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 試験概要 

 試験の目的：局所進行膵癌患者を対象として、S-1 併用放射線療法とゲムシタビン（GEM）療法先行

S-1 併用放射線療法の有効性と安全性を評価・比較し、より有望な治療法を選択する。 

 対象：組織生検もしくは細胞診にて腺癌と診断された局所進行膵癌。遠隔転移がない。化学放射線

療法を行うと仮定した場合に、原発巣＋リンパ節転移が呼吸性移動を含めて 10 cm×10 cm 以内の

照射野におさまる。20 歳以上 80 歳以下。Performance Status（PS）が 0、1 のいずれか。 

 治療の概要： 

A 群（S-1 併用放射線療法群） 

化学放射線療法（S-1 併用放射線療法）： S-1 80 mg/m2/daｙ 放射線照射日のみ内服 

↓ 放射線照射 1.8 Gy/回 計 50.4 Gy/28 fractions 

追加化学療法（GEM 単独療法）：GEM 1000 mg/m2 （day 1、8、15） 4 週 1 コース 

B 群（GEM 先行 S-1 併用放射線療法群） 

導入化学療法（GEM 単独療法）：GEM 1000 mg/m2 （day 1、8、15） 4 週 1 コース 12 週間 

↓ 

化学放射線療法（S-1 併用放射線療法）： S-1 80 mg/m2/daｙ 放射線照射日のみ内服 

↓ 放射線照射 1.8 Gy/回 計 50.4 Gy /28 fractions 

追加化学療法（GEM 単独療法）：GEM 1000 mg/m2（day 1、8、15） 4 週 1 コース 

両群ともプロトコール中止規準に該当するまで治療を継続する。 

 primary endpoint：全生存期間 

 secondary endpoints：CA19-9 奏効割合、無遠隔転移生存期間、無増悪生存期間、有害事象発生割

合、遅発性有害事象発生割合、治療関連死亡割合/早期死亡割合/Grade4 の非血液毒性発生割合 

 予定登録数：各群 50 人、両群計 100 人、登録期間：2 年、追跡期間：登録終了後 2 年 

 背景 

局所進行膵癌に対する標準治療は、かつては 5-FU 併用放射線療法とされたが、近年では、GEM 単

独療法が、同等の治療効果が期待でき、重篤な有害事象も少なく、治療法も簡便であることから、日常

診療で頻用され、局所進行膵癌に対する標準治療と位置づけられている。一方で、過去の比較試験の

結果から、化学放射線療法は化学療法単独と比べ良好な長期予後が得られる可能性が示唆されてい

る。 

化学放射線療法に用いる薬剤としては、近年、S-1 が有望と考えられている。S-1 は 5-FU 持続静注

を上回る奏効割合が報告されており、放射線との相乗効果も高く、S-1 併用放射線療法の国内第 II 相

試験では生存期間中央値（Median Survival Time、MST）16 か月、1 年生存割合 72.8%と良好な結果が報

告されている。よって、S-1 併用放射線療法は 5-FU 併用放射線療法に代わる局所進行膵癌の標準治

療となる可能性がある。 

局所進行膵癌には、化学放射線療法により長期生存が可能となる集団が存在する一方、微小遠隔

転移を有するなどの理由により、化学放射線療法が有効とはならない集団も存在すると考えられている。

化学放射線療法は、局所制御に重点を置いた治療であるが、連日の放射線治療を必要とするだけでな
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く、消化器毒性や（難治性）消化管潰瘍、出血、消化管穿孔、腸閉塞、肝機能障害、腎機能障害など全

