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1.	 本年度の研究成果	 

(1)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」	 

JCOG0706の症例登録を完了し、主たる解析を行った結果を平成24年のアメリカ癌会議

（ASCO）で発表した。今後、平成25年まで追跡調査を行って生存解析を行う。さらに、後

続するランダム化比較第Ⅲ相試験として、標準治療であるCDDP100mg/m2単剤による化学放

射線療法との比較試験を計画している。	 

(2)	 JCOG1008「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」	 

JCOG1008 が JCOG でプロトコール承認され登録が開始された。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	 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

または②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。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。症例数は 260

名と設定された。現在、JCOG 頭頸部がんグループの各施設で IRB 審査を施行し、症例登

録が開始されている。	 

(3)	 下咽頭癌調査研究	 

下咽頭癌の集学的治療に関してわが国初の全国調査を行った。2006 年 4 月から 2008 年 3

月の間に JCOG 頭頸部がんグループ 18 施設で治療を行った下咽頭癌初回治療症例 982 症例

を対象としてアンケート調査を行った。病期は StageⅠ	 91 例（9%）、Ⅱ	 110 例（11%）、Ⅲ	 160

例（16%）、Ⅳ	 581 例（59%）と進行例が 8 割を占めていた。病期毎の治療内容は手術/放射

線単独/化学放射線療法が、StageⅠ59/25/13%、Ⅱ	 32/31/33%、Ⅲ	 33/14/40%、ⅣA	 37/12/34%、

ⅣB	 14/11/65%、ⅣC	 3/15/44%であり、病期が進行するにつれて放射線を中心とする治療の

比率が高くなっていた。5 年粗生存率は StageⅠ68%、Ⅱ79%、Ⅲ69%、ⅣA	 45%、ⅣB	 40%、

ⅣC	 0%で、Ⅳ期症例の予後が不良であった。進行病期における治療成績の比較では、5 年粗

生存率が化学放射線療法/手術で各々、Stage	 Ⅲ	 72/74%、ⅣA	 47/51%、ⅣB	 42/29%	 であっ



た。	 全体の 6 割を占めるⅣ期症例の粗生存率は 50%未満と不良であったが、手術と化学放

射線治療との比較では生存率に大きな乖離はなく、喉頭温存治療としての化学放射線療法

が進行病期症例に対しても容認されると推測される。	 

(4)シンポジウム「進行頭頸部がんに対する集学的治療としての薬物療法と放射線治療」	 

日本対がん協会「がん医療水準均てん化推進事業」の一貫として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 24 年 11 月 16 日に、シンポジウムを行った。参加

人数は 112 人で、医師 3、歯科医師、看護師、その他医療技術者、出版社などの出席を得た。

アンサーパッドによる全員投票を行い現在の頭頸部がん治療について全員で討議を行った。	 

	 

２.	 前年度までの研究成果	 

(1)	 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」症例登録と主たる解析の施行	 

JCOG0706の症例登録を完了し、主たる解析を行った。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。予定登録数は1

段階目25名、2段階目20名の計45名となった。症例の内訳は男性43名、女性2名で年齢平均

63歳であった。プロトコール治療完了は32例であり、無効中止が3例、有害事象による中

止が8例、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。原発部位は中咽頭癌

が26例、下咽頭癌が15例、喉頭癌が4例で、中咽頭癌がもっとも多くを占めている。プロ

トコール施行に当たって胃瘻を増設した症例が35例、胃瘻無しが10例であった。Primary	 

endpointである腫瘍完全消失割合は、64.4％であった。部位別での検討では中咽頭癌で

69.2％、下咽頭癌で66.2％と良好であり喉頭癌が25.0％と不良であった。	 

(2)	 中咽頭癌調査研究	 

中咽頭癌に前向き試験を行うために 2005 年 4 月から 2 年間に全国 12 施設を受診し治療

を受けた中咽頭癌新鮮例を調査した。結果は 523 例が登録され、486 例(92.9%)は根治的、

37 例(7.1%)は非根治的治療を受けていた。重複癌は中咽頭癌の治療前後を合わせると 166

例(31.7%)にみられた。扁平上皮癌根治治療の 471 例のうち手術主体の治療が 186 例(39.5%)

に行われ、経口的腫瘍摘出:71 例、外切開:115 例であった。T 分類では、T1 の 51.5%、T2-4

の 35.9-37.0%に手術が行われていた。照射主体の治療は 285 例(60.6%)に行われ、照射に化

学療法を併用したのは 167 例あり、内訳は CDDP+5FU:65 例、CDDP 単剤:41 例などであった。

導入化学療法は 79 例(16.8%)、維持化学療法は 28 例(5.9%)に行われていた。全体の 2 年、

5 年粗生存率は、それぞれ 85.0%、69.9%であった。今回の調査から、後ろ向き試験である



が治療法の選択、その治療成績に関して一定の傾向を把握することができた。結果は、癌

治療学会などで報告し一部は英文で論文化されている。	 

	 

３．研究成果の意義及び今後の発展性	 

JCOG0706 は症例登録が終了しデータ解析を行った結果期待通りの優れた成績であった。

今後、症例を追跡して生存解析を行うとともに、標準とされている CDDP 単独との比較第

III 相試験を計画している。JCOG1008 の症例登録が開始されたが、本試験はヨーロッパの

臨床試験グループ EORTC	 との共同研究としても準備を進めている。また、中咽頭癌と下

咽頭癌の調査研究を行い、わが国としては初めての全国レベルの治療方針の動向と治療成

績が明らかとなった。また、研修会では頭頸科、耳鼻咽喉科のみならず放射線科医師、看

護師、歯科口腔外科など多職種の意見を集めて進行頭頸部がん治療について検討した。	 

	 

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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