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臨床研究のご説明 

 

切除不能進行大腸癌 1 次化学療法における生存期間と画像評価法の検討 

 

１．臨床研究について 

 済生会福岡総合病院では、最適な治療を患者さんに提供するために、病気の特性を研究

し、診断法、治療法の改善に努めています。このような診断や治療の改善の試みを一般に

「臨床研究」といいます。その一つとして、当院では、現在進行大腸がん患者さんを対象

として、1 次化学療法における生存期間と画像評価法の検討を行う「臨床研究」を行ってい

ます。 

今回の研究の実施にあたっては、済生会福岡総合病院臨床研究倫理委員会の審査を経て、

研究機関の長より許可を受けています。この研究が許可されている期間は、平成 31 年 3 月

31 日までです。 

 

２．研究の目的や意義について 

 がんの薬物療法においては、治療効果を評価する指標として RECIST(Response 

Evaluation Criteria in Solid Tumors; 固形がんの治療効果判定のためのガイドライン)に

よる腫瘍縮小効果判定が従来用いられてきました。しかし近年の分子標的薬剤と呼ばれる

新しいタイプの薬剤の抗腫瘍効果の判定では、この RECIST 判定は必ずしも生存期間の延

長を反映しないとされています。 

一方で、大腸がんの肝転移の場合、治療前後での CT(Computed Tomography：画像診断

の 1 種)画像の濃度変化(morphologic response と言います)や、治療後 8 週間目の腫瘍サイ

ズの縮小割合(early tumor shrinkage; ETS)、最大腫瘍縮小時の腫瘍サイズの縮小割合

(deepness of response; DpR)といった画像変化が、生存率や病理学的奏効率(どの程度顕微

鏡検査でがん細胞が消失していたか)を反映するとの報告があります。しかし、現在どの化

学療法に対し、どの評価方法が最も予後を反映するかは不明なのが現状です。 

更に、大腸がんでは原発部位(右側あるいは左側のどちらに発生するか)によって、遺伝子

変異の有無や生存期間に違いがあることが分かってきました。また、その原発部位によっ

て抗がん剤の効果にも違いがあるとの報告もあります。 

 今回の臨床研究では、切除不能進行大腸がんに対する化学療法の効果を検討した過去の

第 2 相臨床試験のデータを用いることにより、抗がん剤の種類に応じた、より予後を反映

する画像評価方法や左右大腸がんの予後の違いなどを探索することで、多様な治療薬に対

して、適切な治療効果判定を行うことに将来貢献するものと考えられます。 

 

 

３．研究の対象者について 

九州大学病院消化器・総合外科及び関連施設で行われた、切除不能進行大腸がんの患者

さん 251名を対象とした 1次化学療法の臨床試験(KSCC 0701, 0801, 0802, 0902, 1002, 
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1101; 詳細は以下記載)の結果を用いて、画像の解析を行います。研究の対象者となること

を希望されない方、又は研究対象者のご家族等の代理人の方は、下記事務局までご連絡く

ださい。 

 

臨床試験 許可番号 課題名 許可期間 

(情報取得期間) 

KSCC0701 19026 治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸癌に対する 

4 サイクルごとの mFOLFOX6 と FOLFIRI 交替療法の 

1st-line における有用性の検討 

- 第Ⅱ相臨床試験 - 

2007 年 11月 12日

～2009年 6 月 

KSCC0801 20028 治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸癌に対する 

4 サイクルごとの mFOLFOX6+ベバシズマブと 

FOLFIRI+ベバシズマブ交替療法の 1st-line における 

有用性の検討 

- 第Ⅱ相臨床試験 - 

2008 年 10月 21日

～2010年 3 月 

KSCC0802 20029 H2 および H3の肝限局性転移を有する結腸･直腸癌 

における術前化学療法(mFOLFOX6+Bevacizumab)の   

有効性および安全性の検討 

- 多施設共同 第Ⅱ相臨床試験 - 

2008 年 10月 20日

～2010年 4 月 

KSCC0902 22043 治癒切除不能な進行・再発 結腸・直腸癌の 

1st line における Capecitabine/Oxaliplatin(XELOX) 

