては、悪性神経膠腫および中枢神経系原発悪性リンパ腫例(PCNSL)を対象として臨床試験を実
施する。前者に対しては、1p, 19q LOH をはじめとする遺伝子学的変化を調べ、治療効果との関連性を調べる。後
者については、従来の MTX 大量療法＋放射線治療に Temozolomide(TMZ)を併用することの意義を検討する第 III 相
試験(JCOG1114)を行う。本試験においては、JCOG 初の高度医療評価制度に基づき、TMZ の適応拡大も視野に入れて
いる。3 コースの MTX 大量療法後、放射線治療開始とともに TMZ を併用し、さらに 28 日ごとに維持化学療法を行
う。全生存期間を primary endpoint とし各群 65 例（合計 130 例）の登録を行う。
【骨軟部腫瘍グループ】
骨肉腫に対しては、転移のない四肢発生の骨内通常型骨肉腫において、MTX、ADM、CDDP の 3 剤による術前化学
療法を行い、切除された腫瘍の病理学的腫瘍壊死率が 90%未満であった患者に対し、術後補助化学療法として IFO
を追加することにより無病生存期間が向上することを第 III 相試験(JCOG0905)により確認する。この臨床試験は、
本研究班において立案、検討され、がん臨床研究事業岩本班に受け継ぎ、平成 22 年 2 月より症例の登録を開始し
た。四肢に発生する非円形細胞肉腫に対する標準治療を確立することを目的として、ADM＋IFO 併用術前術後化学
療法の有効性と安全性を第II 相試験により評価する。
平成23 年10 月に行った解析では2 年無増悪生存割合76.4%、
5 年無増悪生存割合 64.3%、2 年全生存割合 91.7%、5 年全生存割合 84.1%と予想を上回る良好な成績が得られてい
る。本治療法により四肢に発生する非円形細胞肉腫に対する、生命予後が改善される可能性が高いと予測され、今
後も引き続き追跡調査を行っていく予定である。また、近年増加の一途をたどる癌の骨転移に対する標準治療確立
のため、単発骨転移例に対する根治的腫瘍切除術の有効性を検証するプロトコールを作成、現在その妥当性につい
て検討中である。
【泌尿器科腫瘍グループ】
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浸潤性膀胱癌については、がん臨床研究事業塚本班で JCOG0209 として実施された T2-4aN0M0 癌に対する標準治
療である膀胱全摘術と、術前に MVAC 化学療法 2 コースを追加してから膀胱全摘術を実施する群のランダム化比較
試験について､本研究班にて経過観察を行っていく。2011 年 7 月 1 日現在の両群を併せた 5 年生存率は 68.8%、術
前化学療法の有無と術後早期の合併症の発生頻度には概ね有意差は認めていない。前立腺がんに対する根治術後の
PSA 再発患者に対して標準治療群（ホルモン療法）と試験治療群（救済放射線療法）の 2 群を前向きに比較する試
験（JCOG0401 試験）は、厚労科研費より本研究班に移行し、登録を終了した 210 例について観察研究を継続して
いる。腎盂・尿管がんに対する根治手術ではリンパ節郭清の意義や郭清範囲にコンセンサスが全くないこと、腎尿
管全摘術後の膀胱内再発を予防する標準的治療法が確立されていないという背景を受け、将来の第Ⅲ相試験の準備
として、多施設による過去症例の調査研究を計画している。JCOG1110-A 研究として研究計画書の二次審査を受け
ている。その結果に基づき、ランダム化比較試験を立案する。
第１年次
（到達目標）
【脳腫瘍グループ】
１）初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する照射前大量メトトレキサート療法＋放射線照射と、照射前大量
メトトレキサート療法＋放射線照射＋照射中テモゾロミド併用及び照射後テモゾロミド維持療法とのラン
ダム化比較試験は、JCOG1114 としてプロトコール審査委員会にて承認を得て、IRB 通過施設より順次登録を
開始する。
【骨軟部腫瘍グループ】
１）骨肉腫に対する IFO による上乗せ延命効果をみるランダム化比較試験(JCOG0905)では平成 22 年 2 月より症
例の登録を開始した。症例集積と定期モニタリングを実施する。
２）高悪性度非円形細胞軟部肉腫に対する IFO, ADM による補助化学療法の第 II 相臨床試験(JCOG0304)において、
平成 23 年 10 月に行った解析では 2 年無増悪生存割合 76.4%、5 年無増悪生存割合 64.3%、2 年全生存割合
91.7%、5 年全生存割合 84.1%と極めて良好な成績が得られており、生命予後が改善される可能性が高いと
予測され、今後も引き続き追跡調査を行う。
【泌尿器科腫瘍グループ】
１）術前 MVAC を２コース施行された JCOG0209 試験登録患者の術前化学療法の有害事象発生割合、膀胱全摘術
に伴う合併症発生割合、病理学的腫瘍非残存割合を明らかにする。
