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１． 本年度の研究成果 

（１）個別化治療の実現に向けた研究実施計画書の作成 

2010年 6月 19日、9月 17日、10月 23日の合計 3回、研究実施計画作成のための班会

議を開催した。切除不能進行・再発胃がんのうち、HER2 陽性に対しては、フッ化ピリ

ミジン+シスプラチン+トラスツズマブ併用療法が標準治療である。HER2 陽性症例は、

胃がん全体の約 20%を占め、その多くが分化型胃がんに属する。本研究では、HER2陽性

症例を除外した HER2 陰性胃がんを対象に、ドセタキセル+シスプラチン+S-1 併用療法

（DCS療法）を試験治療とし、標準治療であるシスプラチン+S-1(CS)療法に対する優越

性を第Ⅲ相試験で検証する。主要評価項目を全生存期間(Overall survival: OS)、副次

的評価項目を有害事象、奏効 割合 (Response rate: RR)・無増悪生存期間

(Progression-free survival: PFS)・1年および 2年生存割合、未分化型腺がんでの RR・

PFS・OS・1 年および 2 年生存割合、プロテオミクス、遺伝子発現解析、遺伝子解析な

どの手法を用いた新規効果および薬物有害反応予測分子マーカーの同定および検証と

する。また、JCOG9912 より得られた予後因子および効果予測因子候補であるチミジル

酸合成酵素(TS)、ジヒドロピリミジン脱水素酵素 (DPD)、上皮細胞成長因子受容体

(EGFR)の発現別の OS、PFS、1 年および 2 年生存割合の結果から、それらの有用性も併

せて確認する。 

（２）主要評価項目の設定根拠 

DCS療法の第Ⅱ相試験結果より、本療法は毒性が強いものの奏効割合、無増悪生存期間

で優れた結果が得られると期待される。従って標準治療である CS 療法との治療法の優

劣を検証するためには、同時多剤併用療法と逐次的に薬剤を投与する治療法の比較とな

ることから全生存期間による比較が妥当であると考えられる。 

（３）組織型別治療結果の比較・解析 

分化型腺がんと未分化型腺がんとでは、組織学的発育様式、他臓器への進展様式などそ

の臨床病理学的特徴が異なる（表 1）。腺管を形成する分化型は未分化型がんに比べ比

較的予後が良い。分化型腺がんの多くは p53変異に代表されるがん抑制遺伝子の不活化

を背景に発生していると考えられる一方、未分化型腺がんでは E-cadherin のメチル化

が特徴的な遺伝子異常であり、分化型腺がんにみられる遺伝子異常が検出されることは

少ない。JCOG9912（切除不能進行・再発胃がんを対象とした 5-FU 単剤、S-1 単剤、シ

スプラチン/イリノテカン併用療法の第Ⅲ相試験）の付随研究からは、未分化型腺がん

で分化型腺がんに比べ DPD の mRNA 発現量が高いことが示された。以上より、本研究で

は異なる特徴をもつ未分化型腺がんと分化型腺がんを分けた解析も行う。 



表 1. 未分化型がんと分子型がんの臨床病理学的差異 

中村恭一,「胃癌の構造」より 

３．研究成果の意義及び今後の発展性 

切除不能進行・再発胃がんに対し、DCS 療法の CS 療法に対する優越性を検証する。ラ

ンダム化比較試験により確立された二次治療はないものの、本邦では多くの症例で CS

療法の後にパクリタキセルまたはドセタキセルが投与されており、クロスオーバー効果

が OSに及ぼす影響を無視できない。予後不良である未分化型腺がんでは、JCOG9912を

含む二つの臨床試験で S-1単独療法よりも併用療法の優越性がみられている。そのため、

特に未分化型腺がんでの DCS療法の優越性も解析する。また複数の遡及的検討から、TS

高発現が予後不良因子であることも示されており、高 TS 群での DCS 療法の優越性に関

しても併せて検証する。 

胃がんは病理学的に分化型腺がんと未分化型腺がんに大別され、その臨床病理学的特徴

は表 1のように異なる。また近年結果が得られた進行・再発胃がんの第Ⅲ相試験の結果

から、抗がん剤に対する効果も異なる可能性が示唆されている。本試験で各組織型に最

適な薬剤の組み合わせが得られれば、組織型による化学療法の個別化を実現することが

できる。がん組織から得られた情報により治療を個別化する戦略を日常臨床で実用化す

るためには、現在の画一的な標準治療に対し、この治療戦略が生存期間の延長や短期的

な腫瘍縮小効果に寄与するか否かを証明するための比較試験が必要となる。患者に効果
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の得られる確率が高い治療法を推奨し、無効な薬剤を投与することによる無用な副作用

を与えない薬物療法は、患者と医療者双方の理想であり、腫瘍組織診断による治療戦略

を確立するための前向き臨床試験を本研究で行う意義がある。現在まで明確な抗がん剤

の効果予測因子は存在しないため、3剤を同時併用することにより腫瘍縮小効果を高め、

延命を図るというアプローチもされており、2剤併用療法に優る可能性がある。本研究

を通じて、3剤併用療法が有効な治療対象を特定することにより、術前化学療法も含め

た今後の進行・再発胃がんに対する標準治療法確立に関して有益な情報が得られる。 

本試験の付随研究として、抗がん剤の効果予測法を開発するために、がん部生検組織（原

発を切除していない症例のみ）および血液検体を用いて網羅的遺伝子発現解析、プロテ

オミクス解析などを行う。余剰検体は JCOG バイオバンクに保存し、検査法の進歩によ

り新たな解析が必要な場合は再利用する。Training set、validationsetに分け、本試

験から得られた効果予測バイオマーカーの臨床的有用性を検証する。 

 

４．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。 
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