身化学療法と比べて毒性が強いことが懸念される。よって、化学放射線療法は「真に局所進行」の患者

に行うべきであり、「画像上は局所進行であるが、真は転移性」の患者には全身化学療法を行うのが理

想であると考える。そこで、全身化学療法を先行することにより、それぞれの患者集団に対して適切な

治療（化学放射線療法、あるいは全身化学療法）を選択できれば、結果として全体の治療効果を向上さ

せることが期待される。 

以上の背景より、本試験は、局所進行膵癌を対象に、「S-1 併用放射線療法群」と「GEM 先行 S-1 併

用放射線療法群」の有効性と安全性を比較検討し、将来計画する予定の第 III 相比較試験（標準治療で

ある GEM 単独療法を対照とした優越性試験）の試験治療群としてより有望と思われる治療方法を選択

することとした。 

 試験経過 

2011 年 12 月 1 日より登録を開始し、2013 年 9 月 20 日までに 102 人の患者が登録され登録終了と

なった。 

主たる解析は 2014 年 10 月 15 日に発送した追跡調査にもとづいて行われた。2015 年 10 月 1 日を

追跡終了日とし、最終解析が行われた。 

プロトコール改訂は 1 回行われ、その内容は以下のとおりである。 

第 1 回プロトコール改訂（2013 年 5 月 22 日承認） 

適格性分類の変更と主たる解析対象集団の変更、治療変更規準の不整合の修正・補足の追記、

予期される有害事象項目の追加、誤記修正と定型的記載の更新、他。 

 登録状況 

試験開始時には登録完了は2013年12月を見込んでいたが、登録は予測していたペースをやや上回

り、2013 年 9月に登録が完了した。施設毎の患者登録数は、大阪府立成人病センター（現：大阪国際が

んセンター）が 15人で最も多く、神奈川県立がんセンターと国立がん研究センター東病院が 10人とこれ

に続いた。参加 26 施設中 2 施設で患者登録がなかった。 

適格性の検討により、2 人が不適格と判定されている。1 人は、登録日翌日に実施した放射線治療計

画用のCT検査にて腹膜播種を指摘され、登録前のCTを見直すと腹膜播種が存在していたことが判明

し、事後不適格と判定された。もう 1 人は、治療前報告用紙に M0、Stage IV の記載があったため、デー

タセンターから問い合わせたところ、遠隔リンパ節転移を有する患者（M1）であったことが判明したため、

登録時不適格と判定された。その他、誤登録や重複登録など、登録上の問題点はなかった。 

 背景因子 

全適格例 100 人の年齢中央値 65.5 歳（範囲：28～80 歳）、PS 0/1 が 63 人/37 人（治療開始時）、N 

0/1が 76人/24人、減黄処置なし/ありが 71人/29人であった。当初見込んだ対象集団との乖離は見ら

れなかった。また、両群間の患者背景の差は少なく、両群の比較可能性は担保されていると考えられ

た。 

 治療経過 

A 群（S-1 併用放射線療法群）では、全適格例 51 人中 50 人で化学放射線療法を開始した。1 人は肝

感染のために化学放射線療法を開始できなかった。化学放射線療法を開始した 50人中 48人で化学放

射線療法を完了した。化学放射線療法を完了できなかった理由は 2 人とも有害事象であり、追加化学

療法も開始できなかった。化学放射線療法を完了した 48 人中 44 人で追加化学療法を開始した。追加

化学療法を開始できなかった 4 人の理由は原病増悪 2 人、有害事象 2 人であった。追加化学療法を行

った 44 人は全例治療が中止されており、その理由は原病増悪 18 人、有害事象 23 人、腫瘍縮小による

治療方針変更（外科的切除を企図）2 人、転居 1 人であった。 

B 群（GEM 先行 S-1 併用放射線療法群）では、全適格例 49 人が導入化学療法を開始した。導入化
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学療法を開始した 49人中 33人で導入化学療法を完了した。導入化学療法を完了できなかった 16人の

