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1.	 本年度の研究成果	 

	 (1)JCOG0706症例登録の中間解析	 

2011 年前期のモニタリングレポートでは、中止となった症例以外すべての症例で治療が

終了した。プロトコール治療を完了したのは 32 例で無効中止が 3 例、有害事象による中

止が8例であり有害事象との関連が否定できない患者拒否が2例であった。症例の内訳は、

年齢が 45 歳から 75 歳で平均 63 歳であり男性 43 例女性 2 例であった。登録時の PS は 0

が 36 例で 1 が 9 例であった。原発部位では中咽頭が 26 例ももっとも多く、下咽頭が 15

例、喉頭が 4 例であった。対象症例が「根治切除不能」であるので、病期としては N2c（両

側に転移リンパ節がある）症例が 24 例と多くを占めた。T に関しては T4 が 26 例であり、

局所進行例が多く登録された。実施に当たっては胃瘻増設を推奨しており、35 例で胃瘻

が増設された。救済手術は7例に施行された。プロトコール治療としての救済手術は5例、

再発に対する後治療として 2例に施行された。有害事象では grade3-4 の粘膜炎が約 44%、

食欲不振が約 42.2％と高率であった。そのほかの骨髄毒性などは 10％以下と比較的軽度

であった。本年度中に primary	 endpoint である CR 割合を確定する。主たる解析終了後も、

secondary	 endpoints である全生存期間や晩期有害事象を評価する予定である。	 

(2)術後に再発ハイリスクと判断された症例に対する化学放射線療法の開発	 

JCOG において、「局所進行頭頸部扁平上皮癌術後再発 High-Risk 患者に対する High	 dose	 

CDDP を同時併用する術後補助化学放射線療法と weekly	 CDDP を同時併用する術後補助化

学放射線療法ランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験」を計画している。本試験は、局所進行頭頸部扁

平上皮癌術後再発 High-Risk 患者に対する weekly	 Cisplatin(CDDP)を同時併用する化学

放射線療法の有効性と安全性を評価するため、標準治療である High	 dose	 CDDP	 を同時併

用する化学放射線療法とのランダム化第Ⅱ/Ⅲ相試験を行うものである。Primary	 

endpoint は第Ⅱ相部分：治療完遂割合	 第Ⅲ相部分：全生存期間、とし術後病理組織標

本にて以下の①から③の 1 つ以上を満たす（術後再発ハイリスク因子を有すると診断され

ている）症例とする、①顕微鏡的切除断端陽性である	 ②リンパ節転移の節外浸潤を認め

る。③多発頸部リンパ節転移（2 個以上）を認める。治療は、A 群：High	 dose	 CDDP+RT

群	 CDDP	 100mg/m2：D1,22,43	 放射線治療：1 日 1 回、週 5 回分割法、Total	 66Gy	 	 B

群：Weekly	 CDDP+RT 群	 CDDP	 40mg/m2：D1,8,15,22,29,36	 放射線治療：1 日 1 回、週

5 回分割法、Total	 66Gy	 として 2 群を比較する。本年度、JCOG でプロトコールコンセプ

トが承認となりフルプロトコールを作成中である。また、EORTC（Europian	 Organization	 

for	 Research	 and	 Treatment	 of	 Cancer）の頭頸部癌会議にて本研究が報告され多く諸国



の研究者から賛同を得て国際試験としての計画を検討することとなっている。	 

(3)中咽頭がんの観察研究	 

中咽頭がんの治療は様々な集学的治療が行われ近年、ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)感染が注

目されている。そこでわが国での中咽頭がん治療の実態調査を行った。その結果、2005 年

4月から 2007 年 3月までの間に参加施設 12施設で治療を受けた中咽頭がん症例 523症例の

データが集積され治療法、治療成績が検討されている。	 

(4)	 シンポジウム「頭頸部がんに対する化学放射線療法の標準化と実践-分子標的薬導入

をふまえて」の開催	 

公益財団法人「日本対がん協会」の共催で、頭頸部がんに対する化学放射線療法の水準均

てん化を目的に平成 23 年 11 月 4 日に、班員を中心にシンポジウムを行った。参加者は医

師 76 名	 歯科医師 23 名	 看護師 15 名	 薬剤師 2 名	 そのほかコメディカル 11 名	 の合

計 127 名であった。プログラムは「頭頸部がんに対する分子標的治療薬‐エビデンスと問

題点」田原	 信、「導入化学療法と術後化学放射線療法」清田尚臣、「集学的治療の中での

手術治療」林	 隆一、「頭頸部がんに対する放射線治療の進歩と展望」秋元哲夫、「標準治

療を安全に遂行するための支持療法」全田貞幹であった。昨年に引き続き 2 回目のシンポ

ジウムで今回は標準的治療をテーマに今度導入が予定される分子標的薬剤についてわが国

での対応と集学的治療への組み込みについて討論した。	 

	 

２．前年度までの研究成果	 

JCOG0706「根治切除不能の局所進行頭頸部がんに対する CDDP+S-1 を同時併用する化学放射線

療法の第Ⅱ相試験」プロトコール作成と症例登録：本プロトコールの Primary	 endpoint は

完全奏効割合(CR 割合)、Secondary	 endpoint は局所無増悪生存期間、無増悪生存期間、

治療成功期間、全生存期間、栄養補助を要さない期間、有害事象である。化学療法スケジ

ュールは S-1+	 CDDP 療法であり、放射線治療開始と同時に、以下のレジメンを 5 週 1 コー

スとして 2 コース繰り返す。S-1 を 60	 mg/m2/day で 1 日 2 回（朝、夕食後 1 時間以内）分

割投与を day	 1-14 まで行い、CDDP は 20	 mg/m2/day で day	 8-11 に点滴静注（2	 hr）投与

する。放射線治療は、1 日 1 回 2Gy、週 5 回、総線量 70Gy、総治療期間 7 週間（放射線治

療は予定休止期間を設けない。）として、追加化学療法として S-1+	 CDDP 療法を施行する。

化学放射線療法にて CR、Good	 PR、PR の場合、最終の放射線照射日から 4 週間後に追加化

学療法を開始する。追加化学療法は化学放射線療法時と同じ化学療法レジメンを 4 週 1 コ

ースとして 2 コース繰り返す。救済手術もプロトコール治療とし CR/Good	 PR 以外で救済

手術が行えなかった場合にはプロトコール治療中止、後治療自由とする。登録数は 1 段階

目 25 名、2 段階目 20 名の計 45 名で、2010 年 7 月 2 日で登録が終了しこれらの症例は 2013

年まで追跡される。	 

	 

	 



３．研究成果の意義及び今後の発展性	 

JCOG0706 は今後追跡調査により効果、生存率、有害事象などが解析されわが国初の JCOG

データとしてエビデンスが証明されると考えられる。平成 23 年度から JCOG 頭頸部がんグ

ループが組織されJCOG0706に続くプロトコールとしてJCOG1008の検討が開始されている。

さらに EORTC との共同研究の可能性もあり今後の発展が期待される。一方、上顎がんに対

する動注化学療法のプロトコールも JCOG で検討している。中咽頭がんに対してわが国の

治療成績が明らかになり今後、臨床試験を行う基礎データとなる。シンポジウムでは頭頸

部がん治療基幹施設から 120 人以上のメンバーが参加し頭頸部がんの標準的治療に関す

る討論を行った。今後、分子標的薬剤などの新薬の導入に向けてわが国でのエビデンス構

築に本研究班が寄与すると思われる。	 

４．倫理面への配慮	 

JCOGプロトコールで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遵守する。	 
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