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１．本年度の研究成果	 

1）高リスク群の治療開発	 

①【「標準的治療法の第II相試験」の追跡調査・解析】	 

日本神経芽腫研究グループ(JNBSG)による高リスク神経芽腫を対象とする臨床試験、「高リスク神経芽

腫に対する標準的集学的治療の後期第II相臨床試験」（2007年 4月登録開始、2009年 2月登録終了、登

録症例数50例、2012年 2月追跡終了予定）の追跡調査を継続した。2011年 9月現在、生存34例（うち

無増悪生存17例、増悪あり生存17例）、死亡16例である。追跡終了後に解析結果を公表予定である。	 

②【「遅延局所療法第II相臨床試験」の開始】	 

原発巣切除および放射線療法による局所治療を化学療法終了後に遅延させることで治療強度を高め治

療成績を向上させることを目的に、「高リスク神経芽腫に対する遅延局所療法第 II 相臨床試験」の症例

登録を2011 年 5 月より開始した。2011 年 11 月現在、登録施設数24、登録症例数5例（予定登録数66

例/3年）である。今後、各施設の倫理審査の終了後に症例登録が進むものと思われる。	 

③【新たな末梢血幹細胞移植を併用した大量化学療法の計画】	 

末梢血幹細胞移植を併用したブスルファン/メルファランによる大量化学療法のパイロット試験の研

究計画書を作成した。Primary	 endpoint を 1 年無増悪生存率、予定登録数 20 例、登録期間 2 年、観察

期間1年とする予定である。	 

④【再発神経芽腫の予後に関する臨床的要因を検討する後方視的調査研究】	 

115 施設を対象に調査を実施し、86施設（74.8％）より回答を得た。2011 年 11月現在、69例が集計

され、解析作業が進行中である。	 

2)	 低・中間リスク群の標準治療の確立	 

①【低リスク群観察研究の実施】	 

低リスク神経芽腫に対し手術の合併症軽減を図る目的で、低侵襲手術ガイドラインを定め観察研究

「IDRF	 (Image	 Defined	 Risk	 Factors)	 に基づき手術時期の決定を行う神経芽腫低リスク群の観察研究」

（登録開始2010年 9月）を実施した。2011年 11月現在、登録施設数55施設、登録症例数11例（予定

登録数60例/3年）である。	 

②【中間リスク群臨床試験の実施】	 

中間リスク神経芽腫に対し治療合併症の軽減と治療期間の短縮を図る目的で、「IDRF（Image	 Defined	 

Risk	 Factors）に基づく手術適応時期の決定と、段階的に強度を高める化学療法による、神経芽腫中間

リスク群に対する第Ⅱ相臨床試験」（登録開始2010年 11月）を実施した。2011年 11月現在、登録施設

数50施設、登録症例数2例（予定登録数73例/5年）である。	 

低リスク群観察研究、中間リスク群臨床試験のいずれも施設倫理審査が終了した後に、症例登録が進

むものと考えている。	 

	 

