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１．本年度の研究成果 
 進展型小細胞肺がん (ED-SCLC) に対する予防的全脳照射 (PCI) の有用性

について，欧州から 2007 年に New Engl J Med (357:664-672) に報告された

が，この報告では，PCI 開始時に画像診断によって脳転移の有無を確認したの

は少数例であった．我が国における肺がんの日常臨床では、多くの施設で MRI
あるいは CT により脳転移の有無を初回治療開始前，治療中、治療後の経過観

察中に検索することが広く行われており，わが国の日常臨床を基準に考えると

この報告には強い違和感があり，このエビデンスを我が国の日常診療にそのま

ま導入することは危険であると考えられた．そこで，わが国の日常臨床に則し

て，治療前および治療後の経過観察中に脳画像診断にて脳転移の検索を行うこ

とを必須として，ED-SCLC に対する PCI の有用性を無治療群を対照としたラ

ンダム化比較第Ⅲ相試験において検証することが本研究の課題である．海外で

の臨床試験の結果を盲目的に導入することを避け，日本国内での日常臨床の指

針を確立するためには，既存の臨床試験グループのみではなく，班員施設以外

にも全国の主要施設を網羅する研究体制が必要と考えられ，本年度は下記に示

す試験体制を確立し，試験プロトコールの確定を行った， 
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２．研究成果の意義及び今後の発展性 
 本年度中（平成 21 年 1 月を予定）から症例登録を開始し，期間内での 330
症例の登録を目指している．本研究の成果により，難治性の成人固形がんに対

する標準的治療法に関する我が国発のエビデンスの確立が可能となり，試験参

加施設は全国を網羅することにより．全国的に質の高いがん医療水準の均てん

化を推進することにもつながるものと考えられる． 
 
３．倫理面への配慮 
 本試験に関係するすべての研究者は、ヘルシンキ宣言および臨床研究に関す

る倫理指針にしたがって本試験を実施し，特に IRB 審査承認が得られた説明文

書による説明と自由意志による文書同意と個人情報保護の厳守を徹底する必要

がある． 
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