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１．本年度の研究成果 
本研究は、初発肝細胞癌に対する初回治療法選択の根拠となるエビデンス確立のため、現在最も

有力な治療法である肝切除およびラジオ波焼灼法（RFA）の初回治療としての有効性を、肝機能良

好(Child-Pugh score 7 点以下)かつ 3cm、3 個以下の腫瘍条件を満たす初発症例を対象とした無作為

化比較試験(RCT)にて比較検討することをの主たる目的としている。 
本研究ではプロトコルがすでに確定しており、データセンターや独立データモニタリング委員会

の設置、割付システムの構築など、試験の骨格はできあがっている。よって、あとはいかに早く目

標症例数に近づくかが重要な課題となる。本年度は症例集積に向け、医師および市民の両方に対す

る啓発・啓蒙が主たる活動となった。 
 

1) まず、参加施設を増やした。あらためて肝癌診療の中心となっている施設をリストアップし、

本試験の趣旨を説明した上で、参加をよびかけた。それにより、開始時の 75 施設から現在 94
施設と、25％増加した。 

2) データセンターに一般市民が無料でアクセスできるようなコールセンターを設置した。受付オ

ペレーター対象に本研究に関する勉強会を行い、応対マニュアルを作成して、H22.10 月より対

応を開始した。 
3) 医師向けの啓発として、英文レターと和文論文を作成し、それぞれ Hepatology Research（発表

論文リスト中の文献 1）と The Liver Cancer Journal（同文献 2）に掲載された。マスコミの取材

も受け、本研究は週刊文春に紹介された。 
4) 昨年度同様、講演会を企画した。医師向け講演会を H22.11.22、パシフィコ横浜で行い、約 120

名の参加を得た。市民向け講演会（日本対がん協会共催、東京肝臓友の会後援）は同 11.27、
大手町サンスカイルームにて開催し、約 140 名と多数の参加を得た。 

5) 研究グループ内に試験に関する共通認識を高め、グループの結束を強めるため、第 2 回症例検

討会を同 7.9、大阪国際会議場で行った。この症例検討会には 100 名超の参加を得ており、本

研究では 94 もの大きな研究グループにもかかわらず、密な連携が取れている。 
 

以上より、症例の登録は増加傾向にあり、H22.11.30 の時点で SURF-RCT は 66 例（図 1）、
SURF-cohort は 248 例（図 2）となった。最近 RCT は毎月 2-5 例の登録が得られているが、依然 RCT
の登録促進が最重要課題である。 
 



図 1：SURF-RCT の登録症例の推移 

 

 

図 2：SURF-cohort の登録症例の推移 

 
 



２．前年度までの研究成果 
 本研究の構想は平成 18 年 11 月に東京大学肝胆膵外科・消化器内科にて立ち上がり、研究原案を

作成した。その後、全国の肝癌のセンター施設 13 施設に協力を募り、試験デザインについて検討

を重ねた。合計 3 回の検討会と 2 回のアンケート調査を行った後、平成 20 年 12 月にプロトコルが

確定した。 
同時にデータセンターを NPO 日本臨床研究支援ユニットに設置し、割付システムとデータ集積

システムを構築し、患者の中央割付け、データ収集、監査を一任し、データの質を担保している。

研究者と無関係な委員からなる独立データモニタリング委員会をおき、プロトコルの妥当性を検討

いただき、その承認を得た。患者説明用に 8 分程度のビデオを作成し、DVD を参加施設に配布で

きるように準備した。 
平成 21 年 1 月 26 日、東京大学倫理委員会の承認を得、同年 3 月厚生労働省科学研究費に採択さ

れた。同年 4 月 1 日、全国に先駆けて東京大学で試験登録を開始した。同年 6 月 5 日、神戸にてキ

ックオフミーティングを開催し、130 名以上の参加施設代表者が集まった。肝癌研究会の会員施設

を中心に広く試験への参加を募り、このキックオフミーティングの時点で全国 75 施設が参加の意

思を表明し、倫理委員会の承認を得た施設から順々に試験登録が開始された。 
また、SURF trial の啓蒙活動として同年 6 月 9 日に東大病院にて記者会見を行い、新聞その他メ

ディアを通じた広報活動を行うとともに、試験ホームページを立ち上げた(http://www.surftrial.jp)。
さらに、医師および一般市民を対象とした講演会を日本対がん協会の支援を受けてそれぞれ平成 21
年 10 月 24 日、同年 11 月 14 日に開催した。同年 10 月 16 日には参加施設とともに、症例検討会を

行い、どのような症例が本研究の対象となり、対象外とするべきかを具体的な症例をもとに検討し

た。なお、本研究は日本外科学会、日本肝臓学会、日本肝癌研究会より臨床研究として正式に承認

を得ている。 
 

３．研究成果の意義及び今後の発展性 
 さらに参加施設を募り、啓発活動を継続し、症例登録を促進させ、3 年間での完遂を目指す。登

録症例数が目標症例数に達した 3 年後に、独立データモニタリング委員会にて無再発生存につき最

終解析を行い、結果を公表。同時期に全生存について中間解析を行い有意差があれば公表する。全

生存に有意差がなければ登録終了後 5 年全生存率につき最終解析を行い、結果を公表する。 
本研究で得られる結果を肝癌診療ガイドラインに反映させることで、各施設における治療法の得

手不得手でなく、患者にとって真に利益のある治療が提供されることが期待される。これはわが国

における医療の質の担保、医療レベルの均一化に重要な役割を果たすと考えられる。また癌の再発

率という観点で考えると、長期的に再発率の低い治療が標準治療として選択されるようになること

は、医療の無駄を省き、医療費の抑制に一部貢献する可能性をもつものと思われる。肝癌診療で世

界をリードする立場にあるわが国から発信されたエビデンスレベルの高い研究結果は、今後世界の

肝癌診療に大きな影響をもつと考えられ、また一方でこうした研究は、世界的に見て肝癌患者の多

いアジア地域の国々に課された使命でもあるともいえる。 
 
４．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厚生労働省「臨床研究に関する倫理指

針」を遵守し、ICH-GCP に準拠して本試験を実施する。担当医師は、患者が試験に参加する前に、

http://www.surftrial.jp/�


患者に対し、倫理委員会で承認の得られた説明文書を渡し、口頭で十分に説明する。試験の説明を

行った後、患者が試験の内容をよく理解したことを確認した上で試験への参加を依頼し、本人の自

由意思による同意を文書で得る。試験実施に係わる生データ類および同意書等を取扱う際は、被験

者の秘密保護に十分配慮する。作成された症例報告書は本試験の目的以外には使用しない。 
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