理由は原病増悪 8人、有害事象 8人であり、16人中 10人で化学放射線療法を開始できなかった。導入

化学療法を完了した 33 人中 5 人で化学放射線療法を開始できず、その理由は原病増悪 3 人、有害事

象 2 人であった。化学放射線療法を開始した 34 人中 33 人で化学放射線療法を完了した。1 人は原病

増悪のために化学放射線療法を中止し、追加化学療法へ移行した。化学放射線療法を完了した 33 人

中 31 人で追加化学療法を開始した。追加化学療法を開始できなかった理由は原病増悪 1 人、有害事

象 1 人であった。追加化学療法を行った 32 人は全例治療が中止されており、その理由は原病増悪 10

人、有害事象 18 人、腫瘍縮小による治療方針変更（外科的切除を企図）3 人、転居 1 人であった。 

本試験計画時には 3 か月の導入化学療法により 2～3 割程度の患者が増悪すると見込んでいた（プ

ロトコール 2.3.3.）。実際に化学放射線療法の施行割合はA群 98%（50/51）、B群 69%（34/49）であったこ

とから、当初の想定通りであった。化学放射線療法はA群 96%（48/50）、B群 97%（33/34）で治療完了で

きており、導入化学療法後（B群）であってもコンプライアンスは良好であった。追加化学療法は、有害事

象による中止割合が A 群 52%（23/44）、B 群 56%（18/32）と両群とも頻度が高い傾向があった。これは、

化学放射線療法による影響が考えられたが、施行コース数の中央値（範囲）は A 群 5.5 コース（1-20 コ

ース）、B 群 5 コース（1-29 コース）であり、追加化学療法中の GEM の relative dose intensity の中央値

は A 群 60%、B 群 56%であった。また、プロトコール治療終了後の後治療も A 群 84%（43/51）、B 群 82%

（40/49）で施行され、後治療開始時の PS も A 群 76%（39/51）、B 群 78%（38/49）で PS 0-1 に保たれて

いたことから、コンプライアンスは想定の範囲内であったと考える。 

 プロトコール遵守 

A 群のプロトコール逸脱は、化学放射線療法の治療開始・治療変更に関わる逸脱が 50 人中 14 人

（28%）、20 件（うち臨床的に妥当 3 件）、追加化学療法の治療開始・治療変更に関わる逸脱が 44 人中

24 人（55%）、58 件（うち臨床的に妥当 4 件、やむを得ない 6 件）であった。 

B群のプロトコール逸脱は、導入化学療法の治療開始・治療変更に関わる逸脱が49人中18人（36%）、

29 件（うち臨床的に妥当 3 件、やむを得ない 1 件）、化学放射線療法の治療開始・治療変更に関わる逸

脱が 34 人中 11 人（32%）、17 件（うち臨床的に妥当 3 件）、追加化学療法の治療開始・治療変更に関わ

る逸脱が 32 人中 18 人（56%）、40 件（うち臨床的に妥当 4 件、やむを得ない 7 件）であった。 

導入化学療法の有無に違いがあるために両群の逸脱の頻度を比較することは困難であるが、A 群

/B群の治療開始・治療変更の逸脱頻度は化学放射線療法28%/32%、追加化学療法55%/56%であり、両

群間に大きな差はないと考えられた。化学放射線療法でみられた逸脱の主な理由は休止規準の逸脱

であり（A 群 20 件中 17 件、B 群 17 件中 10 件）、その多くは休止規準に該当しない軽度の有害事象や

患者都合・飲み忘れによる休止であった。導入化学療法や追加化学療法は同じ治療変更規準を用いて

いたが、逸脱の主な理由は投与のスキップあるいは減量に関する逸脱であった（導入化学療法 29 件中

20 件、追加化学療法 A 群 58 件中 27 件、B 群 40 件中 24 件）。 

また、患者希望だけでなく担当医の自己判断や不注意により治療変更規準の逸脱を繰り返すものが

みられた（5 件以上逸脱した患者は A 群 4 人：6 件 1 人、8 件 1 人、9 件 2 人、B 群 5 人：5 件 1 人、6 件

2 人、10 件 1 人、11 件 1 人）。本試験では安全性だけでなく GEM の dose intensity を高く保つように day 

8、day15 の投与規準や減量規準を規定していたため、安全性に大きく影響を与える逸脱はなかった。 

その他の逸脱に関しても安全性や有効性に大きく影響を与えると考えられる逸脱はなかった。 

 安全性 

全プロトコール治療期間および追跡期間中の有害事象をまとめると以下のとおりであった。 

Grade 3-4の血液毒性（A群/B群）は、白血球減少62%/61%、好中球数減少54%/57%、貧血18%/12%、

血小板数減少 10%/14%と両群間に大きな差はなかった。 

Grade 3-4の主な非血液毒性（A群/B群）は、食欲不振16%/4%、疲労8%/4%、悪心8%/2%、下痢6%/4%、

嘔吐 2%/4%、胆管炎 20%/27%、消化管出血 10%/6%、消化管潰瘍 6%/4%、肺臓炎 4%/2%であり、消化器毒
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性を中心として A 群の頻度が高い傾向があった。 

