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0. 概要 

0.1. シェーマ 

 

（破線が本附随研究の検討事項） 

0.2. 目的 

JCOG0707「病理病期 I 期（T1＞2 cm）非小細胞肺癌完全切除例に対する術後化学療法の臨床第 III 相試

験」の登録患者に対して追加調査を行い、長期間フォローしたデータに基づいて、肺癌晩期再発の頻度や再

発しやすい部位を確認する。また、二次がんの頻度および他病死の原因を調査することで、原病死と他病死

の関係、さらには他病死のうち、二次がんによる死亡と非がんによる死亡の関係を確認する。 

Primary endpoint：全生存期間 

Secondary endpoints：無再発生存期間、再発形式、二次がん累積発症割合、原病死累積発症割合、 

全他病死（がん死・非がん死）累積発症割合 

0.3. 対象 

JCOG0707 の全登録患者 963 人 

（登録開始日 2008 年 11 月 10 日、登録終了日 2013 年 12 月 27 日、追跡終了日 2018 年 12 月 10 日） 

0.4. 方法 

JCOG0707の登録患者におけるJCOG0707登録終了10年後までの生存状況と死亡している場合の死因、

肺癌の再発状況と再発している場合の治療内容、および二次がんの発症状況と発症している場合の治療内

容について JCOG0707 参加施設に追加調査を依頼する。肺癌晩期再発の頻度や再発しやすい部位の検討

と肺癌原病死と他病死の割合の推移の検討を行い、肺癌再発に注意するべき時期、二次がんを含む他病死

に注意するべき時期を分類する。他病死のうち、二次がんによる死亡と非がんによる死亡の関係、ならびに

それらと肺癌との関連を評価する。 

0.5. 予定登録数と研究期間 

プロトコール承認後 3 年間 

0.6. 問い合わせ先 

研究事務局（主）：四倉 正也 

国立がん研究センター中央病院 呼吸器外科 

〒104-0045 東京都中央区築地 5-1-1 
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