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１．本年度の研究成果 
 B 細胞リンパ腫に対する免疫化学療法の 適化を図り、治癒率および QOL の高い標準的治療を確立

するために以下の JCOG 多施設共同研究を実施した。低リスク群（国際予後指標 IPI の Low/Low 
intermediate risk）のび漫性大細胞型B細胞リンパ腫(Diffuse large B-cell Lymphoma, DLBCL)に対するリツ

キシマブと CHOP(シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン)療法の併用におい

て、CHOP 療法開始からリツキシマブを週 1 回連続 8 回投与する方法（RW+CHOP 療法群）が現在の標

準的投与法である 8 コースの CHOP 療法の各コースにリツキシマブを計8 回投与する方法（R-CHOP 療

法群）と比較して有用性が上回るかどうかを検証するためのランダム化第 II/III 相試験(JCOG0601)である。

第 II 相部分の主要エンドポイントは完全奏効(CR)割合、第 III 相部分の主要エンドポイントは無増悪生存

期間(PFS)とし、予定登録例数は第 II 相部分が B 群で 68 例、第 III 相部分が各群180 例の計360 例と設

定した。登録期間５年、追跡期間3 年で総研究期間は 8 年である。 
A) IRB 承認状況 

2007 年 10 月 18 日に臨床試験実施計画書が JCOG 臨床試験審査委員会の承認を受けリンパ腫グル

ープ参加全 47 施設において IRB の承認手続きに入った。その結果、2008 年 6 月 27 日までに 46 施設

において承認が得られたが、1 施設は未承認であった。事前取り決めに従って 2008 年7 月26 日の班会

議において未承認の当該施設は inactive 施設に移行し、同年9 月6 日の JCOG 運営委員会にて入れ替

えが承認された新規参加施設の IRB 承認手続き中である。 
B) 症例登録状況 

2007 年 12 月 4 に登録開始から 2008 年 11 月 10 日現在で登録症例数は 24 例である。登録症例集積

ペースは予定を大きく下回るために施設へのアンケートで登録上の問題点を調査したところ、①適格条

件として IPIのL/LIリスクで限局期症例を除外すると全DLBCL症例の20％に満たないこと、②登録前に

PET 検査を義務づけているが、PET 装置を持たない施設でタイミングを失する場合があるなどの意見が

出された。これらに基づき期間中の DLBCL 全症例についての実態調査を実施し、適格規準の見直しを

含めた検討を開始した。 
C) 安全性（有害事象報告） 

試験開始より有害事象報告対象となった事例は R-CHOP 療法 1 コース目に発生した消化管（小腸）穿

孔の1例である。DLBCLでは消化管病変を有する割合が30%あり、化学療法中に5%未満が穿孔を生じ

るが、外科的対応ができる状態での化学療法は実施可能であるが、「予想される副作用や合併症」に記

載がなかったためプロトコール改定時に加筆した。 
 

２．前年までの研究成果 
本研究の臨床試験実施計画書は2006年4月19日に第1回審査に提出し、2007年10月18日にJCOG臨



床試験審査委員会の承認を受けた。2007年11月19日にJCOGリンパ腫グループのスタートアップミーティ

ングを開催し、試験実施上の留意点や症例記録様式 (CRF)の記入方法などの確認を行った。臨床試験

実施計画書のIRB承認第1号もってJCOGデータセンターからUMIN-CTRに試験を公開し、登録開始し

た。 
 

３．研究成果の意義及び今後の発展性 
DLBCL に対する現在の標準的治療はリツキシマブと CHOP 療法との併用療法(R-CHOP)であるが、リ

ツキシマブの 適な併用方法についてはまだ検証されておらず、高額医薬品である本剤の有効な使用

法を開発することは、治癒率の向上のみならず、医療経済面においても国民福祉に貢献するものと考え

られる。 
 

４．倫理面への配慮 
 本試験に関係する全ての研究者は、ヘルシンキ宣言および臨床研究に関する倫理指針に従って本試

験を実施する。登録に先立って、担当医は患者本人に IRB 承認が得られた説明文書を渡し、詳しく説明

し、文書での同意を取得する。説明をした医師名、説明を受け同意した患者名、同意を得た日付を記載し、

医師、患者各々が署名する。同意文書は 2 部コピーし、1 部は患者本人に手渡し、1 部は施設コーディネ

ーターが保管する。登録患者の氏名は参加施設からデータセンターへ知らされることはない。本試験に

参加する研究者は、患者の安全と人権を損なわない限りにおいて本研究実施計画書を遵守する。 
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