+Bevacizumab併用療法のコホート研究 

2010 年 10月 6日 

～2014年 3 月 

KSCC1002 22077 H2 および H3 の肝限局性転移を有する KRAS野生型の  

結腸・直腸癌における術前化学療法 SOX+Cetuximab 

の有効性および安全性の検討 

-多施設共同第Ⅱ相臨床試験- 

2010 年 12月 7日 

～2013年 8 月 

KSCC1101 23042 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌患者に対する 

1 次治療としての Tri-weekly XELIRI+ベバシズマブ療法の 

第Ⅱ相臨床試験 

2011 年 11月 17日

～2015年 6 月 

 

 

４．研究の方法について 

九州大学病院消化器・総合外科及び関連施設で行われた、切除不能進行大腸がんの患者さ

んを対象とした 1次化学療法の臨床試験(KSCC 0701, 0801, 0802, 0902, 1002, 1101)で得

られた画像情報を元に解析を行い、生存期間や奏効割合(どれだけの治療効果が得られた

か)との関連を検討します。この研究を行う際は、九州大学病院消化器・総合外科及び関連

施設より対象患者さんの下記の情報を、一般社団法人 九州臨床研究支援センター(CReS 九
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州)に郵送で送付します(業務委託)。この際、個人を特定できる情報は匿名化されます。取

得した情報のうち、匿名化した画像データのみを九州大学医学系学府 消化器・総合外科

学分野 廣瀬皓介が解析を行います。その画像解析結果と取得した情報を基に、九州大学

医学研究院 次世代医療研究開発講座 岸本淳司のもとで分析し、治療効果ならびに今後

の病状についての医学的な見通しとの関連を解析します。解析結果はデータセンター 一般

社団法人九州臨床研究支援センター（CReS 九州）へ報告されます。 

 

この研究への参加に同意いただきましたら、カルテより下記の情報を取得します。 

 〔取得する情報〕 

① 年齢 

② 性別 

③ 生年月 

④ PS; Performance Status 

⑤ BMI; Body Mass Index＝体重/身長の 2 乗 

⑥ 血液検査結果（白血球, 好中球, ヘモグロビン数, 血小板数, アルブミン値, クレア

チニン値, 総ビリルビン値, AST, ALT, ALP, Na, K, CRP, 腫瘍マーカー(CEA, 

CA19-9)） 

⑦ 疾患情報(治療前病期、原発部位・腫瘍径、転移部位、転移巣腫瘍径、転移巣個数、

化学療法内容、前治療歴、手術の有無(手術症例では手術日・病理学的所見(病理組

織結果、分化度、腫瘍径、深達度、免疫組織学的所見、病期)、肝転移切除病変の組織

学的根治度および組織学的治療効果) 

⑧ 転帰 

 

また画像データより以下の情報を解析します。 

治療効果：奏功割合(RR)，無増悪生存期間(PFS)，増悪後生存期間 PPS, (肝転移巣)病理学的奏効率, 全

生存期間(OS), ROC曲線 

治療効果判定；従来の RECIST判定、Morphologic response、Early tumor shrinkage(ETS)、Deepness of 

Response(DpR)、Two-dimensional response（2-DR） 

 

５．個人情報の取扱いについて 

対象者の情報をこの研究に使用する際には、対象者のお名前の代わりに研究用の番号を

付けて取り扱います。対象者と研究用の番号を結びつける対応表のファイルにはパスワー

ドを設定し、九州大学大学院医学研究院 消化器・総合外科学分野内のインターネットに

接続できないパソコンに保存します。このパソコンが設置されている部屋は、同分野の職

員によって入室が管理されており、第三者が立ち入ることはできません。 

 また、この研究の成果を発表したり、それを元に特許等の申請をしたりする場合にも、

対象者が特定できる情報を使用することはありません。この研究によって取得した情報は、

九州大学病院 消化管外科(2) 教授 前原喜彦の責任の下、厳重な管理を行います。 
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対象の方のカルテの情報を登録・データセンター 一般社団法人九州臨床研究支援セン

