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1. 本年度の研究成果	 

本研究の目的は、切除不能局所進行膵がんに対する最も効果的な標準治療を確立するこ

とである。現在、切除不能局所進行膵がんに対する標準的治療法としてはゲムシタビン

(GEM)による化学療法が広く用いられているが、長期生存を期待した化学放射線療法も行
われる。しかし、化学療法と化学放射線療法のいずれが適切か明らかではなく、推奨され

るべき化学放射線療法も確立していない。 
本試験は JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ）肝胆膵グループで実施し、次の 2 段階で

臨床試験を進めていくこととした。 
1) S-1 併用化学放射線療法と GEM 化学療法先行 S-1 併用化学放射線療法とのランダ
ム化第Ⅱ相試験（JCOG1106試験）により、より有望な化学放射線療法を選択する。 

2) GEM化学療法の標準的治療法と 1）のランダム化第Ⅱ相試験で選択した治療法との
第Ⅲ相試験を行う。 

本年度は、化学放射線療法のランダム化第Ⅱ相試験の研究計画の立案と試験開始を目標

とした。2011 年 10 月 14 日、JCOG プロトコール審査委員会の承認が得られ、11 月より
参加各施設での倫理委員会の審査に進んでいる。 
本研究では、臨床的仮説を「GEM先行 S-1併用放射線療法群が生存曲線のハザード比の

点推定値で上回る場合、あるいは、点推定値で劣っていてもその程度がわずかである場合、

GEM先行 S-1併用放射線療法を有望な治療法である」とした。80%以上の確率で正しい選
択が行えるには、Simonの選択デザイン変法に基づく必要適格例数は 1群 49例となる。本
研究の予定症例数は若干の不適格例を見込んで両群計 100例と設定した。 
本研究では、放射線専門医による放射線治療の品質保証活動(QA/QC)を施行し、放射線

治療の質を担保することとした。 
	 

3. 研究成果の意義及び今後の発展性	 

現在、切除不能局所進行膵癌に対する治療として、GEM 化学療法が標準的な治療として位

置づけられているが、十分な治療成績とは言えない。本研究では GEM 化学療法と S-1 を用

いた新しい化学放射線療法との併用により、予後の改善を目指す。また、化学療法を先行

させることの有用性が確認されれば、毒性の強い化学放射線療法を適切な患者のみに実施

することが可能となり、患者のみならず医療業務や医療経済上も効率的かつ有効な治療戦

略に基づいた標準治療が確立できるものと考えられる。	 

現在、国際的にも局所進行膵癌の治療は一定のコンセンサスが得られておらず、本研究

の成果は世界の膵癌治療の確立につながるものと期待される。	 

本研究では、放射線治療の品質保証活動により、膵癌に対する放射線治療の標準化、均

てん化が進むことも期待できる。	 



現在、わが国の膵癌診療ガイドラインでも局所進行膵癌の治療法は明確に規定されてい

ない。本研究の成果により最適な標準治療が確立すれば、広く国内の多くの患者が適切な

治療を受けることができ、国民の福祉に大きく貢献することになるものと考える。	 	 

	 

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、試験参加による不利益を最小化する。また、「臨床研究に関する倫理指針」およ

びヘルシンキ宣言に従い以下を遵守する。 
1）研究実施計画書に対し、倫理審査委員会で承認された施設のみから患者登録を行う。 
2）全ての患者で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： 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

性を確保する。 
 
5. 発表論文	 

1. Ueno H, Okusaka T, Furuse J, Yamao K, Funakoshi A, Boku N, Ohkawa S, Yokosuka O, 

Tanaka K, Moriyasu F, Nakamori S, Sato T. Multicenter phase II study of gemcitabine and 

S-1 combination therapy (GS Therapy) in patients with metastatic pancreatic cancer. Jpn J 

Clin Oncol 2011;41(8):953-8. 

2. Okusaka T, Furuse J, Funakoshi A, Ioka T, Yamao K, Ohkawa S, Boku N, Komatsu Y, 

Nakamori S, Iguchi H, Ito T, Nakagawa K, Nakachi K. Phase II study of erlotinib plus 

gemcitabine in Japanese patients with unresectable pancreatic cancer. Cancer Sci 

2011;102(2):425-31. 

3. Kindler HL, Ioka T, Richel DJ, Bennouna J, Létourneau R, Okusaka T, Funakoshi A, 

Furuse J, Park YS, Ohkawa S, Springett GM, Wasan HS, Trask PC, Bycott P, Ricart AD, 

Kim S, Van Cutsem E. Axitinib plus gemcitabine versus placebo plus gemcitabine in 

patients with advanced pancreatic adenocarcinoma: a double-blind randomised phase 3 

study. Lancet Oncol. 2011 Mar;12(3):256-62. 