治療関連死亡（TRD）は A 群でのみ 3 人（間質性肺炎で最終治療日から 18 日目に死亡、胆管炎で最

終治療日から 18 日目に死亡、膵臓出血で最終治療日から 20 日目に死亡）認められた。いずれもプロト

コール治療により予期される有害事象であり、効果・安全性評価委員会では、有害事象とプロトコール

治療との因果関係はすべて probable と判定された。この他に、化学放射線療法後の晩期有害反応とし

て、B 群で 1 人の空腸穿孔 Grade 4（緊急手術にて改善）が報告されており、有害事象とプロトコール治

療との因果関係は probable と判定された。 

以上のようにB群と比較してA群の有害事象が強い傾向があるものの、個々の有害事象の発現頻度

は許容範囲内と考えられた。 

 有効性 

Primary endpoint である全生存期間に関しては、以下のとおりである。 

2014 年 10 月に行った主たる解析（死亡イベント数 65、生存例の観察期間中央値 16.9 か月）では、

A 群/B 群の 1 年生存割合は 66.7%/69.3%、生存期間中央値は 19.1 か月/17.2 か月であり、B 群の A

群に対するハザード比は 1.157（95%CI：0.708-1.893）であった。患者背景として PS 1 の患者の割合が

B 群でやや高く（A 群 31%、B 群 43%）、単変量解析にて PS 1 患者の PS 0 患者に対するハザード比は

1.84（95%CI：1.10-3.09、p=0.020）と予後不良であったため、多変量解析（強制投入法）をおこなったと

ころ、患者背景の偏りを調整したB群のA群に対するハザード比は 1.04（95%CI：0.61-1.79）であった。 

2015 年 10 月に行った最終解析（死亡イベント数 85、生存例の観察期間中央値 26.9 か月）では、A

群/B 群の 2 年生存割合は 36.9%/18.9%、生存期間中央値は 19.0 か月/17.2 か月であり、ハザード比

は 1.255（95%CI：0.816-1.930）であった（1 年生存割合は主たる解析時と変わらず）。単変量解析によ

る PS 1 患者の PS 0 患者に対するハザード比は 1.540（95%CI：0.994-2.386）となり、多変量解析（強制

投入法）にて患者背景の偏りを調整したB群のA群に対するハザード比は 1.186（95%CI 0.747-1.882）

であった。サブグループ解析では「65 歳以上」「PS 1」「胆道ドレナージあり」「所属リンパ節転移あり

（N1）」の患者群で、A 群の短期予後は B 群よりも不良である傾向があった。 

 

  
主たる解析 最終解析 

 

有効性の secondary endpoint である無増悪生存期間、無遠隔転移生存期間、CA19-9 奏効割合に

関する A 群/B 群の結果は、以下のとおりである。 

2 年無増悪生存割合は 8.6%/4.2%、1 年無増悪生存割合は 39.2%/46.6%、無増悪生存期間中央値は

10.1 か月/10.4 か月であり、ハザード比は 1.034（95%CI：0.689-1.551）であった。 
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主たる解析 最終解析 

 