ター（CReS 九州）へ郵送する際には、九州大学にて上記のような個人情報に関する処理

をした後に行いますので、研究対象者を特定できる情報が外部に送られることはありませ

ん。 

 

６．試料や情報の保管等について 

〔情報について〕 

この研究において得られた対象者のカルテの情報等は原則としてこの研究のために使

用し、研究終了後は、九州大学病院 消化管外科(2) 診療准教授 沖英次の責任の下、

１０年間保存した後、研究用の番号等を消去し、廃棄します。 

また、この研究で得られた対象の方の情報は、将来計画・実施される別の医学研究にと

っても大変貴重なものとなる可能性があります。そこで、前述の期間を超えて保管し、将

来新たに計画・実施される医学研究にも使用させていただきたいと考えています。その研

究を行う場合には、改めてその研究計画を倫理審査委員会において審査し、承認された後

に行います。 

 

７．利益相反について 

九州大学では、よりよい医療を社会に提供するために積極的に臨床研究を推進していま

す。そのための資金は公的資金以外に、企業や財団からの寄付や契約でまかなわれること

もあります。医学研究の発展のために企業等との連携は必要不可欠なものとなっており、

国や大学も健全な産学連携を推奨しています。 

 一方で、産学連携を進めた場合、患者さんの利益と研究者や企業等の利益が相反（利益

相反）しているのではないかという疑問が生じることがあります。そのような問題に対し

て九州大学では「九州大学利益相反マネジメント要項」及び「医系地区部局における臨床

研究に係る利益相反マネジメント要項」を定めています。本研究はこれらの要項に基づい

て実施されます。本研究遂行にあたっては、対象となる過去の臨床試験(KSCC 0701, 0801, 

0802, 0902, 1002, 1101)を含めて該当企業から資金提供(講演料)を受けています。利益相反

についてもっと詳しくお知りになりたい方は、下記の窓口へお問い合わせください。 

利益相反マネジメント委員会 

（窓口：九州大学 ARO 次世代医療センター 電話：０９２－６４２－５７７４） 

 

８．研究に関する情報公開の方法について 

この研究に参加してくださった方々の個人情報の保護や、この研究の独創性の確保に支

障がない範囲で、この研究の計画書や研究の方法に関する資料をご覧いただくことができ

ます。また、ご本人からの開示の求めに応じて、保有する個人情報を開示します。情報の

開示を希望される方は、ご連絡ください。 

 

９．研究の実施体制について 
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この研究は以下の体制で実施します。 

研究実施場所

（分野名等） 

九州大学大学院医学研究院 消化器・総合外科学分野 

九州大学病院 消化器・総合外科 

研究責任者 九州大学病院 消化管外科(2) 診療准教授 沖 英次 

研究分担者 九州大学医学研究院外科分子治療学講座 准教授 佐伯 浩司 

九州大学病院 消化管外科(2)   助教 安藤 幸滋 

九州大学医学研究院 消化器・総合外科学分野   助教  

中島 雄一郎 

九州大学病院 消化管外科(2) 特任助教 久保 信英 

九州大学医学研究院 がん先端医療応用学 助教 中西 良太 

九州大学医学系学府 消化器・総合外科学分野 大学院生  

廣瀬 皓介 

九州大学医学研究院 次世代医療研究開発講座 准教授  

岸本 淳司 

 

共同研究施設   共同研究施設名 ／ 研究責任者の職名・氏名 役割 

 

1. 国立病院機構九州がんセンター 消化管外科    

統括診療部長 森田 勝 

2. 国立病院機構九州医療センター 消化管外科    

がん臨床研究部長 楠本 哲也  

3. 公立学校共済組合九州中央病院 外科 副院長   

池田 陽一  

4. 済生会福岡総合病院 外科/内科 がん治療   

センター長兼外科部長 江見 泰徳  

5. 福岡歯科大学医科歯科総合病院 外科 教授    

篠原  徹雄  

6. 製鉄記念八幡病院 外科 消化器外科部長     

岸原 文明  

7. 社会保険田川病院 外科 病院長 田中 裕穂  

8. 社会保険仲原病院 外科 部長 磯 恭典  

9. 久留米大学 外科/がん集学治療センター 教授   

赤木 由人  

10. 久留米大学病院 腫瘍センター 教授 緒方 裕  

11. 大牟田市立病院 外科 副院長兼外科部長    

末吉 晋  

12. 宗像医師会病院 外科 副院長兼外科部長     

前川 宗一郎  

情報の収集 
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13. 福岡市民病院 外科 副院長 東 秀史  

