
研究課題名：膵がん切除例に対する補助療法の向上を目指した多施設共同研究	 

課 題 番 号：H22－がん臨床－一般－022	 

研究代表者：国立がん研究センター中央病院肝胆膵内科外来・病棟医長	 上野	 秀樹	 

	 

1．本年度の研究成果	 

膵がん切除例に対する新しい補助化学療法としてゲムシタビンと S-1 の併用療法（GS 療

法）の意義を調べるため、本研究（JSAP-04）を計画・実施した。本研究は多施設共同の第

Ⅲ相試験で、標準治療である補助ゲムシタビンを受けた患者群よりも補助 GS 療法を受けた

患者群の全生存期間が優れているかどうかを検証することをプライマリーエンドポイント

とする。また、全生存期間以外に無再発生存期間や安全性などの評価も行う予定である。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

本年度の成果は以下の通り。	 

1）症例の集積：本年度は、前年度に引き続き症例の集積に尽力した。参加施設の積極的な

協力のおかげで症例の集積は順調に進み、予定よりも 1 年以上早い 2012 年 6 月に目標症例

の 300 例に到達することができた。登録は 2012/6/27 に終了し（最終登録数 312 例）、現在

これらの症例の臨床経過を慎重に観察している。	 

	 

膵がん切除例	 

R0-R1、20-79 歳、PS0-PS1	 

切除以外の治療歴なし	 

登録・ランダム割付	 

R0/R1、N0/N1、施設にて調整	 

A 群と B 群を 1：1 に割付	 

A 群：ゲムシタビン+S-1 併用療法	 

6 ヶ月間	 

B 群：ゲムシタビン単独療法	 

6 ヶ月間	 



2）試験のモニタリング：本年度は試験の安全性を中心に情報収集を実施した。各担当医は

登録した症例の症例報告書（CRF）を作成しデータセンターに送付、データセンターはその

情報に基づきモニタリングレポートを作成し、2012 年 6 月に開催した班会議にて安全性の

情報や注意事項などを共有化した。また、有害事象報告はこれまでに数件されているが、

治療関連死を含む重大な副作用は認めておらず、安全に試験が実施されている。	 

	 

2．前年度までの研究成果	 

補助 GS 療法の情報は限られていたため、本研究班の前身となった研究班で平成 19 年度

から平成 21 年度にかけて補助 GS 療法の第Ⅰ/Ⅱ相試験（JSAP-03）を実施した。第Ⅰ相試

験の結果、補助GS療法の推奨用量・用法はゲムシタビン:	 800mg/m2	 day1、S-1:	 65mg/m2	 day1-7

（2 週を 1 コースとして 6 ヶ月実施）に決定し、54 例が登録された第Ⅱ相試験ではその用

量・用法での効果と安全性が示された（補助 GS 完遂割合 74.1％、治療関連死なし、2 年生

存割合 72.1％）。第Ⅰ/Ⅱ相試験の成果は 2012/1 の ASCO-GI	 (San	 Francisco)で報告した。	 

平成 22 年度は、補助 GS 療法の第Ⅰ/Ⅱ相試験の結果に基づき、本研究（第Ⅲ相試験）の

研究実施計画書を策定した。研究実施計画書が固定した後に各施設で IRB の申請を行い、

国立がん研究センターで最初の IRB 承認が得られた 2011/10 に UMIN 臨床試験登録システム

に登録した。症例登録は 2010/11/1 から開始され、2012/3/31 までに 262 例が登録された。	 

	 

3．研究成果の意義及び今後の発展性	 

膵がんは切除可能な場合でも治療成績が不良であり、優れた補助療法を臨床試験に基づ

いて確立していくことは、世界的にも重要な課題である。膵がんの補助療法に関しては長

い間エビデンスの乏しい状態が続いていたが、ヨーロッパで行われた CONKO-001 試験や本

研究班の前身で行われた JSAP-02 試験の結果により、現在ではゲムシタビン単剤による術

後補助化学療法が切除可能膵がんの標準治療と考えられるようになった。しかし、治療成

績はいまだに不良であり、より有効な補助療法の開発が望まれている。	 

本研究は膵がんに対する補助療法の標準治療となったゲムシタビンに S-1 を加えること

によって治療成績の向上が得られるかどうかを検証するためのものである。本研究班の前

身となった研究班で実施した補助 GS 療法の第Ⅰ・Ⅱ相試験では安全性と有効性を示唆する

結果が認められたため、第Ⅲ相試験で優越性を検証する本研究の意義は高い。本研究によ

り新たな標準治療が築かれ、膵がん患者の予後が改善することが期待される。	 

	 

4．倫理面への配慮	 

本試験は、ヘルシンキ宣言を遵守し、臨床研究に関する倫理指針に従って行われる。全

ての症例登録は各施設で倫理審査委員会および施設長の承認を得た後に行われ、すべての

研究者は、被験者の人権、福祉および安全を最大限に確保するよう努力する。	 
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菱沼	 正一	 所属施設における試験の実施と症例

登録	 

栃木県立がんセンター,消化
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大河内信弘	 所属施設における試験の実施と症例

登録	 

筑波大学医学医療系消化器

外科	 

	 

教授	 

山本	 順司	 所属施設における試験の実施と症例

登録	 
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山本	 宏	 所属施設における試験の実施と症例

登録	 
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部長	 
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羽鳥	 隆	 所属施設における試験の実施と症例
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消化器外科	 
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土田	 明彦	 所属施設における試験の実施と症例

登録	 

東京医科大学医学部,消化器

外科	 

	 

教授	 

杉山	 政則	 所属施設における試験の実施と症例
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所属施設における試験の実施と症例
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登録	 
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院,消化器外科	 
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外科	 

	 

教授	 

	 

中森	 正二	 所属施設における試験の実施と症例
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大阪医療センター,消化器外

科	 

部長	 

藤元	 治朗	 所属施設における試験の実施と症例

登録	 

兵庫医科大学医学部外科学

肝胆膵外科	 

	 

教授	 

具	 英成	 

	 

所属施設における試験の実施と症例

登録	 

神戸大学大学院医学研究科,

外科学講座,肝胆膵外科学	 

教授	 

井口	 東郎	 所属施設における試験の実施と症例

登録	 
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登録	 
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