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概要
0.1.

シェーマ

MRI で腫瘍径 2 cm 以下と診断された IB1 期の子宮頸癌
（IA 期の可能性がある時は頸部円錐切除を行い診断確定し、IA 期を除外する）

中央登録

準広汎子宮全摘術+系統的骨盤リンパ節郭清±付属器摘出

±術後（化学）放射線療法

再発または増悪まで無治療観察

0.2.

目的
腫瘍径 2 cm 以下の子宮頸癌 IB1 期を対象として、広汎子宮全摘術(標準治療)に対して低侵襲縮小手術で
ある準広汎子宮全摘術（試験治療）が 5 年生存割合において劣らないことを検証する。
Primary endpoint：5 年生存割合
Secondary endpoints：年次生存割合、無再発生存期間、無局所再発生存期間、準広汎子宮全摘術完遂
割合（完全切除割合）、局所再発割合、子宮傍組織浸潤割合、自尿開始・残尿消失
までの日数、出血量、手術時間、術後（化学）放射線療法施行割合、有害事象発生
割合、重篤な有害事象発生割合

0.3.

対象
1）

2）

子宮頸部原発巣からの組織診にて組織学的に以下のいずれかと診断されている
① 扁平上皮癌（角化型扁平上皮癌、非角化型扁平上皮癌）
② 腺扁平上皮癌（ただし、すりガラス細胞癌は除外する）
③ 腺癌（内頸部型粘液性腺癌、腸型粘液性腺癌、類内膜腺癌）
臨床進行期分類（子宮頸癌取扱い規約第 3 版 2012 年）IB1 期のうち①または②を満たす。
① 登録前 56 日以内の骨盤 MRI で腫瘍の描出があり、かつ腫瘍最大径が径 2 cm 以下の場合（注：T2
強調画像の矢状断と横断を撮影し、腫瘍径が最大となるスライス面で最大長径を測定する）は以下
の a)または b)を満たす。
a) MRI 後登録前 49 日以内に診断的子宮頸部円錐切除を行った場合は浸潤癌部分の最大腫瘍径
が 2 cm 以下の IB1 期と診断されている（膣拡大鏡診の有無は問わない）。
(注）病理学的最大腫瘍径の定義は、「8.2.2.3) ②」術後病理所見」による。
b) 診断的子宮頸部円錐切除を行わなかった場合は、登録前 56 日以内の腟拡大鏡診によって浸
潤癌を認めない、または浸潤癌部分の長さが直接計測で 2 cm 以下。
② 登録前 56 日以内の骨盤 MRI で腫瘍の描出を認めない場合は以下の a)または b)を満たす。
a) 登録前 56 日以内の膣拡大鏡診によって浸潤癌を認めない場合、登録前 49 日以内に実施した
診断的頸部円錐切除術における病理検査の結果、浸潤癌部分の最大腫瘍径が 2 cm 以下の
IB1 期と診断されている。
(注）病理学的最大腫瘍径の定義は、「8.2.2.3) ②」術後病理所見」による
b) 登録前 56 日以内の腟拡大鏡診によって浸潤癌が確認でき、かつ浸潤癌部分の長さが直接計
測で 2 cm 以下。
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3）
4）
5）
6）

7）

8）

0.4.

JCOG 1101 ver1.3
登録前 56 日以内の上腹部・骨盤 CT で遠位リンパ節転移、遠隔転移のいずれも認めない。
登録日の年齢が 20 歳以上 70 歳以下。
ECOG PS：0 または 1（PS は必ずカルテに記載すること）。
前治療の規定：下記の①②③をすべて満たす。
① 当該疾患に対して、子宮頸部円錐切除を除く手術歴がない。
② 下腹部骨盤臓器の悪性腫瘍に対する手術歴がない。
③ 他の悪性腫瘍に対する治療も含めて化学療法、放射線療法、いずれも既往がない。
臓器機能（臨床検査値）：以下のすべての条件を満たす（登録前28 日以内の最新の検査による。登録日
の 4 週間前の同一曜日は可とする。ただし、⑧は登録前 56 日以内の最新の検査による。登録日の 8 週
間前の同一曜日は可とする。）
① 白血球数≧3,000/mm3
② ヘモグロビン≧9.0 g/dL（検査の 14 日以内に輸血が行われていない）
③ 血小板数≧10×104/mm3
④ AST(GOT)≦100 U/L
⑤ ALT(GPT)≦100 U/L
⑥ 総ビリルビン≦2.0 mg/dL
⑦ 血清クレアチニン≦1.5 mg/dL
⑧ 安静時 12 誘導心電図検査にて治療を要する異常所見を認めない。
試験参加について患者本人から文書で同意が得られている。

治療
準広汎子宮全摘術＋系統的骨盤リンパ節郭清±両側付属器切除を行う。術後病理診断で以下のいずれか
または複数を満たす場合に術後（化学）放射線治療を行う。
1) 骨盤リンパ節転移陽性
2) 傍大動脈リンパ節転移陽性
3) 子宮傍組織浸潤陽性
4) 原発巣の頸部筋層浸潤比 2/3 以上
5) 腟切除断端陽性または腟切除断端から 1 cm 未満に癌が存在する
＜ver1.3 での追記事項＞
術後補助療法は、原発巣の筋層浸潤比 2/3 以上に対しては「2.3.3.1）術後放射線療法」を、術後再発高リ
スク群に対しては「2.3.3.2）術後同時化学放射線療法」をそれぞれ実施する。プロトコール治療は「6.1.2. 術後
補助療法（放射線療法または同時化学放射線療法）」を参照すること。

0.5.

予定登録数と研究期間
予定登録患者数：240 名
登録期間：5 年、追跡期間：登録終了後 5 年、総研究期間：10 年

0.6.

問い合わせ先
適格規準、治療変更規準など、臨床的判断を要するもの：研究事務局（表紙、16.6.）
登録手順、記録用紙（CRF）記入など：JCOG データセンター（16.12.）
有害事象報告：JCOG 効果・安全性評価委員会事務局（16.10.）
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