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１．本年度の研究成果 

（１）JCOG0505「IVb 期及び再発子宮頸癌に対する Paclitaxel/Cisplatin 併用療法(TP 療法)vs. 

Paclitaxel/Carboplatin併用療法(TC療法)のランダム化比較試験」 

2006年2月に開始し、08年11月24日までに32施設のIRBで承認、計202例が登録され、前年

度報告時からは新たに85例が新規登録された。つまり、一月に7～8例の登録であり、ほぼ予

定進捗曲線と平行して登録がすすんでいる。本年度も08年1月・7月・11月に行ったJCOG婦人

科腫瘍グループの研究班会議に於いて現況を報告しつつ進捗を促した。07 年 12 月には予定登

録数の半数(125例)が登録され、08年3月にプロトコール規定に則って中間解析が行われ、JCOG

効果・安全性評議委員会より試験継続が決定された。年2回行っている定期モニタリングの成

果として、昨年度の班会議における参加施設の承認を経て08年4月に第二回プロトコール改訂

を行い、プロトコール規定はさらに実地臨床に即したものとなり、本試験の一般化可能性を高

めることにつながると思われる。また、改訂の承認施設においてはJCOG初のWeb登録が可能と

なっている。定期モニタリングにおけるCRFレビューから試験治療であるTC療法群に神経障害

が比較的多く、有害事象に伴う試験中止も TC 療法群に多い傾向にあることがわかり、同じく

TC 療法群に神経障害に伴う次コース開始の延期や投与量減量といったプロトコール規定が遵

守されていない逸脱例を多く認めることもわかった。TC療法は婦人科腫瘍領域において特に卵

巣癌の術後治療として標準的に行われるレジメンであり、その実地臨床の感覚のまま本プロト

コール治療がなされ、プロトコール規定が見落とされがちになるのだろうと考察し、研究班会

議やメーリングリスト上での注意喚起を続けている。 

（２）JGOG1066「局所進行子宮頸癌に対するHDR-ICBTを用いた CCRTに 関する多施設共同第Ⅱ

相試験」 

欧米で既に局所進行子宮頸癌に対する標準治療となっている CCRT(Concurrent 

Chemoradiotherapy：同時化学放射線療法)は本邦の実地臨床でも普及してきているが、本邦の高

線量率腔内照射（High-dose-rate intracavitary brachytherapy: HDR-ICBT）を用いた放射線治療に

おいても有用性が再現されるかは大きな問題となっている。それを検証すべく、NPO法人JGOG(婦

人科悪性腫瘍化学療法研究機構)のもとで本試験を開始した。本試験は放射線治療の品質管理・

品質保証も実施することとなっているため、試験参加施設は子宮頸癌放射線治療に実績のある

施設だけに限定している。08年2月にUMINへ臨床試験登録、3月には1例目が登録され極めて

順調に進捗し11月25日現在で既に57例が集積し、今年中に予定の70例の集積を終了してし

まう可能性もある。11月には定期モニタリングを行い、治療関連死亡は認めないものの治療開

始直後の子宮留膿症穿孔による急性腹膜炎という重篤な有害事象が1例報告され、JGOG効果安

全性評価委員会へ報告、メーリングリストを介しての参加施設への注意喚起とともに患者選択

規準を一部改訂することが決まった。 

２．前年までの研究成果 

JCOG0505は平成17年度までの厚生労働科学研究費補助金「子宮頸がんの予後向上を目指した集

学的治療における標準的化学療法の確立に関する研究」班において施行した臨床第II相試験結

果からIVb期・再発子宮頸癌に対する良好な有効性を確認したTC療法を試験治療として、global 

standardであるTP療法に対する非劣性を検証するランダム化比較試験である。06年1月にJCOG

臨床試験審査委員会で承認され、2月にUMINとNLMへの臨床試験登録も行い試験開始となった。

ほぼ順調に進捗しつつ、年2回の定期モニタリングを行いながら07年7月に第一回プロトコー



ル改訂を行った。治療関連死亡はパクリタキセルによると思われる間質性肺炎を来した1例の

みで、そのほかに重篤な有害事象がないこと、許容できないプロトコール違反がないことを確

認している。 

日本婦人科腫瘍学会は04年から約3年をかけ子宮頸癌治療ガイドラインを作成し07年11月に

発刊した。その中で、数多くのRCTで有用性が確認されているCCRTのエビデンスは本邦の放射

線治療スケジュールにおいても外挿できるかどうか不明であり、推奨グレードをBにとどめる

こととなった。そこで、放射線治療医の研究班である厚生労働省がん研究助成金「放射線治療

における臨床試験の体系化に関する研究」班と本研究班の合同でCCRTの臨床試験を行う計画を

立て、Global standardであるシスプラチン40mg/m2の週1回投与を同時併用するCCRTの有効性・

安全性を検証するJGOG1066のプロトコールを作成し、JGOG子宮頸癌委員会での協議を進めプロ

トコールを完成させた。 

 

３研究成果の意義および今後の発展性 

（１）JCOG0505 

子宮頸がん検診の普及により子宮頸癌の罹患数は減少していたが、その傾向は横這いとなり、

若年化が進んでいる。しかし、浸潤子宮頸がんの治療成績自体は過去25年間で改善しておらず、

手術と放射線治療といった局所治療からなる子宮頸がん治療の限界を示している。そこで、今

後はCCRTや術前・術後化学療法など全身治療である化学療法を組み込んだ集学治療体系のなか

で積極的な治療開発と治療成績の向上を目指すことが急務とされ、若年女性の予後改善は、社

会経済や次世代の健全な発育に対してもよい影響をもたらすはずである。本試験は子宮頸癌に

対しカルボプラチンを含む治療をランダム化比較で検証する世界初の試験であり、その結果は

子宮頸癌に対する最適な化学療法レジメンを提供するエビデンスとなり、CCRTをはじめとする

今後の子宮頸がん治療開発において重要なデータとなるはずである。前述のとおり順調に進捗

しているものの、試験開始から各施設IRB承認までに要した期間の遅れはとり戻せておらず、

予定された登録期間の2.5年を経過した。しかし、現在の進捗ペースを維持すればあと半年で

250例の予定登録数に達すると思われ、試験期間延長の改訂を申請して継続することが11月の

研究班会議でも決まった。 

（２）JGOG1066 

本邦で普及しているHDR-ICBTを用いたCCRTの臨床試験は存在せず、本邦におけるCCRTの有用

性が明確となるとともに、医療者被爆が少ないHDR-ICBTが普及しつつある欧米に向けて質の高

いエビデンスを発信することができる。また、次回ガイドライン改訂にも有用なデータになる

とともに、本邦におけるCCRTの標準化を行うことができ、CCRTを用いた新たな局所進行子宮頸

癌治療開発の基礎ができる。既に、JCOGにおいてTC療法を用いたCCRTの臨床第II相試験を行

い、新治療開発を進めていくことが決定している。 

 

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、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。４）研究の第

三者的監視：本研究班により、もしくは賛同の得られた他の主任研究者と協力して、臨床試験

審査委員会、効果・安全性評価委員会、監査委員会を組織し、研究開始前および研究実施中の

第三者的監視を行う。 
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