14. 聖マリア病院 外科 

15. 産業医科大学 第二外科 教授 平田 敬治 

16. 済生会唐津病院 外科 院長 園田 孝志  

17. 長崎大学 移植・消化器外科 教授 江口 晋  

長崎大学 腫瘍外科 教授 永安 武  

18. 国立病院機構長崎医療センター 外科 副院長   

藤岡 ひかる  

19. 佐世保中央病院 外科 部長 草場 隆史  

20. 春回会井上病院 外科 部長 鹿島 清隆  

21. 光晴会病院 外科 理事長 岸川 博紀  

22. 医理会柿添病院 外科 院長 柿添 圭嗣  

23. 熊本大学 消化器外科 教授 馬場 秀夫  

24. 高野会大腸肛門病センター高野病院 消化器外科  

理事長・院長 山田 一隆  

25. 済生会熊本病院 腫瘍内科 副部長 森北 辰馬  

26. JCHO 人吉医療センター 外科 院長 木村 正美  

27. JCHO 熊本総合病院 外科 院長 島田 信也  

28. 天草地域医療センター 外科 院長 原田 和則 

29. 国立病院機構熊本再春荘病院 外科 外科部長   

大原 千年  

30. 大分大学 消化器・小児外科学 教授 猪股 雅史  

31. 国立病院機構別府医療センター 消化器外科    

外科部長 川中 博文  

32. 国立病院機構大分医療センター外科 院長    

穴井 秀明  

33. 中津市立中津市民病院 外科 外科部長      

折田 博之  

34. 宮崎県立延岡病院 外科 大地 哲史  

35. 鹿児島大学 消化器・乳腺甲状腺外科学 教授    

夏越 祥次  

36. 鹿児島厚生連病院 外科 院長 前之原 茂穂  

37. 南風病院 外科/消化器内科 副院長兼外科・     

消化器外科主任部長 末永 豊邦  

38. 慈愛会今村病院 外科 外科主任部長 實 操二  

39. 済生会川内病院 外科 外科部長 有留 邦明  

40. 鹿児島県立薩南病院 外科 副院長 三枝 伸二  

41. 今給黎総合病院 外科 部長 濱之上 雅博  
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42. 中頭病院 外科 消化器外科部長 當山 鉄男  

43. 琉球大学 第一外科 教授 西巻 正  

44. 松山赤十字病院 外科/臨床腫瘍科 副院長     

西崎 隆  

45. 広島赤十字・原爆病院 外科 副院長兼第一外科 

部長 松田 裕之  

46. 高知医療センター 消化器内科 医長 根来 裕二 

47. 徳島大学 消化器・移植外科 教授 島田 光生  

48. 名古屋大学 消化器外科二 教授 小寺 泰弘  

49. 岐阜大学 腫瘍外科 教授 吉田 和弘  

50. 岐阜市民病院 外科 外科部長 松井 康司  

51. 神戸市立医療センター中央市民病院 腫瘍内科/ 
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１０．相談窓口について 

この研究に関してご質問や相談等ある場合は、下記担当者までご連絡ください。 

 

  済生会福岡総合病院 外科 部長 江見 泰徳 

  連絡先：〔TEL〕092-771-8151（代） 

      〔FAX〕092-716-0185 

 

事務局 

（相談窓口） 

担当者：九州大学大学院医学系学府 消化器・総合外科分野  

大学院生 廣瀬 皓介 

連絡先：〔TEL〕092-642-5466（内線 5466） 

    〔FAX〕092-642-5482 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：k_hirose@surg2.med.kyushu-u.ac.jp 
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