２）JCOG0401 試験の予定登録患者数を達成する。プロトコール遵守の治療を実施し、有害事象情報報告および
QOL 調査票を 100%回収する。
３）腎盂・尿管がんに対して根治手術を施行された過去症例の調査研究に関する研究計画書を完成する。
（年次評価時点の実績要点）
平成 23 年 6 月に合同班会議を実施し、各臓器グループの第 II 相 III 相臨床試験についての議論を通じて、希
少疾患における臨床試験の方法論について検討した。
【脳腫瘍グループ】
１）初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する照射前大量メトトレキサート療法＋テモゾロミド併用療法のラ
ンダム化比較試験では、プロトコールコンセプトが JCOG 審査委員会で承認され、平成 23 年 11 月にはフル
プロトコールの審査が開始された。
【骨軟部腫瘍グループ】
１） 骨肉腫に対する IFO による上乗せ延命効果をみるランダム化比較試験では症例集積と定期モニタリング
を実施している。
２） 高悪性度非円形細胞軟部肉腫に対する IFO, ADM による補助化学療法の第 II 相臨床試験においても引き続
き追跡調査を行った。
【泌尿器科腫瘍グループ】
１）JCOG0209 試験の secondary endpoint（術前化学療法群の有害事象発生割合、膀胱全摘術に伴う合併症発生
割合、病理学的腫瘍非残存割合）を解析する。
２）JCOG0401 試験の患者登録数の完遂度、QOL 調査票の回収率、プロトコール治療遵守率を検討する。
３）JCOG1110-A 試験のプロトコールについて 2 次審査中である。
研究成果と考察
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第１年次評価時点
【脳腫瘍グループ】
初発中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する照射前大量メトトレキサート療法＋放射線照射と、照射前大量メ
トトレキサート療法＋放射線照射＋照射中テモゾロミド併用及び照射後テモゾロミド維持療法とのランダム化
比較試験では、フルプロトコールを完成し JCOG プロトコール審査委員会にて 23 年度中に承認を得て登録を開
始する予定である。本試験では JCOG 初の高度医療評価制度を用いて、TMZ の適応拡大も視野に入れたものであ
る。
【骨軟部腫瘍グループ】
骨肉腫：プロトコールはJCOGプロトコール審査委員会の承認を得て(JCOG0905)、各施設のIRB承認後、平成22年2
月より順次症例の登録を開始した。平成23年度以降も症例集積と定期モニタリングを実施していく予定である。
本研究を通じ、研究参加施設における診断・治療のレベルアップと人材育成がなされるため、全国的な骨軟部
腫瘍治療の均てん化に貢献できると考えられる。
軟部肉腫：定期モニタリングの結果では、治療関連死亡例は報告されておらず、安全性に大きな問題は生じて
いない。さらに、現在までの集計では 5 年生存割合は 83.6％、5 年無増悪生存割合 63.7%と、生命予後が改善
される可能性が高いと予測され、今後も引き続き追跡調査を行っていく予定である。
【泌尿器科腫瘍グループ】
１）筋層浸潤性膀胱がん患者に対する術前化学療法により、有害事象発生割合、膀胱全摘術に伴う合併症発生割
合はおおむね手術単独群と有意差はなかった。病理学的腫瘍非残存割合は試験治療群で有意に高かった。筋層
浸潤性膀胱がん患者に対する術前化学療法は安全に施行しうる治療法であることが示唆された。病理学的腫瘍
非残存率の高さが試験治療（術前 MVAC２コース）の生存率延長効果に関連する可能性がある。
２）早期前立腺がん根治術後の PSA 再発に対する標準的治療法の確立の研究（JCOG0401 試験）は予定症例数を登
録完了し、登録時の QOL 調査票は 100%回収した。
３）上部尿路がんに関する調査研究計画書を作成し、JCOG泌尿器科腫瘍グループ参加施設に対する過去20年間の後
方視的解析の準備を行った。
倫理面への配慮
参加患者の安全性確保については、適格条件やプロトコール治療の中止変更規準を厳しく設けており、試験
参加による不利益は最小化される。また、
「臨床研究に関する倫理指針」およびヘルシンキ宣言などの国際
的倫理原則に従い以下を遵守する。1）研究実施計画書の IRB 承認が得られた施設のみから患者登録を行う。
2）すべての患者について登録前に充分な説明と理解に基づく自発的同意を本人より文書で得る。3）データ
の取り扱い上、患者氏名等直接個人が識別できる情報を用いず、かつデータベースのセキュリティを確保し、
個人情報（プライバシー）保護を厳守する。
本研究に関連する、本研究期間中の主な発表論文等
（雑誌論文）
平成 23 年度
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