２．前年度までの研究成果	 

2006年、全国的組織としてJNBSGを設立した。データセンターを設置し、中央病理・分子生物学的診

断と検体保存のシステムを確立した。本基盤を利用してわが国の全神経芽腫の中央診断と検体保存を可



能にし、生物学的予後因子等の基礎研究を行い、さらに前班研究において高リスク群を対象とした二つ

の臨床試験を実施した。「標準的治療法の第 II 相試験」では、わが国で標準的治療とみなされる従来治

療の問題点を修正し、以後の臨床試験の比較対照データを得ることを目的に試験を実施した。すでに症

例登録を完了しており、本班研究において追跡調査と最終解析を行う。「遅延局所療法パイロット試験」

では、化学療法の治療強度の低下を回避すべく、局所療法を化学療法後に施行するわが国独自の戦略を

試みた。治療中の早期増悪の多発により試験途中で中止となったが、遅延局所療法自体に原因のないこ

とが判明し、本班研究においてその有効性を検証すべく第II相試験を実施する方針とした。低・中間リ

スク群については、治療合併症の軽減を目的とするそれぞれ観察研究と臨床試験を本班研究において開

始し、また特に高リスク群に対する次期臨床試験の対象となる新規治療の立案・計画とそのための調査

研究を併せて実施することとした。	 

	 平成22年度においては、「標準的治療法の第II相試験」の追跡調査を実施し、新たな高リスク群遅延

局所療法試験の倫理承認を得た。また「再発神経芽腫の後方視的調査研究」を実施し、低・中間リスク

群のそれぞれ観察研究、臨床試験の倫理審査を終了し、症例登録を開始した。	 

	 

３．研究成果の意義及び今後の発展性	 

神経芽腫は年間150～200例の新規発症がある。半数の高リスク例や再発例では高度の治療技術を要し、

低・中間リスク例では的確なリスク診断と専門的知識による良好な治療成績と合併症の回避が求められ

る。現在、JNBSG の参加施設は全国で 110 以上を数え、したがって個々の施設における治療経験は限定

的である。これまで全国的グループ研究により治療成績の向上が図られ一定の効果を得たが、未だに治

療や成績が個々の施設や医療者に依存する事実のあることも否定できない。わが国から新たなエビデン

スを発信し、これを患者に治療の選択肢として提示できるようにすることが急務である。	 

2006 年以降、JNBSG によりリスク別標準治療の確立と新規の治療法ならびにリスク診断の開発研究が

進められてきた。これらの研究により効果的かつ安全な標準治療を確立し、特に難治の高リスク例や再

発例に対する新たな治療技術が開発されれば、神経芽腫患者の予後と QOL の改善に大きく貢献するもの

である。	 

一方、そのような標準治療が確実に実施され、高度な専門治療が確保されるためには全国レベルでの

小児がん医療の集約化が必須である。小児がん医療の集約化は同時に効率的な臨床試験（研究）の実施、

小児がん登録、フォローアップ体制の整備とも連動し、これらは患者や家族も強く望むところである。

小児がんの全国的治療・研究体制は神経芽腫の治療・研究体制を中心に整備されるものと考える。	 

	 

４．倫理面への配慮	 

JNBSG における登録や臨床試験の実施、またこれに付随するすべての研究に関し JNBSG 内部における

倫理審査を実施し、また各参加施設においては倫理委員会または治験審査委員会の承認を必須条件とす

る。さらに必要な際には第三者機関による倫理審査も併せて実施する。すなわちヘルシンキ宣言やわが

国における各種倫理指針を遵守する。すべての患者において登録前に充分な説明を行い、理解に基づく

自発的同意を本人または代諾者より文書で得る。	 

個々の臨床試験（研究）においては、JNBSG の各療法委員会により治療の質を管理し、効果・安全性

評価委員会、倫理審査委員会により安全性および倫理性を保証する。すなわち第三者機関による監視シ

ステム等により許容し得ない患者不利益や危険性を排除し、患者の人権擁護、個人情報の保護、データ

ベースの機密性等を保証する。またすべての患者由来の検体は、同意のもとに検体センターに保存し、



二次利用のための管理を行う。	 

本研究に関連して動物実験が行われる場合には、適切な動物愛護上の処置を行う。	 

	 

５．発表論文	 

1) 池田	 均：特集「患者・家族の相談に答える：がん診療サポートガイド」、子どものがんでは手術
せずに長期生存が期待できますか？	 治療	 93(4月増刊号):1180-1181,	 2011	 

2) 池田	 均：神経芽腫における外科的療法の役割．Pharma	 Medica	 29:29-32,	 2011	 
3) 池田	 均、鈴木	 信：最新の手術モダリティー：臓器別外科治療最前線：小児腫瘍．がん治療レク