2 年無遠隔転移生存割合は 14.8%/4.2%、1 年無遠隔転移生存割合は 45.1%/48.7%、無遠隔転移生

存期間中央値は 11.0 か月/11.4 か月であり、ハザード比は 1.20（95%CI：0.79-1.80）であった。 

CA19-9 奏効割合は 67.6%/63.3%であった。 

 考察 

本試験の目的は、S-1 併用放射線療法（A 群）と GEM 先行 S-1 併用放射線療法（B 群）のうち、より

有望な治療法を選択することである。ただし、B 群は A 群に比べ化学放射線療法を行わないことにより

負担が軽減する患者が多いと考えられるため、両者に大きな差が無い場合（1 年生存割合の差が 5%以

内[65% vs 60%]である場合）は、B 群を選択することとし、臨床的仮説を「B 群の A 群に対するハザード比

が点推定値で 1.1858 以下である場合は B 群を有望な治療法と判断する」と設定した。 

主たる解析の時点では、B 群の A 群に対するハザード比は 1.157（≦1.1858）であり、さらに多変量解

析による患者背景を調整したハザード比は 1.04 であったこと、また消化器毒性を中心とした Grade 3 以

上の非血液毒性はA群の方が高頻度に発現する傾向があったこと、TRDはA群でのみ発生していたこ

とから、B 群が有望な治療法であると考えた。しかし、生存曲線は 1 年付近で交差しており、1 年までの

短期では B 群が上回っていたが、1 年以降の長期では A 群が上回る傾向がみられた。主たる解析の時

点で長期予後を評価するには観察期間が不十分であったことから、主たる解析の 1 年後に行う最終解

析によって最終的に判断することとした。 

最終解析は観察期間中央値が 26.9 か月と 2 年を超えた時点で行われ、その結果、2 年生存割合は

36.9%/18.9%と A 群で良好な長期予後が示された。B 群の A 群に対するハザード比も 1.255（＞1.1858）と

A 群に良好な結果が示され、患者背景を調整したハザード比も 1.186 であった。プロトコール 12.1.「両群

の生存曲線の形状が大きく異なって両者が交差するような場合は、ハザード比による要約が不適切な

場合もあり得る。そのような場合に、どちらをより有望な治療とするかは、両者の毒性も加味して総合的

に判断することとする。」に従い、JCOG 肝胆膵グループ内で検討した結果、我々は化学放射線療法に

対して化学療法のみでは得られない良好な長期予後を期待しており、両群間の有害事象の発現頻度に

は多少の差があるものの両群とも忍容可能であったことから、最終的に A 群の治療を有望な治療法で

あると判断した。 

B 群では良好な長期予後は得られなかったものの、短期予後の向上と毒性の軽減が得られた。これ

は 31%の患者が化学放射線療法を受けなかったことが貢献したと考えられる。化学放射線療法を施行し

なかった主な理由は導入化学療法中あるいは施行後の原病の増悪であり、このような患者は登録時に

既に画像上指摘できない微小な遠隔転移が潜在していた可能性が高く、局所の抗腫瘍効果に重点をお

いた毒性の強い放射線治療よりも、全身化学療法が適切であったと考えられる。 

B 群の長期予後が A 群よりも劣っていた理由として、以下が考えられる。第一に、GEM 単独療法では

導入化学療法としての抗腫瘍効果が不十分であった可能性がある。遠隔転移を伴う膵癌に対して
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5-FU+イリノテカン+オキサリプラチン併用療法（FOLFIRINOX 療法）と GEM+ナブパクリタキセル併用療

