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１．	 本年度の研究成果	 

肺癌に対する標準治療はＩ期においては外科切除とされている。外科切除における切除様

式はこれまで肺葉切除とされてきた。それは肺癌においては予期しないリンパ節転移が少

なからず認められ、不用意な縮小切除はそのために局所再発につながると考えられてきた

からである。またそうした考察は実際に米国	 Lung	 Cancer	 Study	 Group	 によって 1995 年

に報告されたＩ期肺癌に対する肺葉切除と縮小切除の無作為比較試験の結果でも確認され

ている。こうした流れに対して本邦を中心として縮小切除の妥当性を問う第二相試験が報

告されてきた。1995 年当時に比べて最近は胸部 CT の普及により小型でかつ早期の肺癌が見

つかるようになったことと、縮小切除として区域切除を多用することで縮小切除が肺葉切

除と同等であることを証明しようとした試みであった。これらの研究結果の多くは縮小切

除の妥当性を主張するものであった。これらの流れを受けて本研究では縮小切除の妥当性

を第二相試験と第三相試験をもって検証するものである。	 

JCOG0802	 第三相試験(非劣性)	 1100 例	 3 年	 5 年	 全生存期間	 

JCOG0804	 第二相試験	 330 例	 6 年	 10 年	 無再発生存期間	 

いずれも多施設共同前向き試験であり、JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ）と WJOG（NPO

法人西日本がん研究機構）のグループ間共同研究（intergroup	 study）として行う。研究

代表者は試験全体の進捗状況を把握し、研究分担者からの症例集積を奨励する。JCOG0802

では各群 515 例｡標準治療である肺葉切除の 5 年生存率を過去のデータから 90％と見込み、

縮小切除のそれが肺葉切除より劣らないことを証明するため非劣性の許容域を 5％と設定

した。α=0.05（片側）、β=0.20 とし、登録期間 3 年、観察期間を登録終了後 5 年とした場

合、１群 515 例が必要となる。若干の不適格症例や追跡不能例を見込んで全体で 1100 例と

設定した。そのうち 2011 年 10 月現在で 352 例が登録された。JCOG0804 では閾値 5 年無再

発生存割合を 95%、期待 5 年無再発生存割合を 98%、α片側 0.05、検出力を 90%以上とし、

二項分布に基づく正確（exact）な信頼区間を求めるとした時の必要適格例数は 311 例とな

る。2011 年 4 月の時点で症例集積は終了した。	 

	 

２．前年度までの研究成果	 

胸部 CT 検診の普及に伴って肺野小型肺癌の発見が増加しており、QOL 等の面から至適術式

の検討は急務である。本研究により縮小手術の有用性が検証されれば、小型肺癌に対する

縮小手術の国際的な標準化、治療成績の向上と均てん化を目指した治療体系の確立が期待

される。本研究の結果、縮小切除の有用性が検証されれば、臨床病期 IA 期の肺野小型非小

細胞肺癌患者に対して、エビデンスに基づいて、肺葉切除より優れた低侵襲標準治療が確



立され、術後肺機能の温存を含む患者 QOL の向上が期待される。逆に縮小切除の有用性が

検証されなくても、十分なエビデンスがないまま広く行われようとしている縮小切除では

なく、末梢小型病変であっても当該病期では肺葉切除が確固たる標準治療として確立され、

患者がより安心して治療を受けることができるようになることが期待される。この試験結

果は、ポジティブであってもネガティブであっても診療ガイドラインや関連領域の教科書

を書き換えることになる。一方、縮小手術の有用性が証明されれば、さらに次のステップ

として、定位放射線治療などの非観血的治療との比較試験が行われると予想される。結果

次第では患者負担減少に加え、医療経済改善に貢献できる可能性がある。高齢化社会が進

むこの先 20 年の間、できるだけ早く低侵襲手術の有用性を検証しておくことは、わが国の

胸部外科医の社会的責務と考える。	 

	 

３．研究成果の意義及び今後の発展性	 

JCOG 肺がん外科グループと WJOG53 施設とのグループ間共同研究（intergroup	 study）とし

たことで、症例集積のペースは向上し、JCOG0804 はすでに症例集積を終了した。JCOG0802

では 1100 例集積予定のなか、現在 350 例ほどであるが、これに関しても年齢の上限を 85

歳とするなど改訂をし、症例集積のペースは向上する見込みである。	 

	 

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。	 

研究の第三者的監視：JCOG（Japan	 Clinical	 Oncology	 Group）は厚生労働省がん研究助成

金指定研究 6 班（20 指-1～6）を中心に、同計画研究班および厚生労働科学研究費がん臨床

研究事業研究班、合計 33 研究班の任意の集合体であり、JCOG に所属する研究班は共同で、

Peer	 review と外部委員審査を併用した第三者的監視機構としての各種委員会を組織し、科

学性と倫理性の確保に努めている。本研究も、JCOG のプロトコール審査委員会、効果・安

全性評価委員会、監査委員会、放射線治療委員会などによる第三者的監視を受けることを

通じて、科学性と倫理性の確保に努める。	 
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