チャー	 2:935-939,	 2011	 

4) 池田	 均：小児外科：主に腹部腫瘍の外科療法．「小児がん診療ハンドブック‐実地診療に役立つ
診断・治療の理念と実践‐」、医薬ジャーナル社、pp207-211,	 2011	 

5) 日本神経芽腫研究グループ（JNBSG）、田尻達郎、米田光宏、家原知子、常盤和明、連	 利博、菊田	 
敦、菊地	 陽、金川公夫、北村正幸、中川原章、中澤温子、高橋秀人、瀧本哲也、福島	 敬、金子

道夫、原	 純一、池田	 均：神経芽腫低・中間リスク群に対する臨床研究における IDRF の評価と

外科治療ガイドライン．小児外科	 43:1173-1178,	 2011	 

6) 日本神経芽腫研究グループ（JNBSG）、家原知子、菊田	 敦、菊地	 陽、田尻達郎、米田光宏、常盤
和明、連	 利博、金川公夫、北村正幸、柳生茂希、中川原章、中澤温子、高橋秀人、瀧本哲也、福

島	 敬、金子道夫、原	 純一、池田	 均：神経芽腫低リスク群・中間リスク群．小児外科	 43:1179-1183,	 

2011	 

	 

６．研究組織	 	 

①研究者名	 ②分担する研

究項目	 

④所属研究機関及び現在の専門（研究実施場所）	 ⑤所属研究機

関における職

名	 

池田	 均	 研究の統括	 獨協医科大学・小児外科/小児腫瘍	 教授	 

中川原	 章	 特性解析と遺

伝子	 

千葉県がんセンター・分子生物学	 センター長	 

麦島秀雄	 高リスク臨床

試験	 

日本大学小児科・小児腫瘍/再生医療	 教授	 

正木英一	 放射線療法の

確立	 

国立成育医療研究センター放射線診療部・小児がん放

射線治療	 

部長	 

菊田	 敦	 低・中間リス

ク臨床試験

（研究）	 

福島県立医科大学臨床腫瘍センター小児腫瘍部門・小

児悪性腫瘍	 

教授	 



檜山英三	 新規リスク分

類の検討	 

広島大学自然科学研究支援開発センター/広島大学病

院小児外科・小児外科/小児腫瘍	 

教授	 

瀧本哲也	 臨床試験（研

究）のデータ

マネジメント	 

国立成育医療研究センター臨床研究推進室・小児血液

腫瘍/データ管理	 

室長	 

中澤（中川）

温子	 

特性解析と病

理組織診断	 

国立成育医療研究センター病理診断部・病理学	 部長	 

菊地	 陽	 低・中間リス

ク臨床試験

（研究）	 

帝京大学小児科学講座・血液腫瘍	 教授	 

米田光宏	 外科療法の確

立	 

大阪府立母子保健総合医療センター小児外科/小児外

科	 

副部長	 

小川	 淳	 化学療法の確	 

立	 

新潟県立がんセンター新潟病院小児科・小児悪性腫瘍/

小児科	 

部長	 

福島	 敬	 JNBSG の基盤

維持	 

筑波大学/小児科学	 講師	 

松本公一	 高リスク新規

治療法の開発	 

名古屋第一赤十字病院小児医療センター血液腫瘍科・

小児血液腫瘍/造血細胞移植	 

部長	 

田尻達郎	 低・中間リス

ク臨床試験

（研究）	 

京都府立医科大学小児外科・小児腫瘍	 教授	 

七野浩之	 高リスク臨床

試験	 

日本大学小児科・小児科	 助教	 

家原知子	 低・中間リス

ク臨床試験

（研究）	 

京都府立医科大学大学院医学研究科小児発達医学・小

児腫瘍学	 

講師	 

上條岳彦	 特性解析と遺

伝子	 

千葉県がんセンター・小児腫瘍学/腫瘍細胞生物学	 部長	 

	 