法（GnP 療法）は GEM 単独療法よりも延命効果や腫瘍縮小効果が上回ると報告されているが、本試験

計画時にはどちらのレジメンも本邦において薬事承認されておらず、用いることができなかった。本試験

の結果から少なくとも GEM 単独療法を用いた導入化学療法は有望ではなかったが、将来的にはより有

効性が期待できるこれらのレジメンを用いた導入化学療法も検討されるべきである。 

第二に、両群の生存曲線は 1 年付近で交差していたことから、局所進行膵癌の患者には治療効果の

異なる 2 つのサブグループが存在する可能性がある。すなわち、全身化学療法が適切となる患者集団

と化学放射線療法が適切となる患者集団である。サブグループ解析の結果から「65 歳以上」「PS 1」「胆

道ドレナージあり」「所属リンパ節転移あり」の患者群で、A 群の短期予後が B 群よりも不良となる傾向

があったが、「65歳以上」や「PS 1」の患者群では「65歳未満」や「PS 0」に比べて化学放射線療法による

強い毒性が負担となった可能性があり、「所属リンパ節転移あり」では「所属リンパ節転移なし」に比べ

て、より高率に遠隔転移が潜在したために全身化学療法がより適切な治療法となった可能性が考えら

れる。しかしながら、サブグループ解析は少数例の検討であるため、この仮説は今後あらためて評価さ

れるべきである。 

有効性の secondary endpoint である無増悪生存期間に関しては両群の曲線はほぼ重なっていたが、

無遠隔転移生存期間は全生存期間と同様に A 群の方が長期予後が良好な傾向が見られた。これは化

学放射線療法による局所中心の抗腫瘍効果は遠隔転移の出現をも抑制し、その結果、全生存期間の

長期予後につながることを示唆している。よって、治療効果の不十分な導入化学療法により化学放射線

療法の開始が遅れると、遠隔転移の出現を許して良好な長期予後が得られなくなる可能性もあることか

ら、今後の導入化学療法を検討する臨床試験では、有効な化学療法レジメンの開発だけでなく、適切な

導入化学療法の治療期間をも検討すべきである。 

フランスを中心とする GERCOR グループは、導入化学療法後の化学放射線療法の意義を検証する

第Ⅲ相試験（LAP07 試験）を実施している。局所進行膵癌患者に 4 か月間の導入化学療法（GEM 単剤 

vs. GEM+エルロチニブ）を行い、原病の増悪を認めなかった患者を対象として、化学療法を継続する群

と化学放射線療法を行う群の生存期間を比較したが、化学放射線療法の優越性は示されなかった。し

かし、無増悪生存期間は化学放射線療法群の方が良好な傾向があり、プロトコール治療終了後から原

病増悪により後治療を開始するまでの無治療期間も有意に長期であった。 

また、4 か月間という比較的長期の導入化学療法で原病の増悪を認めなかった患者をランダム化し

たため、本来なら同じ化学療法の継続が適切である患者群のみが抽出された可能性があり、化学放射

線療法への変更は不利となった可能性がある。よって、LAP07 試験の結果により局所進行膵癌に対す

る化学放射線療法の意義が否定されたわけではなく、現時点でも治療選択肢の 1 つとして認識されて

おり、今後も化学放射線療法の治療開発を進める意義はあると考えられる。 

本試験において S-1 併用放射線療法は良好な治療効果（1 年生存割合 66.7%、生存期間の中央値

19.0 か月）を示しており、本邦における過去の報告（Ikeda ら[2013]、Sudo ら[2011]、Shinchi ら[2011]）（1

年生存割合 62-72%、生存期間の中央値 14.3-16.8 か月）と比較して、再現性のある結果が得られた。有

害事象に関しては、過去の報告と比べ特に Grade 3-4 の血液毒性が高頻度に報告されたが、多くは

S-1 併用放射線療法後の追加化学療法（GEM 単独療法）中に発現したものであった。以上より、S-1 併

用放射線療法は安定した有効性が期待でき、忍容性も良好であることから、次期第 III 相試験の試験治

療群として有望であるといえる。 

 結論と今後の方針 

本試験の結果、局所進行膵癌に対して S-1 併用放射線療法は GEM 先行 S-1 併用放射線療法より

も有望な治療であり、次に行われる第 III 相試験の試験治療として適切なレジメンといえる。 

一方、本試験計画時には、局所進行膵癌に対する標準治療は GEM 単独療法であったが、遠隔転移

例に対して GEM 単独療法を上回る有効性を示した FOLFIRINOX 療法と GnP 療法は、局所進行例に対

する治療効果も期待されており、すでに日常診療において用いられるようになっている。そこで、JCOG
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肝胆膵グループでは、局所進行膵癌に対して FOLFIRINOX 療法と GnP 療法の有効性と安全性を評価・

比較し、より有望な治療法を選択するためのランダム化第 II 相試験（JCOG1407、UMIN000023143）を

2016 年 7 月より開始した。JCOG1407 は予定登録患者数：124 人、登録期間：2.5 年、追跡期間：登録終

了後 2年を予定しており、その次期試験として「標準治療であるGEM単独療法」と「JCOG1106 で選択さ

れた S-1 併用放射線療法」と「JCOG1407 で選択された化学療法レジメン」を比較する第 III 相試験を計

画している。 

 その他の考察 

プロトコール治療の逸脱として治療変更規準に関わる逸脱が多く発生していた。本試験では導入化

学療法、化学放射線療法、追加化学療法といった複数の治療法をプロトコール治療としたためでもある

が、定期モニタリングにより把握した逸脱内容の周知、研究者への注意喚起が不十分であったと考えら

れる。 

現在進行中の JCOG1407 も多剤併用療法であるため、治療変更規準に関わる逸脱の発生が予測さ

れるため、プロトコール遵守を徹底していく必要がある。 

 

以上 
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