4.  Kaida M, Morita-Hoshi Y, Soeda A, Wakeda T, Yamaki Y, Ueno H, Kondo S, Morizane C, 

Ikeda M, Okusaka T, Takaue Y, Heike Y. Phase 1 trial of wilms tumor 1 (WT1) peptide 

vaccine and gemcitabine combination therapy in patients with advanced pancreatic or 

biliary tract cancer. J Immunother 2011;34(1):92-9. 

5.  Morizane C, Okusaka T, Morita S,  Tanaka K, Ueno H, Kondo S,  Ikeda M, 

Nakachi K, Mitsunaga S.  Construction and validation of a  prognostic  index 



for patients  with metastatic  pancreatic adenocarcinoma. Pancreas 

2011;40(3):415-21. 

6. 研究組織	 

研究者名	 分担する研究項目	 所属属研究機関及び現在の専門	 

所属研究機

関における

職名	 

古瀬	 純司	 
研究立案、実施、

研究総括	 
杏林大学医学部、内科学腫瘍科、腫瘍内科	 教授	 

石井	 浩	 	 
研究立案、実施、

研究組織の事務局	 
がん研究会有明病院、消化器内科	 

ペプチドワ

クチン療法

担当副部長	 

奥坂	 拓志	 	 研究立案、実施	 国立がん研究センター中央病院、肝胆膵内科	 
肝胆膵腫瘍

科副科長	 

福富	 晃	 
研究立案、実施、

研究事務局	 
静岡県立静岡がんセンター、消化器内科	 医長	 

宮川	 宏之	 研究立案、実施	 札幌厚生病院、消化器科	 主任部長	 

菱沼	 正一	 研究立案、実施	 栃木県立がんセンター、外科	 副病院長	 

長瀬	 通隆	 研究立案、実施	 自治医科大学、臨床腫瘍部	 講師	 

山口	 研成	 研究立案、実施	 埼玉県立がんセンター、消化器内科	 
消化器内科

副部長	 

山口	 武人	 研究立案、実施	 千葉県がんセンター、消化器内科	 診療部長	 

池田	 公史	 研究立案、実施	 国立がん研究センター東病院、肝胆膵腫瘍科	 
肝胆膵腫瘍

科副科長	 

大川	 伸一	 研究立案、実施	 神奈川県立がんセンター、消化器内科	 
消化器内科	 

部長	 

田中	 克明	 研究立案、実施	 
横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター、消化器

内科学	 

臨床研究推

進センター

部長（教授）	 

木田	 光広	 	 研究立案、実施	 北里大学東病院、消化器内科学	 	 講師	 

水野	 伸匡	 研究立案、実施	 
愛知県がんセンター中央病院、消化器内科部、臨床腫瘍

学	 

消化器内科

部医長	 

細川	 歩	 	 研究立案、実施	 富山大学医学部付属病、消化器病学、腫瘍内科学	 講師	 

井岡	 達也	 研究立案、実施	 
大阪府立成人病センター、検診部消化器検診科、膵胆道

悪性腫瘍	 
副部長	 



中森	 正二	 研究立案、実施	 国立病院機構大阪医療センター、統括診療部	 
統括診療部

長	 

柳本	 泰明	 	 研究立案、実施	 関西医科大学附属枚方病院外科学講座、肝胆膵外科	 助教	 

井口	 東郎	 研究立案、実施	 
国立病院機構四国がんセンター、臨床研究センター、腫

瘍内科	 

臨床研究セ

ンター長	 

古川	 正幸	 研究立案、実施	 国立病院機構九州がんセンター、消化器肝胆膵内科	 
総括診療部

長	 

伊藤	 鉄英	 研究立案、実施	 九州大学大学院医学研究院、病態制御内科	 准教授	 

伊藤	 芳紀	 
研究立案、実施、

放射線治療総括	 
国立がん研究センター中央病院、放射線治療科	 医長	 

中村	 聡明	 
研究立案、実施、

放射線治療事務局	 
大阪府立成人病センター、放射線腫瘍学	 医長	 

横須賀	 收	 研究立案、実施	 千葉大学大学院医学研究院、腫瘍内科学	 教授	 

佐野	 圭二	 	 研究立案、実施	 帝京大学医学部、外科学講座、肝胆膵外科	 教授	 

清水	 京子	 研究立案、実施	 東京女子医科大学、消化器内科学	 准教授	 

峯	 徹哉	 研究立案、実施	 東海大学医学部内科学系、消化器内科	 教授	 

東	 健	 研究立案、実施	 神戸大学大学院医学研究科、消化器内科学	 教授	 

	 


